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•• 都内各施設の連携パス都内各施設の連携パス

•• TBCTBC連携パス（案）の提案連携パス（案）の提案
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FollowFollow--up care up care の目的の目的

•• 局所・遠隔再発の発見局所・遠隔再発の発見

•• セカンド・プライマリーの発見セカンド・プライマリーの発見

•• 術後補助療法の完遂をサポートする術後補助療法の完遂をサポートする

•• 術後補助療法の副作用に対する評価と治療術後補助療法の副作用に対する評価と治療

•• 心理的サポート心理的サポート

•• 妊娠など、乳癌治療歴が影響を及ぼす可能妊娠など、乳癌治療歴が影響を及ぼす可能
性のある事柄に関するアドバイス性のある事柄に関するアドバイス



FollowFollow--up care up care の目的達成のためにの目的達成のために

•• 患者さんー医療従事者間における良好なコ患者さんー医療従事者間における良好なコ
ミュニケーションの構築ミュニケーションの構築

•• 患者さんの症状の解析→再発によるもの患者さんの症状の解析→再発によるもの？、？、
治療によるもの？治療によるもの？

患者さんの不安を解消するために患者さんの不安を解消するために
医療従事者間で医療従事者間で

共通の認識、目線を持つことが大切共通の認識、目線を持つことが大切
↓↓

連携パスの重要性連携パスの重要性
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Recommendations for surveillanceRecommendations for surveillance
ASCO 2006ASCO 2006

RecommendedRecommended
•• History/physical examinationHistory/physical examination
•• Patient education regarding symptoms of recurrencePatient education regarding symptoms of recurrence
•• Referral for genetic counselingReferral for genetic counseling
•• Monthly breast selfMonthly breast self--examinationexamination
•• Annual mammographyAnnual mammography
•• Annual pelvic examinationAnnual pelvic examination
•• Coordination of careCoordination of care



Recommendations for surveillanceRecommendations for surveillance
ASCO 2006ASCO 2006

Not recommendedNot recommended
•• Routine blood tests (CBC, Automated chemistry Routine blood tests (CBC, Automated chemistry 

studies)studies)
•• Tumor markers (CA 15Tumor markers (CA 15--3, CA 27.29, CEA)3, CA 27.29, CEA)
•• Imaging studies (Chest XImaging studies (Chest X--rays, Bone scan, rays, Bone scan, 

Ultrasound of the liver, CT)Ultrasound of the liver, CT)
•• FDGFDG--PETPET
•• Breast MRIBreast MRI
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NCCNNCCN
再発を疑ったときに必要な検査再発を疑ったときに必要な検査
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乳癌診療ガイドライン乳癌診療ガイドライン ④検診・診断④検診・診断
20082008年版年版

初期治療後フォローアップ初期治療後フォローアップ

診断１３診断１３ 初期治療後フォローアップとして、以下は勧められるか初期治療後フォローアップとして、以下は勧められるか
１．問診、視触診１．問診、視触診
２．マンモグラフィ２．マンモグラフィ
３．再発徴候に関する患者教育３．再発徴候に関する患者教育
４．婦人科検診４．婦人科検診
５．血液検査５．血液検査
６．胸部Ｘ線６．胸部Ｘ線
７．胸腹部７．胸腹部CTCT
８．肝臓超音波検査８．肝臓超音波検査
９．骨シンチグラフィ９．骨シンチグラフィ

１０．１０．MRIMRI
１１．１１．FDGFDG--PETPET
１２．腫瘍マーカーは有用か１２．腫瘍マーカーは有用か



推奨グレード、エビデンスレベルの推奨グレード、エビデンスレベルの
評価基準（評価基準（20082008年版）年版）

•• 推奨グレード推奨グレード

•• AA：： 十分なエビデンスがあり、推奨内容を日常診療十分なエビデンスがあり、推奨内容を日常診療
で積極的に実践するよう強く推奨する。で積極的に実践するよう強く推奨する。

