非小細胞肺癌とは？

私たちに説明させてください。

非小細胞肺癌：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
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非小細胞肺癌：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 近畿大学 呼吸器外科学
光冨徹哉、須田健一、小林祥久、富沢健二

この患者用手引きは、患者さんとご家族が、非小細胞肺癌がどのような病気であるかをよ
り理解し、非小細胞肺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、ご自身の非小細胞肺
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)による早期、局所進行あるいは転移性の非小細胞
肺癌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 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. Giulio Metro（Anticancer Fund）によって書かれ、Dr.Gauthier Bouche (Anticancer
Fund)、Dr. Svetlana Jezdic（ESMO）、Dr. Giannicola D’Addario（ESMO）、Dr. Lucio Crino
（ESMO）、Dr. Enriquera Felip（ESMO）、Pr. Gabriela Kornek（ESMO がん患者ワーキンググループ）、
Pr. Lorenz Jost（ESMO がんワーキンググループ）、Stefania Vallone（欧州対肺がん女性連合 Ｗomen
Against Lung Cancer in Europe、世界肺がん連合 Global Lung Cancer Coalition）によって監修されまし
た。

Dr.Giulio Metro(Anticancer Fund)によって初回の改訂がされ、Dr.Svetlana Jezdic(ESMO)、Stefania
Vallone（欧州対肺がん女性連合 Ｗomen Against Lung Cancer in Europe）、Simonetta Rapetti(欧州対
肺がん女性連合 Ｗomen Against Lung Cancer in Europe)により監修されました。
この手引きは改訂第 2 版となります。改訂箇所は ESMO 診療ガイドラインの最新版を反映しています。改訂は
Dr.Ana Ugarte(ACF)によってなされ、Dr Svetlana Jezdic(ESMO)と Prof Martin Reck(ESMO)により監
修されました。
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非小細胞肺がん（NSCLC）についてのまとめ
非小細胞肺がん(NSCLC)の定義



小細胞肺がん（もう一種類の肺がん）とは対照的に、腫瘍細胞が顕微鏡の下で小さく見
えない一群の肺がんのことをいいます。
非小細胞肺がんの 3 つの主要な種類は、扁平上皮がん、腺がんと大細胞がんです。これ
らの診断には同じ原則が適用されますが、治療は種類によって異なることがあります。

診断
 咳、痰、息切れ、胸痛、血痰のような症状がある場合や検査の後に、肺がんが疑われま
す。
 がんの拡がりやステージを決めるために放射線画像検査*は必須です。
 肺がんの診断の確定と、腫瘍の特徴の詳細の決定のために腫瘍組織の欠片を採取しなけ
ればいけません（生検）。
病気の拡がり程度（異なったステージに分類された）による治療
 ステージＩ期と II 期非小細胞肺がんは限局された、あるいは早期のがんと呼ばれます
o 外科手術による腫瘍の摘出が最も選択に適した治療です。
o 医学的な理由のため手術ができない場合や患者さんが手術を拒否した場合は放射線治
療が代替手段となります。
o もし治療に耐えられるのならばステージ II 期の全ての患者さんに対して手術後の化学
療法が考慮されなければいけません。
 ステージ III 期非小細胞肺がんは局所進行肺がんと呼ばれます
o 腫瘍が外科手術で切除できるかどうかということが最も重要な点です。このことに関
しては何人かのスペシャリストからなるチーム（外科医、腫瘍内科医＊、放射線腫
瘍医*、放射線科医＊など）でディスカッションされなければいけません。
o 腫瘍が切除可能と判断された場合。
 外科手術は最良の選択肢です。手術前の化学療法はがんの拡がりを縮小させ、そ
の外科的切除を可能とするかもしれません。
 腫瘍が完全に手術によって切除された後の放射線治療＊も選択肢となるかもしれ
ません。
o 腫瘍が切除不能と考えられた場合は放射線療法を化学療法と同時かあるいは化学療法
後に行った方がよいでしょう。
o 化学療法はそれに耐えられる全ての患者において考慮されなければなりません。
 ステージ IV 期の非小細胞肺がんは転移性*と呼ばれます。なぜならばもともと侵されて
いた肺をこえてがんが伸展しているからです
o がんが肺以外に進展しているので外科手術で摘出することはできません。血流に乗っ
て浸透していくような治療（全身治療）のみが腫瘍に到達し治療効果を与えること
ができます。
o 2 剤併用による経静脈*的化学療法は EGFR*変異や ALK*遺伝子再構成のない患者
さんに対する標準治療です。薬剤の選択は、主に患者の体力とがんの種類によりま
す。
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o 腫瘍生検*組織によって分析された遺伝子検査で特定の特徴をもつ (即ち、EGFR*や
ALK*といわれる遺伝子の変化) 患者においては、経口的に投与される生物学的薬剤
によって治療されます。
o 状態のいい患者に対しては、一次治療の効果を延長するために継続維持療法あるいは
スイッチ維持療法が行われることがあります。これら二つの維持療法に用いられる
薬剤は異なっています。維持療法は一次療法の効果と毒性にも関係しています。
o 一次治療の内容や、患者の全身状態に応じて、二次治療や三次治療がその後提案され
ることもあります。

フォローアップ
 腫瘍を完全に切除できた患者は 3～6 ヵ月おきの臨床検査と毎年の CT スキャン*によっ
てフォローアップされます。
 全身治療をうけている進行期の患者は、治療の耐え具合を評価するために毎月医師の診
察を受けます。治療の有効性は 2〜3 ヶ月毎の放射線画像検査*によって評価されます。
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非小細胞肺がんの定義
非小細胞肺がん（NSCLC）は肺がんのひとつのグループを指します。これらは顕微鏡で見
たときのがん細胞が、小さな細胞によって特徴付けられている小細胞肺がん（SCLC）とい
われる稀なタイプよりも小さくないので“非小細胞”と名付けられています。
非小細胞肺がんは肺の中での空気の通り道である組織のどこにでも起こることがあります。
非小細胞肺がんは病理組織学的な特徴によって、さらに扁平上皮がんと非扁平上皮がん（主
に腺がん）とに分類され、この分類は治療を考える上に重要な意味をもっています。
このガイドは全肺がんの 85-90%をしめる非小細胞肺がんについて専ら解説していきます。

リンパ節

気管
気管支

右肺：
上葉
中葉
下葉

左肺：
上葉
下葉

横隔膜
動脈

静脈
細気管支
肺胞

気管、両肺と葉を示した呼吸器系の解剖。リンパ節*、横隔膜*も示されています。酸素は肺へ吸入され、肺胞*
の薄い膜を通して血流にとりこまれます（拡大図参照）。
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非小細胞肺がんは多い？
北アメリカやヨーロッパなどの先進国では、肺がんは男性および女性でそれぞれ二番目、三
番目に多く診断されるがんです。また肺がんは世界において男性女性両方でもっとも高頻度
のがん関連死亡原因です。ヨーロッパにおいては、2008 年に約 291,000 の男性、
100,000 名の女性が肺がんと診断されました。毎年、100,000 人中 93 名が肺がんと診
断されています。ヨーロッパの中でも国によって相当のリスクの差があり、それは一生の間
に肺がんになるリスクにも反映されます。生まれてから 75 歳までの間、100 人のスウェ
ーデン男性中 3 人以下、100 人のポルトガル男性中約 4 人が肺がんになりますが、これは
ヨーロッパ中最低の割合です。この割合はクロアチア男性では 100 人中 9 人、ポーランド
のある地域での男性では 100 人中 10 人まで高くなっていきます。このような差は異なっ
た国の間にのみみられるのではなく、同じ国の中でも見られることがあります。女性では肺
がんのリスクはより小さく、国内よりも異なった国の間で大きい傾向があります。北方の
国々でリスクが最高で（アイスランド、デンマーク、イギリスの女性では 100 名中 4 名）、
スペインで最低となります（100 名中 1 名以下）。これらの差はおもに数十年前の喫煙習
慣によって説明することができます。従って、多くのヨーロッパの国々で男性の肺がんの罹
患率は減少傾向にありますが、女性では上がり続けています。この傾向は北ヨーロッパより
も南あるいは東ヨーロッパでは遅れて起こるようです。これらの差は異なった地域での異な
った喫煙習慣を反映しています。
非小細胞肺がんは肺がん全体の 85-90％を占めますが、男性肺がんの約 90％、女性肺が
んの 80％は喫煙に関連しています。
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何が非小細胞肺がんをおこすのか？
非小細胞肺がんでは、能動喫煙が特徴的な危険因子であることがよく知られています。しか
しながら、ほかのがんと同じように、お互い相互作用することで肺がん発生に潜在的に寄与
している他の因子もあると思われます。さらに、最近の非小細胞肺がんの遺伝子学的研究は
環境的因子と遺伝子的因子の相互作用の関連を示唆しています。
非小細胞肺がんの主なリスク因子について述べる前に､リスク因子はがんのリスクを増すの
ですが、がんを起こす必要条件でも十分条件でもないということを述べておくことは重要で
す。実際、リスク因子はそれ自体原因ではありません。従って、これから述べるリスク因子
をもっていてもある人は決して非小細胞肺がんにならないし、逆にある人がリスク因子を持
っていなかったとしても非小細胞肺がんとなるかもしれないのです。









