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改訂のポイント



●5月３日全体委員会の投票にてCQの推奨度を決定
●7月６日の第89回大腸癌研究会にて公聴会を開催
●パブリックコメント募集サイトを大腸癌研究会ホームペー
ジにopen

●7月末までパブリックコメントを募集

●評価委員会の評価
●2019年1月発刊予定
●2020年1月までに英語版掲載予定

改訂の経過と今後の予定



●「改訂のポイント」ファイル
本ファイルにて改訂のポイントと主な改訂点が解説してあり
ます。すべてのCQ、すべての領域の本文を取り上げていな
いことにご注意ください。
すべてのCQの内容については添付の「CQ一覧」ファイルに
てご確認ください。
●「CQ一覧」ファイル
本ファイルにて全CQの一覧を示し、改訂部位を赤字でわ
かるようにしてあります。
●なお、本ガイドラインは改訂途上にあり、パブリックコメン
トや評価委員会の意見によってさらに改訂される可能性が
あることをご了承の上、ご覧下さい。

今回の資料



１．全領域にわたる改訂
２．臨床試験の結果の反映
３．新治療の評価、推奨
４．これまで推奨がつけられていなかった治療の

新規推奨追加
５．全身化学療法の進歩に伴い相対的に有用

性の低下した、あるいは上昇した局所療法の
位置づけの明確化。

改訂のポイント



CQは日本医療機能評価機構(minds)の指針に従い、
委員全員のvotingにより

①「行うことを強く推奨する」、推奨度1
②「行うことを弱く推奨する」、推奨度2
③「行わないことを弱く推奨する」、推奨度2
④「行わないことを強く推奨する」、推奨度1
⑤「推奨なし（推奨度がつけられない、Not graded）」

のいずれかに決定し、CQ本文においても直裁に表現し、
「考慮する」、「望ましい」、「有効性が示されている」、「適
切である」などの多様な表現を排除しました。

CQ本文中の推奨の表現



内視鏡領域

主な改訂点



１．Stage 0～III
１）内視鏡治療
本文追記

本文の改訂

一般的に分割切除では不完全切除率が高く，局所再発率が高い
ことに留意する。また正確な組織学的判定が困難となるような
多分割切除は避けるべきである。



１．Stage 0～III
１）内視鏡治療
本文修正

本文の改訂

⑥内視鏡治療後の経過観察

・pTis（M）癌で分割切除、水平断端陽性の場合には，6ヶ月
前後に大腸内視鏡検査にて局所再発の有無を調べる(CQ-3)。
・pT1（SM）癌で経過観察する例では，局所再発のみでなく
リンパ節再発や遠隔転移再発の検索も必要であり、内視鏡検
査に加えてCT検査などの画像診断や腫瘍マーカーなどを用い
た経過観察が必要である。
・pT1（SM）癌内視鏡治療後の再発は3年以内であることが
多いが、T1癌に関してはそれ以上遅れて再発することもあり
注意が必要である10）



CQ 1：内視鏡的摘除されたpT1（SM）大腸癌の追加治療の適
応基準は何か？

① 垂直断端陽性の場合は外科的切除を追加することを強く推奨する。
（推奨度1・エビデンスレベルC）

② 摘除標本の組織学的検索で以下の一因子でも認めれば，追加治療と
してリンパ節郭清を伴う腸切除を弱く推奨する。
（推奨度２・エビデンスレベルB）
（1）SM浸潤度1,000μm以上
（2）脈管侵襲陽性
（3）低分化腺癌，印環細胞癌，粘液癌280）
（4）浸潤先進部の簇出（budding）Grade 2/3280）

2016年版では

①望ましい 推奨度１
②考慮する 推奨なし

となっていましたが、リスク因子を認める場合は腸切除を行うことを弱く
推奨することとしました（推奨度２に変更）。



CQ 2: 最大径2 cm以上の腫瘍性病変に対する内視鏡的摘
除としてESDは推奨されるか？

最大径2 cm以上の病変に対する内視鏡的摘除法にはEMR，分割
EMR，ESDがある。
内視鏡的摘除にあたっては，正確な術前内視鏡診断が必須条件であ
り，術者の内視鏡的摘除の技量を考慮して摘除法を選択する。
癌を疑う病変であれば一括切除が原則であり一括EMRが困難と判断
すれば、しかるべき技量をもった内視鏡医によるESD（一括切除）を強
く推奨する（推奨度１・エビデンスレベルB）

