乳癌：患者の手引き
ESMO 診療ガイドラインに基づいた患者向け情報
日本語訳版発行にあたり
国を挙げて、がん対策が進められています。基本計画に沿い、様々な施策が計画・実施されて
いますが、その取り組むべき施策のひとつに、「診療ガイドラインの作成と普及」があげられて
います。
これまで、診療ガイドラインの作成は順調に進み、その数は 30 に達しています。しかしなが
ら、患者用診療ガイドラインや解説の作成は、これに大きく遅れ、いまだその 1/5 の数にすぎ
ません。“患者さんに、一刻も早く、より正確で、わかり易い情報を”、国外をも含む多くの関
係者の、そうした熱い思いに支えられて作られたのが本刊 [ESMO/Anticancer Fund Guides
for Patients 日本語訳]です。ぜひとも身近においていただき、満足できるがん治療の選択のた
めに、大いにご活用いただきたい、そう熱望しております。
最後になりましたが、ご協力いただいた皆様、特に、ご英断賜った Rolf A. Stahel 会長をは
じめとする ESMO（欧州臨床腫瘍学会）の皆様、翻訳・刊行にご尽力いただいた日本癌治療学
会教育委員会、編集委員会の先生方、事務局の皆様に、心よりの謝意と敬意を捧げ、再度、本刊
が多くの方に活用されることを祈念して、巻頭の一文とさせていただきます。
日本癌治療学会
理事長 西山正彦

この度、ESMO （欧州臨床腫瘍学会）の発行する“ESMO/Anticancer Fund Guides for
Patients” を「ESMO 患者の手引き」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。

日本癌治療学会
編集委員会 委員長 小川修

Breast Cancer: a guide for patients - Information based on ESMO Clinical Practice Guidelines - v.2013.1

Page 1

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.

乳癌：患者の手引き
ESMO 診療ガイドラインに基づいた患者向け情報
翻訳 京都大学医学部附属病院乳腺外科：竹内恵、高田正泰、高橋裕美、戸井雅和
京都大学大学院医学研究科標的治療腫瘍学講座：石黒洋

この患者用手引きは、患者さんとご家族が、乳癌がどのような病気であるかをより理解し、
乳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、ご自身の乳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)の原発性乳癌や局所再発・転移性乳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 2013 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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本ガイドの第一版は 2011 年に出版され、Dr. Gauthier Bouche(Anticancer Fund)によって執筆、Prof.
Martine Piccart(ESMO)と Prof. Bernhard Pestalozzi (ESMO)、Prof. Raphael Catane (ESMO がん患者
ワーキンググループ)によって監修されました。
本ガイドは第三版です。更新内容はESMO診療ガイドラインの修正個所を反映しています。
第二版はDr. Gauthier Boucheによって執筆され、Dr. Svetlana Jezdic (ESMO)、Prof. Bernhard
Pestalozzi (ESMO)、Stella Kyriakides (Europa Donna) 及びDr. Gabriella Kornek (ESMOがん患者ワー
キンググループ)によって監修されました。

第三版はDr. Gauthier Bouche(Anticancer Fund)によって執筆され、Dr.Svetlana Jezdic (ESMO) によっ
て監修されました。 Pr. Gabriella Kornek (ESMOがん患者ワーキンググループ) and Pr. Raphael Catane
(ESMOがん患者ワーキンググループ) が更新内容を含む修正を承認しました。
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乳がんの定義
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。

乳がんとは、通常は乳管（乳汁を乳頭に運ぶ管）や小葉（乳汁を作る乳腺）といった乳房内
の組織から発生するがんのことです。乳がんは男性と女性の両者に発生しますが、男性乳が
んはまれです。

小葉

葉

乳管
乳
頭
乳輪
脂肪
リンパ節
リンパ管

リンパ節及びリンパ管を示した乳房の解剖図
Anatomy of the breast, showing lymph nodes and lymph vessels
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乳がんはよく起こるの？
欧州では、乳がんは女性のがんの中で最も一般的であり、女性がん患者の最大の死亡原因と
なっています。国ごとのばらつきはありますが、女性の 9 人に 1 人が生涯の中で乳がんに
かかると推定されています。EU では 2008 年の段階で 332,000 人の女性が乳がんと診
断されています。
乳がんは高齢になるほどかかりやすくなりますが、乳がんと診断された女性の 4 人に 1 人
は 50 歳以下であり、5％以下が 35 歳以下の女性でした。
近年、ほとんどの西欧諸国では、治療法の発達と早期発見により、乳がんによって死亡する
女性（とりわけ若年の患者）の数が減少しています。
乳がんは男性もかかりますが、まれであり、その数は乳がん患者の 1％未満です。毎年、男
性の 100,000 人に１人が乳がんにかかっています。注1
乳がんには異なった種類が存在し、これについては本ガイドの後の章で説明します。

注１

男性乳がんの治療方針は女性乳がんの治療方針といくつかの点で共通していますが、このサマリーで示す説
明は男性に完全に当てはめることはできません。男性では、いくつかの治療だけでなく、頻度やリスク因子も女
性のものとは異なります。男性乳がんの治療方針についての情報をより集めたい場合は、このサイトを見ること
をお勧めします。 http://www.cancer.org/cancer/breastcancerinmen/detailedguide/index

※【日本癌治療学会からの注記】上記リンクには日本語版はありません。
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乳がんの原因って何？
今日、乳がんがなぜ発生するのか解明されていません。いくつかのリスク因子※は特定され
ています。リスク因子※はがんにかかるリスクを上げますが、それ自身ががんを引き起こす
原因ではありません。
これらのリスク因子を持つ女性の中には乳がんに一度もかからない方もいますが、リスク因
子※を持たない女性でも乳がんにかかる可能性はあります。
乳がんの多くはその成長にエストロゲンが必要であり、エストロゲンが欠乏すると、乳がん
は成長を止めるか、成長が緩慢になります。これが、一部の例外を除いて、乳がんのリスク
因子※がエストロゲンと結びついている理由です。
女性における乳がんの主なリスク因子※は以下の通りです：













年齢：乳がんのリスクは高齢になるほど高くなります。
遺伝子：母親や父親から受け継いだ特定の遺伝子変異によって乳がんのリスクは高
くなります。現在の知見では、乳がんの 10％以下は、このような遺伝子異常が乳が
んの発生に関わっています。
乳がんの家族歴：一親等（母親や姉妹、娘、兄弟、父親）に乳がんになったかたが
おられる場合、特にその近親者が 45 歳以下で乳がんになっていた場合は乳がんに
かかる確率が高まります。複数の家族が若年時に乳がんあるいは卵巣がんにかかっ
た場合、遺伝性が疑われます。BRCA1 及び BRCA2 は家族性乳がんに関与する二
大遺伝子です。BRCA1 の変異を持つ人が乳がんにかかる生涯リスクは 80～85％
と言われ、そのうち両側性の乳がんになる確率は 60％と言われています。乳がんの
続発リスクと死亡率は、ともに予防手術※によって軽減されます。このような手術を
受ける前には心理カウンセリングを受け、慎重に遺伝学的診断を行うことが必須と
なります。
乳がんの既往歴：乳がんになったことのある場合、同側乳房の他の部位や対側の乳
房に乳がんが発生するリスクが高くなります。
エストロゲンと黄体ホルモンへの生涯暴露：
o 12 歳以前に初経を迎え、55 歳以降に閉経を迎えた女性は乳がんにかかるリ
スクが高くなります。
o 出産経験がない、30 歳以降に初めて出産した女性は乳がんにかかるリスク
は高くなります。
特定の乳房の良性※変化の既往：乳がん発症のリスクは、異型性小葉過形成
（ atypical lobular hyperplasia ※ ） と 異 型 性 乳 管 過 形 成 （ atypical ductal
hyperplasia※）の二つを持つ女性に特に高くなります。
地理的要因と社会的要因：西欧諸国に住む女性や高学歴の女性は、乳がん発症のリ
スクが高くなっています。
エストロゲンや黄体ホルモンを含む治療の影響：
o 経口避妊ピルの使用、とりわけ最初の妊娠前で使用した場合乳がん発症リス
クは高くなります。しかし、10 年以上経口避妊ピルを使用しなくなるとピ
ル内服による乳がん発症リスクはなくなります。
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閉経後※のホルモン補充治療は乳がんのリスクを高めます。エストロゲンと黄
体ホルモンの二つを組み合わせたホルモン補充療法を受けると乳がんにかか
るリスクは高くなりますが、エストロゲンのみの治療法ではそのリスクは低
くなります。乳がんのリスクは、現在治療中もしくは治療終了間もない女性
には認めますが、少なくとも 5 年以上前にホルモン補充療法を終了している
場合には、一度もホルモン補充療法を行ったことのない女性と同レベルとな
ります。
幼少期もしくは青年期における胸部への放射線治療※：幼少期もしくは思春期におけ
る放射線治療（通常はリンパ腫※の治療）は成人期での乳がんにかかるリスクを高め
ます。
体重超過と肥満：体重超過や肥満であること、とりわけ閉経※後の肥満は乳がんのリ
スクを高めます。これは、おそらく閉経※後にエストロゲンの源となる脂肪組織内で
のエストロゲン生成によるものだと考えられています。
アルコール摂取と喫煙：乳がんのリスクはアルコール摂取と喫煙によって高まりま
すが、そのメカニズムははっきりとしていません。
o







乳がんのリスク上昇と関係があると疑われている他の要因もありますが、その証拠は一貫し
たものと言えません。残念ながら、年齢、遺伝子、個人や家族の乳がん既往歴や異型増殖症
※
の既往歴は、常に乳がんのリスクに強い影響を与える要因といえます。
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乳がんの診断はどうするの？
乳がんが疑われる状況はいくつかあります。多くの場合はマンモグラフィ
※
検査での疑いや乳房の触診 ※での発見、患者本人や医師の診察時に乳房
の皮膚の変化が発見される、片方の乳頭からの分泌物を認めることなどが
挙げられます。
乳がんの診断のための検査として以下の 3 つが行われます：
1. 臨床診断※。乳房と周囲のリンパ節※の視診と触診※での診察。

2. 放射線診断※ 。本診断には、乳房と周囲のリンパ節※を対象
とした X 線※であるマンモグラフィ検査※、超音波※検査な
どがあります。高密度乳腺を持つ若い女性や BRCA 遺伝子
変異を持つ女性、インプラントでの乳房再建をした女性に
は乳房の MRI※検査が必要となる場合もあります。また、脇
の下のリンパ節に悪性所見（がん）が発見されたが、マン
モグラフィ検査で乳房に腫瘍が発見されなかった場合や、
複数の腫瘍の存在が疑われる場合に、MRI 検査が使用されます。
胸部 X 線※や腹部超音波※、骨シンチグラフィ※などの検査は、転
移※の可能性を除外するために追加で行われることがあります。

