
改訂項目 改訂内容
第1版 2020/5/22 初版公開
第2版 2020/7/30 はじめに 内容一部修正

１．疫学的なこと（がん患者さんのリスクなど）_1) 参考資料リンク先変更
２．免疫とウイルス感染との関わり _１） 内容一部修正，参考資料リンク先変更
２．免疫とウイルス感染との関わり _２） 参考資料リンク先変更
３．検査 _COVID-19流行期におけるがん関連の検査について_１） 内容一部修正
３．検査 _がん患者におけるCOVID-19検査について_１） 内容一部修正
３．検査 _がん患者におけるCOVID-19検査について_６） 内容一部修正
３．検査 _がん患者におけるCOVID-19検査について_７） 内容一部修正
３．検査 _がん患者におけるCOVID-19検査について_８） 文献番号修正
３．検査 _がん患者におけるCOVID-19検査について_参考文献／関連情報 内容一部修正
４．外科的治療_７） 内容一部修正，参考資料リンク先変更
４．外科的治療_１０）～１１） 新規項目 追記
５．放射線治療_１） 内容一部修正，参考資料リンク先変更
５．放射線治療_２） 参考資料リンク先変更
５．放射線治療_３） 参考資料リンク先変更
５．放射線治療_４） 参考資料リンク先変更
６．薬物治療_細胞傷害性抗腫瘍薬_２） 文献名修正
６．薬物治療_分子標的薬_１） 内容一部修正
６．薬物治療_免疫チェックポイント阻害薬 「免疫療法」から項目名変更
６．薬物治療_免疫チェックポイント阻害薬_１） 内容一部修正，文献名修正
６．薬物治療_ホルモン治療_前立腺がん_１） 文献名修正
７．補助療法（輸血など）_１） 文献名修正
７．補助療法（輸血など）_３） 文献名修正
８．緩和ケア 新規項目 追記
９．治療後の経過観察や通院 項目番号変更
１０．その他 項目番号変更
１０．その他_２）_イベルメクチン 内容一部修正
１０．その他_２）_ヒドロキシクロロキン 記載順序，内容一部修正
１０．その他_３） 内容一部修正
１０．その他_４） 内容一部修正
【臓器別】Ⅰ血液腫瘍 新規項目 追記
【臓器別】Ⅱ肺癌 新規項目 追記
【臓器別】Ⅲ～Ⅺ 項目番号変更
【臓器別】Ⅴ大腸がん_１）_関連情報 内容一部修正
【臓器別】Ⅴ大腸がん_２）_関連情報 内容一部修正
【臓器別】Ⅴ大腸がん_５）_関連情報 内容一部修正
【臓器別】Ⅴ大腸がん_６）_関連情報 リンク先変更
【臓器別】Ⅴ大腸がん_１７）_関連情報 内容一部修正
【臓器別】Ⅶ耳鼻咽喉科・頭頸部領域のがん_２）_関連情報 リンク先変更・追加
【臓器別】Ⅶ耳鼻咽喉科・頭頸部領域のがん_３）_関連情報 リンク先変更
【臓器別】Ⅷ口腔がん_１） 内容一部修正，表2修正
【臓器別】Ⅷ口腔がん_３）_関連情報 内容一部修正，リンク先変更
【臓器別】Ⅸ泌尿器がん_③膀胱がん_５） 文献名修正
【臓器別】Ⅹ婦人科がん_①子宮頸がん_２） 内容一部修正
【臓器別】Ⅹ婦人科がん_③卵巣がん_２） 内容一部修正

第3版 2021/2/10 はじめに 内容一部修正
１．疫学的なこと（がん患者さんのリスクなど）_1) 内容一部修正，参考資料リンク先追加
２．免疫とウイルス感染との関わり _１） 内容一部修正，参考資料リンク先変更
２．免疫とウイルス感染との関わり _２） 内容一部修正
３．検査 _COVID-19流行期におけるがん関連の検査について_１） 内容一部修正
３．検査 _COVID-19流行期におけるがん関連の検査について_４） 内容一部修正
３．検査 _がん患者におけるCOVID-19検査について_１） 文献番号修正
３．検査 _がん患者におけるCOVID-19検査について_２） 文献番号修正
３．検査 _がん患者におけるCOVID-19検査について_４） 内容一部修正
３．検査 _がん患者におけるCOVID-19検査について_５） 文献番号修正
３．検査 _がん患者におけるCOVID-19検査について_６） 文献番号修正
３．検査 _がん患者におけるCOVID-19検査について_７） 文献番号修正
３．検査 _がん患者におけるCOVID-19検査について_８） 文献番号修正
３．検査 _がん患者におけるCOVID-19検査について_参考文献 内容一部修正
４．外科的治療_１） 内容一部修正，関連情報追加
４．外科的治療_２） 関連情報修正
４．外科的治療_３） 内容一部修正，関連情報修正
４．外科的治療_４） 内容一部修正，関連情報修正，追加
４．外科的治療_５） 内容一部修正，関連情報追加
４．外科的治療_６） 内容一部修正
４．外科的治療_７） 内容一部修正，関連情報追加
４．外科的治療_９） 内容一部修正，関連情報修正
４．外科的治療_１０） 内容一部修正
５．放射線治療_１） 参考資料リンク修正
