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はじめに

尿
にょうろじょうひ

路上皮がんと診断されたあなたへ

　尿路上皮がんとは、腎臓の一部である腎盂から、尿管、膀胱、
尿道へとつながる尿の通り道にできるがんです。尿の通り道の
内側をおおっている「尿路上皮」という粘膜から発生するため、

「尿路上皮がん」という名前がついています。「膀胱がん」や「腎
盂・尿管がん」は、そのほとんどが尿路上皮がんに含まれます。
　この小冊子では、尿路上皮がんと診断された患者さんに、尿
路上皮がんとはどのような病気なのか、診断から治療の流れ、
主な治療法や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、勇気をもって治療に取り組んでいきましょう。
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 ■ 尿路上皮がんとは、どんな病気ですか？

尿の通り道の内側をおおう粘膜「尿路上皮」から発生するがんのこ
とをいいます。「膀胱がん」と「腎盂・尿管がん」に分けられます※。

※尿道がんの一部も含まれます。

　尿路（膀胱、腎盂、尿管、尿道の一部）の内側は、「尿路上皮」という粘膜で
おおわれています。この粘膜から発生するがんは共通する性質を持っているた
め、臓器や器官にかかわらず「尿路上皮がん」と呼ばれています。
　尿路上皮がんのうち、約９割を占めているのが「膀胱がん」で、日本では年間
で約23,000人が膀胱がんと診断されています。「腎盂・尿管がん」は、尿路
上皮がん全体の約5％と少なく、膀胱がんに比べるとまれながんといえます。

受診の主なきっかけは、痛みを伴わない血尿です。
　尿路上皮がんの特徴的な症状は、血尿です。通常は痛みを伴わず、赤や茶
色の尿が出ることで気づかれます。検診などの一般検査で血尿が見つかること
もあります。膀胱炎のような症状（頻尿や排尿時の痛み、残尿感など）が見られ
ることもあります。がんで尿管がふさがれてしまい腎臓に尿が溜まった状態（水
腎症）になると、わき腹、腰、背中に痛みが生じたり、足がむくむ、といった症
状が起こることもあります。がんで尿道がふさがれることもあり、尿が出にくく
なることもあります。

1 尿路上皮がんについて

尿路上皮がんの主な症状

・わき腹の痛み
・腰や背中の痛み

血尿

・頻尿
・排尿時の痛み
・残尿感

・足がむくむ
・尿が出にくい
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腎盂・尿管・膀胱の位置と働き

国立がん研究センター がん情報サービス「膀胱がん／腎盂・尿管がん／がん統計」
日本泌尿器科学会編：膀胱癌診療ガイドライン2019年版, p10-20, 医学図書出版, 2019

日本泌尿器科学会編：腎盂・尿管癌診療ガイドライン2014年版, p10-11, メディカルレビュー社, 2014

◦ 腎盂と尿管は、腎臓でつくられた尿が通る管状の臓器で、膀胱とつな
がっています。 腎盂と尿管は、左右にそれぞれ１対ずつあります。

◦ 膀胱は、骨盤の中にある袋状の臓器で、腎盂・尿管から送られた尿を溜め、
尿道、体外へと排泄する働きがあります。

副腎

腎臓

尿管

膀胱

尿
路

尿道

腎盂

膀胱がん 約90％

腎盂・尿管がん 約5％
腎盂

尿管尿管がん 腎盂がん

膀胱がん

膀胱

尿道

尿路にできるがんの組織型

尿路にできるがんは、そのほとんどが「粘膜上皮細胞」
から発生する「尿路上皮がん」です。その他のタイプとし
ては、「扁平上皮がん」や「腺がん」などがありますが、
頻度はまれです。 組織型の種類

・扁平上皮がん
・腺がんなど

90％以上が
尿路上皮がん
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尿路上皮がんの主な特徴

 ■ 尿路上皮がんには、どんな特徴がありますか？

中高年の男性に多く、喫煙と関わりが深いがんです。また尿路内
のいろいろな場所に複数発生しやすい特徴があります。

　尿路上皮がんは、男性のほうが女性より多い傾向があります。膀胱がんでは、
男性の罹患率は女性の約４倍、腎盂・尿管がんでは２倍以上といわれています。
いずれのがんも60歳以上から増えはじめ、高齢になるほど多くなります。
　尿路上皮がんにかかる危険性（リスク）を高める原因として重要なのは喫煙で
す。また、特定の化学物質（芳香族アミンなど）を扱う職業の方では、発症リス
クが高まることが知られています。
　尿路上皮がんでは、尿路内の同じ臓器や器官にがんが複数できたり、尿路
内のいろいろな場所に発生しやすい特徴があります。そのため、尿路内にがん
が見つかったときは、他の場所にもがんがないかを、よく確認する必要があり
ます。

国立がん研究センター がん情報サービス「膀胱がん／腎盂・尿管がん」
日本泌尿器科学会編： 膀胱癌診療ガイドライン2019年版, p8-14, 医学図書出版, 2019

日本泌尿器科学会編：腎盂・尿管癌診療ガイドライン2014年版, p10-17, メディカルレビュー社, 2014

◦�中高齢者の男性に多く、罹患率は女性の２～４倍

◦�発生の危険因子として、喫煙、化学物質などが�
ある

◦�尿路内のいろいろな場所に複数発生しやすい

喫煙

女性
男性

1 尿路上皮がんについて
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国立がん研究センター がん情報サービス「膀胱がん／腎盂・尿管がん」
もっと知ってほしい膀胱がんのこと,  p4, NPO法人キャンサーネットジャパン, 2015

