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はじめに

胃がんと診断されたあなたへ

　胃に発生した悪性腫瘍を「胃がん」といいます。
　この小冊子では、胃がんと診断された患者さんに、胃がんとは
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あうときの参考資料としてぜひ
活用してください。
　そして、医師や医療スタッフ、ご家族とともに、勇気を持って治
療に取り組んでいきましょう。

2



目　次

はじめに  ..............................................................................................  2

1 胃がんについて  
  胃がんとはどんな病気ですか？  .........................................................  4
  　治療ガイド　胃の働きと構造  ........................................................  5
  胃がんはどんな人に多いですか？  .....................................................  6
  胃がんにはどんな種類がありますか？  ...............................................  7

2 胃がんの病期  
  病期（ステージ）とは何ですか？　どのように決められますか？ ...........  8

3 胃がんの検査と診断  
  診断にはどんな検査が必要ですか？ ................................................  10

4 胃がんの治療方針   
  治療方針は、何をもとに決められますか？  .......................................  12
  治療法には、どのようなものがありますか？  ....................................  13

5 胃がんの手術   
  胃がんの手術について教えてください  ...........................................  14
  手術の様式と再建術  .......................................................................  16

6 手術の後遺症とケア  
  手術のあとは、どのようなことに気をつけたらよいですか？  ............  17

7 薬物療法について  
  薬物療法とは、どのような治療法ですか？  ......................................  18

8 薬物療法の副作用とケア  
  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？   21

9 再発した場合について  
  再発した場合は、どうしたらよいですか？  ........................................  25

� 治療後の経過観察について  
  治療が終了したあとの検査について教えてください  .......................  26

  確認ポイント  ...................................................................................  27

3



■胃がんとはどんな病気ですか？

胃にできるがんを総称したもので、主に粘膜層の細胞が変化 
して発生します。

　胃がんは、もともとは正常な胃の粘膜の細胞が、様々なリスク要因によっ
て変化することで発生します。検査法の進歩により、近年は検診によって早
期発見が増えており、治療成績の良いがんの１つとされています。また、薬物
療法も進歩してきており、治療の選択肢が広がってきました。

早い段階での自覚症状はほとんどありません。

　胃がんの自覚症状は、早い段階で出現することは少なく、がんが進行した
場合でも、ほとんどみられないこともあります。がんができた部位によって
は、食べ物が入っていきにくいために、または、食べ物が胃の中に滞るため
に、胃の痛みや不快感、胸やけ、吐き気、食欲不振などの症状が現れること
があります。また、進行した胃がんの症状としては、めまいや息切れ、食後に
ものがつかえる、吐血や黒色便などがあります。

1 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, p36-39, 医薬ジャーナル社, 2012
もっと知ってほしい胃がんのこと, p4, NPO法人キャンサーネットジャパン, 2016

胃がんに伴う主な症状

胃の痛み

食べ物のつかえ

食欲不振

吐き気

胸やけ

胃の不快感
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治療ガイド

胃の働きと構造
●  胃は、食道と腸をつないでいる袋状の臓器です。主な働きと

しては、食べたものをためておく、食べたものを消化する、消
化された食べものを少しずつ腸に送り出す、ビタミンB12の吸
収に必要な糖タンパク質を分泌する、などがあります。

●  胃の入口を噴
ふんもん

門、出口を幽
ゆうもん

門といいます。胃は、噴門側から
胃底部、胃体部、幽門部と大きく３つの部位に分けられます
が、がんは胃体部、もしくは幽門前

ぜ ん て い ぶ
庭部（幽門部の胃体部に

近い部位）で見つかることが多いとされています。

●  胃壁は、内側から順に、胃液や粘液を分泌する粘膜層、粘膜
下層、固有筋層、漿

しょうまく
膜下層、漿膜の5層に分けられます。この

うち胃がんは粘膜上皮の細胞から発生します。

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, p10-13,36,  医薬ジャーナル社, 2012
病気がみえる vol.1 消化器 第5版, p82, メディックメディア, 2016

大
だいわん

彎

十二指腸

食道

噴門

幽門
胃体部

幽門管幽門管 幽
ゆうもんどう

門洞
（幽門前庭部）

小
しょうわん

彎
粘膜筋板

粘膜固有層 粘膜層

粘膜上皮

粘膜下層
固有筋層

漿膜
漿膜下層

胃壁の構造胃底部

幽門部
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■胃がんはどんな人に多いですか？

中高年の男性に多く、ピロリ菌感染との関わりが深いがんです。

　胃がんは、日本で多く見られるがんの1つです。2018年の統計では、男性
では２番目に多くおよそ10人に1人、女性では４番目に多く、およそ21人に
1人が一生のうちに胃がんになると推定されています。胃がんは50歳前後
から、特に男性で罹

