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CQ B1 Borderline resectable膵がんに対して外科的治療は推奨されるか？ 
 PubMed 
 "pancreatic neoplasms/surgery"[majr] AND borderline[tiab] AND "treatment outcome"[mesh] 
  ヒット件数 90件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and SH=外科的療法) and (治療成績/TH or 治療成績/AL) and (境界性パーソナ

リティ障害/TH or ボーダーライン/AL or Borderline/AL or 境界/AL) 
   ヒット件数 90件 
 
CQ B2 Borderline resectable膵がんに対して、手術を企図した術前治療（①化学放射線治療外科的治療または

②化学療法）は推奨されるか？ 
 PubMed 
 "pancreatic neoplasms/surgery"[majr] AND borderline[tiab] AND neoadjuvant*[tw] 
  ヒット件数 53件 
 
 医中誌Web 
  (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (SH=外科的療法) and (@ネオアジュバント療法/TH and @放射線化学療

法/TH or 術前化学放射線療法/AL or ネオアジュバント療法/TH or 術前化学療法/AL) and (境界性パーソナリテ

ィ障害/TH or ボーダーライン/AL or Borderline/AL or 境界/AL) 
  ヒット件数 53件 
 
CQ B3 膵がんに対する動脈合併切除は推奨されるか？ 
 PubMed  
 "pancreatic neoplasms/surgery"[majr] AND combined[tiab] AND (artery[tw] OR arterial[tiab]) AND 
resection[tiab] 
  ヒット件数 53件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and SH=外科的療法 and 動脈合併切除/AL 
  ヒット件数 64件 
 



CQ B4 Borderline resectable膵がんに対して術後補助化学療法は推奨されるか？ 
 PubMed 
 "pancreatic neoplasms/surgery"[majr] AND "Chemotherapy, Adjuvant"[mesh] AND borderline[tiab] 
  ヒット件数 17件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and SH=外科的療法) and (アジュバント化学療法/TH or 術後補助化学療法

/AL) and ((境界性パーソナリティ障害/TH or ボーダーライン/AL or Borderline/AL or 境界/AL) 
  ヒット件数 38件 
 
CQ DD1-1 膵癌を疑った場合、腹部超音波（US)Iは診断法として推奨されるか？ 
 PubMed 
 "pancreatic neoplasms/diagnostic imaging"[mesh] AND ultrasonography[mesh] AND "sensitivity and 
specificity"[mesh] 
  ヒット件数 535件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and SH=超音波診断 and (超音波診断/TH or 超音波診断/AL) and (感度と特異

度/TH or 感度と特異度/AL) 
  ヒット件数 109件 
 
CQ DD1-2 膵癌を疑った場合、造影コンピュータ断層撮影法（CT)は診断法として推奨されるか？ 
 PubMed 
 "pancreatic neoplasms/diagnostic imaging"[majr] AND "tomography, X-ray computed"[majr] AND 
"sensitivity and specificity"[mesh] 
  ヒット件数 199件 
 
 医中誌Web 
 (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)  ヒット件数 63件 
 
CQ DD1-3 膵癌を疑った場合、MRIは診断法として推奨されるか？ 
 PubMed 
 "pancreatic neoplasms/diagnostic imaging"[majr] AND "Magnetic Resonance Imaging"[mesh] AND 
"sensitivity and specificity"[mesh] 
  ヒット件数 63件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and SH=画像診断,X 線診断 and (感度と特異度/TH or 感度と特異度/AL) 
and (MRI/TH or MRI/AL) 



  ヒット件数 64件 
 
CQ DD2-1 膵癌を診断するための次のステップとして内視鏡的膵管胆管造影(ERCP)は有用か？ 
 PubMed 
 pancreatic neoplasms/diagnosis[majr] AND ( "Cholangiopancreatography, Endoscopic Retrograde"[mesh] 
OR ERCP) 
  ヒット件数 71件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and SH=診断 and (内視鏡的逆行性胆道膵管造影/TH or ERCP/AL) 
  ヒット件数 83件 
 
CQ 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？ 
 PubMed 
 "pancreatic neoplasms/diagnosis"[majr] AND ( "Positron-Emission Tomography"[mesh] OR pet) AND 
(sensitivity and specificity[mesh] OR diagnosis,differential[mesh]) 
  ヒット件数 64件 
 
 医中誌Web 
 (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) 
  ヒット件数 56件 
 
CQ DD3-1 膵癌早期診断につながる画像所見は何か？ 
 PubMed 
 "pancreatic neoplasms/diagnostic imaging"[majr] AND "early diagnosis"[mesh] 
  ヒット件数 40件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and SH=診断 and (早期診断/TH or 早期診断/AL) and (画像診断/TH or 画像

