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1. 診断名とその説明 

当科で治療予定のあなたの病気の診断名は、胃がんです。胃がんの病状や手

術についてご理解頂くため、1) 胃の機能と構造、2) 胃がんの進展、3)進行

程度（病期）からご説明します。 

 

1)胃の機能と構造 

  

胃の主な役割は食物を一時的にたくわえ、

少量ずつ十二指腸に送ることです。この際、

胃液は強い酸により消化を助け、また殺菌

作用を有します。栄養の消化吸収は主に十

二指腸以下の小腸の役割で、胃は造血に関

係する鉄やビタミン B12の吸収を補助しま

す。  

 

 

2) 胃がんの発生と進行 

 

胃がんは胃粘膜から発生し、10数年かけて診断可能な大きさ（5mm以上）にな

るといわれています。粘膜下層までのがんを早期がん、胃の筋肉層より深く進

展（浸潤）したものを進行がんと呼び、またがんが非連続性に他部位に進展す

ることを転移といいますが、粘膜下層にがんが達すると血管やリンパ管を介し、

転移が始まります。  

 初期にはリンパ節転移から、進展するにつれ腹膜転移や血行性の転移がおき

ます。リンパ節転移は胃病変に近いところから、

その周囲を含めて切除して完全な治癒を見込め

る効果が高いと考えられます。 

腹膜転移は胃壁の外側（漿膜）つまり腹腔に露

出したがんがこぼれ落ちてでき、膀胱や腸などの

臓器に付着し、腹水や腸を狭くする原因となりま

す。また、腹膜転移は再発の最も大きな原因です。 

 

胃がんが進行すると、局所では、胃の内腔が狭

くなり食物の通過が妨げられ腹満感や悪心、嘔吐

などの狭窄症状が出現します。また、がんから出



胃がん手術説明書 

4 

血すると、便が黒くなったり貧血の症状（立ちくらみやショック）がでること

があります。 

3) 進行程度（進行度 IA期－IV期） 

がんの深さ、リンパ節転移、他の臓器の転移により進行度が決定されます。手

術所見でもある程度の判断はできますが、最終的には原発巣と周囲のリンパ節

を顕微鏡でくわしく調べて後日最終的に決定されます。この進行度が治る確率

とその後の経過観察や補助療法の目安になります。 

 胃がんの深さは、 

T1:がんが粘膜または粘膜下組織にとどまるもの。 

 T1a:がんが粘膜にとどまるもの 

 T1b:がんが粘膜下組織にとどまるもの 

T2：がんが粘膜下組織を越えているが、固有筋層にとどまるもの 

T3：がんが固有筋層を越えているが、漿膜下組織にとどまるもの 

T4：がんの漿膜表面に接しているかまたは露出、あるいは他臓器におよぶもの 

 T4a：漿膜表面に接しているか、露出しているもの 

 T4b：直接他臓器におよぶもの 

に分類されています。 

また、リンパ節転移の程度は、摘出したリンパ節のうち転移を認めた個数によ

り、N0からN3に分類されています。 

2.現在の病状 

 これまでの検査から予想される進行程度と併存する病態は以下の通りです。リ

ンパ節転移や遠隔転移はあくまで手術前の検査によるもので、手術の結果によ

り変わります。 

がんの深さ: □粘膜-粘膜下層 □筋層-漿膜 □漿膜露出 □他臓器浸潤 

リンパ節転移: □なし □N1 □N2 □N3 

遠隔転移: □なし □腹膜 □肝臓 □他 

進行度: □IA □IB □IIA □IIB □IIIA □IIIB □IIIC □IV 

出血や狭窄症状：□なし □あり（              ） 

併存疾患: □循環器□糖尿病 □呼吸器 □アレルギー □開腹手術 □他 
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3.手術方法 

