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わが国における大腸癌診療の特徴
国内における大腸癌罹患率は年々増加しており、2005年の大腸癌罹患数は約11.5万⼈と
報告されている。また、癌の臓器別死亡率でも肺癌、胃癌についで３位、⼥性では１位と
なっている。
大腸癌診療においては、⼿術⼿技が⽐較的容易であり、系統的リンパ節郭清（D3郭清）
が標準術式として普及していること、⼿術侵襲が過大ではないこと、他の消化器癌や肺癌
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に⽐して⽐較的予後良好な癌であること、そして罹患数が多いこと等の理由から、⼿術の
多くはがんセンターや大学病院ではなく、地域の中核病院を含めた⼀般病院で⾏われてい
るという特徴がある。
大腸癌診療の均てん化を促進する目的で、2005年７⽉に「大腸癌治療ガイドライン（医
師用2005年版）」が出版され、⽇常診療の指針となっている。がん医療⽔準の均てん化を
図るためには、ガイドライン作成は「標準的治療の普及」という第⼀段階であり、次の段
階として、ガイドラインとして記載された診療が実際に⾏われているかどうかを検証する
必要がある。
当研究班では、こうした検証のための「診療の質指標（Quality Indicator：QI）」の作
成を目標としている。ここでいう「診療の質指標」とは、⼀定の条件を満たした患者（年
齢、合併症、病期（Stage）など）に対し、標準的に⾏われることが推奨される医療の⼀部
を抜粋したものである。その実施率は、施設の提供する、あるいは患者の受けている診療
の質を表すように意図されている。ガイドラインとは表裏⼀体をなし、相補い合いながら
診療の質向上を目指す取り組みである。

専門家パネル委員の選定
専門家パネル委員の選定には、大腸癌診療に携わる外科医・内科医（内視鏡医、化学療
法医）を網羅し、さらに所属施設の形態（大学病院、がんセンター、地域病院など）や地
域にも偏りのないように配慮した。また、大腸癌診療を専門としない２名の外科医も委員
とした。
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QIの策定にあたっての留意点

QIが対象とする診療の質をどのレベルに設定するかという点が出発点であり、わが国に
おいて大腸癌診療の指針とされる「大腸癌治療ガイドライン（医師用 2005年版）」に記載
されている診療内容を担保すべき「⼀定の診療の質」と⾒なす⽴場で臨んだ。
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大腸癌診療においては、化学療法などの⼀部の分野を除き、ランダム化⽐較試験等によ
る直接のエビデンスが不⼗分なのが現状であり、「大腸癌治療ガイドライン（医師用 2005
年版）」も、大腸癌研究会・全国登録などのretrospectiveなデータを間接的なエビデンス
として、専門家によるconsensus-basedという⽴場で作成されている。QIの策定に際して
も同様の考え⽅に基づき、専門家パネル委員11名を招集し、⼗分な議論、検討を⾏い、が
ん診療連携拠点病院において大腸癌診療を⾏う上で「⼀定の診療の質」を担保できる内容
として、がん診療専門家のコンセンサスが得られたものとした。特に、直接的なエビデン
スはなくてもコンセンサスにより標準治療として確⽴していると考えられる事項は、専門
家パネル委員の⼗分な検討にて「専門家によるコンセンサス」が得られていると判断した
事項をQIとした。

わが国の大腸癌治癒切除症例の５年⽣存率は約80％であり、欧⽶と⽐べて10〜15％程度
良好である。これに関しては、画像診断・病理診断技術の違い、わが国では系統的リンパ
節郭清（D3郭清）がStageⅡ以上の大腸癌に対する標準術式として普及していること、進
⾏直腸癌に対する側⽅郭清が⼀般的に⾏われていること等が理由として考えられる。その
他、術後サーベイランスの頻度（intensity）や転移・再発大腸癌に対する治療戦略など
も、わが国と欧⽶では異なっている。
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このため、欧⽶のエビデンスや先⾏研究における既存の指標を、そのままわが国に外挿
するのは適切ではない。しかし、欧⽶でも有病率の⾼い大腸癌は、先⾏研究のQIが⽐較的
豊富にある分野でもある。そこで、先⾏研究としては、McGoryらがJournal of National
CancerInstituteに2006年発表したQuality Indicator （McGory et al. JNCI
2006;98:1623-33）、ASCOのNational Initiatives for Cancer Care Quality
（NICCQ）、および AssessingCare of Vulnerable Elders-3（ACOVE－3）プロジェクト
の大腸癌QIを主に参照した。これら欧⽶の既存の指標を、国内外の相違を念頭に置いた上
で、わが国の医療の視点から吟味し、わが国の標準治療としても通用する事柄はそのまま
取り⼊れたり、わが国の実情を反映して適宜変更を加えたりすることで、QIの候補とし
た。大腸癌治療ガイドラインからの推奨する診療内容からもQI候補を作成し、最終的に専
門家パネル検討会のための61のQI候補を作成した。参考とした先⾏研究は該当するQIの項
に⽰す。

まとめ
今回、既存の指標やガイドラインを参考に61のQI候補を作成し、その後、11名の専門家
パネル委員によるパネル検討会議において⼗分な議論、検討を⾏い、最終的に45のQIを確
定した（構成＝初期評価：10、⼿術関連：16、放射線関連：１、内視鏡治療：４、薬物療
法関連：６、サーベイランス関連：８）。
これら45のQIは、海外の先⾏研究における既存の指標を参考にしつつ、わが国の実情に
沿った内容となるように適宜変更し、専門家パネル委員の評価によってQIとして適切と判
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断されたものである。これらに、「大腸癌治療ガイドライン（医師用 2005年版）」からわ
が国における標準的治療のポイントとなる部分を抽出したQIを加え、診断、⼿術・術後管
理、化学療法、放射線治療、サーベイランスの各分野を網羅した大腸癌診療均てん化への
貢献を強く意識したものとなっている。

治療前評価

QI 1
実施率の
計算方法

（改訂あり）

治療前腫瘍マーカー（血清CEA値）の測定
分子：

治療前の血清CEA値の測定結果が診療録に記載されている患者数

分母：

⼿術または化学療法を受けた大腸癌患者数

参照ガイドライン/先行研究
JNCI、ACOVE－3

根拠

大腸癌の治療において、治療前CEA値は予後予測因⼦として有用である。各種報告では
遠隔再発を来した患者では、再発がなかった患者に⽐べて術前CEA値が有意に⾼値であ
り、２年以内の再発率は術前CEA＞５ng/mL群では23％と、CEA≦５ng/mL群の2.1％に
⽐べて有意に⾼く、無病⽣存期間が有意に短かった。また、リンパ節転移陰性であって
も、CEA⾼値の大腸癌患者の予後は不良であることが明らかとなっている。⽶国癌予後因
⼦合意形成会議合同委員会の大腸ワーキンググループでは、TNM分類において血中CEA⾼
値（CEA＞５ng/mL）かどうかで層別化して検討することを推奨している。また、欧州腫
瘍マーカーグループ委員会も、ベースライン値を把握しておくことは術後のCEA値の解釈
に有用であるとして、術前のCEA値測定を推奨している。治療前のCEA値が⾼値であった
場合、治療後のCEA値の低下が治療効果の１つの目安となる。また治療後のサーベイラン
スを⾏う上で、⽐較対象として治療前CEA値を知っておくことは有用である。
以上より、治療前CEA値は大腸癌治癒切除後の予後予測因⼦として、治療効果の指標と
して、また術後サーベイランスの際の⽐較対象（ベースライン）として有用であることか
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ら、⼿術を受ける大腸癌患者、ならびに化学療法を受ける大腸癌患者では、治療前に血清
CEA値が測定され、その結果が診療録に記載されるべきである。

参考文献

1. Carriquiry LA, Pineyro A. Should carcinoembryonic antigen be used in the management of patients with colorectal cancer?
Diseases of the colon and rectum;42:921-9.1999.
2. Wiratkapun S, Kraemer M, Seow-Choen F, Ho YH, Eu KW. High preoperative serum carcinoembryonic antigen predicts
metastatic recurrence in potentially curative colonic cancer: results of a five-year study. Diseases of the colon and
rectum;44:231-5.2001.
3. Harrison LE, Guillem JG, Paty P, Cohen AM. Preoperative carcinoembryonic antigen predicts outcomes in node-negative
colon cancer patients: a multivariate analysis of 572 patients. Journal of the American College of Surgeons;185:55-9.1997.
4. Compton CC, Fielding LP, Burgart LJ, et al. Prognostic factors in colorectal cancer. College of American Pathologists
Consensus Statement 1999. Archives of pathology & laboratory medicine;124:979-94.2000.
5. Compton C, Fenoglio-Preiser CM, Pettigrew N, Fielding LP. American Joint Committee on Cancer Prognostic Factors
Consensus Conference: Colorectal Working Group. Cancer;88:1739-57.2000.
6. Duffy MJ, van Dalen A, Haglund C, et al. Clinical utility of biochemical markers in colorectal cancer: European Group on
Tumour Markers (EGTM) guidelines. Eur J Cancer;39:718-27.2003.
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治療前評価

QI 2

（改訂あり）

術前の全大腸検索

分子：

術前に全大腸の検索（内視鏡検査、注腸造影検査、CT
colonography）が施⾏された、もしくは施⾏されない理由が診療録
に記載されている患者数

分母：

⼿術を受けた大腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
JNCI、ACOVE－3

根拠

術前の全大腸の検索は大腸癌術前精査の重要事項とみなされている。その理由は、後ろ
向き研究で同時性多発癌が２〜７％に認められるためである。15年間の大腸癌症例を調べ
た結果、3.4％の患者に同時性多発癌が認められたことが報告されている。また、術前に
全大腸内視鏡検査を受けた患者98例の診療録を調べた結果、癌の併存が７％、腫瘍性ポ
リープの併存が29％に認められ、術前に全大腸内視鏡検査が⾏われなかった場合、これら
併存した癌の43％、腫瘍性ポリープの73％は摘出されなかった可能性があり、術前の全大
腸内視鏡検査により、約３分の１の患者で術式が変更されたことが報告されている。術前
の全大腸内視鏡検査は、ASCO、ESMO、NCCN等の大腸癌治療に関する複数のガイドライ
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ンでも推奨されており、同時性多発癌・ポリープの頻度から考えて、必須の検査であると
考えられる。
以上より、大腸癌患者では大腸癌罹患歴のない患者に⽐べて、同時性多発癌やポリープ
を併存している可能性が⾼いことから、⼿術を受ける大腸癌患者は、術前に全大腸の検索
（内視鏡検査、注腸造影検査またはCT colonography）が施⾏されるか、施⾏されない場
合にはその理由（腫瘍による狭窄等）が診療録に記載されるべきである。

参考文献

1. Schneider EC, Malin JL, Kahn KL, Emanuel EJ, Epstein AM. Developing a system to assess the quality of cancer care: ASCO's
national initiative on cancer care quality. J Clin Oncol;22:2985-91.2004.
2. Ayanian JZ, Chrischilles EA, Fletcher RH, et al. Understanding cancer treatment and outcomes: the Cancer Care Outcomes
Research and Surveillance Consortium. J Clin Oncol;22:2992-6.2004.
3. Langevin JM, Nivatvongs S. The true incidence of synchronous cancer of the large bowel. A prospective study. American
journal of surgery;147:330-3.1984.
4. Reilly JC, Rusin LC, Theuerkauf FJ, Jr. Colonoscopy: its role in cancer of the colon and rectum. Diseases of the colon and
rectum;25:532-8.1982.
5. Finan PJ, Ritchie JK, Hawley PR. Synchronous and 'early' metachronous carcinomas of the colon and rectum. The British
journal of surgery;74:945-7.1987.
6. Isler JT, Brown PC, Lewis FG, Billingham RP. The role of preoperative colonoscopy in colorectal cancer. Diseases of the
colon and rectum;30:435-9.1987.
7. Kim MS, Park YJ. Detection and treatment of synchronous lesions in colorectal cancer: the clinical implication of
perioperative colonoscopy. World J Gastroenterol;13:4108-11.2007.
8. Desch CE, Benson AB, 3rd, Smith TJ, et al. Recommended colorectal cancer surveillance guidelines by the American Society
of Clinical Oncology. J Clin Oncol;17:1312.1999.
9. Benson AB, 3rd, Desch CE, Flynn PJ, et al. 2000 update of American Society of Clinical Oncology colorectal cancer
surveillance guidelines. J Clin Oncol;18:3586-8.2000.
10. Tveit KM, Kataja VV. ESMO Minimum Clinical Recommendations for diagnosis, treatment and follow-up of rectal cancer.
Ann Oncol;16 Suppl 1:i20-1.2005.
11. Van Cutsem EJ, Kataja VV. ESMO Minimum Clinical Recommendations for diagnosis, adjuvant treatment and follow-up of
colon cancer. Ann Oncol;16 Suppl 1:i16-7.2005.
12. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology--Colon Cancer.
13. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology--Colon Cancer. Accessed Oct 19,
2007, at http://www.nccn.org/professionals/physician̲gls/PDF/colon.pdf.
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治療前評価

QI 3

術前の診断的内視鏡検査

分子：

術前に診断的内視鏡検査が施⾏され、検査結果（腫瘍の部位、⾁眼
型、腫瘍の大きさ（環周率含む）、予想される深達度（早期癌の場
合）を含む）が診療録に記載されている患者数

分母：

待期⼿術を受けた大腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
特になし

根拠

患者のアウトカム改善に結びつくという直接のエビデンスはないが、チーム医療におい
て、内視鏡検査所⾒の記載による医療者間での情報の共有は非常に重要である。これら情
報共有の⽋如により、⼿術室での非効率な作業が増えたり、不⼗分な⼿術（郭清）が⾏わ
れたり、大腸の不適切な部位を切除したりすることも起こり得る。腫瘍の部位、⾁眼型、
腫瘍の大きさ（腫瘍径、環周率など）、予想される内視鏡診断的深達度は、大腸癌の⼿術
を⾏う上で必須の情報である。腫瘍の部位は切除範囲の決定に必須であり、⾁眼型、腫瘍
の大きさ等の所⾒から総合的に判断される深達度は、リンパ節郭清度の決定に重要な情報
である。「大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）」では、SM癌に対してD2郭
清、SS/A以深の癌（Stage II・III 大腸癌）に対してD3郭清を⾏うことを推奨している。
このように、深達度に応じてリンパ節郭清の程度を決定するため、上記の情報が診療録に
記載されていることは、重要な診療の質の反映と考えられる。
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以上より、治療前内視鏡検査による詳細な病変の観察結果を記録しておくことは、治療
⽅針の決定に重要な情報であることから、待期⼿術を受ける大腸癌患者は、術前に診断的
内視鏡検査が⾏われ、腫瘍の部位、⾁眼型、腫瘍の大きさ（腫瘍径、環周率など）、予想
される内視鏡診断的深達度（早期癌の場合）を含む検査結果が診療録に記載されるべきで
ある。

