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胃癌診療における
Quality Indicator（QI）の策定
分担研究者

島田 安博
国立がんセンター中央病院
消化器内科

わが国における胃癌診療の特徴から
国内における胃癌診療については2001年に⽇本胃癌学会より発刊された胃癌治療ガイド
ライン（第１版）を参考にして実施されることが推奨され、2004年４⽉に第２版として改
訂された。現在第３版の改訂中であるが、その間に発表された臨床上重要な知⾒に関して
は学会ホームページに速報版として公表されている。胃癌治療のモダリティは臨床病期
（Stage）により、内視鏡治療（EMR、ESD）、外科切除、術後補助療法、転移・再発に対
する抗がん剤治療などが選択される。従来は後ろ向きに集積された臨床成績を基本として
治療法が評価されていたが、最近では前向き大規模⽐較試験が実施され、これらの科学的
根拠により胃癌の標準治療が確⽴されている。
⼀⽅、胃癌罹患数や死亡数は減少傾向にあるものの、絶対数はまだ多く、地域における
第⼀線のがん診療病院においては最も多いがん種と考えられる。このため、がんセンター
や大学病院での診療よりも、地域基幹・中核病院での診療⾏為が多いことも胃癌の特徴と
考えられる。がん診療連携拠点病院においても、胃癌の専門家や診療グループはほとんど
の医療機関で存在しているが、上記の内視鏡治療、外科治療、抗がん剤治療の適応判断や
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実施⽅法のバラツキは、医療機関により大きく異なることが予想される。これは、単に医
学的な治療⽅針が異なるのみならず、施設内での⼈員や設備などの違いによる部分も大き
くかかわっている。今回のがん対策基本法の主旨に従えば、これら第⼀線病院のがん診療
連携拠点病院における診療内容を均⼀化し、さらに客観的な評価を⾏うことは、医療レベ
ルの向上にとって重要な段階と考える。

専門家パネル委員の選定
胃癌においては、内視鏡診断・治療、外科治療、抗がん剤治療の３分野に対して、国⽴
がんセンター中央病院において実際に診療を担当している医師に協⼒を依頼し、「診療の
質指標（Quality Indicator：QI）」候補（案）を作成し、その中から院外の専門家パネル
委員によるQI候補の絞り込みを実施した。専門家メンバー選出については、がん治療専門
施設のみからの選出となったが、地域のがん診療の中⼼施設であり、医療連携などから⼀
般病院における診療の実態についても把握可能と判断している。
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内視鏡検査・治療（⼩⽥ ⼀郎）、外科（阪 眞）、内科（濱⼝ 哲弥、加藤 健）により、
胃癌治療ガイドライン第２版を基本にQI予備候補を作成した。また根拠のまとめも作成し
た（⽂献61件）。この際に消化管領域で先⾏する大腸癌QIも参考とした。これは地域にお
いて胃と大腸の両者を診療する形態も多いと考えられ、可能な限り整合性を考慮したため
である。

胃癌専門家パネル委員の構成（敬称略）
⼩⽥ ⼀郎

国⽴がんセンター中央病院 内視鏡部

⼩野 裕之

静岡がんセンター 内視鏡科

伊藤 誠⼆

愛知県がんセンター中央病院 消化器外科

阪眞

国⽴がんセンター中央病院 外科

藤谷 和正

国⽴病院機構大阪医療センター 外科

吉川 貴⼰

神奈川県⽴がんセンター 外科

佐藤 温

昭和大学豊洲病院 内科

濱⼝ 哲弥

国⽴がんセンター中央病院 内科

朴 成和

静岡県⽴静岡がんセンター 内科

室圭

愛知県がんセンター中央病院 薬物療法部

加藤 健

国⽴がんセンター中央病院 内科

QIの策定にあたっての留意点
2007年12⽉16⽇に胃癌専門家パネルのメンバーの参加を得、上記QI案29件に関して詳
細に討論した。事前評価の内容検討、コメントを参考に、QIの妥当性、統合、削除などを
実施した。専門分野は異なるが内視鏡、外科、内科の各治療領域に関して相互に評価を⾏
い、客観的な指標作成を目指した。すなわち、内視鏡治療と外科治療境界領域（ESD後の
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外科切除など）、外科治療と抗がん剤治療境界領域（術前化学療法や術後補助療法など）
について意⾒交換を⾏った。

QI候補数37、最終QI数30となった。内訳は、治療前評価８、局所療法14（周術期医療
３、治療・術式選択４、術後の記録と説明４、内視鏡治療関連３）、化学療法６、フォ
ロー２であった。
治療前評価としては、待期⼿術および化学療法を受ける患者では内視鏡診断、腹部造影
CT検査、血清腫瘍マーカー測定の実施の有無が、⼀⽅内視鏡治療を受ける患者では診断的
内視鏡所⾒の記載項目がQIとしてあげられた。また、待期⼿術および内視鏡切除を受ける
患者に対しては内視鏡⽣検による病理学的診断がQIとして取り上げられた。⼿術患者に対
しては、術前の説明内容として合併症、リスク、期待される効果が含まれることがQIとし
て採用された。いずれの項目も通常診療として実施されているが、カルテから読み取りを
考慮した場合に、説明内容がどのくらい正確に記載されているかが問題である。また、⼿
術説明書のような定型説明⽂の⼿渡しが、実質的な説明内容と同⼀とみなせるかどうか検
討の余地がある。
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局所療法に関連するQIでは、周術期医療関連で術前・術後の予防的抗菌薬と、深部静脈
血栓症予防対策の有無が取り上げられている。現在、胃癌⼿術は定型化されており、それ
に準拠したパスを使用している施設が増加している。そのパスの中に、これらの項目が含
まれるかどうかにより、実施率が大きく左右されると考える。治療・術式選択では、内視
鏡治療のガイドラインに準拠した適応規準、標準的外科⼿術D2、大動脈周囲リンパ節郭清
患者での術前CT所⾒の３項目４QIが採択された。いずれの項目も、標準的な内視鏡切除、
外科的⼿術が実施されているかどうかを判断するものである。術後の記録と説明では、胃
切除後の⾷事指導、⼿術所⾒の記載、病理診断の記載、患者または代理⼈への切除標本の
病理検査所⾒の説明と説明内容の記載が採択された。これらの中では、患者への切除標本
の病理検査所⾒の説明の実施、およびその内容が診療録に記載されていることの遂⾏率が
少ない可能性が考えられる。臨床現場では、術後に患者および代理⼈に説明しているが、
多くが外来診療時となっており、詳細な説明項目を吟味することは難しい。内視鏡治療関
連では、⼀括切除か分割切除かの記載、病理組織学的診断、追加外科的切除に関する検討
内容の３点が採択された。内視鏡切除を多数例実施している施設では通常診療での記載内
容であるが、⼀般病院において系統的にどのくらい実施されているかは不明である。
化学療法に関連するQIでは、術後補助療法の適応、抗がん剤治療開始にあたって⾏われ
るべき説明内容、抗がん剤治療中の体重変化、各クール前の検査・観察項目、効果判定の
ための画像診断、有害事象の観察と記載の６項目がQIとして採択された。いずれも抗がん
剤治療を安全に実施し、不要な抗がん剤治療継続を⾏わないことを意識した項目選択であ
る。
フォローアップに関しては⼗分なエビデンスがないが、再発率の⾼い３年間に関して、
最低年１回の検査を⾏い、再発や多重癌の発⾒を⾏うことがQIとして採択された。胃癌に
おいて、術後再発に対するフォローアップの臨床的意義は明確に証明されていないが、現
在国内で実施されている内容を追認したものとなっている。⼀⽅、内視鏡切除の場合に
は、早期診断により、内視鏡的再切除や外科切除の適応となる可能性もあり、今後の検討
が必要である。
これらQI項目の検討過程において、適切な指標とは何かということについても議論され
た。臨床現場での複雑な医療⾏為を客観的かつ適切に評価することは極めて難しく、個々
の医療⾏為を臨床的重要性、最低限の実施必要性などから選定するようにした。また診療
⾏為全体でのバランスを考慮し、重要性のある指標は漏れなく組み込むように留意した。
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実際のカルテ調査において、術後病理診断の患者への説明に関する項目などは、どの程度
まで具体的証拠を確認することをもって実施できていると判断するかが問題となった。カ
ルテに病理報告が挟まれていることと、カルテに医師が記載していること、患者に説明し
た内容と理解度など、どのレベルで実施していると判断するかが議論されたが、今後実測
などの検証の結果で考慮していくべきと考える。さらに、調査担当者ができあがったQIを
実際に調査する際に、実施可能であるかどうかも大きな課題と考えられた。専門家パネル
委員の所属しているがん診療連携拠点病院においては、胃癌診療はかなり標準化されてい
ることが予想されるが、本QIが実際に調査されてどのように評価されるか興味深い。ま
た、地域格差、医療機関格差を確認でき、格差是正の評価項目として役⽴つことも期待さ
れる。
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まとめ
今回はQI作成に関して、どのような医療機関を対象とするか、胃癌治療の各段階のすべ
てをいかにバランスよく評価するか、評価内容が医療機関の診療レベル向上に役⽴つかな
どの視点をもって検討した。⼀連の診断、治療、経過観察の流れの中で、QIの内容の軽重
はあるが、調査実施可能性を考慮して30項目に絞った内容である。また、がん診療がチー
ム医療として評価されるようになってきていることを考慮すると、診療録の記載内容のみ
で、医療の質をどのくらい客観的に評価できるかも今後の検討課題である。従来医療の質
を客観的に評価することに関して⼀定の基準がなかったことを考慮すると、今回のQIを試
験的に評価し、評価⽅法自体が実施可能、かつ客観的で、参加医療機関に有益であるかど
うかを検討する価値は⼗分にあると考えられる。
がん医療の標準化（均てん化）には、このような客観的評価とともに、その問題点を改
善するための⼈的、経済的サポートを並⾏して計画的に実施していかなければ、実現する
ことが難しいことも重要な論点と考えられる。
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治療前評価