 外科手術の対象は、内視鏡治療の適応とならない早期胃がんと進行胃がんで

すが、その役割は局所に限局したがんの制御であり、全身に広がっている病気

に対する効果はありません。手術のアプローチは、通常は開腹です。進行胃が

んでは、腹腔鏡で腹膜転移の有無を確認してから切除を決定することがありま

す。また、早期胃がんやリンパ節転移がないと思われる胃がんで、開腹手術と

同等かそれ以上の効果が期待できる場合、腹腔鏡下の胃切除を行うことがあり

ます。上部の胃がんで食道に浸潤している場合などには、開胸+開腹手術となる

こともあります。 

 腹腔鏡下手術では傷が小さく術後の回復が早いなどの利点がありますが、術

後合併症に関しては従来の手術と同じです。また、現在のところ腹腔鏡下手術

は臨床研究の治療に含まれており、標準治療ではありません。 

 手術の目的には、①がんを肉眼的に取りって治癒を目指す“根治的手術”、②

がんによる症状を改善するための“緩和的手術”、③がんを減量する“減量手

術”があります。 

 手術では、まず肝臓や腹膜転移の有無を、次に胃がん深さや浸潤とリンパ節

転移の程度や範囲を観察します。補助診断として、腹腔内を洗浄して微小なが

ん細胞を検索することもあります。根治的手術（①）が可能であると判断した

場合は、周囲のリンパ節とともに胃を切除します。リンパ節をとる範囲は最終

的に手術中の所見によって決定します。根治的手術が困難で、がんに伴う出血

や狭窄症状がある場合には、

緩和的手術（②）として胃だ

けを切除するか、食物の通り

道を確保するためのバイパス

手術を行います。また、減量

手術（③）として胃切除を行

うこともあります。しかし、

減量手術の効果に関しては不

明です。胃切除の範囲は、上部のがんでは胃全摘や噴門側胃切除（上１／３切

除）、下部では幽門側胃切除（下２／３切除）を行います。手術のリスクが高

い方では胃の局所切除を行うこともあります。リンパ節は定型的には第２群ま

たは第２群の一部まで切除し、がんが食い込んでいる場所やリンパ節をとる目

的で脾臓、膵臓の一部、副腎や横行結腸の一部、横隔膜の一部などを切除した
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り、胆嚢炎を予防するために胆嚢をとることもあります（合併切除）。 

 胃全摘出術や胃切除術を行ったあとに、食物や消化液の通路を確保するため

に、食道や残った胃、小腸などをつなぎ合わせます（吻合）。代表的な吻合法

は下の図のごとくです。切除後の状態を考慮して最も適当と考えられる吻合方

法を選択します。 

 

 

 以上の説明のうちで現在あなたにおすすめできる治療法は以下の通りです。

また、手術中にわかる“がんの広がり具合”や腹腔内の癒着や炎症、結石など

で異常所見、さらに手術中の全身状態などによっては、術式を変更したり他の

術式を追加することもありますので、ご了承ください。 

 

手術日時：    年  月  日 （  ） 

手術予定時間：     時から   時間 

アプローチ法：□腹腔鏡観察 □開腹 □腹腔鏡補助下 □開腹開胸 

手術の目的： □根治的手術 □緩和的手術 □減量手術 

胃の切除方法： □全摘出 □噴門側切除 □幽門側切除 □局所切除 

緩和的手術： □バイパス術 □減量手術 □他 

合併切除： □脾臓 □膵臓 □胆嚢 □副腎 □大腸 □横隔膜 □他 

 

 

4.麻酔の方法内容 

 麻酔科の医師による全身麻酔です。手術中は、気管内に挿入された管を通し

て麻酔と呼吸管理をおこないます。麻酔科にも様々な合併症がありますが、十

分注意して手術を行っていきます。 

 

麻酔に関する説明書はこの冊子の最後に附属しております。 
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5.手術により期待される効果 

 手術により、進行程度をより正確に評価できるとともに、以下のいずれかの

効果が期待されます ①根治的手術により一定の確率（切除した胃とリンパ節の

状況による）でがんが治る（治癒）可能性、②がんに伴う症状の緩和、③がん

の減量。根治的手術により治癒する割合は、がんの進行程度により異なります、

緩和的手術による症状緩和の程度は病状により異なります。がんの減量手術の

後には抗がん剤治療が必須と考えられ、減量効果は抗がん剤の効果に依存しま

す。  

 

6.手術に伴う合併症と後遺症 

合併症とは、手術に伴い比較的早い時期に発症する、患者さんにとって不利益

な病状のことをいいます。我が国の胃がん手術の技術には定評があり、医学の

進歩とともに合併症の頻度は低下してきました。後遺症とは、手術から回復し

た後に、比較的長い期間にわたってこう

むる可能性のある病状で、傷あと、胃の

機能の喪失、開腹手術に伴う癒着など、

避けられないものもあり、上手につきあ

っていくことが大事です。合併症のみら

れる割合は約20％～30％で、以下にその

詳細を示します。合併症を起こすと、入

院期間が長引くだけでなく、安静や絶食

が必要になることや、ひとつの合併症が

らにその他の合併症を引き起こすこと

もあります。致命的となること（約0.5%～1％）や、合併症が原因となり再手術

が必要となること（約 0.5%～2％程度）もあるため、合併症を起こさないよう

細心の注意をしていますが、発生を完全に防ぐことは困難です。患者さんによ

っては、すでに合併症を起こしやすい状態にある（高齢、糖尿病・慢性肺疾患・

血栓症・肥満などの併存）方もいらっしゃいますので、手術前の評価で合併症

発生の危険性が高いと判断した場合は手術を中止したり、それらが改善するま

で手術を延期する場合があります。特に、喫煙中の方は、手術前に一定期間禁

煙していただく必要があります。また、何らかの薬剤（特に抗血液凝固剤など）

の投与を受けている方は、薬剤を中止したり、他の薬剤に変更する場合があり

ますので、必ず申告してください。 

（1） 手術操作に直接、起因する合併症 
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手術中および手術後の出血：当院での出血量は、胃切除術で 200 ml、胃全摘術

