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概要
NCCN Guidelines for Patients® は National
Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) が作成しました



NCCN

患
者ケア、研究および教育

に従事する米国内の 28 の主
要がんセンターによるネット
ワーク。

NCCN 所属がんセンター：
NCCN.org/cancercenters

NCCN 腫瘍学診療
ガイドライン
(NCCN Guidelines®)





NCCN Guidelines
for Patients



NCCN がんセンターの医師が
最新研究と長年の経験をもと
に作成



専門家によるがん検診、診断
および治療の推奨



世界中のがんケアワーカーの
ために

無料オンライン

NCCN.org/guidelines



分かりやすいフォーマットの
NCCN ガイドラインによる最
新情報
がん患者とそのサポートにあ
たる方のために
最善の結果につながるがん治
療オプションを説明

NCCN Quick GuideTM シート



NCCN Guidelines for
Patients のキーポイント

無料オンライン

NCCN.org/patientguidelines
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目的としています。また NCCN Foundation は、がん研究における革新の中心を担
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Debbie's Dream Foundation: Curing Stomach Cancer

胃がん患者、家族、ケアワーカーへの無料教育とサポート事業を国際的に提供する使
命を持つ組織として、Debbie's Dream Foundation: Curing Stomach Cancer (DDF)
は、胃がんについての認識を高めることに注力しながら、研究のための出資を促
進し、胃がんの治癒を実現するという最終目標を目指しています。DDF は、患者と
その家族のための、この重要で包括的な援助体系を誇りを持ってサポートしています。

DebbiesDream.org

Hope for Stomach Cancer

わたしたちは非営利で、患者とそのきめ細かい差し当たりのニーズを始めとする、胃
がんコミュニティのサポートに焦点を当てています。Hope for Stomach Cancer は胃
がんによって影響を受ける人々にサポート、援助、認識を提供するという使命のため
尽力しています。 研究、早期発見、予防を通して、わたしたちは胃がんコミュニティ
をサポートし、命を救うお手伝いをしながら、治療法の発見に取り組んでいます。わ
たしたちは胃がんに直面する人々のための非常に貴重な財産である NCCN Guidelines
for Patients®: Stomach Cancer を喜んでサポートします。https://stocan.org/

No Stomach For Cancer

当団体は、胃がん教育や認識を医療・科学コミュニティの中で推進し、その情報を患
者やケアワーカーと共有するため、懸命に取り組んでいます。当団体の使命に従って、
NSFC は、がんの検診、早期発見、治療および予防のための研究努力をサポートして
います。No Stomach For Cancer は、患者と家族のためのこの包括的なガイドライ
ンを誇りを持ってサポートしています。nostomachforcancer.org
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1 胃がんの基礎

自分が胃がんだと分かったら。ショック
を受けて混乱するのは当然です。この章
では胃がんの基礎知識を取扱います。こ
の情報は治療計画を始めるにあたってお
役立てください。

胃について
大腸は使用されなかった食べ物を体外へ排出する準
備をします。

胃壁

胃壁は 4 つの主層で構成されています。 図 2 を参
照してください。食べ物と接触する内側の層は粘
膜と呼ばれます。この粘膜は上皮、粘膜固有層、粘
膜筋板の 3 つの副層で構成されています。

胃について

上皮は、胃を保護する粘液と呼ばれる粘り気のある
濃厚な液を生成します。粘膜固有層は、結合組織、
非常に小さなリンパ腔、腺を含んでいます。リンパ
は細胞に水分と食べ物をもたらす透明の液体で、病
原菌と闘う血液細胞を含んでいます。粘膜筋板は細
い筋肉片で、粘膜と粘膜下層を隔てています。

胃は消化器系の大きい空洞器官です。消化器系は食
べ物を分解して体内で利用できるようにします。消
化器系では、胃は消化管を構成する 4 つの臓器のう
ちのひとつです。図 1 を参照してください。

食べ物は口から食道を通って胃へ移動します。胃の
中で食べ物は液状に分解されます。食べ物は胃から
小腸へと移り、そこで栄養が血流へと吸収されます。

食道

図1
消化管

胃は消化管を構成する 4 つの臓器の
うちのひとつです。食べ物は食道を
通過して胃へたどりつきます。分解
されて液状になると、食べ物は小腸
へ入ります。大腸は使用されなかっ
た食べ物を体外へ排出する準備をし
ます。
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胃がんの種類

胃がんの種類

胃壁の二番目の層は粘膜下層と呼ばれます。結合組
織、血管、神経細胞からなります。大きめのリンパ
腔も含まれています。

大部分の胃がんは胃の内部を覆い粘液を作る細胞の
中で始まります。これらは腺がんと呼ばれます。胃
がんのほとんどは腺がんです。胃の腺がんが本書の
焦点です。

三番目の層は筋固有層と呼ばれています。ほとんど
が筋繊維でできています。これらの筋肉は食べ物が
胃を通りやすくする役目を果たします。

胃の腺がんには主に二つの種類があります。腸型の
細胞はくっついて、管状および線状構造を形成しま
す。散在型の細胞はくっつかず、広範囲に広がって
分散し、表面で簡単に見つけることができます。

四番目の層は胃の最も外側の部分です。漿膜は、臓
側腹膜とも呼ばれる、胃壁を覆う膜です。漿膜下組
織と呼ばれる結合組織の薄い層をもち、潤滑液を作
る一列の細胞によって覆われています。この液によ
り胃がほかの臓器に対抗してスムーズに動くことが
できます。

胃にできる腫瘍の多くは胃がんとして取り扱われま
す。ただし、胃のてっぺんの部分（2 cm）にでき
て、食道と胃の間のエリアに入り込む腫瘍は、食道
がんとして取り扱われます。NCCN Guidelines for
Patients: 食道がんでこれらのがんのための治療オプ
ションを紹介しています。

図2
胃壁

粘膜

胃壁は 4 つの層からなり
ます。食べ物と接触する
内側の層が粘膜です。通
常ここで胃がんが始まり
ます。

粘膜下層

筋層
漿膜
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診断と治療計画
 遺伝性びまん性胃がん
 リンチ症候群

身体検査と診療歴

 若年性ポリポーシス症候群

身体検査の実施と診療歴の確認は、胃がんの疑いがあ
る場合の最初の検査（精密検査）における重要な二つ
のステップです。

 ポイツ・ジェガース症候群

 典型的または希薄型家族性腺腫性ポリポーシス

診療歴には、あらゆる健康上の事象、およびこれまで
に服薬したことがある医薬品が含まれます。また胃が
んに関連する可能性のある症状も含まれています。診
療歴は、医師が、患者が外科的処置や化学療法に耐え
うる健康状態にあるかを把握するのに有効です。

(FAP/aFAP)

医師が遺伝性胃がんであると考える場合、患者は遺伝
子カウンセラーに問い合わせることが推奨されます。
遺伝子カウンセラーと胃がんに関連する症候群の検査
受診について相談することができます。検査には、血
液サンプルを提供する必要があります。サンプルを使
用して、病理医が、これらの症候群を引き起こす異変
がないか遺伝子を検査します。

遺伝的リスク評価

ほかの人に比べて胃がんになりやすいタイプの人がい
ます。胃がんになる可能性を増大させるものはすべて
リスク因子と呼ばれます。リスク因子は行動、周囲環
境や、個人的な特質であったりします。診療歴は、胃
がんが、両親から子どもへ受け継がれた（遺伝）遺伝
子の異変によって生じたものであるかを、医師が評価
する際に役立ちます。これは遺伝的リスク評価 と呼ば
れます。

以下に挙げる遺伝性症候群も胃がんになるリスクの増
大と関連性がある場合があります。ただし、研究には
これらの症候群を持つ人の胃がんの検査については含
まれていません。
 毛細血管拡張性運動失調

遺伝的リスク評価の一環として、医師は患者に血縁者
の診療歴について尋ねます。家族の既往症や発症時の
年齢を把握することは重要です。医師は、子どもや孫、
兄弟姉妹、両親およびその兄弟姉妹、祖父母の健康状
態について尋ねる場合もあります。
家族の誰も胃がんや関連するがんを患ったことがない
こともあります。それでも胃がんになる可能性を増大
させる遺伝性の症候群である場合があります。症候群
とは、同時に発生して病気の存在またはリスクを示す
兆候や症状のグループです。胃がんに最も密接に関連
する遺伝性症候群を以下にまとめます。

NCCN Guidelines for Patients®:
胃がん・2019 年度
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 ブルーム症候群

 遺伝性乳がん・卵巣がん症候群
 リー・フラウメニがん症候群
 色素性乾皮症

 コーデン症候群

1 胃がんの基礎

診断と治療計画

定期血液検査

大部分のがんの精密検査に含まれる一般的な血液検査
を以下に記載しています。
完全血球算定 (CBC)

PET/CT スキャン

CT は放射断層撮影法 (PET) と呼ばれる別の画像検査
と組み合わせて実施されることがあります。組み合わ
せて使用される場合、PET/CT スキャンと呼ばれます。
PET スキャンは正常細胞と比較して体内で割合が高
いエリアを特定します。

CBC では血液の各部に関する重要な情報が得られま
す。白血球、赤血球、血小板の数などはその一例です。
上部内視鏡検査
血球算定はがんが骨に転移していたり、がんが出血し
ていたり、ほかの健康上の問題があるために低くなっ 上部内視鏡検査（消化管内視鏡検査 [EGD] とも呼ばれ
ている場合があります。
る）により、医師は食道および胃の内部を見ることが
できます。内視鏡と呼ばれる細長い器具を使用します。
総合化学プロフィール
内視鏡の先端にはライトとカメラがついています。内
視鏡は喉から食道と胃へ挿入されます。図 3 を参照
血液中の化学物質は、肝臓、骨、その他の臓器から発
してください。
生します。総合化学プロフィールでは、血液中の化学
物質が低すぎないか、または高すぎないかを評価しま
医師は胃または食道のどこに腫瘍があるのかを記録し
す。レベル異常はがんの転移またはその他の病気に
ます。腫瘍が食道付近にある場合、食道胃接合部から
よって生じる場合があります。
の距離も記録される場合があります。

画像検査

画像検査は体内を見るために使用されます。写真で腫
瘍の大きさ、形状および位置が分かります。また胃以
外にがんが転移しているかどうかも確認できます。さ
まざまなタイプの画像検査が、胃がんの発見、治療計
画、治療結果の確認のために使用されます。
コンピューター断層撮影 (CT)

CT は X 線を使用して体内の写真を作成する一般的
な画像検査です。胸部、腹部、骨盤の CT スキャン
を、胃がんの精密検査の一環として受けることになり
ます。

写真をより鮮明にするため、造影剤が使用されます。
造影剤は静脈に注入され、飲用する液体と混ざります。
造影剤が原因で体がほてったりじんましんが出る場合
があります。まれに、重篤なアレルギー反応が生じる
場合があります。以前に造影剤で有害反応が出たこと
がある場合は、医師および技師に伝えてください。

NCCN Guidelines for Patients®:
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医師は腫瘍のサンプルも取る場合があります。これは
生検と呼ばれます。また、がんのリスクが高い組織や、
がんの可能性がある組織のサンプルも収集することが
あります。生検は病理医に送られ、そこで検査されま
す。内視鏡検査を受けた後、膨張感や声の枯れを感じ
る場合があります。
超音波内視鏡検査

超音波内視鏡検査では、画像と内視鏡の両方を用いて、
腫瘍が胃壁のどの深さまで発達しているかを確認しま
す。リンパ節とその付近の臓器内のがんの兆候も検知
できます。
がんがあまり進行していない（早期症状）と医師が予
測していたり、がんが初期であるか、局部的に進行し
ているかを判断するために超音波内視鏡検査を受ける
場合がほとんどです。
がんが転移しているように見える場合、内視鏡は、細
針吸引 (FNA) と呼ばれる生検の一種を実行するため
に使用することができます。針を胃壁または食道を通

1 胃がんの基礎

診断と治療計画

して挿入し、組織に近づけてサンプルをとります。
サンプルはリンパ節、または肝臓など胃の隣にある
臓器からとる場合があります。

 胃壁の最初の層以外に転移しているが、胃から

さほど離れていない

 化学放射線療法または手術で処置できる可能性

がある

内視鏡的切除

腹腔鏡検査は全身麻酔下で行われます。これには内
視鏡に酷似した腹腔鏡と呼ばれる器具が使用されま
す。腹部をごく小さく切開して、そこから腹腔鏡の
管のように見える部分を挿入します。これにより医
師はがんの兆候を見て、がん検査用の液を採取する
ことができます（腹腔洗浄液）。