能動喫煙：ひとつのリスク因子、すなわち
喫煙が飛び抜けて重要なものとして認識さ
れているようながんは肺がん以外ほとんど
ありません。疫学的研究*によれば能動喫煙
が肺がんの 90％の原因であるとされていま
す。特に注目すべきなのは一日の喫煙本数
よりも喫煙期間の方がリスク因子としてよ
り重要であるということです。従って、一
日の喫煙本数を減らすよりも、どんな年齢であっても禁煙することの方がはるかに
非小細胞肺がんのリスクを減少させることに反映されるのです。
受動喫煙 : 最近は“セカンドハンドスモーク”、“環境たばこ煙”などともいわれま
すが、非小細胞肺がんのリスクを増加させます。しかし、能動喫煙に比べればその
影響ははるかに小さいです。
ラドン：自然発生のウラン*の核崩壊によって産生賛成される放射性のガスです。ラ
ドンガスは低レベルでは広く室外気に含まれており、床、壁や基礎の裂け目を通じ
て室内に侵入し蓄積します。しかし、家庭内におけるラドン曝露は家の建築法や換
気性などに非常に依存しています。一方、高いラドンにさらされている地下で働く
鉱夫などでは職業性の危険因子として特に重要です。
石綿（アスベスト）：この鉱物は職業性発がん物質*とし
て確立されたものです。アスベストは断熱材、防火材、
遮音材、屋根、床材や他の建材として使われています。
能動喫煙とアスベストは肺がんリスクを相乗的に増しま
す。胸膜*からおこる他のタイプの腫瘍である悪性胸膜中
皮腫*とアスベストの強い関連もあり、EU を含む多くの
国ではアスベストの使用を全面的あるいは部分的に禁じ
ています。
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他に、大気汚染、職業性の粉塵曝露（例えば鉱夫）を含む後天性の肺疾患、非喫煙女性に生
じる肺がんに関連していることが疑われている室内の空気汚染（木炭ストーブ、調理にとも
なう蒸気）、食事習慣、ウイルス因子、遺伝的感受性なども非小細胞肺がんのリスクを増大
させることが疑われています、しかし前述した因子に比べるとそのリスクははるかに一貫性
がありません。しかし、他の喫煙以外のリスク因子と共に、これらの因子はたばこ煙に曝露
されて事のないヒトにおこる非小細胞肺がんの原因としては重要な役割を担っているかもし
れません。
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非小細胞肺がんはどのように診断されますか？
現在のところ、非小細胞肺がんリスクの高い方（例えば喫煙者など）を対象に低線量 CT ス
キャン*を用いたスクリーニング1を日常的におこなうべきかどうかについては、明確なデー
タがありません。そのため、患者自身の症状の訴えを契機として非小細胞肺がんが疑われ、
診断につながることがほとんどです。ここでは、最もよくみられる非小細胞肺がんの症状に
ついて説明します。非特異的な症状としては、食欲の低下や体重減少、倦怠感などがありま
す。一方、咳や喀痰の増加、息切れ（呼吸困難）、嗄声/声の低下（発声困難）、胸の痛み、
痰に血が混じるなどの症状は、より非小細胞肺がんに特異的な症状で、原発性腫瘍の存在と
関連があります。さらに、非小細胞肺がんが胸腔内*で直接的に広がることにより、その他
のさまざまな症状を引き起こします。これらの症状は、神経や胸壁・胸膜*、心膜*や食道な
どの臓器（内臓*）にがんが浸潤することにより生じます。例えば、胸壁や胸膜への原発性
腫瘍の浸潤は、通常、限局性の胸痛や胸水*の原因となります。一方、心膜や食道への浸潤
は、それぞれ心のう水*や嚥下困難の原因となります。
また患者さんによっては、非小細胞肺がんが身体の他の部位に転移*を起こし、転移した腫
瘍による症状で見つかる場合もあります（例えば、骨転移*のある患者さんでの骨痛、脳転
移のある患者さんでの頭痛や神経症状など）。
前述の症状や兆候に加えて、以下のような検査をおこなって、非小細
胞肺がんを診断します：
1. 診察: 呼吸器系の症状がある場合や画像検査*で異常が指摘され
た場合におこなわれます。呼吸器系の診察により肺がんの診断
が得られることは少ないですが、診察は精密検査の一環として
必ずおこなわれます。
呼吸器系の診察には、胸部の視診や触診、打診、聴診がありま
す。呼吸音の聴診は慎重に判断され、医学的背景やその他の臨
床所見も加味して評価されます。診察には、頸部および鎖骨の
すぐ上（鎖骨上リンパ節*）の表在リンパ節*の触診も含まれま
す。
2. 画像検査*:非小細胞肺がんの可能性を診断するため、さらに非小細胞肺がんがどれ程
広がっているかを調べるために、画像検査は必須の検査です。
o 胸部レントゲン*：精密検査の初めに撮影されるこ
とが多い検査です。
o 胸部および上腹部の CT 検査*： 非小細胞肺がんの
正しい病期*を判断するのに必要な、X 線*を用い
1

スクリーニング（検診）とはがんの症状が出る前の早期の段階でがんを発見するために検査を行うことを言いま

す。もし安全で受け入れやすい検査ができ、なおかつその検査の受検者の大多数でがんを検出できるとしたら、
系統的なスクリーニングが推奨されます。また、症状がでてから見つかったがんを治療するより、スクリーニン
グでみつかったがんを治療する方がより有効であると言うことも証明される必要があります。
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o

o
o

o

た医学検査です。実際、CT 検査により、肺の原発腫瘍の正確な広がりや局所
リンパ節*の腫大の有無、肺にその他に結節がないか、さらには腹部（例えば
肝臓）に遠隔転移*がないか、などを判断します。
脳の CT 検査*: この検査は、脳転移*の存在を除外するために必要です。脳の
CT 検査は、手術可能な非小細胞肺がん患者において術前検査の一環としてほ
ぼすべての患者でおこなうことが推奨されます。また、遠隔転移を有する非
小細胞肺がん患者においても、臨床症状で脳への転移が疑われる場合は脳の
CT 検査がおこなわれます。
脳の MRI 検査*:脳転移の有無についてより正確な診断が可能なので、しばし
ば CT 検査*よりも好んで行われる検査です。
PET/CT 検査: これは核医学を用いた画像検査で、腫瘍の形態と代謝活性を
同時に検査することが可能です。手術可能なすべての非小細胞肺がん患者に
おいて、術前検査の一環として施行することが推奨されます。
骨シンチグラフィー: これは核医学を用いた画像検査で、非小細胞肺がんが骨
に転移*をしているかを調べるためにおこなわれます。骨痛や血清カルシウム
値*の上昇、血清アルカリホスファターゼ値*の上昇がある場合、非小細胞肺
がんの骨への転移を疑います。PET/CT 検査*が精密検査の一環として施行
されている場合、骨シンチグラフィーをおこなう必要はありません。