 ■ 尿路上皮がんには、どんな種類がありますか？

尿路上皮がんでは、がんの広がりの程度や特徴などから、 
次の３つの種類に分けられます。

●転移性がん

がんがリンパ節や離れた臓器に転移している
状態です。

病期：Ⅳ期

2 尿路上皮がんの種類

がんが表面の上皮下結合組織までにとどまり、
筋層には広がっていない状態のがんです。表
面が乳頭状に盛り上がっているのが特徴です。

病期：0期・Ⅰ期

●筋
きんそう
層非

ひ
浸
しんじゅんせい
潤性がん

上皮内がん（CIS)について
がんが盛り上がらずに粘膜の壁に沿って横へ広がるタイプのがんをいいます。
筋層非浸潤性がんの一種ですが、悪性度の高いがん細胞が広がっている状態で
あり、再発リスクが高いことが知られています。Tisともいいます（次ページ参照）。

粘膜上皮
がん

上皮下結合組織
筋層

脂肪組織

●筋
きんそうしんじゅんせい
層浸潤性がん

がんが筋層まで広がっている（浸潤している）
状態です。膀胱や腎盂・尿管の壁の外側にも
広がりやすい特徴があります。

病期：Ⅱ期・Ⅲ期

粘膜上皮
上皮下結合組織

筋層

脂肪組織

がん

遠隔転移

リンパ節
転移
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膀胱がんの深達度（T分類）　　　

3 尿路上皮がんの病期

 ■ 病期（ステージ）とは何ですか？ 
どのように決められますか？

がんの進行の程度を示したもので、治療方針を立てるうえで 
大切な指標となります。

　尿路上皮がんの病期（ステージ）は、「膀胱がん」「腎盂・尿管がん」ともに、「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とⅠからⅣのローマ数字で表されます（TNM分類 :9ページ参照）。
　Tは、がんが膀胱や腎盂・尿管の組織のどこまで及んでいるか（浸潤してい
るか）を示すもので「深達度」と呼ばれます（下図参照）。
　Nは、尿路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、肺や肝臓、骨など他の臓器や、離れた場所へのリンパ節転移の有無
で判定されます。

膀胱がんの深達度は、がんが筋層まで及んでいない比較的早期の
「筋層非浸潤性がん」と、筋層に及んでいる「筋層浸潤性がん」に分けられます。

筋層浸潤性膀胱がん筋層非浸潤性膀胱がん

粘膜上皮膀胱内

Ta

Tis
（上皮内がん）

T1 T2a T2b T3 T4

他臓器

膀胱壁

膀胱の外側

上皮下結合組織

筋層 内側1/2外側 1/2
脂肪組織

国立がん研究センター がん情報サービス「膀胱がん」より作成8



膀胱がんの病期（ステージ）分類　【TNM分類（第８版）】

腎盂・尿管がんの病期（ステージ）分類　【TNM分類（第８版）】

リンパ節や別の臓器に
転移を認めない

リンパ節転移があるか、
別の臓器に転移がある

Ta 乳頭状非浸潤がん 0a Ⅳ

Tis 上皮内がん（CIS） 0is Ⅳ

T1 がんが上皮下結合組織に
及ぶ Ⅰ Ⅳ

T2 がんが筋層まで及ぶ Ⅱ Ⅳ

T3� がんが周囲の脂肪組織に
及ぶ Ⅲ Ⅳ

T4 隣接する組織や臓器に広
がっている Ⅳ Ⅳ

広がり（T因子）
転移（N/M因子）

転移なし
骨盤内リン
パ節転移が
１つ

骨盤内リンパ節
転移が多数、ま
たは総腸骨リン
パ節転移がある

離れた領域外
リンパ節に
転移がある

離れた臓器
に転移が
ある

筋層
非浸潤性
膀胱がん

Ta 乳頭状非浸潤がん 0a ー ー ⅣA ⅣB

Tis 上皮内がん（CIS） 0is ー ー ⅣA ⅣB

T1 がんが上皮下結合
組織まで及ぶ Ⅰ ⅢA ⅢB ⅣA ⅣB

筋層
浸潤性
膀胱がん

T2a.b がんが筋層まで
及ぶ Ⅱ ⅢA ⅢB ⅣA ⅣB

T3a.b がんが膀胱周囲の
脂肪組織に及ぶ ⅢA ⅢA ⅢB ⅣA ⅣB

T4a� 前立腺・精のう、子宮、
腟に広がっている ⅢA ⅢA ⅢB ⅣA ⅣB

T4b 骨盤壁や腹壁に　
広がっている ⅣA ⅣA ⅣA ⅣA ⅣB

広がり（T因子）

転移（N/M因子）

国立がん研究センター がん情報サービス「膀胱がん／腎盂・尿管がん」
日本泌尿器科学会編： 膀胱癌診療ガイドライン2019年版, p17-20, 医学図書出版, 2019

TNM Classification of MALIGNANT TUMOURS TNM悪性腫瘍の分類 第8版 日本語版, p202-207, 金原出版, 2017より作成 9



膀胱がんの診断に必要な検査※

 ■ 膀胱がんの診断には、どんな検査が必要ですか？

内視鏡を使って組織を採取し、がん細胞の有無や深さなどを確認
します。画像検査では、がんの広がりや転移の有無を調べます。

　尿検査、尿細胞診、超音波検査、膀胱鏡検査で膀胱がんが疑われる、ある
いは診断される場合は、経

けいにょうどうてきぼうこうしゅようせつじょじゅつ
尿道的膀胱腫瘍切除術（TURBT）と呼ばれる内視

鏡手術が行われます。TURBTは、内視鏡で組織を採取し、採取した組織を顕
微鏡で詳しく調べ（病理検査）、がんかどうか、がんであればがんの深さ、広が
り、悪性度（14ページ参照）などを確認するもので、がん切除のための内視鏡

「検査」と「治療」を兼ねた必須の手術として行われます。
　CT検査やMRI検査では、がんの広がりや転移の有無を確認します。これら
の結果を総合的に判定したうえで病期が判定されます。