胃壁の奥まで増殖していない腫瘍の治療には、診断
ツールではなく内視鏡的切除を用いることが多くな
ります。医師が内視鏡を通して挿入する器具で、腫
瘍およびリスクの高い組織を除去できる場合があり
ます。内視鏡的切除は早期胃がんの病期を判断する
のに非常に重要な役割を果たします。

転移の生検

細胞診による腹腔鏡検査

がんが胃から離れた部位に転移している可能性があ
る場合、その遠隔部位の生検を行い、がんの存在を
確認する必要性が生じることがあります。このため
に使用される生検のタイプは、疑いのある転移の部
位や、そのほかの要因に応じて異なります。

この検査は外科的処置の一種で、医師はこれにより
腹部内の病気を見つけることができます。腹腔鏡検
査により、腹部の内膜組織（腹膜）や肝臓にある遠
隔転移を発見できる場合があります。医師は胃がん
の状態が次のような場合に腹腔鏡検査を検討します。

図3
上部内視鏡検査

上部内視鏡検査により医師は
胃の内壁と食道を見ることが
で き ま す。 超 音 波 を 使 う と、
医師はより深い壁の層と付近
の臓器を見ることができます。
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バイオマーカー検査

イント阻害物質 (KEYTRUDA®) での治療が適してい
ることがあります。

NCCN の専門家が胃がん患者に推奨しているもう一
つの検査に、バイオマーカー検査があります。バイ
オマーカーは分子やタンパク質に似た物質で、がん
が原因となって体内に生じることがあります。バイ
オマーカーは DNA と同じように固有に作用するプ
ロセスでもあります。胃がんの管理で使用される最
も重要なバイオマーカーについて以下に記載してい
ます。

マイクロサテライト高不安定性 (MSI-H) またはミスマッ
チ修復欠損 (dMMR)

一部の人は、損傷した DNA を修復できないように
する遺伝子によるトラブルを抱えています。正常細
胞では、ミスマッチ修復 (MMR) と呼ばれるプロセ
スで、DNA が分離して複製されると生じるエラーを
修復します。細胞の MMR システムが適切に機能し
ない場合、エラーが構築され DNA が不安定となる
原因になります。これをマイクロサテライト不安定
性 (MSI) と呼びます。

HER2

ヒト上皮成長因子受容体 2 (HER2) は、全細胞の表
面にみられるタンパク質です。がんの中には HER2
を過剰に生成するものがあり、これによりがんが大
きくなり、通常よりも早く転移を生じさせる場合が
あります。これに関する医学用語は、HER2 陽性 ま
たは HER2 過剰発現 です。

この不安定性を発見する実験室検査は二種類ありま
す。どちらの方法が使用されるかに応じて、その結
果は MSI-H（マイクロサテライト高不安定性）、ま
たは dMMR（ミスマッチ修復欠損）のどちらかとな
ります。両方とも同じ結果を意味します。

腫瘍により HER2 が過剰に生成される場合、トラス
ツズマブと呼ばれる標的治療薬 (Herceptin®) での治
療が適していることがあります。

腫瘍が MSI-H または dMMR である場合、ペンブロ
リズマブと呼ばれる免疫チェックポイント阻害物質
(KEYTRUDA®) での治療が適していることがあります。

PD-L1

免疫システムには T 細胞と呼ばれる重要な白血球が
あります。T 細胞の主な役割は、細菌やウィルス、
がん細胞といった体内の有害物質を攻撃することで
す。これは PD-1 と呼ばれる表面にあるタンパク質
を利用して行われます。

次のステップ

医師は、ここに述べたすべての検査の結果を使用し
て、がんの臨床（手術前）病期を判断します。分類
過程については次の章、胃がんの病期分類 で記述し
ています。

がん細胞は PD-L1 と呼ばれる表面にある別のタンパ
ク質をもっています。PD-1 受容体が PD-L1 と出会
う時点を、免疫チェックポイントと呼びます。T 細
胞は、がん細胞を攻撃せず、がん細胞だけを放って
おくように「指示」されます。免疫チェックポイン
ト阻害物質は、この二つのタンパク質が出会わない
よう抑制します。これにより T 細胞は自身の仕事を
してがん細胞を攻撃します。

胃がん患者は胃がんの進行具合に応じて主に 3 つの
カテゴリにグループ分けできます。このグループの
治療目標および管理はそれぞれ異なります。
 早期胃がん。早期胃がんでは胃壁の最初の層を

越えての増殖は見られません。

 局所領域胃がん。このがんは胃壁の二番目の層

腫瘍または免疫細胞に PD-L1 バイオマーカーがある
場合、ペンブロリズマブと呼ばれる免疫チェックポ

NCCN Guidelines for Patients®:
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1 胃がんの基礎

そのほかの治療前ケア

 転移性胃がん。がんがリンパ節および胃から離れ

た臓器に広がっています。このがんは通常治癒で
きません。転移性胃がんの治療の主な目標は、で
きる限り快適に、できる限り長く、普通の生活を
送れるようサポートすることとなります。

そのほかの治療前ケア

 胃壁には

4 つの層があります。がんは最も内側
の層ではじまり、胃壁へ向かって増殖します。

 ほとんどの胃がんは胃壁の内部を覆い粘液を作

る細胞の中で始まります。これらの胃がんは腺
がんと呼ばれます。

 がん細胞は正常細胞のように増殖したり死なな

いため、腫瘍を形成します。

栄養状態の評価

治療を始める前に栄養士とのカウンセリングをお勧め
します。栄養士は現在の栄養状態におけるがんの影響
を評価します。胃がんでは食欲不振になることがあり
ます。ほんのわずかの食事で満腹感を感じるかもしれ
ません。こういった変化により、体重がかなり減少す
ることがあります。

治療を始める前に、適切な、長期維持できる栄養をと
ることが重要となります。手術やその他のがん治療は、
栄養不足で体が弱っていると危険すぎる場合がありま
す。栄養管による食べ物の摂取をアドバイスされるこ
とがあります。

禁煙サポート

喫煙者である場合、禁煙することが非常に大切です。
喫煙はがん治療の効果を制限する可能性があります。
また、喫煙により、手術後に副作用が出る可能性が大
幅に上昇します。
ニコチン中毒はやめることが最も難しい中毒のひとつ
です。胃がんを患ったことによるストレスで、禁煙が
より難しくなる場合もあります。喫煙者の方は、禁煙
サポートのカウンセリングや薬物治療について医師に
相談してください。
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 がん細胞はリンパ腔や血管を通ってほかの体の

部位へ広がることがあります。

 治療を開始する前に栄養状態を良好にすること

が重要です。

 たばこを吸う方は、最善の治療結果を得ること

ができるよう、禁煙することが重要です。

2

胃がんの病期分類
15
15
16
18

がんの病期分類について

TNM システム
胃がんの病期
まとめ
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胃がんの病期分類
2 胃がんの病期分類

胃がんの病期分類はがんの増殖および転
移の程度を評価するものです。この評価
は検査結果にもとづいて行われます。医
師はがんの分類にもとづいて追加の検査
や治療を計画します。この章では胃がん
の病期分類に使用するシステムについて
説明しています。

がんの病期分類について| TNMシステム
がんの病期分類について

TNM システム

対がん米国合同委員会 (AJCC) システムが、胃がん
の病期分類に使用されます。AJCC システムで、T、N、
M のアルファベットは、それぞれ異なるがん増殖の
位置を表しています。医師は各アルファベットにス
コアをつけます。このスコアを組み合わせてがんの
病期を割り当てます。がんの病期は予後を判断した
りどの治療を用いるかを決定するために使用します。
予後とは病期のパターンと転帰の予測です。

がんの病期分類について

T = 腫瘍

胃がんは胃壁を通って増殖し、付近の構造に侵入し
ます。T スコアは腫瘍が胃壁を通じてどの程度増殖
しているかを表します。胃がんの T スコアは以下の
通りです。

胃がんおよびその他のがんは、初回と、胃を切除す
る手術の後に得られた情報をもとにした二回目の二
度、分類が行われることがよくあります。

臨床（手術前）病期



臨床（手術前）病期は胃がんと診断された最初の検
査結果にもとづいています。臨床病期により、がん
がどの程度広がっているかを最も推測しやすくなり
ます。がんが体内にどこまであるかを正確に把握す
るには手術が必要となるため、これが可能な限り最
善の推測となります。







病理（手術後）病期



病理（手術後）病期は、胃および付近のリンパ節を
切除する手術の後に得られたより決定的な情報にも
とづいて、がんの程度を評価するものです。病理病
期は、がんの広がりの程度をより正確に把握できる
ため、非常に重要となります。病理（手術後）病期
は手術後の治療オプションを決定するためにも使用
されます。
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Tis とは胃の最も内側の膜に形成される異常細
胞のことです（上皮）。

T1a 腫瘍は胃壁の最初の層（粘膜）に侵入して
います。
T1b 腫瘍は胃壁の二番目の層（粘膜下層）に侵
入しています。

T2 腫瘍は胃壁の三番目の層（筋固有層）に侵
入しています。
T3 腫瘍は胃壁の三番目の層と外層の間の結合
組織に侵入しています。

T4a 腫瘍は胃壁の外層（漿膜）に侵入してい
ます。
T4b 腫 瘍 は 胃 壁 を 通 し て 全 体 に 増 殖 し、 隔
膜、肝臓、脾臓、膵臓、副腎、腎臓、結腸、小
腸、腹壁といった体の付近の領域に侵入してい
ます。

2 胃がんの病期分類

胃がんの病期

胃がんの病期

N = 結節

リンパは胃組織からリンパを血流に輸送する腔へ排
出します。リンパが移動する際、リンパ節とよばれ
る小さな構造を通過します。リンパ節はリンパから
病原菌を取り除きます。リンパ節とリンパ管は体中
にめぐらされています。N カテゴリはがん細胞を持
つリンパ節の数を反映しています。








胃がんの病理（手術後）病期を次に記述しています。
各病期に対応する TNM スコアは病期説明の後のかっ
こ内に示しています。

病期 0

異常細胞が胃の一番内側の膜（上皮）に増殖しはじ
めています。これらの細胞は浸潤性胃がんとなりう
るため治療の必要があります。この病期の他の名称
として上皮内癌 および高度異形成 があります。(Tis、
N0、M0)

NX：リンパ節を評価できません。

N0：リンパ節付近にがんはありません。

N1：リンパ節の近くに 1 ～ 2 のがんがあります。
N2：リンパ節の近くに 3 ～ 6 のがんがあります。
N3a：リンパ節の近くに 7 ～ 15 のがんがあり
ます。

病期 1A

腫瘍が形成され、胃壁の最初または二番目の層に侵
入しています。リンパ節付近にがんはありません。
(T1、N0、M0)

N3b：リンパ節の近くに 16 以上のがんがあり
ます。

M = 転移

病期 1B

M カテゴリは胃に直接接触しない部位に転移がある
かどうかを示します。これらの部位には離れたリン
パ節も含まれます。



この病期で考えられる状況は 2 つあります。

 腫瘍が胃壁の最初または二番目の層に侵入し、

リンパ節付近に 1 ～ 2 のがんがあります。(T1、
N1、M0)

M0：遠隔部位への増殖はありません。

 腫瘍が胃壁の三番目の層に侵入しています。リ

M1：がんが肝臓や肺といった遠隔部位に転移
しています。

ン パ 節 付 近 に が ん は あ り ま せ ん。(T2、N0、
M0)

病期 2A

この病期で考えられる状況は 3 つあります。

 腫瘍が胃壁の最初または二番目の層に侵入し、

リンパ節付近に 3 ～ 6 のがんがあります。(T1、
N2、M0)

 腫瘍が胃壁の三番目の層に侵入し、リンパ節付

近に 1 ～ 2 のがんがあります。(T2、N1、M0)
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2 胃がんの病期分類

胃がんの病期
病期 3A

 腫瘍が胃壁の三番目の層と外層の間の結合組織

に侵入しています。リンパ節付近にがんはあり
ません。(T3、N0、M0)

この病期で考えられる状況は 4 つあります。

 腫瘍が胃壁の三番目の層に侵入しています。リ

ンパ節付近に 7 ～ 15 のがんがあります。(T2、
N3a、M0)

病期 2B

この病期で考えられる状況は 4 つあります。

 腫瘍が胃壁の三番目の層と外層の間の結合組織

 腫瘍が胃壁の最初または二番目の層に侵入して

に侵入しています。リンパ節付近に 3 ～ 6 のが
んがあります。(T3、N2、M0)

います。リンパ節付近に 7 ～ 15 のがんがあり
ます。(T1、N3a、M0)

 腫瘍は胃壁の外層（漿膜）に侵入しています。

 腫瘍が胃壁の三番目の層に侵入し、リンパ節付

リンパ節付近に 1 ～ 6 のがんがあります。(T4a、
N1 または N2、M0)

近に 3 ～ 6 のがんがあります。(T2、N2、M0)