診断/AL) 
  ヒット件数 103件 
 
CQ DD3-2 腫瘤が認められる場合には、EUS-FNAは病理診断法として推奨されるか？ 
 PubMed 
 "pancreatic neoplasms/diagnosis"[majr] AND "endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration"[MeSH 
Terms] AND pathology[sh] 
  ヒット件数 133件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and SH=診断 and (超音波内視鏡ガイド下穿刺吸引法/TH or 超音波内視鏡ガ



イド下穿刺吸引法/AL) 
  ヒット件数 70件 
 
CQ DD3-3 腫瘤が認められないが膵管の異常所見が認められる場合、ERCP および膵液細胞診は推奨される

か？ 
 PubMed 
 "pancreatic neoplasms/diagnosis"[majr] AND ("Cholangiopancreatography, Endoscopic Retrograde"[Majr] 
OR "pancreatic juice"[mesh]) AND pathology[sh] 
  ヒット件数 98件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and SH=診断 and (内視鏡的逆行性胆道膵管造影/TH or 内視鏡的逆行性胆道

膵管造影/AL or 膵液/TH or 膵液/AL) 
  ヒット件数 140件 
 
CQ DD4-1 細胞診、組織診は膵癌の確定診断法として推奨されるか？ 
 PubMed 
 "pancreatic neoplasms/diagnosis"[majr] AND (Cytodiagnosis[mesh] OR biopsy[mesh] OR histology[mesh]) 
AND (sensitivity and specificity[mesh] OR diagnosis,differential[mesh]) 
  ヒット件数 147件 
 
 医中誌Web 
 (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 and 
((細胞診/TH or 細胞診/AL or 組織診/TH or 組織診/AL) and (感度と特異度/TH or 感度と特異度/AL or 鑑別診

断/TH or 鑑別診断/AL) 
  ヒット件数 112件 
 
CQ DD4-2 腫瘤が認められる場合には、ESU-FNAは病理診断法として推奨されるか？ 
 PubMed 
 "pancreatic neoplasms/diagnosis"[majr] AND ("Endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration"[mesh] 
OR "EUS-FNA") AND (sensitivity and specificity[mesh] OR diagnosis,differential[mesh]) 
  ヒット件数 197件 
 
 医中誌Web 
 (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and 
(超音波内視鏡ガイド下穿刺吸引法/TH or 超音波内視鏡ガイド下穿刺吸引法/AL or 超音波内視鏡ガイド下穿刺

吸引法/TH or EUS-FNA/AL) and (感度と特異度/TH or 感度と特異度/AL or 鑑別診断/TH or 鑑別診断/AL) 
  ヒット件数 155件 
 
CQ DD4-3 腫瘤が認められない膵管の異常所見が認められる場合、ERCPおよび膵液細胞診は推奨されるか？ 



 PubMed 
 "pancreatic ducts/pathology"[majr] AND ("Cholangiopancreatography, Endoscopic Retrograde"[mesh] OR 
ERCP OR cytodiagnosis) AND (sensitivity and specificity[mesh] OR diagnosis,differential[mesh]) 
  ヒット件数 78件 
 
 医中誌Web 
 (内視鏡的逆行性胆道膵管造影/TH or 内視鏡的逆行性胆道膵管造影/AL or 内視鏡的逆行性胆道膵管造影/TH or 
ERCP/AL or 細胞診/TH or 細胞診/AL) and (膵管/TH or 膵管/AL) and SH=病理学 
  ヒット件数 90件 
 
CQ DSｇ1-1 造影CTは膵癌の病期診断 resectabilityの評価に推奨されるか 
 PubM"Pancreatic Neoplasms/diagnosis"[mesh] AND "Neoplasm Staging"[mesh] AND resectability[tiab] 
AND "Tomography, X-Ray Computed"[mesh]ed 
   ヒット件数 16件 
 
 医中誌Web 
 (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 (切除可能

/AL or Resectability/AL) and (X線CT/TH or x線 ct/AL) 
  ヒット件数 12件 
 
CQ DSｇ1-2 造影CMRIは膵癌の病期診断 resectabilityの評価に推奨されるか 
 PubMed 
 "Pancreatic Neoplasms/diagnosis"[mesh] AND "Neoplasm Staging"[mesh] AND resectability[tiab] AND 
"Magnetic Resonance Imaging"[mesh] 
  ヒット件数 6件 
 
 医中誌Web 
 (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 (切除可能

/AL or Resectability/AL) and (MRI/TH or MRI/AL) 
  ヒット件数 4件 
 
CQ DSｇ-1-3 EUSは膵癌の病期診断 resectabilityの評価に推奨されるか 
 PubMed 
 "Pancreatic Neoplasms/diagnosis"[mesh] AND "Neoplasm Staging"[mesh] AND resectability[tiab] AND 
(Endosonography[mesh] OR EUS) 
  ヒット件数 4件 
 
