卵巣がん：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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卵巣がん：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産婦人科学教室科：
青木大輔、小林佑介、國富晴子、飯田美穂、野上侑哉、植木有紗

この患者さん用手引きは、患者さんとご家族が、卵巣がんがどのような病気であるかをよ
り理解し、卵巣がん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、ご自身の卵巣がんの病状
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)の卵巣がん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 2014 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 (the Anticancer Fund) により執筆され、Dr.
Svetlana Jezdic (ESMO)、 Dr. Nicoletta Colombo (ESMO)、 Pr. Cristiana Sessa (ESMO) 、 Ruth
Payne (Ovacome UK)により監修されました。
今回が 3 回目の改訂となります。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。改訂
は Dr. Gauthier Bouche (Anticancer Fund) によってなされ、 Dr. Svetlana Jezdic (ESMO) 、 Pr.
Cristiana Sessa (ESMO) 、 Ruth Payne (Ovacome UK)により監修されています。
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卵巣がんの定義
卵巣がんは卵巣組織に発生するがんです。卵巣は、卵細胞(卵)を形成し女性ホルモンを産生
する女性の生殖器官です。卵巣がんは、卵巣表面の細胞(卵巣上皮*)から発生する上皮性卵
巣がん(本稿ではこれを卵巣癌と呼びます)と、卵巣内にある他の組織から発生するがん(非上
皮性卵巣がん)に大別されます。上皮性卵巣がんと非上皮性卵巣がんの両用語で、多様な種
類の卵巣がんをまとめて表します。
最も発生頻度が高い卵巣がんは上皮性卵巣がんであり、原発性卵巣腫瘍の約 90%を占めま
す。発生頻度の低い非上皮性卵巣がんのなかでも、悪性*胚細胞腫瘍および性索間質性腫瘍
の 2 種類は比較的よくみられます。

女性の生殖器(卵巣、卵管、子宮、腟)の解剖図。卵巣は卵子を産生し、女性ホルモンを分泌する臓器です。卵子
は卵管を通って子宮へ移動し、妊娠中胎児は子宮内で発育します。
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卵巣がんの頻度は?
卵巣がんは、女性のがんで 7 番目に多く診断され、世界中の女性のがん関連死の第 7 位と
なっています。
世界における卵巣がんの発生率*には地域差が大きく、発展途上国で発生率が最も低いとさ
れます。EU では、2008 年には推定 45,300 人の女性が卵巣がんと診断されています。
EU の女性で生涯に卵巣がんが発生する確率は 0.64～1.6%です。
卵巣がんと診断される女性の約半数は 60 歳以上です。しかし、若年女性でも、主に胚細胞
腫瘍および性索間質性腫瘍と呼ばれる希少な 2 種類の非上皮性卵巣がんに罹患する可能性
があります。胚細胞腫瘍は一般的に 20 歳台で診断されますが、性索間質性腫瘍は成人女性
でも発生します(成人型顆粒膜細胞腫の診断時平均年齢は 50 歳であり、若年型顆粒膜細胞
腫は 90%が思春期前の女児で発生し、セルトリ*・ライディッヒ*細胞腫は主に 40 歳以下
で発生します。
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卵巣がんの原因は?
今日まで卵巣がんの原因は十分には解明されていません。重要なことは、「卵巣がん」とい
う用語は非常に多種多様な悪性*の卵巣腫瘍を指しており、腫瘍の種類が異なれば、その原
因も同じではないということです。卵巣がんのリスク因子は数多く特定されており、いくつ
かのリスク因子は一部の種類の卵巣がんに特異的にみられます。
しかし多くの症例では、明らかなリスク因子は存在しません。リスク因子はがんの発生リス
クを増加させますが、がんを引き起こすのに必要な条件でもなければ、十分な条件でもあり
ません。リスク因子自体が原因なのではありません。
卵巣がんのリスク因子を 1 つ以上持つ人で卵巣がんが発生せず、卵巣がんのリスク因子を
1 つも持たない人で卵巣がんが発生する場合もあります。
卵巣がん全体の 90%までは散発性卵巣がんです。すなわち、これらの卵巣がんは遺伝的に
受け継がれた遺伝子変異*とは関連しません。
散発性卵巣がんの発生リスクは、生殖年齢にある女性の卵巣で起こる排卵周期の合計数と主
に関連があります。排卵周期とは、月々に卵巣が刺激され、卵子が放出される(排卵)ことで
す。初経*から閉経*まで(いわゆる生殖年齢)に、女性の卵巣で起こる排卵周期の合計数は
「生涯の排卵周期数」に相当します。排卵周期中に卵巣組織が繰り返し刺激を受けることに
より細胞の DNA*損傷リスクが増加し、がんが発生すると考えられています。
ここまでの知見に基づいて、散発性卵巣がんのリスク因子を以下に述べます：
-

老化。年齢を重ねるにつれて卵巣組織内の DNA*の変化
が蓄積し、卵巣がん発生リスクが増加すると考えられます。
全体として、卵巣がんの発生率*は、年齢の上昇にともな
って増加します。卵巣がんと診断される際の平均年齢は約
60 歳であり、発生率は 80 歳以降はわずかに低下します。

-

卵巣がんまたは乳がんの家族歴を有することも、卵巣が
ん発生の別のリスク因子です。卵巣がん患者のおよそ 10%が、卵巣にがんを発生さ
せうる遺伝性の遺伝子変異*を有することが知られています。
遺伝子変異とは、遺伝子の正常な DNA*構造が変化することです。特定の変異によ
り、がんの原因となる遺伝子に欠陥が生じます。卵細胞または精子細胞(これらは胚
細胞と呼ばれます)になる細胞に変異がおこると、この変異は親から子に受け継がれ
ます。上皮性*卵巣がんの特定の種類は、BRCA1 および BRCA2 変異などの一般的
に知られる遺伝子変異と関連しています。これらの変異は乳がんリスクの増加とも
関連しています。
一般に、第 1 度近親者(母親、娘、姉妹)が卵巣がんである女性では、卵巣がんの発
生リスクが 3 倍高いと推定されます。卵巣がんの既往を有する第 1 度近親者が 2 人
以上いる場合は、そのリスクはさらに高くなります。
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アシュケナージ系ユダヤ人女性では卵巣がんの素因となる遺伝性の遺伝子変異を保
有する確率が高いとされています。アシュケナージ系ユダヤ人の卵巣がん患者のお
よそ 40%が BRCA1 および BRCA2 の変異を有するのに対して、卵巣がん女性全
体でこの変異を有する割合はわずか 10%です。
一般に、BRCA1 変異を有する女性では卵巣がん発生の生涯リスクは 26～54%で
あり、BRCA2 変異を有する女性の場合は 10～23%であると推定されます。
-

50 歳未満で発生した乳がんの既往を有する女性、および卵巣がん、乳がん、子宮内
膜がん、結腸がんの家族歴(第 1～2 度近親者)を有する女性も、卵巣がん発生のリス
クが高いとされます。

-

出産した子供の数。未経産婦の卵巣がん発生リスクは経産婦より 2 倍高いとされま
す。生児を 1 人出産するごとに、このリスクは減少します。しかし、生児出産 5 回
以降は、リスクはそれ以上減少しません。妊娠中は排卵が一時的に停止するため、
生涯の排卵周期数が減少し、したがって卵巣がんの発生リスクも低下すると考えら
れます。また、妊娠は、卵巣における前がん状態*細胞の減少を助けると考えられて
います。

-

人種。白人女性では、黒人やヒスパニック系の女性と比較して卵巣がんの発生リス
クが 30～40%高くなります。このような人種間の差について詳細はあまり分かっ
ていません。人種間での出産歴(下記参照)および産婦人科手術歴(下記参照)の頻度の
違いが関与していると考えられます。

卵巣がん発生のリスク減少に関連する因子もあり、以下の通りです：
-

-

-

-

-

頻回の出産歴。上記で説明したように、卵巣がん発生のリスクは生児出産数に伴い
減少し、5 回の出産で影響は最大となります。このリスク減少は、合計排卵周期数
の減少と前がん状態*細胞の減少促進によって説明されます。
授乳には、卵巣がん発生の予防効果があります。これは、
授乳が排卵を抑制し、その結果として生涯の排卵周期数が
減少するためと推定されます。
経口避妊薬は排卵を抑制するため、卵巣がんの発生に対し
て予防効果を有します。経口避妊薬の長期使用によって卵
巣がんの発生リスクは最大 50%減少します。また、予防効
果は避妊薬の最終使用後 30 年間以上持続します。
産婦人科の手術歴。卵管結紮*と子宮摘出*は卵巣がんの発生リスクの減少に関連し
ます。その理由は十分には分かっていませんが、これらの外科的処置により卵巣へ
の血液供給が障害されるため、卵巣機能(排卵)に障害を来し、生涯の排卵周期数が減
少することで、卵巣がん発生のリスクが低下すると考えられます。
卵巣摘出。卵巣の外科的切除により卵巣がんの発生リスクは有意に減少します。
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卵巣がんのリスクの上昇に関連する因子として下記の因子が疑われていますが、そのエビデ
ンスは一貫していません：
-

-

特定の排卵誘発剤*が卵巣がんを引き起こす因子として関与することが示唆されてい
ますが、そのエビデンスは確定的ではありません。
いくつかの研究で、閉経後の女性においてエストロゲン*補充療法*を 10 年以上行
った場合、卵巣がんのリスクが上昇する可能性があると示唆されています。しかし、
このエビデンスには検証が必要です。補充療法を中止すると、そのリスク上昇は減
弱すると考えられます。
陰部へのタルカム・パウダーの使用が、卵巣がん発生に関連することが示唆されて
います。タルクが生殖管を介して卵巣に到達し、卵巣上皮*を刺激するのかもしれな
いと考えられています。しかし、タルカム・パウダーの使用と卵巣がんの関連性に
ついてのエビデンスは一貫していません。
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卵巣がんの診断は?
定期的な健康診断における診察で骨盤*内腫瘤が認められる場合や、特異
的な症状が認められる場合に、卵巣がんが疑われることになります。
卵巣がんの主な症状は腹部の腫瘤と関連があります。その症状は以下の通
りです：







骨盤や腹部の不快感、圧迫感または痛み
腹部膨満または腹部腫大
食事の困難：早期満腹感（すぐに満腹になる）、消化不良*（胃の不
調）
排便習慣の変化、例えば便秘
排尿パターンの変化、例えば排尿回数の増加
性交痛

進行すると上記の症状がさらに顕著になり、下記の症状も現れます：





悪心（嘔気）、食欲不振（食欲の喪失）
腹腔内の体液貯留（腹水*）による腹部膨満感
腹部腫瘤による腸閉塞
肺周囲への体液貯留（胸水*）による息切れ

ただし、これらの症状は卵巣がんに特異的な症状ではなく、様々な非悪性*疾患においても
現れる可能性があります。
悪性*の卵巣腫瘍は、特異的な症状または徴候を引き起こすホルモン物質を産生することが
あります。これは機能性腫瘍と呼ばれ、特に性索間質性腫瘍においてよく見られます。エス
トラジオール*および/またはアンドロゲン*の過剰産生が思春期前の女児の性的早熟(思春期
早発症)を引き起こすことがあります。過剰なエストラジオールは、閉経前の患者さんでは
不規則な月経周期を引き起こし、閉経後の女性では閉経後子宮出血を引き起こします。男性
ホルモンであるテストステロン*の過剰産生は男性化*を引き起こし、コルチゾール*の過剰
産生は体重が増加する、皮膚が薄くなる、過度に発毛する、などの症状を特徴とするクッシ
ンング症候群*を引き起こす場合があります。
診察医が上記の症状について問診するほか、一般的な身体的検査、
および血算値、肝機能、腎機能を評価するため血液検査が行われ
ます。思春期前の若齢女児で卵巣がんが発生した場合は、性腺形
成不全*、すなわち染色体*の変化による先天的な卵巣の発育障害
の可能性があります。これらの患者さんでは、血液検査によって
染色体の数と形、すなわち核型*を同定することが必要となりま
す。
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閉経後の患者さんが卵巣腫瘍の症状および閉経後出血を呈した場合は、子宮鏡検査*(小型カ
メラによる子宮内側の検査)によって子宮内膜増殖症*について確認します。子宮内膜増殖症
とは、子宮の内側の内膜(子宮内膜)が過剰に増殖することを言い、異常な子宮出血を引き起
こす場合があります。
卵巣がんの診断は下記の特定の検査に基づいて行われます。
o