参考文献

1. Goldsmith D, McDermott D, Safran C. Improving cancer related symptom management with collaborative healthware.
Medinfo;11:217-21.2004.
2. Pereira TC, Liu Y, Silverman JF. Critical values in surgical pathology. American journal of clinical pathology;122:201-5.2004.
3. LiVolsi VA. Critical values in anatomic pathology: how do we communicate? American journal of clinical pathology;122:1712.2004.
4. Walsh D, Zhukovsky DS. Communication in palliative medicine: a pilot study of a problem list to capture complex medical
information. The American journal of hospice & palliative care;21:365-71.2004.
5. 大腸癌研究会編. 大腸癌治療ガイドライン 医師用 2005年版. 東京: ⾦原出版; 2005.
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治療前評価

QI 4
実施率の
計算方法

術前の腫瘍の生検
分子：

術前に腫瘍の⽣検が施⾏された患者数

分母：

待期⼿術を受けた大腸癌患者数

参照ガイドライン/先行研究
JNCI

根拠

術前の腫瘍の⽣検の有無でアウトカムを⽐較したエビデンスはないが、術前に⽣検を
⾏って癌の診断を確定することは非常に重要であり、それが診療録等に記載され、医療者
間の情報共有を確実にすることは必須である。⽂献上報告されることはないが、術前に⽣
検を⾏わず、癌の確定診断を得ないまま⼿術を⾏うことにより、不必要な⼿術を患者に
⾏ってしまうことも起こり得る。また⽣検の結果、組織型によってはその結果に応じて治
療⽅針の変更が必要となる可能性もあり、⽣検を⾏わなかったことにより、患者に適切な
治療が⾏われないこともあり得る。
以上より、腫瘍の⽣検による病理学的診断は癌の確定診断に必須であることから、待期
⼿術を受ける大腸癌患者は、術前に腫瘍の⽣検が⾏われるべきである。
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参考文献

1. Goldsmith D, McDermott D, Safran C. Improving cancer related symptom management with collaborative healthware.
Medinfo;11:217-21.2004.
2. Pereira TC, Liu Y, Silverman JF. Critical values in surgical pathology. American journal of clinical pathology;122:201-5.2004.
3. LiVolsi VA. Critical values in anatomic pathology: how do we communicate? American journal of clinical pathology;122:1712.2004.
4. Walsh D, Zhukovsky DS. Communication in palliative medicine: a pilot study of a problem list to capture complex medical
information. The American journal of hospice & palliative care;21:365-71.2004.

大腸(8)

治療前評価

QI 5

術前の直腸指診

分子：

術前に直腸指診が施⾏され、所⾒（触知の有無、腫瘍から肛門縁まで
の距離（触知した場合）・腫瘍と肛門括約筋との位置関係（触知した
場合）・腫瘍の可動性（触知した場合））が診療録に記載されている
患者数

分母：

⼿術を受けた直腸癌（Ra、Rb）患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
JNCI、NICCQ、ACOVE－3

根拠

直腸癌患者に対しては、肛門縁および肛門括約筋から腫瘍までの距離や腫瘍の可動性を
知るために、⼿術を⾏う外科医が直腸指診を⾏うことが重要である。直腸指診における腫
瘍の可動性は深達度と関連する。熟練した専門医により直腸指診が⾏われた場合、80％の
正診率で直腸壁外浸潤が診断されると報告されている。また、直腸指診は低位直腸癌に対
して括約筋温存術を⾏うか、腹会陰式直腸切断術を⾏うかを決定する上で、大腸内視鏡検
査とともに最も有効な検査法の１つである。直腸指診を⾏うことと患者アウトカム改善の
関係を検証した直接的エビデンスはないが、肛門括約筋に対する腫瘍の位置を正確に評価
することにより、適切な術式を選択するための有用な情報が得られるため、直腸指診は重
要であるとのコンセンサスは存在すると考える。
以上より、直腸指診による腫瘍と肛門括約筋との位置関係および腫瘍の可動性による深

大
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達度の評価は、術式の決定（括約筋温存⼿術が可能か否かの判断）に有用な情報となるこ
とから、⼿術を受ける直腸癌（Ra、Rb）患者は、術前に直腸指診が⾏われ、腫瘍の触知
の有無、触知した場合は腫瘍下縁から肛門縁までの距離、腫瘍の可動性、壁在性等の所⾒
が診療録に記載されるべきである。

参考文献

1. Longo WE, Johnson FE. The preoperative assessment and postoperative surveillance of patients with colon and rectal
cancer. The Surgical clinics of North America;82:1091-108.2002.
2. Savides TJ, Master SS. EUS in rectal cancer. Gastrointestinal endoscopy;56:S12-8.2002.
3. Nicholls RJ, Galloway DJ, Mason AY, Boyle P. Clinical local staging of rectal cancer. The British journal of surgery;72 Suppl:
S51-2.1985.
4. Brown G, Davies S, Williams GT, et al. Effectiveness of preoperative staging in rectal cancer: digital rectal examination,
endoluminal ultrasound or magnetic resonance imaging?British journal of cancer;91:23-9.2004.

大腸(9)

治療前評価

QI 6

術前の腹部画像検査

分子：

術前に肝臓を含む腹部造影CT（⾏えない場合には他の腹部の画像検
査）が施⾏された患者数

分母：

待期⼿術を受けたcSM以深の大腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
ACOVE－3、JNCI

根拠

大腸癌で最も頻度の⾼い転移臓器は肝臓であり、肝転移の有無は治療⽅針の決定に大き
く影響することから、術前の腹部の画像検査は重要である。また、原発巣の診断において
も、壁の肥厚や周辺脂肪濃度の変化、所属リンパ節腫脹の有無、周囲臓器への浸潤の有無
などの評価にもCTが有用である。腹部超⾳波検査（US）に⽐し、被曝・費用等のデメ
リットはあるものの、CTにより得られる情報の有益性が優ると考える。
また、肝転移の描出には造影CTが有用である。造影剤アレルギーまたは腎機能障害を有
する患者に対しては、造影CTに代わり腹部超⾳波検査またはMRIによって肝転移の有無を
確認することが推奨される。
CTの施⾏・非施⾏の直接⽐較から患者アウトカムの改善を検証したエビデンスはない
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が、特に進⾏癌、または遠隔転移が疑われる患者では、術前CTにより術式および治療⽅針
が変更となる可能性がある。さらに、術前にCTを⾏うことで、術後サーベイランスに際し
て⽐較対象（ベースライン）が得られるという利点もある。
以上より、術前腹部CTによる転移検索・局所の評価は、正確な病期診断および治療⽅針
の決定に有用であり、また術後サーベイランスにおける⽐較対象（ベースライン）となる
ことから、cSM以深の大腸癌に対して待期⼿術を受ける患者は、術前に肝臓を含む腹部造
影CT（⾏えない場合にはUS・MRI等の他の腹部の画像検査）が⾏われるべきである。

参考文献

1. 大腸癌研究会編. 大腸癌治療ガイドライン 医師用 2005年版. 東京: ⾦原出版; 2005.
2. Horton KM, Abrams RA, Fishman EK. Spiral CT of colon cancer: imaging features and role in management. Radiographics
2000;20:419-30.
3. McAndrew MR, Saba AK. Efficacy of routine preoperative computed tomography scans in colon cancer. The American
surgeon 1999;65:205-8.
4. Barton JB, Langdale LA, Cummins JS, et al. The utility of routine preoperative computed tomography scanning in the
management of veterans with colon cancer. American journal of surgery 2002;183:499-503.
5. Otchy D, Hyman NH, Simmang C, et al. Practice parameters for colon cancer. Diseases of the colon and rectum
2004;47:1269-84.

大腸(10)

治療前評価

QI 7

術前の骨盤部画像検査

分子：

術前に骨盤部の画像検査（造影CTもしくはMRI）が施⾏された患者
数

分母：

待期⼿術を受けたcSM以深の直腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
ACOVE－3、JNCI

根拠

直腸癌患者に対する術前の骨盤部CTまたはMRIは、局所の進⾏度（⼦宮・膣、前⽴腺・
精嚢、膀胱など隣接臓器への浸潤）および直腸間膜内リンパ節・側⽅リンパ節転移の有無
を診断するのに必要な検査である。CTによる画像診断上の壁深達度、リンパ節転移の程度
を病理標本と⽐較検討した場合、直腸癌におけるCTの正診率は82％と報告されている。ま
たMRIはリンパ節転移の有無、隣接臓器への浸潤の検討において経直腸的超⾳波検査
（EUS）と同等の感度、特異度を有し、術前病期診断に有用である。精度の点からはEUS
も局所診断の選択肢の１つではあるが、EUSは術者の技量に左右されること、CT・MRIに
⽐し客観性に劣り、画像を標準化することが困難である等の⽋点がある。直腸癌患者にお
ける術前CTまたはMRIによる骨盤内の精査は、特に局所進⾏癌において大きな役割を果た
すが、初期評価として、⼿術を受けるすべての直腸癌患者は骨盤部CTまたはMRIを受ける
べきであると考える。さらに、術前にCTまたはMRIを⾏うことで、術後サーベイランスに
際して⽐較対象（ベースライン）が得られるという利点もある。
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以上より、術前骨盤部CTまたはMRIによる周囲臓器への浸潤・骨盤内リンパ節転移の検
索は、病期診断および治療⽅針の決定に有用であり、また、術後サーベイランスにおける
⽐較対象（ベースライン）となることから、cSM以深の直腸癌に対して待期⼿術を受ける
患者は、術前に造影CTまたはMRIによる骨盤部の画像検査が⾏われるべきである。

参考文献

1. Chiesura-Corona M, Muzzio PC, Giust G, Zuliani M, Pucciarelli S, Toppan P. Rectal cancer: CT local staging with
histopathologic correlation. Abdominal imaging;26:134-8.2001.
2. Kwok H, Bissett IP, Hill GL. Preoperative staging of rectal cancer. International journal of colorectal disease;15:9-20.2000.
3. Bipat S, Glas AS, Slors FJ, Zwinderman AH, Bossuyt PM, Stoker J. Rectal cancer: local staging and assessment of lymph
node involvement with endoluminal US, CT, and MR imaging-a meta-analysis. Radiology;232:773-83.2004.
4. Kulinna C, Scheidler J, Strauss T, et al. Local staging of rectal cancer: assessment with double-contrast multislice computed
tomography and transrectal ultrasound. Journal of computer assisted tomography;28:123-30.2004.
5. Matsuoka H, Nakamura A, Masaki T, et al. A prospective comparison between multidetector-row computed tomography and
magnetic resonance imaging in the preoperative evaluation of rectal carcinoma. American journal of surgery;185:556-9.2003.
6. Matsuoka H, Nakamura A, Masaki T, et al. Preoperative staging by multidetector-row computed tomography in patients with
rectal carcinoma. American journal of surgery;184:131-5.2002.
7. Church JM, Gibbs P, Chao MW, Tjandra JJ. Optimizing the outcome for patients with rectal cancer. Diseases of the colon and
rectum;46:389-402.2003.

大腸(11)

治療前評価

QI 8

大腸癌手術患者に対する手術リスクの説明

分子：

⼿術リスク（起こり得る合併症の内容・発⽣率、死亡率を含む）が説
明され（患者に説明できない場合には代理⼈に）、それが診療録に記
載されている患者数

分母：

⼿術を受けた大腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
ACOVE－3、JNCI

根拠

インフォームドコンセントは、「正しい情報を得た（伝えられた）上での合意」を意味
する概念であり、説明する医療者は医療⾏為の利点のみならず、予期される合併症やその
他の治療選択肢についても⼗分な説明を⾏い、その治療を⾏うことの同意を得る必要があ
る。
術前のインフォームドコンセントによって、⼿術のリスク、ベネフィット、また⼿術に
代わる治療法に関する情報を患者に提供することにより、大腸癌患者は⼗分な情報に基づ
いた判断が可能になると考えられる。大腸癌⼿術におけるインフォームドコンセントの過
程において、外科的治療と非外科的治療（化学療法や放射線治療）の両者を含めた治療の
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選択肢について、医師と患者間で話し合うべきである。また外科的治療においても、その
術式に応じてさまざまな難易度や合併症発⽣率の相違が存在するため、これらについても
説明する必要がある。患者の⼗分な理解のためには、⼿術のベネフィットのみでなく、死
亡率や予想される合併症についても情報公開することが必要である。
以上より、治療の利点のみならず、予期される合併症やその他の治療選択肢について情
報提供を受けるのは、患者の権利であり、⼿術を受ける大腸癌患者（患者に説明できない
場合には代理⼈）は、外科医によって、起こり得る合併症の内容とその発⽣率、死亡率を
含めた⼿術のリスクが説明され、診療録に記載されるべきである。

参考文献

大腸(12)

1. ⽇本医師会：診療情報の提供に関する指針

第2版、平成14年

http://med.or.jp/nichikara/joho2.html

治療前評価

QI 9

大腸癌手術患者に対する手術により期待される効果
の説明

分子：

⼿術により期待される効果（治癒率または５年⽣存率）が説明され
（患者に説明できない場合には代理⼈に）、それが診療録に記載され
ている患者数

分母：

⼿術を受けた大腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
特になし

根拠

インフォームドコンセントは、「正しい情報を得た（伝えられた）上での合意」を意味
する概念であり、説明する医療者は医療⾏為の利点のみならず、予期される合併症やその
他の治療法についても⼗分な説明を⾏い、その治療を⾏うことの同意を得る必要がある。
⽇本医師会による「診療情報の提供に関する指針（第２版）」に準ずると、⼿術を受け
る大腸癌患者には、進⾏度等を含む現在の病状を説明したのち、⼿術の必要性およびその
内容とともに、⼿術を⾏うことによる利益（治癒切除後の５年⽣存率、再発率など）を説
明しておくことが推奨される。さらに⼿術以外の代替療法（化学療法・放射線治療など）
により期待される効果も提⽰することが推奨される。これにより、患者は複数の選択肢の
中から、自由意思で治療を受けることが保障される。
以上より、⼿術を受ける大腸癌患者は（患者に説明できない場合には代理⼈に）、⼿術
により期待される効果（治癒率または５年⽣存率）が説明され、診療録に記載されるべき
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である。

参考文献

1. ⽇本医師会：診療情報の提供に関する指針

第２版、平成14年

http://med.or.jp/nichikara/joho2.html

大腸(13)

治療前評価

QI 10

直腸癌患者への術前説明

分子：

術後の機能障害の可能性（排便機能障害／排尿機能障害／男性性機能
障害）が説明され（患者に説明できない場合には代理⼈に）、それが
診療録に記載されている患者数

分母：

局所切除以外の⼿術を受けた直腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）

根拠

直腸癌の⼿術を受ける患者においては、⼿術が及ぼす排便、排尿、男性性機能に対する
影響について、術前に患者とよく話し合う必要がある。
もしくは腹会陰式直腸切断術を予定している、あるいは⼈⼯肛門造設の可能性がある場
合、術後に予測されるライフスタイルの変化の理解・受容のために、⼈⼯肛門について術
前に詳しく説明しておくべきである。⼈⼯肛門が造設されない患者においても、便貯留能
の低下や肛門括約筋機能の低下から、低位前⽅切除後に頻便、便意促迫、失禁などの症状
を呈する患者は多く、直腸切除後の排便習慣は術前と⽐べて変化する場合が多い。
自律神経系が完全に切除された場合は、自⼒排尿ができず、自⼰導尿や留置カテーテル
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が必要になる可能性がある。自律神経が温存されても⼀時的な排尿障害が起こる可能性が
あり、特に側⽅郭清を予定している症例に対しては、術前にその可能性について説明する
必要がある。また、性機能への影響についても、特に側⽅郭清を⾏った場合には、自律神
経が温存されても射精機能は40〜50％で障害されるため、術前の患者への説明が重要であ
る。
以上より、⼿術（局所切除を除く）を受ける直腸癌患者は（患者に説明できない場合に
は代理⼈に）、⼿術に伴い排便・排尿機能や男性性機能が障害される可能性について、術
前に説明され、診療録に記載されるべきである。

参考文献

1. Suzuki H, Matsumoto K, Amano S, Fujioka M, Honzumi M. Anorectal pressure and rectal compliance after low anterior
resection. The British journal of surgery;67:655-7.1980.
2. Keighley MR, Matheson D. Functional results of rectal excision and endo-anal anastomosis. The British journal of
surgery;67:757-61.1980.
3. ⿊⽔丈次. 下部直腸癌に対する肛門括約筋温存術式の術後肛門機能に関する研究. In: ⽇本大腸肛門病学会雑誌(0047-1801);1989:1022.
4. Shirouzu K, Ogata Y, Araki Y. Oncologic and functional results of total mesorectal excision and autonomic nerve-preserving
operation for advanced lower rectal cancer. Diseases of the colon and rectum;47:1442-7.2004.
5. Del Rio C, Sanchez-Santos R, Oreja V, et al. Long-term urinary dysfunction after rectal cancer surgery. Colorectal
Dis;6:198-202.2004.
6. 安野正道. 大腸癌術後の問題点. 消化器外科NURSING;5:53-7.2000.