 医中誌Web 



 (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 (切除可

能/AL or Resectability/AL) and (超音波内視鏡検査/TH or 超音波内視鏡検査/ALCQ DSｇ１－４ or (超音波内視

鏡検査/TH or EUS/AL) 
  ヒット件数 2件 
 
CQ DSｇ1-4 PETは膵癌の病期診断 resectabilityの評価に推奨されるか 
 PubMed 
 "Pancreatic Neoplasms/diagnosis"[mesh] AND "Neoplasm Staging"[mesh] AND resectability[tiab] AND 
"Positron-Emission Tomography"[mesh] 
  ヒット件数 4件 
 
 医中誌Web 
 (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) 
  ヒット件数 6件 
 
CQ DSｇ1-5 審査腹腔鏡は膵癌の病期診断 resectabilityの評価に推奨されるか 
 PubMed 
 "Pancreatic Neoplasms/diagnosis"[mesh] AND "Neoplasm Staging"[mesh] AND resectability[tiab] AND 
"staging laparoscopy" 
  ヒット件数 4件 
 
 医中誌Web 
 (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 (審
査腹腔鏡/AL) 
  ヒット件数 4件 
 
CQ DSｇ2-1 造影MDCTは膵癌の rectabilityの評価に推奨されるか？ 
 PubMed 
 ("Pancreatic Neoplasms"[majr] AND (resectability OR resectable OR unresectable) AND "Multidetector 
Computed Tomography"[tw]) 
  ヒット件数 26件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (マルチスライス CT/TH or マルチスライス CT/AL or マルチスライス

CT/TH or MDCT/AL) and (膵切除/TH or 膵切除/AL) 
  ヒット件数 90件 



 
CQ DSｇ2-2 EUSは膵癌の rectabilityの評価に推奨されるか？ 
 PubMed 
 "Pancreatic Neoplasms"[majr] AND (resectability OR resectable OR unresectable) AND 
(Endosonography[mesh] OR EUS) 
  ヒット件数 200件 
 
 医中誌Web 
 膵臓腫瘍/MTH and 膵切除/MTH and (超音波内視鏡検査/TH or 超音波内視鏡検査/AL) 
  ヒット件数 33件 
 
CQ DSｇ2-3 PETは膵癌の rectabilityの評価に推奨されるか？ 
 PubMed 
 "Pancreatic Neoplasms"[majr] AND (resectability OR resectable OR unresectable) AND ( "Positron-
Emission Tomography"[mesh] OR pet) 
  ヒット件数 107件 
 
 医中誌Web 
 膵臓腫瘍/MTH and 膵切除/MTH and (陽電子放射型断層撮影/TH or pet/AL) 
  ヒット件数 38件 
 
CQ DSg2-4 審査腹腔鏡は膵癌の rectabilityの評価に推奨されるか？ 
 PubMed 
 "Pancreatic Neoplasms"[majr] AND (resectability OR resectable OR unresectable) AND "staging 
laparoscopy"[tw] 
   ヒット件数 43件 
 
 医中誌Web 
 膵臓腫瘍/MTH and 膵切除/MTH and 審査腹腔鏡/AL 
  ヒット件数 1件 
 
CQ DSg3 膵癌患者の術前栄養評価は治療法の選択に有用か？ 
 PubMed 
 "Pancreatic Neoplasms/therapy"[majr] AND "Nutrition Assessment"[mesh] AND preoperative[tw] 
  ヒット件数 7件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (SH=治療的利用,治療,薬物療法,外科的療法,移植,食事療法,精神療法,放射

線療法 or 治療/TI or 手術/TI) and (栄養評価/TH or 栄養評価/AL) 
  ヒット件数 25件 



 
CQ L1 局所進行切除不能膵癌に対して一次治療は何が推奨されるか？ 
 PubMed 
 "Pancreatic Neoplasms/therapy"[MH] AND ("locally advanced"[All] OR unresectable[All] OR "non 
resectable"[All] OR inoperable[All]) AND (Comparative Study[PT] OR Meta-Analysis[PT] OR Multicenter 
Study[PT] OR Randomized Controlled Trial[PT] OR Practice Guideline[PT] OR systematic[sb] OR "Cohort 
Studies"[MH]) 
  ヒット件数 303件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵癌/AL or 膵臓腫瘍/TH or 膵臓癌/AL or 膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL or 膵嚢胞/TH or 
膵嚢胞/AL or 膵管癌/TH or 膵管癌/AL) and (局所進行/AL or 切除不能/AL or 非切除/AL or 手術不能/AL or 切
除困難/AL) and SH=治療的利用,治療,薬物療法,外科的療法,移植,食事療法,精神療法,放射線療法 
  ヒット件数 272件 
 