3. 組織病理学的検査*: 検査室において、腫瘍組織よ
り採取したサンプル（生検検体*）に含まれる細胞
を細かく調べる検査です。組織病理学的検査*は、
非小細胞肺がんの診断を確定することのできる唯
一の検査であり、ほぼすべての非小細胞肺がん患
者においておこなうことが推奨されます。以下に、
生検検体*を得るためにおこなわれる主な検査を列
記します。一般的に生検には、原発腫瘍から採取
するもの（気管支鏡または CT ガイド下肺生検）、
胸腔内の局所リンパ節*から採取するもの（気管支内または食道内より超音波ガイド*
下に生検*、または縦隔鏡）、さらに肺外に病変が広がっている場合には転移巣*から
採取するものがあります。
o 気管支鏡：口や鼻から内視鏡を挿入し、気道内を観察する検査です。患者の
気道内で腫瘍の有無などの異常を調べ、生検*をおこなうことも可能です。
o CT ガイド下肺生検*： この検査は、気管支鏡では生検が難しいと考えられる
場合に用いられます（例えば、末梢型の非小細胞肺がん）。CT 検査*で腫瘍
の場所を確認しつつ、胸壁より針を刺入して生検をおこないます。
o 超音波*気管支鏡ガイド下生検（EBUS）: 画像検査*により局所リンパ節*へ
の転移が疑われる患者において、本検査をおこなうことによりリンパ節転移
を確定することができます。気管支鏡検査の際に超音波*プローブ*を使うこ
とにより、気道周囲に存在する転移が疑われるリンパ節*を同定し、気管支を
介して吸引針生検*をおこないます。
o 超音波*内視鏡ガイド下生検（EUS）: 超音波気管支鏡ガイド下生検と同様に、
この検査も局所リンパ節*への転移を診断するのに有用です。しかし超音波気
管支鏡ガイド下生検と異なり、内視鏡は食道より挿入します。
o 縦隔鏡：鎖骨と胸骨がつながっている部分より約 1cm 上に創を開け、その創
より挿入した内視鏡を用いて縦隔*内を観察することができる検査法です。縦
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隔リンパ節*の生検検体*を採取する目的でおこなわれます。
しかし現在では、画像検査により縦隔*リンパ節*への転移
が疑われる場合の組織病理学的*な確定診断を目的とした
検査としては、縦隔鏡は前述の EBUS や EUS のようなよ
り低侵襲な手技にとって代わられつつあります。
o 病変が体内の他の部位まで広がっている場合、生検検体*
は遠隔転移巣*から採取されます（脳転移*には適応されま
せん）。さまざまな画像検査（例えば、超音波*や CT 検
査*など）や身体所見（体の表層に触診可能な病変がある
場合）で腫瘍の場所を同定し、転移巣*からの生検*をおこないます。
4. 細胞診検査：腫瘍より組織検体を採取する病理組織学的検査*と異なり、細胞診検査
では腫瘍組織から自然に剥がれ落ちたがん細胞を検査室で調べます。細胞診検査は、
非小細胞肺がんの診断をつけるには十分であることも多いですが、検査に用いるサン
プル量が非常に少ないため、扁平上皮がんと非扁平上皮がんの鑑別は必ずしも容易で
はありません。また、腫瘍の組織検体と比較すると、細胞診検体を用いた腫瘍の生物
学的な検査（次のパラグラフ参照）の信頼性は低い可能性があります。ここでは、非
小細胞肺がんの細胞診検査に主に用いられる手法を紹介します:
o 気管支鏡検査：通常、気管支鏡検査の際には、がん細胞の有無を調べるため、
気管支洗浄*や分泌物の採取をおこないます。
o 胸腔穿刺 / 胸腔ドレナージ：胸水*のある患者において、胸腔内*より液体を
採取する方法です。採取した胸水は、検査室においてがん細胞の有無を調べ
ます。必要であれば、胸水の再貯留*を防ぐため、すべての胸水を抜き去った
あとで薬剤*を注入して胸膜癒着術をおこなうことも可能です。
o 心のう穿刺 / 心のうドレナージ：心のう液*が貯留している患者において、心
のう腔*より液体を採取する方法です。ここでも採取した心のう液は、検査室
においてがん細胞の有無を調べます。

NSCLC: a guide for patients - Information based on ESMO Clinical Practice Guidelines - v.2014.1

Page 12

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.

最適な治療を受けるための知識として重要な事って何？
最適な治療を決定するために、医師は、患者さんご自身について、またがんの状態について
の両面からさまざまなことを検討します。
患者さんにおける関連情報
 年齢
 一般状態（Performance status*）：患者さんの全般的な健康状態や日常生活の活動性
を評価したもの。
 通院・治療歴：心疾患や肺疾患、糖尿病*など、肺がん以外の併存疾患のタイプや数。
 喫煙歴
 血液検査所見：白血球数*、赤血球数*、血小板数*に加え、肝機能・腎機能をしらべるた
めにおこなうもの。
 外科的切除ががんの治療選択肢になると考えられる場合、手術に先立ち、肺機能を評価
するいくつかの検査をおこないます。これらの検査により、外科的肺切除後にも、重篤
な息切れなどの症状が起きないだけの肺機能が残存するかを推定することができます。

がんについての関連情報

 病期分類(ステージング)*
医師は、がんの広がりや患者の予後*を評価するために病期分類*を用います。TNM 病期分
類が主に用いられます。腫瘍の大きさと近傍の組織への浸潤（T）、局所リンパ節*への転移
（N）、および遠隔部位や遠隔臓器へのがんの転移*（M）の組み合わせにより、がんの病期
が決まります。病期分類は、正しい治療法を決めるための基本です。一般的に、病期が低い
ほど予後*は良好です。病期分類*は通常 2 回おこなわれます：臨床検査や画像検査*に基づ
く病期分類と、腫瘍が外科的に切除された場合は切除標本の検査に基づく病期分類とがあり
ます。外科的切除が施行された場合、切除標本を検査室で詳しく調べることができるため、
より正確な病期分類*が可能となります。
非小細胞肺がんの病期分類を下記の表に示します。これらの定義はいくぶん専門的ですので、
より詳細な説明に関しては担当医に尋ねることをお勧めします。
I期
IIA 期

IIB 期

腫瘍の最大径が 5cm 以下で局所リンパ節*への転移がないもの。
腫瘍の最大径が 5cm を超えるが 7cm 以下で、局所リンパ節*への
転移がないもの。
または
腫瘍の最大径は 5cm 以下であるが、同側*の肺門*リンパ節*に転移
があるもの。
腫瘍の最大径が 5cm を超えるが 7cm 以下で、同側*の肺門*リンパ
節*への転移があるもの。
または
腫瘍の最大径が 7cm を超えるもの（しかし肺内に留まる）、また
は同一肺葉内*に第二の腫瘍結節があるもので、局所リンパ節への転
移がないもの。
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IIIA 期

腫瘍の最大径が 7cm 以下で同側*の縦隔*リンパ節*に転移があるも
の。
または
腫瘍の最大径が 7cm を超えるもの（しかし肺内に留まる）、また
は同一肺葉内*に第二の腫瘍結節があるもので、同側*の肺門*または
縦隔*リンパ節*に転移があるもの。
または
腫瘍が肺のまわりの重要臓器（心臓、食道など）に直接浸潤するも
の、または同側の他肺葉*に第二の腫瘍結節があるもので、同側*の
肺門*リンパ節*への転移を伴う/または伴わないもの。
腫瘍が肺のまわりの重要臓器（心臓、食道など）に直接浸潤するも
の、または同側の他肺葉*に第二の腫瘍結節があるもので、同側*の
縦隔*リンパ節*への転移を伴うもの。
または
腫瘍の大きさに関わらず、腫瘍と反対側*の肺門*または縦隔*リンパ
節転移を伴うもの、または鎖骨上リンパ節*転移を伴うもの。
腫瘍の大きさやリンパ節転移*に関わらず、腫瘍が遠隔部位や遠隔臓
器に転移をきたしたもの。胸膜播種*（胸水*中に腫瘍細胞が検出さ
れたものを含む）および反対側*の肺への転移も IV 期に分類。