QI 1

治療前の腹部造影CT

分子：

治療前に腹部造影CT（⾏えない場合には他の腹部画像検査）が施⾏
された患者数

分母：

待期⼿術または化学療法を受けた胃癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
胃癌治療ガイドライン（第3版）

根拠

⼿術を受ける胃癌患者に術前CTを⾏うことにより、局所の進展程度や遠隔転移の有無な
ど、有用な情報が得られる。CT施⾏・非施⾏の直接⽐較をして患者アウトカム改善を検証
したエビデンスはないが、特に進⾏癌、または、転移が疑われる患者では、術前CTが術式
および治療⽅針の変更につながる可能性がある。さらに、肝転移の描出には造影CTが有用
であり、単純CTでは数cmの転移巣であっても⾒逃される可能性がある。また、造影剤ア
レルギーまたは腎機能障害を有する患者においては、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。
以上より、リンパ節転移、肝転移、腹膜転移の有無を検索することで、より正確な臨床
Stageの決定が可能となり、治療⽅針の決定に寄与することから、待期⼿術または化学療
法を受ける胃癌患者には、治療前に腹部造影CT（⾏えない場合には他の腹部画像検査）を
⾏うべきである。

参考文献

1. ⽇本胃癌学会, ed. 胃癌治療ガイドライン 第3版. 東京: ⾦原出版; 2010.
2. Sakamoto Y, Sano T, Shimada K, et al. Favorable indications for hepatectomy in patients with liver metastasis from gastric
cancer. J Surg Oncol 2007;95:534-9.
3. 大橋⼀郎, ⾼⽊国夫, ⼩⻄俊郎, 出雲井⼠朗, 深⾒敦夫, 梶谷鐶
外科学会雑誌 1976;9:112-6.
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4. Ahn HS, Lee HJ, Yoo MW,

胃癌の大動脈周囲リンパ節転移陽性例の5年⽣存例について. ⽇本消化器

et al. Diagnostic accuracy of T and N stages with endoscopy, stomach protocol CT, and

endoscopic ultrasonography in early gastric cancer. J Surg Oncol. 2009 Jan 1;99(1):20-7.
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治療前評価

QI 2

治療前の血清腫瘍マーカー値の測定

分子：

治療前に血清腫瘍マーカー値（CEA、CA19-9、AFPなど）が測定さ
れた患者数

分母：

根治的待期⼿術（進⾏癌に対して）または化学療法を受けた胃癌患者
数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
胃癌治療ガイドライン（第3版）

根拠

血清腫瘍マーカー陽性例には臨床Stageの進⾏期例が多く、陰性例と⽐較して予後不良
とされている。切除可能胃癌では術前に血清腫瘍マーカーを測定することで予後予測に関
する情報を得ることが可能である。術前血清腫瘍マーカー⾼値例で術後正常域まで低下し
ない場合や術後に継続的に上昇する場合には、遺残や再発を疑いCTなどの画像診断を⾏う
ことが推奨される。抗癌剤治療前の血清腫瘍マーカー値が⾼度低下する症例では、画像診
断上のPR（奏効）例と相関することが報告されており、また抗癌剤治療中に血清腫瘍マー
カーが上昇する場合には、原発巣および転移巣の増大や新規病変の出現などを疑い、適切
な画像診断を実施して、治療継続について判断することが必要である。
以上より、治療前CEA値は、胃癌の予後予測因⼦、術後再発の早期診断、抗癌剤治療の
治療効果の指標として有用であることから、（根治的）待期⼿術または化学療法を受ける
胃癌患者は治療前に血清腫瘍マーカー値（CEA、CA19-9、AFPなど）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. ⽇本胃癌学会, ed. 胃癌治療ガイドライン 第3版. 東京: ⾦原出版; 2010.
2. Maehara Y, Kusumoto T, Takahashi I, et al. Predictive value of preoperative carcinoembryonic antigen levels for the
prognosis of patients with well-differentiated gastric cancer. A multivariate analysis. Oncology 1994;51:234-7.
3. Ishigami S, Natsugoe S, Hokita S, et al. Clinical importance of preoperative carcinoembryonic antigen and carbohydrate
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antigen 19-9 levels in gastric cancer. J Clin Gastroenterol 2001;32:41-4.
4. Nakagoe T, Sawai T, Tsuji T, et al. Pre-operative serum levels of sialyl Tn antigen predict liver metastasis and poor
prognosis in patients with gastric cancer. Eur J Surg Oncol 2001;27:731-9.
5. Kim YH, Ajani JA, Ota DM, Lynch P, Roth JA. Value of serial carcinoembryonic antigen levels in patients with resectable
adenocarcinoma of the esophagus and stomach. Cancer 1995;75:451-6.
6. Yamao T, Kai S, Kazami A, et al. Tumor markers CEA, CA19-9 and CA125 in monitoring of response to systemic
chemotherapy in patients with advanced gastric cancer. Jpn J Clin Oncol 1999;29:550-5.
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治療前評価

QI 3

（改訂あり）

待期手術前の診断的内視鏡検査

分子：

術前検査（内視鏡検査/ＵＧＩ）が施⾏され、検査結果詳細（⾁眼
型、部位、内視鏡診断的深達度）が記載されている患者数

分母：

根治的な待期⼿術を受けた胃癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
胃癌取扱い規約（第14版）、胃癌治療ガイドライン（第3版）

根拠

内視鏡検査所⾒の記載の有無が患者アウトカムの改善に結びつくという直接のエビデン
スは存在しないが、これら内視鏡所⾒は内視鏡治療か⼿術治療かを決定する上で必須の情
報である。昨今の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り、内視鏡検査所⾒が診療録に存在することで、診断内視鏡医、外
科医、その他の医療関係者間で情報共有が確保される。さらに、異なる医療者間だけでは
なく、フォロー検査をする場合などにおいても、治療前の状態の正確な情報が記載されて
いることは後の治療における⽅針を決定する上でも重要である。
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
⽅針の決定に有用な情報となることから、胃癌に対して待期⼿術を受ける患者は、診断的
内視鏡検査が⾏われ、⾁眼型、部位、予想される深達度（内視鏡診断的深達度）を含む検
査結果の詳細が診療録に記載されるべきである。

参考文献

胃
癌
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1. ⽇本胃癌学会, ed. 胃癌治療ガイドライン 第3版. 東京: ⾦原出版; 2010.
2. ⽇本胃癌学会, ed. 胃癌取扱い規約 第14版. 東京: ⾦原出版; 2010.

