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はじめに
この小冊子は、オプジーボによる非小細胞肺がん
の治療を受けられる方に、がん免疫療法の特徴に
ついて正しく理解していただくためのものです。
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肺がんの種類

肺がんの病期

肺がんは、大きく「小細胞肺がん」と「非小細胞肺がん」に分け

肺がんの病期は肺がんの大きさや胸部のリンパ節への転移の

られます。また、非小細胞肺がんは、さらに「腺がん」
「扁平上皮

程度、離れた臓器への転移の有無の 3 つの要素で決定され

がん」
「大細胞がん」に分けられます。この肺がんの種類や病期、

ます。Ⅰ期は転移がない状態、
Ⅱ期はがんと同じ側の肺のリンパ

遺伝子変異、全身状態などによって治療方法が決定されます。

節に転移している状態、
Ⅲ期は肺の周りの組織や重要な臓器、

へん ぺい じょう ひ

特

小細胞肺がん

腺がん

非小細胞
肺がん

扁平上皮
がん

徴

ほかの臓器に転移をしやす
い反面、抗がん剤や放射線
治療が効きやすいという特
徴があります。
肺がんの中で最も多く、近年
増加傾向にあります。がんの
生存などに関わる遺伝子変
異が発見され、多くのお薬が
開発されています。
喫煙と関連が深いことが知
られていますが、近年は減少
傾向にあります。

肺がん全体に
占める割合

約 15%

リンパ節に浸潤・転移している状態、
Ⅳ期では離れた臓器への
転移や胸水がある状態です。治療法は、肺がんの種類、病期、
遺伝子変異、全身状態などによって異なり、非小細胞肺がんの
Ⅳ期ではお薬による治療が中心になりますが、新たにがん免疫
療法が加わりました。
なお、手術後に再発した場合は、最初に治療した段階で目に
見えない転移が起きていたと考えられるため、一般的にⅣ期

約 50%

の治療に準じた治療を行います。
病期ごとの治療法
ⅠA 期＊

約 30%
手術

大細胞がん

文字通り大きいがん細胞か
らなる肺がんです。

※病期については 5 ページをご覧ください。
※遺伝子変異については 29 ページをご覧ください。

約 5%

ⅠB 期

ⅡA 期

ⅡB 期 ⅢA 期

＊＊

放射線療法
＋
術後補助
化学療法＊＊＊

ⅢA 期

ⅢB 期

ⅢB 期

Ⅳ期

放射線療法
＋
抗がん剤治療

抗がん剤治療
がん免疫療法

Ⅳ期の治療に
準じる
※再発した部位や状

態によって手術や
＊ 一部で術後補助化学療法を行う場合があります。
＊＊ 手術を単独で行う場合と、放射線療法と抗がん剤治療を同時期に行った後に手術を行う場合があります。 放射線療法を行う
場合もあります。
＊＊＊ 手術後に、目に見えないがん細胞を根絶するために抗がん剤治療を行う治療法です。

※肺がんの治療法については、27 ページをご覧ください。
※遺伝子変異、再発、浸潤、転移については 29 ページをご覧ください。
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再発
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がん免疫療法とは
免 疫のしくみ
免疫は病原体から私たちを守る仕組み

免疫はがん細胞も攻撃して取り除く

私たちの周りには細菌やウイルスなどの病原体が無数にあり、

がんは、私たち自身の正常な細胞が異常をきたしてがん細胞

体の中に侵入してきます。これらの病原体から体を守っている

となり、無秩序に増えていったものです。免疫は、外部から

のが「免疫」です。免疫は常に体の中を監視していて、自分では

侵入した病原体だけでなく、がん細胞も「異物」とみなして攻撃

ないもの（異物）を見つけると、攻撃して体から取り除きます。

して取り除きます。私たちの体には毎日多数の異常な細胞が

こうして、私たちは健康に過ごすことができるのです。

発生していますが、通常は免疫の力によって取り除かれている
のです。

見分ける
異物

非自己

異常細胞である
がん細胞

自己
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がん免疫療法とは
がんの免 疫 逃 避
がん細胞は様々な方法で免疫から逃れる

