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はじめに

食道がんと診断されたあなたへ

　食道に発生した悪性腫瘍を「食道がん」と言います。
　この小冊子では、食道がんと診断された患者さんに、食道がん
とは、どのような病気なのか、診断と治療の流れ、治療中のケア
などについてご紹介しています。
　病気と向き合い、乗り越えていくためには、これから受ける治療
やケアなどについてよく理解しておくことが大切です。この小冊子
を、主治医と治療の進め方などを話し合うときの参考資料として
ぜひご活用ください。
　そして、医師や医療スタッフ、ご家族とともに、治療に取り組ん
でいきましょう。
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■食道がんとは、どんな病気ですか？

食道にできるがんを総称したもので、早期発見が難しいがん
のひとつです。

　日本人の食道がんは、食道の中央付近にできることが多いのが特徴です。
近年では、欧米に多い食道の下部にできるがんも増えてきています。食道が
んは、食道の粘膜にある細胞が、さまざまな要因によって、がん化することで
発生します。診断や治療技術の進歩により治療成績の向上はみられますが、
いまだ早期発見が難しく、早期のうちに治療開始できることが少ないがんの
ひとつです。

早い段階での自覚症状はほとんどありません。

　食道がんは、進行するまで無症状のことが多く、飲み込みにくいなどの症
状があらわれるのは、がんがある程度の大きさになってからです。
　人によっては、早期に胸の違和感を覚えたり、熱いものがのどにしみる感
じがするといった症状がみられることがあります。

1 食道がんについて

国立がん研究センター がん情報サービス　「食道がん」
医療情報科学研究所 編：病気がみえる vol.1 消化器 第5版, p65,69, メディックメディア, 2016

細川正夫 監：食道がんのすべてがわかる本, p20-21, 講談社, 2015

食道がんに伴う主な症状

胸の違和感・
チクチク痛む

熱いものがしみる

咳が出る
声がかすれる

食べ物がつかえる感じ
飲み込みにくい

体重減少

胸や背中の痛み
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食道の働きと構造

◦  食道は、食道の入り口から胃の入り口（噴
ふんもん

門）までをつなぐ管状の臓器です。
◦  長さは約25センチ、太さは約2〜3センチ、壁の厚みは4ミリ程度です。
◦  胃や腸のように消化や吸収の機能はありません。

飲み込んだ食べ物は、重力で胃の
中に落ちていくわけではありませ
ん。食道の壁をつくっている筋肉
が、上から下へ収縮を繰り返すこと
で、胃の中に食べ物を送り込んでい
きます。この動きのことを蠕

ぜんどううんどう
動運動

と言います。寝たままの姿勢でも食
べ物が胃まできちんと送られるの
は、この蠕動運動の働きによるもの
です。

国立がん研究センター がん情報サービス　「食道がん」
日本食道学会 編：食道癌取扱い規約 第11版, p6, 金原出版, 2015
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■食道がんは、どのような人に多いですか？

中高年の男性に多く、飲酒と喫煙との関わりが深いがんです。

　一般的に、食道がんは、男性に多い傾向がみられます。年齢別でみると、
50歳代から増加し、70歳代で最多となります。
　食道がんのリスクを高める要因は、日常の生活習慣の中に潜んでいます。
とくに、日本人で多い扁

へんぺいじょうひ
平上皮がん（7ページ参照）と言うタイプの食道がん

は、飲酒と喫煙と強い関連があると言われています。
　そのほかに運動不足や、熱いものや辛いものをよく食べる、野菜や果物をあ
まり食べない―といった食習慣なども、食道がんの発生に影響していると考え
られています。

国立がん研究センター がん情報サービス　「食道がん」
野村基雄. 日本臨牀 2018; 76（増刊号8）：45-48

多発がん・重複がんが多い

◦ 食道のあちこちにがんが発生することを「多発がん」と言います。
◦ ほかの臓器にもがんが発生することを「重複がん」と言います。重複がん

は転移とは異なり、それぞれに独立してがんが発生した状態のことです。
◦「重複がん」は、とくに呼吸器や胃など、飲酒と喫煙の影響を受けやすい

臓器にみられます。主なものは、胃がん、咽
いんとう

頭・喉
こうとう

頭がん、大腸がん、
肺がんなどです。

飲酒・喫煙

熱いものや
辛いものをよく食べる

運動不足

野菜や果物を
あまり食べない
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国立がん研究センター がん情報サービス　「食道がん」
日本食道学会 編：食道癌取扱い規約 第11版, p6, 金原出版, 2015

細川正夫 監：食道がんのすべてがわかる本, p12, 講談社, 2015

■食道がんにはどんな種類がありますか？

食道がんは、食道の粘膜から発生する扁
へんぺいじょうひ

平上皮がんがほとんど
です。発生した部位により3つに分けられます。

1 食道がんについて

頸部食道

胸部食道

腹部食道

上部

中部

下部

大動脈

気管支

横隔膜

胃
噴門

頸部食道がん
◦ 食道の入り口から約3センチの範囲
◦ 咽

いんとう
頭や喉

こうとう
頭などにがんが広がりやすい

胸部食道がん
◦ 頸部食道の下から横隔膜までの約20セン

チの範囲。上部、中部、下部に分けられる
◦ 胸部中部食道がんが、食道がん全体の

約50％を占める

腹部食道がん
◦ 横隔膜から胃の入り口までの約2センチ

の範囲
◦ 近年、増加傾向がみられる

　食道がんは、主に扁平上皮がんと
腺
せん

がんのふたつのタイプがありま
す。日本では、約90％が扁平上皮が
んで、食道の粘膜を構成する扁平上
皮から発生します。一方腺がんは、胃
の内容物が逆流し、胃酸が食道を傷
つける逆流性食道炎が背景にあるこ
とが多く、主に食道の下部に発生し
ます。また、どこにがんが発生したか
により、頸