3. 病理組織学※的検査。この検査は腫瘍からサンプル組織を採取した
後に行う乳房組織や腫瘍の臨床検査で、生体組織検査※と呼ばれま
す。この臨床検査によって乳がんの診断はより確かなものとなり、
がんの特徴に関する情報を得ることができます。生体組織検査 ※は、針を腫瘍へ穿刺
する際に超音波※を補助的に使用することがありますが、医師が手動で針を使って採
取します。針が腫瘍へ刺入し、サンプル組織が採取されます。使用される針の種類
によって、穿刺吸引細胞診、もしくは針生検※があります。
２回目の病理組織学的検査は、手術で切除された腫瘍とリン
パ節※を調べる際に行われます。
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乳がん治療に関するよくある誤解
乳がん治療の専門医であるマルティーヌ・ピカール医師（Prof. Martine Piccart）
によると：









乳がんは数日や数週間では進行しません！治療に関してセカンド・オピニオンを受
ける時間はあります。
治療を開始する前に集学的な診断を受けることはとても重要であり、これを過小評
価してはいけません。診断結果は紹介状を通して治療医師やかかりつけの医師に連
絡してもらいましょう。
腫瘍の病理組織学的検査の重要性を過小評価することがあります。全体の治療戦略
は十分経験のある研究施設で注意深く、検討されるべきですが、これは正しく診断
された病理組織学的検査に基づくものと言えます。乳がんの症例経験が限られてい
る施設で検査を行った場合、再度経験のある施設で病理組織学的検査の評価を依頼
することは良い考えと言えます。
良く計画され、細心の注意を払って組まれた臨床治験で行われる新たな治療法は、
乳がんのいかなる病期においてもリスクよりもはるかに多くのメリットがあります。
このため、患者は医師に自分の病状がどの臨床試験が適しているかを尋ねましょう。
乳がんを発症しても妊娠は可能です。卵巣が、毒性を持つ化学療法※の薬剤によって
障害を受けていなければ、問題なく妊娠できます。治療前に、若年の患者が受胎能
力の温存を希望する場合には、率直に治療による影響と妊孕性の保護の可能性など
医師と話し合うことが必要となります。乳がん治療完了後に妊娠した患者の場合、
妊娠やその後の授乳によって乳がん再発※の可能性が高くなることはありません。
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最適な治療を受けるための知識として重要な事って何？
医師は最適な治療法を決定するために、患者とがんの両方の様々な面を考
慮する必要があります。
患者に関する情報








個人の既往歴
近縁者のがん、とりわけ乳がんと卵巣がんの家族歴
閉経※状態。場合により、血中のホルモン値（エストラジオール※
と FSH※）を調べるために血液サンプルを採取する必要がありま
す。
医師による診察※の結果
全般的な健康状態
白血球※や赤血球※、血小板※を調べるための血液検査の結果と肝臓や腎臓、骨の障害
を除外するために行った検査の結果。

がんに関する情報


病期分類※

医師は患者個々の特徴や発生したがんの種類からリスクや予後※を評価するために病期※を用
います。ＴＮＭ病期※分類が一般的に用いられています。腫瘍（Ｔ）の大きさと周辺組織へ
の浸潤、リンパ節（Ｎ）への転移、他臓器への転移やがんの広がり（M）といった情報を組
み合わせてがんを下記の病期へ分類します。
がんの病期は治療法を決定するために重要です。低い病期ほど、より良好な予後が期待でき
ます。病期※は臨床診断や放射線診断※の後と手術の後の通常 2 回行われます。手術が行わ
れた場合、切除された腫瘍やリンパ節の検査によって病期が評価されます。
肺や肝臓、骨への転移※がないか確認するため、更に胸部Ｘ線※や腹部超音波検査※、ＣＴ検
査※と骨シンチグラフィ※などの放射線診断が行われる場合があります。脳 CT 検査もしくは
MRI 検査は、脳転移が疑わしい症状があるときにのみ行われます。これらすべての診断は、
通常病期 II 以上の場合にのみ推奨されます（下記参照）。また、術前治療を予定している患
者に対しても考慮されます。一方で、転移が疑わしいリンパ節※がなく小さな腫瘍（病期 I）
を持つ患者に対しては上記すべての診断を行う必要はありません。
下の表は乳がんの病期を表しています。定義が専門的であるため、詳細は医師に尋ねること
をお勧めします。
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病期
病期 0
病期 I

病期 II

病期 III

病期 IV



定義
がん細胞は発生部位である乳管内に未だ留まっている。
腫瘍の直径が 2cm 以下で微小ながん細胞がリンパ節※に見つかることが
ある。
乳がんの病期 I は、IA と IB に分けられる。
腫瘍の直径が 2cm 以下でかつ脇の下のリンパ節※までがんが拡がってい
る。もしくは、直径が 2cm より大きく 5cm 以下だが、がんが脇の下の
リンパ節まではまで拡がっていない。
乳がんの病期 II は、IIA と IIB に分けられる。
腫瘍の大きさにかかわらず、腫瘍が：
- 胸壁もしくは乳房の皮膚にまで拡がっている
- 最低 10 個の脇の下のリンパ節※にがんが拡がっている、もしく
は脇の下のリンパ節が互いに、もしくは他の組織と癒合している
- 胸骨近くのリンパ節にまで拡がっている。
- 鎖骨上部か下部のリンパ節にまで拡がっている。
乳がんの病期 III は、IIIA, IIIB と IIIC に分けられる。
がんが他の臓器、特に骨や肺、肝臓、脳にまで拡がっている。このよう
な遠隔部位の病巣は転移※と呼ばれる。

生検 ※の結果

生検※で採取された腫瘍は検査室で精査されます。このような検査法や結果を病理組織学的
検査※と呼びます。2 回目の病理組織学的検査は手術において切除された腫瘍とリンパ節※を
対象に行います。これは生検の結果を検証し、がんに関する更なる情報を得る上でとても重
要です。生検の結果には以下の項目が含まれる必要があります：
o 組織型
組織型は腫瘍を構成する細胞の種類によって決定されます。乳がんは乳房の組織
内、通常は乳管や小葉内で発生することから、乳がんの主な組織型は乳管がん ※
や小葉がん※と呼ばれています。病理組織学的検査により、浸潤※がんか非浸潤が
んかに分類され、非浸潤※がんは上皮内がんとも呼ばれます。
o 悪性度※（グレード）
悪性度※は腫瘍細胞の不均質性や腫瘍の組織構造、腫瘍細胞の有糸分裂※（細胞分
裂）の頻度によって決まります。高分化型腫瘍(悪性度 1)は不均質性が低く、乳
腺の構造を維持しており細胞分裂が少数です。未分化型腫瘍(悪性度 3)は不均質
性が高く、乳腺の構造が失われ細胞分裂が多数みられます。中分化型腫瘍(悪性
度 2)は悪性度 1 と 3 の中間に位置し、悪性度※が低いほど、予後※が良くなりま
す。
全身治療が手術前に計画される場合、生検の結果にホルモン受容体※と HER2※の状況が含
まれている必要があります。術前に全身治療が計画されていない場合、手術で腫瘍（もしく
はリンパ節※）を切除した後に決定されます。
o エストロゲンとプロゲステロンのホルモン受容体※状況
腫瘍細胞は細胞の表面や内部にエストロゲンに対する受容体とプロゲステロンに
対する受容体を持つ場合があります。一部の腫瘍細胞は高レベルに受容体を持ち、
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これは腫瘍の成長や増殖がホルモンによって促進されていることを意味します。
高レベルのエストロゲン受容体※陽性（ER)やプロゲステロン受容体※陽性（PR+)
を持つ腫瘍は、エストロゲン受容体陰性(ER-)やプロゲステロン受容体陰性(PR-)
の腫瘍と比較して、良好な予後※が見込めます。
o HER2※ の状況
HER2※は乳がん患者の 20％に存在する細胞表面のタンパク質※で、HER2 は細
胞※の成長や移動に関与します。腫瘍組織の HER2※ の状況は以下の様々な診断
テストによって検査可能です：免疫組織化学的検査※(IHC)や蛍光 in situ ハイブ
リダイゼーション法※(FISH)、色素 in situ ハイブリダイゼーション法※(CISH)が
行われます。病理学的診断報告にて、IHC 検査の結果が 3+である場合や FISH
や CISH 検査の結果が陽性だった場合、がんは HER2※陽性となり、それ以外の
場合は、HER2※陰性となります。抗 HER2 療法が導入される以前は、HER2※
陽性がんは他のがんと比較してより急速に進行する経過をとりました。
o 多遺伝子発現プロファイル※
複数の腫瘍由来の遺伝子発現量を定量化することは生検 ※でも可能です。このよ
うな多遺伝子発現分析は日常的には行われませんが、再発※リスクや化学療法※に
より期待できる有効性を予測する際に役立ちます。
o Ki-67 ラベリングインデックス
Ki-67 は細胞分裂時に細胞核 ※内に存在し、静止時には存在しないタンパク ※質
です。Ki-67 ラベリングインデックスは、Ki-67 が確認された細胞の割合を表
します。分裂細胞の割合を分析することは、腫瘍の分裂増殖 ※のレベルを決める
ことになります。激しく分裂増殖している腫瘍は急速に成長し、ゆっくりと分裂
増殖する腫瘍と比較して予後は悪くなりますが、同時に激しく分裂増殖している
腫瘍ほど化学療法※への感受性は高くなります。
ホルモン受容体※の状況と HER2※ の状況を検討する際に用いられる検査は間違った結果を
生む可能性がある、ということを知っておくことは重要です。現在、HER2 を調べるために
用いられる検査では、100%正確な結果が得られるものなどは存在しません。さらに、一片
の組織を検査して HER2 陰性の腫瘍と診断しても、他の一片を検査した場合に HER2 陽性
となる可能性があります。そのため、可能である限り、この種の診断は生検※と手術時に切
除した腫瘍の両方を用いて行うほうがよいでしょう。
手術によって腫瘍を切除した後に行われる病理組織学的検査のもうひとつの重要な点として、
腫瘍が完全に切除できたかどうか確認することが挙げられます。これは、顕微鏡で観察して
腫瘍の辺縁が正常組織に完全に覆われているかどうかで判断されます。結果は、切除の断端
陰性※（腫瘍全体が切除できた可能性が高いことを意味する）、もしくは切除の断端陽性 ※
（腫瘍が完全に切除されなかった可能性が高いことを意味する）という言葉で報告されます。



ホルモン反応性

生検もしくは手術で切除された腫瘍の検査結果に基づいて、腫瘍はそのホルモン受容体の状
況によって３つのグループに分類されます：
o がん細胞上にエストロゲン受容体やプロゲステロン受容体を認めた場合は、
ホルモン反応性※（ER+/PR+）。
o がん細胞上にエストロゲン受容体やプロゲステロン受容体を認めなかった場
合は、ホルモン不応性（ER-/PR-）。
o 3 番目として、ホルモン反応性※がはっきりしない中間グループ。
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この解析に基づいて、ホルモン治療を行うかどうかが決まります。ホルモン反応性の腫瘍に
おいては腫瘍の成長にホルモンが必要なため、ホルモン治療が腫瘍の成長を止めたり遅らせ
たりしますが、ホルモン不応性の腫瘍の成長には影響を与えません。

 乳がんの内因性サブタイプ
ホルモン受容体の状況や HER2 の状況、Ki-67 ラベリングインデックスの結果の組
み合わせで乳がんを 5 つのサブタイプに分類することができます。これは、どの治
療が最も効果的かを知るうえで重要です。5 つのサブタイプを下記の表にまとめま
した。この分類はどちらかと言うと専門的であり、詳細は医師に訊くことをお勧め
します。
乳がんのサブタイプ