治療前評価

QI 4

（改訂あり）

内視鏡切除前の診断的内視鏡検査

分子：

術前検査（内視鏡検査/ＵＧＩ）が⾏われ、以下の事項が記載されて
いる患者数
・⾁眼型
・部位
・腫瘍径
・深達度
・UL所⾒の有無

分母：

内視鏡切除を受けた胃癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
胃癌取扱い規約（第14版）、胃癌治療ガイドライン（第3版）

根拠

術前所⾒の記載の有無が患者アウトカムの改善に結びつくという直接のエビデンスは存
在しないが、これら内視鏡・UGIによる所⾒は、内視鏡治療か⼿術治療かなど治療選択の
上で必須の情報である。昨今のチーム医療において、術前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り、これらの所⾒が診療録に存在することで、診断内視鏡
医、外科医、その他の医療関係者間で情報共有が確保される。さらに、異なる医療者間だ
けではなく、フォロー検査をする場合などにおいても、治療前の状態の正確な情報が記載
されていることは後の治療における⽅針を決定する上でも重要である。
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
⽅針の決定に有用な情報となることから、胃癌に対して内視鏡切除を受ける患者は、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）、予想される深達
度（内視鏡診断的深達度）、UL所⾒の有無を含む検査結果の詳細が診療録に記載されるべ
きである。

参考文献

胃
癌

1. ⽇本胃癌学会, ed. 胃癌治療ガイドライン 第3版. 東京: ⾦原出版; 2010.
2. ⽇本胃癌学会, ed. 胃癌取扱い規約 第14版. 東京: ⾦原出版; 2010.

胃(9)

治療前評価

QI 5
実施率の
計算方法

待期手術前の病理学的診断
分子：

治療前に腫瘍⽣検と病理学的診断がされた患者数

分母：

待期⼿術を受けた胃癌患者数

参照ガイドライン/先行研究
胃癌治療ガイドライン（第3版）

根拠

⽣検の有無でアウトカムを⽐較したエビデンスは存在しないが、術前に⽣検を⾏い、診
断を確定することは非常に重要であり、それが診療録に記載されて診断のコミュニケー
ション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い、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、⽣検の結果の組織型によっては、その結果に応じた治療⽅針の変更が
必要となる可能性があり、⽣検を⾏わなかったことにより、患者に適切な治療がなされな
いこともあり得る。
以上より、腫瘍の⽣検組織の病理学的診断は、癌の確定診断および内視鏡切除適応決定
に必須であることから、胃癌に対して待期⼿術を受ける患者は、治療前に腫瘍の⽣検が⾏
われ病理学的診断がなされるべきである。

参考文献

1. ⽇本胃癌学会, ed. 胃癌治療ガイドライン 第3版. 東京: ⾦原出版; 2010.
2. Goldsmith D, McDermott D, Safran C. Improving cancer related symptom management with collaborative healthware.
Medinfo 2004;11:217-21.
3. Pereira TC, Liu Y, Silverman JF. Critical values in surgical pathology. American journal of clinical pathology 2004;122:201-5.
4. LiVolsi VA. Critical values in anatomic pathology: how do we communicate? American journal of clinical pathology
2004;122:171-2.
5. Walsh D, Zhukovsky DS. Communication in palliative medicine: a pilot study of a problem list to capture complex medical

胃
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information. The American journal of hospice & palliative care 2004;21:365-71.

治療前評価

QI 6
実施率の
計算方法

内視鏡切除前の病理学的診断
分子：

治療前に腫瘍⽣検と病理学的診断がなされた患者数

分母：

内視鏡切除を受けた胃癌患者数

参照ガイドライン/先行研究
胃癌治療ガイドライン（第3版）

根拠

内視鏡切除前の⽣検の有無でアウトカムを⽐較したエビデンスは存在しないが、治療前
に⽣検を⾏い、診断を確定することは非常に重要であり、それを診療録に記載して診断の
コミュニケーション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、事
前に⽣検を⾏わず、癌の確定診断を得ないまま治療を⾏い、不必要な治療を患者に⾏って
しまうことも起こり得る。また、⽣検の結果の組織型によっては、その結果に応じた治療
選択の変更が必要となる可能性があり、⽣検を⾏わなかったことにより、患者に適切な治
療がなされないこともあり得る。
以上より、腫瘍の⽣検組織の病理学的診断は、癌の確定診断および内視鏡切除適応決定
に必須であることから、胃癌に対して内視鏡切除を受ける患者は、治療前に腫瘍の⽣検が
⾏われ病理学的診断がなされるべきである。

参考文献

1. ⽇本胃癌学会, ed. 胃癌治療ガイドライン 第3版. 東京: ⾦原出版; 2010.
2. Goldsmith D, McDermott D, Safran C. Improving cancer related symptom management with collaborative healthware.
Medinfo 2004;11:217-21.
3. Pereira TC, Liu Y, Silverman JF. Critical values in surgical pathology. American journal of clinical pathology 2004;122:201-5.
4. LiVolsi VA. Critical values in anatomic pathology: how do we communicate? American journal of clinical pathology
2004;122:171-2.
5. 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 2004;21:365-71.

胃
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治療前評価

QI 7

手術リスクの説明

分子：

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
（患者に説明できない場合には代理⼈に）、その診療録記載がなされ
ている患者数

分母：

待期⼿術を受けた胃癌患者数

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

胃癌の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など）の両者を含めた治療の選択肢について、医師と患者間
で話し合うべきである。加えて、外科的治療においては術式に応じてさまざまな難易度や
合併症発⽣率の違いが存在するため、外科的治療の選択範囲についても患者に対して説明
する必要がある。また、患者の⼗分な理解のためには、死亡率や予想される合併症につい
ても情報提供されるべきである。
以上より、待期⼿術を受ける胃癌患者は、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（患者に説明できない場合には代理⼈に）、診療録に記載される
べきである。

参考文献

1. ⽐企直樹, ⼭⼝俊晴, 福永哲, 瀬⼾康之, 大⼭繁和, 大⽮雅敏, 上野雅資, ⿊柳洋弥, ⼭本順司, ⻫浦明夫, 関誠, 武藤徹⼀郎 【⼿術室の最
新情報】術前のインフォームド・コンセント外科69巻3号 Page249-253
2. 阪眞, 笹⼦三津留 【癌の外科治療におけるインフォームドコンセント】 胃癌 ⽇本外科学会雑誌108巻1号 Page10-14
3. 上⻄紀夫, 清⽔伸幸, ⼭⼝浩和, ⽐企直樹, 久保⽥啓介, 今村和広, 野崎浩⼆, 吉川朱実, 下⼭省⼆, 真船健⼀ 【癌治療とインフォームド・
コンセント】

胃
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癌⼿術とICの実際

胃癌治療におけるインフォームド・コンセント 外科治療90巻2号 Page130-135

治療前評価

QI 8

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）の説明（患者
に説明できない場合には代理⼈に）とその診療録記載が⾏われている
患者数

分母：

⼿術を受けた胃癌患者数

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

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、胃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。胃癌の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（化学療法や放射線療法など）の両者を含めた治療
の選択肢について、医師と患者間で話し合うべきである。加えて、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違いが存在するため、外科的治
療の選択範囲についても患者に対して説明する必要がある。また、患者の⼗分な理解のた
めには、死亡率や予想される合併症についても情報公開されるべきである。さらに、合併
症などの負の情報だけではなく、どれほどの治療効果が期待できるのかをきちんと説明す
ることが重要である。
以上より、治療による効果・リスク・起こり得る合併症について情報提供を受けるの
は、患者の権利であることから、⼿術を受ける胃癌患者は、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）、診療
録に記載されるべきである。