4 膀胱がんの検査と診断

膀胱鏡検査

TURBT
内視鏡「検査」と「治療」を
兼ねた必須の手術

CT検査

尿細胞診 超音波検査
（エコー）

病理検査

※検査の種類は医療施設によって異なります。

MRI検査
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国立がん研究センター がん情報サービス「膀胱がん」
病気がみえる vol.8 腎・泌尿器 第3版, p274-275, メディックメディア, 2019
日本臨床腫瘍学会編：新臨床腫瘍学  改訂第6版, p470-471, 南江堂, 2021

検査の種類 内　容

尿検査 尿中の潜血反応や炎症反応などを確認します。尿潜血反応が
陽性の場合は、尿路内の異常を知らせるサインとなります。

尿細胞診

尿の中にがん細胞が出ていないかを確認する検査です。陽性
と判定された場合はがんの存在が強く疑われます。ただし、
陰性の場合であっても、がんの存在を否定するものでないた
め、他の検査とあわせて判断されます。

超音波検査
（エコー）

超音波の反響を利用して、がんの位置や形、周辺の臓器との
関係などを確認します。検査に伴う痛みはなく、その場で確認
することができます。

膀胱鏡検査
内視鏡を尿道から入れて尿道と膀胱の中を観察し、尿道や膀
胱内の異常の有無を確認する検査です。近年はやわらかい素
材が使われるようになり、検査時の痛みは軽減されています。

CT検査

Ｘ線を使って体の断面を撮影する検査です。リンパ節や肺、肝
臓など遠隔臓器へ転移の確認に用いられます。がんの深達度

（病巣の深さ）を調べることもできますが、MRI検査の方が適
しています。

MRI検査
磁気を利用して体の断面を描き出すもので、深達度の評価に
有用な検査です。造影剤のアレルギーなどでCT検査が行え
ない患者さんにも用いられます。

TURBT

膀胱がんの進行の程度を調べる検査ですが、同時に膀胱がん
を切除する方法の１つでもあります。麻酔をして内視鏡を尿道
から挿入し、がんを電気メスで切除します。切除した組織は顕
微鏡で詳しく調べて、がんの深達度や性質などを確認します。

主な検査の種類と内容
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治療法の決定

がんの 
発生場所・状態

（部位・数・大きさ）

全身状態
（年齢、病歴、

合併症など）

がんの進行度
・悪性度

（病期・がんの種類）

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。

　尿路上皮がんの治療法は、がんの病期のほか、がんの組織型や悪性度、患
者さんの全身状態をもとに選択されます。
　筋層浸潤性膀胱がんの手術では、膀胱をすべて摘出する手術（膀胱全摘除
術）が基本であり、治療後の日常生活に大きな影響を及ぼします。治療法の選
択にあたっては、治療の効果や再発リスク、生活環境、年齢などを考慮し、患
者さんの希望などを十分考慮したうえで治療方針が立てられます。

5 膀胱がんの治療法

患者さんの希望も
伺いながら、

治療法を選択します。

国立がん研究センター がん情報サービス「膀胱がん／腎盂・尿管がん」
日本泌尿器科学会編：膀胱癌診療ガイドライン2019年版, p5, 医学図書出版, 2019

日本泌尿器科学会編：腎盂・尿管癌診療ガイドライン2014年版, p29-32, メディカルレビュー社, 201412



 ■ 膀胱がんの治療法には、どのようなものがありますか？

内視鏡手術（TURBT）、外科手術、薬物療法、放射線療法などが
あります。多くの場合、いくつかの治療法を組み合わせて治療を
進めます。

　膀胱がんでは、まず内視鏡検査を兼ねた「経尿道的膀胱腫瘍切除術
（TURBT）」が行われます。ここで「筋層非浸潤性がん」と診断された患者さん
では、リスク分類（14ページ参照）に基づき、再度のTURBTや、膀胱内に細胞
障害性抗がん剤やBCGを直接注入する局所治療が検討されます。
　がんが筋層に及んでいる「筋層浸潤性がん」の患者さんでは、手術で膀胱をす
べて摘出するのが基本です（16-17ページ参照）。必要に応じて手術の前後に薬
物治療が追加されることもあります（補助的薬物療法）。
　がんが離れたリンパ節や臓器に転移している「転移性がん」の患者さんでは、
全身療法である治療的薬物療法が中心となります（24ページ参照）。

　病期ごとのおおまかな治療法を次ページ（14ページ）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。

国立がん研究センター がん情報サービス「膀胱がん」
日本泌尿器科学会編：膀胱癌診療ガイドライン2019年版, p5, p28-37, 医学図書出版, 2019

日本臨床腫瘍学会編：新臨床腫瘍学  改訂第6版, p470-474, 南江堂, 202113



治療の概略（膀胱がん）

リスク分類※

病期分類

膀胱内注入療法

筋層浸潤性がん
Ⅱ期　Ⅲ期

筋層非浸潤性がん
0期　Ⅰ 期

内視鏡検査を兼ねた 経
けいにょうどうてき

尿道的膀
ぼうこうしゅよう

胱腫瘍切
せつじょじゅつ

除術（TURBT）

±

転移性がん
Ⅳ期

手術（膀胱全摘除術） 薬物療法

±放射線療法

補助的薬物療法
・細胞障害性抗がん剤
・免疫チェックポイント阻害薬

・細胞障害性抗がん剤
・免疫チェックポイント阻害薬
・抗体-薬物複合体製剤

TURBT（２回目）

（細胞障害性抗がん剤）

● 筋層非浸潤性膀胱がんの「リスク分類と悪性度」
筋層非浸潤性の膀胱がんでは、がんの数や大きさや広がり、異型度（がん
細胞の顔つきの違い）、上皮内がん（ＣＩＳ）を併発しているかなどの要素を
もとに、「低リスク」「中リスク」「高リスク」に分類されます。リスクが高いほ
ど悪性度が高く、膀胱内に再発しやすく、筋層浸潤性膀胱がんに進行しや
すいとされています。リスク分類は、今後の治療法を選択するうえで重要
な指標となります。