ブレーキを解除して免疫の力を取り戻す

がん細胞は、正常な細胞から変化していくなかで、いろいろな

免疫が過剰に働くと、異常な細胞だけでなく正常な細胞も攻撃

特性を得ます。そのなかのひとつが、免疫から逃れる能力です。

対象になってしまいます。そのため、我々にはブレーキを掛け

通常、がん細胞は免疫により取り除かれますが、免疫から逃れた

て免疫を調整する機能がもともと備わっています。

がん細胞が増殖して、一定以上の塊となり「がん」となります。

最近の研究により、がん細胞がこの機能を利用して、免疫に

がん細胞が免疫から逃れる方法は様々です。がん細胞は表面

ブレーキをかけることがわかりました。これもがんの免疫逃避

に目印を持っていて、免 疫は目印を見つけることで異 物と

のひとつです。そこで、かけられたブレーキを解除して本来の

みなして攻撃します。そこで、がん細胞はこの目印を消したり、

免疫の力を取り戻す治療法、新たながん免疫療法が開発され

隠すことによって免疫の攻撃から逃れます。また、免疫がうまく

ました。

はたらかなくなるような物質を出すなど、がん細胞はまわりの
環境を変えることで、生き延びることがわかっています。

がん細胞が免疫にブレーキをかける

がん細胞

ブレーキを解除して
免疫の力を取り戻す

がん

目印を消す

がん

がん細胞

目印を隠す

免疫細胞
がん細胞

がん免疫療法
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がん免疫療法とは
がん免 疫 療 法の特 徴
がん免疫療法は、がんに対する第四の柱

ブレーキを外し、免疫本来の力を活用する

これまで、手術、放射線療法、抗がん剤治療が、がん治療の

新たながん免疫療法が登場する前から、免疫を使った治療法

三本柱と呼ばれてきました。新しく登場したがん免疫療法は、

は試されてきました。これらは免疫の力を高める治療法で、

第四の柱になることが期待されている治療法です。今までの

車の運転にたとえるとアクセルをさらに踏む治療法と言えます。

がん治療は、直接がんを標的にした治療です。一方、がん免

しかし、がん細胞が免疫にブレーキをかけているため、効果は

疫療法は、我々がもともと持っている免疫の力を使ってがんを

得られませんでした。一方、新たながん免疫療法は、かけられ

攻撃する、新しい治療法です。

たブレーキを外して、免疫本来の力を活用する治療法です。

手術

放射線
療法

これまでの免疫療法

新たながん免疫療法

アクセル

アクセル

ブレーキ

抗がん剤
治療

ブレーキ

がん免疫
療法
がん細胞
免疫細胞

これまでの
免疫療法

免疫
がん細胞
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がん細胞

新たな
がん免疫療法

免疫細胞

オプジーボとは
がん細胞は T 細胞にブレーキをかける

オプジーボは T 細胞の攻撃を助ける

がん細胞を攻撃する免疫の中心となるのが T 細胞です。T 細胞

オプジーボは、PD-1 に結合するように作られた、抗 PD-1 抗

には PD-1という物質があり、PD-L1という物質と結合すると

体と呼ばれるお薬です。オプジーボが T 細胞の PD-1 に結合

免疫の力が抑えられます。そこで、がん細胞は PD-L1 を作り

することで PD-1とPD-L1 の結合を防ぎ、がん細胞がブレー

出して PD-1と結合することで、
「がん細胞への攻撃を止めろ」

キをかけることを阻止します。こうして、T 細胞は妨害を受け

という信号を発信します。こうして、T 細胞はがん細胞に攻撃

ることなくがん細胞を攻撃することができるのです。

ピーディ ワン

ピーディエルワン

できなくなってしまうのです。
PD-1

オプジーボ

オプジーボ

PD-1
PD-L1
T 細胞

PD-1

がん細胞
T 細胞

がん細胞
T 細胞

がん細胞への
攻撃を止めろ！

T 細胞による
がん細胞への攻撃

PD-L1

がん細胞
PD-1

T 細胞
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オプジーボの副作用
オプジーボの特に注意すべき副作用
オプジーボによる治療中には副作用が現れることがあるので
注意が必要です。ここでは特に注意が必要な副作用を紹介し
ます。