け い ぶ
部食道がん、胸部食道がん、

腹部食道がんの3つに分けられます。

粘膜上皮

扁
へんぺいじょうひ

平上皮

粘膜下層
食道腺

固有筋層

外膜

食道がんの種類

発生部位別の種類

粘膜上皮にある扁平上皮
細胞ががん化したものを
「扁平上皮がん」と言う。

粘液を分泌する食道腺を
構成する腺細胞ががん化 
したものを「腺がん」と 
言う。
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２ 食道がんの病期

■病期（ステージ）とはなんですか？ 
どのように決められますか？

病期とは、病気の進行の程度を数値で示したもので、治療方針を 
立てるうえで重要な判断材料となります。 ご自身のがんの状態を 
正しく把握するために、病期の意味を理解しておくことが大切です。

●病期を決める３つの項目
　がんの病期は、「がんの深さ（T）」「リンパ節への転移の状態（N）」「他の臓器へ
の転移（M）」の３項目をもとに、0

ゼロ
とⅠからⅣのローマ数字で表されます（TNM分

類）。Tは深さです。食道の壁のどこまで、がんが達しているか（深
し ん た つ ど

達度と言いま
す）、 Nは食道周囲のリンパ節への広がりです。がんの位置に近い順に、第1群
から第4群に分かれており、リンパ節転移がどの範囲まで広がっているかで判
定されます。 Mは離れた臓器への転移です。食道に隣接しない臓器にがんが転
移しているか、また、胸

きょうまく
膜や腹

ふくまく
膜への転移も遠隔転移に含まれます。

●食道がんの病期
　食道がんの場合、早期がんと言
えるのは0期です。早期がんは、
がんの深さが粘膜内にとどまって
いて転移がない状態です。さらに
深い粘膜下層まで進み転移がない
状態がⅠ期に分類されます。Ⅱ期とⅢ
期は進行がん、Ⅳ期は切除不能が
んに分類されます。

日本食道学会 編：食道癌取扱い規約 第11版, p9-10, 金原出版, 2015
国立がん研究センター がん情報サービス　「食道がん」

食道がんの病期（ステージ）

0 期　早期がん

Ⅰ期　転移のない粘
ねんまくかそうしんじゅん

膜下層浸潤がん

Ⅱ期とⅢ期　進行がん

Ⅳ期　切除不能がん
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食道がんの病期（ステージ）分類

食道がんのT分類（深達度）

日本食道学会 編：食道癌取扱い規約 第11版, p9-10,15-21, 金原出版, 2015
国立がん研究センター がん情報サービス　「食道がん」

N0 N1 N2 N3 N4 M1
リンパ節 

転移がない
第1群のみ 第2群まで 第3群まで 第4群まで 遠隔転移

ありがんに近い がんから遠い

T0, 
T1a

がんが粘膜内に
とどまる 0 Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅳa Ⅳb

T1b がんが粘膜下層
にとどまる Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅳa Ⅳb

T2 がんが固有筋層
にとどまる Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅳa Ⅳb

T3 がんが食道外膜
に広がっている Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅳa Ⅳb

T4a
がんが隣接する
組織に広がって
いるが切除可能

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅳa Ⅳb

T4b
がんが隣接する
組織に広がって
いて切除不能

Ⅳa Ⅳa Ⅳa Ⅳa Ⅳa Ⅳb

T1aT０

食
道
が
ん
の
深
達
度

T1b T2 T3 T4a T4b

粘膜上皮
粘膜固有層
粘膜筋板

粘膜

粘膜下層
固有筋層

外膜

（切除できる） （切除できない）

食道周辺の組織
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診断に必要な検査

■どんな検査が必要ですか？

食道がんは、内視鏡検査やバリウムを用いた造影検査をもとに
診断を確定します。

　検診などで食道がんが疑われた場合は、内視鏡検査やバリウムを用いた
食道造影検査を行い、診断を確定します。　
　また、組織の一部を採取し（生

せいけん
検）、顕微鏡でがん細胞の有無や細胞の種類

などを詳しく調べます（病理検査）。
　さらに画像検査（CTやMRI、P

ペ ッ ト
ET検査）を行って、がんの深さや広がりを確

認します。具体的には、転移の有無などを詳しく調べ、最終的に病期を判定
します。

３ 食道がんの検査と診断

病期判定
病期を確定

組織診断（生検）
がん細胞の有無、組織型などを確認

画像検査
がんの深さと広がり（転移）などを確認

検診・診察
問診、X線検査、内視鏡検査　など

診
断
の
流
れ
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国立がん研究センター がん情報サービス　「食道がん」

検査の種類 特　徴

食道内視鏡検査

先端に小さなレンズのついた内視鏡（いわゆる胃カメラ）を、
口や鼻から挿入し、食道壁の状態をモニターに映して直接
観察します。
がんの疑いのある組織の一部を採取し、顕微鏡で詳しく調
べて、がん細胞の有無や種類を確認します。

食道造影検査
バリウムを服用し、それが食道を通過するところをX線で撮
影する検査です。がんの位置や大きさ、食道内腔の狭さなど
全体を確認します。

超音波内視鏡
検査

内視鏡の先端に超音波を送る装置をつけて行います。通常
の内視鏡検査では、食道壁の表面しか観察できませんが、
超音波内視鏡検査では、食道壁内部の各層まで映し出され
るため、がんの深さ、リンパ節転移の有無をより正確に把握
することができます。

