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わが国における肝癌診療の特徴
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原発性肝癌のほぼ94％を占める肝細胞癌は他の消化器系悪性腫瘍とは際⽴って異なる特
徴を有する。すなわち、
① 肝炎ウィルス（Ｂ型およびＣ型）罹患と発癌が強い因果関係を有すること
② 治療法の選択が肝予備能に大きく左右されること
③ 治癒的な治療後であっても、再発率が⾼いこと（５年で70〜80％）
④ 再発の多くが肝内に発⽣すること
⑤ 通常の転移の他に多中⼼性発癌という再発経路が存在し、後者は障害肝の状態に強く
影響されること
⑥ 肝予備能が許す限り、再発に対して有効な治療が存在すること
⑦ 脈管侵襲という明確な予後規定因⼦が存在すること
などがあげられる。
特徴①は肝細胞癌のハイリスクグループの設定を容易にする。肝細胞癌診療ガイドライ
ンにおいて、サーベイランスアルゴリズムには検査の種類と間隔が明記されている。事
実、新たに発⾒される肝細胞癌の約1/3は腫瘍径２cm以下（単発ならT1に相当）、60％弱
が腫瘍径３cm以下である。⼀⽅、特徴②以下の理由で、肝細胞癌の治療法の選択は容易で
はない。有効とされる治療法は肝切除、肝移植、経⽪的局所療法、肝動脈塞栓療法など複
数存在するが、⽇常臨床で遭遇する頻度が⾼い割に、どういう症例でどの⽅法を選択する
べきか、専門家でさえ難しいことがまれではない。
肝癌の診療の質を測る目的からみると、診断⾯は⽅法論が確⽴し画⼀化されているた
め、それほど質のばらつきが存在するとは考えにくいが、治療⾯は逆に施設や主治医によ
るばらつきが大きいという特徴がある。これは、肝細胞癌の治療に関するエビデンスがま
だ不⼗分ということを⽰唆し、エビデンスに基づいた「診療の質指標（Quality
Indicator：QI）」の策定は困難と想定される。しかし、あえて肝癌の診療の質を評価する
ために、治療⾯でエビデンスが得られている点を中⼼にQIを策定した。これは、治療可能
な肝細胞癌には最適な治療選択を⾏うことが、診療の質の重要なポイントになると考えた
ためである。しかし、結果として治療選択のQIの多くは複数の選択肢を良しとする内容と
なっている。今後エビデンスの蓄積が進むにつれて、どの場合にどの選択肢が最適である
かが明らかになっていくと考えられ、それに合わせてQIを改訂して⽇本全国の診療の質の
向上につなげていく必要がある。
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専門家パネル委員の選定
先述したように、肝細胞癌に対するQIの設定は治療⾯が中⼼となることが予想された
が、有効な治療法が肝切除、肝移植、経⽪的局所療法、肝動脈塞栓療法など複数存在し、
それぞれ外科医、内科医、放射線科医が担当することが多いため、これら３分野の専門家
がバランスよく、専門家パネルに参加することが第⼀に勘案されるべきであると思われ
た。また、いわゆる学会の重鎮や研究グループのリーダーでは、その⽴場やそれまでの主
張に左右され、自由な議論が妨げられたり、学会における⼒関係に議論の⽅向が影響され
たりする可能性が懸念されるという意⾒もあった。そのため、⽐較的若⼿または中堅の専
門家で、かつ学会活動や論⽂執筆などに積極的で、肝細胞癌の最新知⾒に詳しいと思われ
る⼈物という想定のもとに、専門家パネル委員候補の検討を⾏った。その結果、肝癌専門
内科医３名、肝臓専門外科医２名、肝癌専門放射線科医１名、肝癌非専門内科医１名、肝
臓非専門外科医１名、肝癌非専門放射線科医１名の合計９名を選定した。関⻄２名、東北
１名を含め、関東だけに偏らないように留意した
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QIの策定にあたっての留意点

４つのQIを策定した。肝細胞癌の腫瘍マーカーの代表はAlpha-Fetoprotein（AFP）、
Protein Induced by Vitamin K Absence or Antagonist-Ⅱ（PIVKA-Ⅱ）、AFP-L3分画の
３つである。これら３つの腫瘍マーカーは診断、治療後のフォローアップのいずれにも有
用なため、ガイドラインでは肝炎、肝硬変を有する患者群で、これらの測定を推奨してい
る。ただし、AFP-L3分画は⽐較的歴史が浅いこと、最近まで保険診療上、３つの腫瘍マー
カーを同時に測定できなかったことから、QIにはAFP、PIVKA-Ⅱの２つを盛り込んだ（QI
１）。

肝(3)

直径２cmを超えるような、典型的な肝細胞癌の画像診断法はほぼ確⽴されたといってよ
い。特に禁忌のない限り造影し、少なくとも早期相と後期相の２回は撮像することが標準
とされている。造影シリーズを１度しか撮像しないのは、肝細胞癌の診断には不⼗分と
いってよいので、この点をQI ２に反映させた。ただし、CTが圧倒的に広く普及しているわ
が国の現実を考慮し、撮像の⽅法はCTとMRIの両⽅を可とした。
肝癌の治療において、腫瘍条件のみならず、肝機能条件の正確な評価は最も重要なポイ
ントの１つである（QI ３）。わが国ではIndocyanine Green（ICG）を用いたICG 15分停
滞値が広く普及しているので、これをQI４に反映させた。ただし、経⽪的局所療法、肝動
脈塞栓療法の前には必ずしも⾏われないため、肝切除前に限定した。

ガイドラインでは、肝障害度ＡまたはＢ、単発または個数３個以下、腫瘍径３cm以下を
満たす肝細胞癌に対する治療として、肝切除と経⽪的局所療法が推奨されている。しか
し、どちらを第１選択とするべきかについて、明確なエビデンスはない。従って、この条
件の肝細胞癌に対しては、両⽅の治療法について⼗分な説明がなされた上で、いずれかの
治療が選択されることが重要と考え、QI ５〜７が設定された。
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肝障害度Ｃの肝細胞癌患者には肝移植以外の根治的治療は確⽴されていない。それ以外
の治療は肝機能への負担から肝不全のリスクが⾼いため、その施⾏前には⼗分な説明を要
する（QI ８）。肝移植は理論的に優れており、予後も良好である⼀⽅、脳死肝グラフトの
利用が現実的ではなく、⽣体肝グラフトにはドナーへのリスクを伴うことから、わが国で
は慎重に適応を決定するべきであるとされている。しかし、移植の可能性をまったく説明
しないのも患者の自⼰決定権を侵害することになり得ると考え、QI 15を設定した。
経⽪的局所療法の中でも医療機器の発達に伴い、治療法の変遷があり、最近はラジオ波
焼灼療法（RFA）の優位性が複数のRCTにより、確⽴されている。RFA以外の経⽪的局所療
法が⾏われるのは、何らかの理由があるはずであり、それが⼗分に患者に説明されること
が重要である。そのため、RFA不施⾏の理由が診療録に記載されているか否かで、この点を
評価することにした（QI ９）。
肝動脈（化学）塞栓療法（TA(C)E）の現時点での位置づけは、肝切除や経⽪的局所療法
には明らかに劣るものの、他の⼀般的な抗がん治療（化学療法や放射線療法）よりは有効
というものである。従って、特に禁忌のない限り、肝切除や経⽪的局所療法の適応外症例
にはTA(C)Eが選択されるべきである（QI 10）。TAE時にリピオドールを含んだ懸濁液を
用いる意義については、明確なエビデンスはないものの、わが国ではすでに⼀般的であ
る。ガイドラインも推奨しているため、QI 14に反映させたが、実施率が⾼いために、QIと
しては適当でない可能性がある。また、TAEの有効性は適切なタイミングでの繰り返し施⾏
に依拠することが、すでにRCTで明らかであり、TAE後の効果判定にはdynamic CTまたは
腫瘍マーカー測定が有用なことから、QI 22〜24を策定した。再施⾏のタイミングは腫瘍
マーカーの増加、画像検査で腫瘍径の増大、血流豊富な腫瘍の出現のいずれかで判定する
ためにQI 25を加えた。