大腸(14)

周術期医療（直前・直後）

QI 11

周術期の深部静脈血栓症予防

分子：

周術期の深部静脈血栓症予防（(1) 低用量へパリンまたは低分⼦へパ
リン、(2) 間⽋的空気圧迫法、(3) 弾性ストッキング のいずれかに
よる）が施⾏された患者数

分母：

⼿術を受けた大腸癌患者数（血栓の判明している患者を除く）

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
JNCI

根拠

第７回アメリカ胸部疾患学会（ACCP）ガイドラインでは、⼿術を受ける患者を術式、
年齢、他のリスク因⼦の有無（癌、静脈血栓症の既往など）に基づいて４つのリスク群に
分類し、リスクに応じた周術期の静脈血栓・塞栓症予防を⾏うことを推奨している。同ガ
イドラインによると、大腸癌の⼿術を受ける40歳以上の患者は最⾼リスク集団（⼿術患者
で、40歳以上、静脈血栓症の既往、癌のうち２つが該当する患者）に分類され、これらの
患者には血栓・塞栓症予防が必要とされている。弾性圧迫ストッキングの深部静脈血栓症
（DVT）予防効果に関するコクランレビューでは、プラセボと⽐較した弾性圧迫ストッキ
ングの術後DVTの予防効果が⽰された。間⽋的空気圧迫法（IPC）の静脈瘤とDVT予防に
関するレビューでは、IPCが静脈血流のうっ滞を防ぐことが⽰され、最終的にDVTの予防
につながることが報告されている。またACCPガイドラインおよび血栓・塞栓症予防法に
関するコクランレビューでは、⼀般⼿術患者において低用量ヘパリンと低分⼦ヘパリンは
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同等のDVT予防効果があると結論している。
以上より、大腸癌⼿術患者は静脈血栓・塞栓症のリスクが⾼く、適切な予防処置が有効
であることから、⼿術を受ける大腸癌患者（血栓の判明している患者は除く）は、低用量
ヘパリンまたは低分⼦ヘパリン、間⽋的空気圧迫法（IPC）、弾性ストッキングのいずれ
かによる術後静脈血栓・塞栓症予防が⾏われるべきである。

参考文献

1. Geerts WH, Pineo GF, Heit JA, et al. Prevention of venous thromboembolism: the Seventh ACCP Conference on
Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. Chest;126:338S-400S.2004.
2. Benko T, Cooke EA, McNally MA, Mollan RA. Graduated compression stockings: knee length or thigh length. Clinical
orthopaedics and related research:197-203.2001.
3. Morris RJ, Woodcock JP. Evidence-based compression: prevention of stasis and deep vein thrombosis. Annals of
surgery;239:162-71.2004.
4. Amaragiri SV, Lees TA. Elastic compression stockings for prevention of deep vein thrombosis. Cochrane database of
systematic reviews (Online):CD001484.2000.
5. Geerts WH, Heit JA, Clagett GP, et al. Prevention of venous thromboembolism. Chest;119:132S-75S.2001.
6. Wille-Jorgensen P, Rasmussen MS, Andersen BR, Borly L. Heparins and mechanical methods for thromboprophylaxis in
colorectal surgery. Cochrane database of systematic reviews (Online):CD001217.2003.
7. McLeod RS, Geerts WH, Sniderman KW, et al. Subcutaneous heparin versus low-molecular-weight heparin as
thromboprophylaxis in patients undergoing colorectal surgery: results of the canadian colorectal DVT prophylaxis trial: a
randomized, double-blind trial. Annals of surgery;233:438-44.2001.
8. Sakuma M, Konno Y, Shirato K. Increasing mortality from pulmonary embolism in Japan, 1951-2000. Circ J;66:11449.2002.
9. Gore I, Hirst AE, Tanaka K. Myocardial Infarction and Thromboembolism: a Comparative Study in Boston and in Kyushu,
Japan. Archives of internal medicine;113:323-30.1964.

大腸(15)

周術期医療（直前・直後）

QI 12

予防的経静脈的抗菌薬の投与時期

分子：

⼿術開始前１時間以内に予防的に経静脈的抗菌薬が投与された患者数

分母：

⼿術を受けた大腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
JNCI

根拠

複数の臨床研究により、消化管⼿術の術前に予防的抗菌薬投与を⾏うことが、術後の感
染性合併症の減少に関連することが⽰されている。ステップワイズ法によるロジスティッ
ク回帰分析でも、術前の抗菌薬投与は⼿術部位感染症（SSI）のリスクを下げる最も重要
な因⼦であった。専門家は予防的抗菌薬の経静脈投与の理想的タイミングは「⽪膚切開前
１時間以内」であるとしている。抗菌薬の予防的投与の時期に関するランダム化⽐較試験
では、⼿術前２時間以内に投与することによって⼿術創の感染は明らかに減少することが
⽰されている。⽶国保険局とCDCの協⼒による⼿術ケア改善研究では、(1)外科的切開の
開始前１時間以内の抗菌薬投与、(2)推奨される予防的抗菌薬の選択、(3)術後24 時間以
内の予防的抗菌薬投与の中⽌、の３プロセスが指標とされている。

大
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以上より、⼿術前の経静脈的予防的抗菌薬投与はSSIの発⽣頻度を減少させることか
ら、⼿術を受ける大腸癌患者は、⼿術開始前１時間以内に予防的な経静脈的抗菌薬投与が
⾏われるべきである。

参考文献

1. Silver A, Eichorn A, Kral J, et al. Timeliness and use of antibiotic prophylaxis in selected inpatient surgical procedures. The
Antibiotic Prophylaxis Study Group. American journal of surgery;171:548-52.1996.
2. Smith RL, Bohl JK, McElearney ST, et al. Wound infection after elective colorectal resection. Annals of surgery;239:599605; discussion -7.2004.
3. Classen DC, Evans RS, Pestotnik SL, Horn SD, Menlove RL, Burke JP. The timing of prophylactic administration of antibiotics
and the risk of surgical-wound infection. The New England journal of medicine;326:281-6.1992.
4. Medicare Quality Improvement Community. Surgical care Improvement Project. 2007.Accessed Oct3.,2007,at
http://www.medqic.org/dcs/ContentServer?cid=1136495755695&pagename=Medqic％ 2FOtherResource％
2FOtherResourcesTemplate&c=OtherResource.

大腸(16)

周術期医療（直前・直後）

QI 13
実施率の
計算方法

予防的経静脈的抗菌薬投与の中止時期
分子：

術後３⽇以内に予防的抗菌薬投与が中⽌された患者数

分母：

⼿術を受けた大腸癌患者数

参照ガイドライン/先行研究
JNCI

根拠

複数の臨床研究により、消化管⼿術の術前に予防的抗菌薬投与を⾏うことが術後の感染
性合併症の減少に関連することが⽰されている。専門家は予防的抗菌薬の経静脈投与の理
想的タイミングは「⽪膚切開前１時間以内」であるとしており、さらに耐性菌の出現を最
⼩化するために、「予防的抗菌薬投与は術後24時間以内に中⽌すべき」であるとしてい
る。抗菌薬を⽪膚切開の直前から開始し、その後の短期間投与と⻑期間投与を⽐較した場
合、予防効果は同等であることが⽰されている。また、冠動脈バイパス術後48時間を超え
て抗菌薬投与を続けても、⼿術部位感染症（SSI）の減少効果はなく、むしろ耐性獲得の
リスクが上昇することが⽰されている。
⽶国保険局とCDC の協⼒による⼿術ケア改善研究では、「術後24 時間以内の予防的抗
菌薬投与の中⽌」を指標として使用している。しかし、術後抗菌薬の投与期間について、
何⽇間を基準と決めるかについては定説がなく、⽶国の基準「術後24時間」も中⽌タイミ
ングを多段階で⽐較した研究が存在するわけではない。そのため、専門医師によるコンセ
ンサスをもとに幅をもたせ、本指標での基準を「⼿術後３⽇以内」とした。
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以上より、術後⻑期間の予防的抗菌薬投与はSSIの予防に効果がなく、かつ耐性菌の発
⽣を助⻑することから、⼿術を受ける大腸癌患者は、術後３⽇以内に予防的抗菌薬投与が
中⽌されるべきである。

参考文献

1. Antibiotic Prophylaxis Study Group. American journal of surgery;171:548-52.1996.
2. Smith RL, Bohl JK, McElearney ST, et al. Wound infection after elective colorectal resection. Annals of surgery;239:599605; discussion -7.2004.
3. Stone HH, Hooper CA, Kolb LD, Geheber CE, Dawkins EJ. Antibiotic prophylaxis in gastric, biliary and colonic surgery. Annals
of surgery;184:443-52.1976.
4. Classen DC, Evans RS, Pestotnik SL, Horn SD, Menlove RL, Burke JP. The timing of prophylactic administration of antibiotics
and the risk of surgical-wound infection. The New England journal of medicine;326:281-6.1992.
5. Harbarth S, Samore MH, Lichtenberg D, Carmeli Y. Prolonged antibiotic prophylaxis after cardiovascular surgery and its
effect on surgical site infections and antimicrobial resistance.Circulation;101:2916-21.2000.
6. Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR. Guideline for Prevention of Surgical Site Infection, 1999. Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. American journal of
infection control;27:97-132; quiz 3-4;discussion 96.1999.
7. Medicare Quality Improvement Community. Surgical care Improvement Project. 2007.Accessed Oct3.,2007,at
http://www.medqic.org/dcs/ContentServer?cid=1136495755695&pagename=Medqic％ 2FOtherResource％
2FOtherResourcesTemplate &c=OtherResource.

大腸(17)

術式

QI 14

リンパ節転移を認めないSM癌に対するリンパ節郭清

分子：

D2以上の郭清が⾏われた、もしくは⾏われない理由が診療録に記載
されている患者数

分母：

リンパ節転移を認めないSM癌と術前診断され、⼿術を受けた大腸癌
患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）

根拠

大腸癌患者において、リンパ節郭清の範囲を変化させて予後を⽐較したRCTはない。大
腸癌研究会の大腸癌全国登録（1995〜1998年度症例）における集計では、pSM癌のリン
パ節転移率は9.9％であった。pSM癌症例2846例のうち、腸管傍リンパ節転移は全症例の
7.5％、中間リンパ節転移は2.1％、主リンパ節転移は0.1％、４群リンパ節転移（第７版
ではＭ（遠隔転移）に分類される）は0.2％であった。つまり、pSM大腸癌では、主リン
パ節以遠に転移を有することはまれであり、中間リンパ節を完全に郭清するD2郭清が⼗分
かつ妥当であると考えられる。
以上より、pSM大腸癌では約10％にリンパ節転移があるが、そのほとんどが中間リンパ
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節までの転移であることから、術前・術中にリンパ節転移を認めないSM癌と診断された大
腸癌患者の⼿術では、D2以上の郭清が⾏われるか、⾏われない場合はその理由が診療録に
記載されるべきである。

参考文献

1. 大腸癌研究会編. 大腸癌治療ガイドライン 2005 年度版. 東京: ⾦原出版; 2005.
2. Kitajima K, Fujimori T, Fujii S, et al. Correlations between lymph node metastasis and depth of submucosal invasion in
submucosal invasive colorectal carcinoma: a Japanese collaborative study. J Gastroenterol;39:534-43.2004.
3. Hida J, Yasutomi M, Maruyama T, Fujimoto K, Uchida T, Okuno K. The extent of lymph node dissection for colon carcinoma:
the potential impact on laparoscopic surgery. Cancer;80:188-92.1997.

大腸(18)

術式

QI 15

StageⅡ・Ⅲ大腸癌に対するリンパ節郭清

分子：

D3郭清が⾏われた、もしくは⾏われない理由が診療録に記載されて
いる患者数

分母：

⼿術を受けた、cStage II・III の大腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）

根拠

大腸癌患者において、リンパ節郭清の範囲を変化させて予後を⽐較したRCTはない。大
腸癌研究会の大腸癌全国登録（1995〜1998年度症例）における集計では、pSS/A以深の
癌のリンパ節転移率は約30％であった。また約15％が中間リンパ節、約５％が主リンパ節
転移を有していた。同様に、大腸癌研究会のプロジェクト研究（1991〜1996年症例）に
おける検討では、pStage II・III、根治度Ａ症例3949例のうち、腸管傍リンパ節転移は
36.0％、中間リンパ節または主リンパ節転移は17.5％であった。また、Hidaらの結腸癌
164症例における検討では、中間リンパ節転移率はpT2癌で20.0％、pT3癌で30.6％、
pT4癌で44.4％、主リンパ節転移率はpT2癌で０％、pT3癌で15.3％、pT4癌で22.2％で
あり、pT3・pT4大腸癌に対しては主リンパ節を完全に郭清するD3郭清を⾏うべきである
と述べている。
以上より、術前診断cStage II・III の大腸癌患者の⼿術では、D3郭清が⾏われるか、⾏
われない場合はその理由が診療録に記載されるべきである。

参考文献
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1. 大腸癌研究会編. 大腸癌治療ガイドライン 2005 年度版. 東京: ⾦原出版; 2005.
2. Kitajima K, Fujimori T, Fujii S, et al. Correlations between lymph node metastasis and depth of submucosal invasion in
submucosal invasive colorectal carcinoma: a Japanese collaborative study. J Gastroenterol;39:534-43.2004.
3. Hida J, Yasutomi M, Maruyama T, Fujimoto K, Uchida T, Okuno K. The extent of lymph node dissection for colon carcinoma:
the potential impact on laparoscopic surgery. Cancer;80:188-92.1997.

