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は じめに

胃がんは我が国において大変頻度の

高い悪性腫瘍です。最近では、我が国

において胃がんの診断精度や治療技術

が向上し、救命可能な胃がんの患者さ

んが増えていることやピロリ菌の感染

率が低下していることなどからがん死

亡率（どれくらいの方ががんで亡くな

るのかの指標）は低下傾向となってい

ますが、未だにがん罹患率（どれくら

いの方ががんにかかるかの指標）は大

腸癌に次いで罹患率の高いがんです。

我が国では、胃がんの診断方法とし

てＸ線検査（バリウム検査）と内視鏡

検査（胃カメラ）が世界に先駆けて用

いられてきました。近年の機器の進歩

に伴い内視鏡検査技術が飛躍的に向上

し、超音波内視鏡、画像強調内視鏡な

どの技術革新がみられており、これら

の手法を用いることで胃がんの広がり

や深さを詳細に判定できるようになり

ました。また、CT、MRI、PETなどの

画像解像度の向上も著しく、胃がんの

全身への広がりをより正確に診断する

ことも可能となっています。

胃がんの治療方針は、がんの広がり

と深さによって大きく異なります。し

たがって、正確な診断は胃がんの治療

方針を決定するためにも非常に重要で

す。早期であれば胃の中に内視鏡を挿

入し病変を切除する内視鏡治療を行い

ます。胃や胃の周囲のリンパ節を切除

する手術も低侵襲化が進み腹腔鏡下胃

切除術やロボット手術を行い、病状に

よっては開腹して胃を切除する開腹手

術も可能です。抗がん剤を用いる化学

療法を外科手術と組み合わせることや

単独で行うこと、放射線療も補助的に

用いて治療を行っています。最新の機

器・技術および薬剤を用いて正確かつ

適切な胃がんの診断と治療を行うこと

は九州大学病院の使命であります。

九州大学病院では、内科、外科、放

射線科、病理部など複数の科が協力し

て胃がんの診断と治療を包括的に行っ

ています。以下に当院における胃がん

の診断・治療の現状、および新しい治

療の確立を目指した臨床研究・治験に

ついてお示し致します。また、当院に

おける最近の胃がん診療に関するデー

タをお示しし、患者さんからの疑問に

お答え致します。胃がんの治療を受け

ようとされている患者さんをはじめと

して、皆様への貴重な情報源となるも

のと思います。
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診 断

①胃X線検査

胃X線造影検査は、造影剤（バリウ

ム）を飲んで、胃の中をレントゲンで

写し出す検査です。

主に胃がん検診として昔から幅広く

行われています。九州大学病院では、

胃がんと診断され紹介される患者さん

がほとんどであるために、精密検査と

して胃X線検査を行います。この検査

は胃がんの広がりや進行の程度が一目

でわかるという、内視鏡にはないメ

リットがあります。とくにスキルス胃

がんの評価には最も優れた検査と言え

ます。詳しく胃がんを見るために、鼻

から胃内に細いチューブを挿入して、

体の向きを細かく変えながら撮影しま

す。鎮静剤（麻酔で眠った状態で検査

をする）を使うことはできません。

②胃内視鏡検査

胃内視鏡検査は、内視鏡を口から胃

内に挿入して、胃の中を直接見る検査

です。胃がん検診では鼻から挿入する

経鼻内視鏡を用いることが多いです

が、精密検査には適していません。内

視鏡検査は胃の中を空にして行う必要

があるため、当日は絶食の状態で来院

していただきます。内視鏡が喉を通る

ときの苦痛を取り除くためにスプレー

などで直接喉の麻酔をしますが、完全

に取り除くことはできません。鎮静剤

（麻酔で眠った状態で検査をする）を

使用することもできますが、効き具合

には個人差があります。なお当院では

鎮静剤を使用した場合、その後は車の

運転を控えていただきます。内視鏡検

査では、がんの大きさや広がりを評価

し、組織の一部を採取（生検）します。

また、より細かく見るために特殊な光

（狭帯域光観察）と拡大機能を使用し、

がんの深さを診断するために超音波内

視鏡という専用の装置を使用します。
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③コンピュータ断層撮影法（CT）

