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ご自身・ご家族の方が 

がんと告げられたとき… 

 “治療が苦痛” “再発・転移” 

   “治らない”“死につながる” 

 “がんはどんな病気？” 

 “がんの治療は進歩しているの？” 

不安 



がんに負けない!! 

がんは特殊な病気ではない 

 
診断・治療の実際を知り、理解を深めよう 

安心して治療が受けられるように… 



「がん」 



がん とは 

がんは特殊な病気ではない 

非常に多い病気 

日本人ががんになる確率は50％以上 

日本人ががんで死亡する確率は約30％ 

がんは「ある臓器の老化が早まった状態」 

に近い!? 

 



がんは複数の遺伝子変化が蓄積して発生する 
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遺伝性の腫瘍では生まれつき 
がん抑制遺伝子の片方が傷ついている 
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がんの転移 



「がん」と治療法 



がん 

放射線療法 

免疫療法 
その他 

化学療法 

内視鏡治療 
IVR治療 
温熱療法 

それ以外の治療 
（補助的な位置づけ） 

全身療法 

3大治療 

手術療法 



手術しても 
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癌をきれいに全部取りきれれば治るんですか?! 

 

  がんの種類と病期にもよるけれど・・・ 

    胃癌；50％が再発する 

    大腸癌；30％が再発する 

  膵臓癌；80％が再発する 

 

 だから 予防・再発時の抗がん剤治療も大切！ 



「がん」になった時は 



がんと他の病気の違い 
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死亡の三大原因は  
『がん』、『心筋梗塞』、『脳卒中』。 

発病したあと『心筋梗塞』、『脳卒中』などでは
「待ったなし」。 

発病したあと自分の身の回りの整理をする 
ことができる、治療を選択(緩和・手術･ 
放射線･民間療法・・・）できるのは『がん』！！ 



がんセンターの偉い先生も言ってました 
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私はがんになっても、ワラをつかんででも 
助かりたいと思っている。 

 

でも今、世の中には ワラ-本当に効かない 
ものもいっぱい流れている。 

 

それがワラであるか、そうでないかを主治医
とよく相談し、判断して治療したい。 



抗がん剤治療って?! 



抗がん剤の歴史 
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1943年イタリア・バーリ港で 
毒ガス輸送船「ジョン・ハーヴェイ号」沈没 
潜水夫の白血球減少 
 ⇒白血病の治療に使えるのでは？？ 
 

最初の抗がん剤は 
毒ガスの「イペリット(マスタードガス)」 
から作られた「ナイトロジェンマスタード」 

 



抗がん剤の使い方 
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毒性は出ても、いろいろな薬 (支持療法）
などでコントロールし、治療効果を最大に
できるように症状を緩和する。 

 

『がん』に対する効果を出すために、 
くすりの種類や組み合わせの工夫、 
量の調整などをおこなう必要がある。 



新しい治療がどんどん生まれました!! 

・ティーエスワン 



抗がん剤治療は「遺伝子治療」！  
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治療法決定までの流れ 

• 治療前検査 

• 患者さん・ご家族への説明 

– 複数の選択肢があるときもある 

– セカンドオピニオン 

• ガイドラインに沿った治療方針 

• 最終的な治療法の決定 



標準治療と臨床試験 

• 標準治療；現時点で一番いい治療 

 

• 試験治療；数年後標準治療になる 
            可能性を秘めた治療 

 

• 最新治療；新しい治療でその評価は？？ 



今、おすすめの抗がん剤治療 



胃がんによく効く、有名な抗がん剤 
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5-FU   5 エフユウ  下痢、口内炎 
PTX   パクリタキセル  脱毛、しびれ 
DTX   ドセタキセル  脱毛、爪の異常 
CPT-11  イリノテカン  下痢、倦怠感 
CDDP   シスプラチン  吐き気、腎障害 
LOHP   オキサリプラチン しびれ 
Tmab  ハーセプチン  発熱 

 
 

TS-1  ティーエスワン  口内炎・下痢 
Xeloda  ゼローダ    手足の皮がむける 



大腸がんによく効く、有名な抗がん剤；注射 
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5-FU   5 エフユウ  下痢、口内炎 

CPT-11  カンプト  下痢、倦怠感、脱毛 

LOHP   エルプラット  しびれ、アレルギー 

Bevacizumab アバスチン  血栓症、腸穿孔 

Cetuximab アービタックス 皮膚毒性、注入反応 

Panitumumab ベクティビックス 皮膚毒性、間質性肺炎 

 

抗がん剤ではないですが 

LV   ロイコボリン  葉酸（５-FUの補助薬） 
     folic acid  分離脊椎症の予防効果 



飲み薬や薬の組み合わせ 
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飲み薬 

TS-1  ティーエスワン  口内炎・下痢 

Xeloda  ゼローダ   手足の皮がむける 

 