参考文献

1. ⽐企直樹, ⼭⼝俊晴, 福永哲, ほか 【⼿術室の最新情報】 術前のインフォームド・コンセント 外科69巻3号 Page249-253
2. 阪眞, 笹⼦三津留 【癌の外科治療におけるインフォームドコンセント】 胃癌 ⽇本外科学会雑誌108巻1号 Page10-14
3. 上⻄紀夫, 清⽔伸幸, ⼭⼝浩和, ほか 【癌治療とインフォームド・コンセント】 癌⼿術とICの実際 胃癌治療におけるインフォーム
ド・コンセント 外科治療90巻2号 Page130-135
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周術期医療（直前・直後）

QI 9

予防的経静脈的抗菌薬投与の開始時期

分子：

予防的経静脈的抗菌薬投与のタイミングが、⼿術開始前１時間以内で
あった患者数

分母：

胃癌に関して待期⼿術を受け、その際に予防的経静脈的抗菌薬投与が
⾏われた患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
CDC：Guideline for Prevention of Surgical Site Infection

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⼿術創の感
染性合併症の減少に関連することが⽰されている。2847例の準清潔⼿術に対する１⽇前〜
２時間前、術前２時間以内、⼿術開始後３時間以内、開始後３〜24時間後の４群を⽐較し
たRCTにおいて、⼿術前２時間以内の投与群で⼿術創の感染の頻度が最も低いことが⽰さ
れている。1999年に発表された⽶国CDCの⼿術部位感染症予防についてのガイドライン
では、胃癌⼿術は準汚染⼿術に分類され、セファゾリンが多く使われると記述しており、
⼀般的な推奨として抗菌薬の投与期間は、血中濃度を術中維持し、終了後は最大で数時間
血中濃度を維持することが良いとしている。⽶国保険局とCDCの協⼒による⼿術ケア改善
研究では、外科的切開の開始前1時間以内の抗菌薬投与、推奨されている予防的抗菌薬の
選択、術後24時間以内の予防的抗菌薬投与の中⽌、の３プロセスを指標としてあげてお
り、胃癌の⼿術を受ける患者に適切なタイミングで予防的抗菌薬を投与することは⼿術部
位感染症を予防するために必須である。
以上より、⼿術時予防的抗菌薬投与は⼿術部位感染症の発⽣頻度を減少させることか
ら、待期⼿術を受ける胃癌患者で予防的経静脈的抗菌薬投与が⾏われる場合には、⼿術開
始前、１時間以内に投与されるべきである。

胃
癌
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 1996;171:548-52.
2. Smith RL, Bohl JK, McElearney ST, et al. Wound infection after elective colorectal resection. Annals of surgery
2004;239:599-605; discussion -7.
3. Sganga G. New perspectives in antibiotic prophylaxis for intra-abdominal surgery. The Journal of hospital infection 2002;50
Suppl A:S17-21.
4. Burke JF. The effective period of preventive antibiotic action in experimental incisions and dermal lesions. Surgery
1961;50:161-8.
5. 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 1992;326:281-6.
6. Stone HH, Hooper CA, Kolb LD, Geheber CE, Dawkins EJ. Antibiotic prophylaxis in gastric, biliary and colonic surgery. Ann
Surg 1976;184:443-52.
7. Stone HH, Haney BB, Kolb LD, Geheber CE, Hooper CA. Prophylactic and preventive antibiotic therapy: timing, duration and
economics. Ann Surg 1979;189:691-9.
8. 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 2000;101:2916-21.
9. 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 1999;27:97-132; quiz 3-4; discussion 96.
10. Surgical care Improvement Project. 2007. (Accessed Oct 3., 2007, at http://www.medqic.org/dcs/ContentServer?
cid=113649 5755695&pagename=Medqic%2FOtherResource%2FOtherResourcesTemplate&c=OtherResource.)

胃(14)

周術期医療（直前・直後）

QI 10
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：

⼿術終了後３⽇以内に予防的抗菌薬投与が中⽌された患者数

分母：

⼿術を受けた胃癌患者数

参照ガイドライン/先行研究
CDC：Guideline for Prevention of Surgical Site Infection

根拠

抗菌薬を⽪膚切開の直前から始めることについてのエビデンスはあるものの中⽌のタイ
ミングについての知⾒は必ずしも⼀定していない。胃・胆道系・結腸の⼿術全体におい
て、⼿術前８〜12時間、⼿術前１時間、術後１〜４時間から開始して24時間セファゾリン
３ｇを使用した群と無治療群を⽐較したランダム化⽐較試験では、⼿術前８〜12時間から
の群と⼿術前１時間開始群で感染率は変わらなかった。また同様の研究で、術前・術中の
抗菌剤の使用の後、抗菌薬を５⽇間投与した群とプラセボを５⽇間投与した群でも⼿術部
位感染症の頻度は変わらなかった。さらに冠動脈バイパス術後の研究において、48時間を
超えて抗菌薬投与を続けても、⼿術部位感染症の減少効果はなく、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、外科的切開の開始前１時間以内の抗菌薬投与、推奨されている予防的抗菌薬の選択、
術後24時間以内の予防的抗菌薬投与の中⽌、の３プロセスを指標としてあげており、術後
早期に予防的抗菌薬投与を中⽌することにより、耐性菌の発⽣を最⼩限に抑えられる。具
体的な中⽌期⽇について明確なエビデンスはないが、様々なエビデンスを総合して、特に
理由がない限り3⽇以内に予防抗菌薬は中⽌して良いと考えた。
以上より、⻑期の抗菌薬投与は、⼿術部位感染症の予防には効果がなく、かつ耐性菌の
発⽣を助⻑することから、⼿術を受けた胃癌患者は、⼿術終了後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

胃
癌

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 1996;171:548-52.
2. Smith RL, Bohl JK, McElearney ST, et al. Wound infection after elective colorectal resection. Annals of surgery
2004;239:599-605; discussion -7.
3. Sganga G. New perspectives in antibiotic prophylaxis for intra-abdominal surgery. The Journal of hospital infection 2002;50
Suppl A:S17-21.
4. Burke JF. The effective period of preventive antibiotic action in experimental incisions and dermal lesions. Surgery
1961;50:161-8.
5. 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 1992;326:281-6.
6. Stone HH, Hooper CA, Kolb LD, Geheber CE, Dawkins EJ. Antibiotic prophylaxis in gastric, biliary and colonic surgery. Ann
Surg 1976;184:443-52.
7. Stone HH, Haney BB, Kolb LD, Geheber CE, Hooper CA. Prophylactic and preventive antibiotic therapy: timing, duration and
economics. Ann Surg 1979;189:691-9.
8. 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 2000;101:2916-21.
9. 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 1999;27:97-132; quiz 3-4; discussion 96.
10. Surgical care Improvement Project. 2007. (Accessed Oct 3., 2007, at http://www.medqic.org/dcs/ContentServer?
cid=1136495755695&pagename=Medqic%2FOtherResource%2FOtherResourcesTemplate&c=OtherResource.)

胃(15)

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：

以下のいずれかによる深部静脈血栓症予防が⾏われた患者数
・低用量ヘパリン
・間⽋的空気圧迫法（IPC）
・弾性ストッキング

分母：

定型⼿術を受けた胃癌患者数（血栓の判明している患者は除く）

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
ACCP：Prevention of Venous Thromboembolism

根拠

弾性圧迫ストッキングの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。間⽋的空気圧迫装置
（IPC）のDVT予防に関するメタアナリシスでは、IPCはDVTの予防につながることを報告
している。またACCPガイドラインと血栓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同等のDVT予防効果があると結論して
いる。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40歳以上
の胃癌患者は、術後静脈血栓症や肺血栓症の最⾼リスクと分類され、低分⼦・低用量ヘパ
リンに加えて機械物理的な予防⽅法を使用することを推奨している。
以上より、胃癌⼿術患者は静脈血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、定型⼿術を受ける胃癌患者（血栓の判明している患者は除く）には、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
よる術後深部静脈血栓症予防を⾏うべきである。

胃
癌

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 2004;126:338S-400S.
2. Heit JA, Silverstein MD, Mohr DN, Petterson TM, O'Fallon WM, Melton LJ, 3rd. Risk factors for deep vein thrombosis and
pulmonary embolism: a population-based case-control study. Archives of internal medicine 2000;160:809-15.
3. （財）がん研究振興財団. がんの統計'07; 2007.
4. 中島聰總, ⼭⼝俊晴. 癌研胃癌データベース. 東京: ⾦原出版; 2006.

