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消化器疾患ビジュアルブック , p10, p64, 学研メディカル秀潤社 , 2009 ／インフォームドコンセントのための図説シリーズ 胃がん 改訂版 , p10-13, p36, 医薬ジャーナル社 , 2012
病気がみえる Vol.1 消化器 第５版 , p2, p82, メディックメディア , 2016

日本対がん協会ホームページ「胃がん・基礎知識」

胃がんとは
◆  胃がんは、胃壁の一番内側の粘膜から発生する悪性腫瘍です。
◆  最大のリスク因子は、ピロリ菌（ヘリコバクター・ピロリ）の感染です。

胃がんの
リスク因子

● ピロリ菌（H. pylori）感染
● 生活習慣（塩分の多い食事、喫煙、野菜や果物の摂取不足　など） H. pylori
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● 無症状 ● ふらつき、めまい
● 動悸、運動時の息切れ ● 吐血、タール便（黒色便）
● 食べ物の通過障害、腹部のしこり ● もたれ、膨満感
● 体重減少　など

進行胃がん
の

主な症状

胃がん診断時の進展度分布（2016 年）

2000～02年

限局 1）

2003～05年

2006～08年

領域 2） 遠隔 3） 不明

51.6 （16,751人） 25.1
（8,161人）

15.3
（4,968人）7.9

50.6 （18,418人） 24.9
（9,054人）

16.2
（5,905人） 8.3

47.9 （52,030人） 21.7
（23,571人）

16.3
（17,770人） 14.1

（％）

およそ16%の方が遠隔転移した状態で
見つかっています

※かなり進行した胃がんでも、症状がほとんどみられないことがあります。　　　

全国がん罹患モニタリング集計2006-2008年生存率報告（国立研究開発法人国立がんセンター）, 2016.
国立がん研究センターがん研究開発費「地域がん登録精度向上と活用に関する研究」平成 22 年度報告　より

診断時の進展度・進行胃がんの主な症状
◆  診断時では、およそ16%の方が遠隔転移した状態で見つかっています。

インフォームドコンセントのための図説シリーズ 胃がん 改訂版 , p38, 医薬ジャーナル社 , 2012

胃がんについて

１）原発臓器に限局している

２） 所属リンパ節または隣接する臓器
に直接浸潤しているが遠隔転移が
ない

３） 遠隔臓器、遠隔リンパ節などに
転移・浸潤がある
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がんが胃の壁の内側から外側に向かって進むに従い、転移することが多くなります。

病気がみえる Vol.1 消化器 第 5 版 , p119, メディックメディア , 2016
インフォームドコンセントのための図説シリーズ 胃がん 改訂版 , p25, 医薬ジャーナル社 , 2012

胃がんの深達度（早期胃がんと進行胃がん）
◆  がんの深さが、粘膜下層までの浸潤に留

とど
まるものを「早期胃がん」、 

固有筋層より深くに進展したものを「進行胃がん」といいます。
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分化型胃がん 未分化型胃がん

増殖形態

腺管形成をしつつ増殖 ほとんど腺管を形成せずにバラバラと広がる

好発年齢 高齢者に多い 比較的若年者に多い

性別 男性＞女性 女性＞男性

転移形式 血行性が多い リンパ行性、腹膜播種が多い

進展様式 膨張性 びまん性（スキルス型）、浸潤性

組織型 乳頭腺がん、管状腺がん 低分化腺がん、印環細胞がん、　粘液がん

非腫瘍細胞 非腫瘍細胞腫瘍細胞 腫瘍細胞

病気がみえる Vol.1 消化器 第 5 版 , p121, メディックメディア , 2016 より一部改変

胃がんについて

胃がんの種類（分化型と未分化型）
◆  分化型は、腺管を形成しながら増殖するタイプで、高齢者に多くみられます。
◆  未分化型は、腺管をほとんど形成せずバラバラと広がるタイプで、比較的 