2016年版では
CQ２ 内視鏡摘除手技の選択基準は何か？
CQ３ ESDの注意点は何か
に分かれており、
技量に応じて摘除法を選択する。（推奨度なし）

となっていましたが、ESDによる一括切除を強く推奨することとしました（推
奨度１に変更）。



CQ3（新規追加）:大腸早期癌の内視鏡的摘除後にサーベイランスは推
奨されるか？

①内視鏡摘除の結果が一括摘除、断端陰性の場合には異時性大腸腫瘍の検索を
目的として1年後の内視鏡検査によるサーベイランスを弱く推奨する。
（推奨度２・エビデンスレベル B）

②内視鏡摘除の結果が分割切除、水平断端陽性などの場合には局所再発のリスク
が上昇するために、6ヶ月前後での内視鏡検査によるサーベイランスを強く推奨する。
（推奨度１・エビデンスレベル C）

③pT1(SM)癌で追加腸切除を行わなかった場合には、リンパ節転移や遠隔転移に
よる再発の検索を目的として、内視鏡検査に加えてCT検査などの画像診断や腫瘍
マーカーなどを用いたサーベイランスを強く推奨する。
（推奨度１・エビデンスレベル B）

新たに追加されたCQです。



外科領域

主な改訂点



１．Stage 0～III
手術治療
本文
・〔括約筋温存の適応基準〕を追加
・腫瘍学的に遺残のない切除（肛門側切離端・外科剥離面ともに陰性＝DM0、
RM0）が可能であること、術後の肛門機能が保たれることが、括約筋温存の適応の
必要条件である。

本文の改訂



・適応の原則は、①外科剥離面の確保が可能であること（外肛門括約筋・肛門挙筋
への浸潤が無いこと）、②肛門側切離端の確保が可能であること（T2・T3では2cm
以上、T1では1cm以上を基準とするのが一般的）である。低分化な組織型の症例や、
肛門括約筋のトーヌスが低下している症例は適応から除外することが望ましい。
・14論文のsystematic reviewでは、R0切除率97.0%、縫合不全発生率9.1%、
局所再発率6.7%であり、許容される結果であると報告されている。しかし、大腸癌研
究会のアンケート調査による2125例の検討では、5年生存率は全国大腸癌登録の下
部直腸癌症例と同等であったが、5年局所再発率（吻合部再発含む）は11.5%と
比較的高率であった。明らかに壁深達度が深くなるにつれ局所再発率は高くなるため
（T1症例で4.2%、T2症例で8.5%、T3症例で18.1%、T4症例で36.0%【追加
文献B】）、適応の判断には精度の高い術前深達度診断が重要である。
・肛門括約筋の切除範囲が広くなるに従って便失禁などの術後排便機能の低下が問
題となる。特に術前放射線療法施行例、縫合不全例、高齢者では排便機能低下の頻
度が高いことが報告されている。
・手技が高難度であること，術後排便機能などの患者QOLに与える影響が大きいこと
から，組織型や壁深達度などの腫瘍側要因，年齢や括約筋のトーヌスなどの患者側
要因だけでなく，術者の経験，技量を考慮して慎重に適応を決定する。

１．Stage 0～III
手術治療
コメント
追加

・ISRに関するコメントを大幅に追加

本文の改訂



3 再発大腸癌の治療方針

放射線療法

局所療法として肝動注療法、熱凝固療法を削除しました。



３． 再発大腸癌の治療方針
本文
追加

〔リンパ節再発〕に関して追加
① 一般に、原発巣治癒切除後のリンパ節再発は全身性疾患の一環
として出現しているとみなすのが妥当であり、切除不能な進行再発大
腸癌に対する薬物療法の項を参考に全身化学療法を実施する。
② 限局したリンパ節再発で病勢制御ができている場合に限り、切除を
行う場合もあるが、その有効性は明らかでない。耐術能や術後のQOL
を十分に考慮した上で適応を決定すべきである。
③ 限局したリンパ節再発では放射線療法が有効な症例もある。

本文の改訂



4 血行性転移の治療方針

放射線療法

局所療法として肝動注療法、熱凝固療法を削除しました。



CQ４
大腸癌に対して腹腔鏡下手術は推奨されるか？

腹腔鏡下手術は大腸癌手術の選択肢の１つとして、開腹手術と同等に行う
ことを弱く推奨する。ただし、横行結腸癌および直腸癌に対する腹腔鏡下手
術の有効性は十分に確立されていないことを患者に説明したうえで実施する。
局所進行癌、肥満や癒着症例は難度が高いので，個々の手術チームの習
熟度を十分に考慮して適応を決定する。
（推奨度２・エビデンスレベルB）