特徴③〜⑥のため、肝細胞癌の治療において、再発時の治療法選択は重要なポイントで
ある。他の消化器系悪性腫瘍と異なり、肝細胞癌では再発への積極的治療が初回治療と同
様、有効であり、選択法は初回と同じ考え⽅でよいとされている。そこで、QI 11〜13を
設定した。
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肝細胞癌に対する抗がん治療に有効な薬剤・レジメンはなかったため、QI 19を設定し
た。しかし、2008年６⽉に根治治療不能の肝細胞癌に対するソラフェニブの予後延⻑効果
が大規模RCTで証明され、現在、ソラフェニブの保険収載が検討中であることから、QI 19
は今後再検討を要すると思われる。
肝細胞癌に対するホルモン療法は⼀時大いに期待されたが、1990年代に複数のRCTに
よって否定されたため、あえてホルモン療法を選択することは問題である。よって、QI 20
を策定した。ただし、もともとわが国ではホルモン療法は⼀般的ではないため、実測する
と施⾏例は皆無である可能性、すなわちQIには向かない可能性があり、実測結果によって
は削除を検討すべきかもしれない。

肝癌に対する切除後あるいは経⽪的局所療法後の有効な補助療法は確⽴されていない。
安易な補助化学療法はむしろ有害であるという危険性を⽰唆した報告もある。QIに利用で
きる知⾒はなかった。

肝癌の最大の予後不良因⼦は脈管侵襲であり（特徴⑦）、他に腫瘍の分化度があげられ
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る。従って、これらは切除標本の病理所⾒で最も重視すべきポイントである。担当医が経
過観察にあたって、これら２点を認識しているかどうかを評価するため、診療録への記載
の有無をQI 16として取り上げた。それ以外に遺残の有無、切除マージン、肝内転移の有無
など、予後を⽰唆するポイントを考慮しているかどうかをQI 17〜18として、設定した。

まとめ
全部で25のQIを設定した。肝細胞癌の治療法の選択には、各施設における治療法の得⼿
不得⼿が大いに関係するのがわが国の現状である。有効な４つの治療法、すなわち肝切
除、経⽪的局所療法、肝移植、肝動脈塞栓療法のすべてが⾼いレベルで施⾏される施設
は、がん診療連携拠点病院でさえ少なく、むしろ希少といってよい。本QIは各施設の各治
療法の質を直接測るものではないため、１つの治療法に突出して優れた施設の評価に適切
かどうかという問題がある。それぞれの治療法の代表的施設や４つの治療法が⼀定以上の
レベルを保っている施設で実測してみて、その結果をよく検討しなければ、本QIの最終的
な妥当性・実用性の評価は難しいと考えられる。
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治療前評価

QI 1
実施率の
計算方法

診断時腫瘍マーカーの測定
分子：

AFP、PIVKA-IIの両⽅を診断から治療までの間に測定された患者数

分母：

肝細胞癌と診断された患者数
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根拠

⼀般に⾼リスク集団に対して腫瘍マーカーと画像診断を併用したスクリーニングは頻繁
に⾏われている。頻用されるAFPの感度、特異度は⾼くなく、PIVKA-IIにおいても特異度
はAFPよりも⾼いものの感度は⾼くない。しかし、腫瘍マーカーは診断以外にも、治療反
応性の評価や予後推定に役⽴つ可能性があり、特に、治療効果を反映して腫瘍マーカーが
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低下することはよく知られている。PIVKA-IIは予後の推定因⼦の１つとして使用されてお
り、また直接に検証され独⽴した予後因⼦として検証も⾏われていることから、PIVKA-II
の予後推定因⼦としての有用性は⼀定の合意があると考えられる。さらにAFP、PIVKA-II
が両⽅とも上昇するとは限らず、かつ互いの値に相関性の低いことが知られており、独⽴
した情報が得られることなどを考慮すると、両⽅測定することは意義があると考えられ
る。
以上より、肝細胞癌と診断された患者では診断時にAFP、PIVKA-IIの両⽅で測定される
べきである。
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治療前評価

QI 2
実施率の
計算方法

治療前画像検査
分子：

CTまたはMRIによるdynamic studyがその前に⾏われた患者数

分母：

肝細胞癌に対して⼿術、経⽪的局所療法、肝動脈（化学）塞栓療法の
いずれかが⾏われた患者数
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感度・特異度のバランスを考慮して診断時において必須の検査を決めることが必要であ
るが、腫瘍の個数、腫瘍の最大径や位置から治療⽅針が決定されることを考慮すると、感
度の重視が重要と考えられる。特にdynamic CTやMRIはともに典型的肝細胞癌に対して
検出感度が⾼く、典型的肝細胞癌の診断にはdynamic CTまたはdynamic MRIを用いるべ
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きである。現状では、MRIとCTの⽐較ではほぼ同等、あるいはMRIが優れているとの評価
が⼀般的であるが、普及度などを考慮すると、CTによる検索も許容可能と思われる。腹部
超⾳波検査は低侵襲という利点はあるものの、質的診断能が劣ること、肝の全領域を評価
することが困難な場合があること、検査者の技量によってその性能が大きく影響されるリ
スクがあること等により、dynamic CT／MRIが必須と考えられる。
以上、肝細胞癌の画像診断においてdynamic CT／MRIは感度・特異度のバランスが最
もよいことから、肝細胞癌に対して侵襲的治療（⼿術、経⽪的局所療法、肝動脈（化学）
塞栓療法）が施⾏される患者には、治療に先⽴ってCTまたはMRIによるdynamic studyが
⾏われるべきである。
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肝(7)

治療前評価

QI 3

治療前の記載事項

分子：

治療開始前のStage分類（TNMまたはTNMの判定因⼦）と肝機能
（Child-Pugh分類または、肝障害度）の診療録記載がある患者数

分母：

肝細胞癌に対して治療を受けた患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
肝癌診療ガイドライン2005年版

根拠

RQ 25

肝切除後の予後因⼦はStage分類、脈管侵襲、肝機能、腫瘍数であることが科学的根拠
に基づく肝癌診療ガイドラインに記載されている。これら予後因⼦を診療録に記載するこ

肝
癌

とで、医療者の意識が自ら促されるばかりでなく、医療者間でコミュニケーションの共有
が可能となり、患者の円滑なフォロー、再発等の早期発⾒につながると考えられる。さま
ざまな種類のStage分類があるが、腫瘍径、個数、脈管侵襲、およびリンパ節や遠隔臓器
への転移などを総合したTNM分類が最も⼀般的である。肝機能の評価にはさまざまな⽅法
があるが、Cancer of the Liver Italian Program（CLIP）スコア、Barcelona Clinic
Liver Cancer Scoring（BCLC）に⽐べて軽症例も識別できるJapan Integrated Staging
（JIS）スコアが優れていることが検証されている。肝障害度分類について、総合的な分類
から予後を検証した研究はないが、構成要素はChild-Pugh分類にICG停滞率を加えたもの
であり、広く使用されている有用な指標と考えられる。
以上より、肝細胞癌に対して治療を受ける患者は治療開始前にStage分類（TNMまたは
TNMの判定因⼦）と肝機能（Child-Pugh分類または、肝障害度）が診療録に記載されるべ
きである。

参考文献
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11. Okuda K, Ohtsuki T, Obata H, et al. Natural history of hepatocellular carcinoma and prognosis in relation to treatment.
Study of 850 patients. Cancer;56:918-28.1985.
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肝(8)