臨床的検査

内診*
一般的な産婦人科検査の一環として、医師が双手診*を
行い、腫瘤の存在、大きさ、周辺組織への癒着の可能性
を評価します。この検査では、産婦人科医は腹部および
腟を介した卵巣の触診を同時に行います。
一般的検査
進行期症例では、腹水*、腸閉塞、胸水*、転移*によるリンパ節*や固形臓器(肝臓など)の
腫大の存在を示す徴候を検索します。


放射線検査
o

経腟超音波断層法検査*
診察医が腟からプローブを挿入し、骨盤*内の臓器を
超音波により画像化する検査です。この検査はあまり
痛みを感じません。超音波画像検査の目的は、卵巣お
よび卵管の腫瘍(付属器腫瘤)の存在を検出すること、
および良性*の病変と精査(病理組織検査)が必要な悪
性*の病変を、腫瘤の外観に基づいて鑑別することで
す。腟より行われる超音波画像検査では、付属器の構
造を極めて良好に描出できます。
骨盤腫瘤に充実成分(液体成分のみではない)、辺縁不整、多くの血管の存在が認めら
れる場合、悪性腫瘍*の疑いがあると判断されます。その場合は経験豊富な超音波検査
技師による検査が必要となります。経腟超音波検査でも腹水*(腹腔内の体液貯留)また
は腹膜*転移*(腹腔を覆う組織である腹膜*への転移)が認められる場合があり、これは
悪性腫瘍を疑う所見です。
その他の画像検査からさらなる情報が得られる可能性もありますが、術前評価では通
常必要とされません。卵巣がん検出における画像検査の目的は、良性*の付属器腫瘤と
病理組織学的精査を必要とする悪性*の腫瘤とを鑑別することにあります。

o

磁気共鳴画像検査*(MRI)
骨盤*の MRI 検査は、特に超音波検査によって良性*または悪性*を確認できなかった
場合に、卵巣腫瘤の種類について追加情報が得られる可能性があります。この検査は
病期分類や治療計画に有用です。
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o

コンピューター断層撮影検査* (CT)
CT 検査によって特定の種類の卵巣がんが疑われる場合があります。CT は病期分類や
治療計画に有用です。

o

陽電子放出断層撮影*-コンピューター断層撮影検査* (PET-CT)
PET-CT は、組織の解剖学的構造および組織内細胞の代謝活性を描出する画像検査法
です。PET-CT は原発巣の検出には推奨されません。代謝活性をもつ腫瘍、すなわち
患者さんの体液の化学的組成の変化を引き起こす物質を分泌する腫瘍の病期分類にお
いて有用です。代謝活性をもつ腫瘍として、卵巣の小細胞がんがあげられます。



腫瘍マーカー*

特定の種類の卵巣がんは、血液検査で測定可能な因子を産生します。これらの因子、いわゆ
る腫瘍マーカーは、卵巣がんの診断確定に有用となります。卵巣がんに特異的な症状や徴候
をもたらす物質が卵巣腫瘍から産生されない限り、これらの物質が認識されることは滅多に
ないという点に注意することが重要となります。したがって、がん抗原 125(CA125)は付
属器腫瘤を疑った際に通常最初に測定される腫瘍マーカーですが、特定の種類の非上皮性卵
巣がんの疑いがある場合は別の腫瘍マーカーが用いられます。一部の腫瘍マーカーは、治療
効果および/または腫瘍再発のモニタリング目的で、治療中または治療後にも測定されます
(「治療後に起こることは？」の章を参照)。腫瘍マーカーが臨床的に有用であるかどうかは、
腫瘍特異的および患者特異的な多くの因子に左右され、個々の患者さんごとに慎重に判断す
る必要があります。
腫瘍マーカーは有用ですが、卵巣がんの診断は基本的に画像検査および病理組織検査の結果
に基づいて行われることに注意することが重要です。
CA125 - 診察医により CA125 タンパク*の血中濃度が測定されます。卵巣がん細胞の多
くは、非悪性細胞よりも高濃度の CA125 を産生します。超音波検査と CA125 測定の結
果を組み合わせた場合、経腟超音波検査のみの場合と比較して、原発性卵巣がんをより正確
に診断できるとされます。CA125 測定の高値は診断を裏付けるが、これだけで診断が決ま
るわけではないことに注意することが重要です。月経、良性*の嚢胞*、子宮筋腫*、骨盤内
炎症性疾患*、腺筋症*、子宮内膜症*、腹膜*炎など様々な良性*疾患においても CA125 は
上昇します。
非上皮性卵巣がんはまれであり、診断確定に苦慮することがあります。腫瘍マーカー*と臨
床所見の評価から、これらの腫瘍の一部が疑われる場合があります。
若年女性に骨盤内腫瘤が認められた場合、年齢を考慮すると胚細胞腫瘍が疑われます。胚細
胞腫瘍を有する患者さんでは、ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン*(hCG)、α-フェトプロテイン
*(AFP)、乳酸脱水素酵素(LDH)の上昇が見られる場合があります。あるいは、すでに腫瘍
の種類の診断が確定されている場合であっても、これらのマーカー*の血中濃度を測定する
ことになります。
アンドロゲン*およびコルチゾール*を分泌し、男性化*またはクッシング症候群*の徴候を示
す卵巣腫瘍では、アンドロゲンおよびコルチゾールが測定されることがあり、これは特に経
過観察中に有用であると考えられます。
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エストラジオール*およびテストステロン*は、顆粒膜細胞腫*(エストラジオール)およびセ
ルトリ*・ライディッヒ*細胞腫(テストステロン)で測定され、経過観察中に有用なマーカー
となる生殖ホルモンです。
インヒビン*は、顆粒膜細胞腫*で分泌されるホルモンで、顆粒膜細胞腫のマーカーとして測
定されます。
ニューロン特異的エノラーゼ(略：NSE)は、いくつかの卵巣神経内分泌*腫瘍の評価に用い
られるタンパク*です。


病理組織学的検査

病理組織学的検査とは、腫瘍細胞に対する臨床検査であり、
卵巣腫瘍の組織を用いて行われます。病理組織学的な所見に
より、卵巣がんの診断が確定され、腫瘍の特性が明らかにな
り、世界保健機構(WHO)によって確立された基準に従って
医師が卵巣がんの組織型*を決定することが可能となります。
病理組織学的検査は、卵巣腫瘍が広がっている、またはその
可能性のある骨盤*または腹部など、その他の臓器の組織を
用いて行われることもあります。これは、手術進行期分類を
決定するプロセスの過程の一つです。進行期分類の決定とは、
卵巣腫瘍が他の臓器への浸潤の程度を決定することをいいます。卵巣がんでは、進行期分類
を決定するため開腹手術*が行われます。開腹手術とは、腹壁を切開し、腹腔および臓器を
調べ、がんが浸潤している(可能性のある)臓器の切除または生検を行う外科的処置のことで
す。
腫瘍の組織型*および病期は、罹患しているがんについての非常に重要な情報となります。
組織型については、本資料の「最適な治療を受けるには何が重要か？」のセクションで説明
しています。
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適切な治療を受けるには何が重要か?
診察医は、最適な治療方法を決定するために、患者さんおよびがんの両者
について多くの側面を考慮する必要があります。この情報は、一部の患者
さんでは、がんの再発*リスクを予測するために使用されます。

患者さんについての関連情報










年齢
成人女性における生殖歴および閉経*状態
思春期前の女児にみられる思春期の状態
卵巣がん、乳がん、その他のがんの家族歴
患者さんの既往歴、既往疾患、治療歴
全般的健康度、特定の身体的愁訴
臨床的検査の結果
血算値、腎機能、肝機能の検査結果
治療効果のモニタリングに重要と思われる腫瘍マーカー*の初期値など、考え得るそ
の他の特定の臨床検査結果

がんについての関連情報
治療の方向性を定めるために重要ながんの情報として、がんの病期、腫瘍の組織型*、腫瘍
の悪性度が挙げられます。一部の腫瘍においては、腫瘍細胞の遺伝子発現プロファイリング
が重要になる場合があります。

進行期（ステージ）の決定
がんの進行期の決定とは、医師ががんの広がり、および患者さんの予後*を評価することで
す。進行期が低いほど予後は良好となります。腫瘍の大きさ、周辺組織への浸潤*、リンパ
節*などへの転移*の有無を検討し、進行期を決定します。進行期の決定は、治療方法につい
て正しい決定を下すために基本となるものです。
卵巣がんでは、進行期の決定のために臨床検査、放射線検査、腹腔内の検索(手術進行期の
決定と呼ばれます)、原発巣の組織および転移の可能性のあるその他の臓器から生検*して得
られた組織の病理組織学的な検査を行います。
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卵巣がんの進行期決定で最も重要な要素は、全身麻酔*下で開
腹手術*を行うことです。このいわゆる「手術進行期の決定」
のため、執刀医は、卵巣がんの局在と広がりを肉眼的に判断
し、腫瘍(および転移の可能性がある腹腔内臓器)から得られた
組織を病理組織学的検査に提出することになります。開腹手
術*は進行期の決定のためだけでなく、執刀医により原発巣お
よび視認できる転移臓器が摘出できることから、初回治療(お
よび症例によっては最終治療)となりうります。進行期は国際産婦人科連合(略：FIGO)のガ
イドラインに基づいて決定されます。執刀医は腹壁を切開し、腹腔および腹腔内臓器におけ
る原発巣の局在および腫瘍の他臓器への広がりの可能性について注意深く調べます。臨床的
検査所見および放射線検査所見も参考にして、主治医は進行期を決定することが出来ます。
執刀医は腫瘍および一部の臓器を摘出したり、がんが広がっているかもしれない臓器をサン
プル生検*(病理組織学的検査に提出するため小さな組織片として切除すること)します。必
要となる治療の正確なプロトコールは、上記の過程で診断した進行期に応じて異なります。
がんの広がりが(組織および生検組織の病理組織学的検査を介して)評価できるとともに、浸
潤していた組織は、これらの過程により摘出されるかもしれません。手術により進行期を決
定する際には以下の手術が含まれます:
- 子宮全摘出術*(子宮の切除)および両側付属期切除術*(卵巣および卵管の切除)、骨盤
および傍大動脈リンパ節*(骨盤*内および大動脈と呼ばれる大きな動脈に並存するリ
ンパ節)の完全郭清または選択的郭清(リンパ節の切除*)、大網部分切除術または大網
全切除術(大網*、すなわち腸管を覆う腹膜*の大きなヒダの切除)、腫瘍が広がってい
るその他の臓器の切除。
- 横隔膜、骨盤*、腹部と大腸の間(結腸傍溝*と呼ばれる)の腹膜（腹部内を覆う膜）か
らの生検*サンプル採取。
- 悪性*細胞の存在を確認するための生理食塩水による腹腔内の洗浄(腹膜*洗浄*とも呼
ばれます)。
- 特定の種類の腫瘍では、虫垂*の切除(虫垂切除術) 。
一部の症例においては、手術による進行期の決定は、開腹手術*ではなく腹腔鏡手術*により
行われることがあります。これが可能かどうかは、患者さんごとに個別に検討する必要があ
ります。
下記の表は、国際産婦人科連合(FIGO)1 のガイドラインに基づく様々な卵巣がんの進行期で
す。定義がいくぶん専門的であるため、詳細な説明は主治医より受けることをお勧めします。

1

2014 年 1 月より、小改変された新しい FIGO 分類の使用が提唱されていますので注意が必要です。しかし、
治療方法の決定は今まで通りにこれまでの分類法に準拠します。FIGO 分類は、今後数年間で徐々に改定される
予定ですが、進行期分類により推奨される治療方法に影響はありません。
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STAGE