CT検査
X線を使ってからだ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、他臓器への転移の有無などを調
べます。

MRI検査 磁気を利用してからだの断面を描き出し、がんの広がりを調
べます。CT検査が実施できない場合に用いられます。

P
ペ ッ ト
ET/CT検査

PET検査は、がん細胞がブドウ糖を多く取り込む性質を利用
して、全身のがんの広がりを調べる検査法です。臓器だけで
なく骨への転移も調べることができます。最近はPETと、 
がんの形状を写し出すCTを組み合わせることで、より詳細
な画像を得られるようになっています。
治療後に再発の有無を調べる検査などにも用いられます。

主な画像検査
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治療法の決定

がんの 
発生場所
（原発部位）

全身状態
（年齢、病歴、

合併症など）

がんの進行度
（病期）

治療後の機能
（生活の質への 

配慮）

■治療方針は、何をもとに決められますか？

がんに対する治療効果と、治療後の生活への影響なども十分 
考慮したうえで、個々の患者さんに適した治療法が決定されます。

　消化管のひとつである食道には、飲み込んだ食べ物を胃に送り込む重要な
働きがあり、また、食道のまわりには、肺や心臓など生命を維持するうえで欠
かせない重要な臓器がたくさんあります。
　このため、食道がんの治療法を選択する場合は、がんの位置（原発部位）と
病期、治療後の生活への影響などを十分考慮し、個々の患者さんの状態に応
じた治療方針が決められます。

4 食道がんの治療方針

患者さんの希望も
伺いながら、

治療法を選択します。
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薬物療法には、化学療法、がん免疫療法があります。

■治療法には、どのようなものがありますか？

手術、薬物療法、放射線療法、内視鏡的治療があります。食道
がんでは、これらを組み合わせた「集

しゅうがくてきちりょう
学的治療」が行われます。

　多くの食道がんの患者さんは、いくつかの方法を組み合わせて治療を進め
ます。これを集学的治療と言います。とくに進行したがんや、他の臓器にも
がんが発生している患者さんでは、治療効果を高めるために行われます。　
　病期ごとのおおまかな治療法を下図に示しました。患者さんによって異な
ることがありますので、詳しくは主治医に確認してください。

治療の概略

国立がん研究センター がん情報サービス　「食道がん」
日本食道学会 編：食道癌 診療ガイドライン2017年版, p16,24,33, 金原出版, 2017

内視鏡的治療 手術

放射線療法

薬物療法

Ⅰ期
進行（Ⅱ・Ⅲ期）

早期
（0期）

食道がん

対症療法＊

切除不能
（Ⅳ期）

これらを組み合わせる

薬物療法

放射線療法
これらを組み合わせる

＊対症療法とは？
病気に伴う症状を和らげるための治療です。がんを取り除くといった、根治を目指す治療では 
ありませんが、つらい症状に対応して痛みや不快な症状を取り除くことで、患者さんのQOL（クオ
リティ・オブ・ライフ：生活の質）を維持することを目指します。

13



■食道がんの手術について教えてください

手術は、がん組織を切り取る治療法です。食道がんの病期により、
手術の方法が異なります。

　食道がんには、通常、がんを含む食道と近くのリンパ節を切除し、胃や腸
を使って食べ物の通り道を作り直す手術が行われます。しかし、早期の食道
がんであれば、内視鏡を使ったがんの局所切除が可能です。がんの位置や進
行度、患者さんの状態に応じて、手術の方法が計画されます。

●内視鏡的治療の種類と進め方
　内視鏡によるがんの切除は、からだの負担が少なく、回復が早いのが特徴
です。内視鏡的治療には、がんの病巣をスネア（ワイヤー）で引っかけて切り取
るEMR（内視鏡的粘膜切除術）と、 電気ナイフで病巣を削り取るESD（内視鏡
的粘膜下

か そ う は く り
層剥離術）があります。

　治療後に切除した組織を顕微鏡で詳しく調べます。がんが残っている可能性
やリンパ節転移の可能性が高いと判断された場合には、ほかの治療法（手術や
化学放射線療法）を追加します。

5 食道がんの手術

内視鏡的治療が可能な条件

がんの深さが粘膜層まで
（9 ページ参照）

リンパ節転移がない

０期
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ESD（内視鏡的粘膜下
か そ う は く り

層剥離術）

EMR（内視鏡的粘膜切除術）

病変のまわりに切除
する範囲の目印をつ
けるマーキングを行
います。

表面からみた図 断面図 表面からみた図

病変
（がん）

粘膜

病変の下の粘膜下層
へ生理食塩水やヒア
ルロン酸ナトリウム
などを注入し、がん
を浮きあがらせます。

病変を確実に切除
するために、マー
キングした部分よ
り外側の粘膜を切
ります。

粘膜層をはぎ取る
ように切除し、終
了後は出血や切除
した状態を観察し
ます。

国立がん研究センター がん情報サービス　「食道がん」
日本食道学会 編：食道癌 診療ガイドライン2017年版, p46-60, 金原出版, 2017

① ② ③ ④

病変の下の粘膜下層
へ生理食塩水などを
注入し、がんを浮き
あがらせます。

病変
（がん）

①

浮きあがった部分の
根元にスネアと呼ば
れるワイヤーをかけ
ます。

②

ワイヤーを少しず
つしっかりと締め
て、高周波電流を
用いて切除します。

③

切除終了後は出
血や切除した状
態を観察します。

④

粘膜下層

粘膜下層
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国立がん研究センター がん情報サービス　「食道がん」
日本食道学会 編：食道癌 診療ガイドライン2017年版, p46-60, 金原出版, 2017

