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【5-1 推奨文章案】

膵癌と診断するためには造影CT(MDCTが望ましい))を行うことを推奨する。

2016年度版膵癌診療ガイドラインから大きく変化した点、新たなRCTやメタアナリシスなどの検討は見られないが、造
影CT検査は、一般的に膵癌診断の基本となる検査として認知されている。

1. CQ

膵癌を疑った場合、コンピューター断層撮影法(CT)は診断法として推奨されるか？

2. 推奨草案

3. 作成グループにおける、推奨に関連する価値観や好み（検討した各アウトカム別に、一連の価値観を想定する）

4. CQに対するエビデンスの総括（重大なアウトカム全般に関する全体的なエビデンスの強さ）

5. 推奨の強さを決定するための評価項目（下記の項目について総合して判定する）

推奨の強さの決定に影響する要因 判定 説明



アウトカム全般に関する全体的なエビデンスが強い
・全体的なエビデンスが強いほど推奨度は「強い」とされる
　可能性が高くなる。
・逆に全体的なエビデンスが弱いほど、
　推奨度は「弱い」とされる可能性が高くなる。

いいえ

はい

採用文献数は15件で、
ケースシリーズが10件、
ケースコントロールが5例、
メタアナリシスやシステマ
ティックレビューはなかっ
た。CT機器は年代によっ
てその精度や撮像法の違
い（時相など）があること患
者選択や比較、研究デザ
インにおいて多くのばらつ
きがみられた。存在診断、
質的診断に必ずしも限定
していない文献が多かっ
た。熟練した読影者ほど膵
癌診断能を向上させること
や膵管拡張などの間接所
見を見極めることで膵癌診
断に寄与したという文献も
みられた。定性的システマ
ティックレビューとして、バ
イアスや非直接性、非一
貫性が認められることはや
むを得ないことであった
が、ケースコントロールで
は95.1%(174/183)に、ケー
スシリーズでは
90.2%(552/612)で、造影CT
検査は診断（存在・質的）
に有用であった。特に
multidetector CT(MDCT)
の撮像モード(MPR像など)
を駆使することで小膵癌の
存在・質的診断を含め更
なる診断能の向上を期待
できる。 文献をまとめる
と、CTの膵癌診断能は、
感度94.1-97%、特異度80-
83%、正診率90.4-96%と高
く、小膵癌においても、感
度77%、特異度100%とされ
ており、膵癌を疑った場合
には、造影CT(MDCT)を行
うことが推奨される。



益と害のバランスが確実（コストは含まず）
・望ましい効果と望ましくない効果の差が
　大きければ大きいほど、推奨度が強くなる可能性が高い。
・正味の益が小さければ小さいほど、
　有害事象が大きいほど、益の確実性が減じられ、
　推奨度が「弱い」とされる可能性が高くなる。

はい

短時間で客観的な画像が
得られ、膵癌診断に有用
である一方、小腫瘤では
スライス幅に隠れて検出
できないことがあること造
影剤を使用しない単純 CT 
の単独使用は膵癌の診断
には適さないことも触れら
れている。 X線被爆や造
影剤（ヨード）アレルギー
がみられることがあるが、
今回の文献では報告され
ておらず、検討はしなかっ
た。造影CTが禁忌とされ
る症例では、別のモダリ
ティ(MRI、EUS、PET等)に
よる評価が推奨される。
　なお造影CTが禁忌とさ
れるのは重篤な甲状腺疾
患を有する場合で、原則
禁忌となるのは、ヨード造
影剤アレルギー、腎機能
障害 eGFR値30ml/分未
満、薬その他の重篤なア
レルギー歴、重篤な心疾
患、妊娠、気管支喘息を
有する場合である。
　またビグアナイド系糖尿
病薬を内服している場合
にはヨード造影により乳酸
アシドーシスを起こすこと
があるので検査前はビグ
アナイド系糖尿病薬の投
与を一時的に中止し、造
影剤投与後48時間はビグ
アナイド系糖尿病薬の投
与を再開しない。
造影CT後は、造影剤の排
泄を促すため水分制限の
ない場合は、いつもより多
くの水分補給をするように
指導する。 造影CT検査を
行う際には、検査前に検
査の必要性および副作用
についての説明をした上
で承諾書をとっておくこと

が必要とされる。

いいえ

患者の価値観希望の観点からすると、造影CT検査は、 X線被爆や造影剤（ヨード）アレルギーによる有害事象が必ず
しもないとは言えないが、担当医師から膵癌診断のために検査の必要性・有用性を説明されれば、禁忌でない限りは
検査を受けると思われる。
コスト評価や臨床適応性の観点では、膵癌診療を行う施設にはほぼ全施設において導入されている。保険適応内の

検査であり、正味の利益がコストや資源に見合ったものであるといえる。

明らかに判定当てはまる場合「はい」とし、それ以外は、どちらとも言えないを含め「いいえ」とする

推奨の強さに考慮すべき要因
患者の価値観や好み、負担の確実さ（あるいは相違）
正味の利益がコストや資源に十分に見合ったものかどうかなど



【5-4  推奨作成の経過】 

 
１）重要臨床課題の確認 

膵癌を疑った場合、コンピューター断層撮影法(CT)は診断法として推奨されるかを検討する。膵癌

を疑った場合、画像検査として対外式腹部超音波検査に引き続いて行われる検査がコンピュータ

ー断層撮影法(CT)である。その際、いかに迅速に腫瘤を描出（存在診断能）し、膵癌か否かを診

断（質的診断）できることが重要である。また検査は、簡便かつ侵襲性が少なく、有害事象が少な

いほど推奨される診断法と考えられる。 

 

