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【症例】63歳　男性	

【現病歴】2009年に心電図異常から虚血性心疾患が疑わ
れバイアスピリンを処方されていたが、継続受診はしてい
ない。	

妻が末期子宮癌で当院へ紹介され、2014年1月より訪問
診療を開始。3月に奥様の自宅看取りをしたことを契機に、
当クリニックの外来を受診するようになり、自分が担当と
なった。	

奥様が亡くなって以来コンビニ弁当を食べたりと食生活が
乱れていた。身長165㎝、体重80㎏と肥満あり、運動もほと
んど行っていなかった。奥様を亡くした直後でもあり、癌に
ついては積極的に質問していた。患者の気持ちに配慮し
つつ、禁煙や運動、肥満などについて徐々に介入していく
方針とした。	



ある外来で本人より	

「昔からたくさんタバコを吸っていて肺癌が心配です。レント
ゲンも撮っていたんですけど、ここ数年は撮ってません。
CTとか撮ったほうがいいんでしょうか。」と相談があった。
症状は特に認めない。	

【既往歴】2009年　虚血性心疾患（詳細不明）	

【内服】アスピリン(100)１T1x、ピタバスタチン(2)１T1x、リシ
ノプリル(10)１T1x、ランソプラゾール (15)１T1x	

【身体所見】特記事項なし	

【生活歴】喫煙：60本/日（20歳～62歳）、1年前から20本/
日、飲酒：ビール350ml　1本/日	

高齢の母（91）、障害者の子供（30）と同居	



症例の疑問	

•  本症例は126	  pack-‐years重喫煙者であり肺癌
のリスクは高いと思われる	  

•  胸部単純X線写真により肺癌による死亡が 
減少するらしいことは知っていた	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *あくまで日本の症例・対象研究のメタ解析	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  （Lung	  cancer.2003	  Jul;41(1):29-‐36）	  
•  喫煙者に対する胸部単純X線と胸部CTによる

スクリーニング検査では肺癌による死亡率に
差はあるのだろうか	  



EBMの実践　5  steps

Step1　疑問の定式化（PICO）

Step2　論文の検索

Step3　論文の批判的吟味

Step4　症例への適用

Step5　Step1-4の見直し



Step1　疑問の定式化PICO

P：喫煙者	  
I：CT検査でスクリーニング	  
C：胸部単純X線検査でスクリーニング	  
O：肺癌による死亡率	  
	  
クリニカルクエスチョンは「治療」に該当する。	  
＊スクリーニングという検査の疑問だが、JAMAユーザーズガイドでは、その先に診

断・治療されての死亡率に関わるため「治療」に関するステップに準じた　日本語版P69
参照	



Step2　論文の検索

Dynamedにて、゛lung	  cancer	  screening”で検索	  



Step	  2論文の検索②	
•  一次研究（pubmed）を利用した	  
→Pubmed	  
•  ("Lung	  Neoplasms/mortality"[Mesh])	  AND	  
("Tomography,	  X-‐Ray	  Computed"[Mesh])	  AND	  
"Radiography,	  Thoracic"[Mesh]	  	  

•  Limits:	  Rondomized	  controlled	  Trial	  
→46件ヒット	



New	  England	  Journal	  of	  Medicine	  
の論文を選択	

Supplementary	  Materialの	  
Supplementary　AppendixとProtocolも参考にした	



研究デザイン	
前向き無作為化された試験で、米国33の医療機関  
にて行われた	  
論文の概要	  
P：肺癌のハイリスク患者53,454名	  
I	  	  :1年に1度のLow-‐dose	  CTによる	  
　　　スクリーニング検査(3年間)	  
C：1年に1度のsingle-‐viewの胸部単純X線写真による	  
	  	  	  	  	  	  スクリーニング検査（3年間）	  
O：肺癌による死亡率の減少。(期間設定の記載無し)	  

＊ハイリスクとは、30	  pack・years以上の喫煙者か、　　
15年以内に禁煙した人のこと	



Step3　批判的吟味

結果は妥当か
結果は何か

JAMAユーザーズガイドのP69-79参照

はじめに論文の背景とＰＩＣＯをまとめる



論文の背景	

•  胸部単純X線±喀痰細胞診のスクリーニング
検査は肺癌による死亡率を減少させない
（Demos	  Medical	  Publicaaon,2010:53-‐72）	  