●手術の種類と進め方
　食道がんの手術は、消化器の手術の中でももっとも難しいと言われており、
手術時間も長時間に及ぶことが少なくありません。
　食道がんの手術は、どこに、どれくらいのがんができているかにより、方
法は異なりますが、病巣がある食道と周囲のリンパ節を切除し、失った食道の
再建を行うという点では共通しています。

手術で行う3つのこと

◦ がんの病巣に加え、正常にみえるまわりの組織も切除して、が
んの取り残しを防ぎます。

◦ 頸
け い ぶ

部食道がんでは、声帯や気管を切除することがあります。

◦ 胸部・腹部食道がんでは、胃の一部を切除することもあります。

食道の切除

◦ 転移がみられたリンパ節に加え、転移予防のために、がんの
病巣周囲のリンパ節を切除します。

◦ 進行しているほど、リンパ節の切除範囲は広くなります。

リンパ節の切除

◦ 食べ物を胃まで送れるように、新たな通り道をつくります。

◦ もっとも多いやり方は、胃を持ち上げて細く管状にして、頸部
食道とつなげるやり方です。

◦ 小腸や大腸の一部を切り取り、失った部分に移植する方法も
あります。

食道の再建
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頸
け い ぶ

部食道がんの手術

　切除範囲を小さくするために、手術の前に化学放射線療法を行うこ
ともあります。喉

こうとう
頭を温存できるかどうかは術後の生活に大きく影響

しますので、治療の前に主治医としっかりと相談しましょう。

5 食道がんの手術

喉頭を切除する場合

食道の再建

声帯が失われる
◦ 自然な声を出せなくなりますが、

リハビリで発声法の訓練をしたり、
器械を用いて会話ができるように
なります（23ページ参照）。

首に孔
あな

をあける
◦ 喉頭を切除すると、鼻や口から吸

い込んだ空気を肺に送ることがで
きなくなります。

◦ そのため、気管を鎖骨の上の部分
の皮膚につなぎ、空気を直接気管
に送るための孔（永

えいきゅうきかんこう
久気管孔）をつ

くります。
◦ 手術後は、この孔を通じて呼吸を

することになります。

◦ 小腸の一部を10センチほど切除して、失った
部分に移植するやり方が一般的です。

◦ 喉頭を切除した場合には、呼吸をするための
永久気管孔をつくります。

喉
こうとうがい
頭蓋

咽
いんとう
頭

喉
こうとう

頭

切除範囲

声帯

甲状腺 がん

リンパ節

気管
食道

再建部位

永久気管孔
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胸部食道がんの手術

　胸部食道がんの手術は、切除する食道とリンパ節の範囲が食道が
んの手術の中でもっとも広く、大きな手術になります。一般的に右胸
部と頸

け い ぶ
部と腹部を切開し、胸部食道のすべて、あるいは腹部食道も含

めて、食道のほとんどすべてを切除します。転移や再発のリスクを減
らすために、頸部、胸部、腹部のリンパ節を取り除きます。

食道の再建

胃を持ち上げて新たな通り道をつくる
◦ 胃を持ち上げて、残った頸部食道とつなぎ

合わせます。
◦ このような新しい通り道のことを「胃

い か ん
管」と

言います。
◦ 胃にもがんがあり、胃が使えない場合には、

大腸を移植して再建することもあります。
◦ 再建した食道を通す経路は、以下の３つで

す。胸骨の後ろか背骨の前を通す方法が一
般的です。

胃管

胸骨の前 胸骨の後ろ 背骨の前

頸部食道

胸骨 背骨
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腹部食道がんの手術

　腹部食道がんは、胃との境目に近いこ
ともあり、「食道胃接合部がん」と呼ばれ
る場合もあります。最近、ここに逆流性
食道炎が原因の腺

せん
がんができることが

増えています。食道胃接合部がんの上下
2センチの中でも食道側にできると胸を
ひらいて胸部の食道を大きく切除し、胃
側にできるとおなかから下部の食道を部
分的に切除します。　

5 食道がんの手術

2センチ

食道胃接合部

内視鏡手術について

　からだの中をモニターに映しながら細長い鉗
か ん し

子で行う、胸
きょうくうきょう

腔鏡手術、
腹
ふくくうきょう

腔鏡手術が最近増えています。からだの表面にいくつかの孔
あな

をあけて、器
具を挿入して行います。近年、受けられる医療機関が増えています。からだ
への負担が少ないことが大きなメリットですが、手術時間は長めで、がんが
高度に進行した人では、受けることはできません。

ロボット手術も保険適用に
　2018年4月から、 内視鏡
下手術支援ロボットが食道が
んに保険適用になりました。
医師が4本のロボットアームを
遠隔操作で手術を行うという
もので、近年、さまざまなが
んで使用されるようになって
きました。治療法の詳細につ
いては、専門の医師に相談し
てみましょう。

国立がん研究センター がん情報サービス　「食道がん」
日本食道学会 編：食道癌 診療ガイドライン2017年版, p46-60, 金原出版, 2017

医師が手元のハンドルを操作すると、それに応じて
ロボットアームが動き手術が進む
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●手術後の合併症
　手術に伴って起きてくるさまざまな症状やトラブルを合併症と言います。　
食道がんの手術は、からだへの負担が大きく、合併症が起こるリスクも高い
のが実情です。合併症が起きると、入院期間が長くなったり、再度手術をす
るなどの対処が必要になることがあります。

