
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

CTと比べPET優位性ある
が、臓器により特異度が異
なる。
放射線被曝が増える

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】

遠隔転移の診断にPETはCTより特異度が高いため、遠隔転移が疑われる場合、PETを提案する。

膵癌の病期診断においてPETとCTと比較検討した。
PETは、M因子についてCTより特異度が高く診断能が高かった。T因子、N因子についてはPETの優位性は認められ
なかった。
1編のmeta analysis,3編の症例集積研究、2編のreviewより上記結論を得た。　PETはM因子についてのみ提案する。
費用対効果に関して別に2編を検討した。

遠隔転移の診断にPETはCTより特異度が高く有用と考えられ、費用や被曝量増加を考慮して、遠隔転移が疑われる
場合に提案する。
肝転移については診断能にばらつくとの報告がある（肝転移については造影MRIの方が感度が高い）

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

 PETは膵癌の病期診断に推奨されるか？

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

エビデンスの強さはB,C,D
1編のmeta analysisから優
位性、３編の症例集積研
究から優位性、限定的だ
が優位、同等との結果



【5-4  推奨作成の経過】 

 
DSg-1-4 PET は膵癌の病期診断に推奨されるか？ 

１）重要臨床課題の確認 

膵癌の病期診断には画像診断が重要で CT, MRI, EUS, PETなどが用いられる。病期診断には

CT が汎用されているなかで、PETが膵癌の病期診断・Resectabilityの評価に有用かどうかにつ

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"[mesh] AND "Neoplasm Staging"[mesh] AND 

("Positron-Emission Tomography"[mesh] OR PET) Filters: Publication date from 2014/01/01 

to 2017/12/31; Humans; English; Japanese 

"Pancreatic Neoplasms/diagnosis"[mesh] AND "Neoplasm Staging"[mesh] AND 

resectability[tiab] AND "Positron-Emission Tomography"[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=診断的利用,診断,画像診断,X線診断,放射性核

種診断,超音波診断) or (診断/TI)))) and ((腫瘍進行度/TH or 腫瘍進行度/AL) or (腫瘍進行

度/TH or ステージ/AL) or Stage/AL or Staging/AL) and ((PET-CT検査/TH or PET-CT検査/AL) 

or (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) 

((((膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL)) and (((SH=診断的利用,診断,画像診断,X線診断,放射性核

種診断,超音波診断) or (診断/TI)))) and ((腫瘍進行度/TH or 腫瘍進行度/AL) or (腫瘍進行

度/TH or ステージ/AL) or Stage/AL) and ((PET-CT検査/TH or PET-CT 検査/AL))) and 

(DT=2014:2017 and PT=会議録除く) 

 

PETの膵癌病期診断について系統的文献検索を行い、PubMed検索より 44 編，医学中央雑誌検

索より 78編が抽出された。二次スクリーニングの結果 11 編を採用し検討した。そのうち CTと

の診断能の比較検討がされていた６編を評価した。また費用対効果に関してハンドサーチで 2編

を検討した。 

 膵癌病期診断における PET と CTとの比較では、1編の meta analysis(1)より、T 因子につい

てはエビデンスなし、 N因子については判定不能（結論なし）、 M因子について CT より有効(特

異度が高い)と結論されている。 

M 因子の PETの感度／特異度：67%(95%CI:47-83%)／100%(95%CI:95-100%)、 

CT の感度／特異度：57%(95%CI:36-75%)／91%(95%CI:81-97%) 

3 編の症例集積研究(2-4)では N因子、M 因子ともに CTより有効(2)、M 因子について CT より有



効だが特異度が低く限定的(3)、M 因子について CT で十分(CTと PET施行例の 98％で新たな所見

が得られなかった(4))という結果であった。 

 

  PET  CT  

  感度 特異度 感度 特異度 

＃２ Ｎ因子 52.80% 100% 17% 100% 

＃２ Ｍ因子 60% 100% 24% 98.20% 

＃３ Ｍ因子 89.30% 85.10% 62.50% 93.50% 

 

また、２編の review より、 Ｎ因子について、PETは CT に比べ優位性は認められず(5)、M

因子については CTより有効で(5,6)、PETの感度／特異度は 96％/78％、CTの感度／特異度は 91％

/56%されている(6)が、肝転移については感度がばらつく(22-88%)(5)とされている。 

 

膵癌の病期診断において、PET は、M因子については CTに比べ特異度が高く診断能が高かった。

T 因子および N因子(リンパ節転移)については PETの優位性は認められなかった。 

 遠隔転移の診断にＰＥＴは特異度が高く有用と考えられる。 

  

 

３）益と害のバランス評価 

患者にとって好ましい効果 

病期診断に関して、PETは CT と比べて遠隔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、他の画像検査で遠隔転移が診断できない場合には PETを行う効果があ

る。 

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))  

 

４）患者の価値観希望 

 PET を行うことで、他臓器への転移が疑われ、他の画像検査で遠隔転移が診断できない場合に

は治療方針が変わる可能性があり、有効と考えられる。一方で、PET が他臓器すべての転移に必

ずしも優れているとはいえない(肝臓では感度がばらつき、EOB-MRに劣る)。 

また、放射線被曝が増加する、保険収載されているとはいえコストがかかる。 

以上より、患者の価値観希望は一致するとは言い難い。 

 

５）コスト評価、臨床適応性 

PETは保険収載されているが高額なため、適応症例を検討すべき要因となりうる。 



(診療点数；PET:9000点、造影 CT:2500点) 

遠隔転移が疑われる場合、PETを行うことはコストに見合う効果があると考えられる。 

 

さらに、PET の費用対効果に関して、2 編の文献を評価した(7,8)。 

PET での正しい病期診断により手術予定患者で 16％、20％の患者の手術を中止でき、手術費用と

の比較で PET の費用対効果が高いとされている（7、8）。ケースモデルでは、手術予定膵癌(疑い)患者

において費用対効果が高いとされている（8)。しかしルーチンでのPETの費用対効果については証明さ

れていない。今後の課題である。 

 

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 

  患者の価値観はどうか？ 放射線被曝やコストの面では難があり、他の画像で遠隔転移がわ

かっている場合、PETは不要であるが、遠隔転移が疑われる場合は有用と考えた。 

遠隔転移が疑われる場合とは、腫瘍マーカーが高いが CT や他の画像で転移巣が不明な場合 

  CT と比べて PET の感度が高いとは言い難い 

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

  肝転移では PET より EOB-MRI が優れている。 

 

  推奨草案の通り、 

遠隔転移の診断に PETはCTより特異度が高いため、遠隔転移が疑われる場合、PETを提案する。 
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