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のうち大腸癌診療に関する指標を用いました。
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本研究では、専門技術的な診療の質に絞った評価のための指標を設定してあります。
診療状況を明らかにし、実施率の低い部分について理由を検討することで質の改善につながるという考え方に基づいています。

詳しくは http://qi.ncc.go.jp をご参照ください。

高野病院でもこれらのQIを用いて診療の質の評価を行い、質の改善を継続していく目的で2010年より取り組んでいます。

★根拠については、研究班ホームページより結論部分のみを抜粋してあります。

高野病院実施率測定対象期間：2013年4月1日～2014年3月31日

実施率
期間

患者数

133 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

133 分母 手術または化学療法を受けた大腸癌患者数

133 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

133 分母 手術を受けた大腸癌患者数

133 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

133 分母 待期手術を受けた大腸癌患者数

133 分子 術前に腫瘍の生検が施行された患者数

133 分母 待期手術を受けた大腸癌患者数

55 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

55 分母 手術を受けた直腸癌（Ra、Rb）患者数

114 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

114 分母 待期手術を受けたcSM以深の大腸癌患者数

厚生労働省がん臨床研究事業「がん対策における管理指標群の策定とその計測システムの確立に関する研究」班
※

：診療の質指標Quality Indicator. 2009. http://qi.ncc.go.jp

No. QI項目

高野病院

実施率の計算方法と根拠
★

6
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。

術前の腹部画像検査

100.0%

1 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。

治療前腫瘍マーカー（血清CEA値）の測
定

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。

3 術前の診断的内視鏡検査

100.0%

4

治療前評価

100.0%

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。

術前の全大腸検索2

100.0%

術前の腫瘍の生検

直腸指診による腫瘍と肛門括約筋との位置関係及び腫瘍の可動性による深達度の評価は、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。

5

100.0%

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。

100.0%

術前の直腸指診



実施率
期間

患者数

No. QI項目 実施率の計算方法と根拠
★

70 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

70 分母 待期手術を受けたcSM以深の直腸癌患者数

133 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

133 分母 手術を受けた大腸癌患者数

133 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

133 分母 手術を受けた大腸癌患者数

72 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

72 分母 局所切除以外の手術を受けた直腸癌患者数

133 分子
周術期の深部静脈血栓症予防（①低用量ヘパリンまたは低分子ヘパリ
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

133 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）

133 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

133 分母 手術を受けた大腸癌患者数

133 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

133 分母 手術を受けた大腸癌患者数

7
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。

術前の骨盤部画像検査

100.0%

100.0%

術後長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長することか
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。

13 予防的経静脈的抗菌薬投与の中止時期

11 周術期の深部静脈血栓症予防

手術前の経静脈的予防的抗菌薬投与は手術部位感染症（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。

12 予防的経静脈的抗菌薬の投与時期

大腸癌手術患者に対する
手術リスクの説明

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

直腸癌患者への術前説明

 周術期医療（直前直後）

100.0%

8

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こと
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。

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である。

9

10

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。

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

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。



実施率
期間

患者数

No. QI項目 実施率の計算方法と根拠
★

20 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

20 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

55 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

55 分母 手術を受けた、StageⅡ・Ⅲの大腸癌患者数

47 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

47 分母 手術を受けた結腸癌患者数

73 分子
腫瘍の肛門側縁から適切な長さの直腸間膜切離（RS、Raで３cm、Rb２ｃ
ｍ）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

73 分母 手術を受けた直腸癌患者数

133 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

133 分母 手術を受けた大腸癌患者数

120 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）

120 分母 原発巣切除を受けた大腸癌患者数

120 分子 TNM分類または大腸癌取扱い規約に準じた病期（fStage）

120 分母 原発巣切除を受けた大腸癌患者数

133 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

133 分母 手術を受けた大腸癌患者数

結腸癌手術における腸管切除範囲

直腸癌手術における肛門側切除範囲

100.0%

100.0%

術式

14
リンパ節転移を認めないSM癌に対する
リンパ節郭清

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。

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）

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。

18

19

20

16

17

 術後の記録と説明

肉眼的根治度の診療録への記載

手術StageⅡ・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。

15
StageⅡ・Ⅲ　大腸癌に対するリンパ節郭
清

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

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、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。

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、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。

術後病理所見の診療録への記載

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（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。