で400mlくらいです。手術前に貧血のない患者さんでは、この出血量で輸血する

ことはまずありません。術前からの貧血、高度進行がん、他臓器を合併切除、

解剖学的異常、癒着が強い、腹腔内の脂肪が多い場合などに輸血を要すること

が約1.5％～10％程度あり、まれに、大量出血に伴い循環不全（ショック）とな

ることがあります。手術後の大量の出血に対しては、カテーテルなどによる止

血手術や再開腹手術などが必要となることがあります。輸血についての詳細は

後述します。 

縫合不全：胃や腸、食道などをつないだり閉鎖したところを縫合部といいます。

この縫合部の傷の治り方が遅れて、消化液が腹腔内に流出することを縫合不全

といいます。頻度は約 1.5％～2.3％です。開腹手術の既往がある患者さんでは、

癒着した小腸を剥離したときの影響で、縫合不全が発症することがあります。

ほとんどの場合、絶食と点滴により自然に治りますが、腹膜炎や腹腔内に膿瘍

（腹腔内膿瘍）を作る場合には再手術が必要になることもあります。 

膵炎、膵液瘻：胃がんの手術では、膵臓に沿ったリンパ節を取る必要がありま

す。明らかな膵臓の損傷がなくても、手術後に膵炎や膵液瘻（消化液である膵

液が膵臓の外に漏れること）を発症することがあり、頻度は 0.2%～5％程度で

す。膵液の漏れる量が少ない場合は、自然に治癒しますが、大きな膿の塊（膿

瘍）を作った場合には、時間のかかる治療（持続的な洗浄、抗生物質の投与な

ど）が必要です。まれに、再手術をして効果的な洗浄ができるように管を入れ

直すこともあります。また、これらの治療を行っても改善が期待できない場合

は、重症化を防ぐ目的で膵液の産生や活性を抑える薬剤の注射を行う場合もあ

ります。 

腹腔内膿瘍：縫合不全が起因となったり、膵炎や貯留したリンパ液に細菌感染

を併発することで、腹腔内膿瘍を発症することがあります。頻度は5％以下です。

再手術が必要となることもあります。  

創感染：手術創に細菌感染を起こすことがあります。頻度は約1％程度です。傷

の中にたまった膿を排出させる処置や、抗生物質の投与によって改善します。

治療が数日から数週間に及ぶこともありますが、必ずしも入院が必要となるわ

けではありません。 

隣接臓器の損傷：胃の周囲には、膵臓、脾臓、動

脈や静脈、副腎、大血管、横隔膜、横行結腸、肝

臓、食道、十二指腸、小腸などがあり、傷がつき

修復を要することもあります。そのために臓器の

機能が侵されることはほとんどありません。  

腸閉塞：腸の癒着やねじれ、腸管の動きが麻痺し
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て動きが悪くなってしまうことで発症します。また、術後にできた狭い隙間に