 腫瘍が胃壁の三番目と外層の間の結合組織に侵

 腫瘍は胃壁を通して増殖し、体のほかの付近の

入し、リンパ節付近に 1 ～ 2 のがんがあります。
(T3、N1、M0)

部位に侵入しています。リンパ節付近にがんは
ありません。(T4b、N0、M0)

 腫瘍は胃壁の外層（漿膜）に侵入しています。

リンパ節付近にがんはありません。(T4a、N0、
M0)

腫瘍

図4
胃がんの病期

胃がんは粘膜で形成され
た後、胃壁および付近の
体内部位に増殖します。

病期 4

胃

粘膜

病期 0

病期 1

病期 2

病期 3

粘膜下層
筋肉

外層（漿膜）
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2 胃がんの病期分類

まとめ

病期 3B

病期 4

この病期で考えられる状況は 5 つあります：

がんが胃から離れた体の部位に広がっています（転
移 ）。 腫 瘍 の 大 き さ や リ ン パ 節 の 数 は 多 様 で す。
(T のいずれか、N のいずれか、M1)

 腫瘍が胃壁の最初または二番目の層に侵入して

います。リンパ節付近に 16 以上のがんがあり
ます。(T1、N3b、M0)

 がんが胃壁の三番目の層に侵入しています。リ

まとめ

ンパ節付近に 16 以上のがんがあります。(T2、
N3b、M0)

 胃がんは治療計画に使用するため病期にグルー

 がんは胃壁の三番目の層と外層の間の結合組織

プ分けされます。

に侵入しています。リンパ節付近に 7 ～ 15 の
がんがあります。(T3、N3b、M0)

 医師は腫瘍、結節、転移

(TNM) システムを使
用して体内の胃がんの程度を評価します。

 腫瘍は胃壁の外層（漿膜）に侵入しています。

 胃がんの臨床病期は手術前の検査結果にもとづ

リ ン パ 節 付 近 に 7 ～ 15 の が ん が あ り ま す。
(T4a、N3a、M0)

いています。臨床病期は単にがんがどの程度広
がっているかという「できる限りの推測」を示
すことしかできません。体内でがんがどの程度
あるかを正確に把握するには手術が必要となる
ためです。

 腫瘍は胃壁を通して増殖し、体のほかの付近の

部位に侵入しています。リンパ節付近に 1 ～ 6
のがんがあります。(T4b、N1 または N2、M0)

 胃がんの病理病期は手術の結果にもとづいてい

ます。病理病期は、がんの広がりの程度をよ
り正確に把握できるため、非常に重要となり
ます。

病期 3C

この病期で考えられる状況は 3 つあります：

 腫瘍が胃壁の三番目の層と外層の間の結合組織

に侵入しています。リンパ節付近に 16 以上の
がんがあります。(T3、N3b、M0)

 腫瘍は胃壁の外層（漿膜）に侵入しています。

リ ン パ 節 付 近 に 16 以 上 の が ん が あ り ま す。
(T4a、N3b、M0)

 腫瘍は胃壁を通して増殖し、体のほかの付近の

部位に侵入しています。少なくとも 7 のがんが
あり、リンパ節付近におそらく 16 以上ありま
す。(T4b、N3a または N3b、M0)
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がん治療の概要
20
21
23
24
25
26
26

内視鏡治療
手術

放射線治療
化学療法
標的療法
臨床試験
まとめ
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3 がん治療の概要

この章では胃がん治療の種類を簡単に説
明しています。 治療について知ること
で治療オプションを理解する助けとなり
ます。胃がん治療には複数のタイプがあ
ります。この章に記述する治療をすべて
の人が受けるわけではありません。

内視鏡治療
小さな胃の腫瘍を切除または摘除する方法は二つあ
ります。どちらの方法でも、まず腫瘍下に液体を注
入します。この液体がクッションの役割を果たして
腫瘍を持ち上げます。それから腫瘍を二つの方法の
うち一つを使って摘除します。
 内視鏡的粘膜切除術

(EMR)。がん細胞を、ス
ネアと呼ばれる投げ縄の形をした器具で摘除し
ます。この方法は、食道壁の深い層まで到達し
ていない腫瘍を摘除するのに最適な方法です。

内視鏡治療

 内視鏡的粘膜下層剥離術

(ESD)。医師がメスを
使用して腫瘍下の健康な組織を分散させます。
こうすることで腫瘍全体を壊さずに摘除し、再
発を防ぎます。この方法は、胃壁の深い層まで
増殖していない腫瘍を摘除するのに最適な方法
です。

内視鏡的切除は、胃壁の最初の層以外に増殖してい
ない早期胃がんを摘除するためのオプションです。
この治療では内視鏡に挿入される器具を使用して小
さな腫瘍を摘除します。図 5 を参照してください。

図5
内視鏡的切除

胃壁の奥深くまで侵入してい
ない胃の腫瘍は、内視鏡的切
除で摘除できる場合がありま
す。この治療では内視鏡に挿
入される器具で腫瘍を摘除し
ます。

内視鏡が胃に誘
導されます

液体が腫瘍下に
注入されます

切除器具で腫瘍
を摘除します

イラスト著作権 © 2019 Nucleus Medical Media、転載複製禁止。www.nucleusinc.com
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手術

手術

開腹下胃切除術

ほとんどの胃切除術は「開腹」技術を用いて行われ
ます。この一般的な方法では、執刀医は腹部を大き
く切り込み、これを「開いて」胃に触れて摘除します。
それから食道を外科的に小腸につなぎます。胃亜全
摘術または幽門側胃切除では、残った胃を小腸また
は食道につなげます。

手術は多くの胃がん治療に適用されます。胃がん手
術の目標は、腫瘍全体およびその周囲の正常に見え
る組織の一部の摘除です。この正常に見える組織は
切除縁と呼ばれます。

胃切除術

腹腔鏡下胃切除術

胃がん治療に用いられる手術は胃切除術と呼ばれま
す。胃切除術ではがんの程度に応じて胃の一部また
は全部を摘除します。
 胃全摘術 では胃をすべて摘除します。 図

参照してください。

胃からがんを摘除するのに、腹腔鏡下胃切除術 と呼
ばれる侵襲の少ない方法があります。腹腔鏡下胃切
除術では、腹部を大きく切り込まず、いくつかの小
さな切り口を作ります。小型の器具を切り口に挿
入して、ビデオカメラを使ってがん組織を摘除し
ます。

6を

 胃亜全摘術（胃部分切除術とも呼ばれる）では

胃の一部を摘除します。

腹腔鏡下胃切除術はすべてではありませんが、一部
の胃がんに適しています。がんが腹腔鏡下で摘除で
きるかどうか、外科医と相談することをお勧めし
ます。

 幽門側胃切除 は胃の下半分の胃亜全摘術です。
 噴門側胃切除 は胃の上半分の胃亜全摘術です。

図6
胃切除術

胃全摘術では胃をすべて摘除します。腫
瘍が侵入している付近の構造もすべて摘
除されます。手術では、がんの検査のた
めにリンパ節も一部摘出します。
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手術

リンパ節摘出

胃切除術では、がんの検査のために胃の近くにある
リンパ節も一部摘出します。これをリンパ節摘出 と
呼びます。

NCCN の 専 門 � は、
胃切除�で 15 �上の

胃がんのリンパ節摘出には主に三つの種類がありま
す。これは摘出するリンパ節の数にもとづいて異な
ります。






リンパ�を��するこ
とを�奨しています。

A D0 切除では胃の近くにあるリンパ節は摘出
されません。
A D1 切除では胃に最も近いリンパ節を摘出し
ます。
A D2 切除では胃に最も近いリンパ節と、動脈
および脾臓付近のリンパ節を摘出します。
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放射線治療

放射線治療
放射線照射

治療の間はシミュレーションと同じ位置でテーブル
に横になります。放射線が腫瘍に向けられるよう、
機器を使用して体が動かないよう固定する場合があ
ります。技師が近くの部屋で機械を操作する間は一
人になります。技師は常に患者を見て、声を聞いた
り話すことができます。

放射線治療ではがんを治療するために高エネルギー
放射線を用います。放射線によりがん細胞を殺した
り、新しいがん細胞が作られるのを抑止します。外
照射療法 (EBRT) は、胃がん治療に用いられる最も
一般的なタイプの放射線です。この方法では大きな
機械で体の外側に放射線を送ります。放射線は皮膚
およびほかの組織を通過して腫瘍に到達します。 図
7 を参照してください。

放射線の副作用

放射線に暴露された皮膚は日焼けしたように見えた
り感じられる場合があります。赤くなる傾向にあり、
乾燥してヒリヒリし、触ると痛いこともあります。

胃がんを治療するための放射線治療は、4 ～ 6 週間
の期間、毎日行います。連続して治療することで、
治療の間に細胞を健康に治癒することができます。
放射線治療は一般的に、同じ期間、化学療法と組み
合わせて行われます。

胃の腫瘍への放射線治療は、吐き気、嘔吐、下痢を
生じさせる場合もあります。その他の反応として、
治療部位の痛み、睡眠をとっているにも関わらず極
度の疲労感（倦怠感）、食欲の減退がみられる場合が
あります。

シミュレーション・セッション

まずシミュレーションと呼ばれるセッションが予定
されます。治療を受ける位置に配置され、CT スキャ
ンを受けます。CT スキャン画像は放射線プランの作
成に使用します。そのプランは最適な放射線量、必
要となるセッション数を示すものです。

一般的な副作用とまれな副作用の全リストをもらえ
るか治療チームにたずねてください。副作用がひど
い場合、改善する方法があることがあります。

図7
外照射療法

放射線治療は多くの場合大型の機
械で行われます。放射線は皮膚およ
び組織を通過して腫瘍に到達しま
す。胃がんを治療するための放射線
治療は、一般的に 4 ～ 6 週間の期間、
毎日行います。
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化学療法

化学療法
化学療法の副作用

化学療法の副作用には個人差があり、服用する薬剤
の種類や量、治療期間の長さに応じても異なります。
食欲の減退、吐き気、嘔吐、下痢、抜け毛、口内炎
などが一般的な副作用として挙げられます。爪の色、
強度、乾燥度や滑らかさも変わることがあります。

化学療法はがん細胞を殺すための薬剤を使う治療で
す。ほとんどの胃がん用化学療法剤は液状で、静脈
にゆっくりと注入されます。薬剤は血流を移動して
体内のがんを処置します。「全身性」という用語が体
全体に作用するがん治療を指す場合に使用されます。

化学療法剤の中には知覚神経への損傷を引き起こす
ものもあります。これは感覚性ニューロパシーと呼
ばれます。この症状には指やつま先のしびれ、うず
き、痛みなどがあります。風邪をひきやすくなったり、
軽く触れただけで痛みを感じるようになる場合もあ
ります。感覚性ニューロパシーの症状を予防または
軽減する方法がないか、医師に相談してください。

ひとつの薬剤だけを使用する場合もあります。薬剤
の作用が異なるため、複数の薬剤を使用することも
あります。併用レジメンとは複数の化学療法剤を使
用することです。

化学療法では治療周期に休息期間を組み込みます。
これにより次の周期までに体を回復させます。周期
は使用する薬剤に応じて異なります。

一般的な副作用とまれな副作用の全リストをもらえ
るか治療チームにたずねてください。副作用がひど
い場合、改善する方法があることがあります。

図8
化学療法

化学療法は、体内のがん細胞
を殺す薬剤を使用します。「全
身性」という用語は体全体に
作用する治療を指します。化
学療法は正常細胞にもがん細
胞にも有害となりえます。
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標的療法

標的療法

標的療法での治療に適している人

がんが、これらの薬剤のうちのいずれかが標的とす
る突然変異を持っていても、必ずしもこの療法で治
療できる（あるいはすべき）とは限りません。胃が
んの管理において、NCCN の専門家は以下のがん患
者に対して標的療法による治療を推奨しています。

標的療法は特定の種類のがん細胞を標的として攻撃
できるがん治療です。標的療法は化学療法ほど多く
の正常細胞を害さないため、副作用が軽い傾向にあ
ります。

標的療法による治療は、特定の遺伝子突然変異をも
つ人に対してよく用いられます。薬剤が「標的」と
する突然変異をもたない人には、あまり効果のない
治療です。例えば、トラスツズマブ (Herceptin®) は、
HER2 タンパク質を作りすぎる胃の腫瘍を標的とし
ます。この学術名は HER2 過剰発現 です。

 手術で摘除できない局所領域胃がん
 治療後再現した胃がん（再発がん）

 日常生活をほとんど問題なく送れる場合、転移

性胃がん

現在、米国食品医薬品局 (FDA) が、胃がん使用のた
めに認可している標的療法は以下の三種類です。
 トラスツズマブ
 ラムシルマブ

(Herceptin®)