大腸炎・重度の下痢
下痢や、大腸に炎症が起こる大腸炎を発症することがあります。
腹痛や血便などの症状とともに、発熱を伴う場合もあります。

1 型糖尿病（劇症 1 型糖尿病を含む）
間質性肺疾患
空気を取り込む肺胞と肺胞の間の間質に炎症が起こる病気
です。炎症が進むと空気を十分に取り込めなくなり、命に危険
が及ぶ恐れがあります。

1 型糖尿病を発症することがあり、インスリン注射による治療が
必要になることがあります。急速に進行する場合があり、吐き気
や嘔吐が現れた後、1 週間前後で意識障害等が現れることも
あります。

肝機能障害・肝炎
血液中の肝酵素の数値が高くなり、皮膚や白目が黄色くなった
おう だん

り（黄疸）、いつもより疲れやすくなったりします。

甲状腺機能障害
新陳代謝を活発にする甲状腺ホルモンなどを分泌する内分泌

重症筋無力症・筋炎
神経から筋肉への情報の伝達がうまくいかなくなり、疲れやす
くなったり力が入らなくなったりします。症状が急激に悪化

器官に炎症を起こします。疲れやすくなったり、体重増加や
減少、行動の変化などがみられます。

して息がしにくくなることもあります。
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オプジーボの副作用
神経障害

静脈血栓塞栓症

神経に炎症が起こり、感覚や運動に関わる神経が障害される

静脈でできた血のかたまりが血流にのって流れて行き、他の

病気です。手足のしびれや痛み、まひなどの症状が現れること

場所の血管をふさいでしまう病気です。肺の血管がつまると、

もあります。

呼吸ができなくなることもあります。

腎障害

薬剤の注入に伴う反応

腎臓に炎症が起こる腎炎を発症することがあります。

オプジーボの投与中または投与後 24 時間以内に発熱、悪寒、
ふるえ、かゆみ、発疹、高血圧や低血圧、呼吸困難などが現れ

副腎障害

ることがあります。

副腎機能が低下することで血糖値が下がることがあります。
急性の場合は意識がうすれるなどの症状が現れることがあり
ます。

脳

炎

脳や脊髄に炎症が起こる病気です。精神障害や意識障害が
起こることがあります。

重度の皮膚障害

副作用に対しては主にステロイドによる治療を行い
ますが、副作用からの回復やオプジーボの治療継続
には、早期からの対応が大変重要になります。
い つ もと違う症 状 が 現 れた 場 合 は、すぐに医 師、
看護師、薬剤師に知らせましょう。
詳しくは、冊子「オプジーボによる治療を受けられる
患者さんへ」をご覧ください。

皮膚や粘膜など、全身に広がるような重度の皮膚症状が起こる
ことがあります。
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肺がん治療 Q&A
Q