ホルモン受容体の状況

HER2 の状況

Luminal A

ER+ and/or PR+

HER2 陰性

Luminal B HER2 negative
Luminal B HER2 positive
HER2 positive non-luminal
Triple negative

ER+
ER+
ERER-

HER2
HER2
HER2
HER2

and/or PR+
and/or PR+
and PRand PR-

陰性
陽性
陽性
陰性
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治療の選択肢として何があるの？
治療の計画には職種の枠を越えた専門医チームが関わります。これは通常、
集学的検討※や腫瘍検討会と呼ばれ、専門を異にする医師によって行われ
るミーティング（カンファレンス）のことをさします。このミーティング
（カンファレンス）において、これまで記述したような情報に基づいて治
療計画が討議されます。
治療は通常、下記の治療法を組み合わせて行います：



手術や放射線治療※のように、局所的にがんを治療する方法
化学療法※やホルモン治療※、抗 HER 療法などの全身療法※のように、身体全体の
がん細胞を治療する方法。

治療の強度は腫瘍の性質やがんの病期、患者の年齢、閉経状態や共存症によって決まります。
下に記した治療法はメリットやリスクがあり、それぞれに禁忌もあります。治療結果をあら
かじめ承知しておくためにも、各治療に期待されるメリットやリスクを腫瘍医に聞くことを
お勧めします。治療にはさまざまな選択肢があります。治療の選択はメリットとリスクのバ
ランスを見ながら検討したほうがよいでしょう。

非浸潤（non-invasive）※がんに対する治療計画（病期０）

非浸潤（non-invasive）※がんは乳管外に拡がっていない状態(ductal carcinoma in situ)
です。治療の選択肢として、局所的治療である以下の二つがあります。




腫瘍もしくは乳房の部分を切除し、乳房全体を切除しません。このような方法を乳
房温存手術と呼びます。通常は乳房全体への放射線治療が後に行われますが、再発
のリスクがとても低い患者では省略される場合もあります。局所再発のリスクが高
い患者、例えば若年の患者に対しては、腫瘍を切除した部位への追加照射（boost
と呼ばれる）も考慮されます。
もしくは、乳房切除によって乳房周囲の皮膚や筋肉を除く乳腺全体を切除します。
乳房切除が行われた場合、追加の放射線治療は非浸潤がんの場合には行いません。

更に、腫瘍がエストロゲン受容体陽性※の場合、再発リスクを下げるため、乳房内でのエス
トロゲンの働きを阻害する薬であるタモキシフェン※を用いた治療も考慮されることがあり
ます。またタモキシフェンは対側乳がんの発症リスクを下げます。
以前は非浸潤性小葉がんと呼ばれていた小葉性新生物※は、両側乳房が将来乳がんを発症す
るリスク要因とみなされています。そのため、綿密な経過観察を行うか治療を行うかどうか
を医師と相談する必要があります。

Breast Cancer: a guide for patients - Information based on ESMO Clinical Practice Guidelines - v.2013.1

Page 14

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.

浸潤（invasive）※がんに対する治療計画（病期 I から III まで）

浸潤（invasive）※がんは乳管外(invasive ductal carcinoma)や小葉外(invasive lobular
carcinoma)にまで拡がっている状態です。治療は局所のがんと潜在的に体に拡がったがん
細胞を対象に行います。
ほとんどの場合、治療は手術と放射線治療※、全身療法※から成ります。体の他の部位へ拡が
っているがん細胞に対しては、ホルモン療法や化学療法、抗 HER2 療法を用いて治療しま
す。
直径 2cm 以上の腫瘍に対しては、薬物による腫瘍の縮小によって局所療法を容易にし、乳
房を温存できる可能性があるため、初期治療として全身療法※が選択されることがあります。
病期 IIIA と病期 IIIB のほとんどの場合では、手術に先立って化学療法※が行われます。この
ような方法を術前化学療法※といいます。これにより、腫瘍の大きさを縮小するため乳房温
存手術が可能となります。HER2※陽性の場合には、トラスツズマブが追加されます。

手術
手術は全身麻酔※下で行われます。外科医は以下の 2 つの手法のうち
いずれかを用いて、一回の手術で腫瘍とリンパ節 ※の一部を切除しま
す。



腫瘍、もしくは乳房全体ではなく腫瘍を含む乳房の一部分を切
除する方法を乳房温存術と呼びます。
乳房周囲の皮膚や筋肉を除く乳腺全体を切除する方法を乳房切
除術と呼びます。

乳房温存術と乳房切除術の選択は腫瘍の特徴や乳房のサイズ、患者の希望によって決められ
ます。腫瘍サイズが大きい場合や腫瘍が乳房の複数箇所に存在する場合、あるいはその他の
理由により、乳房切除術が必要となる場合があります。このことについては医師らと十分話
し合わなければなりません。近年西欧諸国では、乳がん患者 3 人に 2 人が乳房温存手術を
選択しています。
一部の患者では、腫瘍サイズを縮小した上で手術を行うことを目的として手術前（術前）に
治療が行われます。術前療法の効果が出ると、根治性を保ちながら乳房の温存が実際に可能
かどうかを確認するため、医師は MRI 検査を計画する場合があります。一部のケースでは、
それでも尚乳房切除が必要となることがあります。
乳房切除術が必要となる患者に関しては、必要に応じて乳房再建を勧めています。この再建
は同時に行われることも、時期をあけて行われることもあります（医学的理由もしくは個人
的な理由による）。ただし、患者は乳房切除から再建まで 2 年以上待つ必要はありません。
また、再建によって局所の再発※の発見が困難になることはありません。
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1 個もしくは数個の脇の下のリンパ節※も切除される
この切除はがんがリンパ節まで拡がっているかどうか知るために重要ですが、がん治療の観
点からはその効果は限られています。リンパ節の手術は以下の 2 つの方法で行われます：




外科医はセンチネルリンパ節 ※生検※を行います。腫瘍近くにマーカーを注射すると、
マーカーはリンパ管からリンパ節へと流れます。外科医は、マーカーがどのリンパ
節に局在しているのかをプローブを使って知ることができます。そして、がん細胞
が存在するかを確認するためそのリンパ節を切除します。手術中にリンパ節の迅速
検査が行われ、もしがん細胞がリンパ節で見つかったら、通常腋窩郭清（えきかか
くせい）※を行います(下記参照)。腫瘍の直径が 5cm 以下の患者に関しては、もし
検査結果によって 1，2 個のセンチネルリンパ節にしか転移がなければ、腋窩郭清
を必要としない可能性があります。
外科医は腋窩郭清※を行います。外科医は脇の下に切開をいれ、リンパ節が存在する
腋窩軟部組織を切除します。これらのリンパ節に対してがん細胞の存在を確認しま
す。

センチネルリンパ節※生検※では、腋窩郭清にくらべ腕の腫れ（リンパ浮腫）や肩こりがおこ
りにくくなります。病期 I と病期 II の乳がんに対しては、術前の診察や超音波検査※によって
がんの転移を疑うリンパ節が検出されない限り、センチネルリンパ節生検が推奨されます。
病期 III に対しては、腋窩郭清※が行われます。
手術によって切除された腫瘍とリンパ節※の病理組織学的検査
腫瘍とリンパ節※が切除されると、以下の目的で検査が行われます：






組織型※やグレード※、ホルモン受容体※の状況、HER2※ の状況、場合によっては多
遺伝子発現プロファイルなどについて、生検結果と一致しいているかの確認。
腫瘍のサイズの測定と周辺組織にまで拡がっているかどうかの確認。
乳房以外の転移のリスクとなり得るがん細胞のリンパ管や血管内への浸潤の確認。
腫瘍全体が切除され、切除断端に腫瘍組織がないかどうかの確認。
がん細胞がリンパ節にまで拡がっているかどうか、転移リンパ節の数の確認。

2 回目の手術
一部の患者では、二回目の手術を行うことがあります。主な理由は以下の通りです：



切除断端が陽性である、つまり腫瘍が正常組織に完全に囲まれていない。この場合、
新たな手術によって残りの腫瘍を切除する必要があります。
センチネルリンパ節 ※生検※で摘出したリンパ節をより詳しく検査したところ、リン
パ節にがん細胞が含まれていることが判明した場合。その場合には、通常、腋窩リ
ンパ節郭清が実施されます。腫瘍の直径が 5cm 以下の患者に関して、検査の結果、
1，2 個のセンチネルリンパ節にしかがんの転移がなかったとしたら、腋窩郭清は必
ずしも必要でないかもしれません。
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補助療法
補助療法は手術に追加して行われる治療です。乳がんの病期 I から III の患者に行われる補助
療法には放射線治療※や化学療法※やホルモン治療、分子標的治療※があります。この場合、
放射線治療は局所療法ですが、化学療法やホルモン治療、分子標的治療は身体の他の部位に
拡がったがん細胞に効果があります。後者の治療法を全身療法と呼びます。
放射線治療※
放射線治療とは、がん細胞を死滅させるために放射線を使用することです。一般的に、がん
細胞は正常細胞よりも放射線障害から回復しにくい性格をもっています。
放射線治療は、ほぼすべての浸潤性 ※乳がんに推奨されます。ある患者には放射線治療の利
益がないため、省略される場合があります。これはホルモン反応性の直径 2cm 以下の腫瘍
を持つ 70 歳以上の患者が対象となり、さらに腫瘍全体を断端陰性で切除できたものが対象
となります。
乳がんにおける放射線治療は、放射線治療装置からでる高エネルギーの放射線によって局所
的にがん細胞を死滅させることを目的としています。




乳房温存術後では、すべての患者に放射線治療が強く推奨されます： この場合は、
乳房全体への放射線治療とそれに引き続き腫瘍を切除した部位への追加照射（boost
と呼ばれる）を行います。
腫瘍が大きい患者と/もしくは、腋窩リンパ節に転移があった患者に対しては、乳房
切除術後の放射線治療が強く推奨されます。放射線治療は、胸壁と、場合によって
は領域のリンパ節も対象となります。がん細胞が鎖骨もしくは胸骨の裏のリンパ節
にまで明らかに広範囲に拡がっている場合、照射範囲をこれらの範囲にまで拡大す
ることがあります。