IIIB 期

IV 期

 生検*の結果
生検検体*は検査室で調べます。この検査は、組織病理学的検査*と呼ばれます。第二の組織
病理学的検査*として、腫瘍が外科的に切除された場合の腫瘍およびリンパ節*の検査があり
ます。生検検体*の検査結果には以下のものが含まれます：
o 組織型*
組織型*は腫瘍を形成しているがん細胞のタイプに基づきます。一般的に、非
小細胞肺がんは主に扁平上皮がんと非扁平上皮がんに分けられます。扁平上
皮がんは非小細胞肺がんのおよそ 1/4 を占め、通常太い気道上の組織より発
生します。一方、非扁平上皮がんには腺がんと大細胞がんというふたつの主
なグループがあり、これらは主に、より末梢の気道から生じます。扁平上皮
がんか非扁平上皮がんかという区別は、治療法選択において重要です。実際、
非扁平上皮がんの患者にのみに有効であることが示されている抗がん剤もあ
ります（詳しくは、病期 IV 期非小細胞肺がんに対する全身治療*の項を参照
ください）。

o 悪性度
悪性度は、正常の肺の細胞とどの程度違っているか、腫瘍細胞の見た目、腫
瘍細胞の増殖スピードに基づいて評価されます。悪性度は１～３のいずれか
に分類されますが、腫瘍細胞によっては正常の肺の細胞と似ても似つかない
形態のため、悪性度分類ができないこともあります。このような腫瘍は通常、
未分化と呼ばれます。悪性度は腫瘍細胞の浸潤性と関連しており、悪性度が
高いということは腫瘍の浸潤性がより高いことを意味します。
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o 腫瘍の生物学的検査
非扁平上皮がんに属する遠隔転移*のある非小細胞肺がんの場合、腫瘍組織検
体を用いて、上皮成長因子受容体（EGFR*）遺伝子の特定の変異*の有無を
調べます。EGFR*遺伝子変異*の頻度は稀ですが（白色人種ではおよそ 10%
ですが、非喫煙者や腺がん、女性、東アジア人ではより頻度が高いことが知
られています）、遠隔転移のある非小細胞肺がん患者において EGFR*遺伝子
変異の検出は、予後を予測する上で、さらには治療的にも重要な意味を持ち
ます（詳しくは、病期 IV 期非小細胞肺がんに対する全身治療*の項を参照く
ださい）。扁平上皮がんの診断がついた患者では EGFR*遺伝子変異検査は推
奨されませんが、非喫煙者や軽喫煙者（15 pack-year 未満）では EGFR*
変異検査をおこなうこともあります。
ALK*遺伝子転座の検査も現在では日常的におこなう検査となっており、
EGFR*遺伝子変異検査と平行しておこなわれることもあります。ALK*遺伝
子転座は非喫煙者、腺がん（5%）、若年者に多く見られます。ALK*を標的
とする薬剤（クリゾチニブ*）を用いた治療も可能であり、遠隔転移のある非
小細胞肺がん患者において ALK*遺伝子転座の検出は、治療的にも重要な意
味を持ちます。
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治療の選択肢は？
治療計画は、がん患者の治療にあたる多職種の専門家から成るチーム
によって行います。異なる領域の専門家達によるカンファレンスであ
り、集学的検討*または腫瘍症例検討会と呼ばれます。この会議にお
いて、前述の適切な情報にもとづいて治療計画は議論されます。
治療は通常、以下の複数の治療法を組み合わせます：
 局所に限局するがんに対する手術または放射線療法*
 体中に広がっているがん細胞に対する化学療法や生物学的療法*などの全身療法*
治療方法は、患者の病状や優先事項、がんの進行度、その腫瘍の特徴に基づいて決めます。
以下に挙げた治療法には、それぞれの利益、リスクと禁忌*があります。患者は、治療法の
結末について充分な情報を得るために、主治医に全ての治療法の期待される利益とリスクに
ついて尋ねることが推奨されます。複数の治療法から選択することが可能な患者では、それ
ぞれの選択肢の利益とリスクを比較したあとで選択について議論する必要があります。
治療の全ての段階で、臨床試験に参加できる可能性もあります。臨床試験は、新しい治療が
安全で有効であるかどうかを評価するために患者で行う調査研究です。臨床試験は、薬物療
法、放射線療法*や手術などの非薬物療法、異なる治療法の組み合わせの有効性を評価する
ために行われます。
時には、医師は臨床試験への参加を提案することがあります。あなたは、受け入れる権利も
拒否する権利もあり、そのことによって治療の質に全く影響を及ぼすことはありません。も
しあなたの主治医が臨床試験を提案しないが本当に参加したいと希望する場合、最も良い方
法は主治医または腫瘍内科医*にあなたのタイプのがんに対して近隣または自国で行われて
いる臨床試験がないかどうか尋ねることです。

I-II 期 (早期) 非小細胞肺がんに対する治療計画

I-II 期の非小細胞肺がんは肺内に限局しているため、大部分の症例では根治切除により治癒
できます。これらの病期では、高齢、他の重篤な合併症などの要素のみが根治切除の禁忌*
となりえます。
手術：
手術はこれらの病期において治癒し得る唯一の治療法です。それゆえ、
これらの患者には病変のある肺葉を切除する肺葉*切除と胸部にあるリン
パ節*の郭清を合わせた根治切除が標準治療です。

NSCLC: a guide for patients - Information based on ESMO Clinical Practice Guidelines - v.2014.1

Page 16

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.

放射線療法*：
放射線療法*は、医学的に手術が禁忌*となる病状であるため手術適応とならない場合や、手
術を拒否する患者の選択肢となります。異なる方法の中で、原体定位放射線療法*すなわち
高線量を短時間で腫瘍に正確に当てる体外照射法が I 期患者に適応となります。一方で、II
期患者の治療には他の標準スケジュールでの照射が使われます。
全身療法*:
経静脈*補助化学療法*は、II 期非小細胞肺がん患者、特にリンパ節*転移がある患者への術後
のオプションです。プラチナ製剤を含む２剤併用を 4 サイクル (約 3 ヶ月間の治療)行う化
学療法*は、再発*のリスクを有意に減らし予後を有意に改善する可能性をもちます。実臨床
において、補助化学療法*は、全身状態が良好で重篤な併存疾患がなく、術後の回復が速や
かな患者に最も適しています。

