
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

有害事象の発現は低率
で、かつ軽症が多い。

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】

膵癌の病期診断・切除可能性の評価のため、造影ＣＴ（MDCTが望ましい）を行うことを強く推奨する。

造影ＣＴのなかでも造影ＭＤＣＴを中心に診断能を検討した。
有害事象は造影剤に起因するものを中心に検討した。

検査の客観性と診断能、検査機器の普及の程度を考慮すると、行うことが推奨される。ただしアウトカムによっては診断
能が十分髙いとは言えないため、必要に応じて他のmodalityも併行しして行うことを推奨する。
腎機能障害やアレルギーなどのため造影剤を使用できない場合にも、他のmodalityを併行しして行うことを推奨する。

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

造影MDCTは膵癌の病期診断・切除可能性の評価に推奨されるか？

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

メタアナリシスが複数報告
されている。



【5-4  推奨作成の経過】 

 

1) 重要臨床課題の確認 

 膵癌と診断された場合、コンピューター断層撮影法（CT）は病期と切除可能性の診断法として推

奨されるかを検討する。膵癌の病期診断と切除可能性の判断には局所浸潤（動脈・門脈・静脈）：

Ｔ因子と遠隔転移：N 因子・Ｍ因子の評価が不可欠である。これらの評価法には造影 MDCT・造影

MRI・EUS・PET などがあるが、診断能が高く侵襲性と有害事象が少ないほど推奨される診断法と

考えられる。造影 MDCT は検査装置の普及率や客観性の高さなどから、膵癌と診断後の病期診

断と切除可能性の評価方法として最も多用されている検査方法であり、その診断能と侵襲性・ 有

害事象を検討し有用性について評価を行った。 

 

2) エビデンス評価 

①T 因子 

検索結果は以下の通りである。 

【PubMed】 

＃１（pancreatic neoplasms[mesh]） or （Carcinoma, Pancreatic Ductal[mesh]） 

＃２（tumor node metastasis[mesh]） or （TNM classification[mesh]） or （TNM Staging [mesh]） 

or （neoplasm staging [mesh]） or （Primary Tumor [mesh]） or （Neoplasm Invasiveness [mesh]） 

or （Regional Lymph Nodes [mesh]） or （Lymphatic metastasis [mesh]） or （Distant Metastases 

[mesh]） or （Liver Neoplasms [mesh]） or （resectability [mesh]） 

＃３（Tomography, X-Ray Computed [mesh]） or （Multidetector Computed Tomography [mesh]） 

or （diagnostic imaging [mesh]） 

＃４ ＃１ and ＃２ and ＃３ 

●検索結果 5510 件 

【医学中央雑誌】 

＃1（膵腫瘍/TH or 膵癌/AL） or （膵管癌/TH or 膵臓癌/AL） 

＃２（腫瘍進行度/TH or 腫瘍進行度/AL） or  （重症度指標/TH or 重症度指標/AL） or （進展

度/AL） or （進行度/AL） or （病期診断/AL） or （stage/AL） or （ステージング/AL） or （リン

パ行性転移 or  リンパ性転移/AL） or （リンパ行性転移 or  リンパ節転移/AL） or （遠隔転移

/AL） or （stage 分類/AL） or （t 分類/AL） or （n 分類/AL） or （m 分類/AL） or （リンパ節群

分類/AL） 

＃３（resectability/AL） or （切除可能性/AL） 

＃４（X 線 CT/TH or CT/AL） 

＃５ ＃２ or ＃３ 

＃６ ＃１ and ＃４ and ＃５ 

● 検索結果 138 件 



うち採用文献数は症例集積 7 件、メタアナリシス 4 件、システマティックレビュー2 件であった。 

脈管浸潤を評価した報告が殆どで、他臓器浸潤に関する報告は無かった。神経叢浸潤に関する

報告が症例集積で 1本あった。動脈系・門脈系への浸潤の評価をまとめた報告や別に検討した報

告など、評価方法にばらつきが認められた。判読医が 2 名以上で判定した場合に、判読医間で診

断能にばらつきを認めることがあった。総じて感度は 56-85.2%、特異度は 81-97%であった。 

 

②N 因子 

①と同じ検索式で検索を行い、採用文献数は症例集積 2 件、メタアナリシス 1 件、システマティッ

クレビュー1 件であった。 

いずれも摘出標本などの病理診断をもとに診断能を判定しており、感度は 56-85.2%、特異度は

81-97%であった。 

 

③M 因子 

①と同じ検索式で検索を行い、採用文献数は症例集積 4 件、症例対照 2 件、システマティックレビ

ュー1 件であった。 

転移の診断に関しては、転移巣の病理診断を用いたものや、経時的変化をもって転移かどうか最

終判断している報告があった。成績は転移部位や撮像方法、複数の判定医が診断に関わった場

合には判定医によってばらつきを認めた。転移部位に関しては肺転移の感度は良好（100%）であ

った。肝転移は Thin slice で撮像するほか、CTAP や CTHA を併用すると診断能が向上した。腹膜

播種は Thin slice での撮像の他、MIP 像を追加して判定することで診断能が向上した。 

総じて感度は 20-100%、特異度は 70-97.5%であった。感度が極めて低かった（20%）のは 1 報告の

み骨転移の診断能であり、それ以外の遠隔転移に関しての感度・特異度は概ね良好であった。 

 