治療前評価

QI 4
実施率の
計算方法

ICG 15分停滞率の測定
分子：

ICG 15分停滞率が治療開始前に測定された患者数

分母：

初回に肝切除術を受けた肝細胞癌患者数

参照ガイドライン/先行研究
肝癌診療ガイドライン2005年版

根拠

RQ 21

ICG停滞率を肝機能の評価に使用することは広く⾏われている。科学的根拠に基づく肝
癌診療ガイドラインにおいても、ICGによる術前肝機能評価因⼦としての有用性が指摘さ
れている。その根拠として、術後合併症の有無ではICG 15分停滞率に有意差はみられない
ものの術後死亡との関連ではT-Bil、ALT、γ-GTPとともにICG 15分停滞率が有意な予測因
⼦であり、特にICG 15分停滞率が最も良い予測因⼦であったとの報告を引用している。
ICG停滞率は腹⽔などの門脈圧亢進の所⾒がなく、ビリルビンが正常な症例における肝切

肝
癌

除の範囲の大きさを決定する上でも有用であり、肝切除の計画にあたって必須の検査とい
える。
以上、ICG 15分停滞率は術後死亡の優れた予測因⼦であり、⼿術適応などを含む治療⽅
針の決定に有用であることから、肝切除術を受ける肝細胞癌患者は、ICG 15分停滞率が測
定されるべきである。

参考文献
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patients with hepatocellular carcinoma treated in the United States, France, and Japan. Annals of surgery 2003;238(5):711-9.
10. Raza SA, Clifford GM, Franceschi S. Worldwide variation in the relative importance of hepatitis B and hepatitis C viruses in
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肝(9)

局所療法（手術・TA（C）Eを含む）

QI 5

（改訂あり）

治療法の選択（腫瘍径３cm以下、個数３個以下）

分子：

肝切除術または局所療法（経⽪的エタノール注⼊（PEI）、マイクロ
波凝固（PMCT）、またはラジオ波焼灼療法（RFA））が⾏われた
か、⾏わない場合は理由の記載がある患者数

分母：

肝障害度Ａで腫瘍径が最大３cm以下、個数３個以下の肝細胞癌患者
数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
肝癌診療ガイドライン2005年版

肝
癌

根拠

アルゴリズム

科学的根拠に基づくガイドラインでは、肝細胞癌治療アルゴリズムとして、肝障害度
Ａ、Ｂにおける腫瘍径が３cm以内で個数３個以下のもの、または単発のものには、切除
術、ついで局所療法が推奨されている。その根拠となっているのは⽇本肝癌研究会全国追
跡調査のデータに基づく前向きコホート研究の解析で、肝切除術と経⽪的エタノール注⼊
療法（PEI）の⽣存率を⽐較すると、肝切除術が有意に良好だったという報告である。腫
瘍径３cm以下で個数３個以下の患者100 〜200名程度を対象にラジオ波焼灼療法（RFA）
とPEIを⽐較した３研究ではいずれも⽣存率がRFAで優れているということが証明された
（ただし、RFAの成績は⼗分な観察期間を経ていないため、参考程度と考えるべきであ
る）。また４cm以下の単発例か３cm以下で個数３個以下の肝細胞癌患者72名を対象とし
てRFAと経⽪的マイクロ波凝固療法（PMCT）を⽐較した研究では、再発率に有意差を認
めなかった。肝切除術と経⽪的局所療法を⽐較したRCTが２件報告され、いずれも両者は
同等という結論だが、デザインに重大な⽋陥を抱えたRCTであり、その結論をそのままエ
ビデンスとして受け⼊れるべきではない。現時点では、経⽪的局所療法におけるRFAの優
位性が確⽴されつつあるが、肝切除術との⽐較については結論が出ていない、と考えるべ
きである。
以上より、肝障害度Ａで腫瘍径が３cm以下で個数が３個以下の肝細胞癌患者には肝切除
術または経⽪的局所療法（PEI、PMCTまたはRFA）が⾏われるべきであり、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
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radiofrequency thermal ablation versus percutaneous ethanol injection. Radiology;228:235-40.2003.
6. Lin SM, Lin CJ, Lin CC, Hsu CW, Chen YC. Randomised controlled trial comparing percutaneous radiofrequency thermal
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7. Shiina S, Teratani T, Obi S, et al. A randomized controlled trial of radiofrequency ablation with ethanol injection for small
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局所療法（手術・TA（C）Eを含む）

QI 6
実施率の
計算方法

（改訂あり）

治療法の選択（腫瘍径３～５cm）
分子：

肝切除術が施⾏されたか、施⾏しない場合には理由が記載される

分母：

肝障害度Ａで腫瘍径が３〜５cmの単発性肝細胞癌患者数

参照ガイドライン/先行研究
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根拠

アルゴリズム、RQ 22

単発の肝細胞癌の治療法として、科学的根拠に基づくガイドラインでは、肝細胞癌治療
アルゴリズム上大きさにかかわらず肝切除術を推奨している。その根拠は⽇本肝癌研究会
の追跡調査上、腫瘍径２cm以上の症例で、肝切除術が経⽪的エタノール注⼊療法
（PEI）、肝動脈塞栓療法（TAE）よりも成績が良いということにある。
PEIよりも優れた局所療法であるラジオ波焼灼療法（RFA）と肝切除術の⽐較について
は、⻑期成績の優劣に関する結論は出ていない。⼀般にPEI同様、RFAは３cm以下の腫瘍

肝
癌

条件に対してよい適応と考えられている。３cmを超える腫瘍に対しては、研究としてRFA
の適応拡大が検討されている段階であり、適応範囲に関する⼀定のコンセンサスはない。
５cmを超えると、RFAの施⾏はごく少数の施設における特殊な条件の症例に限定されると
思われる。したがって、RFAが⼀般的な適応３cm以内を超えて施⾏されるとしても、その
ほとんどは５cm以下と考えられる。現時点で腫瘍径が３〜５cmの単発性の肝細胞癌に対
し、RFAと肝切除を⽐較したデータがない以上、この腫瘍条件では肝切除が第1 選択と考
えるべきである。⼀⽅、肝機能不良例では肝切除が適応外となり、RFAが選択されること
もありうる。
以上より、肝切除がほとんどの症例で適応と考えられる肝障害度Ａならば、腫瘍径が３
〜５cmの単発性の肝細胞癌に対し、肝切除術が⾏われるべきであり、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。
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局所療法（手術・TA（C）Eを含む）

QI 7

（改訂あり）

治療法選択の患者への説明（肝障害度Ａ、Ｂ）

分子：

施⾏されなかった⽅の治療についての診療録記載がある患者数（説明
⽂を渡した記載でも可）

分母：

肝障害度ＡまたはＢで腫瘍径が最大３cm以下、個数３個以下の肝細
胞癌に対して肝切除術または局所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
特になし

根拠

肝
癌

肝切除術と経⽪的局所療法について、大規模なRCTによる⽐較はなく、また、そのどち
らにも⻑所・短所が存在する。第17回全国原発性肝癌追跡調査報告では、腫瘍径２cm以
下の肝障害度Ａ、Ｂの患者の５年⽣存率は各76％、58％である。ラジオ波焼灼療法
（RFA）では肝障害度Ａで76％、肝障害度Ｂで０％、マイクロ波凝固療法（MCT）では各
50％、36％、経⽪的エタノール注⼊療法（PEI）では各43％、33％であるが、⼿術に⽐
較して侵襲性は少ない。患者が自らの治療⽅針について意思決定を⾏うことは患者の権利
でもあり、またよい医師―患者関係のための基本である。これは特にさまざまな治療⽅針
がある中でどのようなものが最も有効であるのかという決定的なエビデンスに⽋け、選択
の余地が広い場合には重要である。
以上、肝障害度ＡまたはＢで腫瘍径最大３cm以下個数３個以下の肝細胞癌に対しては、
肝切除術と経⽪的局所療法の両⽅の適応があり、患者が情報を得て選択することが重要で
あることから、肝切除術または局所療法を受ける患者には両者の⻑所、短所が患者に説明
され、診療録に記載されるべきである。

参考文献
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1. ⽇本肝癌研究会. 第17回全国原発性肝癌追跡調査報告. 京都; 2006.