III 期 (局所進行)非小細胞肺がんに対する治療計画

III 期非小細胞肺がんはまだ肺内に限局していますが、局所進展のため少なくとも初回治療と
しての根治切除だけでは治療できないのが一般的です。しかし、III 期非小細胞肺がんは非常
に多様な疾患状態を呈し、治療法は症例ごとに様々であるため全例に 1 つの戦略を推奨す
ることはできないと言わざるをえません。そのため、III 期非小細胞肺がんの治療の成功には
異なる領域の専門家たちを巻き込んで集学的治療*を行うことが鍵となり、局所進行非小細
胞肺がん患者には手術、放射線*、化学療法*の全ての治療法を融合して着手することが最も
良いかもしれません。
手術:
III 期非小細胞肺がんに対する手術の長期予後は、縦隔*リンパ節*への転移に基づく腫瘍の進
展に強く影響されます。それによって III 期非小細胞肺がんは切除可能 (IIIA 期のほとんどの
患者)と切除不能 (IIIB 期の全ての患者)に分けられます。
通常、手術が初回治療として選択されるのは、切除した腫瘍の組織学的検査*で縦隔リンパ
節*転移が明らかとなった患者のみです。また、術前のステージング*の段階で縦隔*リンパ
節*転移が指摘されていて切除可能な III 期非小細胞肺がんに対しては、術前化学放射線療法
または術前化学療法*単独を行った後に手術が選択されます。
術後予測残存肺機能を検査することは、技術的には可能な術式を実行できるかどうか決める
ためにとても重要です。予測残存肺機能は、重篤な息切れをきたさないよう十分温存する必
要があります。術後予測肺機能が十分でない場合、手術を行えないかもしれません。
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放射線療法*：
放射線療法*は、病変の局所への進展を防ぐ目的で行われます。放射線療法は、術後療法と
しても、また、切除不能な III 期非小細胞肺がんに対しては手術のかわりに根治目的で用いら
れます。後者では、同時化学放射線療法が用いられることが多いです (次の段落を参照して
ください)。
全身療法*:
プラチナ製剤を含む２剤併用の経静脈*化学療法*は、シスプラチンに耐えうる III 期患者全員
に提案される必要があります。切除可能または切除された III 期非小細胞肺がん患者では、そ
れぞれ術前補助化学療法*または術後補助化学療法*として投与されます。一方で、切除不能
III 期非小細胞肺がん患者では、化学療法*は放射線療法*と同時または放射線療法*の前に投
与されるのが良いです。後者の場合、より効果が高いため通常は同時化学放射線療法が推奨
されます。しかし、同時化学放射線療法*は化学療法*後に放射線療法*を連続して行う場合
よりもより毒性が強いのが普通であり、そのため若い患者やパフォーマンス ステータスが
良いといった選択された患者に適しています*。

IV 期 (転移性*) 非小細胞肺がんに対する治療計画

IV 期非小細胞肺がんでは、腫瘍が遠隔部位や遠隔臓器に広がっています。最も多い転移*部
位は、骨、脳、肝臓、副腎、胸膜、対側肺です。転移は血流に乗って広がるため、初回診断
時 (40%近く)または根治切除後の経過観察中に明らかになります。

手術:
IV 期非小細胞肺がんは肺を越えて広がっているため切除不能と判断され、手術では腫瘍を
完全に切除することや治癒することができません。この原則の例外は、主腫瘍以外には単発
の脳、肺、副腎転移*のみで、他の転移病変がないと判断された患者です。
外科的介入は、胸腔内または骨の病変によって引き起こされる症状を取り除くためにも有用
となりえます。
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放射線療法*:
放射線療法*は、特定の臓器への転移浸潤による症状がある患者に対する緩和療法として適
応があるかもしれません。例えば、骨転移*による骨痛を制御したり、脳転移に関連する頭
痛や虚弱を治療するために有効となりえます。
全身療法*:
全身療法はIV期非小細胞肺がんの治療の主流となります。全身療法の主な目標は:
o 生活の質を改善すること
o 生存期間を延長すること
全身療法に関する決定には、病理組織*、年齢、パフォーマンス ステ
ータス（PS）*、他の併存疾患、患者の優先事項などの臨床病理学的*
特徴や、EGFR*遺伝子変異*または ALK*遺伝子再構成の有無などの
生物学的特徴を考慮する必要があります。最初の治療として提案され
るものを初回治療と呼びます。その後、治療効果や患者の状態に基づ
いて二次治療、三次治療が提案されるかもしれません。
初回治療


初回治療：化学療法*
o EGFR*遺伝子変異または ALK*遺伝子再構成のない患者には、プラチナ製剤
(シスプラチン*またはカルボプラチン*)との２剤併用の経静脈*化学療法が標
準治療です。
o 非扁平上皮がん組織*の患者やゲムシタビン*、タキサン*を含む第三世代抗が
ん剤で治療された患者では、プラチナ製剤としてシスプラチンを選択する必
要があります。
o ペメトレキセド*は、非扁平上皮がん組織*の患者において治療選択肢となり、
いかなる治療ラインにおいても非扁平上皮がん組織*の患者のみに限定される
必要があります。
o 経静脈水分負荷が禁忌*な患者 (心不全または腎不全など)ではシスプラチンよ
りもカルボプラチン*が推奨されます。
o プラチナ製剤以外の併用療法は、プラチナ製剤が禁忌*な場合のみに考慮され
ます。
o PS2 の患者では、化学療法は緩和治療よりも恩恵をもたらします。単剤のゲ
ムシタビン*、ビノレルビン*、タキサン*が選択肢となります。PS2 の適格
症例には、カルボプラチン*との併用療法が有効で副作用も忍容できる程度で
あるため考慮する必要があります。
o 病状が良くない患者 (PS３または４)には緩和治療が提案されることになりま
す。
o 高齢者 (7０歳以上)では、病状が良く(PS０〜２) 併存疾患のない適格症例に
はカルボプラチン*との併用療法が考慮される必要があります。他には、単剤
の化学療法も考慮されるかもしれません。このことは主治医とよく相談して
ください。
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初回治療：生物学的療法*
o 生物学的検査で腫瘍から EGFR*遺伝子変異* (全非小細胞肺がんの約 15%)
が検出された腫瘍をもつ患者では、ゲフィチニブ*やエルロチニブ*、アファ
チニブ*などの経口 EGFR チロシンキナーゼ阻害剤の単剤療法が治療選択肢
として推奨されます。非扁平上皮がん組織*は全例、特に非喫煙者または過去
に軽度の喫煙歴のある患者には、EGFR 遺伝子変異の検査をするべきです。
忍容性が良く簡便な経口剤であるので、腫瘍から EGFR 遺伝子変異が見つか
りさえすれば非常に PS*の悪い (PS3 や４)患者にも適用できます。
o ALK 遺伝子再構成のある腫瘍をもつ患者には、ALK チロシンキナーゼ阻害
剤であるクリゾチニブによる治療が提案される必要があります。
o ベバシズマブ*は、血中を循環しており血管を増殖させる蛋白である血管内皮
増殖因子 (VEGF*)に結合するモノクローナル抗体*です。ベバシズマブは、
VEGF が細胞上の VEGF 受容体を活性化させることを阻害し、それゆえに
腫瘍内の血管増殖を阻害します。経静脈*ベバシズマブは、非扁平上皮がん組
織*で PS の*良い (0 または 1)患者のみにおいてカルボプラチン*＋パクリタ
キセルのレジメンに追加されます。安全性のために、すなわちベバシズマブ
の潜在的な有害事象を抑えるために注意深い患者選択が必要不可欠です。扁
平上皮がん組織*はベバシズマブ療法の重大な禁忌です。また、重篤な血痰の
ある患者や中枢側に位置するものや空洞を有する腫瘍も通常ベバシズマブ療
法の適応から外れます。ベバシズマブと他のプラチナ併用療法との組み合わ
せは、非扁平上皮非小細胞肺がん組織をもつ適格症例において考慮されるか
もしれません。



初回治療：タイミング、期間と維持療法
o 初回治療は常に患者の PS*が良い間に、すなわち全身療法*の潜在的な副作用
に十分耐えられる時に開始する必要があります。
o 化学療法*は、大部分の患者において 4 サイクル、最大で６サイクルまで投与
されることが推奨されています。
o 病状の良い患者では、初回化学療法による腫瘍制御効果を延長するために、
継続維持療法またはスイッチ維持療法として維持療法*が考慮されます。これ
らは、それぞれ初回治療レジメンに含まれる抗がん剤を維持療法に用いる方
法、または、４サイクルのプラチナ併用療法後に新たな抗がん剤を維持療法
として投与する方法です。
o ス イ ッ チ維 持 療法 と して は エ ルロ チ ニブ * が用 い ら れ、 初 回治 療で SD
（stable disease）であった患者への選択肢となります。
継続維持療法としては、非扁平上皮がん組織をもつ患者に対する初回治療の
シスプラチン*とペメトレキセド*の併用療法が SD または奏効し、前治療の
有害事象から回復した後でペメトレキセド*が投与されます。
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二次治療、三次治療