(CYRAMZA®)

 ペンブロリズマブ

(KEYTRUDA®)

ガイド 1 でこれらの各薬剤の標的を一覧にしてい
ます。

ガイド 1 胃がんのための標的療法
商標

一般名

この薬剤の標的

CYRAMZA®

ラムシルマブ

血管内皮成長因子受容体 2 (VEGFR-2)

Herceptin®

トラスツズマブ

HER2- 陽性腫瘍

ペンブロリズマブ

• マイクロサテライト高不安定性 (MSI-H) またはミスマッチ修
復欠損 (dMMR) 腫瘍

KEYTRUDA

®
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臨床試験

臨床試験 | まとめ

まとめ

新しい検査や治療は、安全性と有効性が判断される
まで、公に提供されることはありません。まず FDA
やその他の政府機関が規制する方法で研究される必
要があります。

 内視鏡的切除では喉から胃へと小さな器具を通

して早期の腫瘍を摘除します。

 胃切除術では、腹部領域に入れた切込みから付

近のリンパ節に沿って、胃の一部または全部を
摘除します。この手術は大きな切込み（開腹法）、
またはいくつかの小さな切込み（低侵襲法）で
行われる場合があります。

臨床試験は、検査や治療の安全性と有効性を調査す
る研究の一種です。 これは胃がんのような病気の全
病期について行われます。安全性と有効性が認めら
れれば、今後の治療の基準となることもあります。

 放射線治療では、高エネルギー放射線により、

がん細胞を殺したり、新しいがん細胞が作られ
ないようにします。

本書に記載の検査や治療は臨床試験を経て、胃がん
患者をサポートするために幅広く利用されています。
新しい薬剤は、一般使用を認可される前にすべて臨
床試験でテストされます。ほとんどの患者は、まず
最初は標準治療を受けます。臨床試験は、標準治療
がうまくいかない場合や、その治療に耐えられない
場合に提示されます。

 化学療法はがん細胞がそのライフサイクルを完

了させるのを防ぐことで、数が増えないように
します。

 標的療法は特定の種類のがん細胞を標的として

攻撃できるがん治療です。これは、特定の遺
伝子突然変異をもつ人に対してよく用いられ
ます。

臨床試験への参加はメリットもリスクもあります。
考えられるプラス面とマイナス面を検討し、何が自
分に適しているのかを判断する必要があります。臨
床試験に参加するには、その研究の条件を満たして
いなければなりません。臨床試験に参加する患者は、
がんの状態や総合的な健康状態が類似していること
がよくあります。これは、どの進捗も治療に起因す
るものであり、患者間の違いに起因するものではな
いことを明確にするためです。参加するには、イン
フォームド・コンセントと呼ばれる用紙を読んで署
名する必要があります。この用紙には、リスクとメ
リットを含む研究の詳細が記述されています。

 臨床試験では、通常では受けることができない

新しい検査や治療を受けることができます。こ
れらの新しい検査や治療は、適宜、FDA によっ
て承認される場合があります。

参加できる臨床試験が行われているか、治療チーム
にたずねてください。臨床試験は、治療を受けてい
る機関、あるいは近くのほかの治療センターで行わ
れる場合があります。臨床試験については治療の
決定 の章に記載のウェブサイトからもご覧いただけ
ます。
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この章では胃がん患者のための治療オプ
ションを紹介します。治療オプションは
がんの程度によって分類されます。この
情報は、NCCN の専門家が胃がんを治
療する医師のために作成した治療ガイド
ラインから引用しています。健康状態や
本人の希望により、ここに記載する治療
以外の提案が医師からなされる場合もあ
ります。

早期胃がん

早期胃がん

胃壁のどの程度まで腫瘍が増殖しているかを示す記
号として、大文字の T と数字の 1 ～ 4（およびさら
に文字が付けられる場合も）が使用されます。数字
が大きければ大きいほど、腫瘍が胃壁の奥深くまで
増殖していることを示します。これは腫瘍病期 と呼
ばれます。腫瘍病期は一般的な病期とは異なります
が、一般的な病期を判断する際に重要な役割を果た
します。
早期胃がんの腫瘍病期は：




Tis 腫瘍。上皮内癌 とも呼ばれ、Tis は胃の一
番内側の膜（上皮）で速く増殖する異常細胞を
表します。これらの腫瘍は浸潤性胃がんとなり
うるため治療の必要があります。

T1a 腫瘍。これらの早期病期の腫瘍は胃壁の最
初の層（粘膜）に侵入しています。

早期胃がんの治療は以下の条件に左右されます。
 手術に耐えうる健康状態であるか
 本人が手術を望んでいるか

早期胃がんの治療オプションについては ガイド 2
を 参 照 し て く だ さ い。 内 視 鏡 的 切 除 は Tis お よ び
T1a 腫瘍の両方に対して可能なオプションです。手
術を受けることができ、本人が希望する場合、リン
パ節摘出を伴う胃切除術もひとつの選択肢となり
ます。
内視鏡的切除または手術後に治療は必要ですか？

必要となる場合もあります。次のページで早期胃が
んの初回治療後に想定されることについて説明して
います。
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ガイド 2 早期胃がんの初回治療

早期胃がん

手術ステータス

想定されるオプション

手術を受けることができない、または希望しない

内視鏡的切除
オプション 1：内視鏡的切除

手術を受けることができ、希望する

オプション 2：手術およびリンパ節摘出

内視鏡的切除後

手術後

内視鏡的切除の後、治療を必要としない場合もあり
ます。一般的に、以下の条件の場合、内視鏡的切除
は成功と考えられます。

手術の結果はさらに治療が必要であるか判断するた
めに使用されます。執刀医ががんをすべて摘除する
ことができ、腫瘍周囲から摘除した組織にがん細胞
がみられない場合、さらなる治療は不要となります。
次のステップはフォローアップ治療とがん再発の監
視です。

 腫瘍が直径 2 センチ以下である

 がん細胞が顕微鏡で正常細胞と類似しているよ

うに見える（高分化または適度に高分化）

フォローアップ治療

 腫瘍が胃壁の二番目の層に侵入していない

治療後がんの兆候がみられない場合、フォローアッ
プ治療とがんの再発の監視が始まります。受ける必
要があるフォローアップ治療は、内視鏡切除での処
置であったか手術であったかによって異なります。
ガイド 3 を参照してください。

 腫瘍の外側の血管またはリンパ腔にがん細胞が

ない（リンパ管浸潤 と呼ばれます）

 摘除した組織の縁にがん細胞がない（切除縁）

内視鏡的切除が成功すると、がんの再発の監視を始
めることができます。
がんが、内視鏡的切除の所見にもとづいて高いリス
クがあると判明した場合、手術（胃切除術）および
リンパ節摘出が必要となる可能性があります。
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早期胃がん

ガイド 3 早期胃がんの手術後の観察

内視鏡的切除によって処置される Tis および T1a 腫瘍
フォローアップ治療

頻度

身体検査と診療歴の更新

1 ～ 2 年の間 3 ～ 6 ヶ月ごと、3 ～ 5 年の間 6 ～ 12 ヶ月ごと、
その後年に 1 回

CBC および化学プロフィール

医師の指示に従い必要に応じて

上部消化管内視鏡検査
コンピューター断層撮影 (CT) による胸
部、腹部、骨盤の画像撮影

Tis 腫瘍：1 年の間 6 ヶ月ごと、その後 3 年の間年に 1 回

T1a 腫瘍：1 年の間 6 ヶ月ごと、その後最長 5 年の間年に 1 回。
その後、医師の指示に従い必要に応じて
医師の指示に従い必要に応じて

手術で治療する T1a 腫瘍（リンパ節にがんがない場合）
フォローアップ治療

頻度

身体検査と診療歴の更新

1 ～ 2 年の間 3 ～ 6 ヶ月ごと、3 ～ 5 年の間 6 ～ 12 ヶ月ごと、
その後年に 1 回

CBC および化学プロフィール

医師の指示に従い必要に応じて

上部消化管内視鏡検査

医師の指示に従い必要に応じて

コンピューター断層撮影 (CT) による胸
部、腹部、骨盤の画像撮影

医師の指示に従い必要に応じて

ビタミン B12 と鉄分レベルを含む栄養状
態の監視

長期継続
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4 治療ガイド

局所領域胃がん

局所領域胃がん
周術期化学放射線療法についての推奨される化
学療法レジメンはガイド 5 に示しています。

胃の腫瘍が胃壁の最初の層（粘膜）以外に増殖して
いる場合、局所領域がん と呼ばれます。リンパ節に
近く、胃から離れていない部位にがんがある可能性
があります。

周術期化学療法、または周術期放射線を受ける場合、
胸部、腹部、骨盤の CT スキャンを行い、がんが手
術で摘除できるほど縮小しているかを見る必要があ
ります。造影剤は静脈に注入されるほか、飲料用の
液体が与えられます。

手術は、この種のがんを治療するためのオプション
となることがあります。医師は、患者の肺、心臓、
および栄養摂取状態を検査して、手術を行えるかど
うかを判断します。

腫瘍が十分に縮小している場合、手術を承認される
可能性があります。手術は NCCN の専門家が推奨す
る治療オプションで、もうひとつのオプションは対
症療法の開始となります。

大手術に耐えうる健康状態である

医学的な見地から大手術に耐えうると判断される場
合、手術を受けることができるかは、がんの位置と
程度に応じても異なることがあります。

腫瘍が十分に縮小していない場合、あるいはがんが
胃から離れた部位に広がっている場合（転移）、対症
療法がひとつのオプションとなります。対症療法に
ついては次のセクション、「転移性胃がん」で触れて
います。

腫瘍を摘出できる可能性がある場合

大手術に耐えうる健康状態にあり、医師が、がんを
手術により摘除できると考える場合、治療のオプショ
ンは臨床（手術前）病期に応じて異なります。

腫瘍を手術で摘除できない場合

大手術に耐えうる健康状態であるが、医師が手術は
成功しないと予測する場合、ほかの治療オプション
があります。

腫瘍が胃壁の二番目の層（粘膜下層）に侵入してい
ると考えられる場合、TNM 病期分類システムにおけ
る T1b 腫瘍にあたります。手術は T1b 腫瘍の主な
治療オプションです。

 がんの治癒を試みるための化学放射線療法。こ

れは根治的化学放射線療法 と呼ばれます。根治
的化学放射線療法についての推奨される化学療
法レジメンはガイド 6 に記載しています。

腫瘍が胃壁の二番目の層以外に増殖している場合、
T2、T3、 ま た は T4 腫 瘍 の い ず れ か と な り ま す。
これらの腫瘍には複数の治療オプションがあります。

 全身療法。推奨される全身療法レジメンについ

ては、次のセクション、「転移性胃がん」のガ
イド 11 と 12 を参照してください。

 手術のみ

 手術と化学療法。化学療法は手術の前と後に行

大手術に耐えうる健康状態にない（または希
望しない）

われます。これは周術期化学療法 と呼ばれます。
この治療オプションは NCCN の専門家によっ
て推奨されています。周術期化学療法について
の推奨される化学療法レジメンはガイド 4 に
記載しています。

手術が承認されない（または本人が拒否）する場合、
がんは転移性疾患として管理されます。詳しくは次
のセクション、「転移性がん」を参照してください。

。
 手術後の化学療法と放射線（化学放射線療法）

これは周術期化学放射線療法 と呼ばれます。
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4 治療ガイド

局所領域胃がん

ガイド 4 手術前後の化学療法レジメン（周術期）
レジメンに含まれる薬剤

優先レジメン
その他の推奨レジメン

フルオロピリミジンおよびオキサリプラチン

フルオロウラシル、ロイコボリン、オキサリプラチン、ドセタキセル (FLOT)
フルオロウラシルおよびシスプラチン

ガイド 5 周術期化学放射線療法のための化学療法レジメン
レジメンに含まれる薬剤

フルオロウラシルおよびオキサリプラチン
優先レジメン

その他の推奨レジメン

フルオロウラシルおよびシスプラチン

フルオロピリミジン（フルオロウラシルまたはカペシタビン）
およびパクリタキセル
パクリタキセルおよびカルボプラチン

ガイド 6 根治的化学放射線療法のための化学療法レジメン
レジメンに含まれる薬剤

フルオロウラシルおよびオキサリプラチン
優先レジメン

NCCN Guidelines for Patients®:
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およびパクリタキセル
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4 治療ガイド

局所領域胃がん

初回治療が手術だった

がんの再発リスクが高い場合、治療が推奨されます。
推奨される治療は化学療法、その後化学放射線療法、
その後さらに化学療法となります（すべてフロロピリ
ミジンをベースとする）。

