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日本人の死因 （2014年度） 

総死亡数          1.273.020  
悪性新生物                 367.943 
心疾患                    196.760 
肺炎                       119.118  
脳血管疾患            114.118 
老衰                       75.340           
不慮の事故                    39.011 
腎不全                         24.747 
自殺                        24.398  



読売新聞 
2015年9月15日 

がん5年後生存率６４％ 
 
    2007年にがんと診断された 
       約17万人の集計 
 
        国立がん研究センター 



がん罹患数の推移 

1980年       253.826 
     平均寿命 男 73.35 女 78.76 

2000年       538.345 
     平均寿命 男 77.72 女 84.86 

2020年       838.119（推計） 
      平均寿命 男 80.50 女 86.83 



がん罹患数と死亡数（2001年度） 



男性のがん罹患数と死亡数（2001年） 
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女性のがん罹患数と死亡数（２００１年） 
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 がんの死亡数上位は？ 

男性 
 1位 肺がん 
 2位 胃がん 
 3位 大腸がん 
 4位 肝臓がん 
 5位 膵臓がん 
 6位 前立腺がん 
 7位 食道がん 

女性  
 1位 大腸がん 
 2位 肺がん 
 3位 胃がん 
 4位 膵臓がん 
 5位 乳がん 
 6位 肝臓がん 
 7位 胆道がん 
         （2014年） 



増えてるがん・減ってるがん 
        男性 

肺がん・大腸がん 

膵臓がんが急増 

 

胃がん 横ばい～ 

       低下 
 

 

 

肝臓がん 急増後低下 

         女性 

大腸がん・肺がん 

膵臓がん・乳がん 急増 
 

胃がん 低下 
 

 

子宮頚がん 低下後増加 
 

 肝臓がん 急増後低下 



がん対策基本法 

昭和56年から日本人死亡原因の第1位 

昭和59年度から対がん10か年総合戦略  

平成6年からがん克服新10か年戦略 

平成15年第3次対がん10か年総合戦略 

平成19年がん対策基本法施行 

  がんの予防と早期発見の推進 

  がん医療の均てん化の促進等 

  研究の推進等 

  がん登録の推進 

平成24年がんに負けることのない社会を目指す新た  

な基本計画 

 



がんができるしくみ1 

 細胞のＤＮＡ(遺伝子）が傷つき、細
胞が死に、死んだ細胞を補うために細
胞分裂をして、新しい細胞をつくります。
その細胞分裂のときにＤＮＡのコピーミ
スが起こり、ミスした細胞はふつう死に
ますが、死なずに分裂を繰り返して、
無秩序に増えた続けた細胞が、がん
細胞です。 

  



がんができるしくみ２ 

 細胞は1㎜の100分の1の大きさで、30
回分裂して、がん細胞が10億個になり、1

㎝の大きさになります。 
 1㎝・1ｇが検診で発見できる大きさです。 

 １つのがん細胞ができて、検診で発見
できる大きさになるまでに、約10～15年
かかります。これが「40歳代からがん年
齢」といわれる１つの理由です。 



感染症から罹るがん 

肝臓がん    B型肝炎 C型肝炎 

              

子宮頚がん   ヒトパピローマウイルス 
 

胃がん       ヘリコバクター・ピロリ  

 
 



所沢市のがん検診 
肺がん検診： 胸部X線撮影      喀痰検査 

    自己負担金 800円  希望者のみ700円 

胃がん検診： 胃バリウム撮影 （慢性胃炎） 

    自己負担金 1.200円 

大腸がん検診： 便潜血2日法 

           500円 

乳がん検診：   マンモグラフィー 視触診 

    49歳以下 1.500円  50歳以上 1.000円 

子宮頸がん検診： 擦過細胞診 

           1.000円   



所沢市のがん検診の状況 
(平成26年度） 

 受診者数 要精検者数 精検受診者数 がん発見数 

胃がん 3.731人   306人   262人 
 11人 

肺がん 4.459人   87人    76人 
  0人 

大腸がん 16.749人  1.375人   893人 
 28人 

子宮頸がん 11.863人   290人   135人 
  3人 

乳がん 7.158人   548人   454人 
 13人 



主要がん5年後の平均生存率 

胃がん    ７０．４％ 

大腸がん    ７３．４％ 

肺がん    ４０．６％ 

乳がん    ９０．０％ 

子宮頸がん    ７６．３％ 



 

  肺がん検診 



肺がん 

 60～70歳代にピーク     男女比  3：１ 

    増加傾向 近年微減  喫煙と関連 
    アスベスト 塵肺  ＰＭ2.5(?) 
       平成26年度死亡者数 72.373人 

           肺がんの種類 

小細胞癌 扁平上皮癌  腺癌     大細胞胞癌         
約２０％        ２５～３０％  ５０～６０％      数％      
     喫煙     喫煙    
 