CTとは、コンピュータを用いて身

体の断面像を撮影するX線検査の一種

です。胃がんの場合は、胃の周りにあ

るリンパ節への転移、あるいは肝転移

の有無など全身を調べることで、胃が

んの進行度を判定します。胃がんの精

密検査では、血管や臓器のコントラス

トを強調する必要があるため、ヨード

造影剤という薬液を血管に注射して撮

影します。なお当院のCTは最新鋭の

機器であり、短時間の撮影で高精細な

画像を得ることができます。

④ポジトロン断層撮影法（PET）

PETとは、放射性物質を注射した後

に身体全体を撮影してその広がりを調

べる検査です。一般的にはブドウ糖類

似の放射性物質であるFDGを注射し

ます。がん細胞は正常の細胞より盛ん

にブドウ糖を取り込むという性質があ

るため、FDGも多く取り込まれます。

FDGが多く集まった場所や濃度を評

価することで、がんの広がりや転移巣

を明らかにすることができます。この

検査は、CTでは見つけにくい小さな

病変を検出できるというメリットがあ

ります。

外 科的治療

消化管外科における胃を対象とした

内視鏡手術

胃がんと外科治療

胃は、食事の消化吸収のために重要

な器官です。胃のおもな機能は、食べ

たものを一時的に胃にとどまらせ（貯

留）、強い酸で消化を助け（分解）、そ

して食べたものをゆっくり小腸に送り

出す（排出）ことです。がんによる外

科治療を行うと、手術法によって部分

的に、もしくはこれらすべての機能が

失われます。しかしながら、多くの遠

隔転移のない胃がんは外科治療で治癒

させることができるため、胃の外科治

療の適応決定には細心の注意が必要で

す。
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おもな胃の手術

幽門側胃切除術

胃の入り口側を噴門側、胃の出口側

は幽門側と呼ばれます。したがって出

口側の胃を切除する方法が幽門側胃切

除術です。胃の手術のなかでもっとも

頻度が高い方法です。

胃全摘術

胃をすべて切除して食道と空腸（小

腸の一部）をつなぐ方法です。癌が胃

の入り口に近い場合や、癌が大きい場

合は胃全摘術が選択されることがあり

ます。

噴門側胃切除術

胃の入り口側を切除する手術方法で

す。胃の入り口に近い部位にある癌が

対象になります。胃の入り口を切除す

ると、胃の内容物が逆流するため、手

術には特別な工夫が必要です。この術

式は煩雑なため施設によっては行われ

ておらず、幽門側胃切除に比べると頻

度は低いです。ただ、現在、全国的に

できるだけ胃を温存する傾向があり、

当院では積極的に行っています。

進行がんに対しては全国的には開腹

手術がまず選択されますが、当院では

胃鏡視下手術における手技が確立され

ており、早期がん、進行がんを問わず、

鏡視下手術を行っています。また胃の

出口側２/３の切除を行う幽門側胃切

除術だけでなく、胃を全て切除する胃

全摘術や、胃の入り口側を切除する噴

門側胃切除術も腹腔鏡下で可能とな

り、2010年からはおおむねすべての胃

がんの患者さんが腹腔鏡下手術の対象

です。一方、進行した胃がんにより食

事摂取が不可能となった患者さんに

は、新たな食事の通り道を作成するバ

イパス術（胃−空腸バイパス術）も腹

腔鏡で行っています。

腹腔鏡手術とロボット手術

当院では、1991年に世界で初めて胃

がんに対して胃部分切除術を行いまし

た。世界で内視鏡手術（腹腔鏡下手術）

が黎明期であった1990年代後半から積

極的に胃がんに対しても腹腔鏡下手術

を行っています。

手術方法は、まず臍の10mm程の傷

から内視鏡を入れて、お腹の中の様子

をテレビモニターに映します。現在で

は３Dモニター、あるいは４Kモニ
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ターなどの高精細なモニターを使用し