•  Low-‐Dose	  helical	  CTは胸部単純X線よりも	  
より多くの結節や肺癌（早期肺癌含む）を　　　　
発見できることは知られている	  
（ Demos	  Medical	  Publicaaon,2010:53-‐72	  ）	  
	  
	  



Inclusion  criteria

期間：2002年8月～2004年4月にエントリー	  
（スクリーニング検査自体は2002年8月～2007年9月
まで行われた）	  
・年齢：55歳～74歳	  
・喫煙：30pack-‐years　以上、禁煙して15年未満の者も
含む	  
・informed	  consentが得られた者	  
	



exclusion  criteria

・肺癌の既往のある患者	  
・過去5年以内に（上皮内癌or非メラノーマの皮膚癌以外の）

癌を指摘、あるいは治療された者	  
・Ｅｎｔｒｙの18か月以内に胸部ＣＴを施行したもの	  
・血痰のある患者	  
・6.8㎏/年以上の説明できない体重減少のある患者	  
・他のスクリーニング検査あるいは癌予防のtrialに　　　
参加している者	  
・肺の一部を切除している者	  
・呼吸器疾患でＨＯＴを使用している者	



介入　Intervenaon	  
（スクリーニング方法）	

参加者はＴ０（entryの年）、Ｔ１（1年後）、Ｔ２（2年後）に
Low-‐dose	  Computed	  Tomography(LDCT)検査を受ける。	  
調査期間中に肺癌と診断された患者はその時点で　
終了とし、次回の検査は受けない。	  
	

読影者；放射線科専門医が読影。	  



低線量ＣＴのスクリーニング陽性基準	

陽性基準①	  
・径が4～10mmの結節	  
・7mm未満の結節の増大	  

陽性基準②	  
・径が10mm以上の結節	  
・7mm以上の結節の増大	  
・腫瘤	  
・肺癌が疑わしい非特異的所見	  

・陽性となった日から	  
3，6，12（or	  24）か月毎にLow-‐dose	  
helical	  CTを行う。	  
（各病変のサイズや肺癌の可能性を考
慮する）	

・陽性となった日から3，6，12（or	  24）か
月毎にLow-‐dose	  helical	  CTを行う。	  
（各病変のサイズや肺癌の可能性を考
慮する）	  
・造影剤を使用するなど診断的CT検査	  
・FDG-‐PET　or	  Tc99mシンチ	  
・生検（気管支鏡、胸腔鏡、開胸下の
生検）	  

結節性病変に対する精査に関しては、現在のところ十分なエビデンスがない。このtrialで
は、陽性者の精査については独自のガイドラインを設け全患者に同じ推奨を行う。それ
を行うかどうかは各施設に委ねられている。	



比較　Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ	  
（スクリーニング方法）	

参加者はＴ０（entryの年）、Ｔ１（1年後）、Ｔ２（2年後）に
胸部単純Ｘ線検査（正面のみ、PA撮影）を受ける。	  
調査期間中に肺癌と診断された患者はその時点で　
終了とし、次回の検査は受けない。	  
	



ＣＸＲの判定基準およびその後の推奨	

陽性基準	  
・結節	  
・腫瘤	  
・肺癌が疑わしい病変	  
（有意な変化に乏しいも
のも含む）	  
	  

・他方向の撮影を追加するなどして、
単純X線写真をすぐにフォローアップ。	  
・フルオログラフィー（蛍光透視法）を併
用しCXRを繰り返す	  
・Low-‐Kvp　CXR（石灰化の確認）	  
・　3か月以内に2方向CXRを行う	  
・Low-‐dose　helical	  CT	  
・thin-‐sliceのCT検査(造影剤使用も考
慮)	  
・FDG-‐PET　or	  Tc99mシンチ	  
・生検（気管支鏡、胸腔鏡、開胸下の
生検）	  



Outcome:	  Primary	  outcome	

定義：2009年12月までの肺癌による死亡	  
	  

Outcome②：Secondary	  outcomes	  
肺癌発生率　	  
全死亡率	  
有害事象	



倫理的配慮	

•  全ての患者とのＩ．Ｃを得ている	



治療に関する論文のユーザーズガイド

①結果は妥当か

介入群と対照群は同じ予後で開始したか
　患者はランダム割り付けされていたか
　ランダム化割り付けは隠蔽化(concealment)されていたか
　既知の予後因子は群間で似ていたか=base  lineは同等か

研究の進行とともに、予後のバランスは維持されたか
　研究はどの程度盲検化されていたか(一重～四重盲検)  

