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維持療法　106
イホスファミド　148, 149
イリノテカン　76, 130, 148, 149
エトポシド　130
エビデンスの質評価基準　26
エピルビシン　130
遠隔転移　125
塩化ストロンチウム　142

か

科学的根拠に基づく医療　26
カルボプラチン　126, 130, 148, 

150
間質浸潤　37
緩和医療　133
強度変調放射線治療　56, 58, 101
挙児希望　160
腔内照射　56
グレード　26
経過観察　165
経過観察間隔　167
頸管内掻爬組織診　50
経口抗がん剤　106
ゲムシタビン　76, 148
抗がん剤適正使用のガイドライン 

26
光線力学療法　32
高線量率腔内照射　108
広汎子宮頸部摘出術　52, 62
広汎子宮頸部摘出術（妊娠中の） 

160
広汎子宮全摘出術　19, 67
コールドナイフ　31
骨転移　142
骨盤外再発　141
骨盤除臓術　19, 137
骨盤神経温存　79
骨盤神経温存術　71

骨盤内再発　135
骨盤不全骨折　170
根治的放射線治療　56

さ

再発癌　133
再発腺癌　151
子宮外生存　162
子宮頸管縫縮術　159
子宮頸癌　25
子宮頸部円錐切除術　19, 31
子宮傍結合織摘出術　44
シスプラチン　75, 114, 126, 130, 

147
絨毛羊膜炎　159
重粒子線治療　130
術後化学療法　94
術後再発リスク因子　15, 89, 93
術後補助療法　89, 93
術前化学療法　55, 73
腫瘍関連合併症　126
準広汎子宮全摘出術　19
小細胞癌　96
照射野外再発　141
照射野内再発　137
上皮内腺癌　157
女性ホルモン欠落症状　170
新 FIGO進行期分類　22
進行子宮頸癌　122
浸潤腺癌　55, 87
推奨の基準　26
推奨放射線治療スケジュール　57
水腎症・水尿管症　126
性交障害　170
腺癌　51, 55, 129
全骨盤照射　100
センチネルリンパ節　42, 62
全脳照射　142
組織内照射　57, 135

た

体幹部定位放射線治療　143
単純子宮全摘出術　19
中央遮蔽　108
超広汎子宮全摘出術　19
定位手術的照射　142
帝王切開　156
低線量率腔内照射　108
同時化学放射線療法　66, 70, 93, 

108
ドセタキセル　130, 148
トポテカン　130, 148, 149

な

妊娠合併子宮頸癌　154
妊娠管理　156
妊娠中の化学療法　163
妊孕性温存　47
妊孕性温存手術　37
ネダプラチン　76, 130, 148, 150
脳転移　142
ノギテカン　149

は

ハーモニックスカルペル　31
肺転移　143
排尿機能　79
排尿・排便障害　170
パクリタキセル　126, 130, 148, 

149
晩期有害事象　70, 71
微小浸潤腺癌　51
ビスフォスフォネート製剤　142
ビノレルビン　130, 148
標準的照射法　56
フルオロウラシル　106, 114, 148
ブレオマイシン　75, 148, 150
ベバシズマブ　151
扁平・円柱上皮境界部　156
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膀胱機能障害　79
放射線治療　56
放射線治療スケジュール（推奨） 

57
傍大動脈リンパ節転移　85, 141

ま

マイトマイシン C　130
脈管侵襲　37

免疫療法　106

や

癒合浸潤　37

ら

卵巣移動術　67
卵巣温存　82
卵巣欠落症状　82

卵巣転移　82
リポソーム化ドキソルビシン　

148
リンパ浮腫　170
冷凍凝固療法　29
レーザー（円錐切除術）　31
レーザー蒸散術　29
レベル　26

A

adenocarcinoma in situ（AIS）　
157

B

BIP療法　150
BOMP療法　76, 95, 150

C

CCRT　66, 70, 93, 108
cervical conization　19
cervical intraepithelial neoplasia
（CIN）　29

coin─biopsy　159

E

evidence-based medicine　26
extended radical hysterectomy 

19

F

FIGO　22
FIGO進行期分類　22

G

GOG85　114
GOG92　55, 94

GOG120　114
GOG123　114
GOG144　75
GOG204　130, 151
GOG263　94

H

high dose rate intracavitary 
brachytherapy（HDR─ICBT）　
108

HPV感染　29

I

intensity─modulated radiation 
therapy（IMRT）　56, 58, 101

intracavitary brachytherapy
（ICBT）　56

IP療法　149

J

JAROG0401／JROSG04─2　57
JCOG0102　76
JCOG0505　126
JGOG1065　76
JGOG1066　57, 108, 115
JGOG1067　95

K

KGOG1005　76

L

laterally extended endopelvic 
resection（LEER）　138

loop electrosurgical excision 
procedure（LEEP）　31

low dose rate intracavitary 
brachytherapy（LDR─ICBT）　
108

M

MEP療法　130
modified radical hysterectomy　

19
MVAC療法　151

N

neoadjuvant chemotherapy
（NAC）　55, 73

P

parametrectomy　44
PE療法　96
pelvic exenteration　19, 137
photodynamic therapy（PDT） 32
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POMP療法　95

R

radical hysterectomy　19
radical trachelectomy　63
RTOG79─20　103
RTOG90─01　67, 114
RTOG／GOG724　94

S

skip lesion　49
squamo─columnar junction（SCJ） 
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89Sr　142
stereotactic body radiotherapy
（SBRT）　143

stereotactic radiosurgery（SRS） 
142

SWOG8797　93

T

TC療法　150
TEP療法　130
TIP療法　150
total hysterectomy　19
TP療法　149

W

whole brain radiation therapy
（WBRT）　142

数字

ⅡA1期　22
ⅡA2期　22
ⅡA期の細分類　22


