
20230401 東海大学医学部付属病院遺伝子診療科 

 

臨床情報シート１ 東海大学エキスパートパネル（EP）開催前臨床情報（1/2） 

 

エキスパートパネルの開催時に臨床情報が必要となります。 

初診時の紹介状を作成される際に、以下のフォームを使用して頂ければ、紹介状は簡易な記載で問題ありません。 

 

１． 病理診断名： （                             ） 
 
２． 診断日＊１ ： （               年    月   日 ）  
＊１．当該腫瘍の初回治療前に診断のために行われた検査（他施設の検査も含む）のうち、“がん”と診断する根拠となった検査が

行われた日を記入して下さい。病理診断がなされた日及び病理報告書が発行された日ではない点に留意して下さい。 

 

３． 喫煙歴  ： ☐有 （ 喫煙年数（     ）年  1 日の本数（     ）本 ) 
          ☐無  ☐不明 

     

４． アルコール多飲歴＊２ ： ☐有  ☐無  ☐不明 

＊２．アルコール多飲の定義・・・常習的に 1 日平均純アルコールで約 60g を超えた量に飲酒する場合。ﾋﾞｰﾙ中瓶 3 本、清酒 3 合

程度、ワイン 5杯、焼酎 1合程度。 

 

５． ECOG PS ： ☐０  ☐１  ☐２  ☐３  ☐４  ☐不明 

 

６． 重複がん ： ☐有 （ 部位：             活動性＊３： ☐有  ☐無  ☐不明 ） 

           ☐無   ☐不明 

 

７． 多発がん ： ☐有 （ 活動性＊３： ☐有  ☐無  ☐不明 ） 

          ☐無   ☐不明 

＊３．重複がん（または多発がん）の活動性の定義・・・同時性重複がん（または多発がん）及び無病期間が 5 年以内の異時性重

複がん（または多発がん）。ただし、無病期間が 5年未満であっても、臨床病期 I期の前立腺癌、放射線治療により完全奏効となっ

た臨床病期０期、I期の喉頭癌、完全切除された 5年生存率が 95%以上相当のがんの既往は活動性の重複がん（または多発がん）に

含めない。 

 

８． 家族歴 ： ☐有  ☐無  ☐不明 

       家族歴１ ： 続柄（       ） がん種（        ） がん以外（        ） 

              罹患年齢（     ）歳 または（     ）歳台 

       家族歴２ ： 続柄（       ） がん種（        ） がん以外（        ） 

              罹患年齢（     ）歳 または（     ）歳台 

       家族歴３ ： 続柄（       ） がん種（        ） がん以外（        ） 

              罹患年齢（     ）歳 または（     ）歳台 

＊続柄は祖父母・叔父叔母の場合、父方または母方の記載もお願いします。 

＊家族歴が多数の場合は、適宜追加記入をお願いします。 

 

９． 登録時転移 ： ☐有 （ 部位：                        ） 

           ☐無  ☐不明 
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臨床情報シート１ 東海大学エキスパートパネル（EP）開催前臨床情報（2/2） 

 

１０．肺がん症例 

EGFR :  ☐陰性 ☐陽性 ☐判定不能 ☐不明または未検査 

EGFR type： 

☐G719 ☐exon19 欠失 ☐S7681 ☐T790M ☐exon20 挿入 ☐L858R ☐L861Q ☐その他 ☐不明              

EGFR 検査方法 ： ☐CovasV2 ☐Therascreen ☐その他 ☐不明 

EGFR-TKI 耐性後 EGFR-T790M ： ☐陰性  ☐陽性 ☐判定不能 ☐不明または未検査 

ALK 融合： ☐陰性 ☐陽性 ☐判定不能 ☐不明または未検査 

ALK 検査方法： ☐IHC のみ ☐FISH のみ ☐IHC+FISH ☐RT-PCR のみ ☐RT-PCR+FISH ☐その他 ☐不明 

ROS-1 ： ☒陰性 ☐陽性 ☐判定不能 ☐不明または未検査 

BRAF(V600) ： ☒陰性 ☐陽性 ☐判定不能 ☐不明または未検査 

PD-L1(IHC) ： ☒陰性 ☐陽性 ☐判定不能 ☐不明または未検査 

PD-L1（IHC）検査方法：☐Nivolumab/Dako28-8（BMS/小野） ☐Pembrolizumab/Dako22C3(Merck) ☐その他 ☐

不明 

PD-L1(IHC)陽性率 ： （      ）％ 

アスベスト暴露歴 ： ☐有  ☐無  ☐不明 

 

１１．乳がん症例 

HER2(IHC) ： 

☐陰性 ☐陰性（1＋） ☐境界域（２＋） ☐陽性（３＋） ☐判定不能 ☐不明または未検査  

HER2（FISH） ： ☐陰性 ☐equivocal ☐陽性 ☐判定不能 ☐不明または未検査 

ER ： ☐陰性 ☐陽性 ☐判定不能 ☐不明または未検査 

PgR ： ☐陰性 ☐陽性 ☐判定不能 ☐不明または未検査 

gBRCA1 ： ☐陰性 ☐陽性 ☐判定不能 ☐不明または未検査 

ｇBRCA2 ： ☐陰性 ☐陽性 ☐判定不能 ☐不明または未検査 

 

１２．食道がん、胃がん、小腸がん、大腸がん症例 

KRAS ： ☐陰性 ☐陽性 ☐判定不能 ☐不明または未検査 

KRAS type ： ☐ｃodon12  ☐codon13 ☐codon59 ☐codon61 ☐codon117 ☐codon146 ☐不明 

KRAS 検査方法 ： ☐PCR-ｒSSO 法 ☐その他 ☐不明 

NRAS ： ☐陰性 ☐陽性 ☐判定不能 ☐不明または未検査 

NRAS type ：  ☐ｃodon12  ☐codon13 ☐codon59 ☐codon61 ☐codon117 ☐codon146 ☐不明 

NRAS 検査方法 ： ☐PCR-ｒSSO 法 ☐その他 ☐不明 

HER2 ： ☐陰性 ☐陰性（1＋） ☐境界域（２＋） ☐陽性（３＋） ☐判定不能 ☐不明または未検査 

EGFR（IHC） :  ☐陰性 ☐陽性 ☐判定不能 ☐不明または未検査 

BRAF(V600) ： ☐陰性 ☐陽性 ☐判定不能 ☐不明または未検査 

 

１３．肝がん症例 

HBｓAg ：  ☐陰性 ☐陽性 ☐判定不能 ☐不明または未検査 

HBｓ抗体 ： ☐陰性 ☐陽性 ☐判定不能 ☐不明または未検査 

HBV-DNA ： （     ）LogIU/mL 

HCV抗体 ： ☐低：陰性（定性―） ☐中：境界（定性±） ☐高：陽性（定性＋） ☒不明または未検査 

HCV-RNA ： （     ）LogIU/mL 

 

１４．皮膚がん症例 

BRAF(V600) ： ☐陰性 ☐陽性 ☐判定不能 ☐不明または未検査 

 

ご協力ありがとうございました。 