CQ LC-1 局所進行切除不能膵癌に対して推奨される一次化学療法は何が推奨されるか？ 
 PubMed 
 "Pancreatic Neoplasms/drug therapy"[majr] AND ("first line"[tiab] OR firstline[tiab]) AND "antineoplastic 
agents"[pa] 
  ヒット件数 142件 
 
医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and SH=薬物療法 and (一次/AL or 第一/TA or ファーストライン/AL) 
  ヒット件数 39件 
 
CQLC-2 局所進行切除不能膵癌に対して推奨される二次化学療法は推奨されるか？ 
 PubMed 
 "Pancreatic Neoplasms/drug therapy"[majr] AND ("second line"[tiab] OR secondline[tiab]) AND 
"antineoplastic agents"[pa] 
  ヒット件数 54 
 ("Pancreatic Neoplasms/drug therapy"[majr] OR "pancreatic cancer"[tiab]) AND ("second-line"[tiab] OR 
secondline[tiab] OR refractory[tiab]) AND "antineoplastic agents"[pa] 
  ヒット件数 101件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (SH=薬物療法)) and (二次/AL or 第二/AL or セカンドライン/AL) 
  ヒット件数 26件 
 
CQ LC-3 切除不能膵癌に対して推奨される化学療法では、病態進行が明らかとなるまで継続するすることは推

奨されるか？ 



 PubMed 
 "Pancreatic Neoplasms/drug therapy"[majr] AND "antineoplastic agents"[pa] AND (advanced[tiab] OR 
unresectable[tiab] OR inoperable[tiab]) AND ("Administration and dosage"[sh] OR "Drug Administration 
Schedule"[mesh]) 
  ヒット件数 226件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL)) and (SH=薬物療法)) and (投薬計画/TH or 週/AL or クール/AL or 休薬/AL or 
コース/AL or mg/AL) and (進行/AL or 切除不能/AL) 
  ヒット件数 63件 
 
CQ LO-1 初診時切除不能である局所進行がんに対する集学的治療後の原発巣切除は推奨されるか？ 
 PubMed、 
 "Pancreatic Neoplasms/therapy"[majr] AND advanced[tiab] AND ("combined modality therapy"[mesh] OR 
chemoradiotherapy OR radiochemotherapy) AND resect*[tw] AND primary[tw] 
  ヒット件数 77件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and ((集学的治療/TH or 集学的治療/AL) or (放射線化学療法/TH or 放射線化

学療法/AL) or (放射線化学療法/TH or 化学放射線療法/AL)) and 原発巣/AL and 切除/AL 
  ヒット件数 51件 
 
CQ LR-1 進行切除不能膵癌に対して化学放射線療法は何が推奨されるか？ 
 PubMed、 
 "Pancreatic Neoplasms/therapy"[majr] AND (advanced[tiab] OR unresectable[tiab] OR inoperable[tiab]) 
AND chemoradiotherapy[tw] 
  ヒット件数 136件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (進行/AL or 切除不能/AL) and (放射線化学療法/TH or 化学放射線療法

/AL) 
  ヒット件数 100件 
 
CQ LR-2  進行切除不能膵癌に対する放射線療法療法として、予防的リンパ節領域照射は推奨されるか？ 
 PubMed、 
 "Pancreatic Neoplasms/therapy"[majr] AND (advanced[tiab] OR unresectable[tiab] OR inoperable[tiab]) 
AND (lymph OR lymphatic) 
  ヒット件数 61件 
 
医中誌Web 



 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL)) and ((放射線療法/TH or 放射線療法/AL)) and ((リンパ節/TH or リンパ節/AL) 
  ヒット件数 38件 
 
CQ LR-3 進行切除不能膵癌に対して化学放射線療法前の導入化学療法は推奨されるか？ 
 PubMed、 
 "Pancreatic Neoplasms/drug therapy"[majr] AND (advanced[tiab] OR unresectable[tiab] OR 
inoperable[tiab]) AND (introduc*[tiab] OR followed[tiab]) 
  ヒット件数 54件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL)) and ((導入化学療法/TH or 導入化学療法/AL) 
  ヒット件数 15件 
 
CQ LR-4 進行切除不能膵癌に対してQOL改善に放射線療法や化学放射線療法は推奨されるか？ 
 PubMed、 
 "pancreatic neoplasms"[majr] AND ("pain management"[mesh] OR analgesia[tw] OR analgesics[tw]) 
  ヒット件数 139件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL)) and ((生活の質/TH or 生活の質/AL) or (生活の質/TH or QOL/AL)) and ((放射