縫
ほうごうふぜん

合不全（組織がうまくつながらない）
食道と胃、移植した小腸などを縫い合わせたところがうまくつながらず、
つなぎ目から食べものや消化液が漏れ出し、炎症が起きて痛みや熱が出
ます。

対　処

◦ 食事を控えて回復を待ちます。
◦ 再手術が必要なこともあります。

肺炎などの呼吸器合併症
手術後は寝ていることが多く、 痛みも
あり、呼吸が浅くなりがちです。また、
声帯の動きの悪化などから、痰をうまく
出せなくなり、肺炎を起こしてしまうこと
があります。

対　処

◦ 意識的に痰を出すことが大切です（詳細は22ページ参照）。もし出にくい場
合には、ネブライザー（吸入器）を用いて気管支を広げる薬を吸入することも
あります。

◦ 痛みを我慢すると呼吸が浅くなりますので、痛みが強い場合には、医師や 
医療スタッフに相談するようにしましょう。
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声がかすれる、うまく飲み込めない（反
はんかいしんけい

回神経マヒ）
食道がんの手術では、声帯を調節している
反回神経と言う部分を触ります。反回神経
が傷つくと、一時的に声がかすれたり、食
べ物がうまく飲み込めなくなったりします。
多くの場合、3〜 6ヵ月で回復します。

対　処

◦ 飲食物や唾液が誤って気管に入ってしまう誤
ご え ん

嚥を避けるため、食べもの
を飲み込むときにあごを引くようにしましょう。

ダンピング症候群
手術により胃

い か ん
管（詳細は18ページ参照）にす

ると、食べものが胃内にとどまることなく短時
間に小腸に流れ込むため、血糖値が変動し、
めまい、動悸、発汗、頭痛、手指の震えなど
の症状が起こることがあります。これをダン
ピング症候群と言います。「ダンピング」とは、
もともとダンプカーが土砂や荷物などを一気
に投げ下ろすことを表す言葉です。

対　処

◦ 食事はゆっくりと摂り、一度にたくさん食べないようにします。
◦ 1回の食事量を減らし、1日5〜 6回に分けて食べるようにします。
◦ 食べものをよく噛み、唾液と混ぜ合わせて口の中でかゆ状にしてから飲

み込むようにします。
◦ 症状が起きそうだと感じたら、すぐにアメをなめるようにします。

国立がん研究センター がん情報サービス　「食道がん」
日本臨床外科学会　「一般のみなさま 食道がんと診断されたら」

5 食道がんの手術

甲状腺

大動脈
気管

反回神経
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手術を受ける方に

食道やのどの手術をすると、「呼吸」「食べる」「話す」といった機能に
影響が及ぶことがあります。

◦深い呼吸ができない場合
手術後は、痛みの影響もあり呼吸が浅くなり、痰も出しにくくなります。
おなかを使って深く呼吸したり、痰をうまく出せるように「ハッフィング」
と言う方法を手術前から練習しておきましょう。

ハッフィングによる痰の出し方

術前から、また、術後の安静期間が過ぎたら、 
呼吸、飲み込み、発声の練習をはじめましょう。

腹式呼吸後に、ゆっくりと
深呼吸を繰り返す

おなかに手をあてて、腹筋
を使いながら「ハッ、ハッ」
と小刻みに息を出す

痰がのどまで上がってきたら
「ゴホン」と咳をしながら
痰を出す

① ② ③
ハッ

ゴホン！
ハッ

痛みがあれば、手術した部分に枕をあてて、
抱きかかえるようにして行います
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5 食道がんの手術

◦飲み込みにくい場合
食べものを飲み込みにくくなることがあります。「空

か ら え ん げ
嚥下」を行って飲み込む

練習をしましょう。空嚥下とは、食べ物を口にいれずに息を止めて唾を飲み
込むことです。また食事をするときには、一口の量を減らし、よく噛んで、
あごを引いて飲み込みます。ゆっくりと時間をかけて食べることも大切で
す。食事が終わったら、1時間程度は上体を起こしたままにしておきます。

◦発声しにくい場合
声がかすれるなど、発声しにくくなることがあります。機能低下を補うた
めに、口や舌を動かしたり、発声練習などのリハビリを取り入れることも
あります。医師や医療スタッフに相談してみましょう。

◦喉
こうとう

頭を手術で切除した場合
喉頭をすべて切除して発声機能が失われる場合は、
食道を震わせて声を出す「食道発声」や、「電気喉
頭※」、「シャント発声」などの器具を使って声を出す
方法があります。手術前に主治医と話し合っておき
ましょう。発声機能を失った場合、身体障害の認定
を受けることができます（詳細は37ページ参照）。

空嚥下のやり方

息を止める 唾を「ゴクン」と飲み込む

食べものを飲み込むときは
背筋を伸ばしてあごを引く

① ②

ゴクン

※ 小型マイクのような器械を皮膚にあてて使う発声装置です。

国立がん研究センター がん情報サービス　「食道がん」
日本臨床外科学会　「一般のみなさま 食道がんと診断されたら」23



■放射線療法とは、どのような治療法ですか？

高エネルギーのX線などを使ってがん細胞を死滅させたり、増殖を
抑える治療法です。食道がんでは、薬物療法と併用するのが一般
的です。

　食道がんの治療の大きな柱となるのが放射線療法です。また、放射線療法は、
食道や胃、喉

こうとう
頭（声帯）の機能の温存が可能です。

●治療の種類と進め方
　治療方法は、外から放射線を照射する「外照射法」という方法です。効果の
増強を目指して抗がん剤と組み合わせて用いるのが一般的です。
　放射線単独では、食道をふさぐ病巣を縮小させ、食べものが通るようにす
るなど症状緩和の目的で使われます。