これらの治療は、初回治療*に対して腫瘍が進行した後、さらなる治療を受けるのに
適した患者 (PS*0〜2)において投与されることがあります。ドセタキセルまたはペ
メトレキセド* (後者は非扁平上皮がんのみに)の単剤療法や、EGFR*遺伝子変異の
有無が不明またはEGFR*遺伝子変異のない患者における標的薬物であるエルロチニ
ブ *は、腫瘍に関連した症状や生存を改善します。EGFR*遺伝子変異のある腫瘍を
もつ患者では、未投与であれば単剤のエルロチニブ*、ゲフィチニブ*、アファチニ
ブ*が二次治療*として投与されるべきです。その次の治療としては、EGFR*チロシ
ンキナーゼ阻害剤が未投与でPSが０〜３、EGFR*遺伝子変異の有無が不明または
EGFR遺伝子変異のない患者において、エルロチニブ*が考慮されます。概して、
EGFR遺伝子変異のある腫瘍をもつ全ての患者に、未投与であればEGFR*チロシン
キナーゼ阻害剤がどの治療ラインでも投与される必要があります。
ALK 遺伝子の再構成 (全患者の約 5%)がある腫瘍をもつ患者では、未投与であればクリゾ
チニブ*を二次治療または三次治療として投与することができます。

オリゴメタスタシス非小細胞肺がんの治療:
オリゴメタスタシスは転移病変が最大５箇所までの状態を意味する言葉です。主腫瘍が見つ
かって１ヶ月前後に出現したものを同時性転移と言います。主腫瘍が治療された後に出現し
たものを異時性転移と言います。これら２つの転移は、生物学と予後が異なるかもしれませ
ん。手術、放射線療法や化学療法による根治的治療が考慮されるかもしれませんが、オリゴ
メタスタシスに対する標準治療がまだないため、このような症例は優先的に臨床試験に入っ
て治療されることが提案されます。
脳転移の治療:
PS の悪い患者では緩和治療が行われます。PS が良くて 65 歳未満、頭蓋外の転移がなく
3 個より多い脳転移がある患者では、全脳照射を受けることができます。単発の脳転移は、
手術または定位的放射線治療 (放射線療法の特別な型で、放射線ビームは非常に正確ででき
る限り正常組織を放射線から防ぐことを目的とする)によって治療できます。2 個または 3
個の脳転移がある場合は、定位的放射線治療が好ましいです。
緩和的治療法:
以下のような治療法は、非小細胞肺がん治療における異なる段階で有用です。内視鏡は気道
狭窄を解除し、胸水が貯留した場合は外科的手技、放射線療法は脳転移に対する緩和的効果
や特に痛みを生じている骨転移の治療にも有用です。骨修復剤であるゾレドロン酸やデノス
マブもまた、骨転移の治療に役立ちます。一般的に、がんそのものに対する標準治療と並行
して、早期からの緩和治療が推奨されます。それによって生活の質や心の状態を改善し、積
極的な治療の必要性を小さくし、生存期間まで延長するかもしれません。
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効果判定:
有害事象と比べて治療の利益があるかどうか確認するために、治療効果判定を行う必要があ
ります。IV 期非小細胞肺がんには 2-3 カ月の全身療法*後の効果判定が推奨されます。腫
瘍病変を示す初回の画像検査を繰り返すことで評価します。III 期非小細胞肺がんへの根治的
放射線療法*の場合、放射線療法*の有効性をみるには治療終了と効果判定の間を最短 2 カ
月あけなければなりません。
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治療の副作用の可能性として何があるの？
この項では、手術、放射線療法*、化学療法*の最も多い副作用について報告します。しかし、
次のリストは完全ではありません。それゆえ、患者は提案された治療に関連して起こりうる
副作用について主治医と注意深く議論をしてください。
 手術
 血胸、血液が胸腔*内に貯留する状態
 肺挫傷、典型的には手術中の外傷による肺組織の挫滅
 術後肺炎
 遷延する空気漏れ、肺組織への手術による損傷で、術後適切に肺が膨らまな
い状態
 放射線療法*
 早期発症の副作用：これらは通常、放射線療法終了後 6 カ月以内に起こりま
す。食道炎 (食道の炎症)、肺炎、咳、持続する嗄声などがよくあります。
 晩期発症の副作用: これらは通常、放射線療法が終了して 6 カ月以降に起こ
ります。最もよく起こるのは息切れ (肺の弾力性が失われて起こります)と肺
炎です。
 全身療法*
 化学療法*：化学療法の副作用は、頻度や重症度が薬剤の種類や併用レジメン
によって様々です。それゆえ、患者は提案された治療に関連する主な副作用
について主治医と入念に議論することが奨励されます。一般化しようと努め
ると化学療法の副作用は以下のものが多いです：食欲低下、倦怠感、脱毛、
嘔気や嘔吐、易感染性、易出血性、貧血*、下痢。これら以外にも、それぞれ
の薬剤が異なる予想外の副作用を起こしえます。全ての人に副作用が起こる
わけではなくまた同じ程度の副作用を経験するわけでもありませんが、最も
頻度の高いものを上に挙げました。
o シスプラチン*は聴力低下や腎障害を引き起こすかもしれません。治療
開始前に腎機能を検査します。この薬で治療する間は、多量の水を飲
むことがとても重要です。
o パクリタキセル*は末梢神経障害*を引き起こしえます、そしてそれは
投与量、投与期間、投与スケジュールによります。起こる症状は、手
袋靴下*をはく領域のしびれ、感覚異常*、焼けるような痛みです。症
状は左右均等であることが多く、通常は下肢先端から生じます。患者
はつま先と指で同時に始まると言うことが多いですが、非対称的な発
症も報告されています。顔面に起こることは多くありません。軽度の
症状であれば治療中止後数ヶ月以内に改善または完全寛解することが
報告されていますが、重篤な神経障害*が生じた患者では症状や障害
は長く持続すると言われています。


生物学的療法*: これらの副作用は、特定の生物学的薬剤に特有なので一般的
に「種類 関連」と言われます。
o ベバシズマブ*は高血圧*、尿蛋白、血栓塞栓性疾患*や出血性疾患*を引き起
こすかもしれません。
o ゲフィチニブ*、エルロチニブ*、アファチニブは皮疹や下痢を起こしえます。
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o クリゾチニブ*は視覚障害、悪心、下痢、嘔吐、浮腫*、便秘、倦怠感、肝酵
素上昇、好中球減少 (白血球*の一種である好中球の数の減少)を起こしえます。
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治療の後に何が起こりますか？
非小細胞肺がんに対して根治手術を受けた患者さんにと
って、定期的に経過観察目的で通院することは重要です。