ています。さらに５-10mmの小さな

傷を数か所追加し、鉗子という細長い

器具を使用し、このモニターの映像を

見ながら胃周囲のリンパ節と病変を含

んだ胃の切除を行います。切除が済ん

だ時点で臍の創を３cm程度に延長

し、切除した胃とリンパ節を体外に取

り出します。病変を確認して再び映像

を見ながら再建（胃と十二指腸または

小腸をつなぎます）を行います。手術

支援ロボットを使用したロボット支援

下手術は胃がんを対象としてすでに平

成30年度より保険収載され、現在では

一般的な治療となっています。九州大

学病院では2000年に手術ロボット、ダ

ヴィンチを使った胃切除術を初めて行

いました。ロボット支援下手術では３

次元画像情報による立体認識の向上と

多関節のロボットアームによる自由で

直感的な操作性、人間の手ではどうし

ても発生する手ぶれを補正して安定し

た手術が可能になり、胃がんに対する

手術でも極めて有用です。

胃に対する内視鏡手術（腹腔鏡下

手術）の長所

手術創はへそに約３-４cm程度の

創（ここから切除した胃と周囲リンパ

節をひとかたまりに取り出します）と、

1.2cmの創が２か所、0.5cmの創が３

か所できます。0.5cmの創は数か月

でほとんどわからなくなります。手術

創の大きさ以上に重要な内視鏡手術の

おもなメリットは、開腹に比べ拡大視

野がえられることがあげられます。現

在のカメラは解像度が高く、詳細にお

腹の中を観察できますので、微小な血

管や神経などもしっかりと観察して組

織を剥離、切離することができるため、

より確実な手術が行え、出血量も開腹

手術と比べると格段に少なくて済みま

す。また、腸管を直接手で触りません

ので、術後に腸管の麻痺が起きにくい

こともメリットです。このため癒着も

少なく、腸の蠕動運動の回復が早く、

食事を早期に開始できますし、術後の

在院日数も短くなり、社会復帰が早く

なります。腸閉塞のような手術後の障

害も生じにくいとされており、体重の
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減少が少ないことも知られています。

もちろん術後の痛みも軽度です。

胃がん手術後の一般的な経過

一般的な術後の経過は、手術翌日か

ら歩行、水分摂取を開始します。大き

な傷と比べると痛みが少ないので、手

術翌日から歩行することも可能です。

幽門側胃切除（胃をおよそ３分の２切

除）の患者さんは２日目から食事を、

胃全摘術の患者さんは３日目から開始

してもらいます。少しずつ硬いご飯を

食べるようにしてもらい、幽門側胃切

除術の患者さん、胃全摘術後の患者さ

んともに７日目以降に退院となりま

す。もちろん、肺や心臓に持病のある

患者さんや合併症のある患者さんはそ

れに合わせて入院期間が長くなること

もあります。胃の手術後は食事摂取の

方法が手術前とは異なりますので、な

るべく退院前に食事指導を受けていた

だきます。

胃がんの手術後には、ダンピング症

状や貧血など胃がなくなったことによ

る独特の症状が現れることがありま

す。幽門側胃切除術では、胃が部分的

にのこりますが、胃の主な機能である

食物の貯留、消化作用はほとんどなく

なります。そのため、ゆっくりよく噛

んで食べることで、その作用を代用す

ることが必要です。手術後数ヶ月もす

ると術前と同等の食事の量となること

がほとんどです。胃全摘術では胃の機

能が完全に失われるために、幽門側胃

切除の場合よりさらによく噛んで食事

をする事が重要となります。全摘した

からと言って、障害が残るわけではな

いので、日常生活は通常通り行えます。

また、当院では術後の再発を防ぐた

めに、進行した病期の患者さんには術

後補助化学療法も行います。手術治療

から再発を防ぐ治療、さらには再発後

の治療まで、多くの消化器外科専門医、

内視鏡外科技術認定医、がん薬物療法

専門医などが責任を持って治療を行い

ます。

高度進行胃がんに対する集学的

治療

高度進行胃がんの患者さんに対し

て、手術のみの治療ではがん細胞が体

内に遺残し、再発を来たす頻度が高く

なります。胃の手術を行ってもがん細

胞が明らかに遺残し手術のみで根治さ

れたとは考えにくい（根治度Ｃと表現

します）場合の５年生存率は、1990年

代まではほぼ０％でしたが、2000年代

に入り新しい薬物療法が開発され、そ
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の値が20％近くまで向上しています。