治療メモ

5 膀胱がんの治療法

国立がん研究センター がん情報サービス「膀胱がん」
日本臨床腫瘍学会編：新臨床腫瘍学  改訂第6版, p470-474, 南江堂, 2021

Bajorin DF, et al. N Engl J Med. 2021; 384（22）: 2102-2114
Powles T, et al. N Engl J Med. 2021; 384（12）: 1125-1135

膀胱内注入療法
（BCG）

※リスク分類に基づき、再度の
TURBTや膀胱内注入療法によ
る局所療法が検討されます。
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6 膀胱がんの外科治療

 ■ 膀胱がんの外科治療について教えてください

膀胱がんの外科治療は、「内視鏡」でがんを切除する方法と、　　
「外科手術」でがんを切除する方法があります。

膀胱がんの内視鏡手術（TURBT）について
　 膀胱がんの内視鏡手術は「経尿道的膀胱腫瘍切除術（TURBT）」が使われま
す。麻酔をかけ、尿道から内視鏡を挿入して電気メスでがんを切除します。開
腹手術に比べると体への負担が少ない治療ですが、切除後の組織診断で再
発リスクが高い場合や周囲に広がっていることがわかった場合は、追加の治療

（再度のTURBT、外科的切除、膀胱内注入療法など）が必要になることがあ
ります。

国立がん研究センター がん情報サービス「膀胱がん」
日本泌尿器科学会編：膀胱癌診療ガイドライン2019年版, p5, p28-32, 医学図書出版, 2019

もっと知ってほしい膀胱がんのこと,  p8, NPO法人キャンサーネットジャパン, 2015

経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT）

膀胱粘膜
筋層

切除する部位

膀胱
切除鏡

電気メス

がん

尿道から内視鏡を挿入して、膀胱内を観察しながら電気メスでがんを切除します。
手術は麻酔をかけたうえで行われます。

TURBTの主な合併症
血尿や頻尿、排尿時の痛み、細菌感染による発熱などが起こることがありま
す。施術中は膀

ぼうこうへき
胱壁に小さな穴があくことがありますが、カテーテルを長期に

留置することで多くの場合改善します。

15



膀胱がんの外科手術（膀胱全摘除術）で行うこと

外科手術

膀胱がんでは、膀胱と周囲のリンパ節を切除する「膀
ぼうこうぜんてきじょじゅつ

胱全摘除術」
が基本となります。「尿路変向術」もあわせて行われます。

　筋層浸潤性の膀胱がんに対しては、多くの場合「膀胱全摘除術」が行われま
す。標準的な手術法として、男性では膀胱、前立線、精のう、尿管の一部、骨
盤内のリンパ節を摘出します。尿道は、再発リスクや手術の方法（術式）によっ
て切除する場合と切除しない場合があります。女性では膀胱、子宮、腟や尿管
の一部、骨盤内のリンパ節を摘出します。
　手術では、尿の新たな通り道を作るための「尿路変向術」もあわせて行われ
ます（18-19ページ参照）。

①�膀胱�＋�隣接臓器の摘出

②�骨盤内リンパ節の切除（リンパ節郭
かくせい
清）

③�尿路変向術

国立がん研究センター がん情報サービス「膀胱がん」
日本泌尿器科学会編：膀胱癌診療ガイドライン2019年版, p66-69, 77-78, 医学図書出版, 2019

もっと知ってほしい膀胱がんのこと, p8-11, NPO法人キャンサーネットジャパン, 2015 

6 膀胱がんの外科治療

外科手術の主な合併症
つなぎあわせた部分が開いたり（縫

ほうごうふぜん
合不全）、癒

ゆちゃく
着による腸

ちょうへいそく
閉塞、感染症によ

る発熱などがあります。またリンパ節を切除することでリンパ液の流れが滞り、
下肢にむくみが生じることがあります（リンパ浮腫）。前立腺や精のうを摘出す
ると、性機能に障害が起こります。
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手術方法

◦ 手術方法は、おなかを開いて切除する方法（開腹手術）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（腹腔鏡下手術）があり
ます。近年ではロボット支援による腹腔鏡下手術も広く行われています。

◦ 手法は異なりますが、切除する範囲は同じです。

国立がん研究センター がん情報サービス「膀胱がん」
堀江重郎 他 編：膀胱癌診療最前線, p115, 125, 142-145, メジカルビュー社, 2017

小島祥敬 監修：泌尿器がん 術前術後管理のすべて, p96-100, MCメディカ出版, 2021

膀胱全摘除術による切除範囲※

切除範囲

膀胱
前立腺
尿道

子宮
膀胱

男性 女性

※切除範囲は患者さんの状態によって異なります。

開腹手術 　腹腔鏡下手術
（ロボット支援手術）

腹部を開いて、目で確認しながら 
がんがある臓器やリンパ節を切除
します。

腹部に入れたカメラの映像を見ながら、
鉗
か ん し

子を用いてがんがある臓器やリンパ
節を切除します。現在ではロボット支援
手術が広く行われています。
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尿路変向術
　膀胱を摘出したときは、尿を溜めておく場所と尿の出口が必要になります。
そのための再建手術を「尿路変向術」といい、膀胱の摘出手術とあわせて行わ
れます。
　主な方法は、「回