研究完了時点で両群は、予後のバランスがとれていたか
　追跡は完了しているか＝追跡率・脱落率はどうか
　患者はIntention  to  treat解析されたか
　試験は早期中止されたか



患者はランダム割り付けされていたか	  
ランダム割り付けは隠蔽化されていたか	

ランダム割り付けされている	  
隠蔽化に関する記載はない	



既知の予後因子は似ていたか	

Idenacal　in	  the	  two	  group	  
と本文中にあるように、	  
両群間に大きな差はない	  
	  
2002年-‐2004年に行われた、	  
U.S	  Census	  survey	  of	  tobacco	  use	  
と比べると、NLSTの参加者は	  
・より若い	  
・より高学歴	  
・former	  smokersが多い	  



研究はどの程度盲検化されているか	

盲検化に関する記述はない。	



追跡は完了しているか	  
患者はランダム割り付けされた集団において解析されたか	

Intenaon-‐to-‐screening解析	  
追跡期間：2009年12月まで	  
平均6.5年（最長で7.4年）	

離脱は　？	  
Refused	  
Leh	  study	  
Wrong	  screen	  
Missing	  form	  
Inadequate	  
が理由　	  
CXR群のほうがT1,T2　phaseのtestを
受けた者がLDCT群に比べ３％低い。	  
次スライド参照	

追跡率LDCT群：95％,CRX群：93％と高い	



試験は早期中止されたか	

•  この試験から独立した立場のデータ安全性評価委
員会（DSMB:Data	  and	  Safety	  Monitoring	  Board）が、
2010年10月20日の会合で、この試験における主な
疑問点に対して確実な統計的回答が得られており、
本試験結果を発表すべきだという通達をＮＣＩに出し
たため、平均6.5年のフォローアップで、試験は終了
した。	  



治療に関する論文のユーザーズガイド

②結果は何か

治療効果の大きさはどれくらいか
　RRR・ARR・NNTはそれぞれいくらか
治療効果の推定値はどれくらい精確か
　上記それぞれの95%CI区間の範囲は適切か・広すぎないか



Primary　Endpoint	

Reduced Lung-Cancer Mortality with Low-Dose CT Screening

n engl j med 365;5 nejm.org august 4, 2011 403

ing test were included, there were 346 deaths from 
lung cancer among 26,455 participants in the low-
dose CT group and 425 deaths among 26,232 par-
ticipants in the radiography group. The number 
needed to screen with low-dose CT to prevent one 
death from lung cancer was 320.

Overall Mortality
There were 1877 deaths in the low-dose CT group, 
as compared with 2000 deaths in the radiography 
group, representing a significant reduction with 
low-dose CT screening of 6.7% (95% CI, 1.2 to 
13.6) in the rate of death from any cause (P = 0.02). 
We were unable to obtain the death certificates 
for two of the participants in the radiography 
group who died, but the occurrence of death was 
confirmed through a review by the end-point veri-
fication team. Although lung cancer accounted 
for 24.1% of all the deaths in the trial, 60.3% of 
the excess deaths in the radiography group were 
due to lung cancer (Table 7). When deaths from 
lung cancer were excluded from the comparison, 

the reduction in overall mortality with the use of 
low-dose CT dropped to 3.2% and was not sig-
nificant (P = 0.28).

Discussion

In the NLST, a 20.0% decrease in mortality from 
lung cancer was observed in the low-dose CT 
group as compared with the radiography group. 
The rate of positive results was higher with low-
dose CT screening than with radiographic screen-
ing by a factor of more than 3, and low-dose CT 
screening was associated with a high rate of false 
positive results; however, the vast majority of false 
positive results were probably due to the presence 
of benign intrapulmonary lymph nodes or non-
calcified granulomas, as confirmed noninvasive-
ly by the stability of the findings on follow-up CT 
scans. Complications from invasive diagnostic 
evaluation procedures were uncommon, with death 
or severe complications occurring only rarely, par-
ticularly among participants who did not have 

Lung Cancer Not Confirmed

Thoracotomy, 
Thoracoscopy, or 
Mediastinoscopy Bronch  oscopy

Needle 
Biopsy

No Invasive 
Procedure Total

number (percent)

164 (100.0) 227 (100.0) 66 (100.0) 16,596 (100.0) 17,053 (100.0)

138 (84.1) 216 (95.2) 59 (89.4) 16,579 (99.9) 16,992 (99.6)