放射線の照射量は、45 から 50 グレイ(Gy)の間です。グレイとは、放射線治療で照射され
る放射線量の単位のことです。この総照射量は分割して照射され、1 分割量が放射線治療１
回で受ける照射量となります。通常乳がんでは、25～28 分割が想定されていますが、16
分割の短期治療も副作用のリスクを上げることなく同様の効果が見込めます。Boost が予定
されている場合、2 Gy ずつの分割で、10～16Gy 追加されます。分割で治療を行う目的は、
正常な組織の損傷リスクを軽減し、長期的に腫瘍がコントロールできる
可能性を上げることにあります。放射線治療における 16〜35 回の通院
を回避し治療期間を短縮するために、手術中に放射線治療を行う試みが
なされています。このような方法を加速乳房部分照射といいます。この
手法に関する研究は現在も行われている最中ですが、予備試験の結果に
よると 50 歳以上の、単発の腫瘍で直径が 3cm 以下、切除断端が 2mm
以上であり、リンパ節※に転移のない患者に対して推奨されます。更に、
腫瘍は特定の組織学的特性（乳管内進展を伴わない小葉がんではない腫
瘍で、リンパ管への浸潤を認めないもの）であることが望ましいとされ
ています。このタイプの放射線治療は特殊な装置が必要となり、研究段階にあるため多くの
施設では利用できる状況ではありません。
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全身療法※
全身療法※の目的は、身体の他の部位に拡がっているかもしれないがん細胞に治療を加える
ことです。
生検や手術によって切除された腫瘍組織を解析して得られた腫瘍の特性は、どの治療法、も
しくはどの治療法の組み合わせが最も適切かを決める際に極めて重要です。このような腫瘍
特性は腫瘍のサイズ、組織学的種類※や悪性度（グレード※）、切除断端の状態※、転移して
いるリンパ節※の数、ホルモン受容体※の状況、HER2※ の状況で評価します。また、可能で
あれば多重遺伝子発現プロファイルの結果も検討します。年齢や閉経状態、患者の医学的状
態は、患者の全身補助療法に関する決定を行う上で重要な患者由来の要因となります。
個々の患者に対して、効果の見込みや副作用の可能性、患者の希望を考慮して治療法の選択
を行わなくてはなりません。
以下の三種類の治療法が全身療法 ※ として用いられます：ホルモン治療、化学療法 ※ 、抗
HER2 療法。
腫瘍はホルモン受容体の状態によって、以下の 3 つのグループに分けられます：ホルモン
反応性※（ER+/PR+）、ホルモン不応性（ER-/PR-）及びホルモン反応性※がはっきりしな
い中間グループです。ホルモン反応性の腫瘍は、その成長に女性ホルモンが必要となるため、
ホルモン治療によって腫瘍の成長を止めたり遅らせることができますが、ホルモン不応性の
腫瘍に対しては効果がありません。




ホルモン反応性※の腫瘍を持つ患者は、ホルモン治療単体、もしくはホルモン治療と
化学療法※を組み合わせて治療を受ける可能性があります。
ホルモン反応性※がはっきりしない腫瘍を持つ患者は、ホルモン治療と化学療法 ※を
組み合わせた治療を受ける可能性があります。
ホルモン不応性※の腫瘍を持つ患者はホルモン治療ではなく、化学療法 ※を受けたほ
うがよいでしょう。

ホルモン療法
この治療は以下の薬の内の一つ、もしくは二つを組み合わせて行います：





タモキシフェン※と呼ばれる薬は、乳房内でのエストロゲンの働きを中和し、閉経前
と閉経後のいずれの患者にも効果があります
アナストロゾールやエキセメスタン、レトロゾールなどのアロマターゼ阻害薬 ※ファ
ミリーは閉経後の患者において、エストロゲンの生成を抑制します
性腺刺激ホルモン※放出ホルモン類似薬は、閉経前患者のエストロゲンレベルを下げ
ます
卵巣摘出術は、閉経前の患者における卵巣を摘出する手術です
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ホルモン治療の選択は患者の閉経状態に基づいて行われます。
閉経になっていない患者（閉経前患者）に対しては、5 年間タモキシフェン※単体、もしく
は両側の卵巣摘出や性腺刺激ホルモン放出ホルモン類似体薬と 5 年間のタモキシフェンの
併用が一般的な治療法です。タモキシフェンは化学療法と同時に使用してはいけません。
閉経後の患者において、高リスクの患者は 5 年間のアロマターゼ阻害薬※ファミリーの投与
が望ましいですが、タモキシフェン治療中の患者は 2、3 年後に、2、3 年間のアロマター
ゼ阻害薬を用いた治療に移行することも考慮されます。アロマターゼ阻害薬※ファミリーで
治療を受けた患者は骨粗しょう症を発症するリスクが高く、カルシウムとビタミン D※の十
分な摂取が必要です。骨粗鬆症※の場合は、骨塩量の計測のような検査やビスホスホネート※
などによる治療が行われます。タモキシフェンは、わずかに血栓の危険性を増加させるので、
外科的加療が必要となった場合は中止するほうがよいでしょう。また、タモキシフェンによ
り、子宮内膜がん（子宮のがん）の発生する危険性が 2 倍になります。
化学療法※
初期の乳がんにおける化学療法は、詳細な実施要項に従い抗がん薬を 2、3 種類組み合わせ
たものとなります。乳がんの場合、治療は一般的に 4 から 8 サイクルです。サイクルとは
薬剤が正確な用量と間隔、順番で投与され、次サイクルを開始するまでの休薬期間を含む 2
～4 週間のことです。
どの薬剤の組み合わせが最も適切かは明確ではありませんが、アントラサイクリン系 ※の抗
がん薬であるドキソルビシン※やエピルビシン※を用いることが推奨されています。アントラ
サイクリン系薬剤を用いた治療を行う前には、心機能の検査が重要となります。しかしなが
ら、例えばドセタキセル※とシクロホスファミド※の組み合わせなど、アントラサイクリン以
外の投薬でも同等の効果が報告されています。治療法はよく各薬剤の頭文字で表されます
（例：FEC はフルオロウラシル（Fluorouracil）とエピルビシン（Epirubicin）、シクロ
ホスファミド（Cyclophosphamide）の略）。体力の無いもしくは高齢の患者などでは
CMF（シクロホスファミドとメトトレキサート（Methotrexate）、フルオロウラシル）の
投薬が適切な場合もあります。
他の選択肢として、特に腫瘍細胞がリンパ節にまで拡がっている患者に対しては、タキサン
系※の薬（パクリタキセル※）をアントラサイクリン系※（ドキソルビシン※やエピルビシン※）
に併用する場合が有ります。この場合は同時にではなく逐次的に投与されることが好ましい
です。
抗 HER2※療法
抗HER2療法は、組織検査の結果においてIHC※検査が「3+」 、もしくはFISH※やCISH検
査が「陽性」など、HER2 陽性がんである場合に用いられます。トラスツズマブは、腫瘍
のサイズやホルモン状態にかかわらずHER2 陽性乳がんの患者に対して効果的です。補助
療法の有効性を調べた臨床研究では、トラスツズマブは常に化学療法と組み合わせていまし
た。そのため、化学療法を行わないでトラスツズマブだけを用いた補助療法で良好な効果※
があるかどうかは明確ではありません。
トラスツズマブを用いた補助療法の標準的な推奨服用期間は1年です。この標準的な期間よ
り短期間または長期間での投与を比較した臨床研究の結果は確定されていません。
トラスツズマブはパクリタキセル※やカルボプラチン※と同時に投与することは可能ですが、
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ドキソルビシン※やエピルビシン※と同時に投与してはいけません。後者の二つとトラスツズ
マブはどちらも心臓にとって有害となるからです。
トラスツズマブを心機能に異常がある患者に投与してはいけません。もし心機能異常が疑わ
れた場合、トラスツズマブ療法を行う前に検査を行う必要があります。

転移がんに対する治療計画（病期病期 4）

転移性※乳がんは身体の他の部位に拡がったがんのことです。乳がんがもっとも転移しやす
い場所は骨や肝臓、肺、そして脳です。腫瘍細胞が身体の他の部位に拡がっているため、全
身療法※が治療の主力となります。約 5％の乳がん患者が診療時に転移を起こしています。
転移性乳がんの患者には以下の治療が行われます：



主な治療目標は生活の質の維持、もしくは改善です。患者は適切な心理的、社会的、
支持的ケアを提供される必要があります。
現実的な治療目標について患者とその家族は話し合う必要があり、患者はすべての
決定に対して積極的にかかわることが推奨されます。治療の現実的な部分（例とし
て経口か静脈注射※か）などを含め、患者の要望は常に考慮される必要があります。

乳腺専門看護師は、患者とってきわめて大切な支援を行うことが出来るので、多くの病院で、
全ての患者が利用できるようにする必要があります。
手術と放射線療法※
転移※が見られた患者のなかには、原発巣の外科的切除や放射線治療が有効な場合がありま
す。ごくまれな場合、例えば肝、肺や脳などに転移が一つだけ、あるいはごく限られた数の
みである患者では、転移巣への手術が行われる事もあります。放射線療法は骨や脳への転移
に対する治療法として用いられます。

全身療法※
全身療法※の目標は複数の臓器に存在する転移※がん細胞へ同時に働くことです。全身療法※
の選択肢は、転移のない浸潤性の※がんに対するものと同様のホルモン療法や化学療法、抗
HER2療法に加えて、ベバシズマブ※やエベロリムス※などの分子標的治療薬があります。も
し化学療法が用いられる場合、その組み合わせや期間は患者個々に合わせて行われる必要が
あります。
全身療法※の選択は、ホルモン受容体※や HER2※の状況、早急な治療奏効の必要性そして前
治療の内容とその効果によって決定します。
ホルモン療法
ホルモン療法はホルモン反応性※(ER+ かつ/または PR+)の転移性※乳がんの治療選択肢の一
つです。ホルモン療法の選択は閉経状態と過去行ったホルモン治療によって決定されます。
Breast Cancer: a guide for patients - Information based on ESMO Clinical Practice Guidelines - v.2013.1

Page 20

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.



閉経前の患者に対しては
o もしタモキシフェン※治療歴がない、もしく
はタモキシフェンが 12 ヶ月以上中断され
ていた場合、性腺刺激ホルモン※放出ホルモ
ン類似体薬もしくは卵巣摘出とタモキシフ
ェンの併用が好ましい選択肢となります。
o 上に該当しない場合、性腺刺激ホルモン放出ホルモン類似薬もしくは
卵巣摘出をアナストロゾールやエキセメスタン、レトロゾールなどの
アロマターゼ阻害薬 ※ と組み合わせる方法が好ましいとえいます。こ
の治療法にはカルシウムとビタミンＤの補給が推奨されます。
 閉経後の患者に対しては
o もしアナストロゾールやエキセメスタン、レトロゾールなどのアロマ
ターゼ阻害薬※の治療歴がない、もしくは 12 ヶ月間中断されていた
場合、このアロマターゼ阻害薬の治療法が選択肢として挙げられます。
この治療法にはカルシウムとビタミンＤ※の補給が推奨されます。
o 上に該当しない場合、タモキシフェンやフルベストラント ※、メゲス
トロール※、男性ホルモン※が用いられます。
o アナストロゾールやレトロゾールでの治療にもかかわらず、がんの進
行や再発の徴候が見られた場合、エキセメスタンとエベロリムス ※ の
併用による治療が選択肢として挙げられます。タモキシフェン ※とエ
ベロリムス ※の併用も選択肢の一つですが、ヨーロッパではまだ推奨
されていません。
がんは時間の経過とともに変化し、ER 陽性がんが ER 陰性に変化することや ER 陽性がん
がホルモン治療に耐性を持つように変化することもあります。ホルモン治療に対して耐性が
明らかとなった患者には、化学療法や臨床試験への参加を提案しましょう。
抗 HER2 療法
トラスツズマブやラパチニブなどの抗 HER2※療法は HER2 陽性転移性乳がんの患者に対
して、早い段階から化学療法※やホルモン治療との併用や単体として提供するほうがよいで
しょう。この治療は、補助療法での使用歴がなく、禁忌（例：心不全）のない患者に対して
行われる必要があります。もしトラスツズマブによる治療中にがんの進行が続く場合、トラ
スツズマブを継続しながら他の化学療法と同時に行ってもかまいません。同じく HER2※受
容体を標的とする経口薬であるラパチニブ※は、経口の化学療法薬であるカペシタビン※と組
み合わせて投薬されます。治療法の選択は臨床腫瘍医と話し合ったうえで決定される必要が
あります。ペルツズマブ ※ とトラスツズマブエムタンシン ※ という名の二つの新しい薬が
HER2※陽性乳がん患者に対して、ヨーロッパでは近い内に使用可能となるでしょう。
化学療法