かいちょうどうかん
腸導管造設術」「自

じはいにょうがた
排尿型新

しんぼうこう
膀胱造設術」「尿

に ょ う か ん ひ ふ ろ う
管皮膚瘻 

造設術」の３つがあります。それぞれ方法や特徴、注意点などが異なりますの
で、主治医や看護師によく確認し、ご自分の生活スタイルに合わせて選択する
ことが大切です。

①回腸導管造設術 ②自排尿型新膀胱造設術 ③尿管皮膚瘻造設術

長所
・合併症が少ない
・手術時間が短い

・ストーマをつくる必要がない
・ 尿道から尿を出すことができる　  　

ため見た目は変わらない

・手術方法が簡単
・手術時の負担が少ない

注意点

・集尿袋が必要
・ ストーマ周囲の皮膚が

かぶれやすいのでこま
めな手入れが必要

・手術時間が長く術式が複雑
・ 尿意を感じないため４～５時間

に１回程度尿を出す必要がある
・尿失禁が多い（特に夜間）

・集尿袋が必要
・ ストーマの合併症などの

トラブルが多い

参考：尿路変向術の種類と特徴

6 膀胱がんの外科治療

国立がん研究センター がん情報サービス「膀胱がん」
もっと知ってほしい膀胱がんのこと, p10-11, NPO法人キャンサーネットジャパン, 2015

堀江重郎 他 編：膀胱癌診療最前線, p220-223, メジカルビュー社, 2017
 

病気がみえる vol.8 腎・泌尿器 第3版, p277, メディックメディア, 2019より改変
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尿路変向術の方法

一側性 両側性

①回腸導管造設術

小腸の一部を切除して尿を導く回腸導管をつく
り、尿の出口（ストーマ）を腹部の右側の皮膚に
出す方法です。ストーマから断続的に尿が出る
ため、尿をためるための「集尿袋」をつけること
が必要です。

②自排尿型新膀胱造設術

小腸や大腸を使って尿をためるための新膀胱を
作り、左右の尿管と尿道につなぐ方法です。手
術前と同じように尿道から尿を出すことができ
ますが、尿意は感じないので、定期的に腹圧を
かけて尿を出す必要があります。尿道にがんが
ある場合や、尿道に再発する危険性が高い場合
には選択できません。

③尿管皮膚瘻造設術

尿管を切断して直接皮膚に尿道を縫
ぬ

い付け、
尿の出口（ストーマ）をつくる方法です。右の
尿管を片側にまとめて1つのストーマにつなぐ

「一側性」と、左右それぞれにストーマをつく
る「両側性」とがあります。ストーマから断続
的に尿が出るため、尿をためるための「集尿
袋」をつけることが必要です。

（ストーマ造設後の日常生活の注意点については32ページをご参照ください）

国立がん研究センター がん情報サービス「膀胱がん」
病気がみえる vol.8 腎・泌尿器 第3版, p277, メディックメディア, 2019

回腸の一部

代用膀胱
尿道につなぐ

ストーマ ストーマ
尿管

ストーマ

ストーマ装具
（集尿袋）
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７ 腎盂・尿管がんの検査と診断

 ■ 腎盂・尿管がんの診断には、どんな検査が必要　
ですか？

主に下記のような検査が行われます。これらの検査を組み合わせ
たうえで総合的に判断されます。

検査の種類 内　容

尿細胞診 尿の中にがん細胞が出ていないかを確認する検査です。逆行性腎盂
尿管造影検査の際に採取した尿が使われることもあります。

超音波検査
（エコー）

超音波の反響を利用して、腎盂内に腫瘍があるか、水腎症を起こし
ているかどうかなどを確認します。

CT検査
（CTウログラフィー）

がんの大きさや性状、周囲の臓器への広がりや転移の有無などを調
べます。CTウログラフィーという手法を用いることで、病巣をより正
確に把握することが可能になっています。

MRI検査
超音波やＣＴ検査で腎盂・尿管がんが疑われた場合、ＭＲＩ(特に拡散
強調）はがんか否かの診断に有用です。造影剤のアレルギーなどで
CT検査が行えない患者さんにも用いられます。

逆行性腎盂
尿管造影検査

尿道から膀胱を経て尿管内に細いカテーテルを挿入し、造影剤を注
入してX線撮影を行い、腎盂や尿管の性状を観察します。尿管から尿
を直接採取してがん細胞の有無を調べます。

尿管鏡検査
麻酔をかけたうえで、尿道から膀胱内を経由して内視鏡を尿管口に
入れ、尿管、腎盂の様子を観察します。異常が疑われる部分の組織
を採取することも可能です。

腎盂・尿管がんの主な検査の種類と内容

国立がん研究センター がん情報サービス「腎盂・尿管がん」
国立がん研究センター東病院ホームページ「病気と治療についてー腎盂・尿管がん」

日本臨床腫瘍学会編：新臨床腫瘍学  改訂第6版, p475-476, 南江堂, 2021

※検査の種類は医療施設によって異なります。

腎盂・尿管がんの診断で行われる検査※

CT検査
（CTウログラフィー）尿細胞診 超音波検査

（エコー）
逆行性腎盂

尿管造影検査 尿管鏡検査MRI検査
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治療の概略（腎盂・尿管がん）

外科手術

筋層浸潤性がん
Ⅱ期　Ⅲ期

筋層非浸潤性がん
0期※　Ⅰ 期

±

転移性がん
Ⅳ期

外科手術 薬物療法

（＋手術）
（＋放射線療法）

補助的薬物療法
・細胞障害性抗がん剤
・免疫チェックポイント阻害薬

・細胞障害性抗がん剤
・免疫チェックポイント阻害薬
・抗体-薬物複合体製剤※0期では状況によって

　内視鏡手術やBCG
　注入療法が行われる
　ことがあります。

 ■ 腎盂・尿管がんの治療法には、どのようなものが　　
ありますか？

外科手術と薬物療法、放射線療法があります。病期や患者さん
の状態に応じて、単独または併用治療が選択されます。　　　

　転移のない患者さんでは、多くの場合、がんがある側の腎臓や尿管のすべ
てと膀胱の一部を切除する方法が行われます（22-２３ページ参照）。「筋層浸潤
性がん」の患者さんでは、必要に応じて手術の前後に薬物治療が追加されるこ
ともあります（補助的薬物療法）。「転移性がん」の患者さんでは、薬物療法を
中心に治療を進めます。
　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。