•• BB：： エビデンスがあり、推奨内容を日常診療で実践エビデンスがあり、推奨内容を日常診療で実践
するよう推奨する。するよう推奨する。

•• CC:: エビデンスは十分といえないので、日常診療で実エビデンスは十分といえないので、日常診療で実
践する際は十分な注意を必要とする。践する際は十分な注意を必要とする。

•• DD:: 患者に害悪、不利益が及ぶ可能性があるという患者に害悪、不利益が及ぶ可能性があるという
エビデンスがあるので、日常診療では実践しないよエビデンスがあるので、日常診療では実践しないよ
う推奨する。う推奨する。
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20082008年版年版
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１０．１０．MRIMRI
１１．１１．FDGFDG--PETPET
１２．腫瘍マーカーは有用か１２．腫瘍マーカーは有用か

（Ｂ）（Ｂ）
（Ａ）（Ａ）
（Ｃ）（Ｃ）
（Ｃ）（Ｃ）
（Ｃ）（Ｃ）
（Ｃ）（Ｃ）
（Ｃ）（Ｃ）
（Ｃ）（Ｃ）
（Ｃ）（Ｃ）
（Ｃ）（Ｃ）
（Ｃ）（Ｃ）
（Ｃ）（Ｃ）



問診、視触診（問診、視触診（Physical examPhysical exam））

•• 推奨グレード推奨グレードBB ＝＝ Recommended by ASCORecommended by ASCO

•• 初期治療後初期治療後33年間は、年間は、33～～66ヵ月ごと、ヵ月ごと、4~54~5年目は、年目は、66
～～1212ヵ月ごと、ヵ月ごと、55年以後は年年以後は年11回の問診、視触診が推回の問診、視触診が推
奨される。奨される。

•• 約約44分の分の33の患者さんが自分で再発の兆候に気がつの患者さんが自分で再発の兆候に気がつ
いている。いている。

•• 視触診により再発の視触診により再発の1515%%が発見され、特に無症状が発見され、特に無症状
の再発に関して有用である。の再発に関して有用である。



マンモグラフィマンモグラフィ

•• 推奨グレード推奨グレードAA ＝＝ Recommended by ASCORecommended by ASCO

•• 初期治療後、定期的なマンモグラフィは対側乳癌の初期治療後、定期的なマンモグラフィは対側乳癌の
早期発見のために強く勧められる。早期発見のために強く勧められる。

•• 11年ごと、年ごと、22方向撮影。方向撮影。

•• 対側は有効。乳房温存療法後の同側に関しては？対側は有効。乳房温存療法後の同側に関しては？
（（ASCOASCOでは、放射線治療終了からでは、放射線治療終了から66～～1212ヵ月で撮影ヵ月で撮影

を勧める）を勧める）



患者教育患者教育

•• 推奨グレード推奨グレードCC ≠≠ Recommended by ASCORecommended by ASCO

•• 患者に対して再発徴候を教育することが重要と考え患者に対して再発徴候を教育することが重要と考え
られるが、その十分な根拠はない。られるが、その十分な根拠はない。

•• Physicians should counsel patients about symptoms of Physicians should counsel patients about symptoms of 
recurrence including recurrence including new lumps, bone pain, chest pain, new lumps, bone pain, chest pain, 
dyspneadyspnea, abdominal pain, or persistent headaches, abdominal pain, or persistent headaches. . 
Helpful Web sites for patient education include Helpful Web sites for patient education include 
www.plwc.orgwww.plwc.org and www. cancer. org. and www. cancer. org. 



婦人科検診婦人科検診

•• 推奨グレード推奨グレードCC ≠≠ Recommended by ASCORecommended by ASCO

•• 術後タモキシフェンを服用している場合、子宮体癌術後タモキシフェンを服用している場合、子宮体癌
の発生率が上昇（投与量に応じての発生率が上昇（投与量に応じて33～～55倍）するが、倍）するが、
定期的な婦人科検診の有用性は明らかでない定期的な婦人科検診の有用性は明らかでない
（（RCTRCTがない）。がない）。

•• 一方、不正性器出血に関しての注意深い問診が必一方、不正性器出血に関しての注意深い問診が必
要である。要である。

•• Regular gynecologic followRegular gynecologic follow--up is recommended for all up is recommended for all 
women. women. 