腸が入り込んで抜けなくなってしまう（内ヘルニアといいます）事でも起こり

えます。最近は閉腹時に癒着防止の吸収性フィルムを使用しているため発生頻

度は減少傾向で、約 0.2%～2％程度です。腸の流れが回復するまで、絶食にし

て腸へ入れた細い管から腸液を排出させるという治療を行います。しかし、腸

管がつまってしまう障害の場合、まれに手術によって癒着した部分をはがす治

療を行わなければならないことがあります。  

異物による反応・アレルギー:血管を縛ったり、消化管をつないだりする際に用

いる糸や器械には、体に吸収されるものと、異物として体内に残るものがあり

ます。異物はごくまれに膿瘍の原因になったり、アレルギー反応を引き起こす

ことがあります。また、消化管の閉鎖や吻合に使う器械（自動縫合器、自動吻

合器）は、閉鎖部や吻合部に小さな金属が残りますが、体への影響はほとんど

なく、MRIなどの金属が影響を受けやすい検査でも、ごくわずかな温度上昇以外、

問題はないとされています。  

•その他：リンパ液や腹水、胸水が貯留することがあります。また、食事摂取が

できない期間が長びいたり、根治手術に伴う神経切除などにより、胆のう炎を

発症することがあります。開胸手術に伴う合併症として、胸腔にうみがたまる

こと（膿胸といいます）や縦隔炎があります。膿胸は、まれに、腹腔内のうみ

が胸腔に入り込んで、発症することもあります。 

（2）全身への影響 

発熱：手術後 1-7 日程度、発熱を認めます。多くの場合、38 度以上の発熱が 1-3

日間程度続いた後、37 度台の発熱が数日続き、その後、解熱します。 

肺への影響：手術創の疼痛により呼吸が浅くなり痰が出しづらくなったり、全

身麻酔の影響で痰が多くなり、肺炎や無気肺

（肺の一部がつぶれること）を発症すること

があります。頻度は5％以下です。まれに、

肺炎や無気肺が重症化すると、呼吸不全とな

ります。高齢の方や手術前から呼吸機能の悪

い方は注意してください。手術後早い時期か

ら動くことが、術後肺炎の防止に効果的とい

われています。また、高齢の方では急激に症

状が悪化し、人工呼吸器を必要とする場合も

まれにあります。 

肝機能障害、腎機能障害：手術に伴い使用す

る薬剤や、静脈の流れが滞ることなどが原因

となって、発症することがあります。臓器の機能不全になることはほとんどあ
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りません。 

下肢静脈血栓症、肺梗塞：長時間、ベッドで横になっていることにより、静脈

の流れが悪くなって発症することがあります。 

心臓血管系の偶発症（心筋梗塞、狭心症、心不全、不整脈、脳梗塞、脳出血な

ど）：手術と直接的な関連は不明ですが、まれに起こり、いったん発生すると

致命的となったり、重い障害が残ることがあります。過去に心臓疾患の既往の

ある方や、肥満・メタボリックシンドロームがある方、高齢の患者さんでは危

険性は増します。 

血液中の電解質（ナトリウムやカリウム）：異常に高値や低値を示すことがあ

ります。 

大腸炎：大腸に細菌感染を来たし発症することがあります。 

併存疾患の悪化：もともとの併存疾患が悪化することがあります。 

錯乱やせん妄など：高齢の患者さんでは、錯乱やせん妄状態となり危険なこと

があります。また、普段から安定剤を服用したり、過度のアルコールを摂取さ

れる方は、入院中に禁断症状として同様の症状が出ることがあります。 

まれに、手術後にがんが急速に進行し、致命的となることがあります。 

（3）予測できない合併症 

以上の他にも、がんの状態や患者さんのお体の個人差、全身状態、併存疾患、

既知の合併症などが関連して、予測できない合併症が起きたり、致命的となる

ことがあります。  

 

手術後の後遺症には、①手術創、②胃切除、③開腹手術に関連するものがあり

ます。 

（1）手術創に関連した後遺症 

手術瘢痕（傷のあと）は消えません。瘢痕がもりあがる（肥厚性瘢痕）ことも

あります。まれに、腹壁の傷が開いて腹腔内容が皮下に脱出する（腹壁瘢痕ヘ

ルニア）ことがあります。皮下の糸に感染し化膿する(残糸膿瘍)こともありま

す。 

（2）胃切除に関連した後遺症 

以前と全く同じように食事をとることはできません（食事摂取の変化）。回数

を増やして少量ずつ時間をかけて食べる必要があります。嗜好や味覚の変化や、

下痢や腹痛などがおきることもあります。ほとんどの患者さんに5％～20％程度

の体重減少が見られます。体重減少のピークは術後3-6ヶ月くらいです。 

食事のとり方がうまくいかないと、ダンピング症状を認めることがあります。

食後 30分くらいにおきる早期ダンピングは、食物が急激かつ大量に小腸に入る

ことで発症します。症状は、動悸、発汗、めまい、脱力、顔面紅潮や蒼白、下
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痢などです。食後 2～3時間位の後期ダンピングは、血糖値を下げるホルモン（イ

ンスリン）過剰により発症します。低血糖症状は、脱力、冷汗、倦怠（けんた

い）感、集中力や意識の低下、めまい、震えなどで、このような時には、飴玉

や氷砂糖、甘いジュースをとってください。最も大事なことは、よく噛み砕い

て、少量ずつ時間をかけて食べることです。 

胃切除による鉄やビタミン B12の吸収低下により、貧血となることがあり、鉄

剤の内服やビタミン B12補給のための筋肉注射が必要となる場合があります。

また、胃や食道と小腸などの吻合部が狭くなり、嘔吐などの狭窄症状をきたす

こともあります。 

（3）開腹手術に伴う後遺症 

開腹手術後の癒着により、腹痛や腸閉塞などが起きることがあります。 

 

7.手術を行わない場合の予測される経過 

 がんの進行に伴い、局所での発育とリンパ節転移、腹膜や肝臓、肺、骨、皮

膚、脳などへの遠隔転移を来たす可能性が増し、進行すると致命的となります。

またがんに伴う出血は、大量出血を起こすことで致命的となることがあります。

がんに伴う狭窄症状があると食事やお水が口から取れません。やむを得ず点滴

で栄養を補給することになりますが、全身の栄養や免疫を長期にわたり維持し

ていくことは難しいのが現状です。 

 