●治療スケジュール
　放射線単独療法は、通院での治療が可能ですが、抗がん剤を併用すると
きには入院が必要です。スケジュールは、抗がん剤と組み合わせる場合、
通常、週5日間を6週間ほど継続します。１回の照射にかかる時間は数分
で、 痛 み は ありませ ん。ただ
し、治療を中断すると十分な効
果が得られなくなりますので、 
職場や家庭での協力を得るなどし
て、できるだけ治療を継続できる
環境を整えることが重要です。

6 放射線療法について
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●放射線療法の主な副作用
　放射線療法の副作用には、照射後数週間以内の「急性期」に発症するもの
と、照射後数ヵ月〜数年以内の「晩期」に発症するものがあります。副作用の程
度は個人差がありますが、急性期に起きる副作用の多くは、治療終了後1ヵ月
程度で改善します。
　予想される副作用については、あらかじめ放射線療法の担当医や医療スタッ
フによく確認し、納得して治療に臨むことが重要です。

放射線療法でみられる主な副作用

急性期の副作用（照射後数週間以内に発症するもの）

●皮膚炎
●食道炎、粘膜炎　
●腹部の照射：腹痛や下痢
●頸

け い ぶ
部の照射：飲み込みにくい、のどの違和感、痛み

など

晩期の副作用（照射後数ヵ月〜数年以内に発症するもの）

●食道の狭窄、穿孔、出血
●肺機能の低下、肺炎
●心外膜炎、心のう水貯留、胸水貯留
●脊髄への照射により神経マヒによる手足のしびれ
● 甲状腺機能低下症（甲状腺機能の低下により、神経系、心臓、代謝など

各器官の働きが低下）　
など

祖父江由紀子 他編：がん放射線療法ケアガイド 第３版, p194-198, 中山書店, 2019
国立がん研究センター がん情報サービス　「放射線治療」

国立がん研究センター がん情報サービス　「食道がん」
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■放射線療法を受けるにあたり、 
日常生活で注意することはありますか？

放射線治療による食道炎や粘膜炎で、口の中やのどが荒れたり、
食事の際に違和感や痛みが出現する場合があります。

〈口の中、のど、食道の粘膜に対するケア〉
● 口やのど、食道の粘膜に負担をかけないように、

食べ物をゆっくり噛み、食べ物や飲み物を飲み
込む１回の量も少なくしましょう。

● 粘膜を刺激しないように、 
かたいものや熱いもの、 
辛味の強い刺激物は避け、やわらかくて、 
のどごしのよい食事を摂るようにしましょう。

　（例：水分の多いおかゆやスープ、
　ヨーグルトやゼリー、豆腐など）

● 毎食後にやわらかい歯ブラシで歯をみがき、 
口の中を清潔にしましょう。

●こまめにうがいをして、乾燥を防ぎましょう。 
誤
ご え ん

嚥を避けるため、うがいは上を向いて行う 
“ガラガラうがい”ではなく、顔を上げずに 
水を含んで行う“ぷくぷくうがい”にしましょう。

● お酒やタバコは、厳禁です。

日常生活でのセルフケア

ゆっくり
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口腔ケアのすすめ

〈放射線をあてた部位の皮膚炎に対するケア〉
● 摩

ま さ つ
擦などの刺激を避けることが大切です。照射した部位を 

ゴシゴシこすらないようにしましょう。
● かゆみやひりひりした感じがある場合は、冷たいタオルなどで 

冷やすと症状が改善することがあります。

〈食事をするときのケア〉
● 高齢の方には、誤嚥を防ぐために、とろみをつけた調理の工夫をし、薬を

飲むときには服薬ゼリーなどを使うこともおすすめです。痛みが強い場合は
口腔内保護剤や鎮痛剤もありますので、医師や看護師にご相談ください。

●  口の中を清潔に保つことは、手術後の感染などの合併症の
発生を抑えたり、放射線治療中・治療後の合併症を予防
するうえでもとても大切です。

●  治療前から歯科医を受診するようにしましょう。また、治療後も継続して
診察を受けるようにしましょう。

祖父江由紀子 他編：がん放射線療法ケアガイド 第３版, p194-198, 中山書店, 2019
国立がん研究センター がん情報サービス　「放射線治療」

国立がん研究センター がん情報サービス　「食道がん」

6 放射線療法について
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■薬物療法とは、どのような治療法ですか？

薬剤を使って、がん細胞の増殖を抑えたり消滅させることを目
的とした治療法です。薬が体内に行き渡ることで、全身に散ら
ばったがんに対しても作用します。

　食道がんの薬物療法は、単独で実施されることはほとんどなく、手術に先
行して行われたり、放射線の効果を高めるために放射線治療と併用して行わ
れます。また、手術後の術後治療として放射
線治療に併用されることがあります。 薬物
療法の種類としては「化学療法（抗がん剤）」
が中心でしたが、最近「がん免疫療法」も使
えるようになってきました。