線療法/TH or 放射線療法/AL) or (放射線化学療法/TH or 化学放射線療法/AL) 
  ヒット件数 12件 
 
CQ LR-5 局所進行切除不能膵癌に対する放射線治療として、強度変調放射線治療、体幹部定位放射線治療、粒

子線治療は推奨されるか？ 
 PubMed、 
 "Pancreatic Neoplasms/therapy"[majr] AND (advanced[tiab] OR unresectable[tiab] OR inoperable[tiab]) 
AND ("radiotherapy, intensity-modulated"[mesh] OR stereotactic[tw] OR SBRT OR SRT OR "heavy ion 
radiotherapy"[mesh] OR "proton therapy"[mesh]) 
  ヒット件数 117件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL)) and (((強度変調放射線治療/TH or 強度変調放射線治療/AL) or 
Stereotactic/AL or (放射線外科/TH or SBRT/AL) or (放射線外科/TH or SRT/AL)) or ((重粒子線治療/TH or 重粒

子線治療/AL) 
  ヒット件数 153件 
 
CQ MC-1 遠隔転移を有する膵がんに対して一次化学療法は何が推奨されるか？ 
 PubMed、 
 "Pancreatic Neoplasms/drug therapy"[majr] AND "neoplasm metastasis"[mesh] AND ("first line"[tiab] OR 



firstline[tiab]) 
  ヒット件数 34件 
 
 医中誌Web 
  
CQ MC-2 切除不能膵がんに対して二次化学療法は推奨されるか？ 
 PubMed、 
 "Pancreatic Neoplasms/drug therapy"[majr] AND (unresectable[tiab] OR inoperative[tiab]) AND ("second 
line"[tiab] OR secondline[tiab]) 
  ヒット件数 7件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (切除不能/AL or 手術不能/AL) and (二次/AL or 第二/AL or セカンドライ

ン/AL) 
  ヒット件数 15件 
 
CQ MC-3 切除不能膵がんに対して二次化学療法は推奨されるか？ 
 PubMed、 
 "Pancreatic Neoplasms/drug therapy"[majr] AND (unresectable[tiab] OR inoperative[tiab]) AND 
("Administration and dosage"[sh] OR "Drug Administration Schedule"[mesh]) 
  ヒット件数 62件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (切除不能/AL or 手術不能/AL) and ((投薬計画/TH or 投与計画/AL or 週
/AL or クール/AL or (休薬/TH or 休薬/AL or コース/AL or mg/AL) 
  ヒット件数 50件 
 
CQ MO-1 膵がんの術後転移、再発巣に対する外科的切除は推奨されるか？ 
 PubMed、 
 ("Pancreatic Neoplasms/surgery"[majr] AND ("neoplasm metastasis"[mesh] OR "neoplasm recurrence, 
local"[mesh]) AND (surgery[tw] OR surgical[tw]) AND "treatment outcome"[mesh]) 
  ヒット件数 245件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (SH=外科的療法) and (腫瘍転移/TH or 腫瘍転移/AL or 再発/TH or 再発

/AL) and (外科手術/TH or 外科手術/AL) and (治療成績/TH or 治療成績/AL) 
  ヒット件数 170件 
 
CQ MR-1 膵がん骨転移に対して放射線療法は推奨されるか？ 
 PubMed、 



 ("pancreatic neoplasms"[MH] OR "pancreatic cancer"[All] OR "pancreas cancer"[All]) AND 
(radiotherapy[MH] OR radiotherapy[All] OR radiation[MH] OR radiation[TW]) AND ((bone[All] and 
("Neoplasm Metastasis"[MH] or metastasis[All])) or "Bone Neoplasms"[All]) 
  ヒット件数 9件 
  
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵癌/AL or 膵臓腫瘍/TH or 膵臓癌/AL or 膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL or 膵嚢胞/TH or 
膵嚢胞/AL or 膵管癌/TH or 膵管癌/AL) and (骨転移/AL or 腫瘍転移/TH or 転移/AL) and (骨腫瘍/TH or 骨腫

瘍/AL) and (放射線療法/TH or 放射線治療/AL or 放射線療法/AL or 放射線/TH or 放射線/TA) 
  ヒット件数 14件 
 
CQ MR-2 膵がんの術後転移、再発巣に対する放射線療法は推奨されるか？ 
 PubMed、 
 ("Pancreatic Neoplasms/therapy"[majr] AND ("neoplasm metastasis"[mesh] OR "neoplasm recurrence, 
local"[mesh]) AND "radiotherapy, adjuvant"[mesh]) 
  ヒット件数 95件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (SH=外科的療法,放射線療法) and (腫瘍転移/TH or 腫瘍転移/AL or(再発

/TH or 再発/AL) and (アジュバント放射線療法/TH or アジュバント放射線療法/AL) 
  ヒット件数 20件 
 
CQ RA-1 切除可能膵がんに対して術前補助療法は推奨されるか？ 
 PubMed、 
 ("pancreatic Neoplasms/surgery"[majr] AND Neoadjuvant Therapy) AND resectable[tiab] 
  ヒット件数 39件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (ネオアジュバント療法/TH or ネオアジュバント療法/AL) and (切除可能