手術の結果はさらに治療が必要であるか判断するた
めに使用されます。手術で考えられる結果は以下の
いずれかになります。
 切除縁にがんが見られない

縁にがんがない場合でも、手術後の治療は一定の胃
がんには常に推奨されます。リンパ節のがんの有無
に関わらず、これには T3 または T4 腫瘍が含まれま
す。腫瘍病期に関係なく、一つまたは複数のリンパ
節にがんが見られた場合も、治療が推奨されます。
この二つの状況の治療は、多くのリンパ節が手術で
摘除されたかどうかに応じて異なります（D2 切除と
呼ばれます）。D2 リンパ節には動脈と脾臓付近のも
のを含みます。

 切除縁にがんが見られる

 胃またはその付近に執刀医が確認できたがんの

すべてを摘除できなかった

 がんが離れた場所に広がっている（転移）

これら 4 つの考えられる手術結果について、次で詳
述しています。
切除縁にがんが見られない

切除縁にがんがない場合、オプションは病理（手術
後）病期にもとづきます。腫瘍がごく小さい場合、
さらなる治療は必要ありません（Tis または T1 腫瘍）。
次のステップはフォローアップ治療の開始です。

T2 腫瘍は胃壁の三番目の層に侵入しています。手術
後さらに治療が必要となるかは、がん再発のリスク
に応じて異なります。がんは以下の条件の場合再発
しやすい傾向にあります。
 がん細胞が顕微鏡で正常細胞とかなり異なって

いるように見える

 がんがリンパ腔または神経に転移している



50 歳以下である

D2 リンパ節が摘除されなかった
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D2 リンパ節摘出を受けた場合、手術後の化学療法が
推奨されます。NCCN の専門家が推奨する化学療法
レジメンには、カペシタビン (Xeloda®) とオキサリ
プラチン (Eloxatin®) が挙げられます。

手術で D2 リンパ節摘出を受けなかった場合、フロ
ロピリミジンをベースとする化学放射線療法が推奨
されます。フルオロウラシルまたはカペシタビンを
用いた化学療法は、化学放射線療法の前と後に行わ
れます。

4 治療ガイド

局所領域胃がん

ガイド 7 では、切除縁にがんが見られなかった場

手術の結果にもとづく治療オプションについてはガ
イド 8 を参照してください。

合の、手術後の治療として取り上げられるオプショ
ンを示しています。
切除縁にがんが見られる

がんが切除縁に見られる場合、 フロロピリミジンを
ベースとする 化学放射線療法が推奨されます。化学
放射線療法は体内に残っている可能性のあるがんの
治療です。
目に見えるすべてのがんを摘除しきれなかった

執刀医が胃または胃付近のがんをすべて摘除できな
かった場合、オプションは二つあります。
 フロロピリミジンをベースとする化学放射線療法
 対症療法

がんが胃から離れた部位に広がっている

がんが転移している場合、対症療法が推奨されます。
これについては次のセクション、「転移性胃がん」で
触れています。

手術前に化学療法または化学放射線療法を
行った場合

手術前に化学療法または化学放射線療法を行った場
合、手術の結果はさらに治療が必要かどうかを判断
するために使用されます。手術で考えられる結果は
以下のいずれかになります。
 切除縁にがんが見られない
 切除縁にがんが見られる

 胃またはその付近に執刀医が確認できたがんの

すべてを摘除できなかった

 がんが離れた場所に広がっている（転移）
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4 治療ガイド

局所領域胃がん

ガイド 7 手術のみを受け切除縁にがんが見られなかった場合
腫瘍病期

リンパ節のがん
の有無

Tis または
T1

なし

T2

なし

T3 または
T4

あり／なし

すべて

あり

想定されるオプション
経過観察（追加治療なし）
オプション 1：経過観察（追加治療なし）

オプション 2：化学療法、その後化学放射線療法、その後さらに化学療
法（すべてフロロピリミジンをベースとする）。このオプションはがん再
発リスクが高い患者向けです。

D2 リンパ節摘出を受けた場合：化学療法のみ

あまり広くない範囲で D2 リンパ節摘出を受けた場合：化学療法、その
後化学放射線療法、その後さらに化学療法（すべてフロロピリミジンを
ベースとする）。

ガイド 8 術前および周術期治療と手術の後の治療
手術結果

想定されるオプション

切除縁にがんが見られない

オプション 2：化学療法のみ（手術前に化学療法のみを受けた場合）レ
ジメンについてはガイド 6 を参照してください。

切除縁にがんが見られる

オプション 1：経過観察（手術前に化学放射線療法を受けた場合）

オプション 1：化学放射線療法（手術前にこれを受けていない場合のみ）
オプション 2：残ったがんの摘除を試みるための手術

胃またはその付近にがんの一部
が残っている

オプション 1：化学放射線療法（手術前にこれを受けていない場合のみ）

がんが離れた場所に見られる

ガイド 10 を参照してください（転移性胃がんの治療オプション）
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4 治療ガイド

局所領域胃がん
転移性再発

治療が終了したら

がんが胃（または胃があった場所）から離れたから
だの部位に再発した場合、対症療法が主要な治療オ
プションとなります。対症療法については次のセク
ション、「転移性胃がん」で触れています。

ガイド 9 では胃がん治療後の推奨されるフォロー

アップ治療を示しています。フォローアップ治療は、
治療後にがんの兆候がみられない場合に開始します。

診療歴の更新および身体検査は定期的に行う必要が
あります。血液検査、CT スキャン、上部内視鏡検査は、
必要な場合にのみ行います。
手術が原因で、十分な栄養が摂取できていない場合
があります。ビタミン B12、鉄分、その他のレベル
について検査する必要があります。治療は必要に応
じて受けます。

��療�

対症療法の目標はがんの治療ではな

がんが再発したら

フォローアップ治療中にがんが再び現れることがあ
ります。これは再発と呼ばれます。胃の付近（胃全
摘術を受けている場合、胃があった付近）に再発す
るがんは、局所領域再発 と呼ばれます。がんが再発
して胃付近から離れた場所に転移している場合、転
移性疾患となります。

く、生活品質の向上です。これは緩
和ケアとも呼ばれます。これにより
多くのニーズに対処することができ
ます。

対症療法は以下をサポートします：

局所領域再発

ü 身体症状および情動性症状の管理
ü 治療オプションの決定
ü 医療ケアワーカーとの治療調整

局所領域再発の治療は大部分において二つの条件に
左右されます。
 総合的に大手術に耐えうる健康状態であるか
 がんが手術で無事に摘除できると医師が考え

治療チームと話し合って最も適した

るか

対症療法を計画してください。

このように、手術が可能で、本人が希望する場合、
手術はひとつのオプションとなります。手術に適応
できない状態であれば、対症療法がひとつのオプショ
ンとなります。対症療法については次のセクション、
「転移性胃がん」で触れています。
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4 治療ガイド

局所領域胃がん

ガイド 9 フォローアップ治療と胃がんの再発の監視
手術で治療される T1b 腫瘍
フォローアップ治療

頻度

身体検査と診療歴の更新

1 ～ 2 年の間 3 ～ 6 ヶ月ごと、3 ～ 5 年の間 6 ～ 12 ヶ月ごと、
その後年に 1 回

CBC および化学プロフィール

医師の指示に従い必要に応じて

上部消化管内視鏡検査

医師の指示に従い必要に応じて

胸部、腹部、骨盤の CT

医師の指示に従い必要に応じて

ビタミン B12 と鉄分レベルを含む栄養状態の
監視（手術を受けた場合）

長期継続

フォローアップ治療

頻度

身体検査と診療歴の更新

1 ～ 2 年の間 3 ～ 6 ヶ月ごと、3 ～ 5 年の間 6 ～ 12 ヶ月ごと、
その後年に 1 回

CBC および化学プロフィール

医師の指示に従い必要に応じて

上部消化管内視鏡検査

医師の指示に従い必要に応じて

胸部、腹部、骨盤の CT

最初の 2 年の間 6 ～ 12 ヶ月ごと、その後最長 5 年の間年に
1 回。医師の指示により必要に応じて 5 年以上経過後検査。

ビタミン B12 と鉄分レベルを含む栄養状態の
監視（手術を受けた場合）

長期継続

病期 2 および 3
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4 治療ガイド

転移性胃がん

転移性胃がん
不良な一般状態

ECOG スコアが 3 ～ 4、または KPS スコアが 0 ～
59 の場合、不良な一般状態であるとみなされます。
これは化学療法がおそらく厳しすぎるであろうこと
を意味します。対症療法は、ほかの治療が不可能な
場合、転移性疾患を管理するのに最適な方法となり
ます。対症療法の詳細は 42 ページ をご覧ください。

がんが胃から離れた体の領域に広がっている場合、
転移性がんと呼ばれます。転移性胃がんは通常治癒
できません。転移性疾患を管理するためのオプショ
ンは、日常生活での仕事や行動がどの程度可能であ
るかといった患者の一般状態にもとづきます。医師
は次に記述する二つのシステムのうち一つを使用し
て患者の一般状態を評価します。

良好な一般状態

ECOG スコアが 0 ～ 2、または KPS スコアが 60 ～
100 の場合、良好な一般状態であるとみなされます。
これは、がんを管理するためのオプションが複数あ
ることを意味します。

Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG)

 スコア 0 は完全に活動的な状態を意味します。
 スコア

1 は自分のことはすべて自分でできる
が、肉体労働はできない状態を意味します。

 スコア

2 は自分のことはすべて自分ででき、目
覚めている間のほとんどの時間をベッド以外で
過ごすことができるが、仕事はできない状態を
意味します。

最初のステップ

まだ以下の腫瘍マーカーを検査していない人は、す
ぐに検査する必要があります。これらのマーカーの
検査は受けることができる全身療法を判断するため
に使用されます。

 スコア

3 は自分のことがほとんど自分ででき
ず、目覚めている間の半分以上をベッドまたは
椅子の上で過ごす状態を意味します。

 スコア 4 は完全に寝たきりの状態を意味します。

HER2



PD-L1

 マイクロサテライト不安定性

マッチ修復欠損 (dMMR)

Karnofsky Performance Status (KPS)

 スコア 0 ～ 49 は自分のことが自分でできない
状態を意味します。

(MSI) またはミス

良好な一般状態スコアの患者のための治療オプショ
ンには以下があります。

 スコア

50 ～ 79 は仕事ができず一部補助が必
要となる状態を意味します。

 化学放射線療法

 スコア

80 ～ 100 は通常の仕事や活動ができる
状態を意味します。

 全身療法
 対症療法

ガイド 10 では転移性がんおよびその他の進行が

これらのオプションについて次に詳細を記述してい
ます。

んの管理に使用されるオプションを記載しています。
これらのオプションは患者の一般状態にもとづいて
います。総合的に良好な一般状態である患者には選
択できる治療オプションが増えます。これは苛酷と
なりうるがん治療に耐えられる可能性がより高いと
考えられるためです。
NCCN Guidelines for Patients®:
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化学放射線療法

放射線と化学療法を併用する治療は、がんが手術で摘
除できず、化学放射線療法を受けたことがない人のた
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ガイド 10 転移性胃がん治療のオプション
一般状態

ECOG スコア 0 ～ 2

または

KPS スコア 60 ～ 100
ECOG スコア 3 ～ 4

または

KPS スコア 0 ～ 59

想定されるオプション

オプション 1：化学放射線療法（まだこれを受けたことがなく手術がオプション
にない場合）
オプション 2：全身療法
オプション 3：対症療法
対症療法

めのオプションです。NCCN の専門家が推奨する放
射線を使用する化学療法レジメンは以下の通りです。

医師は、健康状態と治療による副作用にもとづいて
全身療法のレジメンを選択します。二種類の薬剤で
構成されるレジメンは三種類の薬剤のレジメンより
も重い副作用は少なくなります。フルオロウラシル
(5-FU) が投与される場合、ロイコボリンを追加して
化学療法の副作用を抑える場合があります。受ける
レジメンが何であれ、副作用については定期的に評
価を行う必要があります。

 フルオロウラシルおよびオキサリプラチン
 フルオロウラシルおよびシスプラチン

 フルオロピリミジン（フルオロウラシルまたは

カペシタビン）およびパクリタキセル

全身療法

ガイド 12 では、がんが第一選択レジメンに反応

るレジメンの一覧を ガイド 11 に示しています。
これらの「第一選択」レジメンは効果がある可能性
が最も高いため、進行がんに対してまず最初に使用
されるべきです。

ガイド 11 および 12 で「優先」として記述されてい
るレジメンは、適切に構成された臨床試験において、
ほかの治療よりもがんの増殖をうまく抑制している
ことが示されたものです。

「全身性」という用語は、医師が体全体に対するが
ん治療について話す場合に用いられます。化学療法
は全身療法で最も知られているタイプの治療です。
NCCN 専門家が全身療法を始めるにあたって推奨す