定義

Stage I

卵巣内限局発育

Stage IA

腫瘍が一側の卵巣に限局し、がん性腹水がなく、被膜表面への浸潤
や被膜破綻の認められないもの。

Stage IB

腫瘍が両側の卵巣に限局し、がん性腹水がなく、被膜表面への浸潤
や被膜破綻の認められないもの。

Stage IC

腫瘍は一側または両側の卵巣に限局し(IA 期または IB 期)、さらに以
下の要素が一つ以上みられる。被膜表面への浸潤や被膜破綻が認め
られたり、腹水または洗浄液の細胞診にて悪性細胞が認められるも
の:
- 一側または両側の卵巣被膜表面への浸潤。
- 一側または両側の卵巣被膜破綻、もしくは手術中に被膜破綻
が認められる。
- 腹水*に悪性*細胞が含まれる。
- 腹腔*洗浄*液に悪性細胞が含まれる。

Stage II

腫瘍が一側または両側の卵巣に存在し、さらに骨盤内への進展を認
めるもの。

Stage IIA

腫瘍が一側または両側の卵巣に存在し、子宮ならびに/あるいは卵管
に及ぶもの。

Stage IIB

腫瘍が一側または両側の卵巣に存在し、子宮ならびに卵管以外の骨
盤内臓器に進展するもの。

Stage IIC

腫瘍が一側または両側の卵巣に存在し、子宮ならびに/あるいは卵管
に及ぶ(IIA 期)、あるいはその他の骨盤内臓器への伸展(IIB 期)を伴
い、さらに以下の要素が一つ以上みられるもの:
- 一側または両側の卵巣被膜表面への浸潤
- 一側または両側の卵巣被膜破綻、もしくは手術中に被膜破綻
が認められる。
- 腹水*に悪性*細胞が含まれる。
- 腹腔*洗浄*液に悪性細胞が含まれる。
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Stage III

腫瘍が一側または両側の卵巣に存在し、肉眼的には腫瘍は骨盤*内
に限局しているが、病理組織学的検査の所見で、以下の組織のうち
一つ以上への伸展を伴うもの:
- 骨盤外の腹膜*
- 骨盤リンパ節*
- 肝表面
- 小腸または大綱*

Stage IIIA

腫瘍が一側または両側の卵巣に存在する。肉眼的には腫瘍は骨盤*内
に限局しているが、病理組織学的検査にて小腸または腸間膜*、ある
いは骨盤外の腹膜*(大綱*など)に顕微鏡レベルで腫瘍が増殖してい
るもの。リンパ節*への転移は見られない。

Stage IIIB

腫瘍が一側または両側の卵巣に存在する。骨盤外の腹膜*生検*によ
る病理組織学的検査で、直径 2cm 以下の転移*が認められるもの。
リンパ節*への腫瘍の広がりは見られない。

Stage IIIC

腫瘍が一側または両側の卵巣に存在する。腫瘍の増殖が直径 2cm
を超える腹膜*への転移*が認められるもの、ならびに/あるいは骨盤
*内のリンパ節*への転移が見られるもの。

Stage IV

腫瘍は一側または両側の卵巣に存在し、さらに以下が認められるも
の
- 肝臓の深部組織への転移*（実質転移）
- 骨盤*外の遠隔臓器への転移
- 肺周囲の貯留液（胸水*）に悪性*細胞が含まれる。
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腫瘍組織の検査結果
手術により切除された腫瘍標本は病理医*が検査室で調
べます。この検査は病理組織学的検査と呼ばれます。
腫瘍組織の病理組織学的検査によって、がんについての
重要な情報が得られます。すなわち、腫瘍組織の検査結
果には組織型および悪性度が含まれます。
ある種の腫瘍は、免疫組織化学染色と呼ばれる特定の臨
床検査手法によって腫瘍組織内で同定することが可能な
特徴的なタンパク*を産生します。一部の種類の卵巣が
んにおいては、このような手術標本の追加的な検査が腫
瘍の組織型の同定に役立ちます。

 組織型*
腫瘍の組織型とは、腫瘍を構成する細胞の種類を指します。組織型は世界保健機構(WHO)
によって確立された基準に従って分類されます。
悪性*卵巣腫瘍の約 90%は、卵巣上皮*または卵管外側の上皮から発生し、「上皮性卵巣が
ん」または「卵巣癌」と呼ばれます。
卵巣がんの約 10%は上皮以外の卵巣組織由来であり、「非上皮性卵巣がん」と呼ばれます。
上皮性卵巣がんおよび非上皮性卵巣がんはともに、異なる種類の腫瘍からなるグループを構
成します。これらの 2 つのグループについて、以下に別々に述べます。
卵巣がんにあるタイプの悪性細胞が腹膜*に認められた場合は、卵巣原発とみなします。

卵巣癌または 上皮性卵巣がん
卵巣癌ではいくつかの組織型*が知られており、それぞれ発生(発がん)過程が異なる別の病
態です。それぞれの組織型は、予後*を反映する 3 つのカテゴリーのいずれかに分類されま
す:
-

良性*腫瘍は非悪性細胞で構成されます。サイズが大きくなることもありますが、他の
臓器には広がりません。

-

悪性*腫瘍はがん細胞で構成されます。制限なく増殖し、周囲組織に浸潤してこれらを
破壊し、他の臓器にも広がります(転移*)。

-

境界悪性腫瘍*は、良性*でも悪性*でもないと判断される細胞で構成されますが、どち
らかといえば悪性の可能性は低いとみられます。このカテゴリーは中等度悪性腫瘍*、
低悪性度腫瘍あるいは異型増殖性腫瘍としても知られています。境界悪性腫瘍は、通
常は漿液性がんであり、粘液性がんである頻度は低く、類内膜がんは稀れです。

上皮性卵巣がんの 6 つの主な組織型*を以下に述べます。各組織型およびそれぞれの亜型の
定義は非常に専門的であるため、詳細な情報については医師に相談することが望ましいです。
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-

漿液性癌は欧米諸国では全卵巣癌の約 80～85%を占めます。漿液性癌の大部分は高
悪性度で、低悪性度の漿液性癌はまれです。FIGO 分類での III、IV 期の卵巣癌のおよそ
95%が漿液性癌である一方、I 期の漿液性癌は非常にまれです。低悪性度の漿液性癌と
高悪性度の漿液性癌は、異なる種類の腫瘍であると考えられています。

-

類内膜癌は全卵巣癌の約 10%を占めます。類内膜癌の大部分が FIGO 分類の I 期また
は II 期です。

-

明細胞癌は全卵巣癌のおよそ 5%を占め、日本人の女性にのみよく見られます。明細
胞癌の大部分は FIGO 分類の I 期または II 期であり、FIGO 分類 I 期の腫瘍のなかでは
最も高頻度に見られる腫瘍です。

-

粘液性癌には 2 つの亜型があります。腸型の粘液性腫瘍が最も高頻度に見られます。
内頸部型(漿液粘性またはミュラー管型)粘液性腫瘍は多くは境界悪性腫瘍*であり漿液
性境界悪性腫瘍と類似しています。

-

移行上皮癌もみられることがあり、大部分は漿液性癌と類似する組織学的特徴を持つ
高悪性度の腫瘍です。

-

扁平上皮癌

以上の 6 つの主な組織型*の他にも、下記の卵巣癌があります:
-

高悪性度の漿液性癌と類似した挙動を示す未分化癌。

非上皮性卵巣がん
非上皮性卵巣がんも様々な種類の悪性*腫瘍により構成されます。特徴として非上皮性卵巣
がんはいずれもその発生頻度が低いことがあります。主に 6 つの組織型が知られており、
それぞれの組織型にはしばしばいくつかの異なる亜型が存在します。分類のおおまかなまと
めを以下に述べます。各組織型、特にそれぞれの亜型の定義については、非常に専門的であ
るため、詳細な情報については医師に相談することが望ましいです。
-

胚細胞腫瘍は卵巣内の卵細胞から発生します。全体として胚細胞腫瘍は卵巣腫瘍の
5%に相当しますが、思春期前の女児で診断される悪性*卵巣腫瘍のなかでは 75%以上
を占めます。異なる数種類の胚細胞腫瘍が知られています。各亜型間の違いは非常に
専門的であるため、詳細な情報については医師に相談することが望ましいです。

皮様*嚢腫*(または成熟嚢胞性奇形腫*)は胚細胞腫瘍の 1 つの亜型であり、全卵巣腫瘍
の 20%を占めますが、通常は良性*です*。
-

性索間質性腫瘍は、卵巣の間質(卵巣構造を支える軟組織)または性索(生殖器の発生過
程でライディッヒ細胞*、セルトリ細胞*、顆粒膜細胞*および莢膜細胞*などの特異的
な種類の細胞を生み出す構造)から発生します。
性索間質性腫瘍は全卵巣腫瘍の 5%、全卵巣悪性*腫瘍の 7%を占めます。おおくは成
人女性に発生します。性索間質性腫瘍は、通常ホルモン物質を産生し、男性化*などの
特異的な臨床症状、あるいは不規則な性器出血や閉経後出血の原因となる子宮内膜増殖
症*をもたらします。
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数種類の性索間質性腫瘍が知られています。各亜型間の違いは専門的であるため、詳細
な情報については医師に相談することが望ましいです。

性索間質性腫瘍のなかで最も多く見られる悪性*腫瘍は顆粒膜細胞腫*です。この腫瘍は、
成人でも起こりえますが、若年すなわち 20 歳以下の若年女性で最も高頻度に発生しま
す。この年齢層での患者さんは、性的早熟(思春期早発症)の徴候を呈することが多いで
す。
性索間質性腫瘍では、CD99*、メラン A*(成人型)、α-インヒビン、およびカルレチ
ニン*(成人型および若年型)タンパク*が腫瘍組織内で発現していることが多いため、こ
れらの腫瘍とその他の種類の卵巣がんを鑑別するには、免疫組織化学染色*が役立つ可
能性があります。
セルトリ細胞腫*、ライディッヒ細胞腫*、セルトリ・ライディッヒ細胞腫は、通常男性
ホルモンを分泌する性索間質性腫瘍の亜型です。ライディッヒ細胞腫(門細胞腫とも呼
ばれます)は良性*であり、通常はアンドロゲン*を分泌するため男性化*を呈します。セ
ルトリ・ライディッヒ細胞腫も若年患者に見られ、ホルモンを分泌します。
これらの腫瘍でも、特定のタンパク*、すなわちα-インヒビンおよび低分子量サイトケ
ラチンが発現していることが多いため、免疫組織化学染色*が同定に役立つ可能性があ
ります。
-

癌肉腫* は全卵巣腫瘍の 2～4%を占め、通常卵巣上皮*および卵巣の間質から発生す
る悪性*細胞で構成されます。

-

小細胞および神経内分泌*腫瘍は、その特徴として、通常よりも小型な細胞で構成され
ています。卵巣の神経内分泌腫瘍は、通常は内分泌系および神経系*の細胞で構成され
ています。
このカテゴリーに属する腫瘍にも各種亜型が存在し、このカテゴリーで全卵巣がんの約
1%を占めます。それぞれの亜型は特徴的な臨床像を示します。このタイプの腫瘍の発
生頻度はまれですが、大部分が悪性度が高く、特に FIGO 分類 I 期をこえる症例の悪性
度が高いです。各種亜型の違いは非常に専門的であるため、詳細な情報については医師
に相談することが望ましいです。

-

皮様*嚢腫*/奇形腫*内で発生する扁平上皮がん*は、皮様嚢腫から発生する悪性*腫瘍
です。いわゆるこの「悪性転化」の頻度は低く、皮様嚢腫の 1～2%にしか見られませ
ん。通常、閉経後の女性に認められ、大きくなった腫瘍が不快症状を引き起こすか、
腫瘍がねじれる(捻転)ことによって痛みが現れた際に診断され、多くは進行がんの状態
です。皮様嚢腫の疑いで手術を受けた後に、この診断が下されることもあります。

