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男性生涯がん 女性生涯がん 

部位 罹患 
リスク 

死亡 
リスク 

罹患 
リスク 

死亡 
リスク 

全体 62％ 26％ 46％ 16％ 
食道 2％ 1％ 0.4％ 0.2％ 
胃 11％ 4％ 6％ 2％ 
大腸 9％ 3％ 7％ 2％ 
肝臓 4％ 2％ 2％ 1％ 
膵臓 2％ 2％ 2％ 2％ 
肺 10％ 5％ 5％ 2％ 
乳房     9％ 1％ 
子宮     3％ 0.7％ 
前立腺 10％ 1％   



がんは高齢者の病気 



 



石川秀樹 早期大腸癌2010 より引用 





がんは遺伝子の病気 
      －遺伝病ではない     

野本陽代 ハッブル望遠鏡の宇宙遺産 岩波新書 2004 



がんは、自分の細胞のコピーミス 

人体：60兆個の細胞 
毎日：毎日、6000億個の細胞が死ぬ 
細胞分裂：毎日、6000億個を生む 
DNA：細胞分裂ではDNAをコピー 
コピーミス：ふつうは自然に死ぬ（数億） 
がん細胞：毎日約5000個発生 
免疫細胞：がん細胞を殺す 
 

中川恵一 著：がんのひみつ 



国による違い、県による違い 





全部位  男女 全部位  男 全部位  女 

率 率 率 

長野県 67.3 長野県 83.9 長野県 52.1 

滋賀県 75.0 沖縄県 96.5 山梨県 52.9 

福井県 77.0 滋賀県 96.8 大分県 53.5 

沖縄県 77.3 福井県 97.3 滋賀県 54.3 

三重県 77.4 熊本県 100.3 新潟県 55.5 

全部位  男女 全部位  男 全部位  女 

率 率 率 

北海道 91.4 和歌山県 121.0 和歌山県 66.3 
和歌山県 91.8 高知県 121.6 北海道 67.0 

秋田県 94.1 鳥取県 128.5 長崎県 67.4 

鳥取県 96.2 秋田県 128.7 鳥取県 68.0 

青森県 101.1 青森県 135.2 青森県 72.7 

全国 84.3 109.1 61.8 

ベスト ５ 

ワースト ５ 

主な部位別の75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）都道府県順位（2010年） 

対がん協会報2012 



一次 
 1.禁煙 
 2.適切な生活習慣 
二次 
 1.検診・健診 

がんの予防（一次、二次） 











 

関原健夫 【日本のがんより】 



成人病と生活習慣病 39巻9号 



㈱社会保険出版社より 



A. 主に植物性の食物を選ぶ 

A. 野菜と果物：豊富な種類の野菜、果物を
1日400〜800g食べる 

A. 他の植物性食品：豊富な種類の穀物、
豆類、根菜類を1日600〜800g食べる 

A. 肉（牛、豚、羊肉）：1日80g以下、魚肉、ト
リ肉の方がいい 

A. 全脂肪：動物性脂肪食品の摂取をひか
え、植物性脂肪を適度に摂取する 

B. アルコール飲料：勧められない、飲むな
らば、男性は2杯以下、女性は1杯以下
にひかえる 

  1杯はビール250ml, ワイン100ml相当 

C. 食塩：成人は1日6g以下、調味料には
ハーブやスパイスを使う 

D. たばこ：吸わない 

E. 料理：焦げた食品は食べない 

F. 貯蔵：カビ毒汚染の可能性のある長期
貯蔵の食品は食べない 

G. 運動の維持：1日1時間の活発な歩行と
週最低1時間の激しい運動 

H. 体重：BMIを18.5〜25に維持し、成人に
なって5kg以上体重を増やさない  

 

A. バランスのとれた栄養をとる 

A. 毎日、変化のある食生活を 

A. 食べすぎはさけ、脂肪はひかえめに 

A. 食べ物から適量のビタミンと繊維質のもの
を多くとる 

 

 

 

B. お酒はほどほどに 

 

 

C. 塩辛いものは少なめに、あまり熱いものは
さましてから 

D. たばこは吸わないように 

 

E. 焦げた部分はさける 

F. かびの生えたものに注意 

 

G. 適度にスポーツをする 

「がんを防ぐための12ヶ条」(国立がんセンター) 「がん予防15ヶ条」(アメリカがん研究財団) 



運動習慣によるがん危険度の低下      
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臨床外科 2014 vol.69 No.2 