しない場合に与えられるレジメンを記載しています。
患者にとって最適なレジメンは、これまでに受けた
治療や一般状態に応じて異なります。

対症療法

標的療法は全身療法では新しいタイプの治療です。
トラスツズマブ (Herceptin®) は進行胃がんの治療で
使用される標的療法です。がんが持つ HER2 受容体
が多すぎる場合、第一選択全身療法レジメンのひと
つと考えるべきです。ただしレジメンにエピルビシ
ン (Ellence®) を含む場合を除きます。
NCCN Guidelines for Patients®:
胃がん・2019 年度

対症療法は良好な一般状態の患者のためのオプショ
ンでもあり、上記の治療のいずれかと一緒に行うこ
とができます。対症療法に関する詳細は 42 ページ
に記載しています。
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ガイド 11 最初に試すべき全身療法レジメン

レジメンに含まれる薬剤

優先レジメン

フルオロピリミジン（フルオロウラシルまたはカペシタビン）およびオキサリ
プラチン
フルオロピリミジン（フルオロウラシルまたはカペシタビン）およびシスプラ
チン
シスプラチンまたはカルボプラチンとパクリタキセル併用
シスプラチンとドセタキセル併用

フルオロピリミジン（フルオロウラシルまたはカペシタビン）
ドセタキセル

パクリタキセル

その他の推奨レジメン

フルオロウラシおよびイリノテカン

ドセタキセル、シスプラチン、フルオロウラシル

ドセタキセル、オキサリプラチン、フルオロウラシル
ドセタキセル、カルボプラチン、フルオロウラシル

ECF（エピルビシン、シスプラチン、フルオロウラシル）
エピルビシン、オキサリプラチン、フルオロウラシル
エピルビシン、シスプラチン、カペシタビン

エピルビシン、オキサリプラチン、カペシタビン
がんの HER2 受容体が多すぎる場合、標的療法薬、トラスツズマブ (Herceptin®) を第一選択化学療法に追加
するべきです。ただし、エピルビシン (Ellence®) を含むレジメンには追加しないものとします。

対症療法

非転移性がんの患者も対症療法を受けます。症状の
抑制など、対症療法はほかの観点からも、胃がんの
全病期で有益です。胃がんによって起きる主な症状
を次に記述しています。

対症療法の目標は、がん、その症状および治療によっ
て生じる不快感を予防し、軽減することです。対症
療法により寿命が延び、食生活が改善され、総合的
に気分が良くなることもあります。
NCCN Guidelines for Patients®:
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ガイド 12 がんが第一選択レジメンに反応しない場合
レジメンに含まれる薬剤

ラムシルマブおよびパクリタキセル
ドセタキセル

優先レジメン

パクリタキセル
イリノテカン

トリフルリジンおよびチピラシル（第三選択または後続治療）
フルオロウラシおよびイリノテカン

ペンブロリズマブ（第二選択または MSI-H あるいは dMMR 腫瘍の後続治療）

ラムシルマブ

その他の推奨レジ
メン

イリノテカンおよびシスプラチン

ペンブロリズマブ（第三選択または PD-L1 バイオマーカーを持つ人の後続治療）

ドセタキセルおよびイリノテカン

出血
胃がん患者の最も一般的な症状のひとつに出血があ
ります。出血はがんそのものから生じることもあれ
ば、治療による場合もあります。

 出血のリスクを軽減するためにプロトンポンプ

阻害薬が処方される場合があります。ただし、
効果のほどは不明です。さらに研究が必要とさ
れます。

 出血を止めるために内視鏡治療が用いられる場

痛み
胃がんまたはその治療によって生じる痛みは、放射
線療法、化学療法、鎮痛剤、その他の方法で抑制で
きる場合があります。

合があります。内視鏡治療では一旦効果はあり
ますが、時間が経過すると出血が再発すること
がよくあります。内視鏡治療がどの程度作用す
るかを把握するためにはさらに研究が必要とさ
れます。

吐き気と嘔吐
吐き気や嘔吐を抑止する効果がみられる薬やその他
の方法があります。これらの症状の治療は、腫瘍が
消化管を遮断していることによって生じているかど
うかに応じます。詳細は次のセクション、
「胃腸閉塞」
をお読みください。

 内視鏡が有用でない場合や、出血が起きている

血管を閉じたり遮断するために、塞栓療法が用
いられる場合があります。

 一部の研究では、外照射療法

(EBRT) を出血を
抑制するために使用することを推奨しています。
EBRT は最近および進行中の失血を抑止します。

NCCN Guidelines for Patients®:
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胃腸閉塞
がんにより、食べ物や液体が胃腸を通過するのを妨
げられる場合があります。医師が閉塞（障害）があ
ると考える場合、検査を受ける必要があります。喉
から胃に内視鏡を挿入して確認します。X 線で造影
剤を飲むというオプションもあります。X 線は胃の
内部のライブ動画を作成するために使用されます。
これは X 線透視診断と呼ばれます。

 内視鏡的切除は、胃壁の最初の層以外に増殖し

ていない早期胃がんのための治療オプション
です。

 手術を受けることができ、本人が希望する場合、

リンパ節摘出を伴う胃切除術も、早期胃がんを
治療するためのひとつの選択肢となります。

胃閉塞のある患者のための治療の主な目標は、吐き
気や嘔吐を軽減し、できれば経口食を再び可能にす
ることです。

 胃の腫瘍が胃壁の最初の層（粘膜）以外に増殖

している場合、局所領域がんと呼ばれます。リ
ンパ節に近く、胃から離れていない部位にがん
がある可能性があります。

閉塞を緩和、または回避するため、以下の方法が用
いられます。

 手術は局所領域胃がんの治療オプションとなる

トの配置も含みます。ステントは食道と胃の間
の隙間、または胃と小腸の間の隙間に配置され
ることがあります。ステントは隙間で広がって
体内に留まり、食べ物が通過できるようにしま
す。

 がんが胃から離れた体の領域に広がっている場

ことがあります。医学的な見地から大手術に耐
えうると判断される場合、手術を受けることが
できるかは、がんの位置と程度に応じても異な
ることがあります。

 内視鏡。これには鎮静状態での細い金属ステン

合、転移性がんと呼ばれます。転移性胃がんは
通常治癒できません。

 手術。胃空腸吻合バイパス と呼ばれる手術では、

 転移性胃がんを管理するためのオプションは、

腹部から小腸へ長い管を通します。これにより
流動食を腸に直接入れることができるようにな
ります。患者によっては、胃の全摘または一部
摘除手術が必要になる場合もあります。これは
胃切除術 と呼ばれます。

 外照射療法
 化学療法

日常生活での仕事や行動がどの程度可能である
かといった患者の一般状態にもとづきます。

(EBRT)

閉塞が緩和または回避できない場合、主な目標は胃
切除術 による閉塞症状の軽減となります。胃切除術
では、腹部から直接胃へ管が配置されます。管は液体、
流動食および薬をとるために使用できます。またこ
れにより空気や液体が胃から出ることもできるよう
になります。

NCCN Guidelines for Patients®:
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5 サバイバーシップ

胃がんを克服した人は、治療が終わって
から長期にわたって特別なニーズが生じ
ます。サバイバーシップでは、がんを克
服した人に特有の、身体的、感情的、お
よび財政的な問題に焦点をあてます。長
期にわたるがんの副作用を管理し、主治
医に相談しながら、健康的な生活を送る
ことが、サバイバーシップの重要なパー
トとなります。

主治医

主治医

ご�知でしたか?

胃全摘術を受けた元胃がん患者
は、胃部分切除術を受けた人に
比べて、長期的な健康問題を抱
えるリスクが高くなります。こ
れらの問題を管理するのに役立
つ方法があります。がん担当医、
および主治医がサポートにあた
ります。

がん治療が終わると、主治医がその後のケアで重要な
役割を果たします。がんの担当医と主治医が連携し、
患者に必要となるフォローアップ治療を確認する必
要があります。がん専門医は以下を含めたサバイバー がん再発の監視は治療終了後に重要となります。ただ
シップ・ケアプランを作成します。
し健康のほかの面と歩調を合わせることも大切です。
ほかの健康上の問題を回避し、生活の質を向上させ
 手術、化学療法、放射線療法を含む、これまで るためにとることができるステップを、以下に記述し
に受けたがんに関する全治療の概要
ます。

健康的な習慣

 胃がんとその治療の後期および長期副作用の

 ほかの種類のがんの検査を受けましょう。主治

詳細

医は、性別、年齢、リスクレベルに応じて、受
けるべきがん検診について患者に伝える必要が
あります。

 がん再発の監視に関する推奨事項

 主治医にケアを移行する時期に関する情報。計

画には、がん担当医と主治医の両者に特定され
る責任の概要も含める必要があります。

 血圧検査、C 型肝炎検査、予防接種（インフル

エンザ予防注射など）といった、年齢や性別に
応じて推奨されるその他のヘルスケアを受けま
しょう。

 総合的な健康状態や生活状態に関する推奨事項

 ほぼ毎日、最低

30 分、中程度の運動をするよう
心がけましょう。

 野菜、果物、全粒を含む植物性の食べ物をたく

さんとって、健康的な食生活を送りましょう。

NCCN Guidelines for Patients®:
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長期にわたる副作用の管理

 アルコール類は控えましょう。これは女性の場

図9

合 1 日につき 1 杯以下、男性の場合 1 日につき
2 杯以下が目安となります。

専門家は、健康的な食事、特に植物性の食べ物（野
菜、果物、全粒）を多く含む食事をとることを推
奨しています。

 喫煙者は、禁煙しましょう！医師から禁煙方法

についてのカウンセリングまたはアドバイスを
受けましょう。

長期にわたる副作用の管理

胃がんを克服した人が直面するよくある問題と、その
管理方法について、以下に記述しています。
体重の減少

健康的な体重を維持できていることを確認するため、
医師により定期的に体重の観察がなされる必要があり
ます。1 回の食事量を減らし、1 日を通して食事の回
数を増やして、食事と一緒に飲み物をとらないことに
より、
体重の減少を防ぐことができる場合があります。
倦怠感

活動的であり続けることが、疲弊や倦怠感を軽減する
助けとなります。ただし、自分の限界を知って、必要
に応じて休息をとることが重要であることを忘れない
でください。
下痢

下痢止め薬を服用し、食物繊維の摂取を増やすことで、
下痢を緩和できる場合があります。
化学療法による神経障害

デュロキセチン (Cymbalta®) と呼ばれる薬剤が、化
学療法に起因する神経痛の治療に対するオプションの
ひとつとなります。ただしデュロキセチンは、しびれ
や刺痛の処置には効果がありません。
骨減少／骨粗しょう症

骨密度の低下は、胃がんを克服した人によくみられる
もう一つの長期的副作用です。これはビタミン D、カ
NCCN Guidelines for Patients®:
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アルコール摂取を控えることは健康を維持するた
めに重要となります。専門家は女性の場合 1 日に
つき 1 杯以下、男性の場合 1 日につき 2 杯以下を
推奨しています。

5 サバイバーシップ
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まとめ

ルシウム、リン、その他のビタミンおよびミネラルの
摂取が不十分なことによって生じます。ビタミン D サ
プリメントの摂取により骨の健康状態が改善する場合
があります。
定期的に骨密度の検査を受けてください。

 サバイバーシップでは、がんを克服した人に特

有の、身体的、感情的、および財政的な問題に
焦点をあてます。

消化不良

 がん治療の後、がんの担当医と主治医が連携し、

胃切除術を受けた元胃がん患者は、消化不良を起こす
ことがよくあります。柑橘類、トマト果汁、香辛料を
含む食べ物など、酸生産を増加させる食べ物を避ける
よう心がけましょう。カフェイン、ペパーミント、チョ
コレートも消化不良の原因となることがあるため、で
きれば避けることをお勧めします。プロトンポンプ阻
害薬と呼ばれるタイプの薬剤も効果がある場合があり
ます。

患者に必要となるフォローアップ治療を確認す
る必要があります。

 サバイバーシップ・ケアプランは、ケアを主治

医へと移行する際に有益です。

 運動や適切な食事を含む健康的な習慣は、ほか

の病気や第二のがんの予防において重要な役割
を果たします。

 胃がんを克服した人が直面するよくある長期的

栄養障害

副作用には、体重の減少、倦怠感、消化不良、
ダンピング症候群があります。

長期の貧血、鉄欠乏およびビタミン B12 欠乏は、胃
がんで胃切除術を受けた患者によくある症状です。ビ
タミン B12 および鉄分サプリメントの摂取は、これ
らの欠乏症を回復させる 安全で有効な方法です。必
要な場合、医師に個別のカウンセリングを受けられる
栄養士を紹介してもらいましょう。
ダンピング症候群