大腸(19)

術式

QI 16
実施率の
計算方法

結腸癌手術における腸管切除範囲
分子：

腫瘍から⼝側・肛門側ともに５cm以上の腸管が切離された患者数

分母：

⼿術を受けた結腸癌患者数

参照ガイドライン/先行研究
大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）

根拠

結腸癌⼿術における腸管切除範囲について、大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年
版）では、「結腸癌に対する腸管切離距離は腫瘍から10cmで⼗分である」と記載してい
る。結腸癌の⾄適腸管切除範囲については複数の報告があり、Hidaらの結腸癌164症例に
おける深達度別の腸管軸⽅向の転移リンパ節の距離についての検討では、腸管軸⽅向
10cmを超える進展は全症例のわずか1.2％であり、pT1癌では３cm、pT2癌では５cm、
pT3・pT4癌では７cmの⼝側・肛門側腸管を切除することを推奨している。また安野らの
報告では、右半結腸癌治癒切除症例226例のリンパ節マッピングにおいて、腸管軸⽅向５
cmを超えてのリンパ節転移を認めなかったことが⽰されている。
以上より、腫瘍から５cm以上離れた壁在リンパ節および腸管傍リンパ節の転移はまれで
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あることから、結腸癌患者の⼿術では、腫瘍から⼝側・肛門側とも５cm以上の腸管を切離
されるべきである。（標本摘出後の収縮も考慮し、５cmを基準とした）

参考文献

1. 大腸癌研究会編. 大腸癌治療ガイドライン 医師用 2005 年度版. 東京: ⾦原出版; 2005.
2. Hida J, Yasutomi M, Maruyama T, Fujimoto K, Uchida T, Okuno K. The extent of lymph node dissection for colon carcinoma:
the potential impact on laparoscopic surgery. Cancer 1997;80:188-92.
3. 安野正道, 森武⽣, ⾼橋慶⼀. 大腸癌における新しい腸管切除範囲提案. ⽇本消化器外科学会雑誌 1997;30:2112-6.

大腸(20)

術式

QI 17

直腸癌手術における肛門側切除範囲

分子：

腫瘍の肛門側縁より適切な⻑さの直腸間膜切離（RS・、Raで3cm、
Rbで2cm）が⾏われ、腫瘍の肛門側縁から切除断端までの距離が診
療録に記載されている患者数

分母：

⼿術を受けた直腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
JNCI、大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）

根拠

直腸癌の肛門側切除範囲に関する多くの研究において、癌の直腸間膜内肛門側進展はあ
る⼀定距離であることが⽰されている。いくつかの研究では、低位前⽅切除において元来
必要とされてきた５cmの肛門側直腸間膜切離は不要であると結論している。肛門側のリン
パ節進展を遺残なく切除するには、肛門側２cmの切離が適当であるとした報告や、43連
続標本において、1.5cmの肛門側直腸間膜切離で癌は遺残なく切除されたとする報告、ピ
ン固定されていない標本上、0.8cmの肛門側切除断端があれば、ほとんどの直腸癌が遺残
なく切除可能であるとした報告がある。これらの報告をもとに、大腸癌治療ガイドライン
（医師用・2005年版）では、肛門側直腸間膜をRS癌とRa癌では３cm、Rb癌では２cmま
で全周性に完全切除すれば、癌を局所に遺残させる可能性は少ないと判断し、これを推奨
している。
以上より、⼿術を受ける直腸癌患者では、RS癌とRa癌では腫瘍の肛門側縁から３cm、
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Rb癌では２cmの肛門側の直腸間膜を切離され、かつ、腫瘍の肛門側縁から切除断端まで
の距離が診療録に記載されるべきである。

参考文献

1. Heald R, Husband E, RDH R. The mesorectum in rectal cancer the clue to pelvic recurrence? Br J Surg 1982;69:613-6.
2. Aitken RJ. Mesorectal excision for rectal cancer. The British journal of surgery 1996;83:214-6.
3. Cawthorn SJ, Parums DV, Gibbs NM, et al. Extent of mesorectal spread and involvement of lateral resection margin as
prognostic factors after surgery for rectal cancer. Lancet 1990;335:1055-9.
4. Colombo PL, Foglieni CL, Morone C. Analysis of recurrence following curative low anterior resection and stapled
anastomoses for carcinoma of the middle third and lower rectum. Diseases of the colon and rectum 1987;30:457-64.
5. Eu KW, Seow-Choen F, Ho JM, Ho YH, Leong AF. Local recurrence following rectal resection for cancer. Journal of the Royal
College of Surgeons of Edinburgh 1998;43:393-6.
6. Hainsworth PJ, Egan MJ, Cunliffe WJ. Evaluation of a policy of total mesorectal excision for rectal and rectosigmoid cancers.
The British journal of surgery 1997;84:652-6.
7. Heald RJ, Karanjia ND. Results of radical surgery for rectal cancer. World journal of surgery 1992;16:848-57.
8. Kapiteijn E, Putter H, van de Velde CJ. Impact of the introduction and training of total mesorectal excision on recurrence
and survival in rectal cancer in The Netherlands. The British journal of surgery 2002;89:1142-9.
9. Maas CP, Moriya Y, Steup WH, Klein Kranenbarg E, van de Velde CJ. A prospective study on radical and nerve-preserving
surgery for rectal cancer in the Netherlands. Eur J Surg Oncol 2000;26:751-7.
10. Moran BJ, Blenkinsop J, Finnis D. Local recurrence after anterior resection for rectal cancer using a double stapling
technique. The British journal of surgery 1992;79:836-8.
11. 大腸癌研究会編. 大腸癌治療ガイドライン 医師用 2005 年版. 東京: ⾦原出版; 2005.
12. Ono C, Yoshinaga K, Enomoto M, Sugihara K. Discontinuous rectal cancer spread in the mesorectum and the optimal distal
clearance margin in situ. Dis Colon Rectum 2002;45:744-9;discussion 2-3.
13. 武藤徹⼀郎、杉原健⼀、島⽥安博. ガイドラインサポートハンドブック -大腸癌-. 大阪: 医薬ジャーナル社; 2007.

大腸(21)

術後の記録と説明

QI 18
実施率の
計算方法

肉眼的根治度の診療録への記載
分子：

癌遺残または⾁眼的根治度が診療録に記載されている患者数

分母：

⼿術を受けた大腸癌患者数

参照ガイドライン/先行研究
JNCI

根拠

術中に切除されなかった腫瘍はすべて、その後の治療⽅針と予後に大きな影響を与え
る。大腸癌取扱い規約（第７版）では、⼿術治療後の癌遺残をR0〜R2に、根治度をＡ〜
Ｃに分類し記載するよう推奨している。2400例の癌遺残度と⽣存率との関連についての検
討では、５年⽣存率はR0で78％、R1で41％、R2で2.4％と、癌遺残度と予後が強い相関
を⽰すことが報告されている。他の研究においても同様な報告がなされている（５年⽣存
率：R0で82％、R1＋R2で35％）。根治度もまたＲ因⼦を含む⼿術治療の評価であり、重
要な情報である。⼿術治療後の癌遺残または⾁眼的根治度を記載することは、⼿術結果を
効率的に表⽰するとともに、再発リスクの評価や今後の治療⽅針の決定に重要な情報とな
る。
以上より、⼿術治療後の癌遺残または⾁眼的根治度は、⼿術後の再発リスク評価や治療
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⽅針決定に有用な情報であることから、⼿術を受けた大腸癌患者では、⼿術治療後の癌遺
残または⾁眼的根治度が診療録に記載されるべきである。

参考文献

1. 大腸癌研究会編. 大腸癌治療ガイドライン 医師用 2005年版. 東京: ⾦原出版; 2005.
2. Staib L, Link KH, Blatz A, Beger HG. Surgery of colorectal cancer: surgical morbidity and five- and ten-year results in 2400
patients--monoinstitutional experience. World journal of surgery 2002;26:59-66.
3. Andreoni B, Chiappa A, Bertani E, et al. Surgical outcomes for colon and rectal cancer over a decade: results from a
consecutive monocentric experience in 902 unselected patients. World journal of surgical oncology 2007;5:73.

大腸(22)

術後の記録と説明

QI 19

（改訂あり）

術後病理所見の診療録への記載 (1/2)

分子：

以下の病理組織学的所⾒が診療録に記載されている患者数（壁深達
度、リンパ節郭清個数、リンパ節転移個数、脈管侵襲の有無、切除断
端または剥離⾯における癌細胞の有無）

分母：

原発巣切除を受けた大腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
JNCI、NICCQ、ACOVE－3

根拠

大腸癌取扱い規約およびUICCのTNM分類によるStage分類は、いずれも予後と明確に相
関している。そのため、これらは患者への情報提供において必須の情報である。また、
Stage分類だけでなく、予後規定因⼦となる個々の病理組織学的所⾒も重要な情報であ
る。リンパ節転移の有無、および転移陽性リンパ節個数は強い予後規定因⼦であり、脈管
侵襲はリンパ節転移の危険因⼦である。これらの情報は術後補助化学療法の要否やサーベ
イランス間隔等の決定に必要である。また、切除標本におけるリンパ節郭清個数は、予後
と有意に相関することが報告されている。さらに、切除断端部または外科剥離⾯に癌細胞
が存在していた場合、有意に局所再発率が⾼率であることが報告されている。この場合、
局所再発を念頭においたサーベイランスが必要となるため、切除断端部または外科剥離⾯
における癌細胞の有無は必要不可⽋な情報である。
以上より、壁深達度、リンパ節郭清個数、リンパ節転移個数、脈管侵襲の有無、切除断

大
腸
癌

端または剥離⾯における癌細胞の有無、およびTNM分類または大腸癌取扱い規約に準じた
Stageは、いずれも大腸癌患者の再発・予後の予測因⼦（規定因⼦）として有用であり、
今後の治療⽅針の決定に重要な情報であることから、原発巣切除を受けた大腸癌患者で
は、これらの事項が診療録に記載されるべきである。

参考文献

1. Kobayashi H, Mochizuki H, Sugihara K, et al. Characteristics of recurrence and surveillance tools after curative resection for
colorectal cancer: a multicenter study. Surgery;141:67-75.2007.
2. Nakamori S, Watanabe H, Kameyama M, et al. Expression of autocrine motility factor receptor in colorectal cancer as a
predictor for disease recurrence. Cancer;74:1855-62.1994.
3. Bouzourene H, Bosman FT, Matter M, Coucke P. Predictive factors in locally advanced rectal cancer treated with
preoperative hyperfractionated and accelerated radiotherapy. Hum Pathol;34:541-8.2003.
4. Lanza G, Matteuzzi M, Gafa R, et al. Chromosome 18q allelic loss and prognosis in stage II and III colon cancer. Int J
Cancer;79:390-5.1998.
5. Tveit KM, Guldvog I, Hagen S, et al. Randomized controlled trial of postoperative radiotherapy and short-term
timescheduled 5-fluorouracil against surgery alone in the treatment of Dukes B and C rectal cancer. Norwegian Adjuvant Rectal
Cancer Project Group. The British journal of surgery;84:1130-5.1997.
6. 佐藤太⼀, 神藤英⼆, 橋⼝陽⼆郎, 上野秀樹, 望⽉英隆. ss大腸癌症例におけるCD34免疫染⾊と弾性線維染⾊の２重染⾊による脈管侵 襲
検索の臨床病理学的意義. ⽇本消化器外科学会雑誌;39:1571-6.2006.
7. Berberoglu U. Prognostic significance of total lymph node number in patients with T1-4N0M0 colorectal cancer. Hepatogast
roenterology;51:1689-93.2004.
8. Tsai HL, Lu CY, Hsieh JS, et al. The prognostic significance of total lymph node harvest in patients with T2-4N0M0 colorectal
cancer. J Gastrointest Surg;11:660-5.2007.
9. Wong JH, Severino R, Honnebier MB, Tom P, Namiki TS. Number of nodes examined and staging accuracy in colorectal
carcinoma. J Clin Oncol;17:2896-900.1999.
10. Quirke P, Durdey P, Dixon MF, Williams NS. Local recurrence of rectal adenocarcinoma due to inadequate surgical
resection. Histopathological study of lateral tumour spread and surgical excision. Lancet;2:996-9.1986.
11. de Haas-Kock DF, Baeten CG, Jager JJ, et al. Prognostic significance of radial margins of clearance in rectal cancer. The
British journal of surgery;83:781-5.1996.
12. Warneke J, Petrelli NJ, Herrera L. Local recurrence after sphincter-saving resection for rectal adenocarcinoma. American
journal of surgery;158:3-5.1989.

大腸(23)

術後の記録と説明

QI 19
実施率の
計算方法

（改訂あり）

術後病理所見の診療録への記載 (2/2)
分子：

TNM分類または大腸癌取扱い規約に準じた病期（fStage）

分母：

原発巣切除を受けた大腸癌患者数

参照ガイドライン/先行研究
QI19(1/2)と同じ。

大
腸
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大腸(24)

根拠

QI19(1/2)と同じ。

参考文献

QI19(1/2)と同じ。

術後の記録と説明

QI 20

術後病理所見の患者説明と記載

分子：

外科医から切除標本の病理検査所⾒に基づいたStageの説明がなされ
（患者に説明できない場合には代理⼈に）、その内容が診療録に記載
されている患者数

分母：

⼿術を受けた大腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
JNCI、NICCQ、ACOVE－3

根拠

大腸癌術後の病理組織学的所⾒は、その記載法が大腸癌取扱い規約に定められている。
これらはいずれも今後の治療⽅針を決定する上で重要な情報であり、病理報告書を含む診
療録に必ず記載されなければならない。また、診療録に記載するだけではなく、病理組織
学的所⾒から予想される予後、および補助療法の必要性を含めた今後の治療⽅針につい
て、患者と⼗分に話し合いがなされるべきである。適切な治療選択肢を提⽰することは、
質の⾼い医療がすべての癌患者に提供されるために重要である。また単なる患者との話し
合いのみならず、病理報告書をカルテに記載することによって適切な治療計画の作成にも
つながる。また、患者にどのような説明がなされたかは、医療従事者間の認識統⼀を図る
上でも、診療録に記載を残すことが望ましい。
以上より、切除標本の病理診断結果について情報提供されることは患者の権利であり、
今後の治療⽅針についての説明に重要な情報であることから、⼿術を受けた大腸癌患者は
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（患者に説明できない場合には代理⼈に）、切除標本の病理検査所⾒に基づいたStageに
ついて説明を受け、その内容が診療録に記載されるべきである。

参考文献

1. Kobayashi H, Mochizuki H, Sugihara K, et al. Characteristics of recurrence and surveillance tools after curative resection for
colorectal cancer: a multicenter study. Surgery;141:67-75.2007.
2. 大腸癌研究会編. 大腸癌治療ガイドライン 医師用 2005年版. 東京: ⾦原出版; 2005.
3. Hewitt M. SJV, ed. Ensuring Quality Cancer Care. Washington, D.C.: National Academy Press.; 1999.