胃(16)

治療・術式選択

QI 12

（改訂あり）

cM胃癌に対する内視鏡切除

分子：

内視鏡切除が施⾏されたか、または施⾏されない場合にはその理由の
診療録記載がある患者数

分母：

分化型、２cm以下、かつUL（－）のcM胃癌と診断された患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
胃癌治療ガイドライン（第3版）

根拠

胃癌治療ガイドラインのデータでは、UL（－）で２cm以下の組織学的Ｍ癌のリンパ節
転移率は未分化型も含めて0％（０／578）である。それをもとに、２cm以下の⾁眼的粘
膜癌（cM）と診断される病変で、組織型が分化型（pap、tub１、tub２）、陥凹型では
UL（－）の場合、リンパ節転移の可能性がほとんどないことから、内視鏡的粘膜切除法
（EMR）の適応であると記載されている。
以上より、上記の条件を満たすcM胃癌では、リンパ節転移は極めてまれで、内視鏡切除
をすることにより侵襲が最低限に抑えられることから、この条件を満たす胃癌に対して
は、内視鏡切除を⾏うか、⾏わない場合にはその理由を診療録に記載するべきである。

参考文献

1. ⽇本胃癌学会, ed. 胃癌治療ガイドライン 第3版. 東京: ⾦原出版; 2010.
2. Gotoda T, Yanagisawa A, Sasako M, et al. Incidence of lymph node metastasis from early gastric cancer: estimation with a
large number of cases at two large centers. Gastric Cancer 2000;3:219-25.

胃
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胃(17)

治療・術式選択

QI 13

手術切除の説明

分子：

治療前の、⼿術切除が標準という旨の説明が⾏われ、記載されている
患者数

分母：

未分化型、２cmより大きいもの、UL（＋）病変、のいずれかの胃癌
に対して内視鏡治療を受けた患者

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
胃癌治療ガイドライン（第3版）

根拠

未分化型癌でも組織学的Ｍ癌でUL（－）２cm以下の場合にはリンパ節転移の可能性は
ないが、従来リンパ節転移の危険因⼦とされてきたため、⼀般臨床においては、未分化型
癌は大きさによらず内視鏡治療の適応外とされている。胃癌治療ガイドラインでは、組織
学的Ｍ癌でUL（－）の場合、リンパ節転移率は≦30mmで0.5％、＞31mmで1.4％、UL
（＋）の場合は≦30mmで1.6％（分化型0％、未分化型2.7％）、＞31mmで6.3％（分化
型3.0％、未分化型8.0％）と記載している。UL（＋）では、リンパ節転移のリスクがある
ため、内視鏡治療の適応外とされている。
以上より、未分化型、２cm以上、UL（＋）（QI 10以外）で内視鏡治療を受けた患者
は、リンパ節転移の可能性があることから、この条件の胃癌に対しては、治療前に⼿術切
除が標準診療であるという説明を⾏うべきである。

参考文献

1. ⽇本胃癌学会, ed. 胃癌治療ガイドライン 第3版. 東京: ⾦原出版; 2010.
2. Gotoda T, Yanagisawa A, Sasako M, et al. Incidence of lymph node metastasis from early gastric cancer: estimation with a
large number of cases at two large centers. Gastric Cancer 2000;3:219-25.

胃
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胃(18)

治療・術式選択

QI 14

（改訂あり）

cT1N1-3またはcT2-4aN0-3の胃癌に対する定型手術

分子：

初回治療として定型⼿術が施⾏されている、また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：

cT1N1-3またはcT2-4aN0-3の胃癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
胃癌治療ガイドライン（第3版）

根拠

わが国の定型⼿術は独自のdata-based medicineともいうべき⼿法により発展してき
た。胃癌取り扱い規約に従った原発巣の詳細とリンパ節転移に関する膨大なデータを分析
し、「ある程度の転移頻度があり、たとえ転移があっても郭清すれば⼗分な⽣存率が期待
できる部位のリンパ節は郭清効果がある」とする論理で、わが国の2群リンパ節（D2）郭
清（定型⼿術）は確⽴された。欧⽶で⾏われたD1郭清とD2郭清を⽐較したランダム化⽐
較試験では、予後で差がなかったとする報告があるものの治療成績は術後合併症の発⽣率
も⾼く、⽣存率も劣っていることからわが国への適用可能性は低い。2006年台湾からの報
告では３名の熟練した外科医が⾏った単施設でのRCTで、D2群がD1群を５年⽣存率で有
意に上回った。
以上より、cT1N1-3及びcT2-4a（胃癌取扱い規約13版ではsT1N2またはsT2-3N0-2）
の胃癌患者は、第２群リンパ節への転移の可能性があることから、初回治療として定型が
⾏われるか、⾏われない場合に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. ⽇本胃癌学会, ed. 胃癌治療ガイドライン 第3版. 東京: ⾦原出版; 2010.
2. Sasako M, McCulloch P, Kinoshita T, Maruyama K. New method to evaluate the therapeutic value of lymph node dissection
for gastric cancer. Br J Surg 1995;82:346-51.
3. Wu CW, Hsiung CA, Lo SS, et al. Nodal dissection for patients with gastric cancer: a randomised controlled trial. Lancet
Oncol 2006;7:309-15.
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胃(19)

治療・術式選択

QI 15

大動脈周囲リンパ節郭清

分子：

術前のCT で大動脈周囲リンパ節腫大を認めた、または術中に転移を
疑う所⾒を認めた旨の診療録記載がある患者数

分母：

胃癌に対する⼿術で大動脈周囲リンパ節郭清が⾏われた患者数

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

術前に明らかな大動脈周囲リンパ節転移を認めない進⾏胃癌に対する第２群リンパ節郭
清とこれに大動脈周囲リンパ節郭清を付加した群を⽐較したRCTの結果、両群の⽣存率に
差は認められず、大動脈周囲リンパ節郭清群で合併症が多かった。
以上より、予防的な大動脈周囲リンパ節郭清は予後の向上に寄与せず、合併症の増加の
リスクとなることから、大動脈周囲リンパ節郭清が⾏われた患者は、術前のCTで大動脈周
囲リンパ節腫大がみられたか、術中に転移を疑う所⾒の記載があるべきである。

参考文献

1. Sano T, Sasako M, Yamamoto S, et al. Gastric cancer surgery: morbidity and mortality results from a prospective
randomized controlled trial comparing D2 and extended para-aortic lymphadenectomy--Japan Clinical Oncology Group study
9501. J Clin Oncol 2004;22:2767-73.
2. Sasako M, Sano T, Yamamoto S, et al, D2 Lymphadenectomy Alone or with Para-aortic Nodal Dissection for Gastric Cancer
N Engl J Med 2008 359:453-462
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胃(20)

術後の記録と説明

QI 16

食事指導

分子：

術前または術後退院より前に、術後の⾷事に関する指導の診療録記載
がある患者数

分母：

胃切除術を受けた胃癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
胃がん治療ガイドラインの解説

⼀般用2004年12⽉改訂

第２版（⽇本胃癌学会編）

Ｑ&A 18 胃がん⼿術後の⾷事について

根拠

胃癌⼿術は、術後の⾷⽣活に与える影響が大きい。患者は胃癌が治癒するか否かと同様
に、退院後の⾷⽣活の変化に関しても不安に感じている。胃癌⼿術に際して、医師あるい
は管理栄養⼠から術後の⾷⽣活についての説明がなされるべきである。
以上より、術後⽣活の教育を早期から始めることで、患者の理解が深まり、術後の円滑
な回復に寄与することから、胃切除術を受けた患者は、術後に関する⾷事指導について、
術前または術後退院までに説明が⾏われた旨が診療録に記載されるべきである。