④切除可能性 

①と同じ検索式で検索を行い、採用文献数は症例集積 8 件、メタアナリシス 1 件、システマティッ

クレビュー1 件であった。 

判定医が 2 名以上で評価している場合に判定結果にばらつきを認めたが、総じて感度は 68-

91.8%、特異度は 69-75.3%であった。 

 

⑤侵襲性と有害事象 

検索結果は以下の通りである。 

【PubMed】 

＃１（pancreatic neoplasms [mesh]） or （Carcinoma, Pancreatic Ductal [mesh]） 

＃２（Tomography, X-Ray Computed [mesh]） or （Multidetector Computed Tomography [mesh]） 

＃３ cost [mesh] 

＃４ compliocations [mesh] 



＃５ ＃３ or ＃４ 

＃６ ＃１ and ＃２ and ＃５ 

●検索結果 1973 件 

【医学中央雑誌】 

＃1（（X 線 CT/TH or CT/AL） and （SH=毒性・副作用, 有害作用）） or （副作用） 

＃２（（マルチスライス CT/TH or MDCT/AL） and （SH=毒性・副作用, 有害作用）） or （副作用） 

＃３（（造影 CT/TH） and （SH=毒性・副作用, 有害作用）） or （副作用） 

＃４ ＃１ or ＃２ or ＃３ 

●検索結果 1740 件 

採用文献数は症例集積 10 件であった。 

膵癌に限定した報告は無く、造影 CT 全般を対象とした副作用について検討した。 

殆どが造影剤による有害事象を検討していた。発現頻度が多いのは即時型の有害事象で 0.6-

14.3%に認められた。消化器症状・呼吸器症状・循環器症状などが主であり、いずれも軽症が殆ど

であった。しかしながら 0.014-2%では何らかの処置・治療を有する重篤な有害事象も発現してい

た。検査後 1 時間以上経過してから発現する遅発性の有害事象は 0.8-13.0%に認められた。自然

治癒する皮膚症状が殆どであった。今回の検討では死亡例は認めなかった。 

被曝に関する報告は、長期的かつ繰り返し撮像した場合の検討しか無かったため、今回の対象か

らは除外した。コストに関して検討した報告は認めなかったため、検討は行わなかった。 

 

⑥統合評価 

膵癌の病期診断・切除可能性の評価のため、造影 CT（MDCT が望ましい）を行うことを推奨する。 

T 因子：膵癌の T 因子診断において、造影 CT（MDCT）は有用である。エビデンスの強さ：(B) 

N 因子：膵癌の T 因子診断において、造影 CT（MDCT）は有用である。エビデンスの強さ：(B) 

M 因子：膵癌の T 因子診断において、造影 CT（MDCT）は有用である可能性があるが、撮像方法

を工夫したり、他の modality でも確認することが望ましい。エビデンスの強さ：(C) 

切除可能性：膵癌の T 因子診断において、造影 CT（MDCT）は有用である。エビデンスの強さ：(B) 

侵襲性と有害事象：膵癌の病期診断・切除可能性の評価のため、造影 CT（MDCT）を行う際には、

造影剤による即時型有害事象と遅発性有害事象に注意が必要である。エビデンスの強さ：(C) 

 

3) 益と害のバランス評価 

【患者にとって好ましい効果】 

正確な病期診断・切除可能性の評価により、不要な手術を回避できる可能性がある。画像検査方

法としては装置がもっとも普及している検査法のひとつであり検査を受けやすい。 

【患者にとって好ましくない効果】 

即時型あるいは遅発性有害事象により処置の追加が必要になったり、造影剤腎症などの持続す

る有害事象が起こる可能性がある。造影剤アレルギーの既往があると検査は受けられない。被曝



 

は避けられない。 

【バランス評価】 

膵癌の治療に際して不要な手術を回避するためには病期診断・切除可能性の正確な評価は不可

欠であり、検査装置の普及率や診断能の高さを考慮すると造影 CT（MDCT）は有益であると考え

られる。造影剤アレルギーの既往がある場合や被曝を避ける必要がある場合、また造影 MDCT

だけでは遠隔転移が否定しきれない場合などは、他の modality での評価を行うことが望ましい。 

 

4) 患者の価値観希望 

膵癌の診断・病期診断・切除可能性の評価に限定せず造影 CT 検査全般として、これまでに造影

CT 検査を提案した際と検査施行後の、患者からの気がかりとしては、被曝量と被曝による発がん

性、造影剤使用によるアレルギー症状や腎機能障害などが挙げられたことがある。ただし、様々

な手段で入手した「正確な診断のために有用で一般的である」との情報を基に、検査施行を希望

してくる患者もいる。 

 

5) コスト評価、臨床適応性 

造影 CT は保険診療の適用内である。 

 

6) 推奨決定コンセンサス会議において、委員から出された意見の内容 

エビデンスが 20%という報告があったことから、弱い推奨を選んだ意見があった。実際にはゴール

ドスタンダードと考えられ、次回のガイドライン改訂では CQ 卒業でもよいのでは、と言う意見もあ

った。 
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