膀胱癌：患者さんの手引き
ESMO 診療ガイドラインに基づいた患者さん向け情報
日本語訳版発行にあたり
がん患者さんの最も切実な要望の一つが、ご自身の罹患したがんに関する正確な治療情報を得
ることです。日本癌治療学会では各種学術団体が発刊したがん関連診療ガイドラインの公開、が
ん治療全般に関わる横断的がん治療支持療法に関する診療ガイドラインの策定などを行って参り
ました。一部のがんでは患者さんやそのご家族にわかりやすい「一般向け」の診療ガイドライン
が発刊されていますが、それらが網羅する領域はまだ十分とは言えない状況です。
がん患者さんにとって最も大切な標準治療について分かり易く解説したガイドラインを提供す
る目的で、本学会前理事長の西山正彦先生と当時の欧州臨床腫瘍学会（European Society of
Medical Oncology, ESMO ）会 長 Rolf A. Stahel 先 生が 合 意し 、 「 ESMO/Anticancer
Fund Guides for Patients 日本語訳」を発刊することとなりました。日本と欧州では使用可能
な抗腫瘍薬や手術方法なども若干異なりますが、病態の理解、治療の流れなど患者さんにわかり
やすく解説された診療ガイドラインは大変貴重な情報源となることが期待されます。また、本邦
においてこうした患者さん向けの診療ガイドラインを発刊する後押しともなり、患者さん向けガ
イドラインのあり方についても大変参考になるものと期待しております。本シリーズの翻訳、作
成に多大なるご尽力を頂いた日本癌治療学会理事、教育委員会、編集委員会の皆様をはじめ、ご
支援を下さったすべての皆様に心より感謝申し上げます。
平成 28 年 7 月

日本癌治療学会
理事長 北川雄光

この 度、 ESMO （欧州 臨床 腫瘍 学会 ）の 発行 する “ ESMO Guides for Patients ”を
「ESMO 患者さんの手引き」として日本語訳し、日本の癌患者さんに提供することになりまし
た。
最近の癌治療の発展はめざましく、癌患者さんにとっては数多くの治療法の選択が可能になっ
てきています。患者さんにとっては朗報です。しかし、いっぽうでは大量に発信される情報の中
で、癌に携わる医療従事者と患者さんとの間での知識のギャップが問題になっています。あふれ
かえる情報の中で、癌に対する正確な情報を整理し、自分に最適な治療法を見つけ出すことは本
当に難しいことであろうと思います。このような情報の海の中で迷っている癌患者さんに対する
ガイド役として、この「ESMO 患者さんの手引き」は作成されています。
この手引きは“ESMO/Anticancer Fund Guides for Patients” を、出来るだけ忠実に日
本語訳することにしてあります。ヨーロッパと日本では、保険制度を含む医療事情が若干異なっ
ていますので、この手引きがそのまま日本の患者さんに当てはまらないこともあろうと思います。
もし判断に困ることがありましたら、主治医の先生に直接お聞きいただければと思います。
この手引きが日本の癌患者さんにとって有用な案内役となることを期待しています。
最後に、この手引きの作成に尽力いただいた日本癌治療学会教育委員会、そして編集委員会の先
生方に心から感謝したいと思います。
平成 28 年 7 月 日本癌治療学会
編集委員会委員長 小川修
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膀胱癌：患者さんの手引き
ESMO 診療ガイドラインに基づいた患者さん向け情報
翻訳 慶應義塾大学医学部泌尿器科：
松本一宏、菊地栄次、荻原広一郎、本郷周、大家基嗣

この患者さん用手引きは、患者さんとご家族が、膀胱癌がどのような病気であるかをより
理解し、膀胱癌の状態に応じた最善の治療を受けることができるように、がん克服基金
(Anticancer Fund）により準備されたものです。患者さんには、ご自身の膀胱癌の病状や
病期によって、どのような検査や治療が必要であるかを担当医に聞いていただくことをお勧
めします。ここに掲載されている医学的な情報は欧州臨床腫瘍学会(European Society for
Medical Oncology: ESMO)の膀胱癌のための診療ガイドラインに基づいたものです。この
患者さん用手引きは ESMO の協力のもとで作成され、ESMO の許可のもと配布されていま
す。この手引きは医師により執筆され、専門医向け診療ガイドラインの主要な著者を含む、
ESMO 所属の二名の腫瘍医によって監修を受けています。また、ESMO のがん患者ワーキ
ンググループの代表者にも監修を受けています。

がん克服基金（Anticancer Fund）に関する情報を更に知りたい場合は以下のサイトへア
クセスして下さい： www.anticancerfund.org
欧州臨床腫瘍学会（ESMO）について更に知りたい場合は以下のサイトへアクセスして下さ
い： www.esmo.org

＊が付いた用語に関しては、巻末に注釈があります。

【日本語版を翻訳した日本癌治療学会より注記】
この手引きは欧州臨床腫瘍学会（ESMO）により 2016 年に作成されたものを、ESMO と
の契約に基づき、日本癌治療学会が原文に忠実に日本語に翻訳したものです。
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このテキストは Dr. An Billiau、 Celsus Medical Writing, LLC (Anticancer Fund)により執筆され、Dr.
Svetlana Jezdic (ESMO)、 Pr. Joaquim Bellmunt (ESMO)、Pr. Louis Denis (Stoma-Ilco, Europa
Uomo ： ESMO がん患者ワーキンググループの代理)により監修されています。
今回がはじめての改訂となります。ESMO 診療ガイドラインの過去の改訂版の変更点が反映されています。今
回の初回改訂は Dr. Ana Ugarte (ACF)によってなされ、 Dr. Svetlana Jezdic (ESMO) と Vanessa
Marchesi, PhD (ESMO)により監修されています。
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膀胱癌についてのまとめ
膀胱癌の定義
膀胱の細胞より発生した癌のことです。この手引きでは膀胱の移行上皮とよばれる内腔の上
皮より発生した癌について述べます。他のタイプの膀胱癌も存在しますが、この手引きでは
述べません。
診断
 一般的な膀胱癌の症状は、血尿、排尿時痛、尿が出づらいなど排尿の問題です。しかし
これら症状は膀胱癌に特異的なものではなく、癌以外の疾患でも認められます。膀胱癌
と確認するためには、膀胱や尿道内の腫瘍の有無を調べる膀胱鏡検査が行われます。
 膀胱癌診断や進行の程度を調べる手助けとなる特殊な検査もあります。しかし確定診断
は、腫瘍から採取した組織を用いた病理組織学的検査でしか行うことができません。こ
れにより腫瘍の特徴や膀胱癌のタイプを決定することができます。
病期（ステージ）に応じた治療
 筋層非浸潤癌（ステージ 0a、ステージ 0is、ステージ I）は粘膜内（膀胱内腔の表層）
にとどまっている腫瘍のことです。
o 膀胱鏡検査のあと、腫瘍は経尿道的膀胱腫瘍切除術（TURBT)*にて切除されます。
腫瘍を完全に切除することができれば、治癒が期待できます。
o ときどき再発や進展予防目的の術後補助療法*として、膀胱内注入による化学療法や
免疫療法*が行われます。
o もしこれら治療が効果を示さなかった場合には、膀胱全摘が治療選択肢となります。
 筋層浸潤癌（ステージ II、III）は膀胱の筋層まで浸潤していたり、膀胱周囲の脂肪組織に
まで浸潤している腫瘍のことです。
o 推奨される治療法は膀胱全摘と周囲の臓器の完全または部分切除です。これら手術
アプローチは周囲の臓器を可能なかぎり温存するため、変更することがあります。
o 術前の化学療法または放射線療法が、手術成績を改善させることが知られており推
奨されています。もし患者さんが手術を希望されなかったり、手術が困難な場合に
は 、 放 射 線 単 独 、 aggressive TURBT* 、 放 射 線 治 療 や 化 学 療 法 を 併 用 し た
TURBT*が治療選択肢となりえます。
 進行性・転移性膀胱癌（ステージ IV）は、腫瘍が骨盤壁や腹壁まで浸潤していたり、離
れた臓器にまで広がっている状態です。
o このステージでは手術で根治することができないため、化学療法が推奨されます。
一部の患者さんでは化学療法後の手術や放射線治療により治療効果をえることがあ
ります。
o 放射線治療は痛みや出血の緩和目的に用いることができます。
 再発への治療:
o ビンフルニン療法と支持療法が推奨されます。
o 再発例では、タキサン系やプラチナ系抗癌剤をベースとした化学療法も考慮されま
す。
o 治験への参加なども推奨されます。
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フォローアップ
膀胱癌のステージや再発リスクに応じて、検査スケジュールが組まれます。筋層非浸潤癌の
場合、最初の 2 年は 3－6 ヶ月ごとに、その後は 6－12 ヶ月ごとに受診が必要です（ただ
し医師の指示に従ってください）。
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膀胱癌の定義
本定義はアメリカ国立がん研究所（NCI）の許可を得て引用しています。