医師による経過観察
治療終了後、医師は以下の目的の経過観察を提案するでしょう：
 治療合併症の評価：
手術、術後補助*化学療法*や放射線治療*に伴う合併症 (治療の副作用参照)は 3-6 カ月毎に
注意深く評価する必要があります。
 起こりうる病変の再発*の検出：
現時点では再発*を早く見つける (そしてそれによって早く再発に対する治療を開始する)ほ
ど臨床的予後が良くなるということを示す根拠はありません。それにもかかわらず、再発*
のほとんどは術後 4 年目になる前に起こることを考慮して、身体診察と症状の有無の評価
を行う経過観察目的の通院は一般的には最初の 3 年間は 3-6 カ月毎に、それ以降は年 1 回
推奨されます。毎年の胸部 CT と、それほどではないにしろ胸部 X 線*も画像的なフォロー
アップの適切な手段と考えられています。X 線*よりも CT の方が新たな原発性肺がんを早
期に見つけられる潜在能力が優っているためより推奨されます。
 生じ得る新たな原発性肺がんの指摘：
非小細胞肺がんに対して根治切除を受けた患者は、新たな二次肺がんを発症するリスクが高
いです。画像検査のみでは、腫瘍の再発*と新たな原発性肺がんを見分けることは時に困難
です。集学的チーム*で症例を検討することで 2 つのシナリオを見分けることに役立ち、そ
れゆえ、最も適切な治療選択肢を選ぶことにも有用です。
禁煙
喫煙と肺がん発生の強い因果関係を考えると、非小細胞肺癌患者は、どの段階においても禁
煙することが推奨されます。したがって、ステージとは無関係に、禁煙は非小細胞肺癌治療
の必須条件とみなされます。とくにステージ 1～3 においては、禁煙することによって、再
発*リスク、第二癌発生リスク、そして非小細胞がんによる死亡リスクを下げることが知ら
れています。喫煙は、全身療法にも影響を与えるかもしれません。たとえば、喫煙はエルロ
チニブの血液中への移行を低下させ、したがって効果を低下させます。
正常な生活への復帰
がんが再発するかもしれないと考えながら生きることは、難しいことです。正常な生活に戻
るのが困難な人には、精神的サポートが必要かもしれませんし、過去に癌を経験した人たち
からのサポートが役立つかもしれません。
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もしもがんが再発したら？
治療後に再びがんが現れることを再発*と言い、治療法は再発病変の進展具合によります。
単発病変のみに再発した患者では、外科的切除や放射線療法*などの局所的な方法で恩恵が
得られるかもしれません。しかし、これはごく少数の患者群に限られます。再発した腫瘍は
通常転移性*がんとみなされ、それゆえに「IV期非小細胞肺がんに対する治療計画」の項で
説明したように対応されます。
いくつかの症例では、治療方針を変えるかもしれないので転移*巣の生検*が検討されるかも
しれません。このことは、特に外科的切除から長い無病期間*のある患者にあてはまります。
これらの患者では、肺内に再発がみつかった場合にはそれが再発なのか、あるいは新たに発
生した原発性肺がんなのかを見分けるために、肺がんの組織型*（非扁平上皮がん、扁平上
皮がんまたはその他）を確定するために、もし非扁平上皮がんであれば EGFR*変異*検査を
複数回繰り返すために、再生検が有用な場合があります。
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専門用語の意味
ALK
ALK 遺伝子の産物が ALK（anaplastic lymphoma kinase）です。ALK 遺伝子の転座は
肺腺がん、非喫煙者、若年者という特徴をもった患者さんたちに認められます。ALK 陽性
の腫瘍をもつ患者さんに対してクリゾチニブと呼ばれる標的治療が適応されるため、検査を
行うことは重要です。
CT スキャン／CT 検査
体内臓器がＸ線によって走査されたデータがコンピューターにより統合され、体内臓器を画
像化するＸ線撮影法の一つ。
EGFR
一部の細胞の表面にみられる蛋白で、上皮成長因子と結合することにより、細胞分裂を引き
起こします。この蛋白は多くの種類のがん細胞の表面において異常に多量に認められるため、
このようながん細胞は上皮成長因子の存在下で過剰に分裂します。「epidermal growth
factor receptor（上皮成長因子受容体）」、「ErbB1」、「HER1」とも呼ばれます。
アファチニブ
アファチニブは EGFR 変異を有し転移を伴う非小細胞肺がんに対して使用される分子標的
治療薬です。アファチニブは EGFR と HER2 レセプターチロシンキナーゼの不可逆的な阻
害剤として作用します。
アルカリフォスファターゼ（検査）
生育中の骨や胆汁中に高濃度で存在する酵素。血液中の異常高値は骨、肝臓、胆管の疾患に
よる可能性を示します。
ウラン
銀白色の放射性金属元素である。天然資源であり、世界中の土壌に存在しています。ウラン
は崩壊して肺がん発症に関与する気体であるラドンを産生します。
疫学研究
健康へ影響を及ぼすことの存在（たとえばがん）とそれを引き起こすと考えられる因子（た
とえば化学物質）との関連をヒトの集団で解析する研究。
エルロチニブ
エルロチニブは EGFR 阻害剤に属する抗がん剤です。エルロチニブは腫瘍細胞の表面にみ
られる EGFR を阻害します。これにより、腫瘍細胞は増殖、進行、進展（転移*）に必要な
情報を受け取ることができなくなります。結果として、エルロチニブはがんが体内での成長、
増殖、進展することを抑制します。
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横隔膜
肺と心臓の下にあって胸部と腹部を隔てる薄い筋肉。
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、経口投与ができるものもあります。癌の局
在によって、直接、手足であったり、ときには肝臓に直接注入することもあります。
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。
気管支洗浄法
肺へとつながる気道の内腔から細胞を採取する方法。気管支鏡（観察のためのライトとレン
ズがついた細い管状の器具）を鼻または口から肺へ挿入します。気管支鏡で観察しながら、
薄い食塩水で気道内を洗浄して細胞を採取します。気管支洗浄法は感染症診断に用いられま
す。この検査はがん細胞や前がん病変を同定する手助けとなるかもしれません。
経気管支針生検
肺組織や気管、気管支組織のサンプルを得る技術。針を気道（気管または気管支）の壁から
挿入して、目的のサンプルを採取します。
胸腔
肺の表面と胸壁の内側を覆っている薄い膜である胸膜*に包み込まれた空間。
胸腔内の
胸部の内側や胸の中の空間で発生したり、位置したり、行ったりすること。
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。
胸膜
肺の表面と胸腔の内壁の表面を覆っている薄い膜。肺を保護し、肺にかかる衝撃を和らげて
いる。潤滑剤として働く液体を少量分泌されているため、呼吸をする際に肺が胸腔内で滑ら
かに動くようになっています。
胸膜癒着術
化学物質や薬物を使用して胸膜（肺の表面と胸腔内壁を覆っている薄い組織の層）同士の間
に炎症や癒着を引き起こす医学的手技。これにより胸膜腔内での体液の貯留を防ぎます。重
度の胸水*に対する治療として行われます。
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禁忌
患者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。
クリゾチニブ
クリゾチニブは進行または以前に治療を受けた非小細胞肺がんに対する治療につかわれます。
非小細胞肺がんが“ALK 陽性”のときのみ使用される。“ALK 陽性”とは、がん細胞が
ALK（未分化リンパ腫キナーゼ）と呼ばれるタンパクに対応する遺伝子に影響を与える特
定の異常を有していること。
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。「VEGF」とも呼ばれます。
血小板
血液凝固において、基本的な役割を担う小さな細胞断片。血小板数が低い患者は、重度の出
血の危険にさらされる。高値の場合は血栓症の危険があり、血栓形成に伴う血管閉塞により、
脳卒中または重篤な状態に陥ることがあります。また、血小板の機能不全の場合、重度な出
血の危険を伴うことがあります。
血清カルシウム
検査室での特殊検査により測定できる血液中のカルシウムの値。
血栓塞栓障害
凝固能の異常や血管内の構造による血流の乱れによって、血のかたまりが血管内に形成され
ている状態（血栓）。この血のかたまりはちぎれて、血流にのって全身に循環し（塞栓とし
て知られている）、正常な血流を遮断することにより臓器の機能障害や機能不全を引き起こ
します。
ゲフィチニブ
ゲフィチニブはチロシンキナーゼ阻害剤*である。チロシンキナーゼとして知られる特定の
酵素を阻害します。この酵素は、非小細胞肺がん細胞の表面の EGFR*のように、がん細胞
の表面に存在します。EGFR はがん細胞の増殖、進展に関与します。EGFR を阻害するこ
とによって、ゲフィチニブはがんの増殖、進展を抑制します。ゲフィチニブは EGFR 突然
変異*を有する非小細胞肺がんにのみ効果を発揮します。
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
こともある。他の種類のがんに対する治療薬としても研究されている。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。
高血圧
血圧が 140/90 以上になった状態。通常、高血圧には症状はありません。しかし、高血圧
により動脈が傷つき、脳卒中、心臓発作、腎不全、失明などのリスクの増大につながります。
NSCLC: a guide for patients - Information based on ESMO Clinical Practice Guidelines - v.2014.1

Page 29

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.