※

化学療法は以下の患者に対して行われます:


生命にかかわる臓器（例：肝臓の広範囲）において腫瘍が急速に増大し、全
身療法による早急な治療奏効が求められる患者。
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ホルモン不応性性かつ HER2※陰性の乳がん患者。このようながんは「トリ
プルネガティブ」（ER-、PR-、及び HER2※-）と呼ばれ、化学療法が主な
治療の方法となります。
 ホルモン反応性のがんではあるが、最初からホルモン治療に反応しない、も
しくは途中から反応しなくなった患者。
もし患者が以前アントラサイクリン系※（エピルビシン※やドキソルビシン※）を用いた化学
療法を受けていた場合、タキサン系※（パクリタキセル※やドセタキセル※）を用いた化学療
法を提案しましょう。
生存期間を縮めることなくより質の高い生活を維持するため、多くの場合、複数の薬剤を組
み合わせた治療法よりも、一つの薬剤を用いた治療法が好まれます。化学療法の期間は、患
者個々に対して決定される必要があります。一般的に、トリプルネガティブ乳がん患者はよ
り頻繁に転移※が起き、病気の進行がより速いため、併用化学療法※が提案される可能性があ
ります。
すでに 3 種類の異なった投薬方法が行われていても場合でも、全身状態が概ね良好で、腫
瘍が前の化学療法に「反応した」（腫瘍の縮小が見られた）場合には、化学療法の継続は可
能です。
その他の生物療法
ベバシズマブ※は腫瘍周辺の血管新生を阻害すると考えられている薬です。ヨーロッパでは
現在、転移性乳がんの患者に対して初回化学療法※（パクリタキセル※やカペシタビン※）と
の併用においてのみ使用が認められています。この併用療法は治療法が限られている一部の
患者のみが対象となり、起こりうる副作用と期待出来る有効性を十分評価して行う必要が有
ります。アメリカでは、乳がんにベバシズマブ※の承認は取り消されています。
他の治療法
放射線療法は、骨転移※や脳への転移、潰瘍形成を伴う軟部組織病変※などの局所の腫瘍に対
する緩和療法として用いられることもあります。
ビスホスホネート※は高カルシウム血症の治療や骨転移が認められる際に用いられます。そ
の目的は痛みの緩和と骨折など骨転移の合併症を予防することです。ビスホスホネート ※は
経口薬と経静脈投与の両方があり、一般的に副作用は少ないが、まれに顎骨懐死などの合併
症を引き起こすことがあります。顎骨壊死は、治療に長い時間を要する骨の露出を伴う上顎
骨もしくは下顎骨の病変です。このような合併症は口腔内の状態が良くない患者により起こ
りやすいため、ビスホスホネート※治療の前に歯科口腔外科的な検査を行うことが推奨され
ています。
デノスマブは、骨転移に対する新しい治療法です。ビスホスホネートと比較して、骨の合併
症予防の観点からはわずかに有効であり、腎毒性も少ないです。ビスホスホネート同様、デ
ノスマブも顎骨懐死の合併症を引き起こすことがあります。
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臨床実験（治験）
新薬の臨床試験がしばしば転移性乳がんの患者に提案されます。治癒が非常に困難な現状を
打開するための唯一の方法であるため、臨床試験への参加が推奨されます。
治療効果評価
起こりうる有害な事象と治療による利益を天秤にかけるために、治療に対する反応を評価す
る必要があります。この治療効果の評価はホルモン治療の場合は 2、3 か月後、化学療法※
では 2、3 サイクル後に行うことが推奨されています。評価は臨床的および症状の評価、生
活の質の調査、血液検査, 治療前に異常を示した放射線画像検査を継続しながら腫瘍を比較
計測してゆくなどがあります。
利益と副作用のバランスが好ましくない場合は、新たな治療方法について患者とその家族と
医師の間で検討する必要があります。
一部の患者では治療への反応を調べるため、CA15.3 や CEA などの腫瘍マーカーと呼ばれ
る物質の血中濃度の測定が行われます。腫瘍マーカーの値の減少は治療が効果的であること
を、増加はその逆を意味する可能性があります。しかし、これらの検査はあまり確実ではな
いため、その使用は通常の放射線画像検査による腫瘍計測ができない患者に限られます。
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治療の副作用の可能性として何があるの？
手術のリスクと副作用
全身麻酔※下で行われる手術には、ある程度のリスクはつきものです。深部静脈血栓※や心臓
疾患、呼吸疾患、出血、感染、麻酔への反応が合併症としてまれではありますが起こり得ま
す。手術直後の痛みはよくあることですので、そのため痛み止めが治療や予防の目的に投与
されます。肩こりも起こりますが、通常そう長くは続きません。
脇の下のリンパ節※を切除した場合、リンパ経路が傷ついていたり遮断されている可能性が
あり、その結果、リンパ浮腫、つまりリンパ液が腕に溜まってむくみが起こることがありま
す。リンパ浮腫は、術後すぐに起こることもありますが、後になってから起こることもあり
ます。センチネルリンパ節生検を行った場合、そのリスクは低くなります。腋窩郭清 ※の後
に放射線治療を行うとリスクは高くなり、この場合、40％にリンパ浮腫が起こります。
がん専門医による適切な診察や助言によって副作用がおさまる可能性があります。

放射線治療※の副作用
放射線治療による副作用はほとんどなく、あっても軽微なものです。放射線治療の影響は人
によって異なり、一人の患者にどのような副作用が現れるか正確に予測することは困難です。
このような副作用の程度を軽減したり、回避するためのいくつかの方法があります。放射線
治療における機器の治療技術は著しく進歩しており、重大な副作用は今日ではとてもまれで
す。放射線治療による副作用があったとしても、ほとんどは治療が終了すると徐々に消えて
いきます。しかし、一部の患者ではその後も数週間にわたり副作用が続くことがあります。
乳がんにおける放射線治療の主な副作用は、外照射の 3、4 週間後に起こる胸部の皮膚の発
赤やひりひりする痛み、かゆみです。これは通常、治療終了より 2～4 週間でおさまります。
しかし、周辺の皮膚と比べて患部にわずかな色素沈着が残る可能性があります。
数か月、長い場合は数年に及ぶ、長期の副作用があります。
 皮膚に違和感を感じたり、以前より明らかな色素沈着が残ります。毛細血管が障害
を受けることにより、赤い「蜘蛛のような」マーク（毛細管拡張症）が皮膚に現れ
ることがあります。
 リンパ節※が障害を受けることにより、腕の腫れ（リンパ浮腫）が起こることがあり
ます。
 放射線治療そのものががんを引き起こすことがあり、ごく少数ではありますが、治
療を受けたことにより 2 度目のがんが発症することがあります。しかし、二度目の
がんが発症する確率は低く、放射線治療によるリスクは治療の恩恵をはるかに下回
わります。リスクは放射線量とは関係なく、時間の経過と共に高くなります。
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化学療法※の副作用
化学療法による副作用は頻繁に起こり、使用する薬や服用期間、患者由来の因子によって引
き起こされます。もし過去に他の疾患（心臓病など）の病歴がある場合には、予防策を取っ
たり、治療の調整を行う必要があります。異なる薬の組み合わせは一種類の薬を用いる場合
と比較して通常副作用をより起こしやすくなります。
乳がんに対する化学療法で用いられる薬の副作用のなかでもっとも多いのが、脱毛と血球数
の低下です。血球数の低下は貧血※や出血、感染症の原因になります。化学療法が終わると、
髪は伸び、血球数も通常値に戻ります。
その他の良く起こる副作用は以下の通りです：
 紅潮や発疹などのアレルギー反応
 皮膚の刺痛やしびれ、痛み、手や足への神経の症状（末梢神経症※）
 一時的な視力の消失や低下
 耳鳴りや聴覚の変化
 低血圧
 むかつき、嘔吐、下痢
 口内炎等
 味覚障害
 食欲不振
 心拍数の低下
 脱水症状
 一時的な爪や皮膚の小さな変化
 注射部位の痛みを伴う腫れと炎症
 筋肉痛や関節痛
 てんかん発作
 疲労
その他にもまれではありますが、重大な副作用が起こる可能性があります。特に発作や心筋
梗塞※、腎臓や肝臓の機能障害が含まれます。これらのうちどの症状があっても、医師に報
告する必要があります。
閉経前の若年の患者に関して、化学療法に用いられる一部の薬では卵巣でのホルモン生成を
止めるため、閉経を早める可能性があります。そのため、月経の終了やほてり、発汗、気分
の変動、膣乾燥を含む閉経の症状が起こります。
化学療法による副作用のほとんどは治療可能なため、不快と感じることがあったら医師や看
護師に伝えることが大事です。
これらとは別に、各薬はそれぞれ異なる副作用を持っています。人によって副作用の種類や
程度はことなりますが、最も一般的なものを下に記します。


ドキソルビシン※とエピルビシン※（ドキソルビシンより低い頻度）は心筋傷害を引
き起こす可能性があるため、これら 2 種類の薬を使った治療を行う前は心機能の診
断が重要となります。トラスツズマブ※も心臓への障害を引き起こす可能性があるた

Breast Cancer: a guide for patients - Information based on ESMO Clinical Practice Guidelines - v.2013.1

Page 25

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.