-

悪性卵巣甲状腺腫(または甲状腺腫性カルチノイド)は奇形腫*から発生する悪性*腫瘍で
あり、甲状腺で発見される組織が 50%以上を占めます。悪性卵巣甲状腺腫の発現頻度
は非常に低く、通常は 50～60 歳の女性において偶然に発見され診断されます。転移
*することはまれです。ごく稀に甲状腺原発悪性腫瘍の卵巣転移が発生することがある
ため、甲状腺腫性カルチノイドと診断する際には、この可能性を鑑別する必要があり
ます。
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 悪性度
悪性*腫瘍のいわゆる悪性度は、細胞異型および/または腫瘍の構造異型を反映し、腫瘍の増
殖速度および浸潤*の程度についての指標となります。
卵巣がんでは、非常に多くの悪性度の分類が使用されています。分類は腫瘍の組織型*によ
り異なることがあります。数(通常 1～3)および形容詞(低い、または高い)は、その悪性度に
起因して決まります。一般的な法則では、悪性度が低いほど予後*は良好となります。
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治療の選択肢として何があるの?
卵巣がんの治療法は、多職種の医療従事者から構成される連携チーム
によって計画されます。集学的検討*やがん症例検討会などと呼ばれ、
異なる分野の複数の専門家たちが集まり、前述したような適切な情報
をもとに、治療計画について議論します。
卵巣がんの治療法は、通常、手術療法と化学療法*（体内に存在するが
ん細胞に作用する）の組み合わせによって構成されますが、それぞれ
の患者さんの病気の進行期やがんの特徴、再発の危険性に基づいて決
定されます。後述する治療法はそれぞれに長所、危険性、禁忌*が存在
します。各治療法の利益や危険性について主治医の先生に尋ねること
をお勧めします。治療法によっては複数の選択肢が存在するため、
各々のメリットとデメリットのバランスに基づいて治療法を決定するほうがよいでしょう。
一般的な卵巣がんの治療は、後述する標準治療に沿って行われます。しかしながら、卵巣が
んの種類は多様で、非上皮性卵巣がんのあるタイプでは、推奨される治療法が異なります。
ほとんどの非上皮性卵巣がんが大変珍しい腫瘍であることから、限られた症例数の臨床経験
をもとに現時点で推奨される治療法が記載されていることをご了承ください。
標準治療のほかに、臨床試験*に参加することも選択肢の１つで、全ての進行期の患者さん
に参加していただくことができます。臨床試験とは、新たな治療法や治療戦略がもたらし得
る利益と危険性について知見を得るために行われます。参加を希望する場合は、主治医の先
生と現在実施されている臨床試験について話し合うことをお勧めします。

卵巣がんの標準治療
初期病変の治療法（FIGO

I 期および IIA 期）

この進行期は、がんが卵巣内にとどまっている（I 期）もしくは卵巣・卵管・子宮にとどま
っている（ⅡA 期）状態を指します。
病気が骨盤*の外には進展していないため、主たる治療目標はがん並びにがんに侵されてい
る臓器を手術で摘出することです。しかしながら、再発や進行の危険性が高い場合には、そ
の危険性を下げるための追加治療（補助的*化学療法*と呼ばれます）が推奨されます。
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手術療法
初期の卵巣がんにおける治療の第一段階（場合によっては最終段
階）は、がんとそれに侵された臓器を手術で摘出することで、卵
巣がんの正確な診断に必要な要素である進行期の決定プロセスの
一環として行われます（“卵巣がんの診断方法は？”の章をご参
照ください）。すなわち、全身麻酔*で開復手術*を行い、執刀医
が視覚的に卵巣がんの存在とその広がりを判断して、がんの進行
期を決定します。その進行期に基づいて、執刀医は標準的な手術
を遂行します。手術は、がんの局所的な治療に相当するだけでな
く、摘出された組織を病理学的に評価するために用いられます。
外科的病期分類で初期卵巣がんと確認された場合、執刀医は以下の臓器を摘出します：




子宮摘出*
両側の付属器（卵巣と卵管）摘出*
大網（腸管に沿って折りたたまれている臓器）摘出

これらに加えて、ステージングの過程として、全腹腔内が以下のように評価されます：




骨盤及び傍大動脈*領域の後腹膜腔の評価
腹膜*の生検*（腹腔内を覆う膜）
腹腔*内の洗浄*（生理食塩水を用いて腹腔内を洗浄し、悪性*細胞の存在を評価しま
す）

患者さんの状況によっては、妊孕性温存手術を行うことも可能です。これは片側の卵巣
と卵管、子宮を温存する術式を指し、妊娠・出産の選択肢を残したい患者さんにおいて
検討されます。ただし、外科的病気分類が包括的に行われ、残される臓器が健全であり、
適切にカウンンセリングされた場合に限られます。胚細胞がんのように、卵巣がんの特
定のタイプでは、妊孕性温存手術が唯一の治療法である場合もあります。

補助的*化学療法*
1 期の卵巣がんでは、Grade が再発*リスクの最も重要な指
標と成ります。
 低リスク: Stage IA 、 IB, Grade 1
 中等度リスク: Stage IA、 IB、Grade 2
 高 リ ス ク : Stage IA ・ Grade 3 ； Stage IC ・
Grade 1, 2, 3； Stage IB・Grade 2, 3；明細胞腺が
ん
再発リスクを決定するその他の臨床的要素は:




術前・術中におけるがんの破裂
両側の卵巣にがんが存在すること
がんが出現した年齢
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したがって、外科的進行期や病理学的評価から中等度リスクや高リスクの要素があると
診断された患者さんにおいては、カルボプラチン*という薬剤を用いた点滴による化学療
法*を 6 サイクル実施することが勧められています。補助*的化学療法を行うことで、再
発や進行のリスクが抑えられる可能性があります。

進行病変の治療法（FIGO stage IIB から IIIC)
この進行期では、がんが子宮や卵管以外の骨盤組織に広がった状態、あるいは上腹部臓器や
遠隔転移を来した状態を指します。がんが著明に広がっているため、外科的に全てのがんを
取り除くことは困難または不可能です。したがって、治療の第一段階の目標は最大限にがん
を外科的に切除し、その後残存しているがん細胞に対しては化学療法によって治療を行うこ
とです。化学療法は静脈内に投与されるため、全身のがん細胞に作用します。最近では、が
んの広がりを抑え手術で最大限がんを取り除けるよう、術前に化学療法の一部が投与される
ことが多くなっています。

腫瘍減量術*
卵巣がんが疑われるすべての患者さんに共通して行われる開腹*手術によって、正確な進
行期が決定されます。それにより、進行した状態であることが確認された場合、肉眼で
見える全ての腫瘍をできるだけ摘出し残らないようにすることを目標に、初回手術療法
が行われます。この手法は最大限の（あるいは最適な）腫瘍減量術と呼ばれることもあ
ります。
手術の大きさや執刀医が最適な腫瘍減量を目指せるか否かは、各患者の進行期に依存し
ます。この治療法の目標は、出来る限り腫瘍を摘出することであり、最適な腫瘍減量と
いう用語は、残存腫瘍がない状態を指します。
「子宮摘出術＋両側付属器摘出術*＋大網切除術＋リンパ節廓清術*＋腹腔内洗浄*」を基
本術式とし、これに加えて腹膜*や肝臓、膵臓、胃、胆のう、膵臓、腸や膀胱などの部分
切除を行うこともあります。
最適な腫瘍減量術が不可能で、術後の化学療法*に反応するか安定した状態であれば、い
わゆる治療途中の腫瘍減量術*が検討されます。これは、化学療法を 3 サイクル行った後
に腫瘍減量術を行い、その後再度 3 サイクルの化学療法を行う治療法を指します。近年
この手法は広く受け入れられ、特に広範囲ながんの播種がある場合にはこの選択肢が提
示される機会が増えてきています。

化学療法*
進行した卵巣がんの場合は、初回の腫瘍減量術後にプラチナ製剤*を含む化学療法、具体
的にはカルボプラチン*とパクリタキセル*の組み合わせを経静脈的に 6 サイクル投与す
る治療法が標準的な治療法です。がんの広がりが著明な患者さんでは、術前に 3 サイク
ルの化学療法を行うことで腫瘍を縮小させ、手術後に残りの 3 サイクルを行うこともあ
ります。パクリタキセルに対してアレルギー症状を示したり、副作用等で耐えられない
場合は、代替案としてドセタキセルとカルボプラチンの組み合わせや、ペグ化リポソー
ムドキソルビシン*とカルボプラチンの組み合わせが用いられることもあります。
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米国では、手術で腫瘍を完全に、もしくは殆ど摘出できた患者さんを対象に、おなかの
中に抗がん剤を入れる腹腔内化学療法を行うほうがよいと提案されています。しかし欧
州では、腹腔内と経静脈*の化学療法の組み合わせは標準療法としては認められていませ
ん。

分子標的治療*
ベバシズマブ*とは、「血管内皮増殖因子*（VEGF）」というタンパクに結合する抗体*
薬です。VEGF とは、がんが広がる際に必要な新しい血管を作るための物質で、卵巣が
んの細胞はこれを多量に生産することが知られています。ベバシズマブによって VEGF
を阻害することで、腫瘍形成を抑えることが期待できます。
Ⅲ期の卵巣がんで腫瘍減量術後に 1cm 以上のがんが残存している患者さん、もしくはⅣ
期の患者さんに対しては、化学療法にベバシズマブを加える治療法も選択肢の 1 つとし
て勧められることがあります。ベバシズマブはパクリタキセルおよびカルボプラチン投
与時、そして、その後は単独で１年間投与されます。

転移*性病変の治療法(FIGO stage IV)
Ⅳ期と診断される患者さんは、卵巣がん全体の約 15%です。前項の「進行病変の治療法」
での説明と同様、この進行期に対しても腫瘍減量術を行った後、6 サイクルのパクリタ
キセルとプラチナ製剤併用の化学療法*を行います。パクリタキセルに対してアレルギー
症状を示したり、副作用等で耐えられない場合は、代替案としてドセタキセルとカルボ
プラチンの組み合わせや、ペグ化リポソームドキソルビシン*とカルボプラチンの組み合
わせが用いられることもあります。ベバシズマブを加えることも可能で、前項の説明に
準じます。

非上皮性卵巣がんのタイプ別治療法の詳細
胚細胞腫瘍
胚細胞腫瘍の約 3 分の 2 はⅠ期で診断されます。Ⅰ期の場合、妊孕性温存手術が一般的に
勧められ、卵巣がんの基本術式である子宮や両側付属器の摘出やリンパ節廓清は適用されま
せん。その主な理由としては、再発した際に行う化学療法が非常によく効くためです。した
がって、再発リスクの低いⅠ期の胚細胞腫瘍（悪性）に対しては、術後化学療法は推奨され
ません。
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進行した病変の場合は、腫瘍減量術*が行われたのち、ブレオマイシン*＋エトポシド*＋シ
スプラチンの BEP 療法が標準的な治療法です。BEP 療法は 3 週間に 1 回の投与を行いま
す（1 サイクル）。サイクル数に関する一定した見解はありませんが、手術で完全に取り切
れた場合には、通常合計 3 サイクルで終了します。一方、手術で完全に取り切れなかった
場合には、4-5 サイクル適切と考えられます（この際、4 サイクル目以降は肺毒性の危険
性を減らすためにブレオマイシンを除く 2 剤で行います）。胚細胞腫瘍は抗がん剤に感受
性があるため、進行した病変に対しても妊孕性温存手術が可能です。一方で、年齢が閉経後
や高齢の女性においては、標準治療に従います。
胚細胞腫瘍の中でも、比較的進行が速いタイプの「内胚葉洞腫瘍」の場合、ⅠA 期を除き、
術後化学療法が推奨されます。ⅠA 期の患者さんにおいては、血液中の腫瘍マーカーである
αフェトプロテイン*（AFP）の変動を見ながら定期的な経過観察を行います。