国立がん研究センター がん情報サービス「腎盂・尿管がん」
日本臨床腫瘍学会編：新臨床腫瘍学  改訂第6版, p476-477, 南江堂, 2021

Bajorin DF, et al. N Engl J Med. 2021; 384（22）: 2102-2114 
Powles T, et al. N Engl J Med. 2021; 384（12）: 1125-1135

８ 腎盂・尿管がんの治療法
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 ■ 腎盂・尿管がんの外科治療について教えてください　　　　

腎盂・尿管がんの手術では、深達度にかかわらず「腎尿管全摘除
術・膀胱部分切除術」が選択されます。

　「腎尿管全摘除術・膀胱部分切除術」とは、がんがある側の腎臓と尿管、膀
胱の一部を切除するもので、腎盂・尿管がんに対する標準的な術式として用い
られています。
　筋層への浸潤やリンパ節への転移が疑われる場合は、周囲のリンパ節を切
除する「リンパ節郭清」が施行されることもあります。

外科手術の主な合併症
癒
ゆちゃく

着による腸
ちょうへいそく

閉塞や感染症による発熱などがあります。

腎盂・尿管がんの外科手術で行うこと

がんがある側の腎臓と尿管を摘出
+

膀胱の一部を切除

国立がん研究センター がん情報サービス「腎盂・尿管がん」
日本泌尿器科学会編：腎盂・尿管癌診療ガイドライン2014年版, p30-38, 42-44, メディカルレビュー社, 2019

８ 腎盂・尿管がんの治療法
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手術方法

◦ 手術方法は、おなかを開いて切除する方法（開腹手術）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（腹腔鏡下手術）が
あります。2022年4月よりロボット支援による腹腔鏡下手術も保険承認
されました。

◦ 手法は異なりますが、切除する範囲は同じです。

国立がん研究センター がん情報サービス「腎盂・尿管がん」
国立がん研究センター 東病院「泌尿器・後腹膜腫瘍科 ロボット手術（ダビンチ）について」
小島祥敬 監修：泌尿器がん 術前術後管理のすべて, p69-70, MCメディカ出版, 2021

腎尿管全摘除術・膀胱部分切除術による切除範囲※

腎臓

尿管

膀胱

切除範囲

※切除範囲は患者さんの状態によって異なります。

開腹手術 　腹腔鏡下手術
（ロボット支援手術）

腹部を開いて、目で確認しながら 
がんがある臓器やリンパ節を切除
します。

腹部に入れたカメラの映像を見ながら、
鉗
か ん し

子を用いてがんがある臓器やリンパ
節を切除します。
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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。薬を膀胱や尿管に直接注入する「注入療法」
と、点滴で投与する「全身療法」があります。

注入療法
尿道からカテーテル（管）を挿入して、膀胱や尿管内に薬を直接注入し、がんの
再発や浸潤がんへの進展を抑える治療です。多くの場合、内視鏡による切除
治療と併用して行われます。

使われる薬剤　・抗がん剤　・BCG　

全身療法
◦補助的薬物療法（術前補助療法／術後補助療法）
筋層浸潤性がんの患者さんを対象に、手術の前後に補助的に行われる全身的
な治療です。手術の前に行う「術前補助療法」では、がんを小さくして手術の治
療効果を高める狙いがあります。手術のあとに行う「術後補助療法」では、術後
の再発や転移を抑えることを目的に行われます。

使われる薬剤　・抗がん剤　・免疫チェックポイント阻害薬（術後補助療法のみ）

◦治療的薬物療法
全身に広がったがんに対して治療的に行われる薬物療法です。がんの進行を
抑えたり、症状をコントロールすることを目的に行われま
す。

使われる薬剤　・抗がん剤��・免疫チェックポイント阻害薬���
　　　　　　　・抗体-薬物複合体製剤

９ 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「膀胱がん／腎盂・尿管がん」
もっと知ってほしい膀胱がんのこと, p12-15, NPO法人キャンサーネットジャパン, 2015

日本臨床腫瘍学会編：新臨床腫瘍学  改訂第6版, p471-477, 南江堂, 2021
Bajorin DF, et al. N Engl J Med. 2021; 384（22）: 2102-2114

Powles T, et al. N Engl J Med. 2021; 384（12）: 1125-113524



化学療法（細胞障害性抗がん剤）

従来の抗がん剤を使った治療を化学療法といいます。
細胞障害性抗がん剤は、主に細胞が分裂する増殖過程に作用すること
で、がん細胞の増殖を抑える働きがあります。

国立がん研究センター がん情報サービス「膀胱がん／腎盂・尿管がん／薬物療法 もっと詳しく」
後藤百万 他 編：泌尿器科薬剤の考え方、使い方, p108-119, 中外医学社, 2020

がん化学療法ケアガイド第３版, p26, 中山書店, 2020

BCG（結核予防のワクチン製剤）

弱毒化したウシ型結核菌を使った結核予防のワクチン製剤です。詳しい
作用は不明ですが、免疫システムを刺激する働きがあると考えられてお
り、特に悪性度が高い筋層非浸潤性の尿路上皮がんに対する治療薬と
して用いられることがあります。

注入療法

（イメージ図）

（イメージ図）

細胞分裂を
繰り返す

細胞障害性
抗がん剤

がん細胞のがん細胞の
増殖過程に作用増殖過程に作用

がん細胞
増殖を阻止増殖を阻止
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がん免疫療法（免疫チェックポイント阻害薬）

抗体-薬物複合体製剤

がん免疫療法は、もともと体内
に備わっている患者さん自身の 

「免疫」の力を利用して、がん細胞
への攻撃力を高める治療法です。
尿路上皮がんに対しては、「免疫
チェックポイント阻害薬」と呼ば
れる治療薬が使われます。免疫
チェックポイント阻害薬は、免疫
のブレーキ役の部分（免疫チェッ
クポイント）に結合する働きがある
抗体薬で、点滴で投与されます。