血液検査（血算、生化学）血液検査（血算、生化学）

•• 推奨グレード推奨グレードCC ＝＝ Not Recommended by Not Recommended by 
ASCOASCO

•• 術後における定期的な血液検査の有用性は術後における定期的な血液検査の有用性は
明らかでない。明らかでない。

•• retrospective studyretrospective studyにおいて生化学検査で異において生化学検査で異
常を示した再発は常を示した再発は5.9%5.9%。肝転移に限っても。肝転移に限っても
6.3%6.3%のみ。のみ。

•• ALPALPの異常：骨転移の異常：骨転移 あり（あり（50%50%）） vsvs なし（なし（30%30%）。）。



胸部胸部XX線検査線検査

•• 推奨グレード推奨グレードCC ＝＝ Not Recommended by Not Recommended by 
ASCOASCO

•• 術後における定期的な胸部術後における定期的な胸部XX線検査の有用線検査の有用
性は明らかでない。性は明らかでない。

•• 肺転移の発見に関する肺転移の発見に関するretrospective studyretrospective studyにに
おいて、胸部おいて、胸部XX線検査で最初の再発を発見で線検査で最初の再発を発見で
きたのはきたのは2.72.7％。再発を示した患者のうち、無％。再発を示した患者のうち、無
症状であったのはわずか症状であったのはわずか19.519.5％。％。



肝臓超音波検査肝臓超音波検査

•• 推奨グレード推奨グレードCC ＝＝ Not Recommended by Not Recommended by 
ASCOASCO

•• 術後における定期的な肝臓超音波検査の有術後における定期的な肝臓超音波検査の有
用性は明らかでない。用性は明らかでない。

•• 一つの一つのprospective studyprospective study、肝、肝USUSを含む検査項を含む検査項

目で、予後の改善効果なし。目で、予後の改善効果なし。



骨シンチグラフィ骨シンチグラフィ

•• 推奨グレード推奨グレードCC ＝＝ Not Recommended by ASCONot Recommended by ASCO

•• 術後における定期的な骨シンチグラフィの有用性は術後における定期的な骨シンチグラフィの有用性は
明らかでない。明らかでない。

•• 術後の骨シンチグラフィによる乳癌患者の予後改善術後の骨シンチグラフィによる乳癌患者の予後改善
効果は証明されていない。効果は証明されていない。StageStage I, III, IIのうち、のうち、1.51.5～～
9.0%9.0%で術後の骨シンチグラフィに異常。で術後の骨シンチグラフィに異常。22.022.0％が偽％が偽
陽性という報告もある。陽性という報告もある。

•• NSABPNSABPの報告では、無症状の骨転移はわずかの報告では、無症状の骨転移はわずか
0.65% (19/1,601 scan0.65% (19/1,601 scan）。）。



胸・腹部胸・腹部CTCT、、PETPET

•• 推奨グレード推奨グレードCC ＝＝ Not Recommended by Not Recommended by 
ASCOASCO

•• 術後における定期的な胸部あるいは腹部術後における定期的な胸部あるいは腹部CTCT
の有用性は明らかでない。の有用性は明らかでない。

•• FDGFDG--PETPETは再発巣の検出感度は他の画像は再発巣の検出感度は他の画像
診断に比べて高かったが、診断に比べて高かったが、Survival, QOL, Survival, QOL, 
Cost effectivenessCost effectivenessにおいての有用性は証明さにおいての有用性は証明さ
れていない。れていない。