り か ん
患率が高くなります。

　胃がんになるリスクを高める要因としては、ピロリ菌（H. pylori）感染によ
る慢性的な胃粘膜の炎症や、生活習慣（塩分の多い食事、喫煙、野菜や果物
の摂取不足）などが挙げられています。

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, p14-19, 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「がん統計（全国がん登録）」

ピロリ菌感染 喫煙

●主なリスク因子

女性

男性

● 50歳前後から増加します
● 男性に多く、女性の２倍多く発生します  

年齢階級別罹患率【2018】
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病気がみえる vol.1 消化器 第5版, p119,121, 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

胃がん治療ガイドラインの解説 第２版, p16-17, 金原出版, 2004

■胃がんにはどんな種類がありますか？

胃がんは粘膜の上皮細胞から発生する腺がんがほとんどです。
がん細胞の増殖の仕方から大きく２つに分けられます。

　胃がんの90%以上は、胃壁の最も内側の粘膜上皮細胞から発生する「腺が
ん」です。さらに腺がんは、増殖の仕方の違いから、「分化型胃がん」と「未分
化型胃がん」に分けられます。「分化型胃がん」は、がん細胞が腺管構造をつく
りながらまとまって増殖するタイプの胃がんです。「未分化型胃がん」はパラ
パラと広がるように増殖するタイプであり、分化型胃がんに比べて悪性度が
高いとされています。未分化型には、増殖のスピードが速いことで知られる
スキルス胃がんも含まれます。

分化型胃がん 未分化型胃がん

がん細胞の様子 がん細胞の形や並び方が、 
胃や腸の粘膜構造を残したがん

がん細胞の形や並び方に、 
胃や腸の粘膜構造が少ないがん

好発年齢と性別差
高齢者に多い 
男性に多い

比較的若年者に多い 
女性に多い

悪性度 比較的低い 比較的高い

進展様式（広がり方） 膨張性（かたまりのまま） びまん性（パラパラ）

1 胃がんについて
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２ 胃がんの病期

■病期（ステージ）とは何ですか？ 
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。

　がんの病期は、がんの広がり（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、大きくⅠ〜Ⅳ期に分類されます（TNM分類）。
Tは、胃がんの外側方向への浸

しんじゅん
潤（深

し ん た つ ど
達度）、Nは、胃周囲のリンパ節への転移

の程度によって判定されます。 Mは、他の臓器や胃周囲のリンパ節以外のリ
ンパ節への転移の有無で判定されます。
　治療を始める前に判定されるこの病期を「臨床病期」といい、がんの進行度
や治療の方針を決めるうえで、重要な検討材料になります※。

●早期胃がんと進行胃がん
　臨床病期とは別に、胃がんはその深達度から「早期胃がん」と「進行胃がん」
に分けられます。「早期胃がん」とは、がんが粘膜下層までの浸潤に留まるも
ので、「進行胃がん」とは固有筋層よりも深く浸潤しているものをいいます。
これらはがんの進み具合を具体的に示すものではありませんが、「早期胃が
ん」では転移していることが少なく、「進行胃がん」ではより深くまで浸潤す
るほど、リンパ節や他の臓器への転移が多くなることが知られています。

もっと知ってほしい胃がんのこと, p6, NPO法人キャンサーネットジャパン, 2016
日本胃癌学会編：胃癌取扱い規約第15版, p17, 26, 金原出版, 2017

※  病期には、臨床病期のほかに、手術で切除した腫瘍などの組織を病理診断して判定する
「病理学的分類」による病期もあります。手術後の方針は、手術後に確定した病理学的
病期をもとに決められます。
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胃がんの臨床病期（ステージ）分類

胃がんの深達度（T分類）

TNM分類第８版より作成
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

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

TNM Classification of MALIGNANT TUMOURS Eighth Edition, WILEY Blackwell, p65, 2017