め、ドキソルビシンやエピルビシンと同時に投薬してはいけません。ドキソルビシ
ンとエピルビシンの影響で紫外線に対して皮膚が敏感になるため、過去に放射線治
療を行った部分が赤くなります。治療後数日間尿が赤やピンクになることがありま
すが、これは血液によるものではなく、薬によるものです。
カペシタビン※は掌や足の裏にひりひりする痛みを引き起こす可能性があります。こ
のような状況を手足症候群といい、皮膚の刺痛やしびれ、痛み、掌や足裏の乾燥や
剥皮が起こります。
ドセタキセル※は体液貯留や一時的な爪変色、かゆみを伴う発疹を引き起すことがあ
ります。一部の患者では、カペシタビン※の項目で述べられている手足症候群や、手
足のしびれやさすような痛みが起こります。4 人に 1 人の患者がドセタキセルの投
与初回、もしくは 2 回目にアレルギー反応を経験します。
パクリタキセル※は投与時間や投与量、投薬計画によって末梢神経障害を引き起こし
ます。パクリタキセルの投与が少なかったり、週ごとの投薬の場合、末梢神経障害
がおこることはまれです。症状にはしびれや知覚異常、手袋・靴下の範囲に一致し
た手足の焼けるような痛みがあります。症状はしばしば左右対称で起こり、その発
症はより末端部分から起こります。つま先と指先での症状が同時に起こること、ま
た左右対称に症状が起こることを訴える患者が多いようです。顔部位への症状はあ
まり一般的ではありません。治療の中止から数か月以内に軽減したり解消されるよ
うな、軽い症状が報告されていますが、重篤な末梢神経障害が長く続いた例も報告
されています。

ホルモン治療による副作用
ホルモン治療による副作用はとても頻繁に起こります。副作用は処方された薬にもよります
が、すべてのホルモン治療には、共通した主たる副作用があります。タモキシフェン※はア
ロマターゼ阻害薬※よりも大きな副作用をもたらす傾向があります。
閉経前の患者における、ホルモン治療の最初の目標は、卵巣切除もしくは薬（性腺刺激ホル
モン※分泌ホルモン類似薬の作用によって卵巣の機能を抑えることです。これは、ほてりや
発汗、気分の変動、膣乾燥などの閉経の症状を引き起こし、そしてもちろん月経は止まりま
す。
ホルモン治療による主な副作用を以下に記します。これらは、治療によりホルモンのレベル
や状態が変化することに関連しています。概して、ほぼすべての女性に対して、ホルモン治
療によるメリットがリスクを上回ります。








ほてりや発汗（特にタモキシフェンを用いた場合よく起こる）
膣乾燥
筋肉痛や関節痛（特にアロマターゼ阻害薬使用時）
気分の変動
疲れ
むかつき
性欲減退（乳がんに関係する様々な理由によって起こる可能性がありますが、治療
によるホルモン状態の変化が少なくともこの症状の理由の一部として説明でききま
す）。

その他にも、まれではあるものの、重大な副作用が起こりえます。薬のほとんどは骨への影
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響を持ち、骨粗しょう症※を引き起こすため、放射線検査※による骨密度の検査を行うことと
同時に、カルシウムとビタミンD※を十分に摂取することが大切です。
タモキシフェン※は、閉経後に服用した患者に対して子宮がん発症のリスクを高めます。閉
経後の膣からの出血のほとんどは子宮がんによるものではありませんが、医師に報告する必
要があります。
また、タモキシフェンは血栓、通常足の血栓（深部静脈血栓※）、のリスクも高めます。ま
れに血栓の一部が血流内で剥がれる（塞栓形成する）ことがあり、これは胸痛や息切れの原
因となる肺動脈の詰まり（肺塞栓症）を引き起こします。このような症状は医師に報告する
必要があります。
※

標的生物療法による副作用

トラスツズマブ※
トラスツズマブの副作用は化学療法※による副作用よりも更に限定されています。トラスツ
ズマブは、寒気や熱、かゆみを伴う発疹、むかつき、息切れ、喘鳴、頭痛、紅潮、失神まで
のアレルギー反応の原因となります。寒気や発熱、発疹、むかつき、嘔吐は通常は点滴時に
生じ、慣れるまでの初期の点滴で起こる傾向があります。
トラスツズマブは心不全など心臓を害する可能性があります。心臓疾患のある患者や高血圧
の患者に対して投与する場合は配慮が必要であり、すべての患者は治療中、心機能をチェッ
クするため定期的な検査が必要です。
マウス由来のタンパク質※やその他成分から成るトラスツズマブに過敏な患者に対して、ト
ラスツズマブを使用しないほうがよいでしょう。がんのため安静時でも重篤な呼吸器疾患を
持ち、酸素療法※を必要とする患者に対して、トラスツズマブを用いてはいけません。
上記の副作用の一つもしくは複数が患者に見られるかもしれませんが、同一の患者にすべて
の副作用が起こるわけではありません。
ラパチニブ※
カペシタビンと併用してラパチニブを服用している患者の最も多い副作用は下痢と手足症候
群（掌や足の裏への皮膚発疹、浮腫、紅潮、痛みや剥皮）で 30％以上に起こるといわれて
います。これは通常軽い症状で、治療開始からすぐ（通常 2 週間）発症し、薬の服用量の
減量が必要となる場合があります。むかつきや嘔吐、肝酵素の血中濃度の上昇と同様、貧血
が起こる可能性があります。
ベバシズマブ※
まれではありますが、ベバシズマブ※療法による重大な合併症として以下の症状があります
- 胃腸穿孔、ろう孔形成、創傷治癒の遷延；
- 重篤な出血；
- 高血圧（重篤な高血圧）；
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-

-

ネフローゼ症候群 ― 尿中の極めて高濃度タンパク質の漏出（タンパク尿）や血
中の低タンパク、とりわけ眼の周りや足、手の腫れ。このような症状は、血液の老
廃物をろ過し水分を尿として膀胱へ送る役割を担っている腎臓の毛細血管が障害を
受けたことによります。
ベバシズマブ※投与以前に化学療法※としてアントラサイクリン系※の投与をされてい
た、もしくは胸壁への放射線治療※を受けていた患者における、うっ血性の心不全。

ベバシズマブ※による最も一般的な副作用は高血圧、全身倦怠感、痛み、腹痛、むかつきと
嘔吐、食欲不振、便秘、上気道感染、白血球数の低下（これにより感染のリスクが高まる）、
タンパク尿、鼻血、下痢、脱毛、口内炎、及び頭痛です。
エベロリムス※
以下のすべての副作用が起こることはないかもしれませんが、もしそうなった場合は医師に
よる治療が必要な場合があります。以下の副作用のいずれかが見られた場合、至急医師に連
絡を取りましょう：
- 顔面や腕、手、足の腫れ；
- 鼻血；
- 胸を締め付けられるような痛み；
- 咳や嗄声；
- 唇のひび割れ；
- 体重減少；
- 下痢；
- 息切れや呼吸困難；
- 嚥下障害；
- 発熱や悪寒；
- むかつき；
- 腰痛やわき腹の痛み；
- 排尿時の痛み；
- 急激な体重増加；
- ひりひりした痛み、潰瘍、唇や舌、口内の白い斑点；
- 口の腫れや炎症；
- 気管支の分泌物が濃くなる；
- 手や足の刺痛。
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補助療法が終了したら何をするの？
補助療法が終了しても、治療に関連した症状を経験するの
は異常なことではありません。





治療後に不安や睡眠障害、うつや極度の疲労を経験
するのは珍しくはなく、このような症状のある患者は心理的サポートが必要な可能
性があります。
記憶障害や注意散漫は化学療法※の副作用のまれなケースであり、一般的には数か月
で元に戻ります。
若年患者は、化学療法によって早期に閉経を迎える可能性があり、このために気分
の変動や体重増加、顔面紅潮、関節痛、睡眠障害を伴うような更年期障害様の症状
が出現することがあります。このような症状をどのように治療するか、医師と話し
合う必要があります。

医師とのフォローアップ※
治療が完了した後、医師は以下の目的のため、フォローアップ※計画を提案します：





いち早く再発※の可能性を察知する
もう一方の乳房への乳がん発症の可能性を察知する
前の治療によって生じた問題となる作用がないかを検査し、治療する
心理的サポートや通常の生活への復帰を高める情報を提供する

腫瘍内科医とのフォローアップ※診察は以下の内容が含まれます：





病歴（患者の治療薬の確認、症状の出現状態や身体所見の確認
すべての患者を対象として、乳房温存術後の場合は残存乳房と対側乳房のマンモグ
ラフィ検査※を毎年受けることが推奨されます。これは、患者が家族性乳がんである
場合や 35 歳以下である場合など特定の条件下では MRI 検査に置き換えられること
があります。乳房再建術を行った患者に対しては、マンモグラフィ検査 ※は行われず、
MRI 検査が行われます。
症状がなく問題となる所見がない場合は、ほかの放射線検査や血液検査は必要あり
ません。

体重増加が予後※にマイナスの影響を与えるため防止する、ということをよく認識しておく
ことが大切です；必要に応じて、栄養指導をうけることが望ましく、日常的に長期間行う適
切な運動は良好な予後※に結びつきます；有酸素運動やウェートリフティングによってリン
パ浮腫※を起こりやすくなることはありません。
日常生活への復帰
再びがんになるかもしれないという思いを抱きながら生活するのは堪えがたいものです。昨
今、解明されている範囲では、体重増加を避け日常的な運動を行うことで治療終了後のがん
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再発※リスクを抑えることができるとされています。日常的な運動は様々なメリットがあり、
身体的にも精神的にも良く、再発※のリスクも抑えます。治療終了後の体重増加は予後にマ
イナスの影響を与えるので避けましょう。体重増加を避けるため、また肥満傾向である患者
には栄養指導の提案が推奨されます。喫煙者に対しては、禁煙が強く推奨され、そのために
は禁煙の専門家のアドバイスを受けることも可能です。
がん自体とその治療の結果、日常生活への復帰が容易でない方もおられます。身体イメージ
やセクシャリティ、疲労、仕事、感情やライフスタイルに関する問題が生じるかもしれませ
ん。これらの問題について家族や友人、医師と話し合うことは患者の助けとなるでしょう。
なかには患者会の援助や電話情報サービス及び電話相談を必要とする方もおられます。
もし再びがんになったら？
再びがんになった場合、これを再発※と呼び、治療方法は再発※の状態によって決まります。
一般的には、最初にリンパ節転移のなかった患者の 30％、診断時にリンパ節転移のあった
患者の 70％が再発します。
初発がんのあった乳房やリンパ節※と同じ領域にがんが再発した場合、新しいがんと同等と
して治療されます。この際、肺や肝臓、骨への転移※がないことを放射線検査※を用いて確認
することを常に推奨します。
再発した腫瘍を完全に取り除くことが可能であれば手術が推奨されます。過去の治療経歴に
よっては、術後、放射線治療が行われます：



過去に術後放射線治療を受けていない患者は胸壁及び領域リンパ節への放射線治療
を受けるほうがよいでしょう。
過去に放射線治療を受けた患者は、肺や心臓に重篤なダメージを負う可能性がある
ため放射線治療を再び受けるべきではありません。しかし、胸の限定した部位へ注
意深く行えば照射が可能となる場合もあります。

初発がんのあった乳房やリンパ節※と同じ領域に再発が起こった場合に、局所療法に加えて
化学療法※やホルモン治療、HER2※療法を行ったとしても、どの程度の延命効果があるのか
明らかではありません。このような患者に対する主な治療の目標は、生活の質の維持や改善
に加えて、症状の緩和であり、延命の可能性もあります。
再発時に手術を行うことができない患者に対して、腫瘍のサイズを縮小し手術を可能にする
ために、最初にとる方法は全身療法※です。2 番目の選択は、胸壁及び領域リンパ節への放
射線治療です。
化学療法を考慮し、開始する前に、腫瘍の状態や過去に受けた治療、患者の全体的な健康状
態や患者の要望を含むたくさんの要因を検討し、話し合う必要があります。
もしがんが転移がんとして再発した場合、「治療の選択肢として何があるの？」の章の「転
移がんに対する治療計画（病期病期 IV）」の段落で述べているような治療が行われます。
この場合、もし可能ならば転移したがんの生検※を行ったほうがよく、以下の目的のもと組
織診断を行う必要があります：
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対象のがんが乳がんの転移であり、他のがんやその転移ではないことをはっきりさ
せます。
がんの性質は時間経過とともに変化するため、ホルモン受容体の状況や HER2* の
状況などがんの性質が以前と同じかどうか確認します。