膀胱癌とは膀胱組織内に形成された癌のことです。膀胱は尿を貯める臓器です。最も頻度が
高いタイプは、移行上皮癌*です（90％）。このタイプの癌は、通常膀胱内腔を構成してい
る移行上皮*または尿路上皮*と呼ばれる細胞から発生します。その他のタイプとしては、膀
胱内腔の扁平で薄い細胞より発生する扁平上皮癌や、粘液を産生する細胞より発生する腺癌
*があります。それ以外のまれなタイプの膀胱癌も存在します。この手引きでは移行上皮癌
について説明していきます。

男性（左図）と女性（右図）の尿路（腎臓、尿管*、膀胱、尿道*）解剖図を示します。尿は尿細管*で生成され、
腎盂*に集められます。その尿は、腎臓から尿管を通って膀胱へと流れていきます。尿道を通って体外へ排尿さ
れるまで、尿は膀胱に貯められます。
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膀胱癌の頻度は？
2012 年、ヨーロッパでは 151,297 人の患者さんが膀胱癌と診断されました。ヨーロッ
パでは膀胱癌は 5 番目に頻度が高い癌です。
膀胱癌は男性において女性よりも約 5 倍頻度が高いとされています。2012 年には男性で
10 万人中 17.7 人、女性で 3.5 人が膀胱癌に罹患しました。男性では 4 番目に頻度が高く、
女性では 13 番目に頻度が高い癌です。
EU 諸国では、生涯にわたっての男性の膀胱癌罹患率は 1.5 から 2.5％とされています。ベ
ルギーのフランドル地方、マルタ、スペイン、イタリアではさらに罹患率が高く、3.1 から
4.2％とされています。生涯にわたっての女性の膀胱癌罹患率は、1％未満です。
膀胱癌の罹患率は、年齢とともに高くなります。膀胱癌患者さんの 70％は、65 歳以降に
症状が出現しています。
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膀胱癌の原因は？
現在、膀胱癌発癌メカニズムはまだ完全には判明しておりません。多くの発癌因子が同定さ
れていますが、多くの患者さんの発癌においてそれらは関与していないと考えられます。危
険因子*は癌を発生させることがありますが、発癌において必要十分条件ではありません。
危険因子はそれだけでは原因となりえません。
危険因子を持つ人が膀胱癌にならないこともあれば、危険因子を持たないにもかかわらず膀
胱癌になることもあります。
主な膀胱癌の危険因子は以下の通りです:
-

高齢：膀胱癌はよく高齢者に発症します。膀胱癌患者さんの 70％
は、65 歳以降に診断されています。

-

膀胱癌の既住。

-

喫煙：喫煙は膀胱癌の最も重要な危険因子です。4 年以上禁煙す
ることにより、膀胱癌のリスクを低減させることができます。

-

多くの化学物質が膀胱癌発癌の原因として知られています:
o
o
o

o
o

アニリン色素：染織物に含まれる化学物質です。
シクロフォスファミド：癌治療に用いられる化学療法*の薬剤です。
芳香族アミン：芳香族アミンへの暴露は、ペンキ、革、金属、製紙、ゴム工
場の他、トラック運転手、クリーニング屋、歯科技工士、理容師など様々な
職種で起こりえます。暴露後 30 から 50 年経過してから発症するとされて
います。
ヒ素：台湾の水はヒ素濃度が高く、膀胱癌の発症率の高さの原因とされてい
ます。
広防已：ダイエット用のサプリメントや漢方治療にて用いられる漢方薬です。
この漢方薬が間違って混入したダイエット用サプリメントを使用した人に、
膀胱癌が増加したことが知られています。

-

放射線：前立腺*癌治療の際などの電離放射線*への膀胱の暴露が、膀胱癌のリスク
を上昇させると考えられています。

-

いくつかの危険因子は特に扁平上皮癌*という特殊なタイプの膀胱癌において重要で
す。この腫瘍は、膀胱の慢性的な刺激や炎症によって発生します。欧米人における
扁平上皮癌の主な危険因子としては、膀胱機能障害、長期膀胱留置カテーテル*、膀
胱結石、慢性膀胱炎が挙げられます。アフリカや中東では扁平上皮癌の危険因子と
して、この地域に生息するビルハルツ住血吸虫感染が知られています。この微生物
は膀胱に感染し、慢性炎症を引き起こします。

-

糖尿病*：タイプ 2 糖尿病患者さんは、膀胱癌発症率が高くなります。
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他の以下危険因子も膀胱癌発癌に関与していることが疑われていますが、まだエビデンス
（科学的根拠）は確立していません:
-

コーヒー、人工甘味料、アルコール：しかしこれら物質の蓄積が、膀胱癌発癌のリ
スクを上昇させるという明らかな証拠はありません。

-

高濃度のトリハロメタンを含む水道水：これらの化学物質は、塩素消毒の際に生成
されます。いくつかの研究において、このような水道水を長期間摂取することによ
り膀胱癌のリスクが上昇すると示されています。しかし、その証拠は明らかではあ
りません。