受診時にはどんな準備が必要ですか？

説明を理解できたか確認するチェックリストを
ご利用ください

Q

セカンドオピニオンはどのように行うのでしょう？

気がねせず主治医に相談しましょう
主治医とは別の医師に、診断や治療法についての意見を聞く

医師から説明を受けた時に聞きたかったことが聞けたか、正し

ことをセカンドオピニオンといいます。セカンドオピニオンの目

く理解できたかをチェックするために、下記のチェックリストを

的は、患者さんが診断や治療法に納得して、治療に前向きに取

ご利用ください。

り組めるようにすることです。

また、様々な情報を提供しているWeb サイトもあります。下記

セカンドオピニオンを聞きたい時は、主治医にその旨を伝え、

に紹介するWeb サイトもあわせてご利用ください。

検査データや紹介状を作ってもらいましょう。セカンドオピニオ

事前の用意

受診前に、聞きたいことを前もって書き出しておきましょう。
一緒に説明を聞いてほしい家族や友人に、同席してくれる
よう早めに頼んでおきましょう。

説明を
受ける時の
注意点

ンは最近では広く行われるようになっています。主治医が気を
悪くするのではと心配せず、相談してみましょう。

説明を受ける時はできるだけメモをとり、わかりにくいこと
は医師に紙に書いてもらいましょう。
自分はどうしたいのか、どう感じているのか、その時の気持
ちを話してみましょう。
いつでも連絡が取れる電話番号を聞いておきましょう。

お役立ち情報 Web サイト
がん免疫 .jp

http://www.immunooncology.jp/patient/

国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス
http://ganjoho.jp/
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肺がん治療 Q&A

Q

医療費が高そうで不安なのですが…

高額療養費制度や介護保険をご利用ください

Q

日常生活で気をつけることはありますか？

オプジーボによる副作用の症状に注意してください

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額（※）

オプジーボによる治療後に以下のような症状が起こることが

が暦月（月の初めから終わりまで）で一定額を超えた場合に、

あります。症状がみられたら、医療スタッフにご相談ください。

その超えた金額を支給する制度です。70 歳以上の方の場合は

特に下線を引いた症状が発現した場合はご注意ください。

自動的に負担が上限額に留められますが、70 歳未満の方の
場合は所得に応じて変化するため事前に申請手続きが必要に
なります。詳しくは、冊子「高額療養費制度について」をご覧
ください。
また、
①65 歳以上の方、
②40～64 歳の方でも主治医が認めた
場合は病状次第で、介護サービスを総費用の 1 割の自己負担
で受けられる介護保険もご利用できます。
医療費について分からないことがあったら、病院の相談窓口に
ご相談ください。
なお、全国にあるがん診療連携拠
点 病 院には、が ん 相 談 支 援セン
ターがあります。他の病院を受診
している方でも利用できるので、
気軽にお問い合わせください。
※入院時の食事負担や差額ベッド代等は
含みません。

いつもより疲れやすい（倦怠感）、
体重の増減、行動の変化がある

脳炎の疑いがあります。

からだがだるい

白斑、白髪（主にメラノーマの患者さん）

甲状腺、
下垂体、副腎など内分泌機能異常
の確認が必要です。

肌や髪に脱色がみられることがあります。

腫れ、むくみ、胸の痛み

めまい、動悸、脈拍の異常、
意識の低下

静脈血栓塞栓症の疑いがあります。

心臓障害の疑いがあります。

たん

痰のない乾いた咳が出る、
歩行時などに息が切れる

皮膚や白目が黄色くなる

間質性肺炎の可能性があります。
症状がみられたら、風邪と思いこまず、
ご相談ください。

肝障害の疑いがあります。

尿量が減る、血尿が出る、
むくみが強い

血便・黒い便が出る、
腹痛を伴う下痢

腎障害の疑いがあります。

大腸炎の可能性があります。

口渇、多飲、多尿
1型糖尿病の疑いがあります。

皮膚がかゆい、発疹が出る
皮膚障害が起こることがあります。

運動のまひ、感覚のまひ、
手足のしびれ、手足の痛み

水ぶくれが出る、ひどい口内炎

神経障害の疑いがあります。

息苦しい、足・腕に力が入らない、
ものが二重に見える
重症筋無力症、筋炎を起こすことがあります。

20

嘔吐、体の痛み、精神状態の変化

（性欲が減る、いらいらする、物忘れしやすいなど）、

重症の皮膚障害の可能性があります。

肺、肝臓、腎臓、皮膚などに対する
過剰免疫反応により発熱することがあります。
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肺がん治療 Q&A

Q

今後仕事はどうなるのか不安です…

支援制度があるので相談してください
現在、多くのお薬が外来で投与できるようになったため、働き
ながらがん治療を行うケースも増えてきました。就業している
患者さんや家族のためには、支援制度があるのでご利用くだ
さい。職場によっては独自の休業や復職についての就業規則
が設けられていたり、柔軟に対応してくれることもあります。
また、一定以上の規模の企業には産業医や産業保健師などが
いるので、相談してみてください。
医 療 機 関 で は、ソー シャル