血液検査（腫瘍マーカー）血液検査（腫瘍マーカー）

•• 推奨グレード推奨グレードCC ＝＝ Not Recommended by Not Recommended by 
ASCOASCO

•• 術後における定期的な腫瘍マーカー測定の術後における定期的な腫瘍マーカー測定の
有用性は明らかでない。有用性は明らかでない。

•• CEACEA、、CA15CA15--33
•• CA15CA15--33の上昇で術後再発が発見されることの上昇で術後再発が発見されること
はあるが、臨床的有用性は明らかにされていはあるが、臨床的有用性は明らかにされてい
ない。ない。



FollowFollow--up care up care に関するガイドラインに関するガイドライン

•• 日本乳癌学会編「乳癌診療ガイドライン」日本乳癌学会編「乳癌診療ガイドライン」

•• ASCOASCO (American Society of Clinical Oncology)(American Society of Clinical Oncology)
•• NCCN (National Comprehensive Cancer NCCN (National Comprehensive Cancer 

Network) Network) 
•• ESMO (European Society of Medical Oncology)ESMO (European Society of Medical Oncology)
•• CMA (Canadian Medical Association)CMA (Canadian Medical Association)



CMA (CMA (CanadianCanadian Medical Association)Medical Association)
20052005

•• Physical exam: Arm (Physical exam: Arm (lymphedemalymphedema))
•• Fatigue: 1/4~1/3 of breast cancer survivors, Fatigue: 1/4~1/3 of breast cancer survivors, 

physiologic causephysiologic causeを除外、を除外、depression, paindepression, painによによ

るものに関しては治療を。るものに関しては治療を。

•• Weight ManagementWeight Management
•• OsteoporosisOsteoporosis
•• Sexual functioningSexual functioning
•• Pregnancy Pregnancy 



CMA (CMA (CanadianCanadian Medical Association)Medical Association)
20052005

OsteoporosisOsteoporosis
•• Postmenopausal, Premenopausal with ovarian Postmenopausal, Premenopausal with ovarian 

suppression, or taking suppression, or taking AromataseAromatase InhibitorsInhibitors
•• Screening bone mineral density testScreening bone mineral density test
•• 適度な運動とカルシウム、ビタミン適度な運動とカルシウム、ビタミンDDの補充の補充

•• 骨粗鬆症の治療には、骨粗鬆症の治療には、bisphosphonatebisphosphonateを用いを用い

るべきるべき



ガイドラインの問題点と今後の展望ガイドラインの問題点と今後の展望

•• 日本のガイドラインでは、エビデンス（大規模臨床試日本のガイドラインでは、エビデンス（大規模臨床試
験の結果）が無いものは験の結果）が無いものはＣ判定Ｃ判定。日本のデータはな。日本のデータはな
く、欧米のデータによるく、欧米のデータによる

•• 欧米のガイドラインは、エビデンスに基づく欧米のガイドラインは、エビデンスに基づくコンセンコンセン
サス・ベースサス・ベース

•• 欧米には、欧米には、Oncologist Oncologist とと Primary Care Physician Primary Care Physician がいがい

るる

•• ガイドラインの限界ガイドラインの限界

•• 個々の症例、施設間のコンセンサスで決めていく個々の症例、施設間のコンセンサスで決めていく



ガイドラインからのまとめガイドラインからのまとめ
RecommendationRecommendation

•• 問診・診察：術後問診・診察：術後33年間は、年間は、33～～66ヵ月ごと、その後ヵ月ごと、その後22年年
間は、間は、6~126~12ヵ月ごと。ヵ月ごと。55年目以降は年年目以降は年11回。回。