T1a

胃
が
ん
の
深
達
度

T1b T2 T3 T4a T4b
M

粘膜上皮
粘膜固有層
粘膜筋板

粘膜層

粘膜下層

固有筋層

漿膜下層
漿膜

SM

早期胃がん 進行胃がん

MP SS SE SI

他臓器
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病期診断に必要な検査

■診断にはどんな検査が必要ですか？

バリウムを使ったX線検査やABC検診※などで胃がんが 
疑われた場合、胃の中を直接みる内視鏡検査が行われます。

　検診でのX線検査や、血液検査で行えるABC検診などのスクリーニング検
査で胃がんが疑われた場合は、精密検査として内視鏡検査を行い、組織を採
取して（生検）、がんかどうかを病理検査で確定します。
　胃がんと診断された場合は、さらに画像検査（CTやMRIなど）によって、が
んの広がりや転移の有無などを確認し、病期を判定します（9ページ参照）。

３ 胃がんの検査と診断

病期診断
病期を確定

病理検査（生検）
がん細胞の有無、組織型などを確認

画像検査
がんの広がりなどを確認

検診・診察
胃X線検査、ABC検診、内視鏡検査

診
断
の
流
れ

もっと知ってほしい胃がんのこと, p5, NPO法人キャンサーネットジャパン, 2016

※ピロリ菌感染の有無と胃粘膜萎縮度を組み合わせて胃がんのリスクを評価する方法です。
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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 「胃がんの検査」

日本臨床外科学会ホームページ 「胃がんと診断されたら （1）検査と診断の基礎知識」

検査の種類 特　徴

腹部超音波検査
超音波の反響を利用して、腫瘍の位置や大きさ、分布などを
調べます。胃がんでは、主にリンパ節転移や肝臓への転移の
有無、腹水の有無を確認するために行われます。

CT検査
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
移の有無や腹水の有無など、様々なことを調べます。

MRI検査
磁気を利用して体の断面を描き出し、がんの広がりを調べま
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。

注腸造影・内視鏡

注腸検査は、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。内視鏡検査では、病変を直接観察します。いず
れも、併存する大腸病変の有無や腹膜への転移による大腸
の狭

きょうさく
窄を調べるために行われます。

がんの広がりや転移を調べる主な検査

CT検査（イメージ図）
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治療法の決定

がんの 
発生場所
（原発部位）

がん細胞の 
増殖の仕方

（分化型、未分化型）

がんの進行度
（病期）

全身状態
（年齢、病歴、

合併症など）

■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検討されます。

　胃がんの治療法を選択する場合は、がんの発生場所（原発部位）、がん細
胞の増殖の仕方（分化型、未分化型）と臨床病期に加え、患者さんの全身状
態や治療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
針が立てられます。

4 胃がんの治療方針

国立がん研究センター がん情報サービス 「胃がん」
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※病理検査の結果、がんが粘膜下層まで浸潤していた場合などは追加で手術が行われます。

■治療法には、どのようなものがありますか？

胃がんでは、主に手術と薬物療法によって治療が行われます。
遠隔転移がない、もしくはその可能性が低いと判断された場
合、胃の一部あるいは全部を切除する手術が選択されます。

　胃がんの治療の中心は、手術による胃の切除です。しかし、手術ができな
い場合や、転移があり、手術でがんが取りきれない可能性がある場合、全身
治療である薬物療法が治療の中心となります。がんの進行ごとのおおまかな
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

もっと知ってほしい胃がんのこと, p6-8, NPO法人キャンサーネットジャパン, 2016
日本胃癌学会編：胃癌治療ガイドライン, 医師用２０21年7月改訂 第6版, 2021より作図

薬物療法
・ 化学療法
・ 分子標的療法
・ がん免疫療法

内視鏡的切除※ 定型手術

＋薬物療法

進行がんの場合早期がんの場合

胃がん

縮小手術

対症療法

遠隔転移が
ある場合

再発の予防として
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■胃がんの手術について教えてください

胃の全体や2/3以上を切除する「定型手術」、胃の一部を切除する
「縮小手術」、胃に加えて周りの臓器も切除する「拡大手術」など、
がんの広がりによって様々な手術様式があります。

　手術は、がんを確実に切除する方法が検討されます。がんの病期や位置に
応じた標準的な術式にしたがい、胃の周囲のリンパ節を含めて切除する（リン
パ節郭

かくせいじゅつ
清術）のが一般的です。

●手術による切除の範囲と手術の方法
　「定型手術」とは、胃全体または胃の 2/3 以上の切除に加えて、リンパ節
をその周りの脂肪組織などと一括して取り除く手術をいいます。
　「非定型手術」には、胃とリンパ節の切除範囲が定型手術より狭い「縮小手術」
と、胃とリンパ節に加えて他の臓器を同時に切除する「拡大手術」があります。
　胃がんがどこまで広がっているか、リンパ節転移があるかなどにより、どの
手術が適しているかが検討されます。
　胃がんの手術方法は、おなかを開いて切除する方法（開