Q

緩和療法ってどんな治療ですか？

体と心の痛みを和らげる治療です
がんの療養中は、痛みや吐き気、食欲低下、だるさなどといっ
た体の不調や、気分の落ち込みや絶望感などの心の問題、経済
的な困窮や職場の問題などの社会不安などが日常生活を妨げ
ることがあります。そこで、がんに伴う体と心の痛みを和らげ、
生活やその人らしさを大切にする治療が、緩和療法です。
がんに伴う痛みの多くは、鎮痛薬で治療することができます。
痛みを我慢すると、不眠や食欲不振、心の痛みにもつながる
ので、早い時期から治療を始めることが重要です。
緩和療法は患者さんがどのような病状であっても、どのような

ワーカーやがん相談支援セン

時期にも受けることができますので、緩和療法について話を

ターの相談員が相談に応じて

聞きたい時には、担当医や看護師に相談してみましょう。

くれます。働き方や休職、復職
などについて相談して、自分
にあった社会生活を送れるよ
うにしましょう。
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肺がん事典
肺の名 称と役 割

肺がんの症状

肺は胸の部分に左右 1 つずつあり、右肺と左肺の間の部分は

肺がんには特有の症状がありません。したがって肺がんに

「縦隔」と呼ばれ、心臓や気管などがあります。そして、右肺は

なっても見過ごされる可能性が高いため、早期発見のために

じゅう かく

上葉・中葉・下葉の 3 つに、左肺は上葉と下葉の 2 つにわかれ

肺がん検診を行うことが重要です。

ています。

なお、一般的な症状として最も多くみられるのが、治りにくい

肺の主な役割は、空気中から血液中に酸素を取り入れ、血液

咳です。そのほかにも、胸の痛み、血痰、息切れ、呼吸時の

中の二酸化炭素を排出することです。気管支は左右の肺内に

ぜーぜー音（喘鳴）、声がかれる（嗄声）、顔や首のむくみなど

木の枝のように広がっていて、肺胞と呼ばれる小さな部屋で

もみられます。また、がんが進行すると、疲労感、食欲不振、

酸素が血液に取り入れられ、二酸化炭素が排出されます。

体重減少、発熱などがみられ、ほかの部位に転移すると、転移

肺がんは種類によって発生しやすい場所があり、扁平上皮がん

した部位に症状が現れます。

けっ たん

ぜん めい

さ せい

は肺門と肺野、腺がんと大細胞がんは肺野に主に発生します。
気管
気管支
上葉

呼吸

上葉

中葉

肺門
酸素
二酸化炭素

縦隔

下葉
右肺

肺野

肺胞

下葉
左肺
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肺がん事典
肺 がんの検 査 方 法

肺がんの治療

肺がんの検診では、まず「スクリーニング検査」として胸部 X 線

非小細胞肺がんでは、手術、放射線療法、抗がん剤治療、がん

検査や胸部 CT 検査、喀痰細胞診を行います。そして、肺がん

免疫療法により治療が行われます。治療方針は、がんの種類

が疑われる場合は、気管支鏡検査、肺生検などにより「確定

や病期、遺伝子変異、全身状態などによって決定します。

かく たん

診断」を行います。また、神経症状など脳転移が疑われる場合
は頭部 MRI 検査を行います。
なお、手術などの治療後は、再発や転移がないかを調べるため
に、3～6 ヵ月ごとに通院して胸部 X 検査や胸部 CT 検査、喀痰
細胞診などによる検査を行います。