/AL or resectable/AL) 
  ヒット件数 96件 
 
CQ RA-2 膵がんの術後補助化学放射線療法は推奨されるか？ 
 PubMed、 
 "pancreatic Neoplasms/surgery"[majr] AND "Chemoradiotherapy, Adjuvant"[mesh] 
  ヒット件数 10件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (アジュバント放射線化学療法/TH or アジュバント放射線化学療法/AL) 
  ヒット件数 19件 



 
CQ RA-3 膵がんの術後補助化学療法は推奨されるか？ 
 PubMed、 
 "pancreatic Neoplasms/surgery"[majr] AND "Chemotherapy, Adjuvant"[mesh] 
  ヒット件数 63件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (アジュバント化学療法/TH or アジュバント化学療法/AL) 
  ヒット件数 167件 
 
CQ RO-1 膵癌では手術例数の多い施設で外科的治療を受けることが推奨されるか？ 
 PubMed、 
 ("Pancreatic Neoplasms/surgery"[mesh] OR Pancreaticoduodenectomy[mesh]) AND ("high-volume" OR 
"higher surgical volume" OR "Health Facility Size"[mesh] OR "Hospitals, High-Volume"[mesh])) 
  ヒット件数 137件 
 
 医中誌Web 
 ((膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (保健医療施設の規模/TH or 保健医療施設の規模/AL or 手術症例数/AL 
or 手術例数/AL or 症例数/AL or 手術数/AL or 経験数/AL or 多数例/AL or 多症例/AL or (臨床能力/TH or 臨床

能力/AL or "high-volume"/AL) 
  ヒット件数 16件 
 
CQ RO-2 腹腔洗浄細胞診陽性膵癌に対する外科的治療は推奨されるか？ 
 PubMed 
 ("Pancreatic Neoplasms/surgery"[mesh] OR Pancreaticoduodenectomy[mesh]) AND (wash OR washing OR 
washings OR Lavage) AND (Cytology OR cytodiagnosis[mesh]) 
  ヒット件数 11件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (wash/AL or washing/AL or wahings/AL or (治療的洗浄/TH or 洗浄/AL 
or 治療的洗浄/TH or Lavage/AL) and OR/AL and (細胞診/TH or 細胞診/AL or (細胞生物学/TH or Cytology/AL 
or 腹腔細胞診/AL or 洗浄液細胞診/AL) 
  ヒット件数 9件 
 
CQ RO-3 膵癌に対する門脈合併切除は推奨されるか？ 
 PubMed 
 "Pancreatic Neoplasms/surgery"[major] AND (portal vein OR venous) AND ("surgical procedures, 
operative" OR resect*) 
  ヒット件数 155件 
 



 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL)) and ((静脈/TH or 静脈/AL) or (門脈/TH or 門脈/AL) or (血管/TH or 血管/AL)) 
and (合併切除/AL)  
  ヒット件数 115件 
 
CQ RO-4 膵癌に対する拡大リンパ節・神経叢廓清は推奨されるか？ 
 PubMed 
 "Pancreatic Neoplasms/surgery"[major] AND ("Lymphadenectomy" OR "Lymph Node excision"[mesh] OR 
Plexus OR Plexuses OR Plexal) AND (dissection* OR resection* OR excision* OR resect*) 
  ヒット件数 92件 
 
 医中誌Web 
 (リンパ節郭清/TH or リンパ節廓清/AL or 神経叢/AL) and (リンパ節郭清/TH or 廓清/AL) and 膵臓腫瘍

/MTH 
  ヒット件数 156件 
 
CQ RO-5 膵癌に対する腹腔鏡下手術は推奨されるか？ 
 PubMed 
 "Pancreatic Neoplasms/surgery"[major] AND laparoscopy[major] 
  ヒット件数 174件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/MTH) and (腹腔鏡法/TH or 腹腔鏡法/AL) 
  ヒット件数 115件 
 
CQ RO-6 早期の膵癌の切除後5年間以上の定期的な経過観察は推奨されるか？ 
 PubMed 
 "Pancreatic Neoplasms/surgery"[majr] AND Early[tw] AND ("Follow-up studies"[mesh] OR 
prognosis[mesh] OR observ*) AND postoperative[tw] 
  ヒット件数 36件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (SH=外科的療法) and 経過観察/AL and (術後期/TH or 手術後/AL) or (術
後期/TH or 術後/AL) 
  ヒット件数 79件 
 
CQ RO-7 膵がん切除後の周術期における栄養療法は推奨されるか？ 
 PubMed 
 "pancreatic Neoplasms/surgery"[majr] AND perioperative[tw] AND (diet[tw] OR nutrition*) 
  ヒット件数 23件 



 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (SH=外科的療法) and (周術期/TH or 周術期/AL) and (栄養/AL or 食事