-

遺伝：膀胱癌の家族歴がある場合、わずかに膀胱癌の発症率が高くなります。ただ
し、遺伝性欠損遺伝子に伴う膀胱癌は非常にまれです。

-

体重：肥満が膀胱癌の危険因子となると示している研究が一つあります。しかし他
の研究では確認されませんでした。

以下いくつかの因子は、発癌抑制に関与する可能性があります。しかし、まだエビデンスは
確立していません。
-

水分摂取：男性では、水分を多く摂取することにより膀胱癌のリスクを低減させる
かもしれないと提唱されています。しかし研究によって結果はまちまちです。

-

果物、野菜：果物や野菜の摂取することにより、膀胱癌予防効果があるといわれて
います。
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膀胱癌の診断は？
膀胱癌は日常的な体のチェックで発見されたり、特徴的な症状をもとに疑われたりします。
その主な症状は、以下のとおりです:
 血尿：通常痛みはなく、膀胱癌患者の 85％に見られます。
 排尿障害：普段よりも尿の回数が多い（頻尿）、あわてて排尿しなければならない
（尿意切迫）、排尿する時の痛み（排尿時痛）などが起こりえます。
しかし、これらの症状は膀胱癌だけでみられるものではなく、尿路感染症、腎結石、前立腺
肥大症*などの癌以外の疾患でもみられます。
膀胱癌は腎臓からの尿の通り道をふさぐことがあります。その場合、腎臓に尿がたまること
で腎臓の拡張（水腎症）や痛みを引き起こすことがあります。
医師は上記のような症状を確認する以外に、一般的な身体診察や、血球成分や腎機能を測る
ための採血検査も行います。
膀胱癌の診断は以下の検査に基づいて行われます:
1. 身体診察*
身体診察により、膀胱癌やその他の健康的な問題の兆候が
わかります。医師は膀胱腫瘍の大きさや広がりを調べるた
めに、直腸診や女性の場合は内診を行います。
2. 膀胱鏡検査*
膀胱鏡検査は内視鏡を用いた診察です。医師は膀胱や
尿道内の腫瘍の有無を調べるために、尿道*の出口から
光源つきカメラを挿入します。膀胱鏡検査は診察室で
行われ、通常麻酔*は局所麻酔のゼリーで十分です。し
かし時に、全身麻酔*下に双手診を行いながら膀胱鏡検
査を行うこともあります。
膀胱鏡を通して挿入した器具を用いて、腫瘍や疑わし
い箇所から組織を採取します。この検査は生検*と呼び
ます。膀胱癌で間違いない腫瘍に対しては、すみやか
に腫瘍全体を切除します。この処置を経尿道的膀胱腫瘍切除術（TURBT）*と呼び
ます。つまり膀胱鏡検査は膀胱癌治療の第一歩といえます。
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場合によっては、医師は尿管も検査しますが、この検査は尿管鏡検査*といいます。
膀胱鏡を使用して、尿道*から生検を行うこともあります。
3. 尿細胞診*
尿細胞診検査とは、尿中に腫瘍細胞が存在しているの
かを調べる検査です。
4. 病理組織検査*
腫瘍組織を顕微鏡下に調べる検査です。膀胱鏡*を用い
て腫瘍から採取された生検検体に対して行います。病理
組織検査*により膀胱癌との診断が確定し、個々の腫瘍
の特徴が明らかとなります。これにより医師が膀胱癌の
タイプを決定することができます。
もし、膀胱鏡検査の後に手術（たいていは前述の TURBT）*を行う場合には、その
時に手に入れた腫瘍検体を用いて 2 回目の病理組織検査が行われます。初回の生検*
の結果を確認するためにとても重要な検査であり、これにより癌のより正確な情報や
ステージがわかります。
5. 放射線診断*
もし、病理組織検査*で腫瘍が膀胱のより深
い層（筋層）へ進展しているとわかったら、
腫瘍がどの層まで進展しているか、膀胱外の
リンパ節*にまで進展しているかを調べるた
めに放射線診断を行う必要があります。
放射線診断にはステージ分類*という役割が
あり、腹部や骨盤の CT や MRI*が用いられ
ます。2.5%の患者さんでは上部尿路に腫瘍
が同時に存在するため、CT Urogram や経
静脈腎盂造影、逆行性腎盂造影（腎、膀胱、尿管の特殊なレントゲン検査）も行わ
れます。転移の危険が高い患者さんでは胸部 CT*などの追加の検査が行われ、また
腫瘍が骨まで広がっているような症状がある場合には、骨シンチグラフィ検査*を行
うこともあります。
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適切な治療を受けるには何が重要か？
医師は最善の治療法を行う上で、患者さんと癌双方の側面を考慮する必要
があります。

患者さん側の治療方針に関連する情報







性別
既往歴と内服薬
血縁者での膀胱癌の既住
健康状態や症状
身体診察*の結果
血液検査、腎機能、肝機能検査の結果

癌の治療方針に関連する情報


ステージ分類*

医師は癌の進展や患者さんの予後を評価するためにステージ分類を行いますが、その際には
TNM 分類がよく用いられます。腫瘍の大きさと近接組織への浸潤*（T）、リンパ節*への
転移（N）、体の他の部位への転移*もしくは広がり（M）を組み合わせて後に記載してあ
るステージに分類します。
ステージ*は治療について正しい決定をするための基盤といえます。より低いステージでは
予後は良くなります。ステージ分類は臨床検査、放射線診断*、生検*による病理組織検査が
終了した時点で行われます。もし手術が行われるのであれば、2 回目のステージ分類が手術
検体の病理組織検査結果に基づいて行われます。
次の表は膀胱癌のステージを示しています。定義には専門的な用語が含まれるため、詳細は
医師に確認することをおすすめします。
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ステージ

定義 (下の膀胱壁の図を参照)

ステージ 0a

非浸潤性乳頭状がん：粘膜上皮*に限局している腫瘍
平坦な腫瘍（上皮内癌）：粘膜上皮*に限局しているが悪性

ステージ 0is

度が高い腫瘍

カテゴリー
筋層非
浸潤性
膀胱癌

ステージ I

粘膜固有層*まで浸潤している腫瘍)

ステージ II

膀胱の筋肉まで浸潤している腫瘍でさらに 2 つに分類され
る:
T2a: 浸潤が膀胱の筋肉の半分以下
T2b: 浸潤が膀胱の筋肉の半分以上

ステージ III

膀胱周囲の組織まで浸潤している腫瘍。さらに 3 つに分類さ
れる:
T3a: 顕微鏡学的浸潤*
T3b: 肉眼的浸潤*
T4a: 膀胱周囲臓器への浸潤：男性なら前立腺*、女性なら子
宮や膣

筋層浸潤性
膀胱癌

ステージ IV

骨盤壁や腹壁に浸潤している腫瘍、もしくはリンパ節や膀胱
より遠隔の臓器へ転移*している腫瘍

進行性
転移性病変

膀胱壁の層は粘膜*（粘膜上皮*と粘膜固有層*）と筋層で成り立っています。
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生検*の結果

腫瘍生検から得られた検体は病理医によって検査されます。この検査を病理組織検査*と呼
びます。膀胱鏡検査*後に手術を行った場合、病理組織検査は手術で採取した腫瘍やリンパ
節*の検査も含んでいます。このように初回の生検結果を確認することはとても重要であり、
がんのステージのさらなる情報につながります。生検結果は以下のものを含みます:
o

組織学的タイプ*
組織学的タイプとは腫瘍を構成する細胞の種類のことです。90%の膀胱癌は移行
上皮癌*です。この手引きでは移行上皮癌と呼びますが、尿路上皮癌と呼ばれるこ
ともあります。これは移行上皮*から発生した腫瘍です。移行上皮は膀胱伸縮のた
びに形を変えることができるよう多くの層により形成された、膀胱壁の最も内側
にある上皮です。
残りの 10%の多くは扁平上皮癌*と腺癌*であり、それ以外の組織型は極めてまれ
です。

o

悪性度*
悪性度は正常膀胱でみられる上皮細胞と、所見がどの程度異なるかを見ることに
より決められます。異常が強いほど細胞増加や浸潤の傾向が強くなります。膀胱
癌には以下の 4 つの悪性度があります:





乳頭腫：悪性でない細胞から構成される腫瘍。
低悪性度乳頭状尿路腫瘍：悪性でない移行上皮*の厚い層によって構成される
腫瘍。
低悪性度の尿路上皮癌：成長が遅く広がりにくい悪性腫瘍。
高悪性度の尿路上皮癌：成長が早く広がりやすい悪性腫瘍。
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治療の選択肢として何があるの？
前立腺癌の治療計画は、複数の領域の専門家が集まったチームとともに
行われます。チームは通常、多職種ミーティング*あるいはキャンサーボ
ード*という会議を行います。この会議では、上述した膀胱癌の関連情報
に基づいて治療計画が協議されます。
治療は通常、下記の療法を組み合わせて行われます:
 手術療法、放射線療法*、局所化学療法*、局所免疫療法*などの局
所的に作用する治療
 全身化学療法による、体全体に存在する癌細胞に作用する治療
治療の詳細は癌のステージ、腫瘍の特性、患者さんのリスクに応じて決定されます。
以下に記載している治療法は、それぞれに利点、リスク、禁忌*があります。治療結果につ
いて知るために、治療法それぞれの利益、リスクについて医師に相談することをお勧めしま
す。いくつかの治療法においては、選択肢が複数あるものもあります。治療法の選択は、利
益とリスクのバランスに応じて相談していく必要があります。