若年者に多いのが特徴です。
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胃がんの主な転移場所

胃がんの転移形式
◆  転移とは、がん細胞がリンパ液や血液の流れにのって別の臓器に移動したり、

腹腔内に広がり、そこで成長したものをいいます。
◆  胃がんでは主に「血行性」「播種性」「リンパ行性」の３つの転移形式があります。

日本胃癌学会編 , 胃がん治療ガイドラインの解説 , 一般用 2004 年 12 月改訂 第 2 版 , p9 , 金原出版 , 2004
病気がみえる Vol.1 消化器 第５版 , p120, メディックメディア, 2016

・肝臓 ・肺 ・骨 など

・腹膜 ・胸膜 など

・ 胃の周りのリンパ節
　（所属リンパ節）

・ 鎖骨上リンパ節 など

リンパ行性転移

血行性転移

播種性転移
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CT 検査

強い静磁場と電磁波で断層画像を撮影します。CTが行えない場合
のほか、確定が困難な肝臓への転移状態を調べる検査としても用い
られます。

Ｘ線を使って体の断面を撮影します。がんの深さ、リンパ節転移の
有無とその範囲、肝臓をはじめとする他臓器への転移の有無、腹水
や腹膜播種性転移の有無など様々なことがわかります。

注腸造影・内視鏡
注腸造影は、肛門からバリウムと空気を注入してX線写真を撮影しま
す。内視鏡検査は、肛門から内視鏡を挿入し病変を直接観察します。
いずれも腹膜への転移による大腸の狭窄を調べるために行います。

腹部超音波検査
超音波を使ってリンパ節転移や肝臓への転移の有無、腹水の有無を
確認します。体に負担をかけず何度でも行えるのが特徴です。

MRI 検査

インフォームドコンセントのための図説シリーズ 胃がん 改訂版, p42-49, 医薬ジャーナル社 , 2012
　国立がん研究センター , がん情報サービス「胃がん・検査」 ／日本臨床外科学会ホームページ「胃がんと診断されたら・検査と診断の基礎知識」

胃がんについて

がんの広がりや転移を調べる主な検査
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１）TNM Classification of MALIGNANT TUMOURS Eighth Edition, p65, WILEY Blackwell, 2017 
２）インフォームドコンセントのための図説シリーズ 胃がん 改訂版 , p134, 医薬ジャーナル社 , 2012

胃がんの臨床病期（ステージ）分類
◆  がんの深達度と、リンパ節や離れた組織への転移状況によって 

大きくⅠ〜Ⅳの４つの病期に分けられます。

N0 N1 N2 N3

リンパ節転移がない 1-2個 3-6個 7個以上

T1a がんが粘膜固有層または
粘膜筋板まで達している Ⅰ ⅡA ⅡA ⅡA

T1b 粘膜下層まで達している

T2 がんが固有筋層まで達し
ている Ⅰ ⅡA ⅡA ⅡA

T3 がんが漿膜下層まで達し
ている ⅡB Ⅲ Ⅲ Ⅲ

T4a がんが漿膜を越えて胃の
表面に出ている ⅡB Ⅲ Ⅲ Ⅲ

T4b がんが隣接する組織や臓器
に達している ⅣA ⅣA ⅣA ⅣA

M1 肝、肺、腹膜など遠くに転移
している ⅣB ⅣB ⅣB ⅣB

遠隔転移
しやすい部位２）

転移しやすい部位

肺への転移が
最も多い

肺 リンパ節 骨 肝臓

（56％）転移頻度 （21％） （21％） （6％）

肝臓 傍大動脈
リンパ節 腹腔（腹膜）

数字が大きいほど、
また A より B の方が、
がんが進んでいることを
示しています。

胃がんの臨床病期（ステージ）分類　TNM 分類第８版１）より作成
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遠隔転移がある場合・再発した場合遠隔転移がない場合

薬物療法

必要に応じて追加
内視鏡切除

胃の粘膜に限局

補助化学療法 対症療法など経過観察経過観察

手　術 ＊

＊手術前に化学療法が行われることもあります。

術後の病理診断による検討

・症状緩和手術
・放射線療法
・対症療法

切除できない進行・再発胃がんに対する薬物療法
■化学療法
　◎抗がん剤による治療
　◎分子標的薬による治療

■がん免疫療法
　◎免疫チェックポイント阻害薬による治療

胃がんについて

遠隔転移の有無と治療選択（概略）
◆  治療法は、病期や患者さんの全身状態などを考慮して決められます。
◆ 切除できない進行・再発胃がんに対しては「薬物療法」が中心となります。