高度進行がんで、そのままでは根治

的に切除が困難な場合でも、手術前に

抗がん剤を使うことで、胃がんや転移

したリンパ節が小さくなり、その後に

胃がんを手術で取りきれるようになる

ことがあります。腹膜播種というお腹

のなかに散らばるような転移でも術前

の化学療法で転移巣が消失することも

あります。術前化学療法には多くの薬

剤の組み合わせがあり、新しい薬剤の

治験も行われています。

なお、がんが腹膜や肝臓の表面に転

移していても、CTなどの画像で病変

が捉えられないことがあります。まず

腹腔鏡でお腹の中の状態を診断する

“審査腹腔鏡”を行い、正確な診断の下

に化学療法と手術療法を効果的に組み

合わせ、治療効果を上げていく場合も

あります。

化 学療法

九州大学病院では、胃がんに対する

化学療法を行っています。化学療法に

は大きくわけて、術後に行われる術後

補助化学療法、切除不能の進行・再発

胃がんに行われる化学療法の２種類が

あります。

【術後補助化学療法】

臨床病期Ⅱ、Ⅲ期の胃がんでは、根

治手術後に抗がん剤治療を行うことで

生存率が向上することが確認されてい

ます。S-1は術後１年間服用すること

で有意に生存率が向上したことが報告

されており、そのほか韓国での治療成

績を元に、カペシタビンとオキサリプ

ラチンの併用療法を６ヶ月間実施する

方法も使用可能となりました。2019年

にはⅢ期の胃がん術後の患者さんを対

象にS-1にドセタキセルを組み合わせ

た治療（DS療法）とS-1との比較試験

が行われ、DS療法のほうが良好な生

存率を示しました。これらの３つの治

療法が術後補助化学療法としての標準

治療（効果・安全性の面でもっとも優

れており一般的になされるべき治療）

と考えられており、患者さんそれぞれ

の病態に応じて治療法を選択し治療を

受けて頂いております。

【切除不能進行・再発胃がんに対

する化学療法】

切除不能進行・再発胃がんに対する

化学療法は、日本を中心として世界中

で多数の臨床試験が実施され、高い奏

効率や延命効果が報告されるように

なってきました。
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現在日本では切除不能進行・再発胃

がんの患者さんに対して、がん細胞の

表面にHER2蛋白が発現しているかを

確認し、治療方針を決定しております。

HER2蛋白が発現している場合、

HER2に対する抗体薬であるトラスツ

ズマブと化学療法の併用が標準治療と

なります。組み合わされる化学療法は

S-1またはカペシタビンとシスプラチ

ンの併用療法（SP療法、XP療法）が

標準治療として選択されます。HER2

蛋白が発現していない場合、前述の

SP療法、XP療法あるいはTS-1とオキ

サリプラチンの併用療法（SOX療法）

が行われます。S-1とカペシタビンは

内服の抗がん剤ですが、胃がんの進行

に伴い食事がとれない場合は点滴のみ

で行えるFOLFOX療法（5-FUとオキ

サリプラチン）を選択することもあり

ます。

上記の初回治療後の治療について

は、パクリタキセルに血管新生阻害薬

であるラムシルマブを併用する治療法

の効果が高いことが明らかとなり、２

次治療の標準治療となりました。

また３次治療として免疫チェックポ

イント阻害剤であるニボルマブならび

にTAS-102が有効であることが確認

されました。これらの薬剤に加えてイ

リノテカンが選択肢として挙げられ、

当院でも全身状態良好な患者さんに対

し使用しています。

当院では、これらの標準的な治療を

施行するとともに、より良い治療法の

開発のため国内外で行われている施設

共同臨床試験に参加したり、当院主導

で臨床試験を実施したりするなどし

て、新たな臨床エビデンスの創出に貢

献し続けています。臨床試験に参加す

るには、事前に病状・体調等の審査を

通過する必要があり、すべての患者さ

んが参加できるわけではありません

が、担当医から案内があった場合には、

医学の進歩のため協力をご一考いただ

けますと幸いです。

【化学療法の個別化】

胃がんの化学療法では、いくつかの

治療薬について、効果や副作用を投与

前に予想できるものがあります。上記

のように、トラスツズマブに関しては、

がん細胞のHER2蛋白検査を行うこと

で、効果の期待できる患者さんを事前

に診断することが行われています。ま

た、イリノテカンの投与前にUGT1A1

遺伝子多型検査を行うことで副作用ハ

イリスク群を事前に診断することも可

能となっており、化学療法施行に際し
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臓器障害などの危険因子を有する患者