参考文献

1. 佐川まさの, 勝部隆男, 今野宗⼀, ほか 胃癌患者に対する術前術後にわたる継続的栄養指導の検討 東京⼥⼦医科大学雑誌78巻2-3
Page119-124
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胃(21)

術後の記録と説明

QI 17

手術所見の記載

分子：

⼿術所⾒として、以下の事項のすべての診療録記載がある患者数
・切除法
・再建法
・リンパ節郭清度
・部位
・深達度
・リンパ節転移程度（sN）
・その他の転移の有無（H、P）
・⼿術根治度

分母：

胃切除術を受けた胃癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
胃癌取扱い規約（第14版）

根拠

胃癌術後の⼿術所⾒として、切除法、再建法、リンパ節郭清度、部位、深達度、リンパ
節転移程度（sN）、その他の転移の有無（Ｈ、Ｐ）、⼿術根治度はいずれも、今後の治療
⽅針を決定する上で重要な情報であり、必ず診療録に記載されなければならない。胃癌の
Stageは、深達度、リンパ節転移度、遠隔転移の有無によって分類される。同じ⼿術を受
けた患者でも、Stageによって予後も異なる。
以上より、胃切除術を受けた患者は、⼿術所⾒として、切除法、再建法、リンパ節郭清
度、部位、深達度、リンパ節転移程度（sN）、その他の転移の有無（Ｈ、Ｐ）、⼿術根治
度についての事項が診療録に記載されるべきである。

胃
癌
参考文献

胃(22)

1. Hewitt M. SJV, ed. Ensuring Quality Cancer Care. Washington, D.C.: National Academy Press.; 1999.
2. ⽇本胃癌学会, ed. 胃癌取扱い規約 第14版. 東京: ⾦原出版; 2010.

術後の記録と説明

QI 18

（改訂あり）

術後病理所見の記載

分子：

以下の病理組織学的診断事項が診療録に記載されている患者数
・壁深達度(Tステージでも良い）
・リンパ節転移の有無
・リンパ節郭清個数
・脈管侵襲の有無
・切除断端部における癌細胞の有無
・TNM Stageまたは胃癌取扱い規約に準じたStage
・腹腔内細胞診（術中診断にT1、T2と記載があるものは除く）

分母：

胃切除術を受けた胃癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
胃癌治療ガイドライン（第3版）、胃癌取扱い規約（第14版）

根拠

壁深達度、リンパ節転移の有無、リンパ節郭清個数、脈管侵襲の有無、切除断端部にお
ける癌細胞の有無、TNM Stageまたは胃癌取扱い規約に準じたStage、根治度、腹腔内細
胞診はいずれも再発リスクの予測因⼦であり、追加⼿術や補助化学療法の有無の決定に寄
与する。リンパ節転移の有無は、多くの報告で胃癌術後再発のリスク因⼦とされている。
以上より、胃癌切除術を受けた患者は壁深達度、リンパ節転移の有無、リンパ節郭清個
数、脈管侵襲の有無、切除断端部における癌細胞の有無、TNM Stageまたは胃癌取扱い規
約に準じたStage、根治度、腹腔内細胞診（術中診断にT1、T2と記載があるものは除く）
についての病理診断事項が診療録に記載されるべきである。

参考文献

1. ⽇本胃癌学会, ed. 胃癌治療ガイドライン 第3版. 東京: ⾦原出版; 2010.
2. Ikeda Y, Saku M, Kishihara F, Maehara Y. Effective follow-up for recurrence or a second primary cancer in patients with

胃
癌

early gastric cancer. Br J Surg 2005;92:235-9.
3. Kunisaki C, Akiyama H, Nomura M, et al. Surgical outcomes for early gastric cancer in the upper third of the stomach. J Am
Coll Surg 2005;200:15-9.
4. Sakuramoto S, Sasako M, Yamaguchi T, et al. Adjuvant chemotherapy for gastric cancer with S-1, an oral fluoropyrimidine.
N Engl J Med 2007;357:1810-20
5. ⽇本胃癌学会, ed. 胃癌取扱い規約 第14版. 東京: ⾦原出版; 2010.

胃(23)

術後の記録と説明

QI 19

（改訂あり）

病理検査所見についての患者への説明

分子：

切除標本の病理検査所⾒について説明がなされ（患者に説明できない
場合には代理⼈に）、説明したことが診療録に記載されている患者数

分母：

胃切除術または内視鏡的摘除を受けた患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
特になし

根拠

胃癌術後の病理組織学的所⾒は、その記載法が「胃癌取扱い規約」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、必ず診療録に記載
されなければならない。胃癌のStageは、深達度、リンパ節転移度、遠隔転移の有無に
よって分類される。同じ⼿術を受けた患者でも、Stageによって予後も異なる。⼿術を受
けた患者には、直後の説明をもって事⾜れりとするのではなく、病理報告がなされた後
に、その所⾒から予想される予後など、患者の治療⽅針に関して⼗分に話し合いがなされ
るべきである。適切な治療の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。
以上より、⼿術によって切除された標本の病理診断結果について情報提供されるのは患
者の権利であり、今後の治療⽅針についての説明に有用な情報であることから、胃癌切除
術または内視鏡的摘除を受けた患者は（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。

胃
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胃(24)

参考文献

1. Hewitt M. SJV, ed. Ensuring Quality Cancer Care. Washington, D.C.: National Academy Press.; 1999

内視鏡治療

QI 20

内視鏡切除における治療内容の記載

分子：

治療内容（切除⽅法、切除⽚数（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：

内視鏡切除を受けた胃癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
胃癌治療ガイドライン（第3版）

根拠

胃癌治療ガイドライン（第2版）では、内視鏡切除に関して術前の診断精度限界を考慮
すると、切除標本の組織学的検索が必須であり、その際に治療内容（切除⽅法、切除⽚数
（⼀括切除か分割切除か）、併用療法の有無、その選択理由を記載することを推奨してい
る。切除⽅法においてESDがEMRに⽐較し遺残・再発が少ないこと、切除⽚数として⼀括
切除が分割切除に⽐し遺残・再発が少ないことが報告されている。これらは再発に留意し
ながらフォローする際にも記録により医療者間共有する情報として重要である。
以上より、切除⽅法、切除⽚数（⼀括切除か分割切除か）は再発リスクの予測因⼦であ
り、フォローの頻度・密度の決定に有用であることから、内視鏡切除を受けた胃癌患者
は、これらの治療内容が診療録に記載されるべきである。

参考文献

1. ⽇本胃癌学会, ed. 胃癌取扱い規約第14版. 東京: ⾦原出版; 2010.
2. ⽇本胃癌学会, ed. 胃癌治療ガイドライン 第2版. 東京: ⾦原出版; 2010.
3. Oda I, Saito D, Tada M, et al. A multicenter retrospective study of endoscopic resection for early gastric cancer. Gastric
Cancer 2006;9:262-70.
4. Eguchi T GT, Oda I, et al. Is one-piece resection essential for endoscopic gastric mucosal resection? Digestive Endoscopy
2003;15:113-6.
5. Gotoda T, Yanagisawa A, Sasako M, et al. Incidence of lymph node metastasis from early gastric cancer: estimation with a
large number of cases at two large centers. Gastric Cancer 2000;3:219-25

胃
癌

胃(25)

内視鏡治療

QI 21

内視鏡切除後の病理所見の記載

分子：

以下のすべての事項を含む病理組織学的診断が診療録に記載されてい
る患者数
・深達度
・SM浸潤度（SM癌の場合）
・病変の大きさ
・組織型
・UL所⾒の有無
・脈管侵襲の有無
・⽔平断端
・垂直断端

分母：

内視鏡切除を受けた胃癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
胃癌治療ガイドライン（第3版）、胃癌取扱い規約（第14版）