筋層非浸潤癌（ステージ 0a、ステージ 0is、ステージ I）への治療
これらのステージでは、腫瘍は膀胱壁の表層（粘膜*）に限局し、筋層には浸潤していませ
ん。治療の主たる目標は、TURBT 手術により限局した癌を取り除くことになります。しか
しながら、膀胱への補助療法（膀胱内注入療法と呼びます）を、腫瘍再発および進行のリス
クを抑えるために行うことが推奨されています。
補助療法のタイプは、腫瘍の進行*及び再発*のリスクにより決まります。ステージ 0a およ
びステージ I の患者さんのそれらリスクは、いくつかの腫瘍の特徴を組み合わせたスコアリ
ングシステムにより算出することができます。

膀胱鏡*と経尿道的膀胱腫瘍切除術（TURBT）*
膀胱鏡検査の後、全ての患者さんに TURBT*が行われます。多くの場合では腫瘍は完全
に切除することができ、その場合は TURBT*が最も確実な治療になります。膀胱に直接
薬剤を投与する膀胱内注入療法という追加治療（補助療法*と呼びます）が推奨されるこ
ともあります。補助療法のタイプは、患者さんそれぞれの再発及び進行のリスクの他、
補助療法に伴う副作用への患者さんの耐性も考慮して決定されます。
ハイリスクな腫瘍であった患者さんには、残存腫瘍の有無を確認し、より正確にステー
ジングを行うために、膀胱内注入療法の前か後にセカンド TURBT*が推奨されます。
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膀胱内*化学療法*・膀胱内免疫療法*
再発と進行*のリスクを抑えるため、TURBT*を受けた全ての患者さんには、手術の直後に
単回の膀胱内抗癌剤注入が行われます。ほとんどの場合は、膀胱内に注入する抗癌剤として
マイトマイシン C*が用いられますが、エピルビシン*、ドキソルビシン*も使用されます。
腫瘍再発と進行のリスクが低い患者さんでは、単回の膀胱内注入で治療が完了します。
腫瘍進行のリスクが中程度から高度と考えられた患者さんには、複数回に渡る抗癌剤の
注入療法あるいは BCG*の注入による膀胱内免疫療法がおこなわれます（下記参照）。
抗癌剤と免疫療法のいずれを選択するかは、それぞれの患者さんのリスクに応じて決ま
ります。抗癌剤の注入は１年未満が通例ですが、免疫療法*の場合は最低でも１年は継続
されます。

BCG (Bacillus Calmette-Guérin)*による膀胱内*免疫療法*
リスクが高い患者さんでは、BCG 膀胱内注入療法が推奨されます。BCG は結核予防の
ワクチンです。BCG がどのように膀胱癌へ作用するのかは、あまり解明されておりませ
ん。BCG は、癌細胞を殺すような免疫反応を引き起こすと考えられています。このため、
BCG による治療は免疫療法*としてとらえられています。通常は「導入療法」と呼ばれ
る６週間の治療を最初に受けた後、「維持療法」と呼ばれる治療を最低１年間続けます。
2 年間維持療法を続ける治療計画もあります。

膀胱全摘術*
ステージ 0is、ステージ I で、膀胱内*注入療法*が無効な場合には、膀胱全摘術が勧めら
れます。

筋層浸潤癌（ステージ II、III）への治療計画
このステージでは、腫瘍は膀胱の筋層へと浸潤しているか、あるいは膀胱の壁を越えて、膀
胱周囲の脂肪組織にまで達しています。この場合は膀胱、骨盤内のリンパ節*および膀胱近
傍の臓器を手術により取り除きます。腫瘍の縮小や、画像検査で見えないような小さな転移
性腫瘍への治療、手術の際の癌細胞の転移*のリスクを減少させることを目的として、手術
に先立って化学療法*が行われます。

膀胱全摘術*
筋層浸潤膀胱癌の標準的な治療の一つに膀胱全摘術があります。
男性の場合は膀胱全体と目に見える腫瘍組織だけでなく、尿道*、
前立腺*、精嚢*、尿管*下部、骨盤内リンパ節*も摘出します。女
性の場合は、膀胱全摘の際に膀胱全体と目に見える腫瘍組織の他、
尿道、尿管下部、腟*、子宮*、骨盤内リンパ節を摘出します。
患者さんによっては、この術式を少し変更して、特定の臓器を温
存する場合があります。温存ができるかどうかは、腫瘍の広がり
の程度によるので、個々の患者さんごとに慎重に評価する必要が
あります。
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膀胱全摘術*後は、尿を貯めるという膀胱の機能が失われます。そのため手術の際には尿
路変更*といって、尿管*を新規の尿排出経路につなげる処置を行います。このような新
規の排泄路は尿道*、腹部の皮膚、大腸の末端(直腸 S 状部尿路変更といいます)に造られ
ます。どのような尿路変更になるのかは、腫瘍のステージ、膀胱全摘後に温存できる組
織、患者さんの全身状態、患者さんの趣向など様々な要素で決められます。その他の選
択肢については「治療の副作用*」の項目で後述します。
さらに膀胱全摘術には生殖関連臓器*の摘出も含まれるため、手術により性機能障害*に
なったり、生殖機能*を喪失したりすることがあります（治療の副作用を参照してくださ
い）。

化学療法*
ステージ T2、 T3 の患者さんには、術前化学療法（ネオアジュバント化学療法*）が推
奨されます。膀胱全摘術*あるいは放射線療法*の前に、複数の抗癌剤を組み合わせて投
与します。推奨される組み合わせは、ゲムシタビン*とシスプラチン*（GC）あるいはメ
ソトレキセート*、ビンブラスチン*、ドキソルビシン*、シスプラチン*（MVAC）の 2
種類です。ネオアジュバント化学療法の狙いは、微小な転移*の根絶、腫瘍の縮小、手術
の際に腫瘍細胞が広がってしまうリスクの低減などです。

放射線療法*
放射線単独療法は、膀胱全摘術*のような大手術に耐えられないような
患者さんで検討されることがあります。
また、一定の条件を満たした患者さんに対して適応となる、膀胱温存
療法（後の「臓器温存治療*」参照）の一環として行われることがあり
ます。

臓器温存治療*
臓器温存治療は、膀胱を温存する治療を指します。これは、膀胱全摘
術*を希望されない患者さんや、膀胱全摘術のような大手術に医学的に
耐 え ら れ な い と 考 え ら え る 患 者 さ ん に 提 案 さ れ ま す 。 こ の 治 療 に は 、 aggressive
TURBT*、TURBT*と化学療法*あるいは放射線療法*の併用療法、TURBT*・放射線療
法・化学療法の 3 種併用療法などがあります。最後の 3 種併用療法はトリモダリティ治
療と呼ばれ、推奨されています。
臓器温存治療は、治療適応条件を満たした早期膀胱癌の患者さんに考慮されることもあ
ります。
臓器温存療法の治療後は、生涯を通じて綿密なフォローアップ*が必要です。膀胱鏡*お
よび尿細胞診*で、治療の反応性と腫瘍再発の評価を行います。治療抵抗性あるいは再発
性の腫瘍が検出された時には、可能であれば即時に膀胱全摘術を行います。

進行性・転移性*膀胱癌（ステージ IV）の治療
このステージでは、治療は膀胱壁を越え、骨盤壁あるいは腹壁へと達しているか、多臓器に
及んでいます。手術による腫瘍の完全な摘出は難しく、医学的に適応ではないため、全身に
効果のある化学療法を点滴で行います。
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化学療法*
標準的な抗癌剤の組み合わせは、ゲムシタビン*とシスプラチ
ン*（GC）あるいはメソトレキセート*、ビンブラスチン*、ド
キソルビシン*、シスプラチン*（MVAC）の 2 種類です。
MVAC は、GC に比べて副作用が重くなります。限局的な転
移の（リンパ節*転移はあるが臓器の転移*を有さない）患者さ
んには、高容量 MVAC と、G-CSF と呼ばれる白血球の増殖
因子の併用療法を行うこともあります。G-CSF は、化学療法
への患者さんの耐性を上げる効果があります。
およそ半数の患者さんは、全身状態の不良、腎機能障害、他の疾病などでシスプラチン
の適応となりません。そのような患者さんには、カルボプラチン*・ゲムシタビン*併用
療法（CarboGem）、メソトレキセート*。カルボプラチン*・ビンブラスチン*併用療
法（M-CAVI）、タキサン*系抗癌剤あるいはゲムシタビンの単剤療法などが行われます。
M-CAVI は、CarboGem に比べて僅かに副作用が多いため、CarboGem が推奨される
ことが多いです。
医師は化学療法のサイクル毎に耐容性を評価し、2、3 サイクル置きに診断時と同様の画
像検査で治療反応性を評価します。