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５．放射線治療_２） 内容一部修正，参考資料リンク追加
５．放射線治療_３） 内容一部修正，参考資料リンク修正
５．放射線治療_４） 内容一部修正，参考資料リンク追加
６．薬物治療_細胞傷害性抗腫瘍薬 内容一部修正
６．薬物治療_細胞傷害性抗腫瘍薬_２） 内容一部修正，文献追加
６．薬物治療_分子標的薬_１） 内容一部修正，文献追加
６．薬物治療_免疫チェックポイント阻害薬_１） 内容一部修正
６．薬物治療_ホルモン治療_前立腺がん_１） 内容一部修正，文献追加
６．薬物治療_ホルモン治療_乳がん 内容一部修正，参考資料リンク追加
６．薬物治療_ホルモン治療_婦人科がん 内容一部修正
７．補助療法（輸血など）_１） 内容一部修正，文献追加
７．補助療法（輸血など）_２） 内容一部修正
７．補助療法（輸血など）_３） 内容一部修正，文献追加
７．補助療法（輸血など） 参考資料リンク先追加
８．緩和ケア_５） 内容一部修正
９．治療後の経過観察や通院 内容一部修正
１０．その他_１） 内容一部修正
１０．その他_２） 内容一部修正
１０．その他_２）_ウイルス増殖を抑える薬剤_ファビピラビル 内容一部修正
１０．その他_２）_ウイルス増殖を抑える薬剤_レムデシビル 内容一部修正
１０．その他_２）_ウイルス増殖を抑える薬剤_シクレソニド 内容一部修正
１０．その他_２）_ウイルス増殖を抑える薬剤_ロピナビル/リトナビル配合剤 順番変更，内容一部修正
１０．その他_２）_ウイルス増殖を抑える薬剤_イベルメクチン 内容一部修正
１０．その他_２）_ウイルス増殖を抑える薬剤_ヒドロキシクロロキン 内容一部修正
１０．その他_２）_免疫力を上げる治療法_回復者血漿療法 新規項目 追記
１０．その他_２）_免疫力を上げる治療法_LY-CoV555、LY-CoV016モノクローナル抗体カクテル 新規項目 追記
１０．その他_２）_炎症、サイトカインストームを抑える治療法_ステロイド 内容一部修正
１０．その他_２）_炎症、サイトカインストームを抑える治療法_トシリズマブ 内容一部修正，参考資料リンク追加
１０．その他_３） 内容一部修正
１０．その他_４） 内容一部修正
１０．その他_５） 新規項目 追記
１０．その他_６） 新規項目 追記
【臓器別】Ⅰ血液腫瘍_①_１） 内容一部修正
【臓器別】Ⅰ血液腫瘍_②_３） 内容一部修正
【臓器別】Ⅰ血液腫瘍_②_９） 文献番号修正
【臓器別】Ⅰ血液腫瘍_② 参考文献追加
【臓器別】Ⅰ血液腫瘍_③_２） 内容一部修正
【臓器別】Ⅰ血液腫瘍_③ 参考文献追加
【臓器別】Ⅱ肺癌_９） 内容一部修正，参考文献追加
【臓器別】Ⅱ肺癌_１０） 内容一部修正
【臓器別】Ⅲ食道がん_３） 内容一部修正
【臓器別】Ⅲ食道がん_４） 内容一部修正
【臓器別】Ⅲ食道がん_９） 内容一部修正
【臓器別】Ⅳ胃がん・GIST 内容一部修正
【臓器別】Ⅳ胃がん・GIST_１） 関連情報修正
【臓器別】Ⅳ胃がん・GIST_１３） 内容一部修正
【臓器別】Ⅳ胃がん・GIST_１４）１５） 削除
【臓器別】Ⅴ大腸がん_１） 内容一部修正，関連情報追加
【臓器別】Ⅴ大腸がん_２） 内容一部修正
【臓器別】Ⅴ大腸がん_３） 内容一部修正，関連情報追加
【臓器別】Ⅴ大腸がん_４） 内容一部修正，関連情報追加
【臓器別】Ⅴ大腸がん_５） 内容一部修正，関連情報追加
【臓器別】Ⅴ大腸がん_６） 内容一部修正，関連情報追加
【臓器別】Ⅴ大腸がん_１０） 内容一部修正，関連情報追加
【臓器別】Ⅴ大腸がん_１１） 内容一部修正，関連情報修正
【臓器別】Ⅴ大腸がん_１２） 内容一部修正，関連情報追加
【臓器別】Ⅴ大腸がん_１４） 関連情報追加
【臓器別】Ⅴ大腸がん_１５） 内容一部修正，関連情報追加
【臓器別】Ⅴ大腸がん_１６） 関連情報追加
【臓器別】Ⅵ肝胆膵領域の悪性腫瘍_３） 内容一部修正，関連情報追加
【臓器別】Ⅶ耳鼻咽喉科・頭頸部領域のがん_４） 新規項目 追記
【臓器別】Ⅷ口腔がん 内容一部修正
【臓器別】Ⅷ口腔がん_１） 内容一部修正
【臓器別】Ⅷ口腔がん_３） 関連情報追加
【臓器別】Ⅸ泌尿器がん_②腎臓がん_４） 内容一部修正
【臓器別】Ⅹ婦人科がん 内容一部修正，参考文献追加
【臓器別】Ⅹ婦人科がん_①子宮頸がん_１）～４） 内容一部修正
【臓器別】Ⅹ婦人科がん_②子宮体がん_１）～５） 内容一部修正
【臓器別】Ⅹ婦人科がん_③卵巣がん_１）～４） 内容一部修正
【臓器別】Ⅺ乳がん 内容一部修正
【臓器別】Ⅺ乳がん_３） 参考資料リンク追加
WGメンバー メンバー追加
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