26 (15.9) 11 (4.8) 7 (10.6) 17 (0.1) 61 (0.4)

9 (5.5) 2 (0.9) 0 1 (<0.1) 12 (0.1)

13 (7.9) 9 (4.0) 6 (9.1) 16 (0.1) 44 (0.3)

4 (2.4) 0 1 (1.5) 0 5 (<0.1)

2 (1.2) 4 (1.8) 0 5 (<0.1) 11 (0.1)

45 (100.0) 46 (100.0) 24 (100.0) 4,559 (100.0) 4,674 (100.0)

38 (84.4) 46 (100.0) 23 (95.8) 4,551 (99.8) 4,658 (99.7)

7 (15.6) 0 1 (4.2) 8 (0.2) 16 (0.3)

1 (2.2) 0 0 3 (0.1) 4 (0.1)

6 (13.3) 0 1 (4.2) 2 (<0.1) 9 (0.2)

0 0 0 3 (0.1) 3 (0.1)

0 0 0 3 (0.1) 3 (0.1)

The New England Journal of Medicine 
Downloaded from nejm.org on August 29, 2014. For personal use only. No other uses without permission. 

 Copyright © 2011 Massachusetts Medical Society. All rights reserved. 

計算すると、	  
	  
肺癌による死亡	  
LDCT群：346/26455	  
→≒1.30％(p1)	  
	  
CXR群：425/26232	  
→≒1.62％(p2)	  
	  
RR：p1/p2≒0.81	  
RRR：1-‐RR≒0.19	  
ARR：p2-‐p1≒0.3	  
NNT≒320	  

Outcome
(+)

Outcome
(-‐‑‒)

介⼊入群 346 26109 26455

対照群 425 25807 26232

771 51916 P=0.004

P403左段の文章から、下記表のようになる。	



Secondary　Endpoint	  
-‐All-‐cause	  mortality-‐	

	  
計算すると、	  
LDCT群：1877/26455	  
→≒7.09％(p1)	  
	  
CXR群：2000/26232	  
→≒7.62％(p2)	  
	  
RR：p1/p2≒0.931	  
RRR：1-‐RR≒6.9%	  
ARR：p2-‐p1≒0.5	  
NNT≒188	  

Outcome
(+)

Outcome
(-‐‑‒)

介⼊入群 1877 24578 26455

対照群 2000 24232 26232

3877 48810 P=0.02

Reduced Lung-Cancer Mortality with Low-Dose CT Screening

n engl j med 365;5 nejm.org august 4, 2011 403

ing test were included, there were 346 deaths from 
lung cancer among 26,455 participants in the low-
dose CT group and 425 deaths among 26,232 par-
ticipants in the radiography group. The number 
needed to screen with low-dose CT to prevent one 
death from lung cancer was 320.

Overall Mortality
There were 1877 deaths in the low-dose CT group, 
as compared with 2000 deaths in the radiography 
group, representing a significant reduction with 
low-dose CT screening of 6.7% (95% CI, 1.2 to 
13.6) in the rate of death from any cause (P = 0.02). 
We were unable to obtain the death certificates 
for two of the participants in the radiography 
group who died, but the occurrence of death was 
confirmed through a review by the end-point veri-
fication team. Although lung cancer accounted 
for 24.1% of all the deaths in the trial, 60.3% of 
the excess deaths in the radiography group were 
due to lung cancer (Table 7). When deaths from 
lung cancer were excluded from the comparison, 

the reduction in overall mortality with the use of 
low-dose CT dropped to 3.2% and was not sig-
nificant (P = 0.28).

Discussion

In the NLST, a 20.0% decrease in mortality from 
lung cancer was observed in the low-dose CT 
group as compared with the radiography group. 
The rate of positive results was higher with low-
dose CT screening than with radiographic screen-
ing by a factor of more than 3, and low-dose CT 
screening was associated with a high rate of false 
positive results; however, the vast majority of false 
positive results were probably due to the presence 
of benign intrapulmonary lymph nodes or non-
calcified granulomas, as confirmed noninvasive-
ly by the stability of the findings on follow-up CT 
scans. Complications from invasive diagnostic 
evaluation procedures were uncommon, with death 
or severe complications occurring only rarely, par-
ticularly among participants who did not have 

Lung Cancer Not Confirmed

Thoracotomy, 
Thoracoscopy, or 
Mediastinoscopy Bronch  oscopy

Needle 
Biopsy

No Invasive 
Procedure Total

number (percent)