根拠

胃癌治療ガイドライン（第3版）では、2cm以下の⾁眼的粘膜内癌（cT1a）を内視鏡切
除の「絶対適応病変」とし、cT1a病変のうち、UL(-)の、3cm以下のUL(+)分化型、2cm
以下のUL(-)未分化型で脈管侵襲のないもの、の３つを適応拡大病変としている。さら
に、SM１（500μm以下）癌については、分化型、脈管侵襲（－）、腫瘍径３cm以下であ
れば、過去の外科切除例組織学的所⾒よりリンパ節転移がないカテゴリーに分類される。
このように内視鏡切除の病理組織学的診断結果を記載することは、内視鏡切除結果を効率
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である。

胃
癌

以上より、深達度、SM浸潤度（SM癌の場合）、病変の大きさ、組織型、UL所⾒の有
無、脈管侵襲の有無、⽔平断端、垂直断端は再発リスクの予測因⼦であり、追加治療の必
要性、フォローの頻度・密度の決定に有用であることから、内視鏡切除を受けた胃癌患者
の診療録には、これらの情報を含む病理組織学的診断が記載されるべきである。

参考文献

1. ⽇本胃癌学会, ed. 胃癌取扱い規約第14版. 東京: ⾦原出版; 2010.
2. ⽇本胃癌学会, ed. 胃癌治療ガイドライン 第3版. 東京: ⾦原出版; 2010.
3. Oda I, Saito D, Tada M, et al. A multicenter retrospective study of endoscopic resection for early gastric cancer. Gastric
Cancer 2006;9:262-70.
4. Eguchi T GT, Oda I, et al. Is one-piece resection essential for endoscopic gastric mucosal resection? Digestive Endoscopy
2003;15:113-6.
5. Gotoda T, Yanagisawa A, Sasako M, et al. Incidence of lymph node metastasis from early gastric cancer: estimation with a
large number of cases at two large centers. Gastric Cancer 2000;3:219-25

胃(26)

内視鏡治療

QI 22

（改訂あり）

内視鏡切除後の外科的追加切除の検討

分子：
実施率の
計算方法

分母：

外科的追加切除（リンパ節郭清を伴う）が施⾏されたか、または施⾏
されない理由が診療録に記載されている患者数
胃癌に対して内視鏡切除を受け、組織学的検索で
・垂直断端陽性、
・脈管侵襲陽性、
・深達度がSM２（500μm以上）
のいずれかを認めた患者数

参照ガイドライン/先行研究
胃癌治療ガイドライン（第3版）

根拠

過去の外科切除例組織学的所⾒より、脈管侵襲陽性、深達度がSM2（500μm以上）はリ
ンパ節転移があるカテゴリーに分類される。また、胃癌治療ガイドライン（第3版）で
は、深達度がSM２（500μm以上）の場合や、脈管侵襲陽性の場合、垂直断端陽性の場合
には、追加外科切除を⾏うことを推奨している。
以上より、胃癌に対して内視鏡切除を受け、組織学的検索にて垂直断端陽性、脈管侵襲
陽性、深達度がSM２（500μm以上）のいずれかを認めた患者は、リンパ節転移の可能性
があることから、外科的追加切除（リンパ節郭清を伴う）が施⾏されるか、施⾏されない
場合にはその理由が診療録に記載されるべきである。

参考文献

1. ⽇本胃癌学会, ed. 胃癌治療ガイドライン 第3版. 東京: ⾦原出版; 2010.
2. Gotoda T, Yanagisawa A, Sasako M, et al. Incidence of lymph node metastasis from early gastric cancer: estimation with a
large number of cases at two large centers. Gastric Cancer 2000;3:219-25

胃
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胃(27)

化学療法

QI 23

（改訂あり）

術後S－１療法

分子：

S－１療法による補助化学療法の選択肢が提⽰されたか、または提⽰
しない理由が診療録に記載されている患者数

分母：

胃癌に対して根治⼿術を受け組織学的に取り扱い規約Stage II、III
（pT1,pT3NOを除く）の進⾏癌と診断され６週以内に退院した患者
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

2007年に報告されたACTS－GC試験の結果では、Stage II、IIIの進⾏胃癌1059症例
（pT2以上）をD2郭清後に⼿術単独群とS－1内服１年間のランダムに割り付け⽐較検討し
た。その結果、観察期間３年における中間解析の結果、S－1内服群が有意に⽣存期間の延
⻑を⽰した（80.1％対70.1％、HR＝0.68、p＝0.0024）。
以上より、S－１療法は、Stage II、III胃癌患者の術後化学療法において、⼿術単独群
と⽐して有意に⾼い⽣存割合を⽰していることから、胃癌に対して根治⼿術を受け、組織
学的に取扱い規約StageII、III(胃癌取扱い規約14版 pT3NO,pT1 を除く）の進⾏癌と診
断され６週以内に退院した患者は、S－1療法による補助化学療法の選択肢が提⽰される
か、されない場合には診療録に理由が記載されるべきである。

参考文献

1. Sakuramoto S, Sasako M, Yamaguchi T, et al. Adjuvant chemotherapy for gastric cancer with S-1, an oral fluoropyrimidine.
N Engl J Med 2007;357:1810-20.
2. Bajetta E, Buzzoni R, Mariani L, et al. Adjuvant chemotherapy in gastric cancer: 5-year results of a randomised study by the
Italian Trials in Medical Oncology (ITMO) Group. Ann Oncol 2002;13:299-307.

胃
癌

胃(28)

3. Neri B, Cini G, Andreoli F, et al. Randomized trial of adjuvant chemotherapy versus control after curative resection for
gastric cancer: 5-year follow-up. Br J Cancer 2001;84:878-80.
4. Nashimoto A, Nakajima T, Furukawa H, et al. Randomized trial of adjuvant chemotherapy with mitomycin, Fluorouracil, and
Cytosine arabinoside followed by oral Fluorouracil in serosa-negative gastric cancer: Japan Clinical Oncology Group 9206-1. J
Clin Oncol 2003;21:2282-7.

化学療法

QI 24

化学療法に関する患者への説明

分子：

期待される効果、有害事象に関する説明（本⼈に説明不可能な場合に
は代理⼈に）がなされ、および⽂書による同意署名がある患者数

分母：

化学療法を受けた胃癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
胃癌治療ガイドライン（第3版）

根拠

胃癌に対する化学療法で使用される抗癌剤では、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。化学療法を⾏う場合、これらの有害事象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。予想される効果と有害事象の不利益
を考慮し、患者がその治療の有益性が判断できるように、効果と不利益、双⽅の情報が提
供されるべきである。いずれの化学療法を⾏うかは、いろいろな要素により決定される
が、それぞれの治療のリスクベネフィットが説明された上で、医師と患者の協議のもとで
治療が⾏われるべきである。治療選択においてこのような情報を患者が提供されること
は、患者の自⼰決定を助ける意味でも重要である。しかも、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ことと考えられる。また、このよう
な話し合いの上で下された患者の意思決定については、治療にかかわる者が統⼀した理解
を明⽰的に共有することが重要である。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、胃癌に対する化学療法は下痢・嘔気などの不快感が⾼頻度に発⽣し、また費
用負担が無視できない。患者は納得した上で治療を選択すべきであり、胃癌に対して化学
療法が⾏われる患者は（本⼈に説明不可能な場合には代理⼈に）、期待される効果、有害
事象に関する説明を受け、⽂書による同意署名が⾏われるべきである。

参考文献

1. がん診療レジデントマニュアル第４版

がん告知とインフォームド・コンセント

P1-11,

2007

胃
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医学書院

胃(29)

化学療法

QI 25

（改訂あり）

化学療法中の体重測定

分子：

化学療法中最初の半年は、少なくとも２ヵ⽉に１回の体重測定がなさ
れた患者数

分母：

化学療法を受けた胃癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
胃癌治療ガイドライン（第3版）

根拠

現在多くの抗癌剤の量については、体表⾯積あたりの量で計算されている。体表⾯積は
⾝⻑と体重をもとに算出されるが、⾝⻑がそれほど変化ないことを考えると、実質的に体
重の変動が量の変化に最も影響を及ぼす因⼦であると考えられる。胃癌患者は摂⾷量の変
動も激しく、治療開始時と⽐較して10kg以上の体重変化を観察することも少なくない。そ
の場合、開始時と同じ投与量を継続すると、過剰投与となり、毒性が強く発現することが
懸念される。臨床試験によっては、10％以上の体重の変化を来した場合には、投与量を再
計算する場合もあり、実臨床においても慎重な対応が望まれる。
以上より、化学療法の量は体表⾯積をベースに定められており、体重減少に気づかず
に、以前の量を投与されると、過剰投与になる恐れがあることから、胃癌に対する化学療
法を受ける患者は、化学療法中少なくとも２ヵ⽉に１回体重を測定するべきである。