7 薬物療法について

国立がん研究センター がん情報サービス　「食道がん」

薬物療法を用いた主な治療法

薬物療法（＋放射線療法） ➡ 手術

手術 ➡ 薬物療法

薬物療法＋放射線治療

薬物療法単独
（手術や放射線治療が難しい場合のみ）
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化学療法（抗がん剤）

抗がん剤は、主に細胞が分裂する増殖過程に作用してDNAの合成を
妨げたりその機能を障害することで、がん細胞の増殖を抑える働き
があります。食道がんに対しては、主に「プラチナ製剤（白

はっきん
金製剤）」

と呼ばれる抗がん剤が他の種類の抗がん剤と組み合わせて用いら
れます。

（イメージ図）

光が当たっているところは、
攻撃の範囲を示します。

がん細胞

正常細胞

抗がん剤

濱口恵子 他編：がん化学療法ケアガイド 改訂版, p25-39, 中山書店, 2012
日本臨床腫瘍学会 編：新臨床腫瘍学 改訂第5版, 南江堂, 2018
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がん免疫療法（免疫チェックポイント阻害薬）

私たちのからだは、免疫機能が正常に働いている状態では、T細胞
などの免疫細胞が、がん細胞を「自分でないもの」と判断し攻撃し
ます。しかし、がん細胞は、免疫機能から逃れようと、免疫細胞に
ブレーキをかけ、攻撃から逃れていることがわかっています。
薬剤を用いて、がん細胞による免疫細胞へのブレーキを解除し、
患者さん自身にもともとある免疫の力を使って、がん細胞への攻撃
力を高める治療法を「がん免疫療法」と言います。
食道がんでは、「免疫チェックポイント阻害薬」と呼ばれる薬剤が
用いられています※。

7 薬物療法について

がん細胞

免疫細胞
（T細胞）

（イメージ図）

光が当たっているところは、
攻撃の範囲を示します。

日本臨床腫瘍学会 編：新臨床腫瘍学 改訂第5版, 南江堂, 2018
日本臨床腫瘍学会 編：がん免疫療法ガイドライン, 金原出版, 2019

国立がん研究センター がん情報サービス　「免疫療法」

免疫チェックポイント阻害薬

※免疫チェックポイント阻害薬による治療の対象となるのは、食道がんの患者さん
のうち、進行もしくは再発の方、または、がんがからだの他の場所にも広がってい
る方で、化学療法（プラチナ製剤などによる）を受けたことがある患者さんに限ら
れます（2020年2月現在）。
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■薬物療法で使われる薬の副作用には、 
どのようなものがありますか？

副作用の種類や程度は、薬剤の種類や量によって異なります。 
治療中や治療後に、いつもと違う体調の変化を感じたら 
医師や医療スタッフにすぐに相談しましょう。

【抗がん剤】
食道がんの治療で使用される抗がん剤の主な副作用

悪
お し ん

心（吐き気）・嘔吐、食欲不振、倦怠感、骨髄抑制（白血球減少など）、脱毛、口
内炎、下痢、腎障害、しびれ（末

まっしょうしんけいしょうがい
梢神経障害）などです。

これらの出現時期はだいたいわかっており、状況に応じて、副作用を軽減させ
る薬を使うなど体調管理の対策を講じながら治療を進めます。

〈吐き気や嘔吐への対処法〉 

●   吐き気や嘔吐は、 起きてから対処するより予防
することが大切です。医師から処方された吐き気
止めの薬は、指示どおり服用しておきましょう。

●   吐き気が起きた場合は、番茶、レモン水、炭酸水、
氷水などでうがいすると落ち着くことがあります。
氷片などを口に含むのもよいでしょう。

8 薬物療法の副作用とケア

がん化学療法レジメンハンドブック 改訂第6版, 羊土社, 2019
国立がん研究センター がん情報サービス 「がんになったら手にとるガイド」
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〈白血球減少に伴う感染症への対処法〉
●   うがいや手洗いを徹底しましょう。
●   外出時はマスクをし、できるだけ人混みを避けま

しょう。
●   入浴やシャワー、歯みがきなどを心掛けて、から

だを清潔に保ちましょう。
●   刃のあるカミソリは肌を傷つけやすいので、ひげ

剃りは電気カミソリを使用して、切り傷を予防しま
しょう。

〈口内炎への対処法〉
●   虫歯、歯肉炎がある場合は抗がん剤投与前に治療しておきましょう。
●   口腔内や唇の乾燥予防に、うがいをしたり、リップ　　　 

クリームを使用して保湿しましょう。
●   こまめにうがいをしましょう。やわらかい歯ブラシでて

いねいにみがきましょう。
●   熱いものは冷ましてから食べましょう。

〈しびれ（末
まっしょうしんけいしょうがい

梢神経障害）への対処法〉
●   血行を良くすると悪化しにくいことがありますの

で、入浴中にマッサージをしたり、からだが冷えな
いように手袋や靴下を身につけましょう。

●   しびれによって、感覚が鈍くなりますので、熱いも
のや冷たいものに直接触れないようにしましょう。
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オプジーボ添付文書2020年2月改訂（第1版）
日本臨床腫瘍学会 編：がん免疫療法ガイドライン, p1,22-24,36-39. 金原出版, 2019

国立がん研究センター がん情報サービス  「生活・療養」
日本がんサポーティブケア学会 編：がん薬物療法に伴う末梢神経障害マネジメントの手引き 2017年版, 金原出版, 2017