性器索間質腫瘍
若年者で性器索間質腫瘍が見つかった場合、腫瘍が限局していれば、妊孕性温存手術が考慮
できるので、病期決定のために必要なすべての検査を施行することは推奨されません。
性器索間質腫瘍のほとんどがⅠ期で診断されるため、その場合、術後補助療法*は推奨され
ません。しかしながら、ⅠC 期や高分化型（グレード 3）の腫瘍の場合、プラチナ製剤を含
む術後化学療法を推奨する医師もいます。最もよく用いられる化学療法は BEP 療法（ブレ
オマイシン*＋エトポシド*＋シスプラチン）ですが、その他の組み合わせを用いることも可
能です。
再発の危険性が高い顆粒膜細胞腫*については、ブレオマイシン*＋エトポシド＋シスプラチ
ン、またはカルボプラチン＋パクリタキセルによる補助化学療法*が適用されます。
セルトリ-ライディッヒ細胞腫については、Ⅰ期であっても、高悪性度（グレード 3）であ
るか、病理医によって異所性成分が報告された場合には、補助化学療法が検討されます。
進行した病変の治療については、卵巣がんの一般的な治療ガイドラインが適用されます。実
行可能であれば、顆粒膜細胞腫の転移性あるいは再発病変の最も有効な治療法は腫瘍減量術
*です。また、進行した病変に対しては、プラチナ製剤を含む化学療法が現段階では用いら
れています。

癌肉腫*
全ての癌肉腫は、Ⅰ期と診断されたとしても高悪性度で、再発の危険性が高い腫瘍です。し
たがって、術後にはカルボプラチン*とパクリタキセル*併用の化学療法*が推奨されます。
全般的な臓器機能が悪い高齢の患者さんの場合には、カルボプラチン単剤の化学療法も検討
されます。
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小細胞癌および神経内分泌*癌
卵巣癌の標準治療が適用されます。しかし、若年者で卵巣に限局した腫瘍のみであれば、妊
孕性温存手術＋術後化学療法*も検討されます。化学療法は通常プラチナ製剤とエトポシド*
の組み合わせとなります。

卵巣甲状腺腫
妊娠を希望しない女性や閉経後女性には、子宮摘出*と両側付属器摘出*が推奨されます。妊
娠を希望する患者さんには、腫瘍が卵巣の被膜内に限局していて成熟嚢胞性奇形腫*が合併
していない場合に限り、妊孕性温存手術が検討されます。それ以上にがんが明確に広がって
いる場合は、より積極的な手術療法が望ましいと考えられます。術後化学療法*は推奨され
ていません。
術後は、放射性ヨウ素*を用いた全身の画像検査を行います。点滴で投与した放射性ヨウ素*
が体内の甲状腺*組織に取り込まれ、術後の残存腫瘍や経過観察中に腫瘍の再発があれば、
画像上に視覚的に捉えられます。画像検査に先駆けて、放射性ヨウ素が腫瘍組織ではなく甲
状腺に取り込まれてしまうことを予防するために、甲状腺を手術で摘出します（甲状腺摘出
術）。

皮様嚢腫／成熟嚢胞性奇形腫から発生した扁平上皮癌
腫瘍が卵巣に限局し被膜を介して破裂していなければ、治療は両側の付属器摘出*にとどま
ります。より進行した病変に対しては、卵巣癌の標準的な術式が適用されます。初回手術で
病変が取り切れなかった場合でも、2 回目の手術は推奨されません。術後にプラチナ製剤を
含む化学療法*が適用となり、それは、ブレオマイシン*・エトポシド*・シスプラチンの組
み合わせ、あるいはカルボプラチン・パクリタキセル*の組み合わせによります。
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治療の副作用の可能性として何があるの?
手術療法
一般的合併症および副作用
全身麻酔*下に行われる手術に共通したものとして、深部静脈血栓症*、心臓や呼吸のトラブ
ル、出血、感染、麻酔の副作用が挙げられます。いずれも稀な合併症で、術前に行う検査や
治療によって予防が可能です。
骨盤*内に存在する臓器には、卵巣、卵管、子宮の他に、リンパ節*、膀胱、大血管、腸の一
部があります。がんの広がり方によっては、手術操作でこれらが損傷される危険性がありま
す。正確な術前の進行期診断と画像診断によって、そのような危険性を最小限にすることが
可能です。
骨盤*内あるいは傍大動脈リンパ節を取り除く場合は、リンパ系の損傷や遮断によりリンパ
浮腫を起こす可能性があります。リンパ浮腫とは、両足にリンパ液が蓄積し、むくみが生じ
る状態を指し、術直後に起こることもあれば、時間が経過してから出現する場合もあります。

生殖機能の喪失
卵巣がんの標準治療では両側の卵巣、卵管、および子宮を摘出するため、手術後は妊娠・出
産することが不可能となります。適切にカウンセリングを受け、専門家による支援を受ける
ことができます。
条件が満たしていれば、妊孕性温存手術、すなわち片側
の卵巣と卵管ならびに子宮を残す手術を受けることがで
きます。妊娠を希望する場合、手術による的確な進行期
の決定が可能で、温存する臓器が健全に機能し、患者さ
んが適切なカウンセリングを受けられる場合に、本術式
が検討されます。
両側の卵巣を摘出すると、女性ホルモンを産生する能力
を失います。生殖年齢の女性にとっては、月経が止まり、
更年期症状が出現する場合があります。ホルモン補充療法*の適応があるか、あるいは禁忌
かどうかは、卵巣がんの種類や患者さんの病状や希望も加味し、慎重に評価する必要がある
点です。

腹部臓器の喪失
卵巣がんの進行した状態の患者さんでは、がんによって侵された腹部臓器を腫瘍減量術*に
よって摘出することがあります。
腸や肝臓の部分切除、および胆のうの摘出を行った場合、胃腸のトラブルが生じる可能性が
あります。また、腸管を部分的に切除すると、体外への便の排泄経路を確保するために、お
なかの外に便の排泄口を造る必要があるかもしれません（人工肛門造設術*）。
脾臓摘出後は特定の感染症に罹患しやすくなる為、術後のワクチン接種や予防的抗生剤使用
についての検討が必要になります。
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膀胱機能障害（蓄尿機能及び排尿機能）の頻度は比較的低く、外科的治療が必要になること
は稀です。

化学療法*
化学療法の副作用はとても頻繁に起こります。どのような副作用が起こるかは使用する薬剤
の種類や投与量により異なり、個人によって種類や重症度が異なります。他疾患の既往があ
る患者さんでは個別の注意や治療内容の調整が必要です。一般的に、複数薬剤の併用は単剤
投与の場合よりも副作用が多くなります。副作用によっては予防や使用制限が必要となるた
め、事前に医師や看護師と相談するほうがよいでしょう。
下記は卵巣がんに対して使用される事が多い薬剤によって起こりうる一般的な副作用のリス
トです。薬剤毎に起こりやすい副作用の頻度や重症度は異なります。
最も高頻度に起こる副作用は:





脱毛または髪が薄くなる（ただしカルボプラチン*では稀）
貧血、出血、あざ、感染性を招く可能性のある血球数の
減少
全身倦怠感
悪心または嘔吐

その他、高頻度に起こる副作用は:









口腔内のただれ、潰瘍
味覚低下、味覚の変化（金属様）
下痢
指先や足先の感覚障害（末梢神経障害*）
関節痛、筋肉痛
発疹、顔面紅潮、発熱、悪寒などの軽いアレルギー反応
点滴刺入部付近の皮膚炎
発赤、色素沈着、肥厚などの皮膚変化

時折起こる副作用は:










肝機能障害
咳嗽、息切れ、胸痛を伴う肺の炎症（ブレオマイシン*）
便秘
視覚障害
重篤なアレルギー反応
血圧低下（めまいを生じることがある）
徐脈
腹痛
頭痛
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最後に、妊孕性温存手術を受けた女性に対する抗がん剤使用は、薬剤の種類によっては卵巣
機能に影響を与え、不妊症の原因になりうるため、注意が必要です。抗がん剤の種類によっ
ては子宮内の胎児に対して害を及ぼす可能性、また、授乳中の場合には薬剤の母乳移行によ
り乳児に有害な影響を及ぼす可能性があります。
上記以外にも各薬剤は様々な好ましくない作用を起こす可能性があります。頻度の高いもの
を以下に示しますが、すべての患者がこれらの副作用を同程度に経験するわけではありませ
ん。
パクリタキセル*は投与量、投与時間、投与スケジュールに関わらず、末梢神経障害*を起こ
す可能性があります。症状としては手足の感覚鈍麻、感覚異常、また、火のついた手袋及び
靴下を履いたような手足の灼熱感などが起こりえます。症状は主に左右対称性で多くの場合
足先から始まるため、多くの患者さんは両側手足の症状が同時に起こったと感じますが、左
右非対称の症例も報告されています。顔面の症状は頻度が低いとされています。軽い症状の
場合は治療終了後数ヶ月で症状が改善または消失する場合が多いですが、重い症状の場合は
より長く障害が遷延することが報告されています。
カルボプラチン*はパクリタキセル*との併用により末梢神経障害*のリスクを上昇させます。
シスプラチン*は聴力障害、腎機能障害を起こすことがあります。投与前に血液検査での腎
機能確認が必要です。腎機能障害の予防には薬剤投与中に多量飲水を行うことが重要です。
トポテカン*による重篤な有害事象として、重篤なアレルギー反応、青色または青白い皮
膚・爪色、発熱、悪寒、咽頭痛、灼熱感を伴う排尿痛、重篤な咳嗽、点滴刺入部の重篤な発
赤腫脹または疼痛、重篤な腹痛または疝痛、重篤な全身倦怠感、息切れ、異常で説明のつか
ない痣や出血、皮膚や眼の黄色化などがあげられます。
ブレオマイシン*による一般的な有害事象として悪寒、混乱、爪色異常（黒色の線状変化）、
脱毛、掻痒感、食欲低下、皮膚の発赤、色素沈着または疼痛、口腔内の痛み、全身倦怠感や
体重減少があげられます。肺線維症を発症するリスクがあるためブレオマイシンの投与量に
は制限があります。肺線維症を起こすと息切れが生じるため、医師に報告する必要がありま
す。ブレオマイシンによる過敏症も知られていますが、これは投与量に関わらず、投与後数
時間以内に起こります。
イフォスファミド*投与の際には尿路を保護する薬剤を併用する必要があります。血尿や濃
い色の尿が認められる、昏睡や混乱状態が誘発される、尿量低下がある場合には治療介入の
検討が必要です。この薬剤は皮膚や眼の黄色調化を起こすことがあります。

ベバシズマブ*
ベバシズマブ*投与により高頻度に起こる副作用には高血圧症、全身の筋力低下、疼痛、腹
痛、悪心嘔吐、食欲低下、便秘、上気道感染、白血球減少（感染のリスクが上昇することが
あります）、蛋白尿、鼻出血、下痢、脱毛、口腔内の痛みや頭痛があります。
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稀ですが重篤な有害事象としては下記があります。
- 消化管穿孔
- 瘻孔形成
- 創傷治癒障害
- 重篤な出血
- 高血圧緊急症（重症高血圧症）
- ネフローゼ症候群：多量の尿蛋白、血中蛋白濃度低下、浮腫（特に眼周囲や手足に
起こりやすい）を伴う症候群で、腎臓において老廃物や余分な水分を濾過する役割
を担う毛細血管が障害を受けることで発生します。
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治療後にどんなことが起き得るか?
がん患者さんが治療終了後、治療に関連する症状を経験す
ることは稀ではありません。




不安、睡眠障害、抑うつ状態を感じ、精神的なサポ
ートが必要になることがあります。
治療中や治療後に食欲低下、悪心、全身倦怠感によ
る栄養障害が生じることがあります。
化学療法*の経静脈*投与後には、集中力低下や記憶
障害も稀な副作用ではありません。