抗がん剤の組み合わせ 

FOLFOX(フォルフォックス） 

 ロイコボリン+5エフユウ+オキサリプラチン 

FOLFIRI（フォルフィリ） 
 ロイコボリン+5エフユウ+イリノテカン 



切除不能進行再発大腸癌に対する化学療法 

FOLFOX ± bevacizumab 
or 
CapeOX ± bevacizumab 
 

FOLFIRI ± bevacizumab 

5-FU/LV ± bevacizumab 
or 
UFT/LV 

大腸癌治療ガイドライン2010年版 

FOLFIRI ± bevacizumab 
or 
CPT-11 

<KRAS野生型> 
CPT-11 + cetuximab 
or 
cetuximab/panitumumab 
単独療法 

CPT-11  

状況を見て判断．可能なら①，②． 

or 

① 

② 

③ 

④ 

一次治療 二次治療 三次治療 

<KRAS野生型> 
FOLFIRI ± cetuximab/panitumumab 
or 
CPT-11 ± cetuximab 

<KRAS野生型> 
CPT-11 + cetuximab 
or 
cetuximab/panitumumab 
単独療法 

<KRAS野生型> 
CPT-11 + cetuximab 
or 
cetuximab/panitumumab 
単独療法 

<KRAS野生型> 
FOLFIRI ± cetuximab/panitumumab 

<KRAS野生型> 
FOLFOX ± cetuximab/panitumumab 

FOLFOX ± bevacizumab 
or 
CapeOX ± bevacizumab 
 

FOLFIRI ± bevacizumab 
or 
CPT-11 

⑤ 

FOLFOX ± bevacizumab 
or 
CapeOX ± bevacizumab 
 



５-FU 
5エフユウ 

10ヶ月 

抗がん剤の開発と大腸がんの予後 

+LV 
ロイコボリン 

（15-）18ヶ月 

緩和医療 
のみ 

6-8ヶ月 

12ヶ月 

+CPT-11 
カンプト 

+LOHP 
エルプラット 

18ヶ月 

+アバスチン 

24ヶ月 

20ヶ月 

+アービタックス 
+ベクティビックス 

Kras 野生型 28-30ヶ月 



膵臓がんではジェムザール/タルセバ療法 



膵臓がんはこちらもご参照ください 

http://www.jsge.or.jp/citizen/2010/kinki.html 



化学療法の副作用 

①食べられなくなる副作用（口内炎、吐き気、下痢） 

 

②血液の副作用（貧血、白血球が減ることによりばい菌
が入る、血が止まりにくくなる） 

 

③髪が抜ける、手足が痺れる、 

味がわからなくなる、しんどくなる 

 

などなど 



副作用の注意点 

• のみぐすりの方がきついことがある。 

• くすりによって副作用の種類が違う。 

• 一番早く気付くことができるのは本人。 

• 我慢しても何もいいことはない。 

• 副作用に早く対応してよりよい治療効果を良く!! 

患者自身が治療について理解することがとても大切！ 



最近の抗がん剤治療では、、、 
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最近は毒性を抑える薬が非常に進歩 

 

 この数年、副作用はかなり減りました! 
 そして、効果は飛躍的に向上しました!! 

 



少ない量の抗がん剤治療って効くの？ 



進行再発がんに対する化学療法 
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画像診断などで治療効果を判断することが
可能 

減量して効かなければ、再度増量をしてみ
ることも可能 

でも、増量はなかなかしづらい 
･･･70-80％が標準量でいいはずだけど 

やはり初回はしっかり入れた方がいいので
は？ 



術後補助化学療法の特異性 
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画像診断などで治療効果を判断することが
できない。 

効いたか効かないかわからないので、 
「少なめが安心」と少ない量で始める人が
出てくる?! 

減量して効いていなければ最悪！ 

標準量投与の毒性が心配なら、まず支持療
法の検討、次にレジメンの検討、最後に
doseの検討を！ 



中央市民病院 腫瘍内科/がんセンターで 
臨床試験や治験が可能となった（る）新薬 

胃がん；オキサリプラチン、S-1/ロイコボリン、 
 ニモツズマブ、ペルツズマブ 

大腸がん； 
 TAS-102、レゴラフェニブ、ラムシルマブ、 
 アフリベルセプト 

膵がん； 
 ペプチドワクチン、TAS-118 

肝細胞がん 
  ラムシルマブ 

        等々・・・・・・・・ 



効く治療を選んで治療しないと
全く意味がない!! 

効くクスリの使い方は 
   すでに確立されてます!! 



緩和ケアを行うことでさらに長生き!! 



がん治療のポイント 
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いい治療を選び、がんと戦う 

 

緩和医療で患者を守る 

 

攻めと守りのバランスこそが、 
勝利への方程式 

 



tsuji@kcho.jp 