生検の実施がリスクを伴う場合、初回の診断と転移発生までの経過時間が短かく（2 年以
内）、がんの性質は変化していないと考えられる場合、新たに行う生検の結果によって治療
計画が変更されない場合には転移巣の生検は避けてもよいでしょう。
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専門用語の意味
CT スキャン
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。

FSH
脳下垂体で生成されるホルモン。女性の場合、卵巣に卵胞と卵子の成長を働きかけます。男
性の場合、精巣に精子を作るよう働きかけます。卵胞刺激ホルモンやフォリトロピンとも呼
ばれます。
HER2
正常細胞の成長に関わるタンパク質※。乳がんや卵巣がんを含む、一部のがん細胞で見られ
ます。切除されたがん細胞は、最良の治療法を決めるのに役立てるため HER2 の存在が検
査されます。HER2 はチロシンキナーゼ受容体の一種です。ｃ-erbB-2, human EGF
receptor 2,、あるいは human epidermal growth factor receptor 2 とも呼ばれます。
IHC／免疫組織化学
免疫組織化学もしくは IHC は、生体組織の抗原に結合する抗体を利用した、細胞や組織片
内の抗原（例：タンパク質※）の検出過程を意味します。このような抗原は蛍光色素や酵素、
コロイド金などのマーカーによって視覚化されます。免疫組織化学染色は、がん腫瘍内で見
つかるような異常細胞の診断に広く用いられています。
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。
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。
アロマターゼ阻害薬
アロマターゼ酵素の阻害により女性ホルモンであるエストラジオールの形成を抑える薬剤。
アロマターゼ阻害薬は、閉経後のホルモン反応性乳がん患者を対象としたホルモン治療のひ
とつとして行われます。
アントラサイクリン（系）
多岐にわたるがんの治療において化学療法※として用いられる抗生物質。
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。

異型小葉過形成
小葉内に通常よりも多くの細胞が存在し、顕微鏡下で細胞の形態に異常があるも、良性 ※
（がんではない）の状態です。異型小葉過形成があると乳がん発症のリスクが高まります。
ALH や異型小葉乳房過形成と呼ばれたりもします。
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異型乳管過形成
乳管内に通常よりも多くの細胞が存在し、顕微鏡下で細胞の形態に異常があるも、良性 ※と
判断される状態。異型乳管過形成の存在は乳がんのリスクを上昇させます。ADH や異型乳
管乳房過形成とも呼ばれます。
遺伝子発現プロファイル
様々な細胞内で生成されるすべての mRNA に関する情報。遺伝子発現プロファイルは病気
の診断や治療に対する反応を調べる際に用いられることがあります。遺伝子発現プロファイ
ルは個別化医療で用いられることもあります。
腋窩郭清
腋の下のリンパ節※を切除する手術。腋窩リンパ節郭清とも呼ばれます。
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。
エストロゲン受容体陽性
エストロゲンと結合する受容タンパク質※を持つ細胞です。エストロゲン受容体陽性のがん
細胞はその成長にエストロゲンが必要であり、エストロゲンの働きを阻害する物質による治
療が行われるとその成長を止め、死滅する。ER+とも呼ばれます。
エピルビシン
リンパ節※に拡がった早期乳がんの治療に対して他の薬と併用して用いられる薬。他のがん
治療の臨床研究が行われています。エピルビシンはアントラサイクリン※抗腫瘍抗生物質の
一種である。Ellence やエピルビシン塩酸塩とも呼ばれます。
エベロリムス
エベロリムスは、「mammalian target of rapamycin (mTOR)」と呼ばれるタンパク質
の阻害作用を持つ。mTOR は細胞分裂と血管の成長に関係するため、エベロリムスはがん
細胞の分裂を阻害し、血液供給を抑制する。エベロリムスは以下の項目に該当する患者に対
する治療に用いられます：
- 進行乳癌で、閉経後で且つ、ホルモン受容体陽性（がん細胞がその表面にホルモン
受容体を持つ）。「非ステロイド性アロマターゼ阻害薬」と呼ばれる治療法が奏効
しない場合、エキセメスタンと呼ばれる薬と一緒に服用されます；
- 膵内分泌腫瘍（膵臓内のホルモン産生腫瘍）で、がん細胞が高または中分化（正常
膵細胞と似た形態）で、がんが悪化している場合。がんが転移している（体の他の
部位に拡がっている）場合や手術で切除できない場合に用いられます；
- 進行腎細胞がん（腎臓がんの一種）「VEGF-targeted」と呼ばれる薬を用いた治療
にも関わらずがんが悪化している場合。
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化学療法
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。
カペシタビン
カペシタビンは代謝拮抗薬のグループに属する細胞傷害性の薬です。カペシタビンは体内で
5-fluorouracil (5-FU)へと変化する「前駆薬」であり、正常細胞より腫瘍細胞でより変化
が起こりやすいです。ピリミジンの類似形である 5-FU は通常注射の必要がありますが、本
剤は錠剤として服用します。ピリミジンは細胞の遺伝物質の一部である（DNA や RNA）。
体内では、5-FU はピリミジンにとってかわり、新しい DNA を生成する酵素を阻害します。
その結果、腫瘍細胞の成長を抑え、消滅させます。
カルボプラチン
抗がん剤での治療完了後に再発した卵巣がんや過去に治療経験のない進行した卵巣がんの治
療に用いられる薬。進行性や転移、再発性の非小細胞性肺がんの治療においては、他の薬と
併用して用いられることもあります。カルボプラチンは抗がん剤シスプラチンの一種で、副
作用が比較的少ないです。細胞内の DNA に結合し、がん細胞を死滅させます。白金化合物
であり、パラプラチンとも呼ばれます。
がん腫
皮膚や内臓の内側や外側を覆う上皮細胞内で発現するがん。
グレード／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。

蛍光in situハイブリダイゼーション（FISH）
病理医が遺伝子や染色体の変化を調べる手法。FISH によって遺伝子や染色体の特有の変化
を検出でき、これにより病理医は患者が保有しているがんの性質を知ることができます。
血小板
血栓の形成に重要な役割を担う小細胞片。血小板数の低い患者は重篤な出血のリスクを負い
ます。血小板数の高い患者は、血栓症、つまり血管を詰まらせる血栓の形成やその結果とし
て生じる塞栓やその他の深刻な状況のリスクがあります。また、血小板の機能障害により重
篤な出血のリスクを負います。
高カルシウム血症
正常値よりも高い血中カルシウム濃度。一部のがんは高カルシウム血症のリスクを高めます。
骨壊死
血液供給が損なわれ、骨組織が死滅する病気。
骨粗しょう症
骨が脆くなる、骨密度の低下が認められた状態。
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性腺刺激ホルモン分泌ホルモン類似薬（系）
性腺刺激ホルモン放出ホルモン（GnRH）に類似した人工生産物。GnRH は本来は視床下部
（脳の一部）で生成されるホルモンです。GnRH は下垂体に生殖に関連するホルモン(性腺刺激
ホルモン)を産生するように促します。性腺刺激ホルモン放出ホルモン類似薬の一部は、体内で
自然に生成された GnRH よりも性腺刺激ホルモン放出刺激作用が強いです。
再発（Recurrence）
再び発症したがんを意味し、通常はがんを検出できない期間を経て起こります。がんは最初
の腫瘍と同じ部位にも別の部位に再発する可能性があります。再発がんとも呼ばれます。
再発（Relapse）
がんの兆候や症状が改善した後に戻ること。
細胞核
生物学における、染色体を含む細胞の構造。細胞核は膜に包まれていて、染色体内にある
DNA から RNA が生成される場所です。
酸素療法
酸素ボンベやコンプレッサーと呼ばれる機械を用いて、呼吸疾患を持つ患者に酸素を供給す
る治療。鼻用の管やマスク、天幕を用いて行われます。空気と共に酸素が吸入されます。酸
素補充療法とも呼ばれます。
色素in situハイブリダイゼーション(CISH)
色素ラベルを付けた相補的な DNA や RNA を用いて組織標本内の特定の DNA や RNA 配
列を検出する検査。DNA や RNA は、タンパク質※形成や遺伝情報の伝達に関わる細胞成分
です。この手法は、染色体を形成する DNA の性質や異常、染色体の数などを調べるために
使用されます。CISH は蛍光 in situ ハイブリダイゼーション（FISH）※と呼ばれる検査の
代替です。
シクロホスファミド
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。幼児の腎臓病の治療にも
用いられています。シクロホスファミドは細胞内の DNA に結合し、がん細胞を死滅させま
す。アルキル化剤の一種です。CTX やシトキサンとも呼ばれます。
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。
術前療法
主たる治療（通常は手術）が行われる前に、腫瘍の縮小を目指して第一段階として行う治療
法。術前療法の例として、化学療法※や放射線治療、ホルモン治療が含まれる。導入療法の
一種です。
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小葉性新生物
異常細胞が乳房の小葉のみで見つかり、 浸潤性小葉がんで見られるように 小葉周辺の組織へ
は拡がっていない状態。小葉性新生物がそう頻繁に浸潤性小葉がんになることはありませんが、
小葉性新生物が片方の乳房に存在する時どちらかの乳房に浸潤性がんを発症する確率は高く
なります。小葉性新生物は正式には非浸潤性小葉癌、もしくは LCIS と呼ばれていました。
触診
乳房や他の部位に指で触れ、ゆっくり指を動かして組織の軟度を調べることです。
心筋梗塞
心筋梗塞もしくは心臓発作は心臓の一部での血液供給の中断を指し、心臓細胞の死を引き起
こします。治療を放置した場合、心臓発作は心筋に重大なダメージを与え、場合によっては
死を招きます。
神経障害
神経系のあらゆる病態。脳、脊髄、神経を含みます。
診察
病気の一般的な兆候を調べる身体の検査。
浸潤性
発生部位を越えて広がるがんで、周囲の健常組織内で成長します。
シンチグラフィ
がん細胞のエリアを含む体内構造の画像作成法。シンチグラフィは診断、病期、病気モニタ
リングの目的で用いられます。少量の放射性物質（放射線核種）を静脈に注射するか、嚥下
します。放射線核種は血液を通して様々な臓器へ行きわたります。特別なカメラを備えた機
械が台の上に横たわった患者の上を動き回り、放射線核種から拡散したある種の放射線を検
出します。コンピュータは放射線核種が蓄積された箇所の画像を構成します。このエリアは
がん細胞を含みます。放射線核種スキャニングとも呼ばれます。
深部静脈血栓
脚や骨盤下部内の静脈深部での血栓の形成。症状には該当部位の痛み、腫れ、ほてり、紅潮
が含まれます。DVT とも呼ばれます。
静脈内
静脈の中へ、静脈の中の、の意味。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。
スクリーニングマンモグラフィ
兆候や症状がない状況で乳がんの有無を検査するための乳房の X 線※撮影。
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病期分類
体内でのがんの拡がりを調べるために検査を行うこと。特に原発部位から体の他の部位に病
気が広がっているか否かを調べます。病気の病期を調べることは最良の治療法を計画するた
めに重要です。
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、その細胞または組織に対して他の検査を実施します。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：組織の一部だけ
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して調べる方法；
（3）針生検：針を用いて組織や体液のサンプルを採取する方法。太い針を使用する場合は、
コア生検と呼ばれます。細い針を使用する場合は、穿刺吸引生検と呼ばれます。
赤血球
最も一般的な血液細胞。血液を赤くしている物質。主な機能は酸素の輸送。
センチネルリンパ節生検
センチネルリンパ節の切除と検査（がん細胞が原発腫瘍から拡がったとみられる最初のリン
パ節）。センチネルリンパ節を特定するため、外科医は放射線物質や青色色素、もしくはその両
方を腫瘍周辺に注入します。そしてプローブを使って放射線物質を含む、もしくは色素で染まっ
たセンチネルリンパ節を探します。最終的に、センチネルリンパ節を切除し、がん細胞の存在を
確認します。
リンパ節