医師によるフォローアップ
治療終了後、医師は下記を目的としたフォローアップを提案します:
 治療による有害事象を発見または予防する。
 再発*の有無を確認し、適した治療介入を行う。
 日常生活への復帰を支援するために必要な医療情報、精神的サポートや特殊なサポ
ート提供者への紹介。
卵巣がん自体が多様性を持つ疾患のため、フォローアップの方法は一つではありません。
上皮性卵巣がんのフォローアップには患者さんの全身状態や症状に関する問診、双手診での
内診を含む身体診察が含まれ、最初の２年間は 3 ヶ月毎、３年目は４ヶ月毎、４年目と５
年目は 6 ヶ月毎に診察を行います。CA125 値の測定は化学療法終了後の卵巣がん再発の
検出に有用です。CA125 高値の場合は最低１週間あけて２回測定して確認するほうがよい
でしょう。CA125 値上昇が認められた場合でも、治療介入は再発の所見や症状が明らかと
なるまで延期する事が可能です。ただし、切除可能な再発病変が CA125 値上昇によって
見つかる場合もあり、治療の選択肢についての十分な説明は必要です。
CT 検査*は再発を疑う臨床所見または CA125 値上昇がある場合に行うほうがよいでしょ
う。再発腫瘍の検出、特にリンパ節、腹膜播種や肝臓被膜下病変の検出には CT 検査よりも
PET*-CT 検査の方が優れています。
非上皮性卵巣がん患者のフォローアップに関する詳細
症例によって異なる対応となることがあるものの、一般的なフォローアップ間隔は上皮性卵
巣がんと同様です。患者さんの全身状態や症状に関する問診、双手診での内診を含む身体診
察、腫瘍マーカー検査を最初の２年間は 3 ヶ月毎、３年目から５年目は 6 ヶ月毎に診察を
行います。妊孕性温存治療を行った患者さんに対しては骨盤超音波検査を 6 ヶ月毎に行う
必要があります。腹部骨盤 CT 検査*は主に臨床的に必要と考えられた時点で行います。胚
細胞腫瘍の再発例の約 75%は治療後１年以内に起こるとされています。逆に、発育の遅い
性索間質性腫瘍の再発は長期経過後に起こる傾向があり（再発までの期間の中央値は約 46 年）、長期間のフォローアップが必要です。20 年以上（最長 37 年）経過後の再発例の
報告も複数なされています。
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顆粒膜細胞種も多くは緩徐発育で、長期間経過後（診断後 20 年まで）の再発の可能性があ
ります。エストラジオール、黄体化ホルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）及びイン
ヒビンの測定が行われますが、これらの検査値は閉経患者や両側卵巣摘出後の患者さんにお
いて最も信頼性が高くなります。
神経内分泌腫瘍ではオクトレオチドを用いた検査（octreoscan）により全身の残存病変の
検索が可能です（診断についても参照下さい）。放射性同位元素によりラベルされたオクト
レオチドを静脈投与すると、神経内分泌腫瘍細胞に結合し、全身の神経内分泌腫瘍を特異的
に検出することができます。一般的な検査には、消化管ホルモン検査*も含まれます。
胚細胞腫瘍治療後の患者さんでは hCG*、AFP*、LDH*の測定が再発*腫瘍の検出に役立つ
ことがあります。若年者では放射線被ばくを避ける為、CT 検査より MRI 検査*の方が頻繁
に用いられる傾向にあります。
卵巣悪性甲状腺腫瘍の患者さんでは身体診察に加え、甲状腺刺激ホルモン（TSH）を完全
に抑制できる量の甲状腺ホルモン補充が必要です。経時的なサイログロブリン*（Tg）値の
測定は放射性ヨウ素によるシンチグラフィに取って代わっています。甲状腺機能及びサイロ
グロブリン値の観察の為、フォローアップは終生必要です。
成熟囊胞性奇形腫から発生する扁平上皮癌に対する治療を受けた患者さんは臨床所見及び画
像所見による 5 年間のフォローアップを必要とします。

日常生活への帰還
がんの再発の可能性がある中、日常生活に戻ることは難しいことかもしれません。
フォローアップの為の診察は患者さんにとって、医師から必要な医療情報、精神的サポート、
特殊なサポート機関への紹介を受ける機会となります。専門家による精神的なアドバイスが
有用な場合があり、患者会や患者さんを対象としたメディアからサポートを得られる場合も
あります。栄養士は栄養に関して必要な情報を提供できます。ソーシャルワーカーはリハビ
リテーションに必要な社会的資源を探すことをお手伝いできる可能性があります。
患者さんの親族が持つ潜在的な罹患リスクについて、心配になるかもしれません。90%の
卵巣がんは遺伝性の遺伝子異常*に起因するものではないため、多くの場合、親族の持つリ
スクは低いとされます。しかし、遺伝性の遺伝子異常に起因するがんを持つ患者さん、また、
その可能性について心配している患者さんでは、親族に対して勧められる対応について医師
と話し合うべきです。

もしがんが再発したら
一度消えたがんがまた現れた場合を「再発*」といいます。治療方針は卵巣がんの種類、再
発の時期や状態、これまで患者さんが受けてきた化学療法*への反応、患者さんの全身状態
に基づいて選択されます。これらの因子は患者さん毎に異なる為、個別に慎重に検討される
必要があります。
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加えて、特に強力な治療を行う場合には、治療による有害事象にも注意が必要になります。
特に前回の治療終了から１年未満の間隔で再度プラチナ製剤/パクリタキセル*併用療法を受
ける場合、末梢神経障害*のリスクが高くなります。
個別化治療の一環として、医師は常に患者さんの状態に応じた現実的な選択肢を提案します。
それが可能な状態であれば、患者さん自身の希望が治療選択において尊重される必要があり
ます。
個々の状況において、再発性上皮性卵巣がんの治療には下記のアプローチが含まれます:


再発腫瘍の外科的切除。

以前の化学療法に対する反応がよく、治療終了後、長期間経過後に単発の再発が起こった全
身状態良好の患者さんにおいて選択肢となります。例えば腫瘍による腸閉塞など、症状緩和
のための外科的介入が必要となることもあります。


化学療法

プラチナ製剤を軸とした化学療法の最終投与日から再発が起こるまでの期間によって薬剤の
選択は異なります。再発までの期間は下記に示す４つのカテゴリーにわけられ、それぞれの
シチュエーションで治療選択肢が異なります。
化学療法中または投与終了後 4 週間以内に再発が認められた場合には「治療不応性」、治
療終了後 6 ヶ月以内に再発が認められた場合には「治療抵抗性」に分類されます。これら
の患者さんに対する治療は QOL の維持または改善、症状緩和を目的とし、個別化されたサ
ポート及び治療が必要になります。治療に用いることができる薬剤としてはパクリタキセル、
トポテカン、リポソーマルドキソルビシンとゲムシタビンがあげられます。どの治療がより
優れているかという証明がなされていない為、予想される有害事象や投与の簡便性について
相談した上で患者さんのニーズに合った治療選択を行う必要があります。多剤を併用するこ
とによるメリットはありません。
前回治療終了後 6-12 ヶ月での再発の場合は「プラチナ部分感受性」、12 ヶ月以上経過し
ての再発の場合は「プラチナ感受性」に分類されます。これらの患者さんでは再度プラチナ
製剤を含む化学療法が奏功する可能性が高いため、推奨されるレジメンはカルボプラチンと
パクリタキセルの併用ですが、予想される有害事象や投与の簡便性について検討した上で他
の薬剤の組み合わせを選択することもできます。特にカルボプラチンとリポソーマルドキソ
ルビシンの併用療法は持続性の有害事象の頻度が低いと示されています。プラチナ部分感受
性の患者さんではトラベクチジンとリポソーマルドキソルビシンの併用療法が有用である可
能性があります。
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分子標的薬*

プラチナ感受性に分類される再発患者で過去の治療時にベバシズマブが用いられていない場
合、再発治療としてベバシズマブを勧めることができます。プラチナ抵抗性の再発患者に対
するベバシズマブ使用のメリットは明らかではありません。
非上皮性卵巣がん患者の再発治療については腫瘍のサブタイプに基づいた個別化が必要です。
個別の症例に対する推奨として:


小細胞がんに対する再発時の治療は、イフォスファミド*を基本とした VICE 療法が
行われます(ビンクリスチン*、イフォスファミド、カルボプラチン*、エトポシド*
という薬剤が用いられます)。全身状態が悪化した患者さんの場合には、CAVE 療
法(シクロフォファミド,ドキソルビシン, ビンクリスチン,エトポシド)がオプションと
なります。



胚細胞腫瘍の患者さんに対しては、過去にプラチナ製剤で治療後 6 ヶ月以上の期間
がある場合には、IP 療法(イフォスファミド、白金製剤)にパクリタキセルを加える
かどうかが検討されます。さらに有効な治療レジメンとしては、VeIP 療法(ビンブ
ラスチン、イフォスファミド、シスプラチン)や PVB 療法(シスプラチン、ビンブラ
スチン、ブレオマイシン)があります。過去にプラチナ製剤で治療後 6 カ月以内に再
発した場合には、VAC 療法(ビンクリスチン,アクチノマイシン D,シクロフォスファ
ミド)や、パクリタキセルとゲムシタビンによる治療が行われます。新たに腫瘍減量
手 術 を 行 う 意 義 に つ い て は 、 わ か っ て い ま せ ん 。 未 熟 奇 形 腫 や 、 growing
teratoma syndrome(GTS: 化学療法後に腫瘍マーカー値は正常化するにも関わら
ず腫瘍が増大傾向を示し，腫瘍が成熟奇形腫のみより構成されている病態)の場合に
一部、腫瘍減量術は有効である可能性があります。



卵巣原発癌肉腫の患者さんに対しては、イフォスファミド*が再発時に有効であるこ
とが明らかになっています。



性索間質性腫瘍の患者さんに対しては、セカンドラインで行われる治療としてカル
ボプラチンとパクリタキセル*が有効であることが明らかになっています。難治性の
セルトリ・ライディッヒ細胞腫に対する化学療法の効果については明らかではあり
ませんが、治療によって改善したという報告もみられます。顆粒膜細胞腫について
はステロイドレセプターを発現しているため、ホルモン治療が考慮されます。実際
に、GnRH アゴニスト、タモキシフェン、プロゲスチンやアロマターゼ阻害薬が有
効であったとの報告もあります。



悪性転化を伴う成熟嚢胞性奇形腫から発生した扁平上皮癌の患者さんに対しては、
骨盤内に局在した再発病変の場合に放射線治療が用いられることがあります。
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用語の説明
5-フルオロウラシル（5-FU）
この薬は、大腸がん、乳がん、胃がん、膵がんの治療に使われます。また、皮膚がん治療の
ためにクリームに混ぜて使用されます。5-フルオロウラシルは細胞が DNA*を合成するの
を止めることで、がん細胞を殺します。そのような抗がん剤は代謝拮抗剤と呼ばれ、5-FU
とフルオロウラシルもその一種です。
CD99蛋白
ヒト組織のほとんどに発現する蛋白であり、ある種のがんで高発現します。卵巣組織におけ
るCD99発現を検査することで、卵巣腫瘍の確定診断に役立つことがあります。
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。
DNA
デオキシリボ核酸の略語。DNA は遺伝情報を伝える役割があります。
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。
悪性
悪性という言葉は、重症であることや、次第に悪化していく病気を指して使われます。悪性
腫瘍とがんは同義語です。
アルファ-フェトプロテイン（α-fetoprotein／AFP）
通常は胎児期に産生される蛋白。健常な成人男性や（妊娠中ではない）成人女性では血液中
に検出されません。AFP の血中濃度の上昇は原発性肝がんや胚細胞腫瘍の存在を示唆しま
す。
アンドロゲン
男性の特徴の発生や維持を促進するホルモン。
遺伝子変異／突然変異
遺伝子を形成する DNA において、塩基対の並びが変化すること。遺伝子変異により、必ず
しも遺伝子が永久的に変化するわけではありません。
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イフォスファミド
他の薬剤による治療に反応しなかった精巣胚細胞腫瘍の治療に用いられる薬剤で、別の薬剤
と併用されます。他の種類のがんに対する治療薬としても研究されています。イフォスファ
ミドは細胞内の DNA に結合して、がん細胞を殺傷します。アルキル化剤の一種であり、代
謝拮抗薬の一種です。
インヒビン
卵巣で作られる TGFβファミリーに属するホルモンの一種です。αとβという二つのサブ
ユニットから構成され、αとβA でできるものがインヒビン A、αとβB でできるものをイ
ンヒビン B と言います。インヒビンと遊離型αサブユニットは二つの卵巣腫瘍から作られ
ることが知られており、腫瘍マーカーとして扱われています。
エストラジオール
エストラジオールは性ホルモンです。一般的に、女性ホルモンと考えられていますが、男性
にも存在します。エストラジオールは様々な役割を担い、例えば乳房発育や女性生殖器の成
長にとって重要です。
エストロゲン
体内で作られるホルモンの一種で、女性の性的特徴の発達と維持や長管骨の成長を助けます。
エストロゲンは実験室で合成することもできます。避妊法として使用されることもあれば、
更年期症状や月経障害、骨粗鬆症などの病態に対する治療にも用いられます。
エトポシド
精巣腫瘍および小細胞肺がんの治療に用いられる薬剤。他の数種類のがんに対する治療薬と
しても研究されています。エトポシドには細胞分裂や DNA 修復に必要な特定の酵素を阻害
する働きがあり、がん細胞を殺傷します。ポドフィロトキシン誘導体の一種であり、トポイ
ソメラーゼ阻害薬の一種です。
回腸造瘻術
体外から回腸（小腸の一部）の内部に続く孔を造る手術。腸管を部分的に切除した後でも、
回腸造瘻術を行うことによって、体外への老廃物の排出路を新たに作り出すことができます。
化学療法
薬剤によりがん細胞を死滅させ、腫瘍の増殖を抑制するがん治療の一種です。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、がんの局在によって、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。
核型
細胞における染色体などの遺伝物質の型（数や見た目）。
顆粒膜細胞
卵巣における卵胞内腔組織を覆う、エストロゲンを産生する細胞。卵細胞（卵子）への栄養
供給を行い、生殖に関わります。
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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。
カルレチニン蛋白
ビタミン D 依存性に働き、カルシウムに結合する蛋白。ニューロン内に豊富に存在します。
また、カルレチニンはステロイドを産生する、ある種の卵巣の細胞にも存在します。卵巣組
織におけるカルレチニン発現を検査することで、ある腫の卵巣腫瘍の確定診断に役立つこと
があります。
緩和的（治療）
がんや他の致命的な病気による症状を和らげ、苦痛を減らす治療のこと。緩和的がん治療は、
がんの診断時から、治療中、無病生存中、再発時、進行中、終末期を通して、がん治療と共
に提供されます。
癌肉腫
癌腫成分（皮膚や、内臓の内側・外側を覆う組織である上皮性組織の腫瘍）と肉腫成分（骨
や軟骨、脂肪などの結合組織の腫瘍）が混在した悪性腫瘍。
胸水
肺および胸腔内壁を覆う膜（胸膜*）の間に液体が異常に貯留すること。
きょうまく