局所療法（手術・TA（C）Eを含む）

QI 8
実施率の
計算方法

（改訂あり）

治療法選択の患者への説明（肝障害度Ｃ）
分子：

期待される効果とリスクに対する説明の診療録記載がある患者数

分母：

肝障害度Ｃで肝移植以外の抗がん治療を受けた肝細胞癌患者数

参照ガイドライン/先行研究
特になし

根拠

肝障害度Ｃ の症例に対する肝切除術や経⽪的局所療法の施⾏は肝不全のリスクが⾼く、
適応は慎重に検討されねばならない。実際、全国調査によると、全肝切除症例、全経⽪的
局所療法症例のうち、肝障害度Ｃ の占める割合はそれぞれ２％、７％と極めて少ない。ま
た、その⻑期成績も肝切除術、ラジオ波焼灼療法、マイクロ波凝固壊死療法の３年⽣存率
はいずれも50％程度であり、エタノール注⼊療法では37％、肝動脈塞栓療法では20％と
芳しくない。ほとんどの肝細胞癌に対する侵襲的治療法のRCT がChild-Pugh分類Ａおよ

肝
癌

びＢを対象としており、RCTは概して肝障害度の軽い例に対して⾏われている。肝動脈
（化学）塞栓療法に関するRCTのレビューでは対象の総患者のうち、Child-Pugh分類Ｃは
６％であり、非RCTでも９％にすぎなかった。重症肝障害例に対する治療法の良質のエビ
デンスはほとんどなく、またこのような侵襲的治療が肝障害を悪化させる危険性もあるた
め、リスクを⼗分に説明し、患者が納得した上で治療を⾏うべきである。
以上より、肝移植以外の抗がん治療は、肝障害度Ｃ の患者に対して有効性が確⽴してい
ないため、肝障害度Ｃ の患者が肝移植以外の抗がん治療を受ける場合には、期待される効
果と、リスクに対する説明がなされ、診療録に記載されるべきである。

参考文献

1.
2.
3.
4.

⽇本肝癌研究会. 原発性肝癌取扱い規約. 2nd ed. 東京: ⾦原出版; 2003.
⽇本肝癌研究会. 第17 回全国原発性肝癌追跡調査報告. 京都; 2006.
科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン作成に関する研究班. 科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン. 東京: ⾦原出版; 2005.
Marelli L, Stigliano R, Triantos C, et al. Transarterial therapy for hepatocellular carcinoma: which technique is more

effective? A systematic review of cohort and randomized studies. Cardiovascular and interventional radiology 2007;30(1):6-25.
5. Lopez PM, Villanueva A, Llovet JM. Systematic review: evidence-based management of hepatocellular carcinoma--an
updated analysis of randomized controlled trials. Alimentary pharmacology & therapeutics 2006;23(11):1535-47.
6. Bruix J, Sherman M. Management of hepatocellular carcinoma. Hepatology (Baltimore, Md 2005;42(5):1208-36.

肝(13)

局所療法（手術・TA（C）Eを含む）

QI 9

経皮的局所療法の選択

分子：

ラジオ波焼灼療法（RFA）を施⾏できない理由の診療録記載がある患
者数

分母：

初期治療で、経⽪的エタノール注⼊療法（PEI）が⾏われた肝細胞癌
患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
肝癌診療ガイドライン2005年版

根拠

肝
癌

RQ 54

局所療法のうち、腫瘍径が３cm以上の場合、RFAのほうが広範囲の治療が可能である以
外、RFAとPEIの適応に大きな相違はない。しかし腫瘍径３cm以下、個数３個以下で100
〜200名程度の患者を対象としてRFAとPEIを⽐較した３件のRCTでは、いずれも⽣存率が
RFAで優れていることが証明された。また、RFA、PEI、⾼用量PEIの局所進⾏率、術後⽣
存率を⽐較したRCTでは、腫瘍径２cm以下の腫瘍について差は⾒られなかったが、腫瘍径
2.1〜３cmの場合３年局所進⾏率はRFAで有意に低く、腫瘍径3.1〜４cmにおいてもRFA
は３年時の局所進⾏率、⽣存率ともに他の２法に⽐べて優れていた。
以上より、初期治療でPEIが⾏われる患者については、例えば患者の希望や施設的な問
題など、RFAを施⾏できない理由が診療録に記載されるべきである。

参考文献

1. Lencioni RA, Allgaier HP, Cioni D, et al. Small hepatocellular carcinoma in cirrhosis: randomized comparison of
radiofrequency thermal ablation versus percutaneous ethanol injection. Radiology 2003;228(1):235-40.
2. Lin SM, Lin CJ, Lin CC, Hsu CW, Chen YC. Randomised controlled trial comparing percutaneous radiofrequency thermal
ablation, percutaneous ethanol injection, and percutaneous acetic acid injection to treat hepatocellular carcinoma of 3 cm or
less. Gut 2005;54(8):1151-6.
3. Shiina S, Teratani T, Obi S, et al. A randomized controlled trial of radiofrequency ablation with ethanol injection for small
hepatocellular carcinoma. Gastroenterology 2005;129(1):122-30.
4. Lin SM, Lin CJ, Lin CC, Hsu CW, Chen YC. Radiofrequency ablation improves prognosis compared with ethanol injection for
hepatocellular carcinoma < or =4 cm. Gastroenterology 2004;127(6):1714-23.

肝(14)

局所療法（手術・TA（C）Eを含む）

QI 10
実施率の
計算方法

（改訂あり）

肝動脈（化学）塞栓療法（TA（C）E）の適応
分子：

TA(C)E/TAIまたは、分⼦標的薬治療が⾏われた患者数

分母：

Stage IVa以下でVp0〜2、かつChild-Pugh分類Ａ、Ｂの肝細胞癌患
者で、⼿術・局所療法不能の患者数（⼿術・経⽪的局所療法が診断か
ら３ヵ⽉以内に⾏われないもの）

参照ガイドライン/先行研究
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根拠

RQ 44

TA（C）Eは⼀般的に⼿術不能な患者に対する治療法とされていたが、９件のRCTから
687名の肝細胞癌を対象とした最新のメタアナリシスでは、無治療または不完全な治療
（5FU、タモキシフェン）に対するTA（C）Eの⽣存率改善効果が認められている。⼀⽅、

肝
癌

肝動脈塞栓療法（TAE）とTA（C）Eとの差は認められなかった。これらのRCTの対象患者
は基本的にChild-Pugh分類がＡ、Ｂまたは奥⽥分類 Ｉ または II が大半の肝切除不能患者
であり、切除不能な肝細胞癌に対してTA（C）Eは有効な治療法と考えられる。切除不能
症例とは⼀般に腹⽔や門脈圧亢進所⾒や総ビリルビンの上昇が⾒られる症例であるが、根
治を目指して経⽪的局所療法などが⾏われる場合もあることから、これらが⾏われない例
で、肝機能が著しく悪いものを除いて基本的な治療としてTA（C）Eを⾏うことが望まし
い。
また、SHAP trialの結果、⼿術・経⽪的局所療法が適応外の場合、分⼦標的薬の⼀つであ
るソラフェニブの予後延⻑効果が⽰された。この知⾒は肝癌診療ガイドライン2009年版に
は取り⼊れられていないものの、2009年5⽉の保険収載以降、臨床現場では広く受け⼊れ
られいると思われる。
以上、⼿術・経⽪的局所療法が⾏われない場合、TA（C）Eや分⼦標的薬治療では無治
療に⽐較して予後改善が望まれるため、Stage IVa以下でVp0〜2、かつChild-Pugh分類
Ａ、Ｂの肝細胞癌患者で、⼿術・局所療法不能の患者（⼿術・経⽪的局所療法が診断から
３ヵ⽉以内に⾏われないもの）には、TA（C）Eもしくは分⼦標的薬治療が⾏われるべき
である。