8.手術以外の治療法 

 内視鏡治療が絶対的な適応とならない早期の胃がんに対しても、内視鏡的に

がんを取ったりレーザーで焼く治療が行われることがあります。手術治療のリ

スクと期待される効果の割合を考慮して、内視鏡治療を選択される場合もあり

ますが、この場合には、手術治療により証明されている治療効果が得られる保

証はありません。また、内視鏡治療が絶対的な適応とならないが手術で取りき

れるであろう胃がんに対して、外科的切除以外に治る可能性が証明されている

治療法はありません。 

さらに、抗がん剤単独での完全な治癒は困難で、免疫療法について効果があっ

たとする科学的根拠はほとんどありません。また、胃がんには放射線が効きに

くく、放射線治療だけで治ることはありません。がんの広がりにより根治的切

除ができないが、抗がん剤治療に耐えられると判断されれば、抗がん剤による
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化学療法が効果的です。がんに伴う出血や狭窄症状があり、食事がとれない患

者さんは、抗がん剤に耐えることが難しく化学療法を行うことは適当ではない

ことが多いと考えられています。 

 

9.術後の経過予測 

 順調なら術翌日にトイレまで歩くことが可能で、水分は術後 2,3 日目以降に

排ガスが確認できたら摂取可能です。食事も通常では胃切除の場合は術後 4 日

目頃から開始します。但し、上記 項目 6 の合併症がある場合はもちろん食事

の開始は遅れます。食事は三分粥から徐々に上昇していき、点滴も術後 1 週間

程度で終了し、退院の時期を決定します。 

 

 

10.輸血と血液製剤の使用について 

 輸血は血液中の赤血球、血小板、血漿蛋白などが不足した時その成分を補う

治療法で、次の場合、輸血や血液製剤の投与が行われます。 

(1)造血機能が低下あるいは傷害され、自分では必要な血液量を十分には造れな

い。  

(2)大量の出血があり、生命の安全に危険が生ずる [下の（3）を含む]。 

(3)手術の出血量が一定量を越え、手術の継続困難か術後経過が悪化する恐れ。 

(4)それ以外の方法で、組織の接着や止血が困難 

 輸血や血液製剤の投与を行わない場合の危険性 

貧血の強い時や、大量出血時では血液循環が悪くなり

脳、心臓、肝臓、腎臓などの生命の維持に重要な臓器

の働きに支障をきたします。また、血小板や凝固因子

が不足すると出血しやすくまた血が止まらなくなり、

同様な病態をきたします。  

輸血以外の治療法、自己血輸血、輸血の種類について 

(1)増血剤で改善が期待でき、時間的な余裕のある場

合はその方法を選べます。 

(2)患者さんの病状と術式などにより医師が可能であ

ると判断した場合は、自己血輸血という方法もありま

すが、進行がんや輸血の可能性の少ない場合は行いま

せん。 
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(3)上記(1)(2)以外の場合、原則として日本赤十字血液センターから供給されて

いる検査済みの血液(赤血球、血小板、血漿など）を必要最小限の輸血や、血液

製剤の投与を行います。  

輸血の副作用 

アレルギー性の反応として蕁麻疹程度のものから、発熱、溶血性反応（1/12 万

人位の頻度）、ショック（1/4 万人位の頻度）などの重篤な副作用が起こること

があります。まれに輸血血液中のリンパ球により引き起こされる移植片対宿主

病(GVHD)という重篤な副作用もありますが（1/60 万人位の頻度）、成分輸血と放

射線照射により予防策をとっており、減少傾向にあります。 

肝炎ウィルス（1/6－18万人位の頻度）やエイズウィルス（1/120万人位の頻度

と予想される）などの混入は厳重な検査で除外してありますが、完璧ではなく、

また未知の病原体混入の可能性も否定はできません。長期かつ頻回の赤血球輸

血は全身の鉄沈着により主要臓器の障害を起こす可能性があります。 

血液製剤の副作用 

輸血と同じように、アレルギーや蛋白質を介した病原体混入の可能性（狂牛病

など）、未知の病原体混入の可能性は否定できません。ウイルス混入のリスク

はほとんどないと考えられています。 

合併症の予防と治療 

輸血や血液製剤の投与は、これらの治療に伴う危険性（副作用）を上回る効果

が期待される場合に、同意のもとに行います。副作用防止のため、前もって患

者さんの血液型、不規則抗体、血液製剤の交差試験などを行い、放射線照射や

フィルターなど可能な予防策をとっています。また副作用発生時には適切に対

処いたします。なお、予期できない急な出血、手術中の不測の事態で緊急に輸

血や血液製剤の投与を必要とする際は、医師の判断に任せていただくことがあ

ります。 

 