164 (100.0) 227 (100.0) 66 (100.0) 16,596 (100.0) 17,053 (100.0)

138 (84.1) 216 (95.2) 59 (89.4) 16,579 (99.9) 16,992 (99.6)

26 (15.9) 11 (4.8) 7 (10.6) 17 (0.1) 61 (0.4)

9 (5.5) 2 (0.9) 0 1 (<0.1) 12 (0.1)

13 (7.9) 9 (4.0) 6 (9.1) 16 (0.1) 44 (0.3)

4 (2.4) 0 1 (1.5) 0 5 (<0.1)

2 (1.2) 4 (1.8) 0 5 (<0.1) 11 (0.1)

45 (100.0) 46 (100.0) 24 (100.0) 4,559 (100.0) 4,674 (100.0)

38 (84.4) 46 (100.0) 23 (95.8) 4,551 (99.8) 4,658 (99.7)

7 (15.6) 0 1 (4.2) 8 (0.2) 16 (0.3)

1 (2.2) 0 0 3 (0.1) 4 (0.1)

6 (13.3) 0 1 (4.2) 2 (<0.1) 9 (0.2)

0 0 0 3 (0.1) 3 (0.1)

0 0 0 3 (0.1) 3 (0.1)

The New England Journal of Medicine 
Downloaded from nejm.org on August 29, 2014. For personal use only. No other uses without permission. 

 Copyright © 2011 Massachusetts Medical Society. All rights reserved. 



治療効果の推定値はどれくらい精確か	  
Primary	  endpoint：	  肺癌による死亡	

LDCT群346/26455	  (1.30%)	  
CXR群425/26232人	  (1.62%)	  
	  
RR=0.807〔95％CI：0.701～0.929］	  
RRR=19.3%	  
RRRの95%CIは、7.1~29.9%	  
	  
ARRの95%CIは、0.107~0.517	  
95％信頼区間のNNTは193～933	  
NNTの上限933をみても十分な値である	



結果を言葉にする	

無症状の肺癌ハイリスク患者に対して、	  
スクリーニング検査を	  
LDCTで行った場合、CXRで行った場合に比べて、	  
ü 肺癌死亡率は、19%減少する(RRR)	  
ü 320人の検査で肺癌による死亡を1人避けら

れる(NNT)	  



Step4　症例への適用

論文の結果が症例に適用できるか吟味する

JAMAユーザーズガイドのP79-83参照

結果を患者のケアにどのように適用できるか
　研究患者は自身の診療における患者と似ていたか
　（各国の社会背景や罹患率なども考慮する）
　患者にとって重要なアウトカムはすべて考慮されたか
　見込まれる治療の利益は、考えられる害やコストに見合うか



研究患者は自身の診療における患者
と似ていたか	

Inclusion　criteriaを満たし	  
Exclusion　criteriaに該当しない	



日本	 アメリカ	
General	  	  
informaaon	

悪性腫瘍による死亡の第1位	  
(男＋女)	  
	

罹患率は年々減少はしているが、男
性・女性ともに悪性腫瘍の第2位	  
米国の癌による死亡の約28％	  
2012年の統計：年間226,160名罹患、
160,340名が肺癌関連死	  

年齢調整罹
患率（2010年）	

男性64.6、女性23.7（人口10万人対）	   男性84.9、女性55.6（人口10万人対）	  
	

年齢調整死
亡率（2010年）	

男性42.4、女性11.5（人口10万人対）	  
	

男性63.8、女性40.6（人口10万人対）	  
	

喫煙率	 日本の喫煙率：20.7％（男34.1％、女
性9.0％）	  
	

米国の喫煙率は37％(禁煙15年未満
含む)2006年～2007年のデータ．喫煙
率も少しずつ下がってきている。	  

アメリカのほうが	  
日本より喫煙率・罹患率も死亡率も高い	

各国の社会背景や罹患率も考慮する	



患者にとって重要なアウトカムは	  
すべて考慮されたか	

•  死亡率という臨床的にも患者にとっても	  
　重要な結果が吟味されている。	



見込まれる治療の利益は	  
考えられる害やコストに見合うか？	



3回のスクリーニング検査中に　　　
陽性と診断された者	  
LDCT群24.2％、CXR群6.9％	  
偽陽性率	  
LDCT群96％、CXR群95％	

肺癌と診断された者	  
LDCT群1060名（645/10万人年）	  
CXR群941名（572/10万人年）	  
Rate	  raao	  1.13	  
(95%CI	  1.03	  to	  1.23)	  