参考文献

1. Marelli L, Stigliano R, Triantos C, et al. Transarterial therapy for hepatocellular carcinoma: which technique is more
effective? A systematic review of cohort and randomized studies. Cardiovasc Intervent Radiol 2007;30(1):6-25.
2. Llovet JM, Real MI, Montana X, et al. Arterial embolisation or chemoembolisation versus symptomatic treatment in patients
with unresectable hepatocellular carcinoma: a randomised controlled trial. Lancet 2002;359(9319):1734-9.
3. Lo CM, Ngan H, Tso WK, et al. Randomized controlled trial of transarterial lipiodol chemoembolization for unresectable
hepatocellular carcinoma. Hepatology (Baltimore, Md 2002;35(5):1164-71.
4. Geschwind JF, Ramsey DE, Choti MA, Thuluvath PJ, Huncharek MS. Chemoembolization of hepatocellular carcinoma: results
of a metaanalysis. Am J Clin Oncol 2003;26(4):344-9.
5. Llovet JM, Bruix J. Systematic review of randomized trials for unresectable hepatocellular carcinoma: Chemoembolization
improves survival. Hepatology (Baltimore, Md 2003;37(2):429-42.
6. Llovet JM, Ricci S, Mazzaferro V, et al. Sorafenib in advanced hepatocellular carcinoma. N Engl J Med 359: 378-390, 2008.
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局所療法（手術・TA（C）Eを含む）

QI 11

再発患者の治療（肝障害度Ａの腫瘍径３～５cmの単
発性肝細胞癌）
分子：

肝切除術が⾏われた、または⾏われない理由の診療録記載がある患者
数

分母：

肝障害度Ａ、単発性で腫瘍径３〜５cmの再発肝細胞癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
肝癌診療ガイドライン2005年版

根拠

RQ 24

科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドラインでは、再発肝細胞癌の成績を検討した報告か
ら、再切除による⼿術死亡がChild- Pugh分類Ｂ、Ｃまたは、術中大量出血の関与のため

肝
癌

として、肝機能良好（Child-Pugh分類Ａ）な単発例には積極的な再肝切除術を推奨してい
る。特に再発性の肝細胞癌患者を対象に、肝切除術、局所療法（RFA、PEI、MCT）、肝
動脈塞栓療法TA(C)E、対症療法の中で最適な治療法を検討したRCTは存在しない。⼩規模
試験ではあるが、肝切除術とラジオ波焼灼療法（RFA）の⽣存率を２年間⽐較した研究で
は、肝切除術のほうがよい傾向がみられたものの有意差は認められていない。また肝切除
術、TA(C)E、経⽪的エタノール注⼊療法（PEIT）、化学療法、保存療法を⽐較した研究
では、有意差はないものの、肝切除術で⽣存率が最も⾼かった。
以上、肝障害度Ａの単発性で腫瘍径３〜５cmの再発肝細胞癌患者は根治療法のよい適応
であることから、肝切除術が⾏われるか、⾏わ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
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8. Shimada M, Takenaka K, Taguchi K, et al. Prognostic factors after repeat hepatectomy for recurrent hepatocellular
carcinoma. Annals of surgery 1998;227(1):80-5.
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17. Okazaki M, Yamasaki S, Ono H, et al. Chemoembolotherapy for recurrent hepatocellular carcinoma in the residual liver
after hepatectomy. Hepato-gastroenterology 1993;40(4):320-3.

肝(16)

18. Covey AM, Maluccio MA, Schubert J, et al. Particle embolization of recurrent hepatocellular carcinoma after hepatectomy.
Cancer 2006;106(10):2181-9.

肝
癌

肝(17)

局所療法（手術・TA（C）Eを含む）

QI 12

再発患者の治療（肝障害度Ａの腫瘍径３cm以下の単
発性肝細胞癌）
分子：

肝切除術または局所療法が⾏われた、または、⾏われない理由の診療
録記載がある患者数

分母：

肝障害度Ａ、単発性で腫瘍径３cm以下の再発肝細胞癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
肝癌診療ガイドライン2005年版

根拠

RQ 24

再発性の肝細胞癌患者を対象に、肝切除術、局所療法（RFA、MCT、PEI）、肝動脈塞
栓療法（TA(C)E）、対症療法のうち、最適な治療法を検討したRCTは存在しない。３年⽣

肝
癌

存率は再肝切除術で59〜80％、RFA／MCTで43〜78％、PEIで22〜84％、TA(C)Eで24
〜48％である。⼩規模試験ではあるが、肝切除術とRFAの⽣存率を２年間⽐較した研究で
は肝切除術のほうが良好であったが有意差はなく、また肝切除術、TA(C)E、PEI、化学療
法、保存療法を⽐較した研究では、有意差はないものの肝切除術が最も⽣存率が⾼かっ
た。科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドラインでは肝障害度Ａの単発性再発肝細胞癌に対
しては肝切除術を勧めているが、腫瘍径などを考慮すると肝切除術を必ずしも施⾏できる
とは限らないため、肝切除術または局所療法を総合的に考えるべきであり、単発性の再発
肝細胞癌患者については、根治を目指した治療を⾏うべきであると考えられる。
以上、肝障害度Ａの単発性腫瘍径３cm以下の再発肝細胞癌患者は、根治療法のよい適応
であることから、肝切除術または局所療法（PEI、MCTまたはRFA）が⾏われるか、⾏わ
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. Lee PH, Lin WJ, Tsang YM, et al. Clinical management of recurrent hepatocellular carcinoma. Annals of surgery 1995;222
(5):670-6.
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局所療法（手術・TA（C）Eを含む）

QI 13

再発患者の治療（肝障害度Ａの腫瘍径３cm以下、個
数２～３個の再発肝細胞癌）
分子：

肝切除術または局所療法または肝動脈（化学）塞栓療法（TA（C）
E）が⾏われた、または、⾏われない理由の診療録記載がある患者数

分母：

肝障害度Ａ、最大腫瘍径３cm以下、個数２〜３個の再発肝細胞癌患
者数

実施率の
計算方法
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RQ 24

特に再発性の肝細胞癌患者を対象に、肝切除術、局所療法（RFA、MCT、PEI）、TA(C)
E、対症療法のうち最適な治療法を検討したRCTは存在しない。３年⽣存率は再肝切除術
で59〜80％、RFA／MCTで43〜78％、PEIで22〜84％、TA(C)E で24〜 48％である。
⼿術可能な再発肝細胞癌（個数３個以下であり、Child-Pugh分類、ICG 15分値で判断。
基準の詳細は不明）に対して肝切除術とTA(C)Eを⽐較した⼩規模試験では、３年⽣存率は
肝切除術とTA(C)Eで有意差を認めなかった。また肝切除術、TA(C)E、PEI、化学療法、
保存療法を⽐較した⼩規模試験では有意差はないものの、肝切除術が最も⽣存率が良好で
あり、次にTA(C)Eであった。最近の研究では個数３個以下の再発肝細胞癌患者106例に対
する肝切除術、PEI／RFA、TA(C)Eを⽐較し、各⽣存曲線に有意差を認めなかった。単発
性の再発肝細胞癌患者については、根治を目指した治療をすべきである。TA(C)Eについて
は、⼀般に根治性が肝切除術、局所療法よりも劣ると考えられており、状態のよい再発例
を対象とした明らかな違いは、研究で⽰されていないものの、条件のよい再発例に対し
て、許容可能とするかどうかは検討の余地がある。
以上、肝障害度Ａの腫瘍径３cm以下、個数２〜３個以下の再発肝細胞癌患者は、根治療
法のよい適応であることから、肝切除術または局所療法（PEI、MCTまたはRFA）または
TA(C)E が⾏われるか、⾏わ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
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局所療法（手術・TA（C）Eを含む）

QI 14
実施率の
計算方法

リピオドール肝動脈（化学）塞栓療法（TA（C）E）
分子：

リピオドールが混合して使用された患者数

分母：

TA（C）Eを受けた肝細胞癌患者数

参照ガイドライン/先行研究
肝癌診療ガイドライン2005年版

根拠

RQ 46

科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドラインでは、TA(C)Eを施⾏する際のリピオドール混
合を推奨している。その理由の１つとして、化学療法のみではなくリピオドールを使用す
ることで、その後のCT検査での⼩さな衛星結節、肝内転移巣が発⾒されやすくなるという
理由をあげている。また、化学療法剤と混合（エマルジョン）することにより、化学療法