特定の分子を標的とする抗体と薬物が、 
リンカーという部分でつながった新しい 
タイプの薬剤です。抗体が、がん細胞 
の表面にある特定の分子と結合すると、 
薬物ががん細胞の内部に入り込み、 
増殖できないように働きます。

国立がん研究センター がん情報サービス「膀胱がん／腎盂・尿管がん／薬物療法 もっと詳しく」
やさしく学べるがん免疫療法のしくみ, p26-29, 羊土社, 2016 

泌尿器外科, 34(11), p1238-1244, 医学図書出版, 2021
Halford. Z, et al. Annals of Pharmacotherapy, Vol.55(6): 772-782. 2021 

Bajorin DF, et al. N Engl J Med. 2021; 384（22）: 2102-2114 
Powles T, et al. N Engl J Med. 2021; 384（12）: 1125-1135

９ 薬物療法について

抗体 - 薬物複合体

抗体

特定の分子
リンカー

薬物
がん細胞

（イメージ図）

（イメージ図）

T

T

T細胞
がん細胞

PD-1

免疫チェック�
ポイント阻害薬��
(抗PD-1抗体)

T

PD-L1

免疫チェックポイント阻害薬
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10 薬物療法の副作用

 ■ 薬物療法による副作用には、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症状を感じたら、医師や看護師、
薬剤師にすぐに相談しましょう。

それぞれの薬剤でみられる副作用は次のようなものがあります。

【BCG】
●  頻尿、排尿痛、血尿、発熱などがあります。まれにBCG(結核）感染、

アレルギー反応、萎縮性膀胱などが起こることがあります。
●  副作用の程度によっては、治療スケジュールや投与量の変更が必要に

なることがあります。

【抗がん剤】
尿路上皮がんの治療で使用される細胞障害性抗がん剤の主な副作用
●  注入療法：頻尿、排尿痛、萎縮膀胱などがあります。

●  全身療法：
骨髄抑制（白血球減少・貧血・血小板減少）、吐き気・嘔吐、腎
機能障害、肝機能障害などがあります。薬剤の種類によって
は、脱毛、血栓症、末梢神経障害などが起こることがありま
す。間質性肺疾患にも注意が必要です。
●  抗がん剤の副作用は、休薬や減量、症状を改善する薬や生活の工夫で

乗り切れるものも少なくありません。詳しいことは、主治医や看護師、薬
剤師にあらかじめ確認しておくとよいでしょう。

国立がん研究センター がん情報サービス「膀胱がん／腎盂・尿管がん」
もっと知ってほしい膀胱がんのこと,  p12-15, NPO法人キャンサーネットジャパン, 2015 27



【抗体-薬物複合体製剤】
尿路上皮がんの治療で使用される薬剤の主な副作用

●  倦怠感、発疹、脱毛、胃腸障害（食欲減退、吐き気、下痢）、手足のしびれ、
視覚障害（かすみ目、角膜炎、ドライアイ）、高血糖などがあります。

●  体調の変化など、気になる症状があれば、医師や看護師、薬剤師に伝え
ましょう。

副作用の対策として、症状を和らげる薬を使用したり、ご自宅で
のセルフケアが役立つことがあります。気になる症状があったら
我慢せず、早めに医師、看護師、薬剤師に伝えてください。

国立がん研究センター がん情報サービス「膀胱がん／腎盂・尿管がん／薬物療法 もっと詳しく」
１）日本臨床腫瘍学会編：新臨床腫瘍学 改訂第6版, p685-687, 南江堂, 2021

Halford. Z, et al. Annals of Pharmacotherapy, Vol.55(6): 772-782. 2021 
Bajorin DF, et al. N Engl J Med. 2021; 384（22）: 2102-2114 

Powles T, et al. N Engl J Med. 2021; 384（12）: 1125-1135

10 薬物療法の副作用

【がん免疫療法（免疫チェックポイント阻害薬）】
免疫力が増強することで、他の薬剤では見られない免疫反応を介した症
状が現れることがあります。
●  特に重大な副作用としては、間質性肺疾患の発症が報告されています。

間質性肺疾患の特徴的な症状は、息切れ、息苦しい、発熱、痰
たん

のない乾
いた咳、疲労などです。

　 そのほか、皮膚障害、 肝・胆・膵障害、胃腸腸害（下痢、大腸炎） 、神経
障害・筋障害、内分泌障害（甲状腺、下垂体、 1型糖尿病）、心筋炎を含
む血管障害などが起こることもあります１）。

●  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。
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 ■ 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。筋層浸潤性膀胱がんでは、薬物療法（抗がん
剤）と併用する「放射線化学療法」が多く検討されます。

●「放射線化学療法」が検討される場合とは
　放射線化学療法は、筋層浸潤性膀胱がんのうち、年齢や全身状態などに
よって膀胱全摘除術が行えない（希望しない）患者さんに検討される治療法で
す。膀胱を温存させる集学的治療の一部として行われることがあります。

●転移したがんの治療
　放射線療法は、骨転移による痛みや不快な症状
を和らげる目的で使われることもあります。

●放射線治療の進め方
　放射線は、体の外から照射します。１回の照射にかかる時間は数分で、痛み
はありません。通常、決められた治療計画に従って一定期間治療を続けます
が、患者さんの状態によっては、照射量を減らしたり、治療期間を短縮するこ
とがあります。治療スケジュールなど詳しいことは、担当の放射線医に確認し
ておくとよいでしょう。

11 放射線療法について

 放射線療法の主な副作用（治療中・治療後）　
◦�皮膚の変化（赤くなる、ヒリヒリする、色素沈着、など）
◦�全身的な症状（疲労感、だるさ、食欲不振、など）　
◦�頻尿、排尿時の痛み、血尿、など
◦�直腸や小腸の出血、下痢、など