11.肺塞栓症とその予防について 

 肺塞栓症は近年長時間の飛行のあとで起きる病態（エコノミークラス症候群）

として注目されましたが、下腿の静脈にできた血の塊（深部静脈血栓症）、脂

肪や腫瘍が肺動脈急激に閉塞して起きる極めて死亡率が高い病気で、手術合併

症として我が国でも増加傾向にあります。肺塞栓症を発症する頻度は、0.5%程

度です。長時間のがんの手術、血管造影検査や長時間座っている時は、下肢静

脈の血流が緩慢になり、血液の粘度が高く固まりやすく血栓が出来やすくなり

ます。また、術前から抗凝固剤を服用されている方は、手術中の止血が困難に

なりますので、服用を中止していただきますが、中止により血栓症の発生リス
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クが高くなると判断される場合は、手術数日前から術後経口摂取が可能になる

までの間、他の抗凝固剤を注射することがあります。最も簡単な予防法は下肢

の運動やマッサージで、ベッド上で足を動かしたり、早期離床が重要で、リス

クに応じて積極的な予防策が勧められています。予防法の第１段階は弾性スト

ッキングの着用で、第２段階は加えて手術中から術後にかけて下肢をポンプで

加圧マッサージ、第３段階では血液を固まりにくくする薬を使いますが、これ

は出血のリスクは多少高めます。これらの予防処置は原則として手術後初めて

の歩行まで行いますが、その後も臥床時間の長い間は弾性ストッキングの着用

が勧められます。 

 

12.病理組織の取り扱いについて 

 手術によって切除された臓器や組織は、病理学的な診断をつけるため、病理

部に提出されます。病理診断は、がんの進行度や病気の状態を正確に把握する

ために不可欠で、治療方針の決定にも役立ちます。検査後の余った組織は通常

処分、廃棄されますが、診断や検査のために作成されたパラフィンブロックや

顕微鏡標本は当院の検査室に保管されます。 

 それらは後日、診断を再確認・再検討する際に役立つほか、教育・研究など

の診療目的以外の理由で使用させて頂くことがありますので、ご理解とご協力

をよろしくお願い致します。 

 

13. 質問・同意撤回の自由とセカンドオピニオン 

 以上、ご説明しました内容につきまして、

わからないこと、もっと詳しいご説明を受

けられたいこと等ありましたら、いつでも

遠慮なく、担当医までお知らせください。

ご説明しました診療内容につきまして、充

分にご理解、ご同意頂き、治療をお受けに

なる場合には、別紙の包括同意書にご署名

をお願い致します。一度ご同意頂いた後で

も、自由に同意を撤回することができます

ので、遠慮なく担当医までお知らせくださ

い。また、他院にてセカンドオピニオンを

受ける権利もありますので、ご希望があれ

ば申し出てください。  
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（附）麻酔に関する説明書 

１）麻酔とその安全性について 

 脳や神経を一時的にかつ可逆的に抑制して、痛みをとる薬剤を｢麻酔薬｣と呼

んでおり、その麻酔薬の適切な投与によって得られる状態を｢麻酔｣と言います。

このうち主に中枢神経（いわゆる脳）に作用する薬剤が｢全身麻酔薬｣であり、

末梢神経に作用する薬剤が｢局所麻酔薬｣です。近年では安全性の高い麻酔薬の

開発がすすみ、臨床の現場でも使用できるようになってきました。しかし、あ

らゆる薬剤がそうであるように麻酔薬にも副作用があります。また、麻酔の際

にはいくつかの麻酔薬や鎮痛薬や筋弛緩剤などの麻酔補助薬を併用しますが、

それぞれにある程度副作用があります。麻酔という医療行為は患者さんの体に

対して抑制的に作用するものであり、以前に比べ麻酔に伴う危険性は少なくは

なりましたが、依然としてある確率では起こりえるということは事実です。我々

も手術中は十分に注意を払って患者さんの安全を守っていきますが、特殊な病

気や手術の危険性が高い患者さんでは、予測できないような突発的で重篤な変

化が起こりえることもあります。 

 

２）麻酔の種類とその選択法 

 麻酔には全身麻酔法と局所麻酔法の２種類があります。さらに、全身麻酔に

はガス麻酔薬を吸入する吸入麻酔法と、静脈内に麻酔薬を投与する静脈麻酔法

に分けられます。局所麻酔の方法にも様々ありますが、代表的なものに背中の

神経に麻酔を行う脊椎麻酔法や硬膜外麻酔法などがあります。 

 このように色々な麻酔法がありますが、手術の種類や疾患の部位、さらに手

術の必要時間によって麻酔法が決まります。併存疾患があったり、特殊な手術

の場合には、最も適切な麻酔法を選択する必要があります。このため、手術術

式が確実に決定するまで、あるいは併存疾患の種類や程度が決定されるまで麻

酔法が決まらないこともあります。 

 