大腸(25)

術後マネジメント

QI 21

ドレーン排液量、性状の観察

分子：

a) １⽇のドレーン排液量が観察され、診療録に記載されている患者
数
b) ドレーン排液の性状が観察され、診療録に記載されている患者数

分母：

⼿術を受けドレーンを留置された大腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
JNCI

根拠

縫合不全は、大腸癌⼿術後の合併症のうちで最も留意すべきものの１つである。また、
大腸癌⼿術では頻度は少ないものの、術後出血の可能性がある。ドレーンはこれら術後早
期における異常をいち早く察知する目的で留置される。しかし、留置しても外科医がド
レーンを意識して観察しない限り、その情報は有効に活用されない。ドレーン留置の有無
と合併症の発⽣率・死亡率との⽐較や、ドレーン性状・排液量のモニタリングと患者アウ
トカムを⽐較したエビデンスは存在しないが、ドレーン排液の性状や排液量を観察し、診
療録に記載するのは術後管理の基本である。
以上より、ドレーン排液量および排液性状の観察は、術後合併症の早期発⾒・早期治療
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に有用であることから、⼿術を受けた大腸癌患者は、ドレーンが留置されている場合、１
⽇のドレーン排液量および排液性状の観察（モニター）が⾏われ、診療録に記載されるべ
きである。

参考文献

大腸(26)

特になし

術後マネジメント

QI 22

術後の発熱原因の検索

分子：

その⽇のうちに⼿術部位感染の有無の確認、および発熱の原因検索が
⾏われ、診療録に記載されている患者数

分母：

術後３⽇目以降に38.5度以上の発熱を認めた大腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
JNCI

根拠

大腸癌の⼿術直後の発熱は、⼿術侵襲に対する⽣体反応であることが多いが、術後３⽇
目以降に38.5℃以上の発熱を認めた場合、縫合不全、⼿術創感染、尿路感染症、呼吸器感
染症（術後肺炎）、静脈留置カテーテルの感染、静脈血栓・塞栓症、輸血・薬剤に対する
反応など、何らかの術後合併症が⽣じている可能性を考慮する必要がある。体表の観察、
ドレーン性状の確認とともに、腹部の診察を⾏う他、必要に応じて、吻合部の検査、CT、
さらに尿検査、胸部単純Ｘ線検査、血液培養、便培養等の熱源検索を進めるべきである。
大腸癌⼿術後の合併症発⽣率および死亡率に関するNSQIPのデータベースを用いた分析
によると、大腸癌⼿術後には感染性合併症が⽐較的⾼頻度に⽣じ、敗血症、肺炎、深部創
傷感染を伴った患者では、術後30⽇以内の死亡率が有意に⾼かった。術後の発熱の評価と
転帰の改善との関連を⽰すエビデンスはないが、熱源の早期発⾒は治療を円滑化し、結果
的に術後の合併症発⽣率および死亡率の低下につながると考える。
以上より、発熱の原因を可及的速やかに検索することは、術後合併症の早期発⾒・早期
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治療に有用であることから、⼿術を受けた大腸癌患者では、術後３⽇目以降に38.5度以上
の発熱を認めた場合、その⽇のうちに⼿術部位感染の有無の確認および発熱の原因検索が
⾏われるべきである。

参考文献

1. Longo WE, Virgo KS, Johnson FE, et al. Outcome after proctectomy for rectal cancer in Department of Veterans Affairs
Hospitals: a report from the National Surgical Quality Improvement Program. Annals of surgery;228:64-70.1998.

大腸(27)

術後マネジメント

QI 23

結腸癌患者の術後尿道カテーテルの抜去

分子：

術後４⽇目までに尿道カテーテルが抜去された、もしくは抜去されな
い理由が診療録に記載されている患者数

分母：

術中に尿道カテーテルが留置された結腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
JNCI

根拠

集中治療室患者での院内尿路感染症のリスク因⼦を評価した前向きコホート研究では、
尿道カテーテル留置期間が独⽴した感染のリスク因⼦であった。１⽇当たり３〜10％の細
菌尿の発⽣があることから、４⽇以内のカテーテル抜去が推奨されており、またカテーテ
ルを５⽇以上留置された患者のうち50％が無症候性菌血症、カンジダ尿症を発症し、抗⽣
剤抵抗性細菌の温床となっていたとの報告もある。
結腸癌の⼿術においては、⼿術操作による術後排尿機能障害の可能性はほとんどなく、
影響を及ぼす他の合併症がない限り、離床を促す意味でも早期のカテーテル抜去が推奨さ
れる。カテーテル抜去については、担当医が尿路感染症の予防を意識していることが重要
であり、漫然と⻑期留置することと区別するために、⻑期留置が必要な場合には、その理
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由を診療録に記載することも重要であると考える。
以上より、⻑期の尿道カテーテル留置は、離床の妨げになるとともに尿路感染症の発⽣
を助⻑することから、⼿術を受けた結腸癌患者では、術中に尿道カテーテルが留置された
場合、術後４⽇目までにカテーテルが抜去されるか、抜去されない場合はその理由が診療
録に記載されるべきである。

参考文献

1. Longo WE, Virgo KS, Johnson FE, et al. Risk factors for morbidity and mortality after colectomy for colon cancer. Diseases of
the colon and rectum;43:83-91.2000.
2. Longo WE, Virgo KS, Johnson FE, et al. Outcome after proctectomy for rectal cancer in Department of Veterans Affairs
Hospitals: a report from the National Surgical Quality Improvement Program. Annals of surgery;228:64-70.1998.
3. Wagenlehner FM, Naber KG. Hospital-acquired urinary tract infections. The Journal of hospital infection;46:171-81.2000.
4. Bochicchio GV, Joshi M, Shih D, Bochicchio K, Tracy K, Scalea TM. Reclassification of urinary tract infections in critically ill
trauma patients: a time-dependent analysis. Surgical infections;4:379-85.2003.
5. Gokula RR, Hickner JA, Smith MA. Inappropriate use of urinary catheters in elderly patients at a midwestern community
teaching hospital. American journal of infection control;32:196-9.2004.
6. Leone M, Albanese J, Garnier F, et al. Risk factors of nosocomial catheter-associated urinary tract infection in a polyvalent
intensive care unit. Intensive care medicine;29:1077-80.2003.
7. Sedor J, Mulholland SG. Hospital-acquired urinary tract infections associated with the indwelling catheter. The Urologic
clinics of North America;26:821-8.1999.
8. Tambyah PA, Maki DG. Catheter-associated urinary tract infection is rarely symptomatic: a prospective study of 1,497
catheterized patients. Archives of internal medicine;160:678-82.2000.

大腸(28)

内視鏡治療

QI 24

内視鏡的摘除における治療前深達度診断

分子：

⾊素散布、拡大内視鏡検査、超⾳波内視鏡検査（EUS）のいずれかに
よる治療前深達度診断が⾏われた患者数

分母：

最大径２cm以上の病変の内視鏡的摘除を⾏った大腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）

根拠

大腸癌における内視鏡的摘除の適応は、腫瘍径２cmまでにとどめるというコンセンサス
がある。しかし内視鏡的摘除の適応は、術者の深達度診断の能⼒や⼿技的習熟度による差
が大きい。熟練した専門医であれば、径２cm以上の病変でも内視鏡的粘膜切除（EMR）
での⼀括切除が可能であり、計画的分割EMRや、内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）など新
しい⼿技を用いた⼀括切除が可能な場合がある。病変の大きさが２cmを超える場合でも、
内視鏡的に深達度Ｍと判断されれば、しばしば計画的分割EMRが⾏われる。技術的進歩を
指向した２cm以上の病変に対する内視鏡的摘除の試みを阻害するものであってはならない
が、逆に適応を過度に広げるのは患者にとって著しく不利益であり、執⾏医が技術的に⼀
括切除可能と判断した場合、あるいはpM癌と予測した病変に対してのみ、計画的に分割
EMRを⾏うべきである。そのためには、⾊素散布、拡大内視鏡検査、EUSのいずれかによ
る詳細な治療前深達度診断が⾏われることが重要である。
以上より、最大径２cm以上の病変の内視鏡的摘除を⾏う大腸癌患者においては、⾊素散
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布、拡大内視鏡検査、EUSのいずれかによる治療前深達度診断が⾏われるべきである。

参考文献

1. ⽥中信治. 内視鏡治療. In: 武藤徹⼀郎、渡辺英伸、杉原健⼀、多⽥正大, ed. 大腸疾患NOW2007. 東京: 医薬ジャーナル社; 2007.
2. ⽥中信治, 岡志郎, 茶⼭⼀彰. 表⾯型早期大腸癌の内視鏡的粘膜切除術適応・切除⼿技選択と治療成績. In: Gastroenterological
Endoscopy(0387-1207); 2004:243-52.
3. Tanaka S, Haruma K, Oka S, et al. Clinicopathologic features and endoscopic treatment of superficially spreading colorectal
neoplasms larger than 20 mm. Gastrointestinal endoscopy 2001;54:62-6.
4. 太⽥智之, ⻫藤裕輔, 折居裕, et al.【大腸腫瘍内視鏡的切除後の局所再発 腺腫・m 癌を中⼼に】 大腸腫瘍の内視鏡的切除後における局
所再発の実態 切除断端からみた再発率とその経過. In:胃と腸(0536-2180); 1999:611-8.
5. 松永厚⽣, 野村美樹⼦, 内海潔, et al.【 EMR の問題点】遺残再発病変と追加治療 内視鏡的摘除術後の局所遺残再発病変の評価と追加治
療. In: 早期大腸癌(1343-2443); 1999:27-33.
6. ⼩林広幸, 渕上忠彦, 堺勇⼆, et al.【大腸腫瘍内視鏡的切除後の局所再発 腺腫・m 癌を中⼼に】 大腸腫瘍内視鏡的治療後の局所遺残再
発. In: 胃と腸(0536-2180); 1999:597-610.
7. 五⼗嵐正広, 横⼭薫, ⾼橋裕之, ⼩林清典, 勝⼜伴栄.【 EMR の適応と限界】局所遺残から⾒た適応と限界 粘膜摘除（EMR）例における
局所遺残の検討. In: 早期大腸癌（1343-2443）;1998:639-45.
8. ⽥中信治, 春間賢, 谷本達郎. 内視鏡治療法大腸腫瘍に対する内視鏡的分割切除の有用性と問題点. 早期大腸癌 1998;2:695-700.
9. 大腸癌研究会編. 大腸癌治療ガイドライン 医師用 2005年度版. 東京: ⾦原出版; 2005.

大腸(29)

内視鏡治療

QI 25
実施率の
計算方法

内視鏡的摘除法（一括切除・分割切除）の診療録へ
の記載
分子：

⼀括切除か分割切除かが診療録に記載されている患者数

分母：

内視鏡的摘除を受けた大腸癌患者数

参照ガイドライン/先行研究
大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）

根拠

分割切除による内視鏡的摘除では、癌部を分断する可能性がある、完全な再構築が不可
能である、等の理由から、正確な病理組織診断が困難となる。そのため、詳細な病理組織
学的検討を⾏うためには⼀括切除が重要である。分割切除となったために、内視鏡的摘除
の根治性が正確に診断できなかった場合、患者が不利益を被る可能性が⽣じる。また分割
切除では⼿技的な難易度が上昇するため、⼀般的に不完全切除率が⾼く、遺残率、局所再
発率が⾼いとされている。内視鏡的摘除が⼀括切除で⾏われたか、分割切除で⾏われたか
は、今後の治療⽅針を決定する上で重要な情報である。
以上より、⼀括切除か分割切除かは、切除標本の病理組織学的診断の解釈および今後の
治療⽅針の決定に重要な情報であることから、内視鏡的摘除を受けた大腸癌の患者は、⼀
括切除か分割切除かが診療録に記載されるべきである。

大
腸
癌

参考文献

1. ⽥中信治. 内視鏡治療. In: 武藤徹⼀郎、渡辺英伸、杉原健⼀、多⽥正大, ed. 大腸疾患NOW2007. 東京: 医薬ジャーナル社; 2007.
2. ⽥中信治, 岡志郎, 茶⼭⼀彰. 表⾯型早期大腸癌の内視鏡的粘膜切除術適応・切除⼿技選択と治療成績. In: Gastroenterological
Endoscopy(0387-1207); 2004:243-52.
3. Tanaka S, Haruma K, Oka S, et al. Clinicopathologic features and endoscopic treatment of superficially spreading colorectal
neoplasms larger than 20 mm. Gastrointestinal endoscopy 2001;54:62-6.
4. 太⽥智之, ⻫藤裕輔, 折居裕, et al. 【大腸腫瘍内視鏡的切除後の局所再発腺腫・m 癌を中⼼に】大腸腫瘍の内視鏡的切除後における局
所再発の実態 切除断端からみた再発率とその経過. In:胃と腸(0536-2180); 1999:611-8.
5. 松永厚⽣, 野村美樹⼦, 内海潔, et al. 【EMR の問題点】遺残再発病変と追加治療内視鏡的摘除術後の局所遺残再発病変の評価と追加治
療. In: 早期大腸癌(1343-2443); 1999:27-33.
6. ⼩林広幸, 渕上忠彦, 堺勇⼆, et al. 【大腸腫瘍内視鏡的切除後の局所再発腺腫・m 癌を中⼼に】大腸腫瘍内視鏡的治療後の局所遺残再
発. In: 胃と腸(0536-2180); 1999:597-610.
7. 五⼗嵐正広, 横⼭薫, ⾼橋裕之, ⼩林清典, 勝⼜伴栄. 【EMR の適応と限界】局所遺残からみた適応と限界粘膜摘除(EMR)例における局
所遺残の検討. In: 早期大腸癌(1343-2443);1998:639-45.
8. ⽥中信治, 春間賢, 谷本達郎. 内視鏡治療法 大腸腫瘍に対する内視鏡的分割切除の有用性と問題点. 早期大腸癌 1998;2:695-700.
9. 大腸癌研究会編. 大腸癌治療ガイドライン 医師用 2005 年版. 東京: ⾦原出版; 2005.