胃全摘術を受けた人は、ダンピング症候群と呼ばれる
副作用を経験することがあります。ダンピング症候群
は、胃の内容物が小腸へと流れ込むスピードが速すぎ
る場合に生じます。これは食後すぐ、あるいは 2 ～ 3
時間以内（後期ダンピング症候群）に生じることがあ
ります。

早期ダンピング症候群の症状には、動悸、下痢、吐き気、
激しい腹痛があります。後期ダンピング症候群は、目
まい、空腹、冷や汗、脱力感が生じる傾向にあります。
ダンピング症候群の症状を管理しやすくするため、
NCCN では、1 日を通して食事の回数を増やし、食事
と一緒に飲み物をとることを避け、タンパク質や繊維
質を多く含む食事を摂取し、単純糖質および砂糖を減
らすことを推奨しています。
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6 治療オプションの決定

がんになると大変なストレスを抱えま
す。自分ががんであるという事実を受け
入れ、検査や治療について学ばなければ
なりません。さらに、治療計画に納得す
るまでの時間も短く感じます。この章
は、患者の信念や希望、価値観に沿った
決断を下すためのサポートを目的として
います。

選択するのはあなた自身です
選択するのはあなた自身です
| 質問すべきこと
らうことができます。どの治療を受けるかを他人が
決定したとしても、患者自身が同意書に署名して、
同意する必要があります。
一方で、自身で決定したい、または自身で伝えたい
と思う人もいるでしょう。ほとんどの患者はそうで
す。決定を伝え、患者と医師が情報を共有し、オプショ
ンをはかりにかけて、治療計画に合意します。医師
は患者の計画の裏づけとなる科学について、患者は
自分の懸念と目標について理解しています。連携す
ることで、より質の高い治療を受けることができ、
満足度が向上する傾向にあります。患者本人が希望
する治療を、希望する場所で、希望する医師によっ
て受けることが望ましいでしょう。

選択するのはあなた自身です

患者が治療の選択において望む形は様々です。治療
決定は簡単ではないと感じるかもしれません。他人
の意見を聞いたり知ったりすることがつらいことも
あります。これはストレスレベルが高いためである
と考えられます。ストレス、痛み、薬剤により、適
切な判断能力が制限されてしまうことがあります。
がんについての知識があまりないために、難しいと
感じることもあるでしょう。がん、検査、治療を説
明するために使用される用語を聞いたことがない人
もいます。同様に、自分の判断が医師のものよりも
正しいとは思えないかもしれません。

医師に質問すべきこと

様々な医療分野の専門家に相談することが望ましい
でしょう。それぞれと有意義な話し合いをもてるよ
うに試みてください。相談の前に質問を準備し、分
からないことを聞きましょう。メモをとれるようノー
トを持参するようにしてください。話し合いを記
録し、診療記録のコピーをもらうこともできます。
家族や友達に付き添ってもらうことが助けになる場
合もあります。患者の支援者やナビゲーターも来る
ことができるかもしれません。その人たちが、質問
をサポートし、言われたことを覚えておいてくれる
こともあるでしょう。推奨される質問事項について
は次ページ以降に記述しています。

医師は十分な説明を受けた上で選択できるよう、必
要な情報を患者に伝えます。早期の疾患では、たい
ていの場合複数の優れたオプションがあります。複
数のオプションがあるというのは良い知らせです。

どのオプションが最善であるかを他人に決めてもら
うことで、気が楽になる場合もあります。でも、誰
にその決定をしてもらいたいですか？適切な判断を
医師だけに頼る人もいるでしょう。ただし、複数の
優れたオプションがある場合、医師が選択したもの
を患者に伝えないこともあります。大好きな人たち
の助けを借りることもできます。患者に代わって情
報を収集し、医師と話をして、意思決定を伝えても
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6 治療オプションの決定

診断および予後について

医師に質問すべきこと

がんには様々なタイプがあることを理解することが重要です。がんは同じ臓器に腫瘍があっても人に
よって大きく異なる場合があります。検査結果にもとづいて、医師は患者がどの種類のがんであるか
を伝えることができます。医師により予後も伝えられます。予後とは病期のパターンと転帰の予測で
す。予後を知ることで、治療についての決定内容に影響を与えることがあります。

1. どこでがんが始まったのですか？細胞の種類は何ですか？
2. このがんはよくあるがんですか？

3. がんの病期は何ですか？この病期はがんが離れたところに広がっているということを意味しますか？
4. このがんは増殖の早いがんですか、それとも遅いがんですか？

5. 遺伝性胃がんですか？家族と一緒に遺伝カウンセリングを受けたほうがいいですか？
6. ほかに知っておくべき重要な検査結果はありますか？

7. このテストが間違っていた事例の割合はどのくらいですか？

8. 病理リポートやほかの検査結果のコピーをもらうことはできますか？

9. がんは治癒しますか？治癒しない場合、がんの増殖を抑止する治療はどの程度効果がありますか？
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6 治療オプションの決定

想定されるオプション

医師に質問すべきこと

すべての患者に最適な一つの治療方法というものはありません。臨床試験オプションのほか、治療に
は複数の治療オプションがあることがほとんどです。医師が検査結果を検討し、治療オプションを推
奨します。

1. 何もしなかったらどうなりますか？

2. がんをとりあえず注意して経過観察するだけでもよいですか？

3. オプションを検討するにあたって、NCCN の推奨事項を参考にしていますか？

4. NCCN が推奨する以外のオプションを提案しますか？そうだとしたら、なぜですか？これらのオ
プションはどういったソースにもとづいていますか？
5. 年齢、健康状態、その他の要素はどのようにわたしのオプションに影響してきますか？
6. 最も効果があると証明されているのはどのオプションですか？
7. 科学的な証明が不足しているのはどのオプションですか？

8. それぞれのオプションのメリットは何ですか？私のオプションで治癒できますか？可能性的には
ほかのオプションよりも優れたオプションですか？健康な組織に一番害を与えないのはどのオプ
ションですか？より侵襲性の低いオプションはありますか？よりかかる時間の少ないものは？
より価格が安いものは？
9. それぞれのオプションのリスクは何ですか？考えられる合併症は何ですか？まれな副作用、よく
ある副作用はそれぞれ何ですか？短期的、また長期的副作用は？重い、または軽い副作用は？
その他のリスクは？
10. 治療の副作用を防止したり軽減するための手段はありますか？
11. がんの再発の可能性はどのくらいですか？
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6 治療オプションの決定

医師に質問すべきこと

各オプションに求められるもの

患者の多くは、各オプションがどの程度自分の生活に影響を与えるのかを考慮します。この情報は、
家族や仕事、その他対処すべき義務がある人にとって重要となります。必要となるサポートについて
心配する人もいるかもしれません。オプションが複数あれば、いちばん負担の少ないオプションを選
択することが重要となる場合もあるでしょう。

1. 病院や他の施設に通う必要がありますか？頻度は？各訪問の長さは？

2. 治療開始時期を選ぶことはできますか？治療の日時を選ぶことはできますか？

3. 治療に対してどういった準備が必要ですか？服用中の薬をやめる必要がありますか？避けたほう
がいい食べ物はありますか？
4. 治療を受ける際誰かに付き添ってもらったほうがいいですか？
5. 治療は苦しいですか？

6. 治療費はどのくらいになりますか？保険では何がカバーされますか？
7. 仕事や学校をやめなければなりませんか？運転はできますか？

8. 治療後に自宅治療が必要になりますか？その場合、どういったものですか？
9.

自分で健康管理できるようになるまでどのくらいかかりますか？

10. 普通の生活に戻れるのはいつになりますか？
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6 治療オプションの決定

医師の経験について

医師に質問すべきこと

ますます多くの研究で、より経験のある医師が治療した患者のほうが、良い結果につながっている
ということが分かっています。医師が、提供するがん治療の専門家であるかどうかを知ることは重要
です。

1. 正式な免許をお持ちですか？その場合、どういった分野ですか？

2. わたしのような患者をこれまでにどのくらい治療したことがありますか？

3. 提案しているような処置をこれまでにどのくらい行ったことがありますか？
4. この治療はあなたが専門とする主な実務ですか？
5. 合併症などがあった患者はどのくらいいますか？
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6 治療オプションの決定

オプションの比較

オプションの比較
二つの意見が同じであれば、その治療をより安心し
て受け入れることができるかもしれません。二つの
意見が異なっていれば、三番目の意見について検討
しましょう。三番目の意見が自分のオプションを決
定するのに役立つことがあります。がん治療の選択
は非常に重要な決定です。今後の寿命と生活の質に
影響を与えかねません。

最適なオプションの決定は難しい場合があります。
様々な医学分野の医師が、最適なオプションについ
て異なった意見を持っていることがあります。これ
は非常に混乱しかねません。配偶者やパートナーが、
本人が希望するオプションに同意しないこともあり
ます。これはとてもストレスのかかることです。あ
るオプションがほかのものよりも効果がないケース
もあり、科学は役に立ちません。治療決定の方法の
例を次に記述しています。

支援グループ

健康専門家のほか、同じ立場を経験している患者と
話をすることも、助けとなる場合があります。支援
グループは、治療の様々な段階にいる人々で構成さ
れていることがほとんどです。治療についての決定
プロセスにいる人もいれば、治療を終えた人もいる
かもしれません。支援グループでは、胃がんを患っ
たほかの人たちの経験について、質問したり話を聞
くことができます。

セカンドオピニオン

がん診断に関連する時間はとてもストレスが大きく
なります。がん患者はできるだけ早く治療を受けた
いと思うことがほとんどです。さらに広がる前にが
んをなくしたいと望みます。がんを無視することは
できない一方、どのオプションが最適であるのかに
ついて考え、選択する時間はあります。

メリットとリスクの比較

他の医師に検査結果を見てもらい、治療計画を提案
してほしいと思う人もいるでしょう。これはセカン
ドオピニオンと呼ばれます。医師を完全に信頼して
いる場合でも、どのオプションが最適であるかにつ
いてのセカンドオピニオンは、役に立つことがあり
ます。

どのオプションにもメリットとリスクがあります。
どのオプションが最適かを決定する際、これらを検
討しましょう。他人と話すことで、これまで考えた
ことのなかったメリットやリスクを正確に知ること
ができます。ほかの人よりも重要となる要素がある
場合もあるため、0 ～ 10 で各要素に点をつけること
も役にたつ場合があります。

病理レポートのコピー、画像検査の DVD、その他の
検査結果を、セカンドオピニオンを依頼する医師に
送る必要があります。医師にコピーをもらうよう頼
むことをためらう人もいます。しかし、セカンドオ
ピニオンはがん治療では一般的なことです。

医師ががんになったら、ほとんどの医師は治療を選
択する前に複数の医師に相談するものです。さらに、
健康保険でもセカンドオピニオンが必要となる場合
があります。健康保険がセカンドオピニオンの費用
をカバーしない場合、自己負担という選択肢もあり
ます。
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治療オプションの決定
6 治療オプションの決定

ウェブサイト

ウェブサイト
ウェブサイ
ト | まとめ

まとめ

 意思決定の共有は患者と医師が連携して治療を

計画するプロセスです。

American Cancer Society

 医師に質問することは、詳細な情報を得た上で

www.cancer.org/cancer/stomachcancer/index

意思決定できるよう、必要となる情報を得るた
めに不可欠です。

Debbie's Dream Foundation:
Curing Stomach Cancer

 セカンドオピニオンを得ること、支援グループ

への参加、メリットとリスクの比較は、どの治
療が自分にとって最適であるか決定する際に役
立つ場合があります。

www.DebbiesDream.org

Hope for Stomach Cancer
https://stocan.org

National Cancer Institute

www.cancer.gov/types/stomach

National Coalition for Cancer
Survivorship
www.canceradvocacy.org/toolbox

NCCN

www.nccn.org/patients

No Stomach For Cancer
www.nostomachforcancer.org
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知っておくべき用語

知っておくべき用語

再発

治療後のがんの再現。

腫瘍外科医

がん患者の外科的処置の実行における専門家である外科医。

胃切除術

腫瘍内科医

胃の一部または全部を摘除する手術。

抗がん剤の専門家である医師。

一次治療

消化管内視鏡検査 (EGD)

がんを体から取り除くために用いる主な治療。

喉から食道と胃へ誘導される細い器具を使用。上部消化管
内視鏡検査とも呼ばれる。

胃腸科専門医

消化器疾患の専門家である医師。

消化器系

外照射療法 (EBRT)