全身化学療法後の手術療法*・放射線療法*
化学療法後の膀胱全摘術・リンパ節廓清術*あるいは放射線療法は、局所進行性の限られ
た患者さんに考慮されることがあります。

放射線療法*
放射線療法は出血や疼痛の緩和に有用なことがあります。

再発への治療
遠隔転移に対してプラチナ系をベースとした化学療法を施行後、腫瘍の再発を認め
た際には、ビンフルニン*療法と支持療法が推奨されます。ビンフルニンは、一次化
学療法後、12 か月以内に腫瘍の進行を認めた際に二次化学療法として考慮される薬
です。再発例では、タキサン*系抗癌剤をベースとした化学療法や治験への参加など
も考慮されます。一次化学療法後 12 か月以上経過してから再発を認めた場合は、
プラチナ系をベースとした一次化学療法の再施行が検討されます。

腫瘍による合併症への治療
尿路の閉塞
膀胱癌が尿の流れを止めて、腎臓に尿が溜まることがあります。これは痛みと腎機能障害の
原因となります。癌の進行例、患者さんの全身状態が悪い場合などで膀胱全摘術*が不可能
な場合は、尿路を膀胱から切り離して、体の外へ作り直す処置が行われることがあります。
この処置では、腎臓あるいは尿管*と腹部の皮膚とをつなげます。それぞれ腎瘻（じんろ
う）、尿管皮膚瘻（にょうかんひふろう）と呼ばれます。尿は畜尿バックや皮膚に接着した
プラスチックバッグ（パウチ）に溜めます。
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治療後の副作用の可能性として何があるの？
手術
一般的なリスクと副作用
いくつかのリスクは、全身麻酔*下で行われるあらゆる外科的手術と共通しています。これ
らの合併症はまれですが、静脈内血栓形成、循環器系や呼吸器系の問題、出血、感染、ある
いは麻酔*への反応などが起こりえます。これらの多くは、術前検査により予防することが
できます。
膀胱は局所リンパ節*、大腸の一部、大血管、そして女性生殖器官*とともに骨盤内に位置し
ています。治療効果を得るために必要な外科的切除の範囲によっては、これらの組織のいく
つかは傷害を受けるかもしれません。正確な術前ステージ*診断や画像検査により、このよ
うなリスクを最小限におさえることができます。
骨盤部や腹部のリンパ節*を郭清する際のリンパ管*の傷害や遮断によって、下肢にリンパ液
*が蓄積し浮腫をきたすリンパ浮腫*が生じる可能性があります。これは手術の直後、あるい
は晩期に起こる可能性もあります。

膀胱全摘後の膀胱機能消失
膀胱全摘を行うことにより、膀胱機能は失われます。尿路を変更し、体の内側あるいは外側
に尿を集めるための、いくつかの外科的手術法があります。どの方法を選択するのかについ
ては注意深く評価する必要があり、腫瘍のステージ、行われた手術法、患者さんの全身状態
や患者さんの趣向に基づいて判断されます。様々な方法について以下簡単に提示します。更
なる情報に関しては主治医にたずねていただくことをおすすめします。
同所性新膀胱。 新しい膀胱臓器（新膀胱と呼ばれます）を造る方法です。腸管を用いパウ
チを作成し、尿管*と尿道*の間に留置します。同所性とは、新しい膀胱が元の膀胱と同じ場
所にあることを意味します。このパウチは尿を貯めることができ、そして尿は尿道を通して
排出することができます。
腹部尿路変更。 腹壁の人工の開口部（ストーマ）*に尿管*をつなげる方法です。これは直
接尿管をつなげることもあり、あるいはストーマに尿を導くために小腸を用いることもあり
ます。尿は、皮膚に接着された小さなプラスチック袋（パウチ）に貯められます。また、体
内にパウチを作成し、その尿が体外に自然流出しないようなストーマを作成する方法もあり
ます。この場合、パウチに体外からカテーテル*を挿入することにより、空にすることがで
きます。これは尿禁制型尿路変更*と呼ばれます。
直腸 S 状部尿路変更。 直腸 S 状部と呼ばれる大腸の最端部分に尿管*を連結させる方法で
す。直腸 S 状部は通常、便を保持していますが、尿に対しても同じような機能を持ちます。
尿管と直腸 S 状部の間に小腸の一部を配置する方法もあります。
尿路変更の副作用*や頻度は、尿路変更*のタイプによります。最も頻度の高い合併症はスト
ーマ*部の尿管が狭くなることと、腎臓の感染です。
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性機能障害、生殖機能*消失
男性における根治的膀胱全摘術では尿道*、精嚢*、前立腺*の摘出も行われます。女性にお
いては子宮*、膣*の一部の摘出が行われます。これらの生殖器官*を摘出することにより、
性機能障害*、子供を作る能力の消失、女性においては子供を産む能力を失います。そのよ
うな患者さんに対して、医師は専門のサポート提供者を紹介することができます。

放射線治療*
放射線治療の副作用*は直接標的にしている臓器のみならず、X 線*照射によって避けること
ができない、膀胱近くの健常部の臓器にも生じることがあります。膀胱癌に対する近年の放
射線技術はとても安全で、重篤な合併症発症率は 5%未満です。尿路系への影響としては排
尿時の痛み、尿意切迫感、血尿、排尿途絶、膀胱内壁の潰瘍形成があります。腸管下部への
影響には不快感、下痢、粘血便や、まれですが腸穿孔がありえます。
女性においては、膣が狭くなることが骨盤部の放射線治療で考えられる遅発性影響の一つで
す。
癌治療医はこれらの反応を最大限に予防し、和らげる方法について助言してくれますのでよ
く聞いておきましょう。

膀胱内注入*療法
膀胱内 BCG*注入の主な副作用は膀胱炎*と呼ばれる膀胱の炎症です。最も重篤な副作用は
膀胱壁から細菌が吸収され、血管に入り込んだ結果起こりうる全身感染です。従って本治療
は免疫機能*が低下している患者さんには適応となりません。一般的に膀胱内 BCG 治療の
副作用は対処可能です。
マイトマイシン C*のような化学療法の膀胱内注入は膀胱炎*、アレルギーや皮膚反応のよう
ないくつかの副作用を生ずるかもしれません。

化学療法*
化学療法の副作用*はしばしば起こりますが、近年は適切な対処療法でよくコントロールで
きるようになっています。副作用は投与した薬剤、投与量、個々の患者さんに特異的な素因
にもよります。もし患者さんが過去に他の疾患の既往がある場合には、それに応じていくつ
かの予防処置がとられたり、治療の変更が考慮されるべきです。副作用は直接膀胱へ局所投
与する（膀胱内*薬物治療参照）よりも、全身的に（通常、経静脈的に）投与された際によ
り重く出ます。
以下のリストは膀胱癌に対して最近用いられる化学療法薬剤で起こることが知られている副
作用です。副作用の性質、頻度、重症度は用いる組み合わせごとに様々です。
最も頻度の高い副作用は:





脱毛あるいは毛が薄くなる
貧血*、出血や打ち身、感染を生じる可能性のある血球数の減少
疲労感
むかむかあるいは食傷気味
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膀胱癌に対して用いるひとつあるいはそれ以上の化学療法薬剤でしばしば起こりうる他の副
作用は:











口内炎あるいは潰瘍
味覚変化
下痢
目の異物感、涙目
日光過敏症
腎障害
聴覚障害
化学療法を受ける癌患者さんの子宮の胎児に対する傷害
不妊症
一時的な無月経

時に生じる副作用は:













肝機能の変化
心筋への傷害
手指、足指のしびれやひりひり（末梢神経障害）
便秘
かすみ目
発疹あるいは皮膚の発赤
咳あるいは息切れ
肝臓の変化
皮膚/爪の色の変化
アレルギー反応
点滴/注射部位周囲の炎症
発熱と悪寒

稀な副作用は:
 うつ
 ただれ目
 頭痛
 心拍上昇
 めまい
 高血圧
最後に、いくつかの化学療法薬剤は母乳に含まれる可能性があるため、赤ちゃんには有害と
なる可能性があることは注意するべき点です。
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治療後にどんなことが起き得るのか？
癌患者さんにとって治療が完了した後に治療に関連した症状を経験す
ることはまれではありません。




患者さんは不安、不眠あるいはうつとなり、精神的支援を必要
とするかもしれません。
治療中あるいは治療後、食欲低下、吐き気や全身倦怠感に伴い、
栄養状態に問題が生じるかもしれません。
集中力低下や記憶障害は、全身化学療法（静脈あるいは経口投
与）の際に生じる副作用としてまれではありません。

医師とのフォローアップ*
治療が完了した後のフォローアップには、以下の目的があります:
 治療の副作用を発見、予防。
 再発*の早期発見や、適切な治療の指示。
 医学情報、精神的支援、通常の日常生活への復帰を手助けするために必要な専門的
なサポート提供者への照会。
フォローアップの内容には定期的な外来受診と検査が含まれます。その内容は膀胱癌の悪性
度（グレード）*やステージ*、行われた治療の種類によります。一般的にフォローアップで
は、以下の検査を行います:







前回最終来院時からの、全身の身体的健康や膀胱癌関連症状に関する病歴
再発*を見つけるためや、新規病変の生検を行うための膀胱鏡検査*
上部尿路系の画像検査
尿細胞診*：再発の可能性のある膀胱腫瘍からはがれ落ちた細胞の有無を調べるため
の尿検査
血液検査：血液生化学検査や腎機能
最初の検査で異常所見を示した場合は再度の放射線検査*

一般的に受け入れられているフォローアップのプロトコールはありません。次の記載は推奨
されうるフォローアップスケジュールです:
筋層非浸潤性膀胱癌に対しては再発のリスクをもとに最初の 2 年間は 3-6 ヶ月ごとに、そ
の後は 6-12 ヶ月ごとに、定期的な膀胱鏡検査と尿細胞診。
筋層浸潤性膀胱癌の根治治療である根治的膀胱全摘除術後は尿細胞診、肝機能、腎機能検査
は 2 年間 3-6 ヶ月ごとに、その後は臨床的判断に基づき施行されるべきです。胸部、上部
尿路、腹部、骨盤部の画像検査は再発のリスクに基づいて 2 年間は 3-6 ヶ月ごとに、その
後は臨床的判断に基づき施行されるべきです。
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臓器温存治療が施行された筋層浸潤性膀胱癌患者さんに対しては、導入化学放射線治療に対
する効果を評価する必要があります。その後、根治的膀胱全摘除術を受けた患者さんと同様
のフォローアップスケジュールが推奨されます。ただし 2 年間の 3-6 ヶ月毎の膀胱鏡検査
と尿細胞診さらにランダム生検が必要です。フォローアップの間、晩期副作用や 2 次性発
癌についてモニタリングを継続する必要があります。

正常な生活への復帰
癌をまた発症することを考えると、日常生活への復帰を難しく感じるかもしれません。膀胱
癌に対して知られているいくつかのリスク因子*を除外するアドバイスが必要です。
フォローアップ*受診することにより、患者さんは医学的情報、精神的支援や専門的なサポ
ート提供者への照会を受けることができます。専門的な精神的アドバイスは有意義であり、
さらに患者さんは患者団体や患者さん向けの情報媒体による支援を見つけることができるで
しょう。栄養士は適切な栄養摂取に関してアドバイスを提供するでしょう。ソーシャルワー
カーは効果的なリハビリを提供してくれるような施設を見つける手助けをしてくるでしょう。