大腸(30)

内視鏡治療

QI 26

（改訂あり）

内視鏡的摘除後の病理所見の診療録への記載

分子：

以下の事項が診療録に記載されている患者数
・病変の大きさ、⾁眼型、組織型
・pSM浸潤度の実測値（μm）（pSM癌の場合）
・脈管侵襲の有無（pSM癌の場合）
・⽔平断端における癌細胞の有無
・垂直断端における癌細胞の有無
・浸潤先進部の簇出（budding）のGrade（2010年1⽉以降の症
例）

分母：

視鏡的摘除を受けた大腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）

根拠

内視鏡的摘除においては、その根治性を病理組織検査にて評価するとともに、リンパ節
転移の危険性を評価して追加⼿術（リンパ節郭清を伴う腸切除）の必要性を検討する必要
がある。脈管侵襲は、有意なリンパ節転移のリスク因⼦（予測因⼦）であり、pSM大腸癌
865例の検討においても、リンパ管侵襲・静脈侵襲はそれぞれ有意なリンパ節転移のリス
ク因⼦であった。また、pSM癌の浸潤距離がリンパ節転移率と相関することが⽰されてお
り、pSM浸潤距離が1000μm以上では約10％にリンパ節転移を認めた。また大腸癌研究会

大
腸
癌

のプロジェクト研究「sm癌の取り扱い」では、SM層における癌の組織型（分化度）が有
意にリンパ節転移率と相関したことを報告している。これらの結果に基づき、大腸癌治療
ガイドライン（医師用・2005年版）では、内視鏡的摘除標本における病理所⾒で、脈管侵
襲陽性、低分化・未分化な組織型、pSM浸潤距離1000μm以上のいずれかを認めた場合に
は、リンパ節転移の可能性があることから、追加⼿術を考慮することを推奨している。ま
た、pSM垂直断端陽性であった場合には、局所に癌が遺残している可能性が⾼いため、追
加⼿術の適応となる。
また、大腸癌研究会のプロジェクト研究から、リンパ節転移危険因⼦としての簇出
（budding）の重要性が⽰されたため、大腸癌治療ガイドライン（医師用・2010年版）で
は、浸潤先進部の簇出（budding）がGrade2/3を追加切除を考慮する因⼦に追加した。
以上より、病変の大きさ、⾁眼型、組織型、pSM浸潤度の実測値（μm）（pSM癌の場
合）、脈管侵襲の有無（pSM癌の場合）、浸潤先進部の簇出（budding）、⽔平断端にお
ける癌細胞の有無、垂直断端における癌細胞の有無は、癌遺残・リンパ節転移の可能性を
予測する因⼦であり、今後の治療⽅針の決定に重要な情報であることから、内視鏡的摘除
を受けた大腸癌患者の診療録には、これらの事項がすべて記載されるべきである。

参考文献

1. Ueno H, Mochizuki H, Hashiguchi Y, et al. Risk factors for an adverse outcome in early invasive colorectal carcinoma.
Gastroenterology 2004;127:385-94.
2. Kitajima K, Fujimori T, Fujii S, et al. Correlations between lymph node metastasis and depth of submucosal invasion in
submucosal invasive colorectal carcinoma: a Japanese collaborative study. J Gastroenterol 2004;39:534-43.
3. 喜多嶋和晃、藤森孝博、藤井茂彦、武⽥純、市川⼀仁、大倉康男、⽯⿊信吾、岩下明徳、加藤洋、下⽥忠和、味岡洋⼀、渡邊聡明、武
藤徹⼀郎、⻑廻紘. 大腸sm癌の取り扱い. In: 武藤徹⼀郎、渡辺英伸、杉原健⼀、多⽥正大, ed. 大腸疾患NOW 2004. 東京: 医薬ジャーナ
ル社; 2004.
4. 大腸癌研究会編. 大腸癌治療ガイドライン 医師用 2005 年版. 東京: ⾦原出版; 2005.

大腸(31)

内視鏡治療

QI 27

（改訂あり）

内視鏡的摘除を受けた患者に対する追加手術

分子：
実施率の
計算方法

分母：

外科的追加腸切除（リンパ節郭清を伴う）が施⾏されているか、もし
くは施⾏されない理由が診療録に記載されている患者数
内視鏡的摘除を受け、組織学的検索にて脈管侵襲陽性、組織型が低分
化腺癌・未分化癌、pSM浸潤距離1000μm以上、pSM垂直断端陽
性、浸潤先進部の簇出（budding）Grade 2／3（2010年1⽉以降の
症例）のいずれかの所⾒を認めた大腸癌患者数

参照ガイドライン/先行研究
大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）

根拠

大腸癌研究会のプロジェクト研究「sm癌の取り扱い」では、SM層における癌の組織型
（分化度）は有意にリンパ節転移率と相関したことを報告している。pSM大腸癌865例の
検討においても、リンパ管侵襲・静脈侵襲はそれぞれ有意なリンパ節転移のリスク因⼦で
あった。また、pSM癌の浸潤距離がリンパ節転移率と相関することが⽰されている。非有
茎性腫瘍でpSM浸潤距離が1000μm未満の場合にはリンパ節転移を認めなかったが、pSM
浸潤距離が1000μm以上では約10％にリンパ節転移を認めた。これらの結果に基づき、大

大
腸
癌

腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）では、内視鏡的摘除標本における病理所⾒
で、脈管侵襲陽性、低分化・未分化な組織型、pSM浸潤距離1000μm以上のいずれかを認
めた場合には、リンパ節転移の可能性があることから、追加⼿術を考慮することを推奨し
ている。また、pSM垂直断端陽性であった場合には、局所に癌が遺残している可能性が⾼
いため、追加⼿術の適応となる。また、大腸癌研究会のプロジェクト研究から、リンパ節
転移危険因⼦としての簇出（budding）の重要性が⽰されたため、大腸癌治療ガイドライ
ン（医師用・2010年版）では、浸潤先進部の簇出（budding）Grade2/3を追加切除を考
慮する因⼦に追加した。これらの所⾒およびリンパ節転移の危険性について、患者に⼗分
説明した上で、患者が追加⼿術を望まない場合、または⼿術による合併症の危険が⾼いと
判断した場合には、⼗分なインフォームドコンセントの上、⼿術を⾏わない理由を記載す
ることが必要である。
以上より、内視鏡的摘除を受け、組織学的検索にて、脈管侵襲陽性、組織型が低分化腺
癌・未分化癌、pSM 浸潤距離1000μm以上、pSM垂直断端陽性、浸潤先進部の簇出
（budding）がGrade2または3のいずれかの所⾒を認めた大腸癌患者では、外科的追加腸
切除（リンパ節郭清を伴う）が施⾏されるか、施⾏されない場合には理由が診療録に記載
されるべきである。

参考文献

1. Ueno H, Mochizuki H, Hashiguchi Y, et al. Risk factors for an adverse outcome in early invasive colorectal carcinoma.
Gastroenterology 2004;127:385-94.
2. Kitajima K, Fujimori T, Fujii S, et al. Correlations between lymph node metastasis and depth of submucosal invasion in
submucosal invasive colorectal carcinoma: a Japanese collaborative study. J Gastroenterol 2004;39:534-43.
3. 喜多嶋和晃、藤森孝博、藤井茂彦、武⽥純、市川⼀仁、大倉康男、⽯⿊信吾、岩下明徳、加藤洋、下⽥忠和、味岡洋⼀、渡邊聡明、武
藤徹⼀郎、⻑廻紘. 大腸sm癌の取り扱い. In: 武藤徹⼀郎、渡辺英伸、杉原健⼀、多⽥正大, ed. 大腸疾患NOW 2004. 東京: 医薬ジャーナ
ル社; 2004.
4. 大腸癌研究会編. 大腸癌治療ガイドライン 医師用 2005 年版. 東京: ⾦原出版; 2005.

大腸(32)

転移・再発癌の治療

QI 28

転移・再発大腸癌に対する転移・再発巣の切除

分子：

転移・再発巣が切除されたか、もしくは切除不能の理由が診療録に記
載されている患者数

分母：

Stage IVまたは再発大腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）

根拠

転移・再発大腸癌に対する治療には複数の選択肢があるが、現時点において最も効果的
な治療法は⼿術治療である。同時性の遠隔転移、特に肝・肺転移を有するStage IV大腸癌
の場合には、転移巣の切除が可能な場合、同時切除または異時切除のいずれかが⾏われる
が、いずれの場合でも転移巣に対して治癒切除を施⾏した例では、非切除例に⽐べて⽣存
期間の有意な延⻑を認めている。
転移・再発大腸癌に対しては、転移巣の完全切除が可能であること、⼿術合併症の危険
が⼩さく、患者が耐術可能であること、⼿術後に⼗分な切除臓器の残存機能が保たれるこ
と、の条件を満たす場合、根治を目指して積極的に転移・再発巣の切除を⾏うことが推奨
される。また、切除不能と診断された場合や、患者の全⾝状態から⼿術不能と判断された
場合には、この治療⽅針の決定が患者の予後に与える影響が極めて大きいことから、切除
が⾏われない理由を診療録に明記しておくことが望ましい。
以上より、大腸癌の転移・再発巣の切除は予後の改善に寄与することから、Stage IVま

大
腸
癌

たは再発大腸癌患者では、転移・再発巣の切除が⾏われるか、切除不能の理由が診療録に
記載されるべきである。

参考文献

1. 大腸癌研究会編. 大腸癌治療ガイドライン 医師用 2005 年版. 東京: ⾦原出版; 2005.
2. 武藤徹⼀郎、杉原健⼀、島⽥安博. ガイドラインサポートハンドブック -大腸癌-. 大阪: 医薬ジャーナル社; 2007.
3. ⽯⿊めぐみ, ⼩林宏寿, 上野秀樹, 橋⼝陽⼆郎, 望⽉英隆. 大腸癌術後のフォローアップ法と諸問題. 外科(0016-593X); 2006:1049-57.
4. ⽯⿊めぐみ, ⼩林宏寿, 上野秀樹, 橋⼝陽⼆郎, 望⽉英隆. 大腸癌術後の適切なフォローアップ法とそのエビデンス. 外科(0016-593X)
2006;68:405-10.
5. Kobayashi H, Mochizuki H, Sugihara K, et al. Characteristics of recurrence and surveillance tools after curative resection for
colorectal cancer: a multicenter study. Surgery 2007;141:67-75.
6. Murata S, Moriya Y, Akasu T, Fujita S, Sugihara K. Resection of both hepatic and pulmonary metastases in patients with
colorectal carcinoma. Cancer 1998;83:1086-93.
7. Kobayashi K, Kawamura M, Ishihara T. Surgical treatment for both pulmonary and hepatic metastases from colorectal
cancer. The Journal of thoracic and cardiovascular surgery 1999;118:1090-6.
8. Rodgers MS, McCall JL. Surgery for colorectal liver metastases with hepatic lymph node involvement: a systematic review.
The British journal of surgery 2000;87:1142-55.
9. Martin LW, Warren RS. Current management of colorectal liver metastases. Surgical oncology clinics of North America
2000;9:853-76; discussion 77-8.
10. Penna C, Nordlinger B. Colorectal metastasis (liver and lung). The Surgical clinics of North America 2002;82:1075-90, x-xi.
11. Kato T, Yasui K, Hirai T, et al. Therapeutic results for hepatic metastasis of colorectal cancer with special reference to
effectiveness of hepatectomy: analysis of prognostic factors for 763 cases recorded at 18 institutions. Diseases of the colon and
rectum 2003;46:S22-31.
12. Okumura S, Kondo H, Tsuboi M, et al. Pulmonary resection for metastatic colorectal cancer: experiences with 159 patients.
The Journal of thoracic and cardiovascular surgery 1996;112:867-74.
13. McCormack PM, Burt ME, Bains MS, Martini N, Rusch VW, Ginsberg RJ. Lung resection for colorectal metastases. 10-year
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14. Ike H, Shimada H, Ohki S, Togo S, Yamaguchi S, Ichikawa Y. Results of aggressive resection of lung metastases from
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15. Goya T, Miyazawa N, Kondo H, Tsuchiya R, Naruke T, Suemasu K. Surgical resection of pulmonary metastases from
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大腸(33)

転移・再発癌の治療

QI 29

転移・再発大腸癌患者に対するインフォームドコン
セント

分子：

インフォームドコンセント（複数の治療法の提⽰、期待される効果、
起こり得る合併症、有害事象、治療後の Quality of Life（QOL）な
ど）が施⾏され、その内容が診療録に記載されている患者数

分母：

Stage IVまたは再発大腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）

根拠

複数の研究から、転移・再発巣に対して治癒切除が⾏われた場合、他の治療法に⽐較し
て予後が良好であることが⽰されていることに基づき、大腸癌治療ガイドライン（医師
用・2005年版）では、転移・再発巣に対して、完全切除が可能な場合は積極的に⼿術を⾏
うことを推奨している。現状では切除不能進⾏・再発大腸癌の治癒は不可能であるが、新
規抗癌剤の出現やレジメンの開発により、化学療法を⾏うことで予後の改善が期待でき
る。その他、放射線治療、緩和治療、無治療などの選択肢がある。このように、切除が⾏
われない進⾏・再発大腸癌に対しても治療の選択肢は多く、医師と患者間で、期待される

大
腸
癌

治療の効果と不利益に関して話し合いをすることは必須である。特に、切除不能進⾏・再
発大腸癌を化学療法や放射線治療で治癒させることを望むことが不可能な現状において、
治療のもたらす効果とその副作用は、患者のQOLに大きく影響する問題であり、⼗分な話
し合いの上で治療⽅針を決定することが推奨される。また、話し合いの内容については診
療録に記載し、治療にかかわる複数の医療関係者が統⼀した理解を共有し、患者の信頼を
損なわないように努めなければならない。
以上より、StageⅣまたは再発大腸癌患者は、考えられる複数の治療法の提⽰を受け、
期待される効果、起こり得る合併症、有害事象、治療後のQOLを含むインフォームドコン
セントが⾏われるべきである。また、その内容が診療録に記載されるべきである。

参考文献
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転移・再発癌の治療

QI 30

放射線治療を受ける直腸癌患者に対するインフォー
ムドコンセント
分子：

期待される効果および起こり得る合併症についてインフォームドコン
セントが⾏われた患者数

分母：

放射線治療を受けた直腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）

根拠

直腸癌に対する放射線治療については、海外でのランダム化⽐較試験やメタアナリシス
では無再発率、⽣存率の向上などの効果が認められることが⽰されており、欧⽶では術前
または術後の化学放射線療法が標準療法とされている。⼀⽅、放射線治療は早期・晩期合
併症を起こす可能性がある。術前照射では、腸閉塞、吻合部離開（縫合不全）、創傷治癒
遅延などの術後合併症が増加する可能性がある。また晩期合併症として瘻孔形成、腸閉
塞、潰瘍形成、腸管穿孔、下痢、下血、肛門括約筋機能の低下、排尿障害（膀胱容積縮⼩
による頻尿）、性機能障害、２次がんの発⽣などが報告されており、⼗分なインフォーム
ドコンセントが必要である。直腸癌に対する放射線治療に関して、効果・合併症・有害事
象についての説明を⾏うことによる、患者アウトカムに対する影響を検証した研究はない
が、期待される効果、副作用についての情報を治療選択時に患者が提供されるのは自⼰決
定を助ける意味で重要であり、そのような重大な情報については、説明を⽂書に残すこと
で、真摯な議論を助けると考えられる。
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以上より、放射線治療を受ける直腸癌患者は、その期待される効果および起こり得る合
併症についてインフォームドコンセントが⾏われるべきである。
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転移・再発癌の治療