主な検査方法

手

術

肺を切除してがんを取り除きます。がん
の発生している肺葉をブロックごとに切
除する肺葉切除術が標準ですが、近年

はより切除範囲の少ない手術も行われ
ています。

放射線療法

胸部 X 線検査

背中側から X 線を照射して X 腺の透過の度合いにより検査します。

ただ、早期の肺がんなど小さい病変は発見が難しいです。

がんに放射線をあてることでがん細胞

を死滅させたり、増殖を防ぎます。肺の

ほか、骨や脳などに転移した場合に使用

されることがあります。

胸部 CT 検査

体の周りを回転しながら X 線を照射して、胸部の断層写真を撮影し

ます。より精度が高く、がんの形や広がりも測れます。

抗がん剤治療

お薬を使ってがん細胞を攻撃します。
がん細胞を死滅させる抗がん剤が主に

喀痰細胞診

吐き出した痰を光学顕微鏡で観察して判定します。検査回数が多
いほど正確になるため、最低 3 日間の検査が必要になります。

使われますが、近年はがん細胞に特徴

的な分 子を標 的にした分 子 標 的 薬も
登場しています。

※がん免疫療法については、6～17 ページをご覧ください。
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肺がん事典
肺 がん治 療の流れ

用語集

手術や放射線療法が対象とならない場合には、抗がん剤や

遺伝子変異

浸

がん免疫療法などのお薬による治療を行うことになります。

たしています。これを「遺伝子変異」と

入り込み、広がっていくことです。

最初のお薬による治療を一次治療といいます。そして、一次
治療のお薬の効果がみられなくなった場合やなんらかの理由
で治 療 が 続けられない 場 合、全 身 状 態などに応じて、順に
二次治療、三次治療へと移っていきます。
標準的な治療がなくなった場合は緩和療法が中心になります
が、新しいお薬の治験に参加できることもあるので、担当医に
ご相談ください。

が ん 細 胞 が 周 囲 の 組 織を壊しな がら

がん細胞は、多くの遺伝子に異常をき
いい、遺伝子変異のなかには、がん細胞
の発生や生存などに強く関わっているも

転

イージーエフアール

のがあります。肺がんでは EGFR 遺伝子
アルク

変異や ALK 融合遺伝子変異が重要で

て体内を移動し、流れ着いた先で増殖し

あると考えられています。

ます。これを「転移」と言います。肺がん
の場合、反対側の肺や肝臓、骨、副腎、

経過観察

脳などへの転移が多くみられます。

手術や放射線治療後は、定期的に通院
して再発や転移がないかを調べます。

わっている遺伝子変異を標的にしたお薬

内容は、再発の危険性の高さによって

のことを「分子標的薬」と呼びます。肺

異なります。

お薬の効果が
みられなくなった場合、
なんらかの理由で
治療が続けられない場合

分子標的薬

が ん 細 胞 の 発 生や 生 存 などに強く関

行われます。受診の間隔や頻度、検査
お薬の効果が
みられなくなった場合、
なんらかの理由で
治療が続けられない場合

移

がん細胞はリンパの流れや血流に乗っ

視診や触診、必要に応じて画像検査が

お薬の効果が
みられなくなった場合、
なんらかの理由で
治療が続けられない場合

潤

がんで知られているEGFR 遺伝子変異
や ALK 融合遺伝子変異に対して、それ

原発巣

ぞれ使用できるお薬が登場しています。

最初にがんになった病変のことを「原発
一次治療

二次治療

三次治療

緩和療法

巣」と呼びます。肺がんとは、肺を原発

再
※治療の回数は、全身状態やお薬の使用状況
などによって異なります。

※緩和療法については 23 ページをご覧ください。
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治

験

リンパ節

巣とするがんのことです。

リンパ液が流れるリンパ管の途中にあ
り、細 菌やウイルス、が ん 細 胞などが

発

血管に入る前にチェックし、免疫を働か

手術による切除かそれ以外の方法で、 せます。リンパ節に転移がみられると
がんが一度無くなった後に、再び増殖

他の臓器などに転移する可能性が高く

したがんが発見されることが「再発」で

なるため、リンパ節を切除する「リンパ

す。再発と転移は同時に見つかることも

節郭清」が行われることがあります。

かく せい

あります。
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