さんを中心に検査を行っています。

また当院はがんゲノム医療中核拠点

病院として、標準治療が効かなくなっ

た患者さんに対してがん遺伝子パネル

検査を行い、がんゲノム医療すなわち

がん遺伝子の情報に基づいた個別化医

療の研究を進めており、胃がんの患者

さんにも参加を頂いております。

内 視鏡的治療

胃の壁は内側から粘膜層、粘膜下層、

固有筋層、漿膜下層、漿膜の５層構造

となっています。胃がんは粘膜層から

発生しますが、がんの深さ（深達度）

が粘膜下層までに留まるものを早期胃

がんと呼びます。内視鏡治療は患者さ

んの体への負担が少ないという大きな

メリットがありますが、胃の内側から

の治療となるため、深達度が深い病変

や、リンパ節転移といった胃の外にあ

る病変は治療することができません。

したがって、早期胃がんのうち深達度

が浅く、リンパ節や他の臓器に転移が

ないものが内視鏡治療の対象となりま

す。内視鏡治療を行う前には、上述し

た条件を満たす病変かどうか診断する

ために内視鏡以外の検査も必要です。

また、内視鏡治療により病変をきれい

に切除して、切除した組織を顕微鏡で

きちんと診断すること（病理組織学的

診断）が重要となります。

早期胃がんに対する内視鏡治療とし

て主なものに、内視鏡的粘膜切除術

（EMR）と内視鏡的粘膜下層剥離術

（ESD）があります。EMRは1980年代

に日本で開発された治療法で、病変の

下に薬液を注射した後に鉗子という道

具で病変を掴み上げて、スネアと呼ば

れるリング状の電気メスで病変を縛っ

て焼き切る方法です。しかし、EMR

は大きな病変や潰瘍を伴った病変、内

視鏡治療後に再発してきた病変をきれ

いに切除することができないという欠

点がありました。そこで、2000年前後

より、ESDという方法が開発されまし

た。ESDは早期胃がんの病変周囲や

病変の下を特殊な電気メスを用いて切

開して剥がしていく方法です（図）。

ESDは、EMRによる切除が困難な病

変でもきれいに切除することができる

ため、がんの取り残しによる再発が少

なく、なおかつ切除した組織の詳細な

病理組織学的検索が可能となること

で、外科的治療を含めた追加治療の必

要性に関して十分な検討ができます。

ただし、胃の壁の厚さは１cmもない
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ため、粘膜層および粘膜下層を切開し