２）エビデンス評価 

検索結果は以下の通りである。 

[PubMed] 

("pancreatic neoplasms/diagnostic imaging"[majr] AND "tomography, X-ray computed"[majr] 

AND "sensitivity and specificity"[mesh]) Filters: Publication date from 1990/01/01 to 

2017/12/31; Humans; English; Japanese 

検索結果 199 件 

[医学中央雑誌] 

((((膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL)) and (SH=画像診断,X 線診断)) and ((X 線 CT/TH or x 線

ct/AL)) and ((感度と特異度/TH or 感度と特異度/AL))) and (DT=1990:2017 and PT=会議録

除く) 

検索結果 63 件 

 

採用文献数は、15 件で、ケースシリーズが 10 件、ケースコントロールが 5 例、メタアナリシスやシ

ステマティックレビューはなかった。CT 機器は年代によってその精度や撮像法の違い（時相など）

があること患者選択や比較、研究デザインにおいて多くのばらつきがみられた。存在診断、質的診

断に必ずしも限定していない文献が多かった。熟練した読影者ほど膵癌診断能を向上させること

や膵管拡張などの間接所見を見極めることで膵癌診断に寄与したという文献もみられた。定性的

システマティックレビューとして、バイアスや非直接性、非一貫性が認められることはやむを得ない

ことであったが、ケースコントロールでは 95.1%(174/183)に、ケースシリーズでは 90.2%(552/612)

で、造影CT検査は診断（存在・質的）に有用であった。小腫瘤ではスライス幅に隠れて検出できな

いことがあると報告されているが、診断装置の発達により、multidetector-row CT (MDCT)では、従

来の CT に比較し、高い時間分解能と空間分解能を有し、より詳細な撮影が可能となった。特に膵

実質相、門脈相(肝実質相)、および遅延相(平衡相)の 3 相を基本とするダイナミック撮影が有用

で、さらにMPR像や膵実質相よりも早い動脈相を組み合わせることで膵癌の存在診断のみならず

血管浸潤などの進展度診断に関しても有用であると報告されている。特に multidetector 

CT(MDCT)の撮像モード(MPR 像など)を駆使することで小膵癌の存在・質的診断を含め更なる診



断能の向上を期待できる。  

 文献をまとめると、CT の膵癌診断能は、感度 94.1-97%、特異度 80-83%、正診率 90.4-96%と

高く、小膵癌においても、感度 77%、特異度 100%とされており、膵癌を疑った場合には、可能で

あればダイナミック撮影による造影 CT(MDCT)を行うことが推奨される。また Perfusion CT や

Dual Energy CTなど新たな撮像法が出てきており、膵癌と腫瘤形成膵炎の質的鑑別に有用である

との報告があり、今後の進展も期待できると思われる。今回の検討では、その他にも撮像法の違

いによる、膵腫瘤の存在診断、質的診断に有用であるとの報告もあったが除外した。  

 

３）益と害のバランス評価 

 短時間で客観的な画像が得られ、膵癌診断に有用である一方、小腫瘤ではスライス幅に隠

れて検出できないことがあること造影剤を使用しない単純 CT の単独使用は膵癌の診断に

は適さないことも触れられている。 X 線被爆や造影剤（ヨード）アレルギーがみられることがあ

るが、今回の文献では報告されておらず、検討はしなかった。造影 CT が禁忌とされる症例で

は、別のモダリティ(MRI、EUS、PET 等)による評価が推奨される。 

 なお造影CTが禁忌とされるのは重篤な甲状腺疾患を有する場合で、原則禁忌となるのは、

ヨード造影剤アレルギー、腎機能障害 eGFR 値 30ml/分未満、薬その他の重篤なアレルギー

歴、重篤な心疾患、妊娠、気管支喘息を有する場合である。またビグアナイド系糖尿病薬を内

服している場合には、ヨード造影により乳酸アシドーシスを起こすことがあるので検査前はビ

グアナイド系糖尿病薬の投与を一時的に中止し、造影剤投与後 48 時間はビグアナイド系糖

尿病薬の投与を再開しない。造影 CT 後は、造影剤の排泄を促すため水分制限のない場合

は、いつもより多くの水分補給をするよう指導することも重要である。なお造影 CT 検査を行う

際には、検査前に検査の必要性と副作用についての説明をした上で承諾書をとっておくこと

が必要である。 

 

４）患者の価値観希望 

造影 CT 検査は、 X 線被爆や造影剤（ヨード）アレルギーによる有害事象が必ずしもないとは言

えないが、担当医師より膵癌診断のために検査の必要性を説明されれば、禁忌でない限りは検査

を受けると思われる。 

 

５）コスト評価、臨床適応性 

膵癌診療を行う施設には導入されており、保険適応内の検査である。 

 

６）推奨決定コンセサス会議において、委員から出された意見の内容 

推奨草案で「膵癌と診断するためには造影 CT(MDCT が望ましい)」を行うことを推奨する。上

記検査で異常があっても膵癌の確定診断に至らない場合には、MRI(MRCP)(造影および 3 テ

スラ以上が望ましい), EUS, PET といった画像診断に加え、EUS-FNA や ERCP による確定診



 

断が勧められる。」としていたが、委員からの意見として、重複を避けるため、「膵癌と診断す

るためには造影 CT(MDCT が望ましい)」を行うことを推奨する。」のみにすることが提案され

た。 
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