日本胃癌学会編 , 胃癌治療ガイドライン , 医師用 2018 年 1 月改訂 第５版 , p6, 金原出版 , 2018 をもとに作成
国立がん研究センター , がん情報サービス「胃がん・治療の選択」
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胃がんの組織型では、分化型は血行性再発が多く、
未分化型は腹膜再発が多くみられます。

再発が見つかった場合は、薬物療法を中心に、
これまでの治療歴や患者さんの状態に応じて
必要な治療とケアが選択されます。

・腹膜播種再発
・肝再発
・リンパ行性再発
・局所再発　など

再発胃がんに対する主な治療

● 対症療法

胃がんの再発形式● 化学療法 
　（抗がん剤、分子標的薬）

● がん免疫療法 
　（免疫チェックポイント阻害薬）

薬物療法

必要に応じて追加される治療

国立がんセンター , がん情報サービス「胃がん・転移・再発」
インフォームドコンセントのための図説シリーズ 胃がん 改訂版 , p146, 医薬ジャーナル社 , 2012

日本胃癌学会編 , 胃癌治療ガイドライン , 医師用 2018 年 1 月改訂 第５版 , p25-31, 金原出版 , 2018 より作成

再発について
◆  再発とは、手術前にすでに体内に散らばっていた微細ながん細胞が、治療後、時間の

経過とともに増殖し、検出できる大きさになったもののことをいいます。
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種類 使用される薬剤 投与法 使用されるケース

化
学
療
法

抗がん剤

フルオロピリミジン系薬剤 内服／点滴／
静脈内注射

抗がん剤は、初回の治療から用いられま
す。様々な薬があり、単剤または併用し
て使われます。

HER2陽性胃がん1）に対しては、抗HER2
抗体薬との併用が第1選択となります。

HER2陰性胃がんに対する初回治療は、
抗がん剤を組み合わせた併用療法が用い
られます。

プラチナ系薬剤 点滴

タキサン系薬剤 点滴

その他（イリノテカン　など） 点滴

分子標的薬
抗 H

ハ ー ツ ー
ER2 抗体薬 点滴 HER2陽性胃がん1）に対して使われる薬

です。抗がん剤と併用するのが標準です。

抗 VEGFR-2 抗体薬 点滴
抗がん剤による治療歴がある患者さんに
使われる薬です。単剤、または抗がん剤
と併用して使われます。

がん免疫療法 免疫チェックポイント阻害薬 点滴
抗がん剤やほかの薬剤による治療歴があ
る患者さんに使用される薬です。単剤で
使われます。

１）胃がんでは「HER2」と呼ばれるタンパク質ががん細胞の増殖に関与しています。このようなタイプを「HER2 陽性胃がん」といいます。
　　HER2 検査には、手術などで得られた検体（胃がん組織）が使われます。

胃がんについて

インフォームドコンセントのための図説シリーズ 胃がん 改訂版 , p116-127, 医薬ジャーナル社 , 2012 ／国立がん研究センター , がん情報サービス「胃がん・化学療法」
日本胃癌学会編 , 胃癌治療ガイドライン , 医師用 2018 年 1 月改訂 第５版 , p25-31, 金原出版 , 2018

進行・再発胃がんに使われる薬の種類
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【１次治療 】 【２次治療 】 【３次治療 】

◦ S-11） ＋ シスプラチン
◦ カペシタビン ＋ シスプラチン

◦ カペシタビン ＋ シスプラチン
　 ＋ トラスツズマブ

◦ S-11） ＋ オキサリプラチン
◦ カペシタビン ＋ オキサリプラチン
◦ FOLFOX 2）

◦ S-11） ＋ シスプラチン
　 ＋ トラスツズマブ

HER2 陰性（−）の場合

HER2 陽性（＋）の場合

エビデンスレベルＡ

エビデンスレベルＡ

◦ パクリタキセル （毎週投与法）
　 ＋ ラムシルマブ

エビデンスレベルＡ

エビデンスレベルB

エビデンスレベルB

エビデンスレベルＡ
◦ ニボルマブ

◦ イリノテカン
エビデンスレベルB

エビデンス総体のエビデンスの強さ
A（強） 効果の推定値に強く確信がある

B（中） 効果の推定値に中程度の確信がある

C（弱） 効果の推定値に対する確信は限定的である

D（とても弱い） 効果の推定値がほとんど確信できない

１）S-1：テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム
２） FOLFOX：5-フルオロウラシル、レボホリナートカルシウム、オキサリプラチンの３剤を併用した治療法