癌が再起したらどうなるのでしょうか?
癌を再度発症した場合、それは再発*と呼ばれます。再発の広がり具合により治療方針は決
定しますが、この治療方針はおのおの患者さんごとに注意深く決められるべきです。
臓器温存療法*で治療された患者さんにおいては、残存腫瘍は再ステージングの際に 20%の
症例に見つかります。さらに最初に完全な治療効果を得た患者さんの 20-30%において、
温存した膀胱に新たなあるいは再発の病変が起こりえます。最大 70%の患者さんでは最初
の膀胱鏡検査*での処置後、癌の再発を認めません。しかし 1/4 の症例では後になって追加
の治療（可能であれば全摘）を必要とする新たな病変が出現します。
1 次治療のプラチナ系を含むレジメンが完了した後に進行*を認める転移*性病変を持った患
者さんに対しては、ビンフルニン*による 2 次化学療法が推奨されています。
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用語の説明
BCG／ビーシージー （Bacillus Calmette Guerin）
疾病を生じないよう弱毒化したウシ型結核菌(ビーシージー)のこと。ビーシージーは膀胱癌
の治療において免疫システムを刺激するために溶液で用いられます。また結核*を予防する
ワクチンとしても使用されます。
CT スキャン／コンピューター断層撮影
臓器を X 線*でスキャンしその結果をコンピューターで処理し、臓器の画像を構成する X 線
*撮影。
MRI／磁気共鳴画像診断
医療で用いられる画像診断技術。磁気共鳴を利用しています。しばしば、異なる細胞間のコ
ントラストを際立たせて構造をより鮮明にするために、造影剤が注射されます。
X線
X 線は、物体の内面の画像を撮影する際に用いられる放射線の一種。医療目的では、X 線は
体の内部の画像を得るために、一般的に用いられています。
悪性度
がん細胞に関する顕微鏡観察所見の異常と、増殖および転移速度の予測に基づく、腫瘍につ
いての表現。悪性度の評価法はがんのタイプにより異なります。
アジュバント、補助化学療法
がんにおける補助療法とは、ある治療の最終目標を達成するための手助けをし、その治療効
果を強化する治療です。たとえば、放射線化学療法や化学療法*、がんを根絶するという目
標を達成するために手術の手助けをします。腫瘍学的に異なった機序において、抗原に対す
る免疫機能の応答を活性化するワクチンを加えた薬剤も補助療法となりえます。
移行上皮
多層化した細胞を含んだ組織。これらの細胞は縮んだり伸びたりすることができるため、表
面の細胞の形状が組織の伸展の程度により変化することができる。
移行上皮癌
膀胱、尿管*、あるいは腎盂*(尿を集め、保持し、排出する腎臓の一部分)の内壁の移行上皮
細胞から発生する癌。移行上皮細胞は結合したまま形状を変えたり、伸びたりすることがで
きます。
遺伝性欠損遺伝子
親から子に引き継がれる異常な、あるいは変異した遺伝子。
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エピルビシン
リンパ節*転移を伴う早期の乳癌の治療薬として他剤と併用して使用される薬剤です。その
他の癌への治療にも検討されています。エピルビシンはアントラサイクリン系抗腫瘍性抗生
物質です。エレンスやエピルビシン塩酸塩とも呼ばれます。
カテーテル
体内に挿入できるチューブ。液体やガスを体の外に出したり、あるいは注入するなどいろい
ろな使用法があります。
カルボプラチン
未治療の進行した卵巣がんに対する治療ならびに他の抗がん剤による治療後に再発した卵巣
がんの症状に対する治療に用いられる薬物。また、進行期あるいは転移*または再発*を起こ
した非小細胞肺がんに対する治療薬として他の抗がん剤と併用されることもあり、その他の
がんに対する治療薬としても研究されています。カルボプラチン*は抗がん剤シスプラチン*
に類似した薬物であり使用時の副作用は比較的少ないです。細胞内の DNA に結合する性質
があり、がん細胞を殺傷します。プラチナ化合物の一種です。パラプラチンとも呼ばれます。
化学療法／化学療法の
薬剤により癌細胞を死滅させ、腫瘍の増殖を抑制する癌治療の一種です。これらの薬剤は通
常、患者さんの静脈内へ緩徐に注入されますが、癌の局在によって、直接、手足であったり、
ときには肝臓であったり、経口投与ができるものもあります。
顆粒球コロニー刺激因子／G-CSF （Granulocyte-Colony Stimulating Factor）
好中球（白血球細胞のひとつ）の産生を促進する成長因子。サイトカインの一種で、造血
（血液形成）剤のひとつ。フィルグラスチムやジーシーエスエフと呼ばれます。
禁忌
患者さんへ提示された治療や処置を行えない状態や症状。禁忌には絶対的禁忌と相対的禁忌
があり、絶対的禁忌はこのような状態や症状を有する患者にその治療を決してするべきでな
いということを意味しており、相対的禁忌はこのような状態や症状を有する何人かの患者さ
んに対する利益が危険に勝るということを意味しています。
経尿道的膀胱腫瘍切除術 (TURBT)
尿道より挿入された膀胱鏡*を用いて行われる手術。膀胱癌診断のためや、膀胱内腔に不正
に増殖した組織を（腫瘍が非浸潤性で浅い場合には）切除するために行われます。切除され
た検体は診断のために病理組織検査に送られます。
結核
飛沫感染にてヒトからヒトへと伝播する特殊な種類の細菌によって生じる疾患です。結核菌
は体の多くの部分に感染する可能性がありますが、そのほとんどは肺に感染します。何年間
も症状を呈しないこともありますが、糖尿病*、エイズあるいは癌のように宿主の体調が悪
くなった時に発症することがあります。結核は通常抗生剤で治療、完治することができます。
TB とも呼ばれます。
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顕微鏡的浸潤
顕微鏡下でのみ確認することができる隣接した組織への癌の広がり。
ゲムシタビン
進行性あるいは転移性膵臓癌を治療する目的で用いられる薬剤の活性成分。多剤とともに転
移性乳癌、進行性卵巣癌や進行性あるいは転移性非小細胞肺癌を治療する目的で使用される
こともあります。その他の癌種の治療においても研究されています。ゲムシタビンは細胞の
DNA合成を阻害し、癌細胞を殺傷します。代謝拮抗剤のひとつです。
固有層
固有層は上皮の直下に存在する疎性結合組織からなる薄い層で、上皮とともに粘膜*を構成
しています。粘膜という用語は常に上皮と固有層をまとめたものを指します。
再発
通常は、がんや疾患を認めないか検出できない期間がしばらく続いた後に、再び発生したが
んや疾患（通常、自己免疫疾患）のこと。再発は、最初に発生した（原発）腫瘍と同じ部位
に再発する場合もあれば、別の部位に再発する場合もあります。再発がん、再発性疾患とも
呼ばれます。
腎盂
腎臓の中央の部分。尿はここに集められ、腎臓から膀胱までをつなぐ管である尿管に注がれ
ます。
生検
病理医による検査のために細胞または組織を採取すること。病理医はその組織を顕微鏡で調
べたり、その細胞または組織に対して他の検査を実施したりします。生検の手技には様々な
種類があります。最も一般的なものとしては以下のものがあります：（1）切開生検、組織
のサンプルだけを採取する方法；（2）摘出生検、しこりや疑わしい領域の全体を摘出する
方法；（3）針生検、組織や体液のサンプルを針を用いて採取する方法。太い針を使用する
場合は、コア生検と呼ばれる。細い針を使用する場合は、穿刺吸引生検と呼ばれます。
生殖器官/生殖系
子孫を生産に関する器官。女性においては卵巣、卵管、子宮、子宮頚部、膣を含み。男性に
おいては前立腺、精巣、陰茎を含みます。
シスプラチン
様々な癌の治療に用いられる薬剤。シスプラチンには金属白金が含まれています。DNA 障
害と DNA の分裂を阻害することで癌細胞を死滅させます。シスプラチンはアルキル化剤の
一種です。 プラチノールとも呼ばれます。
集学的検討
異なる専門分野のエキスパートの医師が患者さんの病状や治療選択肢を吟味・検討する治療
計画のアプローチ。がん治療において、集学的検討は腫瘍内科医（薬によるがん治療を行う
）、腫瘍外科医（手術によるがん治療を行う）、放射線腫瘍医（放射線によるがん治療を行
う）が含まれます。腫瘍症例検討会とも呼ばれます。
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診察
病気の一般的な兆候を調べる身体の検査。
(骨)シンチ撮影
癌細胞の存在する部位を含んでいる、体内組織の画像（スキャン）を造る装置。シンチ撮影
は疾患を診断、病期判定、監視するために用いられます。微量の放射能活性を有する化学物
質(放射性核腫)が静脈を通じて注射される、あるいは飲み込まれます。異なった放射性核腫
が血管を通じて異なった器官に移動します。台の上に横たわって、特別なカメラを搭載した
機械が人体の上を動き、放射性核腫によって発せられた放射能のタイプを検知します。コン
ピューターが放射性核腫の増加している部位の画像を作ります。これらの部位は癌細胞を含
んでいる可能性があります。放射性核腫走査とも呼ばれます。
進展
医療において、癌のような疾患が悪化したり体内で広がったりしていくこと。
上皮
「上皮」という用語は、管腔臓器や腺組織を覆い、人体の外表面を構成する細胞のことを指
します。上皮細胞は臓器を保護するまたは包み込む役割を果たし、その多くは粘液やその他
の分泌物を産生します。
人工肛門
手術で作成された体の内側部分から外側への開いた穴。
性機能障害
十分な性交を楽しむことが不可能な状態。性欲、興奮、オルガズム、そして回復などのいく
つかの段階で性活動に影響を与える多種多様の問題を含みます。
精嚢
約 5 センチ長の対になっている管状の腺であり、精管膨大部に付着しています。精嚢は前
立腺の上方に位置しています。精嚢のおのおのは前立腺と連結している管を有しています。
精嚢は精液に含まれる液の大部分を作っています。
腺がん
一部の内臓の内側を覆う細胞から発生するがんのうち、腺と類似の（分泌性の）性質をもつ
もの。
全身麻酔
一時的に感覚を消失させること、またとても深い眠りのように完全に自覚を消失させること。
特殊な薬剤あるいは麻酔薬*と呼ばれる別の物質により引き起こされます。全身麻酔は手術
や他の処置の間、患者さんの痛みを防ぎます。
前立腺
男性生殖器官*の一つの腺。前立腺は膀胱の直下で尿道（膀胱を空にする管）の一部を取り
囲んでいます。また精液の一部を構成する液体を産生します。
Bladder cancer: a guide for patients - Information based on ESMO Clinical Practice Guidelines - v.2016.1

Page 27

This document is provided by the Anticancer Fund with the permission of ESMO.
The information in this document does not replace a medical consultation. It is for personal use only and cannot be modified,
reproduced or disseminated in any way without written permission from ESMO and the Anticancer Fund.