かいふく
腹手術）と、おな

かに小さな孔
あな

を数ヵ所開けてカメラや器具を挿入して切除する方法（腹
ふくくうきょう

腔鏡手
術）や、手術支援ロボットを使用するロボット支援下手術がありますが、切除
する範囲はいずれの方法でも変わりません。
　内視鏡による切除は、口や鼻から入れた内視鏡を使って胃の内側から腫瘍
を剥

は
ぎ取るように除去します。主な対象は、早期胃がんでリンパ節転移の可

能性が極めて低く、腫瘍が一括切除できる部位と大きさ（最大径 3cm 以下）
の患者さんです※。

5 胃がんの手術

もっと知ってほしい胃がんのこと, p10-11, NPO法人キャンサーネットジャパン, 2016
日本胃癌学会編：胃癌治療ガイドライン, 医師用2021年7月改訂 第6版, 金原出版, p16-29, 2021

※適用となる腫瘍の大きさは、分化型胃がんと未分化型胃がんで異なります。
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手術の種類と切除範囲

手術の方法

● リンパ節郭清術
目に見えないがんを取りこぼすリスクを減らすため、明らかな転移がみら
れない場合でも、胃の周囲のリンパ節を含めて広く切除する方法が用いら
れます。リンパ節の郭清範囲は、胃がんができた場所や胃がんの進み具合
に応じて決められます。

● 胃全摘術　　　　　①から②までを切除
　
● 噴門側胃切除術　　①から③までを切除　
　
● 幽門側胃切除術　　②から③までを切除　

● 幽門保存胃切除術　③から④までを切除　

①

④
② ③

日本胃癌学会編：胃癌治療ガイドライン, 医師用2021年7月改訂 第6版, p17, 金原出版, 2021

腹部に入れたカメラの映像
を見ながら、鉗

か ん し
子を用いて胃

やリンパ節を切除します。

腹腔鏡手術開腹手術

腹部を開いて、感触を確かめ
たり、目で確認しながら胃や
リンパ節を切除します。
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手術の様式と再建術

胃全摘術 幽門側胃切除術

●消化管再建術
　胃を切除する手術では、食物が腸へ通るようにする手術が同時に
行われます（再建術）。消化液による炎症や、腸の内容物の逆流など
の障害をできるだけ防ぐため、それぞれの患者さんに適した再建方法
が検討されます。たとえば「胃全摘術」後には、腸をYの字型につなぎ
胆
たんじゅう

汁や膵
すいえき

液の食道への逆流を防ぐ「ルーワイ法」という再建術などが
検討されます。また胃の下部を切除する「幽門側胃切除術」では、残っ
た胃と十二指腸をつなぐ「ビルロートⅠ法」や、残った胃と空腸をつなぐ

「ルーワイ法」などの再建術が検討されます。

ルーワイ法 ビルロートⅠ法

消化器疾患ビジュアルブック第2版, p95-96, 学研メディカル秀潤社, 2014
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, p80-84, 医薬ジャーナル社, 2012

十二指腸の端を閉鎖し、
食道と空腸をつなぐ

残胃と十二指腸を
つなぐ

残胃と空腸を
つなぐ

食道

十二指腸

空腸

空腸

残胃 残胃十二指腸
の端

十二指腸
の端

切除部分
切除部分

5 胃がんの手術

ルーワイ法
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もっと知ってほしい胃がんのこと, p12-13, NPO法人キャンサーネットジャパン, 2016
病気がみえる vol.1 消化器 第5版, p128-131, メディックメディア, 2016

6 手術の後遺症とケア

■手術のあとは、どのようなことに気をつけたらよい
ですか？

胃を切除したあとには多くの場合、「胃
いせつじょじゅつご

切除術後症候群」と呼ば
れる後遺症が起こります。食生活の工夫や対処のためのお薬が
ありますので、症状に合わせた対応をとることが大切です。

●胃切除術後症候群の主な症状とそのケア

ダンピング症候群
　食べたものが腸へ一気に流れ込むことで生じます。食後すぐに現れる腹痛、
動
ど う き

悸や発汗などの早期ダンピング症候群と、食後２〜３時間経ってから現れる、
動悸、発汗、めまい、失神、脱力、手や指のふるえなどの後期ダンピング症
候群があります。

　ダンピング症候群を予防するには、ゆっくり食べる、１回の食事量を減らし
て１日の食事の回数を増やす（５〜６回）、よく噛んで食べる、食事中の水分摂
取を減らすなど、食事の摂り方を工夫することが効果的です。