ガイドラインによる薬物療法の進め方
◆  胃癌の治療ガイドライン （第５版） において、手術が難しい進行 ・ 再発胃がんに対

する薬物療法の進め方として、次のようなレジメンが推奨されています。

日本胃癌学会編 , 胃癌治療ガイドライン , 医師用 
2018 年 1 月改訂 第５版 , p27, 金原出版 , より作成
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〝がん治療の４つ目の柱〟
がん免疫療法の特徴

がん免疫療法について



手術

化学療法 がん
免疫療法

抗がん剤治療や
分子標的治療など

放射線
療法

第４の柱
免疫チェックポイント
阻害薬など

「がん免疫療法」の位置付け
◆  従来のがん治療では手術・放射線療法・化学療法が３本柱とされていましたが、
　 近年ではがん免疫療法が４つ目の柱に位置付けられています１）。

１）Iwai Y, et al. J Biomed Sci. 24(1): 26, 2017
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がん免疫療法について

がん細胞

従来の治療である手術、放射線療法、化学療法は、直接がんを標的にした治療ですが、
がん免疫療法は、免疫の力を回復させてがん細胞を攻撃する、これまでにない作用を持つ治療法です。

放射線
療法 化学療法 がん免疫

療法

免疫

免疫の力を使って攻撃

自分自身の
免疫力を
回復させる

直接攻撃
免疫チェックポイント阻害薬

抗がん剤
分子標的薬など手術

がん免疫療法の特徴
◆  がん免疫療法は、もともと持っている免疫の力を回復させて 

がん細胞への攻撃力を高める、従来とは異なる作用に基づく治療です。

がん免疫療法について
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がん免疫療法と
オプジーボによる治療

がん免疫療法とオプジーボによる治療



免疫

免疫細胞には、正常細胞とがん細胞を
見分けて取り除く働きがあります。

病原となる細菌・ウイルス 老廃した細胞

移植や輸血による他人の細胞

がんなどの異常な細胞
細胞が分裂・増殖するときに
遺伝子に傷がついてがん化し
たもの、など

免疫細胞

外から侵入したもの 体内で発生したもの

発見！
がん細胞

「免疫」とは
◆  免疫とは、自分でないもの（異物）を見つけ出し、攻撃して排除する 

生体防御の仕組みをいいます。

参考 : これならわかる！免疫学 , p28-29, ナツメ社 , 2010
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私たちの体内には、毎日多数の異常な細胞が発生していますが、通常はT細胞などの免疫の力によって 
取り除かれています。

異物である
がん細胞

がん細胞

がん攻撃の中心
T細胞＊

T細胞＊はがん細胞を見つけると

活性化して攻撃をしかける

＊ T 細胞：血液中を流れている白血球のうちリンパ球と呼ばれる細胞の一種で、がん細胞攻撃の中心となる細胞です。

T

がんと闘う免疫の中心「T細胞」
◆  免疫細胞のうち、がん攻撃の中心となるのが白血球の仲間のT細胞です。

がん免疫療法とオプジーボによる治療

やさしく学べるがん免疫療法のしくみ , p14-16, 羊土社 , 2016
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がん細胞

結合すると
T 細胞の働きに
ブレーキがかかる 

がん細胞への

攻撃を止めろ！

PD-1

T 細胞

PD-L1

免疫チェック
ポイント分子

免疫チェックポイント機構

免疫の働きにブレーキをかけるがん細胞
◆  がん細胞は、免疫細胞に備わっている「免疫チェックポイント機構」を利用して

T 細胞の働きにブレーキをかけ、その攻撃から逃れています。

やさしく学べるがん免疫療法のしくみ , p26-29, 羊土社 , 2016
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T 細胞の攻撃力が回復