放射線同
意元素
および色素

センチネル
リンパ節

腫瘍
プローブ

腫瘍と取り
除かれたセ
ンチネルリ
ンパ節

乳腺センチネルリンパ節生検査。放射線物質ならびに青色色素を腫瘍周囲に注入します（左端）。
注入された色素は目視で、放射線同位元素はプローブを用いて放射能として同定されます（中）。
センチネルリンパ節（物質が最初にとり込まれるリンパ節）を切除し、がん細胞の存在を確認します
（右端）。

全身治療・療法
血流を通して循環する物質を用い、全身の細胞に行きわたらせ効果を与える治療。
組織型
顕微鏡下で細胞の特徴や構築を検討し分類されるカテゴリーです。

タキサン
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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。
タモキシフェン
特定のタイプの乳がんを治療する際に用いられる薬。非浸潤性乳管がんを発症した患者や乳
がん発症のリスクの高い患者に対して、乳がん予防のために用いられることもあります。タ
モキシフェンは他のがんに対する治療の研究も行われています。タモキシフェンは乳房のエ
ストロゲンホルモンの影響を阻害します。抗エストロゲン剤の一種であり、タモキシフェン
クエン酸塩とも呼ばれます。
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。
断端
がんの手術で切除した組織の切り口や辺縁。病理医が切除した組織の切り口にがん細胞を認めな
い場合は、断端は陰性またはきれいと表現され、がんが全て取り除かれたことを示唆します。病
理医が切除した組織の切り口にがん細胞を認める場合は、断端は陽性または浸潤有りと表現され、
全てのがんが取り除かれていないことを示唆しています。

超音波
高エネルギーの音波を体内の組織や臓器に当てて反響を作り出す手法。反響のパターンは超
音波装置のスクリーンに表示され、体内組織の画像が超音波画像として表示されます。
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。
トラスツズマブ
ハーセプチンの作用物質のトランスツズマブはモノクローナル抗体です。トラスツズマブは
HER2※に結合するよう設計されています。HER2※に結合することで、トラスツズマブは免
疫系細胞を活性化させ、その結果がん細胞は破壊されます。また、トラスツズマブは細胞増
殖を促す HER2 シグナルを止めます。乳がんの 1/4 と胃がんの 1/5 が HER2 を過剰発現
しています。
トラスツズマブエムタンシン
抗がん薬のメルタンシン（mertansine）に結合するトラスツズマブ抗体から成る抗体 薬物
複合体。HER2 陽性の転移性乳がんの患者への治療に用いられます；対象は以前に転移がん
の治療（トラスツズマブやタキサンを個々に、もしくは組み合わせて）を受けたり、補助療
法完了から 6 か月以内に再発した患者。
トリプルネガティブ乳がん
エストロゲン受容体、プロゲステロン受容体、HER2※neu タンパク質※を持たない乳がん細胞。
ER 陰性 PR 陰性 HER2※neu※陰性、もしくは ERPR- HER2*/neu-とも呼ばれます。
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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ある。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。
ドセタキセル
ドセタキセルはタキサン※と呼ばれる抗がん剤のグループに属する。ドセタキセルは、細胞
が分裂・増殖するための細胞内骨格の破壊を抑制します。細胞内骨格が存在すると、細胞は
分裂することができず、最終的に死滅します。またドセタキセルは血液細胞など非がん細胞
にも影響を与え、その結果副作用を引き起こします。
軟部組織
体内の筋肉、脂肪、繊維組織、血管、その他支持組織のこと。
白血球
感染から身体を守る役割を担う、免疫系の細胞。
パクリタキセル
乳がんや卵巣がん、AIDS 関連のカポジ肉腫の治療に用いられる薬。非小細胞肺がんを治療
する際、他の薬と併用して用いられることもあります。また、パクリタキセルに関して他の
がん治療の研究も行われています。細胞分裂を止めることにより細胞の成長を阻害し、がん
細胞を死滅させます。有糸分裂阻害剤の一種です。タキソールとも呼ばれます。
非浸潤性
発性部位を越えて拡まっていないがんのことです。
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。
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。
ビスホスホネート
一部のがんで起こる高カルシウム血症や骨痛の治療に用いられる薬。ビスホスホネートの一
部は骨粗鬆症の治療や骨の画像検査で用いられます。骨を破壊する骨細胞の一種を阻害しま
す。ジホスホン酸塩とも呼ばれます。
ビタミンD
身体機能や健康維持のために必要な栄養素。ビタミン D は、強い骨や歯を作るために体が
カルシウムやリンを使う際に手助けします。脂溶性（脂肪や油分に溶ける）であり、多脂魚
や卵の黄身、乳製品に含まれます。太陽光を受けた皮膚でもビタミン D は産生されます。ビタ
ミン D が不足していると、くる病と呼ばれる骨疾患にかかりやすくなります。一部のがんの予
防法や治療として研究が行われています。コレカルシフェロールとも呼ばれています。
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病理組織学
顕微鏡を使った組織及び細胞の診断や検査。生検や手術によって得られた組織は固定液に浸
され、検査部門へと送られます。そして、薄切片となり、様々な染料で染色され、顕微鏡で
検査されます。病理診断医は、腫瘍組織を含む組織切片を解釈する医師を指します。
フォローアップ／経過観察
治療後の患者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。

フルベストラント
閉経後の乳がん治療に用いられる薬。また、他のがん治療の臨床研究も行われています。フ
ルベストラントは体内のエストロゲンの働きを遮断する、抗エストロゲン剤のひとつです。
分裂増殖
細胞成長と細胞分裂の結果としての細胞数の増加。
プロゲステロン受容体陽性
プロゲステロンホルモンが結合するタンパク質を持つ細胞を意味します。プロゲステロン受
容体陽性のがん細胞は成長にプロゲステロンが必要であり、プロゲステロンの結合を阻害す
るホルモン治療によって成長を止めます。PR+とも呼ばれます。
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、体内のある細胞内に存在している、あるいは体内を循環している、特定の
構造（抗原と言う）に結合するモノクローナル抗体です。ベバシズマブは、血中を循環して
血管の成長を促すタンパク質※である血管内皮成長因子（VEGF）に結合します。VEGF に結
合することによって、ベバシズマブは VEGF の働きを止めます。その結果、がん細胞は血液
補給が行えなくなり酸素と栄養素が不足するため、腫瘍の成長が減速します。
ペルツズマブ
HER2 陽性の転移乳がんの治療に用いられる抗がん剤であり、患者が過去に抗 HER2 治療
や転移がんの治療で化学療法を受けていない場合に適応になります。トラスツズマブやドセ
タキセルとともに用いられます。
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。
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ホルモン受容体
特定のホルモンに結合する細胞タンパク質。ホルモン受容体は細胞の表面にも内部にも存在
します。ホルモンが受容体に結合すると、細胞内で様々な変化が起こります。
ホルモン反応性
腫瘍学では、ホルモン治療に反応するがんを指します。
麻酔
麻酔薬によって人工的に引き起こされた、患者が痛みを感じず、反射が消失し、ストレスを感じ
ない可逆的な意識の消失。

マンモグラフィ
フィルムやコンピュータを使用して乳房画像を作成するもの。
メゲストロール
エストロゲンを阻害し、エストロゲンやアンドロゲン※の効果を抑制する薬。乳がんや子宮
内膜がんの治療に用いられ、他のがん治療の臨床研究も行われています。また、がん患者の
食欲を増進する目的でも使用されます。メゲストロールは黄体ホルモン作用物質と呼ばれる
ホルモンのグループに属します。メゲースとも呼ばれます。
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。
予防的手術
乳がんを発症する確率の高い患者への乳房切除。通常両側の乳房に行われます。
有糸分裂
一つの親細胞が二つの新たな娘細胞を生成するために分裂する過程。各娘細胞は親細胞から
染色体の完全なセットを受け継ぎます。このプロセスによって身体が成長し、細胞が置き換
えられます。
ラパチニブ
タイケルブ®の有効成分であり、プロテインキナーゼ阻害薬と呼ばれる薬のグループに属し
ます。この化合物は、HER2 を含むがん細胞表面の受容体内に存在するプロテインキナーゼ
と呼ばれる酵素を遮断する作用があります。HER2 は表皮成長因子受容体であり、細胞が制
御不能に分裂するのを促進する働きを持ちます。このような受容体をブロックすることで、
タイケルブ®は細胞分裂を制御する。乳がんの 1/4 が HER2 を発現します。
リスク因子／危険因子
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
ルスまたは最近への感染、ならびに特定の遺伝子変化があります。
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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
結合組織嚢によって囲まれるリンパ組織の円形の腫瘤。リンパ節はリンパを濾過したり、保
存したりします。それらは、リンパ管に沿って存在します。リンパ腺とも呼ばれています。
リンパ腫
免疫系細胞内で発現するがん。リンパ腫には 2 つの基本的な分類があります。一つは、ホ
ジキンリンパ腫で、リード・シュテンベルグ細胞と呼ばれる細胞のタイプの存在が特徴です。
もう一方は、非ホジキンリンパ腫で、免疫系細胞のがんの多様なグループを含みます。非ホ
ジキンリンパ腫は更に緩慢性（増殖が遅い）の経過をたどるがんと急速進行性（増殖が速い）
の経過をたどるがんとに.分類できます。これらのサブタイプは治療に対して異なる反応を表
します。ホジキンリンパ腫と非ホジキンリンパ腫は幼児と成人の両者に発症し、予後 ※や治
療はがんの種類や病期によって異なります。
リンパ浮腫
過剰なリンパ流が組織に蓄積され、腫れを引き起こした状態。リンパ管が詰まったり、破壊、
もしくは手術で切除された場合、腕や脚に生じます。
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ESMO/Anticancer Fund Guides for Patients は、患者さんとご家族が、がんの種類ごとに異なる病気の性質を理解し、自分にとっ
て最善な治療選択肢は何かを判断する手助けとなるように作られています。本書の情報は、腫瘍医のために、がんの種類ごと
に作成された診断・経過観察・治療に関する ESMO 診療ガイドラインに基づき書かれています。本書は、ESMO ガイドライン
ワーキンググループおよび ESMO のがん患者ワーキンググループからの大きな協力を得て Anticancer Fund により作られたもの
です。更に情報が知りたい場合には、下記サイトへアクセスしてください。
www.esmo.or.jp
www.anticancerfund.or.jp
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