8 薬物療法の副作用とケア

【免疫チェックポイント阻害薬】
食道がんの治療で使用される免疫チェックポイント阻害薬の主な副作用

疲労、悪
お し ん

心（吐き気）、発疹、そう痒
ようしょう

症（かゆみ）、食欲減退、下痢、貧血などがあ
ります。まれではありますが、肺の壁が厚く硬くなり伸び縮みしにくくなること
で空気（酸素）の取り入れが難しくなる間質性肺疾患、大腸炎、甲状腺機能障害
など、免疫の活性化に伴う副作用が生じることも報告されています。免疫関連
の副作用は、多くの場合、ステロイド剤などの免疫抑制薬で対処ができます。

〈免疫関連の副作用—間質性肺疾患への対処法〉
◦ 頻度は低いものの、とくに注意が必要な副作用として、間質性肺疾患が報

告されています。特徴的な症状は、息切れ、息苦しい、発熱、痰のない乾い
た咳、疲労などです。風邪の症状と似ていますが、早めの対応が非常に重
要ですので、気になる症状があらわれた場合は、すぐに医師や医療スタッ
フに連絡しましょう。

〈免疫関連の副作用—下痢への対処法〉
◦ 免疫チェックポイント阻害薬による下痢は、抗

がん剤や分子標的薬でみられる下痢とは対処
法が異なります。下痢が続く場合は、すぐに医
師や医療スタッフに連絡しましょう。
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■再発した場合は、どうしたらよいですか？

患者さんの状態に応じて、治療法の選択はさまざまです。

　食道がんは、比較的、再発しやすいがんのひとつです。再発した場合の治
療法は、再発の状況（位置や広がり）、患者さんの全身状態、初回にどのよう
な治療を受けたかなどを考慮しながら選んでいきます。近年では、薬物療法
に、これまでとは異なる作用を持つがん免疫療法（免疫チェックポイント阻害
薬）が加わり、再発した食道がんに対する治療の選択肢が広がっています。

9 再発した場合について

国立がん研究センター がん情報サービス　「食道がん」

再発した食道がんの治療法

頸
け い ぶ

部のリンパ節だけに再発
➡

手術を検討

複数のリンパ節に再発
➡

薬物療法 あるいは 放射線療法

ほかの臓器に再発（遠隔転移）
➡

薬物療法 あるいは 対症療法（13ページ参照）
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■治療が終了したあとの検査について教えてください

体調管理や再発の有無を確認するため、治療が終了したあとも、
医師の指示にしたがって定期的な診察を受けましょう。

　治療が終了したあとも、定期的に通院し診察や検査を受けることが必要
です。
　食道がんの再発は、治療後２〜3年以内にみられることが多いため、その
期間は、2ヵ月から3ヵ月ごとに通院することが大切です。
　また、食道がんでは、重複がんのチェックも重要になります。とくにあらわ
れやすいがんに関しては、主治医の指示にしたがって、それぞれの診療科で
調べてもらいます。
　通院間隔や検査の内容などは、患
者さんの状態によっても異なります
ので、主治医に確認しておくとよい
でしょう。
　いつもと違う症状や体調の変化を感
じた場合は、早めに医師や医療スタッ
フに相談してください。

10 治療後の経過観察について

国立がん研究センター がん情報サービス　「食道がん」

重複がんのチェック

とくにあらわれやすいがんでは、それぞれの診療科で調べてもらいます。

いつのタイミングで、どの診療科を受診するかは、主治医の指示に従ってくだ
さい。

咽
いんとう

頭がん、喉
こうとう

頭がん：耳鼻咽喉科
胃がん、大腸がん：消化器科、消化器外科
肺がん：呼吸器科
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11 治療後の生活について

■治療が終了したあとの生活の注意点について教え
てください

特別な生活の制限はありませんが、これを機に生活習慣の
見直しをしましょう。

　治療が終了したあと、職場などに復帰する場合、どこまでできるかといっ
た不安もあると思います。治療後の活動に特別な制限はありませんので、か
らだの状態をみながら医師や職場関係者と相談のうえ、無理のない範囲で
少しずつ、生活を元に戻していきましょう。
　運動も体力の回復に役立ちますので、ウォーキングなどの軽めのものから
徐々にからだを慣らしていくとよいでしょう。
　また、これを機に生活習慣を見直し、再発や重複がんの発生リスクを減ら
すために、禁酒、禁煙、食生活を改善することも大切です。

がんのリスクを避ける生活を心がけましょう

✚✚
飲酒 喫煙

野菜や果物を多めに摂る
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【身体障害者認定の手続きについて】

手術で喉
こうとう

頭を切除し声を出す機能を失った場合、身体障害の認定を受けるこ
とができます。

「身体障害者4級」または「身体障害者3級」に認定されると、等級に応じて、人
工喉頭などの補装具の給付や公共交通機関の割引、税金の減免などの給付・
支援があります。

お住まいの地域の福祉事務所または市区町村の障害福祉課などで、手続きの
方法や申請条件、サービスの詳しい内容などをご確認ください。

2020年2月現在
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メモ

1２ 記入ページ
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治療を受ける前に知っておきたい内容を下記にまとめました。
受診の際に主治医に確認し、忘れないように書きとめておくと
よいでしょう。

□診断結果について（食道がんの原発部位、病期など）

□今後の治療方針について（治療内容と進め方、治療期間など）

□治療の見通しについて（どの程度の効果が期待できるか）

□生活への影響（入院の必要性、副作用への対応、生活上の注意点など）

□その他（医療費、緊急時の連絡先など）

確認ポイント

■がんに関する情報が得られる公的情報サイトのご紹介
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　https://ganjoho.jp
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