オプジーボ
がん細胞

オプジーボが
T 細胞のブレーキを解除

❶ ❷

★オプジーボは、その作用メカニズムから「抗 PD-1 抗体薬」とも呼ばれています。

オプジーボ
（抗 PD-1 抗体）

PD-L1

オプジーボが
PD-1 に結合して
がんとの結合を阻害

T
T

❸

T 細胞

T

PD-1

「オプジーボ」とは…

がん免疫療法とオプジーボによる治療

◆  オプジーボは、T 細胞上の「PD-1」と結びついて免疫のブレーキを解除し、 
T 細胞の攻撃力を高める「免疫チェックポイント阻害薬」です。

オプジーボ

やさしく学べるがん免疫療法のしくみ , p26-29, 羊土社 , 2016
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※プラセボとは、有効成分を含まない薬（偽薬）のことです。

期間（月）

オプジーボ群（330例）
プラセボ群（165例）

0

0.5

1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

生
存
率

At risk数
オプジーボ群
プラセボ群

330
163

94
32

38
10

3
1

5
3

10
3

56
16

141
53

275
121

0
0

19
4

192
82

＜目 的＞  標準治療が不応または不耐の切除不能
な進行または再発胃がん（食道胃接合
部がんを含む）に対するオプジーボの
有効性および安全性について、プラセ
ボを対照として比較検討する。

＜試験デザイン＞	 	多施設共同プラセボ対照二重盲検無作
為化比較第Ⅲ相試験

＜対 象＞  進行または再発胃がん（食道胃接合部
がんを含む）に対する治療として2レジ
メン以上を受けた、標準治療が不応ま
たは不耐の症例

＜投 与 方 法＞  オプジーボ：3mg/kgを2週間ごとに静
脈内投与、プラセボ：生理食塩液を2週
間ごとに静脈内投与。それぞれ6週を1
サイクルとした。

＜主要評価項目＞	 全生存期間（OS）

試験概要

試験成績（全生存期間）

オプジーボ群
（330例）

プラセボ群
（163例）

生存期間中央値
［95%信頼区間］

5.26ヵ月
［4.60, 6.37］

4.14ヵ月
［3.42, 4.86］

12ヵ月生存率
［95%信頼区間］

26.2%
 ［20.7, 32.0］

10.9%
［6.2, 17.0］

ハザード比a)

［95%信頼区間］
0.63

［0.51, 0.78］, p＜0.0001b)

a）層別Cox比例ハザードモデル、b)層別log-rank検定

オプジーボの臨床効果 

小野薬品工業：国際共同第Ⅲ相（ONO-4538-12）試験成績（社内資料）承認時評価資料

オプジーボによる治療効果（全生存期間）

切除不能な進行・再発胃がんの３次治療以降を対象とした
国際共同第Ⅲ相試験（ONO-4538-12試験）
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重篤な副作用はオプジーボ群10.0％（33例）、プラセボ群5.0％（8例）に認められ、主なもの（2例以上）はオプジーボ
群では、間質性肺疾患0.9％（3例）、大腸炎、発熱、肺炎、尿路感染および糖尿病性ケトアシドーシス各0.6％（2例）
でした。プラセボ群では、2例以上に認められた重篤な副作用はありませんでした。