利用している補完代替医療の種類 

健康食品・サプリメント  
（漢方、ビタミンを含む） 

96.2％ 
 

気功    3.8％ 

灸  3.7％ 

鍼  3.6％   

(複数回答可） 

利用している健康食品・ 
サプリメントの種類 

キノコ類 

  アガリクス 
  AHCC 
     レイシ 
     メシマコブ 

 60.6％ 
   7.4％ 
  6.3％ 
  4.4％ 
 

プロポリス 28.8％ 

漢方薬 7.1％ 

キトサン 7.1％ 

サメ軟骨  6.7％ 

ウコン 5.9％ 

ビタミン 4.8％ 

クロレラ 3.7％ 

(複数回答可） 

補完代替療法を利用している 
がん患者さんの背景 

補完代替療法を利用する目的 

がんの進行抑制 67.1％ 

治療 44.5％ 

症状緩和 27.1％ 

通常医療を補完するため 20.7％ 

（複数回答可） 

補完代替医療を利用し始めたきかっけ 

家族や友人からの勧め 77.7％ 

自らの意思で 23.3％ 

新聞・雑誌 8.3％ 

（複数回答可） 
 



補完代替医療の効果について 
実感できているか？ 

効果あり 22.0％ 

効果なし  6.0％ 

分らない 70.0％ 

無回答  2.0％ 

補完代替療法を利用して 
副作用はあったか？ 

副作用あり 
（吐気、下痢、便秘、 
皮疹、肝機能異常など） 

 5.0％ 

副作用なし 56.0％ 

分らない 29.0％ 

無回答 10.0％ 



科学的根拠に基づくがん予防とは 
がん予防では、他のさまざまな条件とのバランスを考えて、がんのリスクをできるだけ低く 

抑えることが目標になります。 

これさえ守れば絶対にがんにならないという方法はありません。 

がん予防の情報は、日々さまざまな場所から発信されていますので、情報の質をよく 

見極める必要があります。 

食品や栄養素はバランス良くとり続けることが前提であり、これがいい、あれがいいとう 

情報にいちいち振り回される必要はありません。生活習慣としての食習慣を改善することと、 

1つの食品をそのときだけたくさん食べることは、全く違います。 

 

また、通常手に入らないような特別な食品を、高いお金を出して買う必要もありません。 

がんをはじめとする生活習慣病の予防は、それほど簡単に劇的な効果が期待できると 

いうものではありません。 





がんはなおせる病気 
    －早期発見が重要 

野本陽代 ハッブル望遠鏡の宇宙遺産 岩波新書 2004 



予防が可能になってきたがん 

がんの種類 原因、関連する因
子 予防法 

肝臓がん ウイルス感染 ワクチン、 
抗ウイルス薬 

子宮頸がん ウイルス感染 ワクチン 

胃がん 慢性胃炎、 
ピロリ菌感染 ピロリ菌除菌 

膀胱がん、 
胆道がん 

職業性発がん物質
暴露 暴露防止 



がんによって違う治りやすさ 
 治りやすさ（５年生存率）   がんの種類 

ほぼ治るがん 
（90～100％） 前立腺がん、乳がん 

かなり治るがん   
（50～90％） 

大腸がん、胃がん、 
子宮頸がん 

安心できないがん  
（20～50％） 

肺がん、肝臓がん、 
食道がん 

難治がん       
（0～30％） 

膵がん、胆のうがん、 
胆管がん 



日本対がん協会より 

主ながんのステージ別 10年生存率 
（％1999年から2002年診断症例） 



第
四
十
回
（平
成
十
一
年
度
） 

が
ん
征
圧
月
間
ス
ロ
ー
ガ
ン 

 

生
活
見
直
し 

若
い
う
ち 

 

壮
年
か
ら
は 

が
ん
検
診 

野本陽代 ハッブル望遠鏡の宇宙遺産 岩波新書 2004 



がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針の改正について 

・厚生労働省においては、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」 
 （平成20年3月31日付け健発第0331058号厚生労働省健康局長通知）を定め、 
 市町村による科学的根拠に基づくがん検診を推進 
・平成28年2月4日付で以下の下線部等について、健康局長通知を改正し、 
 平成28年4月1日から適用予定 

指針で定めるがん検診の内容 

種 類 検 査 項 目 対 象 者 受 診 間 隔 

胃がん検診 問診に加え、胃部エックス線検査又は胃内視鏡検
査のいずれか 

50歳以上 
※当分の間、胃部エックス
線検査については40歳以
上に対し実施可 

2年に1回 
※当分の間、胃部エック
ス線検査については年1
回実施可 

子宮頸がん検診 問診、視診、子宮頚部の細胞診及び内診 20歳以上 2年に1回 

肺がん検診 質問（問診）、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診 40歳以上 年1回 

乳がん検診 問診及び乳房エックス線検査（マンモグラフィ） 
※視診、触診は推奨しない 

40歳以上 2年に1回 

大腸がん検診 問診及び便潜血検査 40歳以上 年1回 



 

関原健夫 【日本のがんより】 





生検病理標本        

印環細胞癌 





がんは転移するから恐い     

野本陽代 ハッブル望遠鏡の宇宙遺産 岩波新書 2004 





がんの治療 
患者さんにやさしい医療    
手術が基本 
補助療法 

野本陽代 ハッブル望遠鏡の宇宙遺産 岩波新書 2004 



78 years old male  

Rectum 25mm in size  tubular adenoma(severe atypia) 

NBI view Ordinary view After indigocarmine view 







5大がんの部位別生存率 
（％1999年から2002年診断症例） 

日本対がん協会より 



TPEC株式会社より 



 