/AL) 
  ヒット件数 57件 
 
CQ RO-8 80歳以上の高齢膵がんに対して外科的治療は推奨されるか？ 
 PubMed 
 ("pancreatic Neoplasms/surgery"[majr] AND "Aged, 80 and over"[mesh]) AND "risk factors"[mesh] 
  ヒット件数 156件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (SH=外科的療法) and (80歳以上高齢者/TH or 80歳以上高齢者/AL) 
  ヒット件数 20件 
 
CQ RO-9 膵がんに対するR0切除のための膵全摘は推奨されるか？ 
 PubMed 
 "pancreatic Neoplasms/surgery"[majr] AND total[tiab] AND R0[tiab] 
  ヒット件数 78件 
 
 医中誌Web 
 (全摘/AL) and (R0/AL) and (膵切除/TH or 膵切除/AL) 
  ヒット件数 11件 
 
CQ SSｐ-1 膵がん患者・家族の精神心理的苦痛の軽減を目指した介入は推奨されるか？ 
 PubMed 
 "pancreatic neoplasms"[mesh] AND (depression[mesh] OR anxiety[mesh] OR "stress, psychological"[mesh]) 
AND (patient[tw] OR patients[tw] OR family[tw]) 
  ヒット件数 14件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL)) and ((心理学/TH or 心理学/AL) or 心理/AL or (苦痛/TH or 苦痛/AL) 
  ヒット件数 43件 
 
CQ SSｐ-2 膵がんの上腹部通、背部痛に対して、非オピオイド、オピオイド鎮痛薬、鎮痛補助薬、神経ブロッ

クを実施することは推奨されるか？ 
 PubMed 
 "Pancreatic Neoplasms/therapy"[Majr] AND pain AND (analgesics OR analgesia OR opioid OR morphine 
OR fentanyl OR oxycodone OR gabapentin OR pregabalin OR anticonvulsant* OR antidepressant* OR "nerve 
block") 



  ヒット件数 14件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (SH=治療的利用,治療,薬物療法,外科的療法,移植,食事療法,精神療法,放射

線療法 or 治療/TI or 手術/TI) and (上腹部通/AL or 背痛/TH or 背痛/AL or 腹痛/TH or 腹痛/AL) and (麻酔法

と無痛法/TH or 麻酔法と無痛法/AL) 
  ヒット件数 2件 
 
CQ SSp-3 悪液質を伴う膵がん患者に対して栄養支持療法を行うことは推奨されるか？ 
 PubMed 
 "Pancreatic Neoplasms/diet therapy"[Mesh] 
  ヒット件数 7件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and SH=食事療法 
  ヒット件数 7件 
 
CQ SSp-4 膵がん患者に対して運動療法を行うことは推奨されるか？ 
 PubMed 
 "Pancreatic Neoplasms/therapy"[Mesh] AND "exercise therapy"[mesh] 
  ヒット件数 3件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (運動療法/TH or 運動療法/AL) 
  ヒット件数 5件 
 
CQ SSp-5 進行膵がん患者に対して静脈血栓塞栓症の予防を行うことは推奨されるか？ 
 PubMed 
 "Pancreatic Neoplasms"[majr] AND advanced AND "venous thromboembolism"[mesh] 
  ヒット件数 12件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (静脈血栓塞栓症/TH or 静脈血栓塞栓症/AL) 
  ヒット件数 4件 
 
CQ SSp-6 膵がん患者に対するコミュニケーション介入は推奨されるか？ 
 PubMed 
 "Pancreatic Neoplasms/therapy"[mesh] AND Physician-Patient Relations [mesh] 
  ヒット件数 24件 
 



 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (医師-患者関係/TH or 医師-患者関係/AL) or (コミュニケーション/TH or 
communication/AL) or (コミュニケーション/TH or コミュニケーション/AL) 
  ヒット件数 93件 
 
CQ SSp-7 切除不能進行膵がん患者にアドバンス・ケア・プランニングを行うことは推奨されるか？ 
 PubMed 
 ("advance care planning"[mh] OR "advance directives"[mh]) AND neoplasms/therapy[majr] AND 
(advanced[TIAB] OR "Neoplasm Recurrence, Local"[MH] OR recurrent[TIAB] OR "Neoplasm 
Metastasis"[MH] OR metastatic[TIAB] OR incurable[TIAB] OR progressive[TIAB] OR terminal[TW]) 
  ヒット件数 115件 
 
 医中誌Web 
 (腫瘍/TH or 腫瘍/AL) and (アドバンスケア計画/TH or アドバンスケア計画/AL) not ((腫瘍/TH or 腫瘍

/AL)and (アドバンスケア計画/TH or アドバンスケア計画/AL) 
  ヒット件数 104件 
 
CQ SSp-8 膵がん患者に対する社会的側面からの評価は推奨されるか？ 
 PubMed 
 ("Pancreatic Neoplasms"[mesh] AND (economics[sh] OR social OR sociolog* OR "cost of illness"[mesh]) 
AND ("social work*" OR support OR MSW)) 
  ヒット件数 50件 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL)) and ((社会的支援/TH or 社会的支援/AL) or (社会経済的因子/TH or 社会経済