QI 31

狭窄症状を示すStage Ⅳ大腸癌に対する外科的治療

分子：

原発巣の外科的切除または⼈⼯肛門造設が施⾏されているか、もしく
は⾏われない理由が診療録に記載されている患者数

分母：

原発巣による狭窄症状があるStage IV大腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）

根拠

大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）には、Stage IVの大腸癌の治療⽅針と
して、「遠隔転移巣が切除可能であれば、原発巣を根治的切除し、遠隔転移巣切除を⾏
う。不可能であれば、原発巣に起因する症状（腸閉塞、出血・貧血）の有無により、原発
巣を切除するか否かを決める」と記載されている。原発巣の切除または⼝側に⼈⼯肛門を
造設することで、腹部症状の改善、貧血の改善、経⼝摂取量の増加が⾒込め、患者の全⾝
状態およびQuality of Life（QOL）の向上が期待できる。⼿術により原発巣を含めたすべ
ての病巣を切除できない場合でも、全⾝状態の改善に伴い、化学療法などの⼿術に替わる
治療を⾏えるようになる可能性があるため、原発巣の外科的切除または⼈⼯肛門造設によ
る症状の緩和や栄養状態・貧血などの全⾝状態の改善を図る意義は大きいと考えられる。
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以上より、狭窄症状の改善は全⾝状態の改善およびQOLの向上に寄与することから、原
発巣による狭窄症状があるStage IV大腸癌の患者は、原発巣の外科的切除または⼈⼯肛門
造設が⾏われるか、⾏われない場合はその理由が診療録に記載されるべきである。

参考文献
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QI 32

（改訂あり）

StageⅢ大腸癌に対する術後補助化学療法

分子：

術後８週間以内に標準的補助化学療法が施⾏されたか、もしくは施⾏
しない理由が診療録に記載されている患者数

分母：

組織学的Stage IIIと診断された大腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）

根拠

Stage III大腸癌治癒切除後の再発率は約30％であり、Stage II治癒切除後の再発率の２
倍以上である。再発を抑制し⽣存率の向上を図るため、Stage III大腸癌に対しては補助化
学療法を⾏うことが標準的となっており、大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）
では、Stage III大腸癌に対する術後補助化学療法を推奨している。Stage III大腸癌に術
後補助化学療法を⾏うことの有用性については国際的コンセンサスが得られており、
Stage III大腸癌患者に対しては、術後補助化学療法の施⾏を提⽰すべきである。⾼齢、併
存疾患、または患者の拒否等により、術後補助化学療法を⾏わない場合には、その理由を
診療録に明記しておくべきである。補助化学療法の開始時期については、最終病理診断が
確定した後、速やかに開始されるべきである。いつまでに補助化学療法を開始することが
効果に影響するかという点については、⽐較研究に基づくエビデンスはないが、国内外の
臨床試験では、治療開始を術後８週以内と定めているのが標準的である。
以上より、Stage III大腸癌に対する術後補助化学療法は⽣存期間を延⻑させることか
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ら、⼿術を受けた大腸癌患者で、切除標本の組織学的検索にてStage IIIと診断された場合
は、標準補助化学療法が術後８週間以内に施⾏されるか、施⾏されない場合にはその理由
（臨床試験を含む）が診療録に記載されるべきである。
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大腸(38)

化学療法

QI 33

化学療法に関するインフォームドコンセント

分子：

化学療法により期待される効果、起こり得る合併症、有害事象、費用
についてのインフォームドコンセントが⾏われた患者数

分母：

化学療法を受けた大腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）、ACOVE－3

根拠

化学療法を⾏う場合、有害事象等の不利益を上回る効果が得られなければ、その治療は
患者にとって有益とはいえない。化学療法によって期待される効果の指標としては、主に
奏効率や⽣存期間、増悪までの期間（TTP）が用いられる。予想される効果と有害事象等
の不利益を考慮し、患者がその治療の有益性を判断できるように、効果と不利益、双⽅の
情報が提供されるべきである。また、化学療法は安価な治療ではないため、治療にかかる
費用も重要な情報であり、治療開始前に患者が知っておくべき情報である。治療選択にお
いてこのような情報を患者に対して提供することは、患者の自⼰決定を助ける意味で重要
である。また、これらの重大な情報については、説明を⽂書に残すことで、真摯な議論を
助けると考えられる。
以上より、患者は治療の効果と危険性についての情報を与えられた上で、同意して治療
を受けるべきであり、化学療法を受ける大腸癌患者は、期待される効果、起こり得る合併
症、有害事象、および費用に関するインフォームドコンセントが⾏われるべきである。

参考文献
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大腸癌研究会編. 大腸癌治療ガイドライン 医師用 2005 年版. 東京: ⾦原出版; 2005.
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化学療法

QI 34

（改訂あり）

化学療法施行中の患者に対する血液検査項目

分子：

⽉１回以上、以下の血液検査項目が確認されている患者数
（血算（分画を含む）・総ビリルビン、AST、ALT、血清クレアチニ
ン値）

分母：

大腸癌に対する化学療法を受けた患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）

根拠

大腸癌に対する化学療法を⾏っている患者における、投与の延期、減量、中⽌は、その
レジメンの毒性や患者の経過や状態によって、総合的に判断されるものであり、統⼀した
判定基準は存在しない。しかし、国内外の臨床試験では、治療の安全性を確保するための
投与可能基準が設けられており、⼀般に、⽩血球数3000／mm3未満、好中球数1500／
mm3未満、血⼩板数10万／mm 3未満、総ビリルビン2.0mg／dL以上、AST・
ALT100IU／L以上、血清クレアチニン値が施設正常値上限より⾼値、Grade２以上の非血
液毒性を認めた場合には、これらが回復するまで投与を延期するようにプロトコルが設定
されている場合が多い。これらの事項を満たさない患者では、化学療法の続⾏により重篤
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な有害事象を引き起こす危険性が⾼いと考えられている。安全性の確保のためには、少な
くとも各クール投与開始前に上記の条件を確認することが必要である。本QIでは、特定の
レジメンを対象とする評価ではないため、最低限の安全性の担保として、専門家のコンセ
ンサスに基づき「⽉１回以上」の臨床検査値の確認を指標とした。
以上より、大腸癌に対する化学療法を受けている患者は、血算（分画を含む）、総ビリ
ルビン、AST、ALT、血清クレアチニン値の検査が、少なくとも⽉１回以上⾏われるべき
である。

参考文献

大腸(40)

特になし

化学療法

QI 35

化学療法の延期

分子：
実施率の
計算方法

化学療法を延期されたか、もしくは延期しない理由が診療録に記載さ
れている患者数
大腸癌に対する化学療法を受けているうち、以下のいずれかを認めた
患者数
・⽩血球数1500／mm3未満

分母：

・血⼩板数５万／mm3未満
・総ビリルビン≧3.0mg／dl
・38℃以上の発熱
・Grade３以上の悪⼼、嘔吐、下痢

参照ガイドライン/先行研究
大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）

根拠

大腸癌に対する化学療法を⾏っている患者における、投与の延期、減量、中⽌は、その
レジメンの毒性や患者の経過や状態によって、総合的に判断されるものであり、統⼀した
判定基準は存在しない。しかし、国内外の臨床試験では、治療の安全性を確保するための
投与可能基準が設けられており、⼀般に、⽩血球数3000／mm 3未満、好中球数1500／
mm3未満、血⼩板数10万／mm 3未満、総ビリルビン2.0mg／dL以上、AST・
ALT100IU／L以上、血清クレアチニン値が施設正常値上限より⾼値、Grade２以上の非血

大
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液毒性を認めた場合には、これらが回復するまで投与を延期するようにプロトコルが設定
されている場合が多い。これらの事項を満たさない患者では、化学療法の続⾏により、重
篤な有害事象を引き起こす危険性が⾼いと考えられることから、回復するまで投与を延期
するか、担当医師が総合的に判断して延期の必要がないと判断した場合には、その理由が
診療録に明記されるべきである。本QIでは、特定のレジメンを対象とする評価ではないた
め、臨床現場における実情も考慮し、最低限の安全性の担保として、専門家のコンセンサ
スに基づき「⽩血球数1500／mm 3未満、血⼩板数5万／mm3未満、総ビリルビン≧
3.0mg／dL、38℃以上の発熱、Grade３以上の悪⼼、嘔吐、下痢のいずれか」を指標とし
た。
以上より、大腸癌に対する化学療法を受けている患者で、⽩血球数1500／mm3未満、
血⼩板数５万／mm 3未満、総ビリルビン≧3.0mg／dL、38℃以上の発熱、Grade３以上
の悪⼼、嘔吐、下痢のいずれかがある場合は、化学療法の継続により重篤な副作用を起こ
す危険性が⾼いことから、投与を延期するか、延期しない場合はその理由が診療録に記載
されるべきである。

参考文献

特になし

大腸(41)

化学療法

QI 36

（改訂あり）

化学療法施行中の有害事象

分子：

最初の3カ⽉、毎回、医師による診察時、診療録に有害事象の有無が
記載されている患者数

分母：

外来で化学療法を受けた大腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）

根拠

大腸癌に対する化学療法で使用される5－FU＋ロイコボリン（LV）、イリノテカン
（CPT－11）、オキサリプラチンなどの抗癌剤では、その頻度は報告により異なるもの
の、⽩血球減少、⾷欲低下、嘔気・嘔吐、下痢、肝機能障害、神経毒性、脱⽑等の有害事
象が知られている。大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）には、「前回投与時お
よびその後の経過において、治療関連の有害事象の有無や腫瘍関連症状の有無等を検討
し、継続の可否を判断する」、と記載されている。また前治療コースで重篤な有害事象が
発⽣した場合でも、回復後の評価で有効性が期待できれば、用量量や投与間隔を調整して
治療を継続し、原則として特に理由が無い限り治療スケジュールを遵守することが重要で
あると記載されている。このため、化学療法期間中は少なくとも診察時に自他覚症状の観

大
腸
癌

察、臨床検査値等による有害事象の有無の確認が必要である。
以上より、化学療法の安全かつ適切な遂⾏のため、化学療法を受けている大腸癌患者で
は毎回診察時、診療録に有害事象の有無が記載されるべきである。

参考文献

1. 大腸癌研究会編. 大腸癌治療ガイドライン 医師用 2005 年版. 東京: ⾦原出版; 2005.
2. 厚⽣労働省. 抗悪性腫瘍薬の臨床評価⽅法に関するガイドライン. 2005. Accessed October 17, 2007, at
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/171101-b.pdf.
3. JCOG 運営委員会／癌治療学会. 有害事象共通用語規準ｖ3.0 ⽇本語訳JCOG／JSCO 版.2007. Accessed October 17, 2007, at
http://www.jcog.jp/SHIRYOU/CTCAEver̲3/CTCAEv3J̲070308.pdf.

大腸(42)

化学療法

QI 37

化学療法の治療効果の判定

分子：

少なくとも４ヵ⽉ごとに画像診断による治療効果判定が⾏われている
患者数

分母：

化学療法を受けた切除不能進⾏・再発大腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）

根拠

化学療法を⾏うにあたり、治療効果を客観的・科学的データとして集積・評価するため
には、全医療機関で統⼀した評価基準を用いるべきである。判定⽅法の標準化と単純化を
図ることで、医療機関の間での効果（奏効率）が⽐較可能となる。これは癌治療の成績に
ついて⼀貫性のある報告を⾏うために非常に重要なことである。海外およびわが国で⾏わ
れている大規模臨床試験では、そのほとんどが治療効果判定基準としてRECISTを用いて
いる。また大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）には、「治療効果判定はCT、
MRIなど適切な画像診断を用いて奏効度（RECIST、⽇本癌治療学会基準などを用いる）
を判定する」と記載されている。治療効果判定のための検査間隔としては、明確な基準は
定められていないが、病状に応じて２〜４ヵ⽉ごとに⾏うことが妥当であろうとの専門家
のコンセンサスから、この指標では４ヵ⽉を基準とした。
以上より、化学療法を受けている切除不能進⾏・再発大腸癌患者は、少なくとも４ヵ⽉
ごとに画像診断による治療効果判定が⾏われるべきである。

参考文献
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1. 厚⽣労働省. 抗悪性腫瘍薬の臨床評価⽅法に関するガイドライン. 2005. Accessed October 17, 2007, at
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/171101-b.pdf.
2. JCOG 運営委員会. 固形がんの治療効果判定のための新ガイドライン（RECIST ガイドライン）⽇本語訳JCOG 版. 2001. Accessed
October 17, 2007, at http://www.jcog.jp/SHIRYOU/recist.htm.
3. 大腸癌研究会編. 大腸癌治療ガイドライン 医師用 2005 年版. 東京: ⾦原出版; 2005.

