
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

放射線被曝が増加する
CTと比較して診断能は同
等

いいえ

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

D（非常に弱い）A（強） B（中） C（弱）

はい

【5-1 推奨文章案】

膵癌の診断において、造影CT、MRI、EUSで確定診断が得られない場合、PETを行わないことを提案する。

膵癌の存在診断においてPETとCTと比較検討した。
膵癌診断におけるPETとCTとの比較について、1編のmeta analysis、 3編の症例集積研究のうち2編からPETとCTの
診断能に差はないという結論であった。1編の症例集積研究ではPETはCTに比し相対感度特異度ともに改善したとさ
れている。
造影CTと比べて診断能に差が無いこと、被曝量が増加すること、膵癌の診断には保険収載されていないことから、造
影CTはじめ他画像検査で診断がつかない場合、PETを行わないことを提案する。

PETは高額な検査である。放射線被爆も増加する

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

1. CQ

膵癌を診断するための次のステップとしてポジトロン断層法(PET)は推奨されるか？

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）

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. 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

エビデンスの強さはB、C
1編のmeta analysisによ
り、PETの膵癌診断の感度
／特異度とCTにおける感
度／特異度で差は無いと
いう結論
症例集積研究でも同じ結
論



【5-4  推奨作成の経過】 

 
DD2-2 膵癌を診断するための次のステップとしてポジトロン断層法(PET)は推奨されるか？ 

１）重要臨床課題の確認 

  膵癌の診断には画像診断が重要で、腹部超音波、CT、MRI、EUSが施行される。ポジトロン

断層撮影(PET)は膵腫瘤性病変の良悪性の鑑別に用いられている。膵癌の診断に腹部超音波、CT、

MRI、EUS に加えて、次のステップとして PET施行する有用性についての検討は重要な臨床課題

と考えられる。 

 

２）エビデンス評価  

＜検索式＞PubMed 

"pancreatic neoplasms/diagnosis"[majr] AND ( "Positron-Emission Tomography"[mesh] OR 

pet) AND (sensitivity and specificity[mesh] OR diagnosis,differential[mesh]) Filters: 

Publication date from 2014/01/01 to 2017/12/31; Humans; English; Japanese 

＜検索式＞医中誌 

((((膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL)) and (SH=診断)) and (陽電子放射型断層撮影/TH or pet/AL)) 

and (DT=2014:2017 and PT=会議録除く) 

 

系統的文献検索を行い、PubMed検索より 64編，医学中央雑誌検索より 56編が抽出された。  

二次スクリーニングの結果 8 編を採用し検討した。そのうち CTと診断能の比較が検討されてい

た 4編を評価した。 

膵癌診断における PET と CT との比較については、1編の meta analysis(1), ３編の症例集積

研究のうち 2編(2,3)のいずれも PETと CTの診断能に差はないという結論であった。1編の症例

集積研究（多施設前向き観察研究）(4)では PETは CTに比し相対感度、特異度を改善したとされ

ている。 

meta analysisによると、PET の膵癌診断における感度／特異度は、91%（95%CI,85-94%）／

72%(95%CI,62-81%)、CTにおける感度／特異度は、85％（95％CI,80-90%)／55%(95%CI,44-64%)

であった。3 編の症例集積研究では、 それぞれ PET正診率 93.6％、CT 正診率 88.6％(1)、PET

感度 100%特異度 89%と CT感度 92%特異度 52%(3)、PET 感度 92.7％特異度 75.8％, CT感度 88.5％

特異度 70.6％(4)であった。 

  CT との比較検討ではないが、1 編の review (5)によると、 PETの膵癌診断における感度／特

異度は、85-97％/61-94％であった。 

膵癌の診断において、PETは CT と同等の診断能を有しているものの、CTと比べ優位性は認め

られていない。 

ほかの画像診断（US、CT、MRI、EUS）で確定診断が得られた場合には次のステップとして PET

を行う効果は乏しい。 



ただ、PETは CT と比べて他臓器転移の診断に特異度が高く、優れていることから他臓器への

転移が疑われる場合には PET を行う効果はないとはいえない。 

 

３）益と害のバランス評価 

患者にとって好ましい効果  

 診断に関して CT と比較して効果が乏しい。 

CT はじめ US,MRI,EUSなどほかの画像検査で診断がつかない場合には、有効である可能性があ

るが、保険適応ではない。 

 

患者にとって好ましくない効果  

放射線被曝が増加する。 

(PET-CT被曝腺量 およそ 10mSV(7-50mSV)、CTの被曝腺量 およそ 7mSv(5-30mSv))  

 保険外診療になると著しく高額になる。 

 

４）患者の価値観希望 

  ばらつきあり 

  放射線被曝やコストの面で難がある 

５）コスト評価、臨床適応性 

PETは、膵癌の存在診断には保険収載されていない。保険外診療になると著しく高額になる。 

(診療点数；PET:9000点、造影 CT:2500点)。 

 

 

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 

  ・PET は、造影 CT と比べて優れているとはいえない。PET を追加することは被曝量が増す。 

・検出能のエビデンスは CT と同様だが、CT を補完する能力があるかのエビデンスはない。 

・MRI と CT は診断能が同等、CT と PET も診断能が同等である。 

  ・MRI と CT、造影 CT と EUS で補完的な役割であることを示す論文はない。 

  ・小病変かつ切除可能な膵腫瘤として、どうしても診断がつかないときに PET をおこなうことはある。 

・CT、MR、EUS で診断がつかないときに PET が存在診断になることはある。 

・炎症性腫瘍との鑑別が難しい場合には有用である。 

  ・腫瘤があることをわかっていてEUS-FNAを施行する前にPETを行うということは、臨床的には実際

はないのではないか。 

・PET は保険収載されていない。高額である。被曝量が多い。 

・患者の価値観・希望はばらつきがある。患者サイドからは推奨しない方がいい 

・膵癌における CT に対する PET の利点は骨転移、肺転移がわかる、ということである。 

 （診断のために PET を施行することには概ね否定的な意見が多数を占めた） 
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