2016年版では
CQ４ 大腸癌に対する腹腔鏡手術は有効か？

個々の手術チームの習熟度を十分に考慮して適応を決定する。
直腸癌に対しては臨床試験として実施する。（推奨度なし）

となっていましたが行うことを弱く推奨することになりました。



CQ４
解説文の抜粋

海外の大規模ランダム化比較試験やコクランレビューにおいて，結腸癌およ
びRS癌に対する腹腔鏡下手術の有用性が開腹手術との比較で検討され，
腹腔鏡下手術では手術時間が長い一方，出血量が少ない，腸管運動の
回復が早い，在院期間が短いなどの短期成績が優れていること，合併症発
生率および再発率・生存率は同等であることが報告されている。

本邦で行われた大規模ランダム化比較試験であるJCOG0404試験では腹
腔鏡下手術の非劣性を証明できなかったものの予後はいずれも良好であり、
腹腔鏡手術も治療の選択肢として位置づけられる。しかし、同試験のサブグ
ループ解析ではRS、cN2、肥満例やT4にて腹腔鏡下手術の予後が悪い傾
向があり、これらを考慮して慎重に適応を決定する必要がある。ーー



CQ 5(新規）
直腸癌に対して側方郭清は推奨されるか？

腫瘍下縁が腹膜反転部より肛門側にあり、深達度がcT3以深の直腸癌には側方
郭清を推奨する。側方転移の診断基準は確立されておらず、現時点では側方郭
清を省略できる症例の基準は明らかではない。
① cLLN(+)の場合には側方郭清を行うことを強く推奨する。
（推奨度１・エビデンスレベルC）
② cLLN(-)の場合の側方郭清の生存改善効果は限定的であるが、局所再発の
抑制効果が期待出来るため行うことを弱く推奨する。
（推奨度２・エビデンスレベルB）

但しcLLN(+)とは術前診断にて側方転移
陽性の場合、cLLN(-)とは術前診断にて
側方転移陰性の場合を指す。

新たに追加されたCQです。



CQ 5(新規）
解説文の抜粋

①本邦での後方視的研究によると、下部直腸癌症例の16～23％に側方リンパ
節転移が存在する。一般的にこれらの予後は不良であるが、R0切除し得た症例
では40～50%に５年生存が得られることが多数報告されており、特に転移個数
や領域が限局した症例の郭清効果は高い。ーーー
②明らかな側方リンパ節転移のない症例における側方郭清の意義に関して、
JCOG0212試験ではーー、無再発生存期間を主要評価項目として直腸間膜切
除（ME）群の直腸間膜切除＋側方郭清（ME+LLND）群に対する非劣性が
検討された。その結果、無再発生存期間においてME群のME+LLND群に対する
非劣性は統計学的に証明されなかった。局所再発の頻度はME群（12.6%）に
比べてME+LLND群で有意に低率（7.4%）であった。一方、両群の無再発生
存曲線は極めて近似しており、副次的評価項目である全生存率、無局所再発生
存率のいずれにも有意差はなく、側方郭清の生存改善効果は限定的であることも
示唆された。ーー
局所制御の観点から側方領域に腫大したリンパ節が存在しない症例においても側
方郭清を一律に省略することは推奨されず、局所制御や生存改善に関して側方郭
清に期待される効果の程度を認識し、手術リスク・術後機能障害とのバランスを総
合的に考慮して適応を決定すべきである。ーーー



CQ 7
腹膜播種を認めた場合，原発巣と同時に切除することは
推奨されるか？

限局性播種（P1，P2）で過大侵襲とならない切除であれば，原発
巣と同時に腹膜播種を切除することを強く推奨する。
（推奨度1・エビデンスレベルC）

2016年版では
CQ６ 腹膜播種を認めた場合，原発巣と同時に切除することは有用か？

切除することが望ましい（推奨度２）

となっていましたが、強い推奨 (推奨度１）に変わりました。



CQ 9
切除可能肝転移に対する術前補助化学療法は推奨される
か？

切除可能肝転移に対する術前化学療法の有効性と安全性は確立さ
れていない。
（推奨度なし・エビデンスレベルC）

2016版では
CQ11 切除可能肝転移に対する術前補助化学療法は有効か？

有効性と安全性は確立されていない。適正に計画された臨床試験として実施する
のが望ましい。（推奨度なし・エビデンスレベルD）

となっており、「推奨度なし」は変わりませんがエビデンスレベルがCに上がり、「臨床
試験として実施する」という文言が削除されました。



CQ11(新規）
化学療法が奏効して画像上消失した肝転移巣の切除は推奨される
か？

化学療法にてCTとMRI画像上でともに消失した肝転移巣は、切除することを弱く
推奨する。（推奨度２・エビデンスレベルD）

新たに追加されたCQです。



CQ 12（新規）
大腸癌肝転移に対する腹腔鏡下手術は推奨されるか？

大腸癌肝転移に対する腹腔鏡下肝切除は十分に経験を積んだ手術チームが慎重
に適応を考慮し行う場合、その安全性は確認されている。ただし、有効性について
は、十分なエビデンスはなく、大腸癌肝転移に対する標準術式ではない点を留意す
る必要がある。
（推奨度なし・エビデンスレベルD）