肝
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の癌への停留を促進するともいわれている。最近のTA(C)Eのさまざまな技法に関する175
件の研究の系統的レビューでは、すべての研究でリピオドールが使用されており、その使
用はもはや標準ともいえる。逆にリピオドールそのものの患者アウトカムに関する効果は
検証されていない。
以上、リピオドール混合による抗腫瘍効果および腫瘍における停滞により治療効果の追
跡が画像的に容易になることから、肝細胞癌患者がTA(C)Eを受ける場合、リピオドールが
混合されるべきである。

参考文献

1. 社団法⼈・⽇本肝臓学会. 肝癌診療マニュアル. 東京: 医学書院; 2007.
2. Konno T, Maeda H, Iwai K, et al. Effect of arterial administration of high-molecular-weight anticancer agent SMANCS with
lipid lymphographic agent on hepatoma: a preliminary report. European journal of cancer & clinical oncology 1983;19(8):105365.
3. 科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン作成に関する研究班. 科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン. 東京: ⾦原出版; 2005.
4. Fung KT, Li FT, Raimondo ML, et al. Systematic review of radiological imaging for hepatocellular carcinoma in cirrhotic
patients. The British journal of radiology 2004;77(920):633-40.
5. Marelli L, Stigliano R, Triantos C, et al. Transarterial therapy for hepatocellular carcinoma: which technique is more
effective? A systematic review of cohort and randomized studies. Cardiovascular and interventional radiology 2007;30(1):6-25.
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局所療法（手術・TA（C）Eを含む）

QI 15
実施率の
計算方法

肝移植の適応の説明
分子：

肝移植の可能性の説明がなされたことの記載がある患者数

分母：

ミラノ基準内、肝障害度Ｃで65歳以下の肝細胞癌患者数

参照ガイドライン/先行研究
肝癌診療ガイドライン2005年版

根拠

RQ治療アルゴリズム

非代償性肝硬変の患者に対する有効な治療法は現在存在しないが、移植だけは例外で、
非代償性肝硬変であっても⽐較的安全に⾏うことができる。科学的根拠に基づく肝癌診療
ガイドラインでは、ミラノ基準（腫瘍径３cm以下、個数３個以下または腫瘍径５cm以下
の単発肝細胞癌）を満たし、肝障害度Ｃ の患者に対しては移植療法の適応としている。特
にミラノ基準を満たす肝細胞癌に対する肝移植後の⽣存率は良好である。また、第17回全
国原発性肝癌追跡調査報告によると、肝移植の肝障害度分布は不明であるが、ミラノ基準
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に合致するもので３年⽣存率が63％であり、肝障害度Aの３年⽣存率（73％）には劣るも
のの、肝障害度Ｂの３年⽣存率（63％）とほぼ同等であった。肝移植は肝機能の低下した
例に対して、肝切除と同様の成績をもたらす可能性があり、肝移植を自施設で⾏っていな
い場合であっても、患者の自⼰決定権を尊重し、治療法の選択肢として移植の説明をする
のが適切な基礎医療と考えられる。
以上より、ミラノ基準内、肝障害度Ｃで65 歳以下の肝細胞癌患者には、肝移植以外の
治療法の有効性が確⽴していないことから、肝移植の可能性について説明され、診療録に
記載されるべきである。

参考文献

1. 科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン作成に関する研究班. 科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン. 東京: ⾦原出版; 2005.
2. Mazzaferro V, Regalia E, Doci R, et al. Liver transplantation for the treatment of small hepatocellular carcinomas in patients
with cirrhosis. N Engl J Med 1996;334(11):693-9.
3. ⽇本肝癌研究会. 第17回全国原発性肝癌追跡調査報告. 京都; 2006.
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術後の記録と説明

QI 16
実施率の
計算方法

（改訂あり）

術後の診療録記録
分子：

病理所⾒上vpと分化度の診療録記載がある患者数

分母：

肝切除を受けた肝細胞癌患者数

参照ガイドライン/先行研究
肝癌診療ガイドライン2005 年版

根拠

RQ 25、RQ 33

肝切除後の予後因⼦に関する科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドラインの記述では、
1980年から2001年までの系統的⽂献検索において最も信頼度が⾼いとされた24編におい
て、脈管侵襲を有用とするものが最も多かった（67％）。また、病理所⾒上の腫瘍の分化
度も術後に判明する重要な予後因⼦であることは、肝癌研究会による⽇本における研究を
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はじめとして、非常に多くの研究で⽰されている。病理学的な脈管侵襲と腫瘍の分化度
が、予後を既定する重要な因⼦としている報告が⼀般的であり、これらの情報は術後診療
録に記載される必要があると考えられる（病理所⾒書などに含まれる場合には、診療録に
病理所⾒書が添付されていること）。
以上、脈管侵襲と腫瘍の分化度は予後予測に重要な因⼦であり、肝切除術を受けた肝細
胞癌患者は、術後にこれら情報を診療録（病理所⾒書を含む）に記載するべきである。

参考文献

1. Minagawa M, Ikai I, Matsuyama Y, Yamaoka Y, Makuuchi M. Staging of hepatocellular carcinoma: assessment of the
Japanese TNM and AJCC/UICC TNM systems in a cohort of 13,772 patients in Japan. Annals of surgery;245:909-22.2007.
2. Tanaka S, Noguchi N, Ochiai T, et al. Outcomes and recurrence of initially resectable hepatocellular carcinoma meeting
milan criteria: Rationale for partial hepatectomy as first strategy. Journal of the American College of Surgeons;204:1-6.2007.
3. Shah SA, Cleary SP, Wei AC, et al. Recurrence after liver resection for hepatocellular carcinoma: risk factors, treatment, and
outcomes. Surgery;141:330-9.2007.
4. Zhou L, Rui JA, Wang SB, et al. Clinicopathological features, post-surgical survival and prognostic indicators of elderly
patients with hepatocellular carcinoma. Eur J Surg Oncol;32:767-72.2006.
5. Makatsoris T, Petsas T, Tsamandas AC, et al. Hepatocellular carcinoma in hepatectomized patients: biologic and therapeutic
implications. Anticancer research;25:3067-73.2005.
6. Fukuda S, Itamoto T, Nakahara H, et al. Clinicopathologic features and prognostic factors of resected solitary small-sized
hepatocellular carcinoma. Hepato-gastroenterology;52:1163-7.2005.
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術後の記録と説明

QI 17

術後再発リスクの記載

分子：

術後、再発リスクについての主治医の判断の診療録記載がある患者数

分母：

肝切除術を受けた肝細胞癌患者数

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

肝細胞癌は根治的切除後であっても、５年で70％を超える⾼い再発率が問題であり、有
効な再発抑制法が確⽴されていない。ただし、再発の多くは残肝内に発⽣し、条件が整え
ば、再度、切除を含む根治的治療が可能であり、かつ有効である。従って、現時点ではい
かに早い段階で再発を発⾒し、再治療を⾏うかが術後の主たる命題であり、再発のリスク
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を考慮した術後フォローアップの計画が重要となる。
以上より、肝切除術を受けた肝細胞癌患者について、術後、再発リスクについての主治
医の判断を、診療録に記載するべきである。

参考文献

1. Belghiti J, Panis Y, Farges O, et al. Intrahepatic recurrence after resection of hepatocellular carcinoma complicating
cirrhosis. Ann Surg 1991; 214: 114-117.
2. Minagawa M, Makuuchi M, Takayama T, Kokudo N. Selection criteria for repeat hepatectomy in patients with recurrent
hepatocellular carcinoma. Annals of surgery 2003;238(5):703-10.
3. Itamoto T, Nakahara H, Amano H, et al. Repeat hepatectomy for recurrent hepatocellular carcinoma. Surgery 2007;141
(5):589-97.
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術後の記録と説明