貧血
　胃の切除から数ヵ月経つと、今までは胃から取り入れることができていた鉄
が不足することによって、鉄欠乏性貧血が起こることがあります。また、４〜
５年経ってからビタミン B12 の欠乏により巨

きょせきがきゅう
赤芽球性貧血が起こることがあり

ます。

　これらは徐々に進行することが多いため、自覚症状が現れにくい傾向にあり
ます。胃全摘した場合に生じやすく、食事に気をつけていても改善しない場合
は、鉄剤やビタミン B12 の投与による治療が考慮されます。
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7 薬物療法について

■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。薬が体のすみずみまで行き渡ることで、
全身に散らばったがんに対しても作用を示します。

　胃がんの薬物療法は、手術と組み合わせて行われる「補助化学療法」※と、
手術が難しい状況でがんの進行を抑えたり症状をコントロールする目的で行
われる治療法があります。
　補助化学療法は、手術の治療効果を高めたり、再発を防ぐことを目的に、
抗がん剤を使って行われる治療です。
　一方、手術による治療が困難な場合の薬物療法には、「化学療法（抗がん
剤）」と「分子標的療法」「がん免疫療法」の３種類があります。

　薬物療法では、最も効果的と考えられる薬の組み合わせとスケジュールが
いくつか決まっています。これを「レジメン」といいます。
　最初のレジメン（１次治療）の効果がみられなかった場合は、別のレジメンを
使った２次治療、３次治療が行われることもあります。
　どのような薬物療法を行うか、実際の治療戦略については、遺伝子変異の
有無や薬剤の副作用の程度、患者さんの全身状態などを考慮して決められ
ます。

※ 手術前に行われる「術前補助化学療法」と、手術後に
行われる「術後補助化学療法」があります。

国立がん研究センター がん情報サービス 「胃がん・治療」
もっと知ってほしい胃がんのこと, p14-15,18-19, NPO法人キャンサーネットジャパン, 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, p94-101, 医薬ジャーナル社, 2012
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分子標的療法（分子標的薬）

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、分裂機構を障害することで、がん細胞の増殖を抑える働
きがあります。胃がんに対しては、単独または複数の種類の抗がん剤
を組み合わせて用います。

分子標的薬は、がん細胞の増殖に関わる特定の遺伝子の産物（タン
パク質）に作用し、がん細胞が増えるのを抑える働きがあります。
胃がん患者さんで、H

ハ ー ツ ー
ER2と呼ばれる、がんの増殖に関わるタンパク

質が多く発現している場合、HER2を標的とした分子標的薬が用い
られます。また、がん細胞に栄養を供給する血管の細胞に発現する
VEGFR-2タンパク質を標的とした分子標的薬も用いられます。

分子標的薬

標的タンパク

正常細胞

がん細胞

（イメージ図）

（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

光が当たっているところは、
攻撃の範囲を示します。

（抗 HER2 抗体薬の場合）

がん化学療法ケアガイド 第3版, p25-39, 中山書店, 2020
日本臨床腫瘍学会編： 新臨床腫瘍学 改訂第6版, 南江堂, 2021

19



がん免疫療法（免疫チェックポイント阻害薬）

私たちの体は、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」といいます。
胃がんでは、「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6版, 南江堂, 2021
日本臨床腫瘍学会編： がん免疫療法ガイドライン 第2版, 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は、胃がん患者さんのうち、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が対象となります

（2021年11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 
医師や薬剤師、看護師にすぐに相談しましょう。

【抗がん剤】
胃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、貧血、骨髄抑制（白血球減少など）、食欲不振、末
まっ

梢
しょう

神
しん

経
けい

障
しょう

害
がい

、下痢、手足皮膚反応、腎障害、口内炎、脱毛などです。

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」

もっと知ってほしい胃がんのこと, p20-21, NPO法人キャンサーネットジャパン, 2016
静がんメソッド 消化器癌・頭頸部癌編, p128-206, 日本医事新報社, 2018
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〈白血球減少に伴う感染症の対処法〉
●   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、身体