重篤な
副作用

５％以上に発現した副作用（全症例）
オプジーボ群 人数（例） 発現例数（％）

そう痒症 30 9.1％
下痢 23 7.0％
発疹 19 5.8％
疲労 18 5.5％
プラセボ群
そう痒症 9 5.6％
疲労 9 5.6％

＜臨床検査値異常変動を含む副作用＞
オプジーボ群 ： 42.7％（141/330例）
プラセボ群 ： 26.7％（43/161例）
＜主な副作用（5%以上）＞
オプジーボ群 ： 左記表
プラセボ群 ： そう痒症、疲労　各5.6％（9例）
＜重篤な副作用＞
オプジーボ群 ： 10.0％（33例）
　間質性肺疾患0.9％（3例）、大腸炎、発熱、肺炎、尿路感染、
　糖尿病性ケトアシドーシス　各0.6％（2例）
プラセボ群 ： 5.0%（8例、2例以上に認められた項目なし）
＜投与中止に至った副作用＞
オプジーボ群 ： 2.7％（9例）
　間質性肺疾患0.9％（3例、他に2例以上認められた項目なし）
プラセボ群 ： 2.5％（4例、2例以上認められた項目なし）
＜死亡に至った副作用＞
オプジーボ群 ： 1.5％（5例、2例以上認められた項目なし）
プラセボ群 ： 1.2％（2例、2例以上認められた項目なし）

オプジーボの安全性
◆  臨床検査値異常変動を含む副作用はオプジーボ群で 42.7％（141/330 例）、

プラセボ群で 26.7％（43/161 例）に認められました。
◆  オプジーボ群での主な副作用（5％以上）は、そう痒症 9.1％（30 例）、下痢 7.0%

（23 例）、発疹 5.8%（19 例）、疲労 5.5%（18 例）でした。

がん免疫療法とオプジーボによる治療

小野薬品工業：国際共同第Ⅲ相（ONO-4538-12）試験成績（社内資料）承認時評価資料

切除不能な進行・再発胃がんの３次治療以降を対象とした
国際共同第Ⅲ相試験（ONO-4538-12試験）
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オプジーボによる治療を
受けることができない患者さん

オプジーボに含まれている成分に対して、
以前、アレルギー反応（気管支けいれん、
全身性の皮膚症状、低血圧など）を起こ
したことがある方

● 自己免疫疾患＊にかかったことがある方
● 間質性肺疾患＊＊にかかったことがある方
●  臓器移植（造血幹細胞移植を含む）を 

 受けたことがある方

オプジーボによる治療を
慎重に検討する必要がある患者さん

＊：自己免疫疾患
　　免疫機能が正常に機能しなくなり、体が自分の組織を攻撃してしまう

病気で、甲状腺機能異常症や関節リウマチなどが自己免疫疾患に含ま
れます。

＊＊：空気を取り込む肺胞という器官が炎症を起こす病気です。

※抗がん剤による化学療法（分子標的薬との併用を含む）

オプジーボによる治療の対象となる方
◆  オプジーボは、胃がんの患者さんのうち、手術による治療が難しい患者さん、

または再発をきたした患者さんで、薬物療法※を受けたことがある方が対象とな
ります。
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30分以上かけて
投与します

オプジーボ投与 オプジーボ投与 オプジーボ投与 オプジーボ投与

14日間（1サイクル目） 14日間（2サイクル目） 14日間（3サイクル目）

オプジーボによる治療中は、治療の効果や副作用の有無
などを確認しながら慎重に治療を進めます。

30分
以上

がん免疫療法とオプジーボによる治療

オプジーボの投与方法と投薬スケジュール
◆  オプジーボは、点滴注射で投与します。
◆  14 日間（２週間）を１サイクルとして投与を繰り返します。

オプジーボ 1 回：240mg投与量
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脳炎

甲状腺機能障害

静脈血栓塞栓症

1型糖尿病

副腎障害

腎障害

特に注意を要する副作用 発現のおそれのある副作用

間質性肺疾患

大腸炎・重度の下痢

重度の皮膚障害

神経障害

免疫性血小板減少性紫斑病

重症筋無力症・心筋炎
・筋炎・横紋筋融解症

肝機能障害・肝炎
・硬化性胆管炎

オプジーボの副作用
◆  オプジーボによる免疫力の増強に伴い、自己免疫疾患に似た副作用が出現する
　 可能性があります。
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オプジーボによる
治療中の注意点など

オプジーボによる治療中の注意点



よく現れる症状

  息切れ、息苦しい
  痰

たん
のない乾いた咳（空

からぜき
咳）

  発熱
  疲労

間質性肺疾患
オプジーボによって活性化された免疫細胞が肺に集まり、炎症反応を起こすことで引き起こされ
る肺炎です。

オプジーボの投与中に注意すべき症状
◆  オプジーボによる副作用で以下のような症状が起こることがあります。
　 こうした症状がみられたら、医療スタッフにご相談ください。