前立腺過形成／BPH（Benign prostatic hyperplasia）
前立腺組織が過形成することにより尿道*や膀胱が圧迫され、尿の流れを遮断している良性
の（非癌性の）病態。前立腺肥大症とも呼ばれます。
臓器温存治療／手術
機能や構造を維持するため、最大限に与えられた臓器を残す手術。臓器を完全に摘出する根
治的手術を受けることができない、あるいは望まない患者さんへ提示されます。
タキサン
細胞分裂を止めることにより、細胞の成長を阻害する薬の一つ。タキサンは微小管（有糸分
裂において染色体の移動を助ける細胞内構造物）を妨害します。がん治療に用いられます。
有糸分裂阻害剤及び微小管阻害薬の一種。
転移
身体のある場所から他の場所へとがんが拡がること。拡がった細胞によって形成される腫瘍
は転移腫瘍や転移と呼ばれます。転移腫瘍は原発の腫瘍とおなじ細胞を含みます。
電離放射線照射
X 線*装置、放射線性物質、宇宙空間から地球に入ってくる放射線やその他の原因によって
生じる（放出される）放射線のひとつの型。高線量で電離放射線照射は細胞内で化学活性を
増加させ、癌を含め健康に危険を生じうる可能性があります。
糖尿病
体内で十分なインスリンが産生されないかインスリンが適切に使用されないために血中のグ
ルコース（糖の一種）濃度が異常に高くなる疾患を指します。
ドキソルビシン
様々な種類のがんの治療に用いられ、臨床研究が行われている薬です。ドキソルビシンは
Streptomyces 属の細菌から分離されます。DNA を破壊し、がん細胞を死滅させる。アン
トラサイクリン抗腫瘍抗生物質の一種です。
内臓の
肺、心臓、消化器系・排泄系・生殖系臓器や循環器など体内の軟部組織である内臓のこと。
肉眼的浸潤
肉眼的に明らかな隣接した組織への癌の広がり。
尿細管
最終的に尿とするためのろ過機能を有する、腎臓の組織内の小さな管。腎臓の基本的な機能
単位である糸球体の一部です。
尿管
腎臓から膀胱まで尿を運ぶ管。
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尿管鏡検査
尿管鏡を用いた腎臓と尿管*の内側の検査法。尿管鏡とは光源と観察のためのレンズを有し
た細長い、管状の器具。疾患の所見を顕微鏡下で確認する目的で組織を採取するための道具
としても用いられます。尿管鏡は尿道から膀胱、尿管*、腎盂*(尿を集め、保持し、排出す
る腎臓の一部分)へ挿入されます。
尿細胞診
病気を検出するために、尿中の細胞を調べる検査。
尿道

膀胱を体の外側につなげている管。男性の場合、尿道は尿と同時に精液も運びます。
尿路変更
尿が体外に出るための新しい経路を造るための外科的処置。大腸へ尿を流す方法、膀胱の尿
を排出するためにカテーテルを使用する方法、腹壁に排出口を作成し体外のバッグに尿を集
める方法などが尿路変更に含まれます。
尿路上皮
腎臓の中央部分である腎盂、尿管*、膀胱、尿道*の内腔の上皮。
粘膜
ある臓器や体腔の湿潤した内壁。 粘膜にある線は粘液を産生します。
微小転移
原発腫瘍から体の他の部分へ広がっているものの、スクリーニングあるいは診断検査で検出
されない少数の癌細胞。
病理医
顕微鏡を使って疾患の細胞や組織を検討する病理組織学*を専門とする医師のこと。
病理組織学
顕微鏡を使った組織*および細胞の研究。
ビンフルニン
膀胱癌のセカンドラインの治療に対する抗癌治療のひとつ。ビンカアルカロイド系の抗癌剤
です。細胞分裂の際、細胞内骨格形成に重要なチューブリンに結合します。癌細胞内でチュ
ーブリンと結合することによってビンフルニンは細胞内骨格の形成を止めて、細胞分裂を抑
制し、癌細胞の増殖を止めます。
ビンブラスチン
進行性ホジキンリンパ腫や進行性精巣胚細胞癌などの癌を治療するため、他の薬剤とともに
用いられる活性型薬剤。その他の癌腫の治療に対しても研究されています。ニチニチソウと
いう植物から抽出されました。その作用機序は、細胞分裂を止めて細胞増殖を抑制すること
により癌細胞を殺します。ビンカアルカオイド系の薬剤であり、抗有糸分裂薬です。
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フォローアップ／経過観察
治療後の患者さんの健康状態を観察すること。臨床研究や臨床試験に参加する被験者の、研
究中また研究後における健康状態の一定期間に渡る追跡も含まれます。
副作用
治療が健康的な組織あるいは器官に影響を与える際に生じる問題のこと。癌治療においてい
くつかの共通する副作用には疲労、疼痛、吐き気、嘔吐、血液細胞数の減少、脱毛や口内炎
などがあります。
扁平上皮細胞がん
体内のがんの進展、特にがんが発生部位から体の他の部位へ転移していないかどうかという
ことを知るために診察や検査を行うこと。最善の治療を計画するために、疾患の病期診断は
とても重要です。
放射線検査
診断と治療の両方のため、体内の臓器や構造、組織を視覚化する画像技術（X 線撮影や超音
波*、コンピュータ断層撮影法*、核医学など）を用いた検査法。
放射線治療
がんの特定の領域を対象としたがん治療に用いられる放射線治療。
膀胱炎
膀胱の炎症。
膀胱鏡検査
膀胱鏡を尿道*より挿入し膀胱、尿道を調べる検査。膀胱鏡とは光源と観察のためのレンズ
を有した細長い、管状の器具。顕微鏡下に病理所見を確認するための組織採取にも用いられ
ます。
膀胱内（治療）

膀胱内治療は膀胱へ直接注入します。
膀胱内注入
ゆっくりあるいは少しずつ膀胱内に液体を注入すること。
マイトマイシンC
抗腫瘍抗体と呼ばれる薬剤群に属する抗癌剤の一つ。
麻酔
可逆的な意識消失状態では、患者さんは痛みを感じませんし、通常の反射も無く、ストレス
への反応も少なくなります。それは麻酔として知られる物質の使用によって、意図的に誘導
されます。麻酔は完全にすることも部分的にすることも出来ます。また、患者さんに対して
るような外科処置をすることが出来るようになります。
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メソトレキセート
いくつかの癌種、関節リウマチや乾癬のような重篤な皮膚病変を治療するために用いる薬。
メソトレキセートは細胞がDNAを合成することを抑制し、癌細胞を殺傷することができま
す。代謝拮抗剤の一つです。アメトプテリン、エムティエックス、リューマトレックスとも
呼ばれています。
免疫治療
癌、感染やその他の疾患と戦うために免疫システムの活性を増大させる、あるいは回復させ
る治療。いくつかの癌の治療によって生じうるある程度の副作用*を減らす目的でも用いら
れます。免疫治療に用いられる薬剤としてはモノクロナール抗体、成長因子やワクチンがあ
ります。これらの薬剤は直接的抗癌効果を有する場合があります。修飾物質療法、生物学的
治療、生物学的療法、BRM 治療とも呼ばれます。
予後
その疾患のたどると思われる結果または経過：回復の見込みまたは再発*の見込みのことで
す。
リスク因子／危険因子／リスクファクター
病気を進行させる機会を増加させるなにかです。がんの危険因子として例を挙げると、年齢
、年齢、特定のがんの家族歴、喫煙習慣、放射線または特定の化学製品への暴露、特定のウ
イルスまたは細菌への感染、ならびに特定の遺伝子変化があります。
良性
がんではないこと。良性腫瘍は増大することがありますが、体の他の部位に拡がることはあ
りません。非悪性とも呼ばれます。
リンパ節
免疫機構において必要不可欠な白血球の一種です。リンパ球には T 細胞、B 細胞、ナチュ
ラルキラー（NK）細胞の大きく 3 つの種類があり、免疫機構において特異的な役割を担い
ます。
リンパ浮腫
余分なリンパ液が組織で堆積し、膨張した状態。もしリンパ管が閉塞、傷害、あるいは手術
で除去された際、腕や下肢に生じる可能性があります。
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