QI 18
実施率の
計算方法

術後病理所見の説明
分子：

術後、病理所⾒についての説明の診療録記載がある患者数

分母：

肝切除術を受けた肝細胞癌患者数

参照ガイドライン/先行研究
特になし

根拠

肝切除後の予後因⼦に関する科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドラインの記述では、
1980年から2001年までの系統的⽂献検索において最も信頼度が⾼いとされた24編におい
て、脈管侵襲を有用とするものが最も多かった（67％）。また、病理所⾒上の腫瘍の分化
度も術後に判明する重要な予後因⼦であることは、肝癌研究会による⽇本における研究を
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はじめとして、非常に多くの研究で⽰されている。病理学的な脈管侵襲と腫瘍の分化度
が、予後を既定する重要な因⼦としている報告が⼀般的であり、これらの病理学的情報は
術後診療録に記載される必要があると考えられる。
以上より、肝切除を受けた肝細胞癌患者について、術後、患者に病理所⾒について説明
し、診療録に記載するべきである。

参考文献

1. Minagawa M, Ikai I, Matsuyama Y, Yamaoka Y, Makuuchi M. Staging of hepatocellular carcinoma: assessment of the
Japanese TNM and AJCC/UICC TNM systems in a cohort of 13,772 patients in Japan. Annals of surgery;245:909-22.2007.
2. Tanaka S, Noguchi N, Ochiai T, et al. Outcomes and recurrence of initially resectable hepatocellular carcinoma meeting
milan criteria: Rationale for partial hepatectomy as first strategy. Journal of the American College of Surgeons;204:1-6.2007.
3. Shah SA, Cleary SP, Wei AC, et al. Recurrence after liver resection for hepatocellular carcinoma: risk factors, treatment, and
outcomes. Surgery;141:330-9.2007.
4. Zhou L, Rui JA, Wang SB, et al. Clinicopathological features, post-surgical survival and prognostic indicators of elderly
patients with hepatocellular carcinoma. Eur J Surg Oncol;32:767-72.2006.
5. Makatsoris T, Petsas T, Tsamandas AC, et al. Hepatocellular carcinoma in hepatectomized patients: biologic and therapeutic
implications. Anticancer research;25:3067-73.2005.
6. Fukuda S, Itamoto T, Nakahara H, et al. Clinicopathologic features and prognostic factors of resected solitary small-sized
hepatocellular carcinoma. Hepato-gastroenterology;52:1163-7.2005.
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全身療法

QI 19
実施率の
計算方法

（改訂あり）

全身化学療法
分子：

TA（C）E適応外または不応であることのカルテ記載がある患者数

分母：

分⼦標的薬治療が⾏われた肝細胞癌患者数

参照ガイドライン/先行研究
肝癌診療ガイドライン2005 年版

根拠

RQ 36、RQ 37、RQ 38

科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドラインでは、化学療法は⼿術、肝動脈塞栓療法
（TAE）、経⽪的局所療法の効果が期待できない例を対象に⾏われているが、効果が⼀定
したものはないとしている。切除不能肝細胞癌に対するドキソルビシン単剤とPIAF（ドキ
ソルビシン／シスプラチン／IFN・2b／5-FU）を⽐較したRCTでは、腫瘍の消失した例は
皆無であった。また、進⾏肝癌を対象にオクトレオチドとプラセボを⽐較した試験では⽣
存率に差はみられず、⼿術や局所療法の適応とならない進⾏肝癌を対象とした多施設⼆重
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盲検ランダム化⽐較試験でもオクトレオチド群とプラセボ群で⽣存率に有意差を認めな
かった。ゲムシタビンについては有効性が疑問視されている。
しかし、総論でも述べたとおり2008年６⽉に根治治療不能進⾏肝癌に対する分⼦標的薬
sorafenibの⽣存率をアウトカムとした有効性が報告され、2009年5⽉に保険収載され
た。この根治治療不能とは⼿術や局所療法を意味するが、それらが適応外で、かつすでに
有効性が確⽴されているTACEが適応外または不応となるような進⾏肝がんには、
sorafenibを標準治療として扱ってよいと思われる。
以上より、分⼦標的薬療法が⾏われる患者は、TA(C)Eが適応外（すなわち肝切除術や局
所療法も適応外であることを意味する）であることが説明され、それがカルテに記載され
るか、または⽂書が診療録に存在するべきである。

参考文献

1. 科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン作成に関する研究班. 科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン. 東京: ⾦原出版; 2005.
2. Yeo W, Mok Tony S, Zee B, et al. A randomized phase III study of doxorubicin versus cisplatin /interferon alpha-2b/
doxorubicin/fluorouracil (PIAF) combination chemotherapy for unresectable hepatocellular carcinoma. Journal of the National
Cancer Institute;97:1532-8.2005.
3. Becker G, Allgaier H-P, Olschewski M, Zahringer A, Blum Hubert E. Long-acting octreotide versus placebo for treatment of
advanced HCC : a randomized controlled double-blind study. Hepatology (Baltimore, Md);45:9-15.2007.
4. Yuen MF, Poon RT, Lai CL, et al. A randomized placebo-controlled study of long-acting octreotide for the treatment of
advanced hepatocellular carcinoma. Hepatology (Baltimore, Md;36:687-91.2002)
5. Pan DY, Qiao JG, Chen JW, Huo YC, Zhou YK, Shi HA. Tamoxifen combined with octreotide or regular chemotherapeutic
agents in treatment of primary liver cancer: a randomized controlled trial. Hepatobiliary Pancreat Dis Int;2:211-5.2003.
6. Guan Z, Wang Y, Maoleekoonpairoj S, et al. Prospective randomised phase II study of gemcitabine at standard or fixed dose
rate schedule in unresectable hepatocellular carcinoma. British journal of cancer;89:1865-9.2003.
7. Llovet JM, Ricci S, Mazzaferro V, et al. Sorafenib in advanced hepatocellular carcinoma. N Engl J Med 359: 378-390, 2008.
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全身療法

QI 20
実施率の
計算方法

ホルモン療法
分子：

ホルモン療法が⾏われていない患者数

分母：

肝細胞癌患者数

参照ガイドライン/先行研究
肝癌診療ガイドライン2005年版

根拠

RQ 41

2005年に科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドラインが発⾏された時点で、複数のRCTに
より、タモキシフェン、抗アンドロゲン療法、⾼用量タモキシフェンのいずれも⽣存期間
を延⻑しないことが⽰され、これらを「⾏わないように勧める」とされている。その後さ
らに10件のRCTから計1709例を対象としたメタアナリシスが⾏われたが、タモキシフェ
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ンによる⽣存率改善効果は認められなかった。これらの結果から、タモキシフェンをはじ
めとするホルモン療法は肝細胞癌に対する治療として⾏うべきではないと考えられる。ま
た、これらのRCTは進⾏肝癌を対象に施⾏されたものではあるが、早期肝癌に対しては他
の治療法もあり、タモキシフェン治療は⾏うべきではないと考えられる。
以上、肝細胞癌に対するホルモン療法の有効性は複数のRCTおよびメタアナリシスで否
定されており、肝細胞癌に対してホルモン療法は⾏うべきではない。

参考文献

1. 科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン作成に関する研究班. 科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン. 東京: ⾦原出版; 2005.
2. Castells A, Bruix J, Bru C, et al. Treatment of hepatocellular carcinoma with tamoxifen: a double-blind placebo-controlled
trial in 120 patients. Gastroenterology 1995;109(3):917-22.
3. Perrone F, Gallo C, Daniele B, et al. Tamoxifen in the treatment of hepatocellular carcinoma: 5-year results of the CLIP-1
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肝(28)