て剥がしとっていくESDには内視鏡

の繊細な操作が必要であり、EMRよ

りも高度な技術が要求されます。

当院では、2001年より早期胃がんに

対する治療としてESDを導入してい

ます。現在では、ESDは粘膜内の早期

胃がんの治療法の第一選択となってお

り、当院では最新の内視鏡機器を用い

て年間100例以上のESDを施行し、粘

膜内の高分化型腺癌であれば大きさと

無関係に95％以上の治癒切除率が得ら

れています。また同時に、次世代を担

う若い医師へのトレーニングシステム

も構築し、ESDの技術向上のため日々

修練を積んでいます。

放 射線治療

胃がんの治療は手術が第一選択であ

るため、放射線治療は進行がん、再発

した胃がんなどに対する補助的な治療

として用いられます。具体的には、限

局した再発巣に対して、根治を目的と

する場合や、胃の病変や転移巣により

食物が通らない・痛みがあるなどの症

状を有する患者さんに対して、症状緩

和を目的とする場合に、放射線治療が

行われます。

胃病変に対する放射線治療は、食物

等により胃全体が拡張し、病変部が照

射範囲からはずれる可能性があるた

め、胃内容物の少ない空腹時（朝食前）

に行います。治療計画用CTにて胃や

病変部、放射線障害の発生しやすい周

囲臓器の位置を確認し、胃病変が呼吸

によって動くことを想定した上で照射

範囲を適正に設定します。放射線の線

量は30〜50グレイ（放射線量の単位）

を10〜25回に分けて照射します。放射

線治療の効果を上げるために抗がん剤

投与を併用することがあります。

放射線治療の副作用は治療期間中お

よび直後に起こる急性期有害事象と、

治療終了数カ月後以降に生じる晩期有

害事象に分けられます。急性期有害事

象としては、全身倦怠感や胃炎や腸炎

による食欲低下、嘔気、嘔吐、腹痛、

軟便、下痢などがあります。晩期有害

事象には、胃や腸の潰瘍、出血、穿孔、
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ESDの概要

④切除した病変を回収する③病変の下を剥がしていく

②病変の下に薬液を注射して盛り上げ、
　印の外側を切開していく

①病変のすぐ外側に印を付ける



腸閉塞や、腎機能障害や肝機能障害な

どが起こる可能性がありますが、重篤

なものはまれです。

院 内がん登録情報

2007年から2018年の間に胃がんの診

断を受けて九州大学病院で治療を開始

された症例は、2,937例であり、この患

者さんに対して九州大学病院で行った

治療方法について2007年から2016年ま

での期間と2017年から2018年までの期

間に分けて作成されたグラフを用いて

説明します。

図１は、胃がん取扱い規約に従って、

臨床病期：ステージ（治療開始前の病

期の進行度）ごとに分類したものです。

両期間とも最も早期の胃がんであるス

テージIA（がんが粘膜内または粘膜下

組織内にあり、リンパ節転移のない状

態）が全体の約３分の２を占めており、

胃がん患者さんの多くが早期がんの状

態で発見されていることがわかりま

す。

図２は胃がん発見の経緯をステージ

別にみたものですが、両期間ともがん

検診・健康診断・人間ドックを契機に

診断された症例のうち、80％以上がス

テージIAであり、胃がんの早期発見に

は検診が重要であることが分かりま

す。

ステージ別治療法をみると（図３）、

両期間ともステージIAであれば５割

から６割は内視鏡のみで治療されてい

ます。ステージIBからステージⅢCま

での治療法は、手術のみ、あるいは手

術＋薬物治療が大部分を占め、手術が

中心的な治療であることが分かりま

す。一方、ステージⅣでは薬物治療の

みの割合が大部分を占め、手術よりも

薬物治療が中心となります。

図４は、九州大学病院で治療を行っ

た症例のステージごとの生存率を表し

ています。両期間ともステージが進む

につれて、完治が困難になることが分

かります。このことからも、胃がんを

根治するためにはやはり早期発見が重

要であると考えられます。
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胃 2007-2016年症例のうち悪性

リンパ腫以外

治療前・取扱い規約ステージ（胃

癌取扱い規約第13・14版）

取扱い規約について集計を行った。

2017年の改訂時に大きな変更があった

ため、2016年までの第13版、第14版と

2017年からの第15版を分けて集計をし

ている。

※症例２：自施設で診断され、自施設で

初回治療を開始（経過観察も

含む）

症例３：他施設で診断され、自施設で

初回治療を開始（経過観察も

含む）

※図４の生存曲線は全生存率として集

計（がん以外の死因も含む）
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自覚症状による受診・その他・不明

ⅠB ⅡA ⅡB ⅢA ⅢB ⅢC Ⅳ 合計
576 56 34 4 8 6 0 704

598 61 37 7 12 7 2 773
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図２．ステージ別発見経緯（症例区分２、３）
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図１．ステージ別症例数（症例区分２、３）

ステージ ⅠA ⅠB ⅡA ⅡB ⅢA ⅢB ⅢC Ⅳ 合計

症例数 1,660 204 154 52 74 43 15 258 2,460

割合 67％ 8％ 6％ 2％ 3％ 2％ 1％ 11％ 100％



胃 2017-2018年症例のうち悪性

リンパ腫以外

治療前・取扱い規約ステージ（胃

癌取扱い規約第15版）
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図３．ステージ別治療法（症例区分２、３）
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図２．ステージ別発見経緯（症例区分２、３）
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図１．ステージ別症例数（症例区分２、３）

ステージ ⅠA ⅠB ⅡA ⅡB ⅢA ⅢB ⅢC Ⅳ 合計

症例数 331 13 27 17 27 2 1 59 477

割合 69％ 3％ 6％ 4％ 6％ 0％ 0％ 12％ 100％
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