偽陽性率は非常に高い	



スクリーニング陽性患者のdiagnosac	  Follow-‐up	  
Table	  3よりLDCT群のみ抜粋	

偽陽性率の高さ
が問題点	

計算上は、	  
308人の患者をスク
リーニングすると、	  
985件のCT	  scan	  
18件のPET　scan	  
8件のbronchoscopies	  
9件surgical	  procedure	  
が行われ、	  
8件の肺癌が診断され	  
1件の死亡が免れる	  



精密検査による偶発症・合併症	

少なくとも1つ以上の	  
合併症が起きた率	  
LDCT群：1.4％	  
CXR群：1.6％	

重大な合併症としては、	  
精密検査後60日以内の死亡	  
（LDCT群16名、CXR群10名）	  
	  
その他の合併症としては、	  
創傷感染、気管支痙攣、
vasovagal	  reacaon、気胸、　
過呼吸・・など	



見込まれる治療の利益は	  
考えられる害やコストに見合うか？	

低線量CTによる1年に1回のスクリーニング検査は、	  
高リスク群である私の患者では、単純X線写真よりも	  
死亡率の減少効果が得られる。	  
	  
しかし、偽陽性率が高く、	  
①精査にかかる費用	  
②精査中に起こりうる偶発症や、	  
③Over	  diagnosisによる必要のない治療を受ける可能性	  
を考えなければならない。	



ちなみに	



米国での肺癌スクリーニング推奨は？	

毎年の低線量CTによるスクリーニングを、	  
30Pack-‐year以上喫煙している55歳～80歳が対象（禁煙して15年未満の者も含む）	  
禁煙後15年経過した場合スクリーニングを中止する	  
	



日本の検診の背景	

対策型検診：40歳以上の男女に対するCXR	  
任意型検診：高危険度群に対する喀痰細胞診	

参考）診療報酬　検診なので自費。	  
単純CT検査　撮影料900点（16列以上64列未満のマルチスライス型）	  
　　　　　　　　　画像診断料450点	  
　　　　　　　　　電子画像管理加算120点	  
　　　　　　　　　合計　1470点で　1万4700円	  

日本からの4つの症例対象研究では、胸部X線で肺癌の死亡減少効果が認められているが、	  
効果は限定的である。欧米でのRCTでは死亡率減少効果は無いとされている。	

費用（CT検査を検診で行うと）	



Step5　1-4の見直し

疑問の定式化をうまく行えたことで、PICOに合致する論文
を選ぶことが出来た。論文は二次資料からたどり着いた。	
LDCTによるhigh risk患者の肺癌スクリーニングは、有意
差を持って死亡率を減少させることが分かった。	
大きなインパクトがあり、今後の日本の検診も変化する可
能性がある。	
一方で偽陽性率も極めて高いため、経済的・精神的・時間
的にも負担は大きい。そして過剰診断のリスクもある。	
	
患者は妻を亡くしたばかりであり、癌に対する不安は	
人一倍強いようであった。経済的には余裕があるため、　
上記リスクを踏まえたうえで、選択肢として提示することは
妥当であろう。	



論文のまとめ

無症状の肺がん患者に対す低線量CTによる１年に１回
のスクリーニング検査は肺癌による死亡を胸部単純X線
に比べて２０％減少させる。	  
一方で、偽陽性率は非常に高く、その後の侵襲的検査
による合併症や過剰診断のリスクを考慮し、慎重に判断
すべきである。	



患者へのLDCTによる	  
スクリーニングに関する説明	

【利益】・肺癌が早期に発見され、肺癌による死亡を免れるか
もしれない。	  
・死亡を免れるには至らなくても、有効な治療を受ける機会が
増し生存期間の延長が得られる可能性がある。	  
・肺癌以外の疾患が発見され、それに対する早期治療に結
びつく可能性がある。	  
【不利益】	  
・放射線被ばくによる健康被害の可能性	  
・偽陽性による経済的・精神的・時間的損害	  
・精密検査による合併症の可能性	  
・過剰診断により必要のない治療を受ける可能性がある。	

CTを受ければ安心なわけではありませんよ。	
大切なのは禁煙です！	



患者と相談し、CT検査を受ける方針となった	  
→結果、異常を認めず、来年も受けることとなった	  
	  
現在禁煙外来にも通院することになり	  
自分が担当している	  

選択したマネジメント	