フォローアップ

QI 21

（改訂あり）

根治治療後の腫瘍マーカーの経過観察

分子：

根治術（肝切除術、局所療法）から１年以内で、AFP、PIVKA-IIの
いずれかが測定間隔が４ヵ⽉よりも短い患者数

分母：

肝細胞癌の根治治療を受けた患者数（肝切除術、局所療法）

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
肝癌診療ガイドライン2005年版

根拠

RQ 13

治療後の腫瘍マーカーのフォローアップ間隔の違いによる予後を⽐較したRCTはなく、
また、肝細胞癌⾼リスク群の定期的スクリーニングについてもRCTは存在しない。しか
し、科学的根拠に基づく肝臓癌診療ガイドラインでは、超⾼リスク群に対する検査とし
て、３〜４ヵ⽉ごとの超⾳波検査、腫瘍マーカーの測定を推奨している。腫瘍マーカーの
測定は予後推定に役⽴つ可能性があり、特に、治療効果を反映して腫瘍マーカーが低下す

肝
癌

ることはよく知られている。再発を早期発⾒して何らかの治療を講じることで予後の改善
が得られるかどうか明確ではない。また定期検査の間隔を短くして得られた早期発⾒の数
が、どのくらい予後の改善に貢献しているかについてエビデンスを作っていくことは今後
の課題である。
以上、腫瘍マーカー測定の⾄適感覚に関する確固たるエビデンスはないものの、AFP、
PIVKA-IIの値は治療効果と相関して再発の発⾒に役⽴つと考えられることから、肝細胞癌
の根治治療後２年以内の患者では、AFPとPIVKA-IIの両⽅を少なくとも４ヵ⽉ごとに測定
するべきである。また、他院でのフォローアップをされている患者に関しては、診療録に
その結果が記載されるべきである。

参考文献
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肝(29)

フォローアップ

QI 22

（改訂あり）

肝動脈（化学）塞栓療法（TA（C）E）後の検査間隔

分子：

術直後のCTから２ヵ⽉以内にCT／MRIおよび腫瘍マーカー検査が⾏
われた患者数

分母：

TA（C）Eを受けた肝細胞癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
肝癌診療ガイドライン2005年版

根拠

RQ 48

TA（C）E後にどの程度の間隔でフォローを⾏うのが予後に最も影響するのかを吟味し
たRCTは存在しない。TA（C）E後の再発率は非常に⾼率であるが、再発に対する治療に

肝
癌

どの程度の予後改善が⾒込まれるのか定かではない。ある⼀定のコンセンサスとして、欧
⽶のSociety of Interventional RadiologyのTA（C）E質改善ガイドラインでは４〜６週
間後までの画像検査を推奨している。
以上より、治療効果の判定と基礎状態を知ることはその後のフォローに重要であり、TA
（C）Eを受けた肝細胞癌患者は、直後から２ヵ⽉以内に、CT／MRIおよび腫瘍マーカー検
査を受けるべきである。

参考文献
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肝(30)

フォローアップ

QI 23

（改訂あり）

肝動脈（化学）塞栓療法（TA（C）E）後のフォロー
タイミング（画像検査）
分子：

１年以内は少なくとも３ヵ⽉ごとの間隔で、画像検査（禁忌がない限
り造影CT／MRI）のフォローがされている患者数

分母：

TA（C）Eを受けた肝細胞癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
肝癌診療ガイドライン2005年版

根拠

RQ 48

TA(C)E後にどの程度の間隔でフォローを⾏うのが予後に最も影響するのかを吟味した
RCTは存在しない。TA(C)E後の再発率は非常に⾼率である。ある⼀定のコンセンサスとし
て、欧⽶のSociety of Interventional Radiology のTA(C)Eの質改善ガイドラインでは、
特に癌が進⾏していることが明らかでない場合には３〜４ヵ⽉ごとの画像検査を推奨して

肝
癌

いる。また、研究上もTA(C)Eの予後を研究したRCTやコホート報告では、３ヵ⽉ごとの画
像検査（最初のみ１ヵ⽉後の場合もある）、または３ヵ⽉ごとの診察と６ヵ⽉ごとの画像
検査を⾏うのが通例である。本QIに関しては専門家パネルの間で他のQIとの整合性を保つ
ために４ヵ⽉を採用した。また、３ヵ⽉の間隔に異議はないものの、被爆のリスクなどを
考慮して、ある程度は超⾳波によるフォローも許容されるとの意⾒も出された。確固たる
結論を出すためには、RCT等による研究が必要と考えられ、評価を考える上では、実施率
について超⾳波を含めたフォローと、CT／MRIのみのフォローの間隔で計算し、その違い
なども考慮した上での検討が必要ともいえる。
以上、未決着の部分はあるものの、⼀般にTA(C)E後は再発のリスクが⾼く、その早期発
⾒に努めることが重要であるため、TA(C)Eを受けた肝細胞癌患者は、少なくとも１年以内
は4ヵ⽉ごとの間隔で、画像検査（禁忌がない限り造影CT／MRI）のフォローを受けるべ
きであると考える。また、他院でのフォローアップをされている患者に関しては、診療録
にその結果が記載されるべきである。
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肝(31)

フォローアップ

QI 24

（改訂あり）

肝動脈（化学）塞栓療法（TA（C）E）後のフォロー
タイミング（腫瘍マーカー）
分子：

１年以内は少なくとも３ヵ⽉ごとの間隔で、腫瘍マーカー（AFP、
PIVKA-II）のフォローがされている患者数

分母：

TA（C）Eを受けた肝細胞癌患者数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
肝癌診療ガイドライン2005 年版

根拠

RQ 13、RQ 48

TA(C)E後にどの程度の間隔でフォローを⾏うのが予後に最も影響するのかを吟味した
RCTは存在しない。しかし、TA(C)E後の再発率は非常に⾼率であるため、その⼿がかりと

肝
癌

して腫瘍マーカーの測定は必要と考えられる。腫瘍マーカーは肝細胞癌の治療後の指標と
して有用な可能性があるが、ランダム化、非ランダム化を含めて⽐較対照試験はなく、エ
ビデンスが不⾜している。科学的根拠に基づく肝臓癌診療ガイドラインでは、超⾼リスク
群に対する検査として、３〜４ヵ⽉ごとの超⾳波検査、腫瘍マーカーの測定を推奨してい
る。
以上、TA(C)E後は再発のリスクが⾼く、その早期発⾒に努めることが重要であるため、
TA(C)Eを受けた肝細胞癌患者は、少なくとも4ヵ⽉ごとの間隔で、画像検査（禁忌がない
限り造影CT／MRI）および腫瘍マーカー（AFP、PIVKA-Ⅱ）のフォローを受けるべきであ
る。
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肝(32)

フォローアップ

QI 25

再肝動脈（化学）塞栓療法（TA（C）E）の検討

分子：

再TA（C）Eが⾏われた、または、その検討の診療録記載がある患者
数

分母：

TA（C）Eを受けた肝細胞癌患者のうち、腫瘍マーカーの増加、画像
検査で腫瘍径の増大、血流豊富な腫瘍の出現のいずれかを⽰した患者
数

実施率の
計算方法

参照ガイドライン/先行研究
肝癌診療ガイドライン2005年版

根拠

RQ 48

腫瘍増大または腫瘍マーカー上昇時に再TA（C）Eを施⾏した施設の⽣存率は良好な報
告が多い。再発または腫瘍の増大などの拡大が⾒られた例については、もともとTA（C）

肝
癌

E以外の治療が困難なため、再度TA（C）Eの施⾏を検討するのが妥当である。他の治療法
を選択するにせよ、対症療法で様⼦を⾒るにせよ、その旨を診療録に記載することは必須
である。
以上、TA（C）E後に再発した患者には、再度治療が有効である可能性があることか
ら、TA（C）Eを受けた肝細胞癌患者が腫瘍マーカーの増加、画像検査で腫瘍径の増大、
血流豊富な腫瘍の出現のいずれかを⽰した場合は、再TA（C）Eが⾏われるか、その検討
が診療録に記載されるべきである。
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