莢 膜 細胞
発達する卵巣の卵胞の外層を形成する細胞。（卵巣の卵胞は女性の生殖の根本となる卵子を
含む）莢膜細胞は生殖に関連するホルモン生成に寄与しています。
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さんにその治療を決してしないほ
うがよ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患者さん
に対する利益が危険に勝る場合があるということを意味しています。
クッシング症候群
体内のコルチゾールの量が過剰になる病態。クッシング症候群は大量のステロイド薬の投与
やある種の腫瘍などが原因で発生します。副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）を作り出す腫瘍
が存在すると、副腎でコルチゾールが過剰に作られるようになります。クッシング症候群の
症状としては、顔が丸みを帯びる、手足が痩せ細る、強い疲労や筋力低下、高血圧、高血糖、
皮膚に紫色やピンクの線ができる、体重の増加（特に腹部の肥満）などがあります。
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外科的迂回 （消化管や尿路）
尿路や消化管の流れを外科的に変更することを指します。内容物を体の外につけた袋に収集
するために排泄する尿路や消化管の開放口を腹壁につくることも含まれます。
奇形腫
髪の毛や筋肉や骨のようないくつかの異なった組織を含んだ胚細胞腫瘍の一つ。奇形腫は女
性の卵巣、男性の精巣、そして小児の尾骨に発生することがほとんどです。すべての奇形腫
が悪性腫瘍ではありません。
血管内皮成長因子（VEGF）
細胞で作られ新しい血管の形成を促進する作用のある物質。
ゲムシタビン
進行または転移した膵がんの治療に使用される薬物の活性成分。また、転移した乳がん、進
行した卵巣がん、進行または転移した非小細胞肺がんの治療薬として他の薬物と併用される
こともあります。他の種類のがんに対する治療薬としても研究されています。ゲムシタビン
はがん細胞の DNA*合成を阻止し殺傷します。代謝拮抗薬の一種です。
減量術
外科的な手法を用いて腫瘍を可能な限り除去すること。減量術を行うことで、その後に行う
化学療法や放射線療法で腫瘍細胞を根絶できる可能性が高まる場合があります。また、症状
の緩和や余命の延長を目的として実施される場合もあります。tumor debulking（腫瘍減
量術）とも呼ばれます。
甲状腺／甲状腺組織（Thyroid gland／tissue）
喉頭（voice box）の直下にある甲状腺ホルモンとカルチトニンを生成する腺です。甲状腺
は成長と代謝の調整に携わっています。thyroid とも呼ばれます。
骨盤
腹腔内のうち、下方の臀部の周囲の骨で囲まれた部分を指します。
骨盤内炎症疾患
女性生殖器に炎症を起こした状態を指します。子宮、卵管、卵巣、また周囲の靱帯組織に及
びます。骨盤内炎症疾患は通常、細菌性の感染によって引き起こされます。不妊の原因とな
り、また異所性妊娠（卵管妊娠）のリスクも増大します。
コルチゾール
副腎皮質（副腎の外層）で産生されるホルモン。体内でのブドウ糖（糖）、蛋白、脂肪の利
用を助けます。製造ラボで産生されるコルチゾールはヒドロコルチゾンと呼ばれます。炎症、
アレルギー、一部のがんなど、さまざまな疾患の治療に用いられます。コルチゾールはグル
ココルチコイドホルモンの一種です。
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再発（Recurrence）
がんやその他の病気（通常は自己免疫疾患）において、通常、病気が現れない、もしくは見
つけらない期間をおいて、再度現れることを指します。これは元の部位（原発腫瘍）と同じ
場所でも、体の他の場所にも起こり得ます。recurrent tumor disease とも言われます。
サイログロブリン
甲状腺ホルモンが甲状腺の細胞内に貯蓄される際にとる形態。甲状腺が切除された場合は、
血液検査でサイログロブリンは上昇をしめすことはありません。このため、治療後に体に残
っている甲状腺がん細胞を見つけるために、血液中のサイログロブリンレベルが測定されま
す。
子宮鏡検査
細い筒状の内視鏡を用いて子宮頸部から子宮腔内までを観察する検査。この手技は、子宮腔
内の疾患の診断に用いられるだけでなく、手術治療にも役立ちます。
子宮筋腫
子宮にできる非悪性（良性）腫瘍。
子宮摘出術
子宮を摘出する手術手技で、ときに子宮頸部の摘出も行われます。子宮に加えて子宮頸部も
摘出する場合は、子宮全摘出術と呼ばれます。子宮のみを摘出する場合は、子宮膣上部切断
術と呼ばれます。広汎性子宮全摘術では子宮、子宮頸部に加えて膣の一部も摘出します。卵
巣、卵管、ならびに周辺のリンパ節を併せて摘出する場合もあります。
子宮内膜症
子宮内膜のような組織が腹腔内の異常な部位で増殖するような良性の状態。
シスプラチン
様々ながん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がん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。
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。
消化管ホルモン(hormone analysis)
胃、膵臓、小腸から産生されるホルモンのグループ。GUT hormones とも呼ばれます。
消化不良
胃のむかつきのこと。腹部膨満、胸焼け、嘔気を伴う慢性または再燃性の上腹部痛が主症状。
消化不良はよくある症状ですが、稀にはがんの初発症状となることがあります。
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初潮
始めての月経周期（期間）を指します。通常、思春期におこります。
神経系
体の神経組織の組織網、体系を指します。中枢神経系（脳や脊髄）、末梢神経系（脊髄から
全身に伸びた神経）、他の神経組織に分類されます。
神経内分泌の（腫瘍）
神経系と内分泌系との相互作用に関係することを表しています。神経内分泌とは、その細胞
が神経系の刺激によって、血中にホルモンを分泌することを表しています。
浸潤性
がんが、周囲の正常組織における組織の層を破壊するように成長している状態を表していま
す。
深部静脈血栓
足や下部骨盤*の深い静脈に凝血塊を形成すること。痛み、腫脹、熱感、発赤といった症状
が患部に見られることがあります。DVT とも呼ばれています。
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。
静脈内
静脈の中へ、静脈の中の、という意味。静脈内という用語は通常、静脈内に挿入した針や管
を通して薬剤などの物質を投与する方法を指して用いられます。「IV」とも呼ばれます。
人工肛門／人工肛門形成術
体外から結腸に向けて作られる開口部。人工肛門形成術では、結腸の一部を切除された患者
さんにおける老廃物の新たな排出経路を作り出すことができます。
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、細い針を使用する場合は、穿刺吸引生検と呼ばれます。
性腺発生異常
性腺（卵巣または精巣）の発育異常。性腺発生異常のある男性では、精巣腫瘍の発生リスク
が高くなります。性腺発生異常は、遺伝性の症候群の一部として発生するのが通常です。
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腺筋症
本来は子宮の内側を覆い、そこのみにあるべき子宮内膜が、子宮筋層内に入り込み、月経痛
や月経困難症状、過多月経をきたす病態。
染色体
髪の毛の色や性別などの身体的特徴をコードする遺伝子をコード化した組織構造。ヒト細胞
は、23 対の染色体（合計 46 本の染色体）があります。がんまたは白血病細胞は、しばし
ば染色体重複や染色体過剰（47 の染色体）や、染色体削除または染色体喪失（45 の染色
体）といった染色体異常を持ちます。染色体あるいは遺伝子逆位は、染色体の過剰・喪失は
ないが、一部が逆向きになります。
セルトリ細胞
精巣にある補助的役割を果たす細胞。セルトリ細胞は性索から発生します。性索は胚構造の
なかで、後に、男性においては精巣、女性においては卵巣を形成する部分です。
前がん状態（Premalignant）
がんになるであろう、ないしは、がんになる可能性が高い状態のことを表しています。
precancerous とも言われます。
組織型
顕微鏡下に腫瘍組織の細胞や構造を特徴づけることにより腫瘍を分類したカテゴリー。
増殖／過形成
臓器や組織において正常細胞の数が異常に増加すること。
タンパク質
アミノ酸で構成される重要な栄養分。タンパク質は人間を含む多くの生物にとって不可欠で
す。細胞間の輸送・伝達、化学変化、細胞の構造維持の役割を持ちます。
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。
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ます。ア
ントラサイクリン抗腫瘍抗生物質*の一種です。アドリアマイシン PFS やアドリアマイシン
RDF、塩酸ドキソルビシン、Rubex とも呼ばれます。
大網
腹腔内で、胃や他の組織の周囲にある腹膜（腹腔内を仕切る膜組織）の塊。
男性化
声の低域化や体毛や髭など顔面の毛の増加、乳房の縮小、陰核の増大や”男性パターン”の
脱毛症など、男性第二次性徴が現れてくること。
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知覚異常
「焼けるような」または「チクチクするような」といった外からの刺激なしに起こる触覚の
異常です。
虫垂
盲腸（小腸末端部付近の大腸の最初の部分）から突き出ている指のような小さな袋。
超音波（Ultrasonography）
高エネルギーの音波を体内の組織や臓器に跳ね返らせ、反響を得る検査です。反響のパター
ンは超音波機器の画面に映し出され、超音波画像といわれる体の組織の画像を形成します。
ultrasound とも言われます。
腸間膜
腹腔内のうち、背中側から発生し、腸管を腹壁に固定している腹膜組織のことを指します。
テストステロン
主に精巣（男性生殖系の一部）から分泌されるホルモンのひとつ。ひげや低い声、筋肉の発
達など、男性の性特徴の発生や維持に必要です。テストステロンは実験室で生成することも
可能で、特定の病状の治療に用いられています。
ドセタキセル
ドセタキセルはタキサン*として知られている抗がん剤に属します。ドセタキセルは細胞が
分裂増殖するために必要な、内部骨格を分解する能力を阻害します。骨格がそのままだと細
胞は分裂することができず、最終的に死に至ります。ドセタキセルは血球のような非がん細
胞にも影響を及ぼすため、それが副作用の原因となることがあります。
トポテカン
トポテカンはトポイソメラーゼ阻害薬というグループに属する抗がん剤の一種です。DNA
の分裂に関係するトポイソメラーゼ I という酵素を阻害します。この酵素が阻害されると
DNA の２重らせんは壊れます。これにより、がん細胞は分裂が妨げられ、結局、細胞死に
至ります。
トラベクテジン
プラチナ感受性の再発卵巣がん患者に用いられる薬剤です。リポソーム化ドキソルビシン
（別種の抗がん剤）と併用されます。また進行した軟部組織腫瘍（身体の軟部組織、支持組
織から発生したがんの一種）患者において、アンスラサイクリンとイフォスファミド（別種
の抗がん剤）の治療が効かなくなった場合や、それらの治療が使えない場合に用いられるこ
とがあります。
内診
医療者が腟、子宮頸部、体部、卵管、卵巣の腫瘤や形の変化を触わって感じ取る身体診察の