的因子/AL) 
  ヒット件数 14件 
 
CQ SSp-9 FOLFIRINOX 療法、GEM+nabPTX 療法の末梢神経障害に対して、プレガバリン、デュロキセチ

ンは推奨されるか？ 
 PubMed 
 "Peripheral Nervous System Diseases"[Mesh] AND (pregabalin[tw] OR duloxetine[tw]) AND 
("antineoplastic agents" OR "pancreatic neoplasms") 
  ヒット件数 36件 
 
 医中誌Web 
 (末梢神経系疾患/TH or 末梢神経障害/AL) and (Pregabalin/TH or pregabalin/AL or Duloxetine/TH or 
duloxetine/AL) and (oxaliplatin/AL or Gemcitabine/TH or gemcitabine/AL or nabPTX/AL) 
  ヒット件数 22件 
 
CQ SSt-1 閉塞性黄疸を伴う切除不能膵がんに術前胆管ドレナージは推奨されるか？ 



 PubMed 
 "pancreatic neoplasms"[mesh] AND (advanced OR unresectable OR inoperative) AND "jaundice, 
obstructive"[mesh] AND (("bile duct" AND drainage) OR "biliary drainage") 
  ヒット件数 3件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (黄疸-閉塞性/TH or 閉塞性黄疸/AL) and (胆道ドレナージ/TH or 胆管ド

レナージ/AL) 
  ヒット件数 15件 
 
CQ SSt-2 切除不能膵がんに胆管ドレナージのアプローチルートは経皮的、内視鏡的経乳頭的、内視鏡的経消化

管的のどれがよいか？ 
 PubMed 
 "pancreatic neoplasms"[majr] AND (advanced OR unresectable OR inoperative) AND drainage AND 
(percutaneous OR endoscopy OR endoscopic) 
  ヒット件数 17件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (黄疸-閉塞性/TH or 閉塞性黄疸/AL) and (胆道ドレナージ/TH or 胆管ド

レナージ/AL) 
  ヒット件数 43件 
 
CQ SSt-3 閉塞性黄疸を伴う膵がんのうち術前症例に対してプラスティックステントとメタリックステントは

どちらが推奨されるか？ 
 PubMed 
 (("pancreatic neoplasms"[mesh] OR "pancreatic cancer") AND (preoperative[tw] OR neoadjuvant[tw]) AND 
(plastic*[tiab] OR metal[tiab] OR metals[tiab] OR metallic[tiab]) 
  ヒット件数 51件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (黄疸-閉塞性/TH or 閉塞性黄疸/AL) and (切除不能/AL) and (ステント/TH 
or ステント/AL) 
  ヒット件数 4件 
 
CQ SSt-4-1 閉塞性黄疸を伴う切除不能膵がんに対する胆道ドレナージにおいてプラスティックステントとメ

タリックステントはどちらが推奨されるか？ 
 PubMed 
 "pancreatic neoplasms"[majr] AND "jaundice, obstructive"[mesh] AND (stents[mesh] AND (plastic OR 
metal)) 
  ヒット件数 8件 



 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (黄疸-閉塞性/TH or 閉塞性黄疸/AL) and (切除不能/AL) and (ステント/TH 
or ステント/AL) 
  ヒット件数 4件 
 
CQ SSt-4-2 閉塞性黄疸を伴う切除不能膵がんに対するメタリックステントはカバー付きとカバーなしではど

ちらが推奨されるか？ 
 PubMed 
 "pancreatic neoplasms"[majr] AND "jaundice, obstructive"[mesh] AND stents AND (metal OR metallic) 
AND cover* 
  ヒット件数 13件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (黄疸-閉塞性/TH or 閉塞性黄疸/AL) and (切除不能/AL) and (ステント/TH 
or ステント/AL) 
  ヒット件数 21件 
 
CQ SSt-5 消化管閉塞をきたした切除不能膵がんに対して外科的胃空腸吻合術と消化管ステント挿入術のどち

らが推奨されるか？ 
 PubMed 
 "pancreatic neoplasms"[mesh] AND (advanced OR unresectable OR inoperative) AND ("intestinal 
obstruction"[mesh] OR "gastrointestinal obstruction") AND (stents[mesh] OR gastrojejunostomy) 
  ヒット件数 2件 
 
 医中誌Web 
 (膵臓腫瘍/TH or 膵臓腫瘍/AL) and (腸閉塞/TH or 腸閉塞/AL) and (ステント/TH or ステント/AL) or (胃空腸

吻合術/TH or 胃空腸吻合術/AL) 
  ヒット件数 24件 
 
 