新たに追加されたCQです。



CQ 13
肝転移巣に対する熱凝固療法は推奨されるか？

熱凝固療法の有効性を示す報告は少なく、局所再発のリスクが高いた
め、切除可能であれば，まず切除を考慮すべきである。
①切除可能な肝転移巣に対しては肝切除が第1選択であり、熱凝固
療法を行わないことを強く推奨する。
（推奨度1・エビデンスレベルC）
②切除不能な肝転移巣に対しては行わないことを弱く推奨する。
（推奨度2・エビデンスレベルC）

2016版では
CQ12 肝転移巣に対する熱凝固療法は有効か？

①第一選択治療としては推奨されない。（推奨度１）
②切除可能であれば、まず切除を考慮すべきである。

となっていましたが、より明確に「行わないことを推奨する」表現となりました。



薬物療法領域

主な改訂点



・薬物療法には，術後再発抑制を目的とした補助化学療法と，延命や症状緩和などを目
的とした切除不能進行・再発大腸癌に対する薬物療法がある。

・本邦の保険診療として，大腸癌に対する適応が認められている主な抗悪性腫瘍薬には
以下のものがある。

細胞障害性抗癌薬：
Fluorouracil (5-FU)，5-FU＋Levofolinate Calcium（l-LV），Tegafur Uracil（UFT），
Ttegafur Gimeracil Oteracil Potassium（S-1），UFT＋Calcium Folinate（LV），
Capecitabine（Cape）, Irinotecan Hydrochloride Hydrate（IRI），Oxaliplatin（OX），
Trifluridine / Tipiracil Hydrochloride（FTD/TPI）など

分子標的治療薬：
Bevacizumab（BEV），Ramucirumab（RAM），Aflibercept (AFL) ，Cetuximab（CET），
Panitumumab（PANI），Regorafenib Hydrate (REG)

免疫チェックポイント阻害薬：
Pembrolizumab (Pembro)*

薬物療法： 本文の記載抜粋

*; 2018年7月時点本邦未承認



レジメン（CQ15）

臨床試験において有用性が示され，本邦で保険診療として使用可能な術後補助
化学療法レジメンは以下のとおりである。

注釈CQ15参照

投与期間（CQ16）
・投与期間6カ月を原則とする。

オキサリプラチン（OX）併用療法 CAPOX（Preferred)注釈

FOLFOX (Preferred)注釈

フッ化ピリミジン（FP）単独療法 Cape

5-FU+l-LV

UFT+LV

S-1

本文の記載 抜粋



薬物療法を考慮する際には，最初にその適応可否について判断する。

薬物療法の適応となる（Fit）患者とは，重篤な併存疾患がなく、一次治療
のOX，IRIや分子標的治療薬の併用療法に対する忍容性に問題はない、
と判断される患者である〔一次治療で推奨されるレジメン参照〕。

薬物療法の適応に問題がある（Vulnerable）患者とは，全身状態や併存
疾患などのため，一次治療のOX，IRIや分子標的治療薬の併用療法に対

する忍容性に問題がある、と判断される患者である〔一次治療で推奨され
るレジメン参照〕。

薬物療法の適応とならない（Frail）患者とは，全身状態や併存疾患などの

ため，薬物療法の適応がないと判断される患者である〔一次治療で推奨
されるレジメン参照〕。

本文の記載 抜粋



一次治療で推奨されるレジメン



切除不能進行・再発大腸癌に対する薬物療法のアルゴリズム







CQ15（新規）：Stage III結腸癌に術後補助化学療法は推奨されるか？

① Stage III結腸癌に対してオキサリプラチン併用療法を行うことを強く推奨する。
（推奨度1・エビレンスレベルA）

② Stage III結腸癌に対してフッ化ピリミジン単独療法を行うことを弱く推奨する。
（推奨度2・エビデンスレベルA）

図1: 再発リスクに応じた治療選択

CQ15: 推奨文と回答



CQ15： 解説文抜粋
(1)5-FU＋l-LV (2)Cape (3)UFT+LV (4)S-1

Stage III結腸癌を対象とした術後補助化学療法において、オキサリプラチン（OX）併用療法は、5-FU＋
l-LVに比べて再発・死亡の相対リスクを約20%減少させることが、欧米で実施された3つのRCTで再現性を
もって確認されており、最も有効な治療選択肢として推奨される。
一方、Dukes’ BおよびDukes’ Cを対象とした欧米での3つのランダム化比較試験の統合解析において、