このような症状がみられたら、すぐに医療スタッフにご相談ください。

オプジーボ添付文書
オプジーボ胃がんの適正使用ガイドより
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よく現れる症状

  下痢（軟便）あるいは排便回数が増えた 
  便に血が混じる、便が黒い、便に粘り気がある
  腹痛あるいは腹部の圧痛

　 （押すなど圧迫した時に現れる痛み）がある 
  吐き気や嘔吐がある

大腸炎・重度の下痢
オプジーボによって活性化された免疫細胞が、腸粘膜を攻撃することにより大腸炎を引き起こす
可能性があります。

このような症状がみられたら、すぐに医療スタッフにご相談ください。

オプジーボの投与中に注意すべき症状

オプジーボによる治療中の注意点

オプジーボ添付文書
オプジーボ胃がんの適正使用ガイドより
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よく現れる症状

  繰り返し運動で疲れやすい
  まぶたが重い
  足、腕に力が入らない
  筋肉痛がある
  ものが二重に見える
  吐き気がする
  動悸がする
  赤褐色尿が出る

重症筋無力症・心筋炎・筋炎・横紋筋融解症
オプジーボによって活性化された体内の免疫細胞が、末梢神経と筋肉をつなぐ神経筋接合部や 
筋肉を攻撃することで起こる可能性があります。

オプジーボの投与中に注意すべき症状

おう  もん  きん ゆう  かい しょう

このような症状がみられたら、すぐに医療スタッフにご相談ください。
オプジーボ添付文書

オプジーボ胃がんの適正使用ガイドより
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よく現れる症状

  体がだるい   体重が減る
  吐き気や嘔吐がある   のどの渇き
  水を多く飲む   意識障害
  尿の量が増える

１型糖尿病（劇症１型糖尿病を含む）

オプジーボによって活性化された免疫細胞が、膵臓のインスリン産生細胞を攻撃することにより
引き起こされる可能性があります。

オプジーボの投与中に注意すべき症状

のどの痛みや発熱など風邪に似た症状や吐き気、嘔吐、腹痛など腸炎のような症状から始まることで
引き起こされることがあり、注意が必要です。

このような症状がみられたら、すぐに医療スタッフにご相談ください。

オプジーボによる治療中の注意点

オプジーボ添付文書
オプジーボ胃がんの適正使用ガイドより
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よく現れる症状

  皮膚や白目が黄色くなる（黄
おうだん

疸）
  いつもより疲れやすい

肝機能障害・肝炎・硬化性胆管炎
オプジーボによって活性化された免疫細胞が、肝臓を攻撃することにより引き起こされる可能性
があります。

オプジーボの投与中に注意すべき症状

オプジーボ添付文書
オプジーボ胃がんの適正使用ガイドより

このような症状がみられたら、すぐに医療スタッフにご相談ください。

32



よく現れる症状

  体がだるい　　   意識がうすれる　　   吐き気や嘔吐がある
  食欲不振　　　   むかむかする　　

副腎障害
オプジーボによって活性化された体内の免疫細胞が、様々なホルモンを分泌する内分泌器官の副
腎を攻撃することにより引き起こされる可能性があります。

よく現れる症状

  いつもより疲れやすい　　　　   脱毛　　
  体重増加あるいは体重減少　　   寒気がする
  行動の変化がある（性欲が減る、いらいらする、物忘れしやすい）　　   便秘

甲状腺機能障害
オプジーボによって活性化された免疫細胞が、甲状腺（甲状腺ホルモンを産生している内分泌器官）
を攻撃することにより引き起こされる可能性があります。

このような症状がみられたら、すぐに医療スタッフにご相談ください。

オプジーボの投与中に注意すべき症状

オプジーボ添付文書
オプジーボ胃がんの適正使用ガイドより

33

オプジーボによる治療中の注意点



よく現れる症状

  むくみ
  尿量が減る、尿が出ない
  貧血
  血尿
  発熱

腎障害
オプジーボによって活性化された免疫細胞が腎臓を攻撃することにより引き起こされる可能性が
あります。

オプジーボの投与中に注意すべき症状

このような症状がみられたら、すぐに医療スタッフにご相談ください。

オプジーボ添付文書
オプジーボ胃がんの適正使用ガイドより
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このような症状がみられたら、すぐに医療スタッフにご相談ください。
オプジーボ添付文書より