がん患者のうち放射線治療（併用も含む）を 
実施している患者数 

出典） 第3回がん対策推進協議会における中川恵一委員（東京大学）からの提出資料をもとに作成 
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進行再発大腸癌化学療法の進歩 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 12 13 16 17 18 19 20 22 21 23 24 25 26 

Hurwitz NEJM 2004 

27 28 29 30 

Hurwitz NEJM 2004 

生存期間 (月) 

Saltz NEJM 2000 

Douillard Lancet 2000 

Saltz NEJM 2000 

Douillard Lancet 2000 

Goldberg JCO 2004 

Tournigand JCO 2004 

 5-FU infusion  

 Irinotecan/5-FU bolus 

 Irinotecan/5-FU infusion 

 Oxaliplatin + 5-FU infusion  

 Supportive Care 

Irinotecan/5-FU inf. followed by oxaliplatin/inf. 5-FU 

5-FU bolus 

 Kozloff ASCO GI 2007 

  Irinotecan/5-FU bolus/bevacizumab followed by oxaliplatin 

Irinotecan/5-FU bolus/bevacizumab 

Any CT- bevacizumab 

Grothey ASCO  2007 

12.6 

14.1 

14.8 

17.4 

19.5 

21.5 

6 

25.1 

20.3 

27,1 

31.8 Any CT- bevacizumab beyond PD followed by bevacizumab & cetuximab 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート




大腸疾患 NOW2011 
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ロハスメディカル1月号より 





大腸がんperspective 2015 Vol.2 No.3 



ロハスメディカルvol.94 20137月号 







が ん 医 療 
・予防  
        禁煙、ヘリコ除菌、抗ウィルスワクチン      医療費  
・早期発見 
        検・健診  
・治療 – 治癒 
        手術、化療、放射線 

・治療 – 非治癒   
        化療、放射線、免疫            

・ 緩和ケアー 
高 額 



がん診療連携拠点病院制度  47都道府県 （286ヵ所）  ※H19年1月末現在 

厚生労働省 都道府県 

国立がんセンター 
がん対策情報センター ●専門的ながん医療の提供等 

●地域のがん医療連携体制の構築 
●情報提供、相談支援の実施 

〈拠点病院の役割〉 
協力・支援 

地域がん診療連携拠点病院 
   相談支援センター 

地域の医療機関 
（かかりつけ医、在宅療養支援診療所等） 

都道府県がん診療連携拠点病院 
   相談支援センター 

地域がん診療連携拠点病院 
   相談支援センター 

地域がん診療連携拠点病院 
   相談支援センター 

情報 
提供 

症例 
相談 

研修 

診療支援 

研修 

研修 

情報 
提供 

診療 
支援 



地域がん診療連携拠点病院（東京） 

がん研有明病院 ： 医療連携室 03-3570-0285 

公益財団法人がん研究会有明病院 江東区 
東京都立駒込病院 文京区 
東京大学医学部附属病院 文京区 
日本医科大学付属病院 文京区 
順天堂大学医学部附属順天堂医院 文京区 
日本赤十字社医療センター 渋谷区 
NTT東日本関東病院 品川区 
昭和大学病院 品川区 
東京女子医科大学病院 新宿区 
日本大学医学部附属板橋病院 板橋区 
帝京大学医学部附属病院 板橋区 
武蔵野赤十字病院 武蔵野市 
青梅市立総合病院 武蔵野市 
東京医科大学八王子医療センター 八王子市 
杏林大学医学部付属病院 三鷹市 



信頼に支えられた医療の実現のために 
日本学術会議要望より 

健康な生活は、すべての人間に保障された権利である 

・ 国民として考えること 
   医療の現状（医療は崩壊の危機に直面している、医療の提供には費用が 
   かかる）を認識すること、医療には避けがたいリスクがあり、完全なものでは 
   ないこと、医療は無制限に利用できるサービスではないこと、患者側にも一 
   定の責任があることを理解すること 
・ 政府・行政として考えること 
   医療危機の現場は病院であること、医療費抑制政策を根本的に転換する 
   こと、地域の実情を踏まえた政策への変更 
・ 医療者として考えること 
   医療の質とその透明性の保証を医師自らが行うこと、専門医の育成、生涯 
   教育など厳密に管理する組織を作ること、必要な専門医の地域適正配置と 
   地域別専門医育成プログラムの仕組みをつくること 

日本病院会会長 山本修三 



 



医師にかかる10箇条 
 1. 伝えたいことはメモして準備 
 2. 対話の始まりはあいさつから 
 3. よりよい関係づくりはあなたにも責任が 
 4. 自覚症状と病歴はあなたの伝える大切な情報 
 5. これからの見通しを聞きましょう 
 6. その後の変化も伝える努力を 
 7. 大事なことはメモをとって確認 
 8. 納得できないときは何度でも質問を 
 9. 治療効果を上げるために、お互いに理解が必要 
 10. よく相談して治療方法を決めましょう 

（平成9年度厚生省研究班） 
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