5-FU+l-LVは手術単独と比較して無再発生存期間（RFS）および全生存期間（OS）の延長を示した。その後、
国内外のランダム化比較試験により、Stage III結腸癌を対象とした術後補助化学療法において、(1)5-FU
＋l-LVに対する(2)Cape（X-ACT試験）および(3)UFT+LV（NSABP C-06試験、JCOG0205試験）の非劣性が示さ
れ、次いでUFT+LVに対する(4)S-1の非劣性が示された（ACTS-CC試験）。このことから、上記(1)～(4)のフッ

化ピリミジン単独療法は、いずれも手術単独に比べて予後改善効果を有すると考えられる。しかしその
再発抑制効果は、上述したようにOX併用療法に劣ることが示されている。
実際の治療レジメン選択に際しては、個々の患者で想定される再発リスクと期待される効果（図1）、有

害事象、治療コスト、通院回数などの充分な情報提供のもとに、患者の全身状態や治療意欲等も含め、
総合的な判断のもとに治療を選択することが望ましい。
・・・日本人のStage III結腸癌を対象とした術後補助化学療法におけるフッ化ピリミジン単独療法の治
療成績は、欧米と比較して良好である・・・。・・・OX併用による再発・死亡の相対リスク低下効果は、・・・
絶対リスク低下効果（ベネフィット）はIIIA<IIIB<IIICの順となることが想定される。・・・

・・・結果、votingにより「OX療法を強く推奨する」となったが、実地臨床では、フッ化ピリミジン単独療法と
OX併用療法の治療選択に際して、図１を参考に、ベネフィットと有害事象、患者の全身状態や希望等を
鑑みて総合的に決定することが望ましい。・・・



・・・ さて、フッ化ピリミジン単独療法(1)-(4)は、直接比較試験として上述した報告
の他、本邦より(4)S-1の(2)Capeに対する非劣性は証明されなかったとの報告
（JCOG0910試験）もあり、レジメンにより有効性が異なる可能性は否定できない。
有害事象プロファイルは各薬剤で違いがあり、Capeでは手足症候群の頻度が高
く、S-1では下痢、食欲不振、血球減少が、UFT+LVでは肝機能障害が他レジメン

に比し多い傾向がある。よってフッ化ピリミジン単独療法の中での治療レジメン
選択に際しても、有害事象、治療コスト、通院回数、患者の全身状態などを含め
て、総合的に決定することが望ましい。

・・・ 直腸癌については、FU単剤による術前化学放射線療法後のypStage II-III直
腸癌治癒切除症例に対する、術後FOLFOXと5-FU＋l-LVの比較試験において、OX
併用による有意に優れた再発抑制効果が示されており（HR 0.657, 95％CI 0.434-
0944）、結腸癌と同様にOX併用の効果が期待できる。フッ化ピリミジン単独療法
については、Stage III直腸癌におけるUFT単独(1年間)の手術単独に対する優越
性（NSAS-CC試験）、Stage II/III直腸癌におけるS-1（1年間）のUFT単独（1年間）に
対する優越性が示されている（ACTS-RC試験）。・・・

CQ15： 解説文抜粋

CQ15の解説文の抜粋 (1)5-FU＋l-LV (2)Cape (3)UFT+LV (4)S-1



CQ16：Stage III大腸癌術後補助化学療法の治療期間は6カ月が推奨されるか？

術後補助化学療法の治療期間は6カ月を強く推奨する。
（推奨度 1・エビデンスレベル A）

ただし、CAPOX療法を再発低リスクの結腸癌に用いる場合は、3カ月行うことを弱く推奨する。
（推奨度 2・エビデンスレベル A）

Stage IIB/III結腸癌を対象とした術後補助化学療法における，UFT＋LVの投与期間は
本邦のRCTにて比較され，18カ月投与の6カ月投与に対する優越性は証明されなかっ
た（JFMC33-0502試験）。また，Stage III結腸癌に対するCapeの投与期間も本邦のRCT
にて比較され副次的評価項目の無再発生存期間（RFS），全生存期間（OS）では12カ
月群が良好であったが，主要評価項目の無病生存割合（DFS）について12カ月投与の
6カ月投与に対する優越性は証明されなかった（JFMC37-0801試験)。以上より、
UFT+LV, Capeについても術後補助化学療法の治療期間は6カ月が推奨される。