大腸(43)

フォローアップ

QI 38

術後サーベイランスにおける腫瘍マーカーの測定

分子：

術後３年間、３ヵ⽉ごとに血清腫瘍マーカー値（血清CEA）の測定が
⾏われている患者数

分母：

治癒切除⼿術を受けたStage III大腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）、ACOVE－3

根拠

カナダ・オンタリオ州の診療ガイドラインでは、intensiveなサーベイランスが⽣存率の
改善につながることを⽰している。再発率に差はないものの、無症候性の再発の発⾒や再
発巣の切除はintensiveなサーベイランス群で多く、サブグループ解析では血清CEA値の測
定と肝画像検査は有意に⽣存率を改善することを⽰している。これに基づき、同ガイドラ
インでは、再発リスクが⾼く（例えばStage IIb、III）、検査や治療の対象となる患者に
対しては、術後３年間は半年ごと、４〜５年目は１年ごとに血清CEA値測定、胸部Ｘ線、
肝臓の超⾳波検査を含む評価を⾏うことを推奨している。またアメリカ臨床腫瘍学会
（ASCO）の大腸癌術後サーベイランスに関するガイドラインでは、少なくとも術後３年
以上は３ヵ⽉ごとに血清CEA値を測定することを推奨している。わが国の大腸癌治療ガイ

大
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ドライン（医師用・2005年版）においても同様に、Stage III大腸癌の治癒切除後には、
術後３年以上は３ヵ⽉ごとに血清CEA値を測定することを推奨している。このように国内
外の複数のガイドラインにおいて、大腸癌術後サーベイランスにおける定期的な血清CEA
値の測定が推奨されている。
以上より、術後の定期的なCEA値測定は、再発の早期発⾒・早期治療および⽣命予後改
善に寄与することから、治癒切除⼿術を受けたStage III大腸癌患者では、術後３年間は
３ヵ⽉ごとに血清腫瘍マーカー値（血清CEA）の測定が⾏われるべきである。

参考文献
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大腸(44)

フォローアップ

QI 39

術後サーベイランスにおける胸部画像検査

分子：

術後３年間、半年ごとに胸部単純Ｘ線検査または胸部CTが施⾏され
ている患者数

分母：

治癒切除⼿術を受けたStage III大腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）、ACOVE－3

根拠

カナダ・オンタリオ州の診療ガイドラインでは、intensiveなサーベイランスは⽣存率の
改善につながることを⽰している。アメリカ臨床腫瘍学会（ASCO）の大腸癌術後サーベ
イランスに関するガイドラインでは、再発⾼リスク群に対して術後３年間は年１回胸部・
腹部CT検査を⾏うことを推奨している。大腸癌研究会のプロジェクト研究のデータでは、
再発の80％以上が術後３年以内、95％以上が術後５年以内に⽣じており、再発の可能性の
⾼い術後３年以内は⾼頻度に検査を⾏うこと、サーベイランスは術後最低５年間⾏うこと
を基準としており、大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）においては、Stage
III大腸癌の治癒切除後には、術後３年間は６ヵ⽉ごとに胸部単純Ｘ線検査または胸部CTを
⾏うことを推奨している。わが国における術後サーベイランスは、欧⽶に⽐しintensiveで
あり、それがわが国の良好な治療成績の⼀因であるといえる。
以上より、術後の定期的な胸部（肺）の画像検査は、肺再発の早期発⾒・早期治療およ
び⽣命予後改善に寄与することから、治癒切除⼿術を受けたStage IIIの大腸癌患者では、
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術後５年間は、半年ごとに胸部単純Ｘ線検査または胸部CTが⾏われるべきである。

参考文献
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大腸(45)

フォローアップ

QI 40

術後サーベイランスにおける腹部画像検査

分子：

術後５年間、半年ごとに肝臓を含む造影CT（⾏えない場合には他の
腹部の画像検査）が施⾏されている患者数

分母：

治癒切除⼿術を受けたStage III大腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）、ACOVE－3

根拠

カナダ・オンタリオ州の診療ガイドラインでは、intensiveなサーベイランスは⽣存率の
改善につながることを⽰している。再発率に差はないものの、無症候の再発発⾒や再発巣
の切除はintensiveなサーベイランス群で多く、サブグループ解析では血清CEA値の測定と
肝画像検査は有意に⽣存率を改善することが⽰されており、これに基づき同ガイドライン
では、再発リスクが⾼く（例えばStage IIb、III）、検査や治療に適する患者に対して
は、３年間は半年ごと、４〜５年目は１年ごとに（血清CEA値測定、胸部Ｘ線、肝臓の超
⾳波検査を含む）評価を⾏うことを推奨している。またアメリカ臨床腫瘍学会（ASCO）
の大腸癌術後サーベイランスに関するガイドラインでは、再発⾼リスク群に対して術後３
年間は年１回胸部・腹部CT検査を⾏うことを推奨している。大腸癌研究会のプロジェクト
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研究のデータでは再発の80％以上が術後３年以内、95％以上が術後５年以内に⽣じてお
り、再発の可能性の⾼い術後３年以内は⾼頻度に検査を⾏うこと、サーベイランスは術後
最低５年間⾏うことを基準としており、大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）に
おいては、Stage III大腸癌の治癒切除後には、術後３年間は６ヵ⽉ごとに腹部超⾳波検査
または腹部CTを⾏うことを推奨している。わが国における術後サーベイランスは、欧⽶に
⽐しintensiveであり、それがわが国の良好な治療成績の⼀因であるといえる。
以上より、術後の定期的な腹部の画像検査は、肝再発等の早期発⾒・早期治療および⽣
命予後改善に寄与することから、治癒切除⼿術を受けたStage III大腸癌患者では、術後５
年間は、半年ごとに肝臓を含む造影CT（⾏えない場合には他の腹部の画像検査）が⾏われ
るべきである。
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大腸(46)

フォローアップ

QI 41

分割切除による内視鏡的摘除後のサーベイランス

分子：

１年以内に大腸内視鏡検査による局所再発の有無が検査された患者数

分母：

内視鏡的摘除で分割切除となった深達度pMの大腸癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）

根拠

pM 癌ではリンパ節転移はなく、内視鏡的摘除後の組織学的切除断端陰性の場合は再発
の危険性はない。⽔平断端陽性の場合でも内視鏡的追加切除を⾏うことで、癌の遺残して
いる可能性のある部位を切除すれば根治する可能性が⾼い。このため熟練した内視鏡専門
医は病変の大きさが２cmを超える場合でも、内視鏡的に深達度Ｍと判断すれば、計画的分
割内視鏡的粘膜切除（EMR）を⾏う場合がある。しかし、分割切除となった場合、癌部を
分断する可能性があり、完全な再構築が不可能であるため、正確な病理組織診断は困難で
あり、pMと病理診断されてもpSMを⾒逃している可能性や、切除断端の評価が不⼗分であ
る可能性がある。内視鏡的摘除の根治性を判断する上で、正確な病理診断は必須であり、
分割切除となって正確な病理診断ができなかった場合、患者が不利益を被る可能性が⽣じ
ることになる。また、分割切除では理論上、不完全切除の可能性が⾼く、研究報告上も局
所再発率が⾼いとするものと、同等であるとするものの双⽅がある。また、⼀括切除によ
る根治的切除が⾏われていても、大腸癌罹患歴のある患者では、報告上２〜３％程度の異
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時性多発癌の発⽣が報告されており、大腸癌の内視鏡的摘除後の定期的な大腸検索は必要
と考える。
以上より、内視鏡的摘除を受けた深達度pMの大腸癌患者は、分割切除であった場合に
は、１年以内に大腸内視鏡検査にて局所再発の有無を検査されるべきである。

参考文献
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フォローアップ

QI 42

（改訂あり）

追加手術未施行のpSM癌の内視鏡的摘除後の画像検査

分子：
実施率の
計算方法

内視鏡的摘除後５年間、年１回の肝臓を含む腹部造影CT（⾏われな
い場合には他の腹部画像検査）、胸部Ｘ線検査または胸部CTによ
る、リンパ節再発や遠隔転移再発の検索が⾏われている患者数
内視鏡的摘除を受け以下のいずれかの所⾒（脈管侵襲陽性、組織型が
低分化腺癌または未分化癌、pSM浸潤距離1000μm以上、pSM垂直

分母：

断端陽性、浸潤先進部の簇出（budding）Grade 2／3、（2010年1
⽉以降の症例））を認めたが、追加⼿術が⾏われていないpSM大腸癌
患者数

参照ガイドライン/先行研究
特になし

根拠

内視鏡的摘除においては、その根治性を病理組織検査にて評価するとともに、リンパ節
転移の危険性を評価して追加⼿術（リンパ節郭清を伴う腸⼿術）の必要性を検討する必要
がある。大腸癌治療ガイドライン（医師用・2010年版）では、内視鏡的摘除標本における
病理所⾒で、脈管侵襲陽性、低分化・未分化な組織型、pSM浸潤距離1000μm以上、浸潤
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先進部の簇出（budding）Grade2/3のいずれかを認めた場合には、リンパ節転移の可能性
があることから、追加⼿術を考慮することを推奨している。また、pSM垂直断端陽性で
あった場合には、局所に癌が遺残している可能性が⾼いため、追加⼿術の適応となる。
これらの所⾒およびリンパ節転移の危険性について患者に⼗分説明した上で、患者が追
加⼿術を望まない場合、あるいは併存疾患などにより耐術不能、または⼿術の危険性が利
益を上回ると判断された場合等は、追加⼿術を⾏わないこともある。
このような場合は、pMP以深癌に⽐べれば頻度は低いものの、リンパ節転移や遠隔転移
を来す可能性を否定できないため、定期的な転移検索を⾏う必要があると考える。その頻
度について明確なエビデンスはないが、専門家のコンセンサスに基づき、ここでは「年１
回、５年間」を指標とした。
以上より、内視鏡的摘除を受け、病理組織学的検索にて以下の条件（脈管侵襲陽性、組
織型が低分化腺癌あるいは未分化癌、pSM浸潤距離1000μm以上、浸潤先進部の簇出
（budding）Grade2/3、pSM垂直断端陽性）のいずれかの所⾒を認めたが、追加⼿術が
⾏われていないpSM大腸癌患者では、その後５年間、年１回の肝臓を含む腹部造影CT（⾏
われない場合には他の腹部画像検査）、胸部Ｘ線検査または胸部CTによるリンパ節再発や
遠隔転移再発の検索が⾏われるべきである。

参考文献
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フォローアップ

QI 43
実施率の
計算方法

根治的内視鏡的摘除後の大腸内視鏡検査
分子：

治療後３年以内に大腸内視鏡検査が施⾏された患者数

分母：

根治的内視鏡的摘除を受けた大腸癌患者数

参照ガイドライン/先行研究
特になし

根拠

大腸癌の内視鏡的摘除後の大腸内視鏡検査によるサーベイランスの⾄適間隔に関する直
接的エビデンスはない。しかし、多くのガイドラインにおいて、大腸癌切除後の総合的
サーベイランスとして術後全大腸検査の施⾏間隔は１〜３年とされている。また、大腸癌
罹患歴のある患者では、２〜３％程度の異時性多発癌の発⽣が報告されている。大腸癌治
癒切除症例における異時性多発大腸癌の発⽣率を調べたコホート研究では、第２癌発⾒か
ら前回検査までの期間中央値は21ヵ⽉であり、多くのガイドラインで推奨されている術後
３年目の検査で、これら第２癌の78％が発⾒可能であることを⽰している。
現在、推奨される大腸内視鏡の検査間隔には、報告によって１〜５年の開きがある。わ
が国では１〜２年ごとに⾏っている施設が多く、大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005
年版）では、治癒切除⼿術後１〜２年ごとの大腸内視鏡検査を推奨している。わが国で
は、大腸腫瘍性病変を内視鏡的にすべて切除した状態（クリーンコロン）から、⾄適サー
ベイランス間隔を検討することを目的に、Japan Polyp Study（JPS）という多施設共同
研究が2003 年２⽉より開始された。わが国における大腸内視鏡の⾄適サーベイランス間
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隔のエビデンスとなる試験として、結果が待たれる。癌の根治的内視鏡的摘除後の大腸内
視鏡検査の頻度について明確なエビデンスはないが、専門家のコンセンサスに基づき、こ
こでは「治療後３年以内に少なくとも１回」を指標とした。
以上より、根治的内視鏡的摘除を受けた大腸癌患者では、治療後３年以内に少なくとも
１回以上の大腸内視鏡検査が⾏われるべきである。

参考文献
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フォローアップ

QI 44
実施率の
計算方法

大腸癌治癒切除術後の大腸内視鏡検査
分子：

術後３年以内に大腸内視鏡検査が施⾏された患者数

分母：

治癒切除⼿術を受けた大腸癌患者数

参照ガイドライン/先行研究
大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）、ACOVE－3

根拠

大腸癌治療後の残存大腸の大腸内視鏡検査によるサーベイランスの⾄適間隔に関する直
接的エビデンスはないが、大腸癌切除後の総合的サーベイランスとして１年ごとの大腸内
視鏡検査、肝臓CT、胸部Ｘ線を使用したintensiveなサーベイランスと標準サーベイラン
スを⽐較したランダム化試験では、５年⽣存率に有意差は⾒られなかった。このことか
ら、全大腸検査が術前に施⾏されており、同時多発性病変が認められなかった場合、術後
１年以内の全大腸検査は不要であることが⽰され、多くのガイドラインにおいて、術後全
大腸検査の施⾏間隔は１〜３年となっている。また大腸癌治癒切除症例における異時性多
発大腸癌の発⽣率を調べたコホート研究では、第２癌発⾒から前回検査までの期間中央値
は21ヵ⽉であり、多くのガイドラインで推奨されている術後３年目の検査で、これら第２
癌の78％が発⾒可能であることを⽰している。推奨される大腸内視鏡の検査間隔には、報
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告によって１〜５年の開きがある。わが国では１〜２年ごとに⾏っている施設が多く、大
腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）では、治癒切除⼿術後１〜２年ごとの大腸内
視鏡検査を推奨している。前述のごとく、大腸癌治癒切除後の大腸内視鏡検査の頻度につ
いて明確なエビデンスはないが、専門家のコンセンサスに基づき、ここでは「治療後３年
以内に少なくとも１回」を指標とした。
以上、定期的な大腸内視鏡検査は異時性多発癌や無症候性局所（吻合部）再発の発⾒に
寄与することから、治癒切除⼿術を受けた大腸癌患者では、術後３年以内に少なくとも１
回以上の大腸内視鏡検査が⾏われるべきである。

参考文献
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フォローアップ

QI 45
実施率の
計算方法

術前未検索の残存大腸の検索
分子：

術後６ヵ⽉以内に残存大腸の大腸内視鏡検査が施⾏された患者数

分母：

治癒切除⼿術を受けた大腸癌患者で、術前に全大腸の検索が⾏われな
かった患者数

参照ガイドライン/先行研究
大腸癌治療ガイドライン（医師用・2005年版）、ACOVE－3

根拠

腫瘍による狭窄・閉塞などにより術前に全大腸の検索が⾏えなかった場合の、術後の残
存大腸の検査についての直接的エビデンスはないが、大腸癌に罹患した患者では、同時多
発癌や大腸ポリープが無視できない割合で合併することが報告されている。このため、事
後的であっても残存大腸の検索が必ず⾏われるべきである。国内外の複数のガイドライン
において、術前に全大腸の検索が⾏えなかった場合の、術後の残存大腸の検査に関する
サーベイランスが記されている。術後どのくらいの期間で⾏うべきかについての明確なエ
ビデンスはないが、アメリカ消化管学会（AGA）では術前に大腸が閉塞していた場合に
は、術後６ヵ⽉ごろに大腸内視鏡検査が⾏われるべきであると記載している。また⽶国総
合癌ネットワーク腫瘍学ガイドライン（NCCN）では、閉塞性病変の存在により術前に⾏
えなかった場合、術後３〜６ヵ⽉以内の大腸内視鏡検査を推奨している。大腸癌治療ガイ
ドライン（医師用・2005年版）では、術前に狭窄のために⼝側大腸の検索が不⼗分であっ
た場合には、術後６ヵ⽉以内に残存大腸の検索を⾏うことを推奨している。
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以上より、大腸癌患者は大腸癌罹患歴のない患者に⽐べて、同時性多発癌やポリープを
併発している可能性が⾼く、全大腸の検索によって同時性多発癌やポリープ併発の評価が
可能であることから、治癒切除⼿術を受けた大腸癌患者で、術前に全大腸の検索が⾏われ
ていない場合は、術後６ヵ⽉以内に残存大腸の大腸内視鏡検査が⾏われるべきである。
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