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。
鎖骨上
鎖骨の真上に位置する体の部分。
シスプラチン
多くの種類のがん治療に用いられる薬物。シスプラチンには白金という金属元素が含まれて
いる。がん細胞の DNA に損傷を与え分裂を阻止することによってがん細胞を殺します。シ
スプラチンはアルキル化剤の一種です。
出血傾向
何らかの疾患を有する患者におこる原因不明の出血や外傷後に生じる遷延性大量出血。凝固
異常や血管構造の異常に原因であります。
赤血球
もっとも多い種類の血液細胞。血液が赤く見えるのはこの細胞によります。主な機能は酸素
の運搬です。
集学的検討／チーム
患者の病状や治療法の選択肢について、異なる分野を専門とする複数の医師が検討および議
論を行って進行する形式の治療計画アプローチのこと。がん治療における集学的検討には、
腫瘍内科医*（薬物によるがん治療を担当）、腫瘍外科医（手術によるがん治療を担当）、
放射線腫瘍医（放射線によるがん治療を担当）などが参加します。腫瘍症例検討会とも呼ば
れます。
腫瘍内科医／放射線腫瘍医
がん治療を専門とする医師。特定のがん治療を専門とする腫瘍医も存在します。例えば、放
射線を用いたがん治療を専門とする放射線腫瘍医などです。
心嚢（のう）
心嚢は心臓と大血管を取り囲む 2 層の袋である。様々な機能を持っている。胸腔内で心臓
を保持し、血流が増加した時に過剰な拡張から心臓を保護している。心嚢の中には心膜腔*
がある。この空間は心膜間の摩擦を減らすために心膜液で満たされています。
心嚢（のう）液
心臓を覆う袋の中の異常な液体貯留。
心膜腔
心臓を覆っている膜（臓側*心膜*）と心臓を含めた空間を覆っている膜（壁側心膜）の間の
空間。その空間には心膜の表面をなめらかにし、心臓の運動を容易にする液体で満たされて
います。
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縦隔
左右の肺の間の領域。この領域に存在する臓器としては、心臓、心臓から出る大血管、気管、
食道、胸腺、リンパ節*などがありますが、肺は含まれません。
術前補助（化学）療法
腫瘍を小さくする目的で、主要な治療（通常は手術）の前に第一段階として行われる治療。
術前補助化学療法の目的は、疾患の治癒でなく主要な治療の副作用を軽減したり、治療効果
を増強させたり、長期生存をえることです。術前補助療法として、化学療法、放射線療法、
ホルモン療法などがあります。
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。
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ようなものです：（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。
生物学的治療
がんや感染症をはじめとする疾患への免疫力を促進、回復させる治療法。一部のがん治療に
より生じうる特定の副作用を軽減する目的でも用いられます。免疫療法、生物療法、生物学
的反応修飾物質（BRM）療法等ともいわれます。
全身治療／療法
薬物を血流に乗せて循環させ、全身の細胞に到達させて作用させる治療法。化学療法*や免
疫療法が全身療法にあたらいます。
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。
ゾンデ
体の傷や空洞や穴などを検索する長くて細い器具。
代謝活性／代謝
細胞または微生物内で起こる化学変化。細胞や生物の成長、生殖、健康維持に必要とされる
エネルギーおよび物質が、これらの化学変化によって生成されます。代謝は毒物の排泄にも
関与します。
対側性
身体の反対側の、の意味。
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タキサン
有糸分裂（細胞分裂）を停止させることによって細胞の増殖を阻害する薬物の一種。タキサ
ンは微小管（有糸分裂中の染色体の移動に関与する細胞内構造物）の働きを阻害し、がん治
療に用いられています。タキサンは細胞分裂阻害薬の一種であり、微小管阻害薬の一種でも
あります。
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。
中皮腫
胸部や腹部の内腔を覆う組織に生じる良性（がんではない）または悪性（がん）の腫瘍。空
気中のアスベスト粒子に曝されることで悪性中皮腫の発生リスクが高まります。
超音波
高エネルギーの音波を体内の組織や臓器に反射させてエコーを生じさせる検査法。超音波装
置のモニター上にエコーパターンが表示され、体内組織の画像が映し出されます。
チロシンキナーゼ阻害薬
細胞の伝達や増殖を阻害する薬剤で、腫瘍増大を抑制する。いくつかのチロシンキナーゼ阻
害薬はがん治療に用いられています。
手袋靴下型分布
左右対称性の手足への異常兆候や症状を示す用語。手に手袋をつけ、足に靴下を履いたよう
な症状や徴候の拡がりを示します。
転移／転移の／転移する
体のある部位から別の部位へがんが拡がること。拡がったがん細胞によって形成された腫瘍
は、転移性腫瘍または転移巣と呼ばれます。転移性腫瘍はもとの臓器の腫瘍と類似した細胞
から成っています。
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。
同側性
体の任意の位置と同側の、の意味。
突然変異／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。
内臓の
肺や心臓、消化器系、排泄系、生殖器系、循環器系を含めた体内の柔らかい器官である内臓
に関係する、の意味。
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肺胞
肺の中の終末細気管支（非常に小さな空気の管の枝）にある非常に小さな空気の袋。肺胞は
肺と血液が二酸化炭素と酸素を交換する場所です。血液中の二酸化炭素は肺胞を経由して肺
の中に移動する。肺の中の酸素は肺胞を経由して血液中に移動します。
発がん性物質
がんを引き起こす物質。
白血球
感染から生体を保護するための免疫機構の細胞
パクリタキセル
乳がん、卵巣がんおよび AIDS 関連カポジ肉腫*の治療に用いられる薬物。他の薬物と組み
合わせて非小細胞肺がんの治療に用いられます。パクリタキセルは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。細胞分裂を停止させることによって細胞増殖を阻害し、
がん細胞を殺傷できる可能性があります。抗有糸分裂薬の一種です。
パフォーマンス ステータス／PS／一般状態
患者の身体能力を 0（十分に活動的である状態）から 4（自身の疾患によって全く動けない
状態）のスコアで評価するものです。
貧血
赤血球*、ヘモグロビン、鉄の不足によって特徴づけられる病態で、ヘモグロビンは酸素を
肺から全身に運搬します；この酸素運搬は貧血よって減少します。
病期分類(ステージング)
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。
病理組織学／組織学／病理組織学的検査
顕微鏡をもちいて異常な細胞や組織を検査すること。
ビノレルビン
ビンカ・アルカロイドという生薬に属する抗がん剤。
浮腫
皮膚の下や体腔内への異常な液体貯留。
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。
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ペメトレキセド
特定の種類の非小細胞肺がんや悪性胸膜*中皮腫*の治療に、単独または他の薬物との併用で
用いられる薬物。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。ペメトレキセ
ド二ナトリウムには DNA 合成を阻害して、がん細胞を殺傷します。葉酸拮抗薬の一種です。
放射線科医
X 線検査、CT 検査や MRI（磁気共鳴画像診断）検査のような画像検査をもちいて病気や外
傷の診断を専門に行う医師。
放射線検査／画像検査
疾患の治療と診断のために、体内の臓器、構造、組織を視覚化するための画像診断技術（エ
ックス線検査、超音波検査*、CT*画像検査、核医学など）を用いた検査。
放射線腫瘍医
放射線によるがん治療を専門家。放射線科医*（さまざまな状況にあわせて画像検査を診断
や経過観察に用いる別の専門家）とは異なります。
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。
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。
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。
無病期間
がんにおける治療後に、がんのあらゆる兆候や症状なしに、かつ他の種類のがんにも罹らず
に患者が生存している期間のこと。臨床試験において、無病期間は新規の治療の有効性を評
価する一つの方法です。DFS や無病生存期間とも呼ばれます。
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。
門部
体の臓器や腺にあるくびれや深いくぼみであり、神経、導管や血管が出入りする場所。
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葉
肝臓、肺、乳房、甲状腺、脳などの臓器の一部分。
予後
ある疾病の起こりうる転帰またはたどりそうな経過のことで、回復や再発*の可能性のこと。
臨床病理学的な
医師によって発見される疾患の兆候や症状と、検査室で発見される疾患による細胞障害の療
法に関連した、の意味。
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つつまれています。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る。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。
レントゲン／エックス線／X 線
エックス線は内部の物体を画像化するために使われる放射線の形態の一つ。医療では一般に、
エックス線は体内臓器を画像化するために使われます。
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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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