また、Stage II/III直腸癌に対する術後補助化学療法において、S-1（12カ月投与）の
UFT単独（12カ月投与）に対する優越性が示されている（ACTS-RC試験）。本試験は、
本邦で実施されたNSAS-CC試験において直腸癌でUFT 12カ月投与の有効性が示唆
されたことから、両群ともに12カ月投与がプロトコール治療として採用されている。
よって、S-1については治療期間6カ月が推奨されるものの、直腸癌に対するS-1療法
を選択する場合には12カ月の治療期間も許容される。

CQ16: 推奨文と回答、解説文抜粋



・・・ Stage III結腸癌を対象として術後補助化学療法における, OX併用療法（FOLFOX, 
CAPOX）の投与期間が国内のRCT（JFMC47-1202: ACHIEVE試験）を含む6つのRCT
（TOSCA試験，SCOT試験，IDEA France試験，C80702試験，HORG試験，ACHIEVE試験）
の統合解析にて比較された。3カ月投与の6カ月投与に対する非劣性は統計学的には
証明されなかった（3年無病生存割合 74.6% vs. 75.5%, ハザード比 1.07, 95%信頼区間
1.00-1.15）（IDEA collaboration） 。一方、有害事象発生割合は3カ月投与群で低く、特
にgrade 2以上の感覚性末梢神経障害の発現頻度も大幅に低いことが示された（6か
月群FOLFOX/CAPOX 48％/45%, 3ヶ月群 FOLFOX/CAPOX 17％/14%）。また、治療効果と
治療レジメン（FOLFOX群とCAPOX群）との間に交互作用が認められ、FOLFOX群では6カ
月投与群の3カ月群に対する優越性が示される一方で、CAPOX群では3カ月群の6カ月

群に対する非劣性が示された。また、再発リスク別のサブグループ解析でも、再発低
リスク症例（T1-3かつN1）ではCAPOX 3カ月投与群の非劣性が確認された。また、本邦
で実施されたACHIEVE試験は，CAPOX群が75％と多数を占めるものの、3カ月投与と6
カ月投与の3年無病生存は同程度であり（6ヶ月77.9%、3ヶ月79.5%）、IDEA試験と同様
の傾向が確認された。また、感覚性末梢神経障害の発現も3カ月投与で有意に少な
かった。・・・

・・・ 以上より，OX併用療法でも6か月間の術後化学療法が推奨されるが，特に再発
低リスク例においてはCAPOX 3か月間投与も治療選択肢となり得ると考えられる。

CQ16： 解説文抜粋



CQ17：70歳以上の高齢者に術後補助化学療法は推奨されるか？

PSが良好で主要臓器機能が保たれており，化学療法に対してリスクとなるような
基礎疾患や併存症がなければ，70歳以上の高齢者にも，術後補助化学療法を
行うことを強く推奨する。
（推奨度 1・エビデンスレベル A）

CQ18：Stage II大腸癌に術後補助化学療法は推奨されるか？

再発高リスクの場合には補助化学療法を行うことを弱く推奨する。
(推奨度 2・エビデンスレベル B)

だだし、それ以外は行わないことを弱く推奨する。
(推奨度 2・エビデンスレベル B)

CQ17, 18: 推奨文と回答



・・・ 遠隔転移切除後の補助化学療法の最適な治療レジメンは現時点では
確立していない。肝転移再発抑制効果を示したランダム化比較試験は、フッ
化ピリミジン単独療法（5-FU+ l-LV療法、UFT+LV療法）を用いた試験であったが、
Stage III術後の補助化学療法の推奨レジメンであるオキサリプラチン併用療
法を、Stage IIIよりも再発リスクが明らかに高い転遠隔転移切除例に適用する

ことも実地臨床では許容される。現在、本邦では大腸癌肝転移切除後患者を
対象としたmFOLFOX6療法と手術単独のランダム化比較試験（JCOG0603試
験）が実施中である。 ・・・

CQ 19：遠隔転移巣切除後の補助化学療法は推奨されるか？

肝転移治癒切除後の術後補助化学療法を行うことを弱く推奨する。
(推奨度 2・エビデンスレベル B)

肺転移など肝転移以外の遠隔転移巣治癒切除後の術後補助化学療法を行う
ことを弱く推奨する。
(推奨度 2・エビデンスレベル D)

CQ19: 推奨文と回答、解説文抜粋



CQ20：切除不能大腸癌に対する一次治療として分子標的治療薬の併用は推奨されるか？

BEV，抗EGFR抗体薬のいずれかを併用することを強く推奨する。
（推奨度1・エビデンスレベルA）

CQ21：切除不能大腸癌に対する二次治療として分子標的治療薬の併用は推奨されるか？

①血管新生阻害薬を併用することを強く推奨する。
（推奨度 1・エビデンスレベル A）

②抗EGFR抗体薬を併用することを弱く推奨する。
（推奨度 2・エビデンスレベル A）

CQ22：切除不能大腸癌に対する後方治療としてRegorafenib、FTD/TPIは推奨されるか？

フッ化ピリミジン、オキサリプラチン、イリノテカンに不応または不耐（投与不適を含む）と
なった場合の後方治療として、REGおよびFTD/TPI療法を行うこと強く推奨する。
（推奨度 1・エビデンスレベル A）