参考文献

胃
癌

胃(30)

特になし

化学療法

QI 26

（改訂あり）

化学療法中の臨床検査・所見 (1/2)

分子：

各レジメンの開始前に以下の事項が評価されている患者数
・Performance Status（PS）

分母：

化学療法を受けた胃癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
胃癌治療ガイドライン（第3版）

根拠

胃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、または減量、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、治療の安全性を担保するため
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、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。臨床試験以外の化学療法において
も、予測される利益と不利益のバランスで個別に判断されるべきであるものの、安全性の
確保のためには、少なくとも⽉に1回以上確認することが必要といえる。また、これらの
条件を満たさない場合は、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記載されることが望ましい。
以上より、⽩血球数（好中球数を含む）、血⼩板数、総ビリルビン、AST、ALT、血清
クレアチニン値を含む事項を検討されずに化学療法を継続すると、より重篤な副作用を起
こす危険性が⾼いことから、胃癌に対する化学療法を受ける患者は、初回治療開始後最初
の3ヶ⽉間は、⽉1回以上これらの事項が確認されるべきである。また最低限、各レジメン
の開始前にはPSが確認されているべきである。

参考文献

胃
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特になし

胃(31)

化学療法

QI 26

（改訂あり）

化学療法中の臨床検査・所見 (2/2)

分子：

治療開始後最初の3ヶ⽉間は、⽉1回以上、下記の血液検査がなされ
ている患者数
・⽩血球数（好中球数を含む）
・血⼩板数
・総ビリルビン、AST、ALT
・血清クレアチニン値

分母：

化学療法を開始された胃癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
QI26(1/2)と同じ。

胃
癌

胃(32)

根拠

QI26(1/2)と同じ。

参考文献

QI26(1/2)と同じ。

化学療法

QI 27

化学療法の効果判定

分子：

少なくとも４ヵ⽉ごとの画像診断による治療効果判定が診療録に記載
されている患者数

分母：

初回化学療法を受けた切除不能進⾏・再発胃癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
胃癌治療ガイドライン（第3版）

根拠

胃癌化学療法において、効果のある治療は継続して⾏うべきであるが、効果がない場合
には速やかに別の治療を考慮すべきであり、判断の遅れは新たな治療のチャンスを失うこ
とにもつながる。検査期間とアウトカムに関する関係についての明らかな報告はないが、
胃癌に対する初回治療として用いられる５－FU単独療法、CPT11／CDDP療法、S－1単独
療法、S－1／CDDP療法では無増悪⽣存期間中央値はそれぞれ2.9ヵ⽉、4.8ヵ⽉、4.2ヵ
⽉、6.0ヵ⽉である。CTや内視鏡などを含めた検査を２〜４ヵ⽉ごとに⾏い、現在⾏って
いる治療法が妥当であるか判断することがアウトカムの改善に寄与するものと推測され
る。
以上より、化学療法の効果を判定することは、次の治療⽅針の決定に有用であることか
ら、初回化学療法を受けている切除不能進⾏・再発胃癌患者は、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

1. 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. 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)－改訂版 version 1.1－⽇本語訳JCOG版
(Accessed September 22, 2011 at http://www.jcog.jp/doctor/tool/RECISTv11J̲20100810.pdf)

ver.1.0
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胃(33)

化学療法

QI 28

（改訂あり）

化学療法による有害事象の記載

分子：

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

分母：

外来で化学療法を受けた胃癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
抗悪性腫瘍薬の臨床評価⽅法に関するガイドライン 2005

根拠

化学療法を⾏うにあたり、有害事象の有無をあらゆる機会でとらえる努⼒をすること
は、その早期発⾒と対策のために非常に重要である。特に外来化学療法においては、患者
のQuality of Life（QOL）の向上と引き換えに、重篤な合併症が⽣じた場合に受診が遅れ
る危険性が常にあることを念頭におく必要がある。共通の基準・用語を持たずに各施設で
散発的に起きている有害事象が共有されないままでおかれることは、治療の安全性を客観
的・科学的データとして集積し対策を⽴てるためにも望ましいことではない。そのため統
⼀的な記載⽅式を広めていく必要がある。厚⽣労働省は医薬品承認申請において、「抗悪
性腫瘍薬の臨床評価⽅法に関するガイドライン（2005年11⽉改訂）」に従った評価を⾏
うように求めており、「有害事象の評価基準は国際的に認知されている基準（⽶国国⽴癌
研究所（NCI）のCTCAE等）を用い、その基準に従い有害事象の内容および重症度を評価
する」と⽰されている。
以上より、化学療法の副作用は、適切な対策を講じる必要があることから、化学療法を
受けている胃癌患者は毎回診察時、診療録に検体検査以外の有害事象の有無が記載される
べきである。

胃
癌

胃(34)

参考文献

1. 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.)
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フォローアップ

QI 29
実施率の
計算方法

（改訂あり）

手術後の定期的検査
分子：

術後３年間、最低年１度の腹部画像検査が施⾏されている患者数

分母：

Stage III胃癌に対する根治⼿術を受けた患者数

参照ガイドライン/先行研究
胃癌治療ガイドライン（第3版）

根拠

術後経過観察時における血清腫瘍マーカー測定の意義として、術前血清腫瘍マーカー⾼
値例で術後正常域まで低下しない場合や術後に継続的に上昇する場合には、遺残や再発を
疑い、CTなどの画像診断を⾏うことが推奨される。しかし、未分化型腺癌では術前および
術後においても血清腫瘍マーカー陰性の場合もあり、血清腫瘍マーカー陰性であることが
必ずしも再発がないことにはならない。従って、術後⼀定期間は血清腫瘍マーカー検査と
ともに定期的に画像診断を⾏い、肝、リンパ節、腹膜などの再発病変の検索を⾏うことが
勧められている。
以上より、術後の定期的なフォローは、再発の早期発⾒・早期治療および⽣命予後改善
に寄与し得ることから、Stage III胃癌に対する根治⼿術を受けた患者は、術後３年間は、
最低年１度、血清CEA測定、腹部の画像検査が⾏われるべきである。
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フォローアップ

QI 30

内視鏡切除後の定期的内視鏡検査

分子：

切除後３年間、少なくとも１年ごとに上部消化管内視鏡検査で局所再
発、多発癌の有無を検査されている患者数

分母：

内視鏡切除を受けた胃癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
胃癌治療ガイドライン（第3版）

根拠

⼿術も内視鏡もフォローの間隔がどの程度予後に影響するのか、再発の早期発⾒が治療
可能性を⾼めるのかは明らかではない。内視鏡切除対象症例は、⼿術により完全治癒が期
待される症例であるが、内視鏡切除後に現実には約12％の遺残・再発があり、特に分割切
除による不完全切除例では約30％と⾼い割合となる。⼀⽅、内視鏡切除後の異時性多発癌
が報告されており、年率で３％程度発⽣することが⽰されている。胃癌治療ガイドライン
（第２版）では、内視鏡切除後は原則として最初の１年は３〜６ヵ⽉ごと、１年以後は半
年〜１年ごとの内視鏡検査を推奨しており、改訂後の第３版でも年に１〜２回の内視鏡検
査を推奨している。
以上より、内視鏡的切除後、特に分割切除後では遺残・再発のリスクがあり、また胃癌
患者では多発癌発⽣のリスクがあることから、内視鏡切除を受けた胃癌患者は、３年間は
少なくとも１年ごとに上部消化管内視鏡検査にて局所再発、多発癌の有無を検査されるべ
きである。
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