食べ物を分解して体内で利用できるようにする内蔵群。

体外に機械であてる放射線療法。

小腸

化学放射線療法

摂取した食べ物から栄養を吸収する消化器。

化学療法と放射線療法を組み合わせた治療。

上皮

化学療法

胃壁を満たす組織。

細胞のライフサイクルをとめて数が増えないようにする
薬剤。

上部内視鏡検査

喉から食道と胃へ誘導される細い器具を使用。消化管内視
鏡検査 (EGD) とも呼ばれる。

完全血球算定 (CBC)
血球数の検査。

漿膜

がん病期

臓器が互いに滑るよう液体を作る胃壁の外側の層。臓側腹
膜とも呼ばれる。

増殖およびがんの転移の評価。

筋固有層

漿膜下組織

ほとんど筋肉からなる胃壁の三番目の層。

胃壁内の結合組織の薄い層。

経皮空腸瘻チューブ

食道

切り口から腸へ挿入される栄養管。

喉と胃の間の管形状の器官。

血管内皮成長因子受容体 (VEGFR)

食道胃接合部 (EGJ)

血管を形成する細胞に結びつく分子。

食道と胃の接合する領域。

骨盤

生検

寛骨の間にある体の部位。

疾患を検査するための少量の組織または液体の摘除。

固有層

切除縁

胃壁の粘膜内の結合組織。

手術で摘除される腫瘍の周囲にある正常な組織。

コンピューター断層撮影 (CT)
体の部位を見るための X 線を使用する検査。

腺がん

腺を形成し粘液を生成する細胞のがん。

細針吸引 (FNA)

造影剤

小さな針による組織サンプルの摘除。
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知っておくべき用語
総合化学プロフィール

腹部

腎臓と肝臓の健康状態および機能に関する情報を提供する
検査パネル。通常は総合生化学検査 (CMP) の一部として発
注される。

胸部と骨盤の間の腹領域。

放射線腫瘍医

放射線治療の専門家である医師。

対症療法

放射線治療

病気の症状に対する治療。

がんを治療するために放射線を使用。

超音波内視鏡検査 (EUS)

陽電子放射断層撮影・コンピュータ断層撮影 (PET/CT)
体の部位の形状や機能を確認するために、放射性物質や X

超音波を使用して写真を作成するために喉から誘導される
機器。

線を用いる検査。

内視鏡

臨床試験

口から誘導される器具を装備した細長い管。

検査または治療の安全性、または効果の程度の評価に関す
る研究。

内視鏡的切除

喉から誘導される器具による早期腫瘍を摘除する治療。

臨床病期

内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD)

治療前の検査に基づく腫瘍の程度の評価。

喉から誘導される特殊なメスによる早期腫瘍の摘除。

リンパ

内視鏡的粘膜切除術 (EMR)

白血球を含む透明の液体。

喉から誘導されるスネアによる早期腫瘍の摘除。

リンパ節

粘膜

体中にある特別な病気と闘う細胞の小さなグループ。

胃壁の最初の内側の層。

リンパ節摘出

粘膜下層

リンパ節と呼ばれる、一部の病気と闘う構造を摘出する手
術の種類。

ほとんど結合組織からなる胃壁の二番目の層。

粘膜筋板

ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) 状
態スケール

胃壁の粘膜下層と粘膜を分離する筋肉の薄い層。

日常生活の行動能力を評価する基準。

ヒト上皮成長因子受容体 2 (HER2)

細胞が成長するための信号を送信する細胞の端にあるタン
パク質。

Karnofsky Performance Status (KPS)
日常生活の行動能力を評価する基準。

標的療法

がん細胞に特有の増殖プロセスを抑止する薬剤。

病理学者

病期を見つけるために組織や細胞を調査する専門家である
医師。

病理病期

治療後の顕微鏡を用いた精査にもとづくがんの程度の評価。

腹腔鏡検査

腹部を切開して挿入される細い器具を使用。
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NCCN貢献者

NCCN 貢献者

この患者ガイドは、胃がんのための NCCN 腫瘍学診療ガイドライン (NCCN Guidelines®) にもとづいていま
す。以下の方々のサポートを得て適用、検閲および発行されています。
Dorothy A. Shead, MS

患者情報業務ディレクター

Laura J. Hanisch, PsyD

Tanya Fischer, MEd, MSLIS

医療ライター／患者情報スペ
シャリスト

医療ライター

Rachael Clarke

シニア医療コピーエディター

Erin Vidic, MA

医療ライター

Kim Williams

クリエイティブサービスマネー
ジャー

Susan Kidney

デザインスペシャリスト

NCCN 胃がんのための腫瘍学における臨床実践ガイドライン (NCCN Guidelines®) バージョン 2.2019 は、以
下の NCCN パネルメンバーによって作成されました。
Jaﬀer A. Ajani, MD/ 会長

The University of Texas
MD Anderson Cancer Center

Thomas A. D'Amico, MD/ 副会長

Duke Cancer Institute

David J. Bentrem, MD, MS

Robert H. Lurie Comprehensive Cancer
Center of Northwestern University

Joseph Chao, MD

City of Hope National Medical Center

James A. Hayman, MD, MBA

University of Michigan Rogel Cancer Center

Steven Hochwald, MD

Roswell Park Comprehensive
Cancer Center

Wayne L. Hofstetter, MD

The University of Texas
MD Anderson Cancer Center

David H. Ilson, MD, PhD

Memorial Sloan Kettering
Cancer Center

Mary F. Mulcahy, MD

Robert H. Lurie Comprehensive Cancer
Center of Northwestern University

Ravi K. Paluri, MD, MPH

O'Neil Comprehensive Cancer Center at UAB

Haeseong Park, MD, MPH

Siteman Cancer Center at BarnesJewish Hospital and Washington
University School of Medicine

Kyle A. Perry, MD

UCSF Helen Diller Family
Conprehensive Cancer Center

Mayo Clinic Cancer Center

Dawn Jaroszewski, MD

The Ohio State University Comprehensive
Cancer Center - James Cancer Hospital
and Solove Research Institute

Prajnan Das, MD, MS, MPH

Kimberly L. Johung, MD, PhD

Moﬃtt Cancer Center

Rajesh N. Keswani, MD

Stanford Cancer Institute

Lawrence R. Kleinberg, MD

Abramson Cancer Center at the
University of Pennsylvania

Carlos Corvera, MD

The University of Texas
MD Anderson Cancer Center

Yale Cancer Center/Smilow Cancer Hospital

Crystal S. Denlinger, MD

Robert H. Lurie Comprehensive Cancer
Center of Northwestern University

Fox Chase Cancer Center

Peter C. Enzinger, MD

Dana-Farber/Brigham and Women's
Cancer Center

The Sidney Kimmel Comprehensive
Cancer Center at Johns Hopkins

Paul Fanta, MD

Stephen Leong, MD

UC San Diego Moores Cancer Center

Farhood Farjah, MD

Fred Hutchinson Cancer Research
Center/Seattle Cancer Care Alliance

Hans Gerdes, MD

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Michael Gibson, MD, PhD

Vanderbilt-Ingram Cancer Center

Robert E. Glasgow, MD

Huntsman Cancer Institute
at the University of Utah

University of Colorado Cancer Center

* Quan P. Ly, MD

Fred & Pamela Buﬀett Cancer Center

*Kristina A. Matkowskyj, MD, PhD
University of Wisconsin
Carbone Cancer Center

Michael McNamara, MD

Case Comprehensive Cancer Center/
University Hospitals Seidman Cancer
Center and Cleveland Clinic Taussig
Cancer Institute

* この患者ガイドは検閲済みです。
開示については www.nccn.org/about/disclosure.aspx をご覧ください。

NCCN Guidelines for Patients®:
胃がん・2019 年度

58

Jose Pimiento, MD
George A. Poultsides, MD, MS
Robert Roses, MD

Vivian E. Strong, MD

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Georgia Wiesner, MD

Vanderbilt-Ingram Cancer Center

*Christopher G. Willett, MD
Duke Cancer Institute

Cameron D. Wright, MD

Massachusetts General Hospital
Cancer Center

NCCN スタッフ

Nicole McMillian, MS

Guidelines Coordinator

Lenora A. Pluchino, PhD

Oncology Scientist/Medical Writer

NCCN Cancer Centers

NCCN Cancer Centers
Abramson Cancer Center
at the University of Pennsylvania

The Sidney Kimmel Comprehensive
Cancer Center at Johns Hopkins

Philadelphia, Pennsylvania
+1 800.789.7366
pennmedicine.org/cancer

Baltimore, Maryland
+1 410.955.8964
hopkinskimmelcancercenter.org

Fred & Pamela Buﬀett Cancer Center

Robert H. Lurie Comprehensive
Cancer Center of Northwestern
University

Omaha, Nebraska
+1 800.999.5465
nebraskamed.com/cancer

Case Comprehensive Cancer
Center/University Hospitals Seidman
Cancer Center and Cleveland Clinic
Taussig Cancer Institute

Cleveland, Ohio
+1 800.641.2422 • UH Seidman
Cancer Center
uhhospitals.org/services/cancer-services
+1 866.223.8100 • CC Taussig
Cancer Institute
my.clevelandclinic.org/departments/cancer
+1 216.844.8797 • Case CCC
case.edu/cancer

City of Hope National Medical Center

Los Angeles, California
+1 800.826.4673
cityofhope.org

Dana-Farber/Brigham and
Women's Cancer Center
Massachusetts General Hospital
Cancer Center

Boston, Massachusetts
+1 877.332.4294
dfbwcc.org
massgeneral.org/cancer

Duke Cancer Institute

Durham, North Carolina
+1 888.275.3853
dukecancerinstitute.org

Fox Chase Cancer Center

Philadelphia, Pennsylvania
+1 888.369.2427
foxchase.org

Huntsman Cancer Institute
at the University of Utah

Salt Lake City, Utah
+1 877.585.0303
huntsmancancer.org

Fred Hutchinson Cancer
Research Center/Seattle
Cancer Care Alliance

Seattle, Washington
+1 206.288.7222 • seattlecca.org
+1 206.667.5000 • fredhutch.org

NCCN Guidelines for Patients®:
胃がん・2019 年度

Chicago, Illinois
+1 866.587.4322
cancer.northwestern.edu

Mayo Clinic Cancer Center

Phoenix/Scottsdale, Arizona
Jacksonville, Florida
Rochester, Minnesota
+1 800.446.2279 • Arizona
+1 904.953.0853 • Florida
+1 507.538.3270 • Minnesota
mayoclinic.org/cancercenter

Memorial Sloan Kettering
Cancer Center

New York, New York
+1 800.525.2225
mskcc.org

Moﬃtt Cancer Center

Tampa, Florida
+1 800.456.3434
moﬃtt.org

St. Jude Children's Research Hospital
The University of Tennessee
Health Science Center

Memphis, Tennessee
+1 888.226.4343 • stjude.org
+1 901.683.0055 • westclinic.com

Stanford Cancer Institute

Stanford, California
+1 877.668.7535
cancer.stanford.edu

UC San Diego Moores
Cancer Center

La Jolla, California
+1 858.657.7000
cancer.ucsd.edu

UCSF Helen Diller Family
Comprehensive Cancer Center

San Francisco, California
+1 800.689.8273
cancer.ucsf.edu

University of Colorado Cancer
Center

Aurora, Colorado
+1 720.848.0300
coloradocancercenter.org

University of Michigan
Rogel Cancer Center

The Ohio State University
Comprehensive Cancer Center James Cancer Hospital and
Solove Research Institute

Columbus, Ohio
+1 800.293.5066
cancer.osu.edu

O'Neal Comprehensive
Cancer Center at UAB

Birmingham, Alabama
+1 800.822.0933
uab.edu/onealcancercenter

Roswell Park Comprehensive
Cancer Center

Ann Arbor, Michigan
+1 800.865.1125
rogelcancercenter.org

The University of Texas
MD Anderson Cancer Center

Houston, Texas
+1 800.392.1611
mdanderson.org

University of Wisconsin
Carbone Cancer Center

Madison, Wisconsin
+1 608.265.1700
uwhealth.org/cancer

Vanderbilt-Ingram Cancer Center

Buﬀalo, New York
+1 877.275.7724
roswellpark.org

Nashville, Tennessee
+1 800.811.8480
vicc.org

Siteman Cancer Center at BarnesJewish Hospital and Washington
University School of Medicine

Yale Cancer Center/
Smilow Cancer Hospital

St. Louis, Missouri
+1 800.600.3606
siteman.wustl.edu

59

New Haven, Connecticut
+1 855.4.SMILOW
yalecancercenter.org

索引

索引
胃切除術 21–22, 26, 28–29, 37–38, 42, 46
一般状態 38–39

遺伝性びまん性胃がん (HDGC) 9

化学放射線療法 11, 31–35, 38–39
家族性大腸腺腫症 (FAP) 9

血管内皮成長因子受容体 (VEGFR) 25
コーデン症候群 9

サバイバーシップ 44–46
色素性乾皮症 9

若年性ポリポーシス症候群 9
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