国立がん研究センター がん情報サービス「 膀胱がん／腎盂・尿管がん／放射線治療の実際」
日本泌尿器科学会編：膀胱癌診療ガイドライン2019年版, p81-83, 医学図書出版, 2019

後藤百万 他 編：泌尿器科薬剤の考え方、使い方, p108-119, 中外医学社, 2020 29



12 再発した場合について

再発した尿路上皮がんの治療法

膀胱内に再発した場合
➡

 　　　・TURBT（経尿道的膀胱腫瘍切除術）
　　　　・膀胱の全摘除術　・BCG注入療法　  

離れた臓器やリンパ節に再発した場合
➡

　　　　　　　・治療的薬物療法（全身療法）　　　
　　　　　　　・放射線療法（緩和ケア）

 ■ 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。

　再発とは、治療によって消えていたがんが再び見つかることをいいます。　
　たとえば、筋層非浸潤性膀胱がんが膀胱内に再発した「膀胱内再発」では、
TURBTによる再切除が施行されます。病理検査の結果などに基づき、手術に
よる膀胱の摘出やBCG注入療法が施行されることもあります。
　一方、肺や肝臓、骨など、別の臓器やリンパ節にがんが見つかった場合は

「転移再発」となります。転移再発では、全身療法である治療的薬物療法を中
心にがんの進行を抑えることを目指します。骨転移による痛みなどがある場合
は、痛みを和らげるために放射線療法が追加されることもあります。

国立がん研究センター がん情報サービス「膀胱がん／腎盂・尿管がん」
日本泌尿器科学会：膀胱癌診療ガイドライン2019年版, p5,52-53, 医学図書出版, 2019

もっと知ってほしい膀胱がんのこと, NPO法人キャンサーネットジャパン, p16, 201530



 ■ 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に診察を受けましょう。

　尿路上皮がんは、比較的、再発しやすいがんのひとつといわれています。治
療が終了したあとも、医師の指示にしたがって定期的に通院し、診察や検査を
受けるようにしましょう。
　検査では、尿細胞診、血液検査、超音波検査、膀胱鏡検査、画像検査（胸部
X線、CT、MRI検査） などを行って、再発の兆候はないか、術後の経過や腎
機能の状態はどうかなどを確認します。検査の種類や頻度、経過観察の期間
は、がんの進行度や治療法、再発リスクなどによって異なりますので、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
に連絡してください。

13 治療後の経過観察

国立がん研究センター がん情報サービス「膀胱がん／腎盂・尿管がん」
日本泌尿器科学会：膀胱癌診療ガイドライン2019年版, p112-119, 医学図書出版, 2019

日本泌尿器科学会編：腎盂・尿管癌診療ガイドライン2014年版, p54-55, メディカルレビュー社,2014 31



14 日常生活の注意点とアドバイス

 ■ 日常生活を送るうえで注意することはありますか？

ストーマ（人工膀胱）を造設した人は、皮膚を清潔に保ち、 
ストーマ装具のケアの方法を身に着けましょう。

●ストーマ造設後の日常生活について
　ストーマを造設した方は、手術後、尿の排出口が狭くなることがあります。
尿が出てこないなどのトラブルが起きたときには、すぐに医師に相談してくだ
さい。ストーマの周りがくぼむ、突出する、などの変化がないかを注意すること
も大切です。よく見られるトラブルは、ストーマ装具（集尿袋）を貼り付ける皮膚
が赤くなることです。皮膚を清潔に保つため、入浴時に泡立てたせっけんで洗
い、よく乾かしてから装具を貼ります。また、ストーマ装具をしっかり貼れない
ことが、尿漏れの原因になっていることがあるので、正しい装具の使い方を学
びましょう。困ったことがあれば、病院のストーマ専門の看護師に相談するよう
にしましょう。
　
  公益社団法人日本オストミー協会では、オストメイト（人工肛門・人工膀胱保
有者）のためのホームページ（https://www.joa-net.org）を開設しています。
日常生活のアドバイスや、オストメイトに対応しているトイレの検索機能もあり
ますので、参考にされるとよいでしょう。

公益社団法人日本オストミー協会のホームページ
https://www.joa-net.org

国立がん研究センター がん情報サービス「膀胱がん」
小島祥敬 監修：泌尿器がん 術前術後管理のすべて, p117-124, MCメディカ出版, 202132



【身体障害者認定の手続きについて】

◦恒久的なストーマを造設した場合は、身体障害者手帳を取得できます。障害
の程度によって１級または３級、４級に認定されます。

◦障害者手帳が交付されると、ストーマ装具の給付や公共交通機関の割引、
税金の減免などの支援が受けられます。

◦手続きの方法や申請条件、サービスの詳しい内容などは、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ご確認ください。　　　　

2022年7月現在

●日常生活のアドバイス
　治療を終えたあとは、食事や運動で特に制限すべきことはありません。腎
盂・尿管がんの手術で片側の腎臓を摘出した方でも、残ったもう片方の腎臓の
機能に問題がなければ、これまでどおりの生活を続けていただけます。
　また、膀胱の手術後にストーマを造設した方でも、基本的に食べてはいけな
い食品はなく、入浴も可能です。ただし、膀胱の再建手術で回腸導管造設術
または自排尿型新膀胱造設術を受けた方では、腸管の手術を行っているため、
術後の腸

ちょうへいそく
閉塞の予防が大切です。食物繊維を多くとり、便秘にならないように

注意しましょう。
　喫煙は、尿路上皮がんのリスク因子として知られています。これまで喫煙
習慣のある人は、禁煙するようにしてください。

治療後の回復や体調を管理するために、無理のない範囲で 
軽い運動をし、栄養バランスのとれた食事をとりましょう。

国立がん研究センター がん情報サービス「膀胱がん／腎盂・尿管がん／がんとお金」
小島祥敬 監修：泌尿器がん 術前術後管理のすべて, p117, MCメディカ出版, 2021 33
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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（尿路上皮がんの原発部位、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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