３）麻酔の実際 

① 手術の前に 

I.手術前の飲食制限 

 麻酔時には筋肉の緊張が緩むため、胃の中に食べ物が残っていると嘔吐しや

すくなります。このため、吐物が気管に入り、窒息や重症の肺炎を引き起こす

可能性があります。これを防ぐため、麻酔の前には飲食を制限ざせていただき

ます。ただし、内服薬で必要なものに関しては、できるだけ少量の水で当日で

も内服していただきます。 

II.麻酔前投薬 
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 手術前の緊張感や不安を和らげたり、麻酔や手術などで生じる可能性のある

脈拍数の減少や血圧低下、さらに唾液などの分泌物の増加を押さえるために、

手術開始前に病棟で補助的に薬剤を使用することがあります。これは麻酔前投

薬と呼ばれるもので、筋肉注射などで投与します。 

② 手術室へ 

病棟から手術室への移動には、必ず看護師が付き添って移動します。手術室

に到着後に、名前を確認させていただきます。その後、手術室へ入り心電図や

血圧計など全身状態を監視するための機械を体につけさせていただきます。そ

の後、点滴を始めます。この点滴は病棟から開始することもあります。 

③ 全身麻酔の場合 

多くの場合、全身麻酔は点滴から静脈麻酔薬を投与して開始します。麻酔薬

を投与するとすぐに眠くなってきます。麻酔薬の種類によっては投与時に痛み

を伴うことがありますがすぐに治まります。全身麻酔は、患者さんが眠ってし

まった後に、呼吸を維持するために口からのどの奥まで空気の通り道を確保す

るためにチューブを入れます。この処置には特に苦痛は伴いません。チューブ

を入れるときに歯がぐらぐらしていると、歯が抜けてしまうことがありますの

で、ぐらぐらしている歯がある方や口が開きにくい方や、頸の動きが悪い方は

あらかじめお知らせ下さい。 

手術の終了とともに投与していた麻酔薬の投与を中止すると麻酔から覚めて

意識が戻ってきます。名前の呼びかけに対して目を開けたり、指示によって手

を握ったり離したりでき、さらに自分の力で十分に呼吸ができるようになった

ら気管内に入っているチューブを取り除きます。全身麻酔の後には、痰や唾液

がたまりやすくなりますので、できるだけ咳をして痰を出すようにして下さい。 

その後、全身の状態が落ち着いていることを確認した後に病棟に戻ります。 

④ 脊髄麻酔・硬膜外麻酔の場合 

これらの麻酔法では背中から麻酔薬を注入するために、手術室に入ってから

手術台の上で横になっていただいたうえで、背中の消毒をしたうえで局所麻酔

を行ってから開始します。 

脊髄麻酔では、横になっている間に針から麻酔薬を注入します。脊髄麻酔で

は、麻酔がどの部位まで効いているかを確認するために、アルコール綿などを

使って調べます。麻酔が十分に効いていると痛みや冷たさは感じなくなります。 

硬膜外麻酔では、麻酔薬を持続的に注入するための細いチューブを背中に留

置しておき、手術後も傷の痛みを抑えるため使用します。 

ただし、脊髄麻酔や硬膜外麻酔で手術を開始しても、手術が予想外の長時間

に及んだり、痛みが出てきた場合には全身麻酔に移行することがあります。 
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４）麻酔の危険性 