CQ20, 21, 22: 推奨文と回答



CQ23：大腸癌に免疫チェックポイント阻害薬は推奨されるか？

MSI-HまたはdMMRの切除不能大腸癌既治療例に、抗PD-1抗体薬療法を行う
こと強く推奨する。
（推奨度 1・エビデンスレベル B）

・・・ 一方、pMMRまたはNon-MSI-H大腸癌に対しては、抗PD-1抗体単剤療法は無

効であり、推奨されない。現在、免疫チェックポイント阻害薬併用療法の臨床試験が
行われているが、現時点ではその有用性は明らかではなく臨床試験以外では使用さ
れるべきではない。
また、元々、MSI検査およびMMR蛋白質免疫染色はリンチ症候群のスクリーニング

検査として用いられていていることから、本検査を行う際には、事前に本検査がリン
チ症候群のスクリーニングにもなりえる点を説明し、陽性であった場合には遺伝カウ
ンセリングと確定診断のための遺伝学的検査（自費診療）への対応が必要となるこ
とを想定した体制整備が求められることに留意されたい。

CQ23: 推奨文と回答、解説文抜粋



放射線科領域

主な改訂点



CQ 24
肝転移に対する肝動注療法は推奨されるか？

全身化学療法が可能な場合、切除不能肝転移に対して，肝動注療
法を行わないことを強く推奨する。
（推奨度１・エビデンスレベルC）

2016年版では
CQ17 肝転移に対する肝動注療法は有用か？

全身化学療法との比較では生存期間に明らかな差は認められていない。有用性は
確立していない。（推奨度１）

となっていましたが、より明確に「行わないことを推奨する」表現となりました。



CQ 25
R0切除可能な直腸癌に対して術前治療は推奨される
か？

①局所再発リスクが高い直腸癌の場合は、術前化学放射線療法を行
うことを弱く推奨する
（推奨度２、エビデンスレベルB）

②術前化学療法の有効性は確立していない。行わないことを弱く推奨
する。
（推奨度２・エビデンスレベルC）

2016年版では
CQ1８ 直腸癌に対する術前化学放射線療法は有効か？

有用性は確立していない。（推奨度なし・エビデンスレベルB）

となっていましたが、局所再発リスクが高い場合にはCRTを行うことを推奨す
ることになりました。一方、化学療法のみの使用に関しては、PDの場合に切
除不能となる可能性があることに鑑み、切除可能例には行わないことを弱く
推奨することとしました。



CQ 26
遠隔転移のない切除不能な局所進行・再発直腸癌に対する化
学放射線療法は推奨されるか？

継続的な腫瘍制御という目的で，全身化学療法を実施することが妥当と考え
る．局所病変への照射に関しては症状の有無，期待される効果，予測される
有害事象を考慮し実施するのが望ましい．
腫瘍縮小によりR0切除が可能になると期待される症例に対しては、切除を指
向した化学放射線療法を行う事を弱く推奨する。
（推奨度2・エビデンスレベルB）

CQ1９ 切除不能な局所進行・局所再発直腸癌に対する化学放射線療法は有
効か？

①化学放射線療法が放射線単独療法よりも推奨される。（推奨度１）
②症状緩和を目的とする場合には化学放射線療法も考慮される。（推奨度１）

となっていましたが、conversion therapyを期待する場合のCRTの施行を弱く
推奨することとしました。症状緩和に関するコメントは削除しました。



その他
（緩和、術後サーベイランス）

主な改訂点



８． 大腸癌手術後のサーベイランス
コメント
追加
（7）PET/CT
・再発疑診例における再発部位の検索と確定に有用であるが、サーベ
イランスを目的とした検査法としては推奨されない。

（9）CT colonography
・吻合部再発の検索や異時性多発癌病巣の発見に有効であるとの報
告もあるが、その精度に関する評価は十分に検証されておらず、6mm
以上の腺腫の発見率は大腸内視鏡検査に劣ることが示されている。

削除
肺転移のサーベイランスにおける再発巣検索法としての胸部単純X線
検査を削除

本文の改訂



８． 大腸癌手術後のサーベイランス
コメント
追加
（7）PET/CT
・再発疑診例における再発部位の検索と確定に有用であるが、サーベ
イランスを目的とした検査法としては推奨されない。