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。

〈脱毛のケア〉
●   抗がん剤投与から２〜３週間後に抜け始めます。あ

らかじめ髪を短く切っておくと脱毛時のショックが
和らぎ、脱毛時の処理も楽になります。

●   抗がん剤の治療が終われば、多くの場合３〜6ヵ月
後には生えてきます。帽子やバンダナ、医療用かつ
らなどを使って上手に対処するとよいでしょう。
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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
もっと知ってほしい胃がんのこと,  p20-21, NPO法人キャンサーネットジャパン, 2016
静がんメソッド 消化器癌・頭頸部癌編, p146-158,181-185, 日本医事新報社, 2018

8 薬物療法の副作用とケア

【分子標的薬】
胃がんの治療で使用される分子標的薬の主な副作用

 ●  食欲不振、貧血、薬剤注入に伴う反応、心機能の低下、高血圧、下痢、頭痛、
鼻出血、疲労などがあります。

〈薬剤注入に伴う反応への対処法〉
●   薬剤の投与から２４時間以内に起こる過敏症です。投与中やその後に体調

の変化があった場合、すぐに医療スタッフに伝えましょう。

〈心機能の低下への対処法〉
●   動悸、息切れ、頻

ひんみゃく
脈があった場合、すぐに医療スタッフに伝えましょう。

〈高血圧への対処法〉
●   日々の血圧を家庭でも測定し、血圧が上昇していた

場合、降圧剤を飲んで血圧をコントロールするとよ
いでしょう。

〈鼻出血への対処法〉
●   鼻血が出ることがありますが、大抵は軽度です。安静にしているとよいで

しょう。出血がなかなか止まらない場合は、医療スタッフに伝えましょう。
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【免疫チェックポイント阻害薬】
胃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

●  疲労感、発疹、かゆみ、白斑、下痢、悪心、嘔吐などがあります。また、免
疫関連特有の副作用として、内分泌障害、肺障害、胃腸障害、神経・筋・関
節障害、肝・胆・膵障害、皮膚障害などの副作用が生じることもあります。
副作用がみられた場合は、状況に応じて休薬したり、ステロイド薬の投与
が行われることがあります。

〈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、特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、
気になる症状が現れた場合は、すぐに主治医
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、すぐに主治医に連
絡しましょう。

日本バイオセラピィ学会「よくわかるがん免疫療法ガイドブック－患者さんとご家族のために－」作成ワーキンググループ編：
よくわかるがん免疫療法ガイドブックー患者さんとご家族のために, p28-31,44-49, 金原出版, 2020

8 薬物療法の副作用とケア
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■再発した場合は、どうしたらよいですか？

再発した場合の治療法は、薬物療法が中心になります。

　胃がんが再発した場合は、がんの痛みなどの辛い症状を取り除く緩和ケア
と、薬物を用いた治療が中心となります。再発部位や症状によっては、放射
線療法や小さな範囲の手術が検討されることもあります。
　薬物療法については、多くの場合、初回に受けた治療法やその反応など
を考慮したうえで必要な薬剤が選択されます。近年では、これまでとは異な
る作用を持つ分子標的薬やがん免疫療法（免疫チェックポイント阻害薬）が加
わり、再発した胃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

もっと知ってほしい胃がんのこと, p16-17, NPO法人キャンサーネットジャパン, 2016
日本胃癌学会編：胃癌治療ガイドライン, 医師用2021年7月改訂 第6版, p30-37,106-116, 金原出版, 2021

再発した胃がんの治療法

症状緩和治療
● 手術　● 放射線療法

薬物療法
● 抗がん剤　● 分子標的薬　● 免疫チェックポイント阻害薬

緩和ケア
● 痛みや苦痛に対する治療

薬物療法を中心に進めます
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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、定期的な通院による診察や検査が必要です。通院
中の検査としては、血液検査によって腫瘍マーカーをチェックしたり、内視鏡
検査や超音波、CT、MRIなどの画像検査を必要に応じて行います。
　胃がんの再発は、治療後３〜５年以内にみられることが多いため、少なくと
もその期間は、定期的に通院することが大切です。
　また、胃がんでは、食道や大腸など別の部位に、転移ではないがん（重複
がん）がみつかることがありますので、それらもあわせて確認することが必
要です。　
　今後の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、医師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
フに連絡して相談してください。

10 治療後の経過観察について

もっと知ってほしい胃がんのこと, p16-17, NPO法人キャンサーネットジャパン, 2016
日本胃癌学会編：胃癌治療ガイドライン, 医師用2021年7月改訂 第6版, p42, 金原出版, 2021
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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（胃がんの原発部位、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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