①重大な危険性 

 近年、麻酔方法の改良や手術中の全身状態の観察のための監視装置が多数開

発され、手術中の麻酔の安全性は向上しています。しかし、手術と同様に麻酔

も絶対に安全であるとは言えません。日本麻酔科学会による2000年の統計では、

日本国内において 10 万例に 1例の割合で、麻酔が原因になる死亡例が報告され

ています。 

②麻酔の合併症について 

 麻酔法とそれによって生じる合併症には以下のようなものがあります。 

I. すべての麻酔法によって生じる可能性のある合併症（薬剤による合併症） 

 肝臓・腎臓機能障害、喘息発作、気道閉塞、誤嚥性肺炎、無気肺、肺水腫、

肺血栓塞栓症などの肺機能障害、低血圧、高血圧、心拍数の上昇、心拍数の低

下、不整脈、狭心症、心筋梗塞、心不全、心停止などの循環器障害、悪心・嘔

吐、消化管運動低下、末梢神経障害、脱毛症、脳梗塞、脳出血などの脳神経疾

患、静脈血栓、発熱、低体温、、悪性高熱、輸血に伴う障害 

II. 全身麻酔に伴って生じる可能性のある合併症 

 気管内にチューブをいれることによる喉の痛み、違和感、声がすれ、喉頭痙

攣、歯の損傷、声帯の肉芽腫、反回神経麻痺など声帯の障害 

III. 脊髄麻酔・硬膜外麻酔によって生じる可能性のある合併症 

 低血圧、心拍数の異常、不整脈、呼吸困難、尿閉、頭痛、一過性の神経症状、

馬尾症候群、硬膜外血腫、硬膜外膿瘍、クモ膜下血腫、髄膜炎、脊髄損傷、局

所麻酔薬による中毒症状、硬膜外留置チューブによる感染とチューブの遺残な

ど 

IV. 手術中の血管確保によって生じる可能性のある合併症 

 血管炎、血腫、血管外への薬剤の漏れ、末梢神経障害など 

③全身麻酔に伴う可能性がある合併症 

 比較的高率に発症する発症する症状として術後の悪心・嘔吐があり、約２０％

の方に発症するとされています。さらに、喉を通して気管の中にチューブを留

置するため、麻酔後に喉の違和感を訴える方も多くみられますが、２～３日で

軽快します。また、手術中は長時間にわたって動けないために手術後に腰痛や

背中の痛みを生じたり、手術のために特殊な体位を必要とする場合に末梢神経

が圧迫・伸展されて障害が残る可能性もあります。 

 全身麻酔には呼吸の抑制が必要なため、気管の中にチューブを入れることが

必要になります。その際に弱くぐらぐらしている歯があると、歯が折れること

があります。麻酔前に歯の確認を行い、弱い歯がある場合には十分に注意して

気管内にチューブを入れるようにしますが、それでも折れることがあります。 



胃がん手術説明書 

18 

 今までに特に薬に対してアレルギーの既往のない方でも、麻酔に関する薬剤

の多くは初めての投与であることが多く、アレルギー反応を起こす方がおられ

ます。アレルギーが出た時には適切に対応させていただきますが、これまでに

使用した薬や歯科の手術時の麻酔などで、気分がわるくなったことやじんま疹

がでたことがある方はアレルギーを起こす可能性が高いため、事前にお知らせ

下さい。 

 麻酔中に発症するもので数万例に 1 例と非常にまれではありますが、重篤な

合併症として｢悪性高熱症｣と呼ばれるものがあります。｢悪性高熱症｣は、麻酔

薬と筋弛緩薬が誘因となって異常な高熱と全身の筋肉の硬直が生じ、筋組織の

崩壊が生じるとともに死に至ることもある重篤な合併症です。特定の薬剤によ

る治療法はあるのですが、腎不全など様々な後遺症を残すことがあります。ま

た、術前の予測は困難ですが、特定の家族に発症することがありますので、血

縁者で全身麻酔中に異常な高熱がみられたという方がおられましたら必ずお知

らせ下さい。 

④ 髄麻酔・硬膜外麻酔によって生じる可能性のある合併症 

これらの麻酔法では、麻酔中に低血圧が生じることがあります。その際に嘔

吐やねむけを生じることがありますが、血圧が回復すれば戻ります。 

 麻酔終了後に生じる症状で比較的頻度の高いものに頭痛があります。頭痛が

生じても、安静にすることと、点滴でほとんどの方は１週間以内に治まります。

また、針を神経の近くに進めるため、麻酔後にも足のしびれが持続したりする

こともまれですが報告されています。さらに、これらの麻酔を行った部位に感

染や血腫（血のかたまり）を生じることもあり、様々な症状が生じることがあ

ります。 

⑤ 持病による影響について 

今回、手術が必要になった病気以外にも何らかの病気がある場合には、麻酔

を行う上で重大な影響を及ぼすものが含まれている可能性があります。手術に

関係ないと思われる病気についても看護師または担当医師にお話し下さい。 

I. 循環器疾患 

 高血圧、狭心症、心筋梗塞、心臓弁膜症、先天性心疾患、不整脈、心筋症、

ペースメーカーの使用など 

II. 呼吸器疾患 

 慢性気管支炎、肺炎、肺気腫、気管支喘息、肺結核、慢性呼吸器疾患、肺疾

患に対する手術の既往 

III. 神経筋疾患 

 めまい、一過性の意識消失、脳出血や脳梗塞の既往、筋無力症や筋ジストロ

フィーなどの神経筋疾患、精神疾患に対する向精神薬の使用など 
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IV. その他 

 糖尿病、甲状腺疾患、下垂体疾患、副腎疾患、先天性代謝異常、肝臓疾患、

腎臓疾患、血液疾患、リウマチ関連疾患、アレルギー、静脈塞栓症や肺塞栓症

の既往、皮膚疾患など 

 

５）最後に 

 麻酔を安全に行うために、手術の麻酔に関することを多数記載させていただ

きました。麻酔を行う上で生じる可能性のある危険性についても詳しく解説し

たため、かえって不安感が強まったり、麻酔に対して心配されることが多くな

ったかもしれませんが、不安な点や分かりにくい点は担当医や看護師にご相談

下さい。 
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