オプジーボによって活性化された免疫細胞によって、下記のような症状が引き起こされる可能性
があります。

　　その他の注意すべき症状

よく現れる症状

  鼻血が出る　    皮下出血がみられる
  歯ぐきから出血する

免疫性血小板減少性紫斑病
よく現れる症状

  運動のまひ　　   手足のしびれ
  感覚のまひ　　   手足の痛み

神経障害

よく現れる症状

  発熱　　   失神　　   嘔吐　　
  精神状態の変化がある　　
  体の痛み

脳炎 重度の皮膚障害
よく現れる症状

  全身に赤い斑点や水ぶくれが出る　   ひどい口内炎
  体がだるい　　   まぶたや眼の充血
  発熱　　　　　   粘膜のただれ

よく現れる症状

アナフィラキシー 発熱   悪寒
ふるえ かゆみ 発疹
高血圧や低血圧 呼吸困難

薬剤の注入に伴う反応 （投与中または
投与後 24 時間以内）静脈血栓塞栓症

よく現れる症状

  腫
は

れ、むくみ　
  皮膚や唇、手足の爪が青紫色〜暗褐色になる
  意識の低下、胸の痛み、息苦しい

オプジーボによる治療中の注意点

オプジーボ添付文書
オプジーボ胃がんの適正使用ガイドより
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女性の患者さん

生ワクチンまたは弱毒生ワクチンの投与

男性の患者さん

妊娠すると胎児に影響が出るおそれがあるため、オプジーボによる治療を中止する必要が
あります。治療中は妊娠しないように注意しましょう。またオプジーボ投与終了後も妊娠
をしないよう注意が必要です。妊娠した場合は、医師に相談してください。また、母乳
を通じて乳児に影響が出るおそれがあるため、オプジーボによる治療中は授乳しないよう
にしてください。なお、避妊に関しては産婦人科にご相談ください。

オプジーボによる治療中に生ワクチンや弱毒生ワクチンの接種を受けると、過度の免疫反
応による症状が現れることがあります。これは、オプジーボにより免疫機能が高まってい
るためです。ワクチン投与後は、症状の有無に注意しましょう。

パートナーが妊娠する可能性のある場合、胎児に影響が出るおそれがあるため、オプジー
ボ投与中を含め投与終了後も、適切な避妊法を用いて避妊してください。またパートナー
が妊娠している場合も胎児に影響が出るおそれがあるため、オプジーボ投与中および投与
終了後も、適切な避妊法を用いてください。

生ワクチンの接種について / 治療中の妊娠と授乳
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わ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。

高額療養費制度
医療機関や薬局の窓口で支払った額※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、その超
えた金額を支給する制度です。

介護保険
①65歳以上の方、②40〜64歳の方でも主治医が認め
た場合は、病状次第で介護保険がご利用できます。

※入院時の食事負担や差額ベッド代等は含みません。

医療費について（2018 年 8 月現在）

◆  高額療養費制度や介護保険をご利用ください。

オプジーボによる治療中の注意点
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● 高額療養費パーフェクトマスター
http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/

その他
高額療養費についてわかりやすく紹介している
サイトです。シミュレーション機能もあります。

（発信元：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社）

● がん情報サービス
http://ganjoho.jp/

国立がん研究センターがん対策情報センターに
よる公式サイトです。

● がん免疫.jp
http://www.immunooncology.jp/patient/ 一般の方やオプジーボをお使いの患者さん向け

に、がん免疫療法について詳しく解説している
総合情報サイトです。

● ONO ONCOLOGY
https://www.ono-oncology.jp/
contents/patient/

役立つ情報を提供しているウェブ・サイトのご紹介
◆  胃がんに関する情報やがん免疫療法に関する情報が 

確認できる一般の方・患者さん向けのウェブ・サイトです。
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