•• 患者教育、自己検診の指導患者教育、自己検診の指導

•• マンモグラフィ年マンモグラフィ年11回回
•• タモキシフェン服用者→年タモキシフェン服用者→年11回子宮がん検診回子宮がん検診

•• アロマターゼ阻害剤服用者→年アロマターゼ阻害剤服用者→年11回骨密度測定回骨密度測定

•• 術後内分泌療法の維持の支援術後内分泌療法の維持の支援

•• 再発、治療の副作用、合併症などを疑う徴候があれ再発、治療の副作用、合併症などを疑う徴候があれ
ば直ちに精密検査を行うば直ちに精密検査を行う



OutlineOutline

•• 医療連携からみた術後経過観察のあり方医療連携からみた術後経過観察のあり方

•• 診療ガイドラインからみた術後経過観察のあ診療ガイドラインからみた術後経過観察のあ
り方り方

•• 都内各施設の連携パス都内各施設の連携パス

•• TBCTBC連携パス（案）の提案連携パス（案）の提案



国立がんセンター中央病院のパス国立がんセンター中央病院のパス

•• 術後術後55年まで：年まで：33ヵ月ごとの診察、検査は適宜、ヵ月ごとの診察、検査は適宜、
MMGMMGはは11年ごと年ごと

•• 術後術後5~105~10年：年：66ヵ月ごとの診察、検査は適宜、ヵ月ごとの診察、検査は適宜、
MMGMMGはは11年ごと年ごと

•• 術後術後1010年超年超



都立駒込病院のパス都立駒込病院のパス

1年に1度

1年に1度3ヶ月に1度 6ヶ月に1度

ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ

問診・視触診

3年目 5年目 10年目

#1. 上記は原則として行うことが勧められている検査です．処方や注射により

来院，検査の頻度が変わることがあります．

#2. 採血，胸部レントゲン，CT，骨シンチなどは原則的に不要とされていますが，

これらは病状やご希望により適宜追加することがあります．

術後の経過観察のスケジュール（浸潤癌の場合）

術後年数

1年に1度

1年に1度3ヶ月に1度 6ヶ月に1度

ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ

問診・視触診

3年目 5年目 10年目

#1. 上記は原則として行うことが勧められている検査です．処方や注射により

来院，検査の頻度が変わることがあります．

#2. 採血，胸部レントゲン，CT，骨シンチなどは原則的に不要とされていますが，

これらは病状やご希望により適宜追加することがあります．

術後の経過観察のスケジュール（浸潤癌の場合）

術後年数



聖路加国際病院のパス聖路加国際病院のパス

•• 術後術後55年まで：年まで：33ヵ月ごとの診察、血液検査、検ヵ月ごとの診察、血液検査、検
査は適宜、査は適宜、MMGMMG、胸部、胸部XX--ppはは11年ごと年ごと

•• 術後術後55～～1010年：年：66ヵ月ごとの診察、検査は適宜、ヵ月ごとの診察、検査は適宜、
MMGMMGはは11年ごと年ごと



OutlineOutline

•• 医療連携からみた術後経過観察のあり方医療連携からみた術後経過観察のあり方

•• 診療ガイドラインからみた術後経過観察のあ診療ガイドラインからみた術後経過観察のあ
り方り方

•• 都内各施設の連携パス都内各施設の連携パス

•• TBCTBC連携パス（案）の提案連携パス（案）の提案



パス（案）パス（案） ＜まとめ＞＜まとめ＞

•• 問診・診察：術後問診・診察：術後55年間は、年間は、33～～66ヵ月ごと。ヵ月ごと。55年目以降年目以降
はは6~126~12ヵ月。ヵ月。1010年目以降は年年目以降は年11回。回。

•• 患者教育、自己検診の指導患者教育、自己検診の指導

•• マンモグラフィ年マンモグラフィ年11回回
•• タモキシフェン服用者→年タモキシフェン服用者→年11回子宮がん検診回子宮がん検診

•• アロマターゼ阻害剤服用者→年アロマターゼ阻害剤服用者→年11回骨密度測定回骨密度測定

•• 術後内分泌療法の維持の支援（漢方など）術後内分泌療法の維持の支援（漢方など）

•• 再発、治療の副作用、合併症などを疑う徴候があれ再発、治療の副作用、合併症などを疑う徴候があれ
ば直ちに精密検査を行うば直ちに精密検査を行う