（9）CT colonography
・吻合部再発の検索や異時性多発癌病巣の発見に有効であるとの報
告もあるが、その精度に関する評価は十分に検証されておらず、6mm
以上の腺腫の発見率は大腸内視鏡検査に劣ることが示されている。

削除
肺転移のサーベイランスにおける再発巣検索法としての胸部単純X線
検査を削除

本文の改訂



CQ27（新規）
閉塞性大腸癌にステント治療は推奨されるか？

①薬物療法の対象とならない患者における、症状緩和を目的としたステント治療は、患
者の身体的・心理的負担が少なく、治療の選択肢として行うことを弱く推奨する。
（推奨度２・エビデンスレベルB）

②薬物療法の対象となる患者におけるステント治療は、行わないことを弱く推奨する。
（推奨度２・エビデンスレベルB）

③根治的外科的切除を前提とした術前の閉塞解除処置（Bridge to Surgery：
BTS）としてのステント治療は、緊急手術を回避し術後合併症のリスクを軽減するが、
穿孔等が長期予後を悪化させる可能性も指摘されている。
（推奨度なし・エビデンスレベルC）

新たに追加されたCQです。



CQ27（新規）
解説文抜粋

①原発巣による閉塞症状をともなう切除不能進行・再発大腸癌や、切除可能であるが
耐術不能な症例に対する姑息的治療としてのステント治療は、人工肛門造設を含む外
科手術に比べ、患者の身体的・心理的負担が少ない有益な治療であり、欧州消化器
内視鏡学会（ESGE）のガイドラインで推奨されている。---

②ただし、薬物療法や放射線療法を予定している患者では、治療による腫瘍の縮小や
組織壊死による穿孔・穿通の可能性があるため、ステント留置の適応は慎重に判断す
べきである。特に、ステントを留置した場合、穿孔のリスクが高まるとの報告がある
bevacizumabの使用は避ける必要があり（regorafenib, ramucirumab,
afliberceptについてもこれに準ずる）、このことが患者の予後に与える影響を十分に
考慮すべきである。

③根治的外科的切除を前提としたBTSとしてのステント治療では、早急な口側腸管の
減圧により緊急手術を回避し、適切な検査・準備を経て待機手術を行うことで、術後
合併症を減らすことができる。--- 一方で、ステント留置が長期予後に与える影響につ
いては十分なエビデンスがないのが現状である。過去のRCT等より、ステント留置の際
の穿孔が局所再発や腹膜播種を惹起する可能性が示唆されており、ESGEのガイドラ
インでは、BTSは標準治療として推奨できないとしているが、手技の向上に伴い近年の
メタアナリシスでは長期予後に差がないとも報告されている。----



CQ28
大腸癌治癒切除後に多重がん（多発大腸癌および他臓
器がん）のサーベイランスは推奨されるか？

①大腸癌切除症例における異時性大腸癌の発生頻度は一般集団よ
り高く、定期的な大腸内視鏡検査を行うことを強く推奨する。
（推奨度1・エビデンスレベルB）
②重複がんを標的とした術後サーベイランスの有効性は示されていない
ため、行わないことを弱く推奨する。
（推奨度2・エビデンスレベルC）
がん検診の必要性を啓発し、定期的な検診を勧めるのが妥当である。

CQ20-2 多重癌のサーベイランスは有効か？

①有効性が示されている。（推奨度１）
②重複癌を標的とした術後サーベイランスの有効性は示されていない。（推奨度２）

となっていましたが、行うことの推奨、行わないことの推奨が明確にわかるように本文を
修正しました。



CQ
１．腹腔鏡手術、側方郭清、薬物療法などの臨床試験の結果の反

映
２．腹腔鏡下肝切除、大腸ステント治療などの新治療の評価、推奨
３．これまで推奨がつけられていない、リスク因子を伴うSM癌への追

加腸切除、局所再発リスクのある直腸癌への術前化学放射線
治療の推奨

４．全身化学療法の進歩に伴い相対的に有用性の低下した肝転移
巣への熱凝固療法、肝動注療法などの局所療法を行わないこと
の推奨。Conversion therapyを指向した切除不能直腸癌へ
の化学放射線治療の推奨。

本文
１．SM癌内視鏡的摘除後のフォローアップに関するコメントの充実
２．ISRの適応についての追加
３．リンパ節再発への言及
４．薬物療法（補助化学療法、切除不能進行再発癌）の改訂
５．大腸癌術後サーベイランスにおけるPET、CT colonography、

胸部単純X線検査の有用性の評価

改訂のポイントのまとめ
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