術後病理所見の患者説明と記載

100.0%



実施率
期間

患者数

No. QI項目 実施率の計算方法と根拠
★

133 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

133 分母 手術を受けドレーンを留置された大腸癌患者数

133 分子 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

133 分母 手術を受けドレーンを留置された大腸癌患者数

18 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

19 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

45 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

47 分母 術中に尿道カテーテルが留置された結腸癌患者数

17 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

27 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

63 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

63 分母 内視鏡的摘除を受けた大腸癌患者数

63 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）

63 分母 内視鏡的摘除を受けた大腸癌患者数

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）、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。

内視鏡的摘除後の病理所見の
診療録への記載

100.0%

95.7%

63.0%

内視鏡治療

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。

24
内視鏡的摘除における治療前深達度診
断

長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長することから、
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。

23
結腸癌患者の術後尿道カテーテルの抜
去

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。

25
内視鏡的摘除方法（一括切除・分割切
除）の診療録への記載

26

100.0%

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日以内に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。

22 術後の発熱原因の検索

21 100.0%

94.7%

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。

 術後マネジメント

ドレーン排液量、性状の観察

100.0%



実施率
期間

患者数

No. QI項目 実施率の計算方法と根拠
★

8 分子
外科的追加切除（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

8 分母

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

34 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

34 分母 StageⅣまたは再発大腸癌患者数

34 分子
インフォームドコンセント（複数治療法の提示、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

34 分母 StageⅣまたは再発大腸癌患者数

4 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

4 分母 放射線治療を受けた直腸癌患者数

3 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

3 分母 原発巣による狭窄症状があるStageⅣ大腸癌患者数

32 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、もしくは施行で
きない理由が診療録に記載されている患者数

32 分母 組織学的StageⅢと診断された大腸癌患者数

63 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

63 分母 化学療法を受けた大腸癌患者数

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

33
化学療法に関するインフォームドコンセン

ト

31
狭窄症状を示すStageⅣ大腸癌に対する
外科的治療

化学療法

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StageⅣ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。

32
StageⅢ大腸癌に対する術後補助化学療
法

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。

100.0%

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。

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

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

StageⅢ大腸癌に対する術後補助化学療法は生存期間を延長させることから、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StageⅢ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。

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に対しては、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。

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、StageⅣま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。

28
転移・再発大腸癌に対す
る転移・再発巣の切除

転移・再発癌の治療

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。

27
内視鏡的摘除を受けた患者に対する
追加手術

100.0%



実施率
期間

患者数

No. QI項目 実施率の計算方法と根拠
★

63 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
（血清（分画を含む）・総ビリルビン、AST、ALT、血清クレアチニン値）

63 分母 大腸癌に対する化学療法を受けた患者数

13 分子
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

13 分母

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/m㎥未満
　・血小板数　５万/m㎥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

63 分子
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

63 分母 化学療法を受けている大腸癌患者数

16 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

16 分母 化学療法を受けた切除不能進行・再発大腸癌患者数

32 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

32 分母 治癒切除手術を受けたStageⅢ大腸癌患者数

32 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

32 分母 治癒切除手術を受けたStageⅢ大腸癌患者数

32 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

32 分母 治癒切除手術を受けたStageⅢ大腸癌患者数

39

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。

36

37 化学療法の治療効果の判定

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StageⅢ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。

40
術後サーベイランスにおける腹部画像検
査

 フォローアップ

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StageⅢの大腸癌患者では、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。

34

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StageⅢ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。

38
術後サーベイランスにおける
腫瘍マーカーの測定

術後サーベイランスにおける胸部画像検
査

化学療法施行中の患者に対する
血液検査項目

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/m㎥未満、血小板数５万/m㎥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。

35

100.0%

100.0%

100.0%

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。

化学療法の延期

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。

化学療法施行中の有害事象

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%



実施率
期間

患者数

No. QI項目 実施率の計算方法と根拠
★

0 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

0 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

0 分子
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

1 分母

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

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 根治的内視鏡摘除を受けた大腸癌患者数

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

0 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

0 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

43～44は、経過期間未到来

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。

43
根治的内視鏡的摘除後の大腸内視鏡検
査

大腸癌患者は大腸癌罹患歴のない患者に比べて、同時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。

45 術前未検索の残存大腸の検索

-

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。

44 大腸癌治癒切除後の大腸内視鏡検査

41

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。

42

0.0%

追加手術診施行のpSM癌の
内視鏡的摘除後の画像検査

-

-

-
分割切除による内視鏡的摘除後の
サーベイランス

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。