一つ。医療者は腟鏡を用い、子宮頸部の観察や細胞診を採取するために腟を開くこともしま
す。
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乳酸脱水化酵素（Lactate dehydrogenase／LDH）
血液や組織中にみられる酵素のグループの一つで、細胞内のエネルギー生成に関わっていま
す。血液内のこの酵素の上昇は、組織のダメージを示唆し、またある種のがんや他の疾患の
兆候とされます。Lactic acid dehydrogenase もしくは LDH とも称されます。
嚢胞
体内の袋や嚢。体液やその他の物質が貯まります。
胚細胞
胚細胞は生殖を司る細胞であり、卵細胞と精子細胞の両者を含みます。
排卵誘発剤
子孫を産む可能性を高めるために用いられる薬剤。女性では排卵を刺激します。
白金をもちいた化学療法 治療レジメン
白金から作られた抗がん剤を用いた治療。シスプラチン、カルボプラチン、オキサリプリチ
ンなどが含まれます。
発生、罹患率
毎年新たに診断される疾患の症例数、あるいはその割合。
パクリタキセル
乳がん、卵巣がんや AIDS 関連カポジ肉腫の治療に用いられる抗がん剤。非小細胞肺がんで
も他の薬剤と組み合わせて使用されます。パクリタキセルは他のがん種における使用も研究
されています。細胞分裂を停止することで細胞増殖を阻害し、がん細胞を殺します。細胞分
裂阻害薬の一種です。
ヒト絨毛性ゴナドトロピン（Human chorionic gonadotropin／hCG）
妊娠中に血液中および尿中に検出されるホルモン。精巣、卵巣、肝臓、胃、肺などのがんや
他の疾患の患者さんでは、このホルモンの値が正常より高くなる場合があります。がん患者
の血液や尿に含まれるβ-ヒト絨毛性ゴナドトロピンの測定は、がんの診断や、治療効果判
定のために利用されます。β-ヒト絨毛性ゴナドトロピンは腫瘍マーカーの一種で、betahCG-とも呼ばれます。
被膜下 肝疾患
肝臓の覆う外側の膜の直下の区域を指します。また、この区域から発生する病態だというこ
とを表しています。
標的治療・療法
特定のがん細胞を見つけ、攻撃するためにモノクローナル抗体などの薬剤や物質を使用する
治療法。標的治療は他のがん治療法より副作用が少ないことがあります。
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皮様嚢腫（Dermoid cyst）
良性の（がんではない）胚細胞腫瘍（精子または卵子を作り出す細胞に由来する腫瘍）の一
種で、しばしば髪、筋肉、骨など、いくつかの異なる種類の組織を含みます。 mature
teratoma（成熟奇形腫）とも呼ばれます。
貧血
赤血球*またはヘモグロビンの不足によって特徴付けされる状態。ヘモグロビンを含む鉄は
肺から全身へと酸素を運びますが、貧血状態ではこの酸素運搬は減少します。
病理医
組織病理学（顕微鏡を用いて病気の細胞や組織を調べる学問）を専門とする医師。
ビンクリスチン
急性白血病の治療に用いられる薬剤の有効成分です。ホジキン病や非ホジキンリンパ腫、横
紋筋肉腫、神経芽細胞腫やウィルムス腫瘍の治療において、他の薬剤と併用で用いられます。
また他のがん種の治療における使用も研究されています。細胞分裂を阻害することで、細胞
増殖を妨げます。ビンカアルカノイドの一種であり、有糸分裂阻害薬の一種です。
腹腔鏡
小さな傷から腹腔内や骨盤内に手術器具を挿入し、映像機器を用いて行う手術方法。
"keyhole 手術"の一つ。
腹腔内洗浄
腹腔内に生理食塩水を入れ、吸引し回収する手術中の操作。回収された液体はがん細胞の有
無を調べるために検査されます。
腹水
腹満を起こす、腹腔内における体液の異常貯留のこと。末期がんでは、腹部の体液中に腫瘍
細胞が発見されることもあります。腹水は肝疾患の患者さんにも起こります。
腹膜
腹腔内を仕切り、腹腔内の臓器のほとんどを覆う膜組織。
腹膜の
壁側腹膜（腹壁や骨盤内を仕切る組織）や臓側腹膜（腸管を含めた腹腔内のほとんどの臓器
を覆う組織）に関係することを表しています。腹腔内化学療法とは、腹膜で覆われたスペー
スに投与する治療のことを指します。
ブレオマイシン
数多くの種類のがんに対する治療に用いられ、その他のがんに対する治療薬としても研究さ
れている有効成分。Streptomyces verticillus という細菌から産生されます。ブレオマイシ
ンは、増殖速度の速いがん細胞に DNA 損傷を与えてがん細胞を殺傷します。抗腫瘍性抗生
物質の一種。
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閉経
生涯において、女性の卵巣がホルモン生成を停止し、月経周期が止まる時期。自然閉経は通
常 50 歳頃に起こります。12 か月連続して生理が訪れなかった場合、その女性は閉経を迎
えたと言えます。閉経の症状は紅潮、気分の変動、寝汗、膣乾燥、集中力の欠如、不妊が挙
げられます。
ベバシズマブ
ベバシズマブは、体内の特定の細胞や体内を循環している特定の構造物（いわゆる抗原）を
認識し結合するモノクローナル抗体*です。ベバシズマブは、血液中を循環し、血管を増殖
させるタンパクである血管内皮増殖因子（VEGF*）に結合するように設計されています。
VEGF に結合することにより、VEGF の効果を阻害します。結果として、がん細胞は自己
への血液供給を増やすことができずに酸素と栄養が枯渇し、腫瘍の増殖速度を低下させるこ
とになります。
傍結腸溝
上行結腸や下行結腸（結腸の外側部分）と腹壁の間にある空隙。
傍大動脈リンパ節
腰椎の椎体の右前、大動脈の近くにあるリンパ節群。
補充療法／ホルモン補充療法
更年期症状などの症状を緩和するために、ホルモンを補う治療方法。
補助療法
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は、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。
放射性ヨード
放射線活性のあるヨード。画像診断や、甲状腺の過活動、甲状腺やその他のがんの治療に用
いられます。画像検査においては、少量の放射性ヨードが投与され、それは甲状腺の細胞や
ある種の腫瘍に集積し、画像走査機で検出できるようになります。甲状腺がんの治療におい
ては、多量の放射性ヨードが投与され、それががん細胞を殺します。また放射性ヨードは、
前立腺がんや眼球内（目）メラノーマ、カルチノイド腫瘍の内照射療法にも用いられます。
放射性ヨードは液体やカプセルに入った状態での経口摂取や、注射の形での投与、またはシ
ーズに封入され、がん細胞を殺すように腫瘍の中や近くに埋め込む形で投与されます。
マーカー
病気の進行を示唆する診断的兆候。
麻酔
麻酔は可逆的な意識の消失であり、患者さんは痛みやストレスを感じなくなり反射も消失し
ます。麻酔薬と呼ばれる特定の薬剤が用いられ、人工的に導入されます。全身麻酔や局所麻
酔により手術が行われます。
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末梢神経障害
身体の様々な部位に痛みやしびれ、刺痛、腫脹、筋力低下などが起きる神経系の病態。通常
は手か足から始まり、時間とともに悪化していきます。末梢神経障害の原因としては、身体
的な損傷、感染、毒性物質、疾患（がん、糖尿病、腎不全、栄養失調など）、薬物（抗がん
剤など）などが考えられます。ニューロパチーとも呼ばれます。
免疫組織化学検査・免疫組織化学
様々な種類の組織において特定の分子を認識するために用いられる技術。特定の分子に結合
する抗体を用いて組織は処理されます。発色反応、放射性同位元素、コロイド金や蛍光染色
を用いて顕微鏡下で可視化されます。免疫組織化学検査はがんなどの疾患の診断に役立ち、
微生物の存在を検出するためにも用いられます。また、基礎研究において細胞の増殖や分化
を（より専門的に）理解するために用いられることもあります。
メラン A タンパク質
皮膚や網膜の正常メラニン細胞（メラニン色素を生成する細胞）からみつかったタンパク質。
またほとんどのメラノーマ（メラニン細胞から発生するがん）でも見られます。メラン A
タンパクの一部に対するワクチンを用い、メラノーマ患者において、がん細胞への免疫応答
を高める治療の研究が始まっています。MART-1（１型 T 細胞によって認識されるメラノ
ーマ抗原）抗原とも呼ばれます。
モノクローナル抗体
モノクローナル抗体は、同じ細胞から生み出されたクローン細胞から産生されるため、すべ
てが完全に同一の抗体です。
陽電子放射断層撮影 （PET）
少量の放射性グルコース（糖）を静脈内に注射し、糖が体内のどこで使われているかを表す
詳細なコンピューター化画像を作成する画像検査。がん細胞は正常細胞よりも糖を消費する
ため、この画像検査により、体内のがんを見つけることができます。PET スキャンとも呼
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。
ライディッヒ細胞
精細管を構成する細胞の一種。黄体化ホルモン（LH）の存在下で、テストステロンを生成
します。
卵管結紮
卵管を結んで、閉塞させる手技です。この手技により、卵巣から子宮への卵子の移動が妨げ
られ、妊娠を防止することでできます。
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卵巣境界悪性腫瘍（Borderline tumour／Ovarian borderline malignant tumour）
がん化する可能性のある細胞が卵巣を覆う薄い層状組織の中に存在している状態。この病態
では、腫瘍細胞が卵巣の外に拡がることはまれです。ovarian low malignant potential
tumor（卵巣低悪性度腫瘍）とも呼ばれます。
リポソーマルドキソルビシン
とても細かい脂肪様の粒子にくるまれた抗がん剤ドキソルビシンの形態の一つ。ドキソルビ
シン単体よりも、より副作用が少なく、より効果があるとされています。リポソーム化ドキ
ソルビシン塩酸塩とも言われます。卵巣がん、AIDS 関連カポジ肉腫や他の抗がん剤で良く
ならない多発性骨髄腫の治療に用いられます。また他のがん種に対する使用も研究が進んで
います。リポソーム化ドキソルビシン塩酸塩はアンスラサイクリン系抗腫瘍性抗生物質の一
種です。
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。
両側付属器切除術、両側卵管・卵巣摘除術
両側の卵巣・卵管をともに切除する手術。
臨床試験
新たな医療行為が人々にどれだけ有用かを試験する研究の一つです。これらの研究には、疾
患のスクリーニング、予防、診断、治療など様々な種類があります。 臨床研究ともいいま
す。
リンパ節
リンパ組織の丸い塊で、周囲は結合組織*の被膜に覆われています。リンパ節ではリンパの
濾過が行われているほか、リンパ球の貯蔵場所にもなっています。リンパ節はリンパ管に沿
って分布しています。リンパ腺とも呼ばれます。
リンパ節郭清術（Lymphadenectomy）
リンパ節を切除する手術手技であり、切除された組織は顕微鏡により、がんの転移がないか
を調べられます。腫瘍ごとに決められたリンパ節区域に存在するリンパ節のうち、いくつか
を切除することを部分的リンパ節郭清（regional lymph node dissection）と言い、すべ
て、ないしは、ほとんどを切除することを広汎性リンパ節郭清（ radical lymph node
dissection）といいます。lymph node dissection とも言われます。
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