         



肺がんの症状 

 治りにくいせき 2週間以上続くせき 

   たん 血たん  

    胸痛 背部痛 

    息切れ  呼吸困難 

 

  初期の肺がんは無症状    



肺がんの検査 

 40歳以上に年1回胸部エックス線 

 
50歳以上のヘビースモーカーに喀たん細胞診 

         胸部ＣＴ検査 

  
    肺生検（気管支鏡 CTガイド下生検） 

 



肺がんの危険因子 

  喫煙指数（ブリンクマン指数） 

 

1日のタバコ本数×喫煙年数 

  400以上 肺がん危険群  

  600以上 肺がん高危険群 
 



66歳女性 腺がん ⅠＡ 

1次判定 

  Ｅ１ 

 
2次判定 

  Ｅ１ 

 

 手術 

 
   



 

 



65歳男性 小細胞がん Ⅳ期 

1次判定 

  Ｂ 
2次判定 

  Ｄ２ 

 

喀痰 Ｅ 

 

化学療法 

 
    



小さな肺がん 



男性基本健康診査以来3年ぶりに胸部Ｘ線を撮影 

• D:¥53505¥CHEST2007OR.jpg 



胸部ＣＴ 

• D:¥53505¥CT¥CT_Early5mm0004.jpgD:¥5350

5¥CT¥CT_CE3mm0006.jpgD:¥53505¥CT¥CT_C

E3mm0006.jpg 



肺がんの治療 

      手術療法(外科治療） 胸腔鏡 

     放射線治療 

     化学療法（抗がん剤治療） 

     レーザー光線 

     重粒子線治療 
 

 基本的には小細胞癌以外は手術可能なら手術 

 肺葉切除＋リンパ節廓清  集学的治療 



 

 胃がん検診 
 



胃がんの症状 

  自覚症状 特有の症状はない 
    早期胃がんは、無症状が多い 

    進行がんは、胃潰瘍の症状  
 

  体重減少、貧血、痛み なんとなく胃が重い  

 食べ物の好みが変わった 食事と無関係な痛み 
 

  他覚症状 早期がんではほとんどない。 

  かなり進行すると、腫瘤を触知、腹水、貧血 
  



胃がん 

  日本は胃がんの頻度は高い。 

 

   最近は減少傾向 男女比２：１  
  平成26年度死亡者数 47.890人 

 
     全体では60歳前後  

     早期がんは50～60歳に多い。 

 



胃がんの原因 

  ヘリコバクター・ピロリ菌 
 

 

 

遺伝子△   環境因子△ 

食塩の過剰摂取 加工肉 

焼きこげ  ニトロソアミン 



胃がんの検査法 

検診 「胃Ｘ腺検査(バリウム・胃透視）」 

精密検査 「胃内視鏡検査（胃カメラ）」 
         生検して組織検査 

 

胃がんのリスク検診 

      ヘリコバクターピロリ抗体検査 

              ＋ 

        （ペプシノーゲン法） 



経鼻内視鏡と従来機種 



胃がんの治療 

 内視鏡的粘膜切除術    ＥMＤ 

  内視鏡的粘膜下層剥離術 ＥＳＤ 
 手術療法 腹腔鏡 

 化学療法（抗がん剤治療） 

 放射線療法 

 内視鏡治療＋腹腔鏡 

 

 予防法  ヘリコバクターピロリの除菌 



胃バリウム検査（胃透視） 

 



 

 



Ｘ線と内視鏡 
 



色調の変化と陥凹の早期胃がん  



少し盛り上がった早期胃がん 

• D:¥内視鏡_20111025¥00000216_ｳﾒﾂｼﾞﾍｲ
¥00000216_20110531_28.jpg 



 非常に小さな早期胃がん5㎜ 



非常に小さな早期胃がん 3㎜ 

 



胃潰瘍と胃がん 

 



 

ふくれた小さな 

   早期胃がん 

         10㎜ 



ピロリ菌の除菌 

一次除菌：胃潰瘍の薬＋ペニシリン＋クラリス 

      朝・夕 ５錠か６錠の薬を１週間飲む 

       最近では除菌成功率７０％前後 

二次除菌：胃潰瘍の薬＋ペニシリン＋フラジール 

       朝・夕 5錠の薬を1週間飲む 

      除菌成功率90％ 二次除菌までで９５％ 

三次除菌：  同様の特別な3種類の薬 

     １年６か月で１２例中９例除菌成功   

    保健適応外の治療なので限られた施設のみ 



 

                
大腸がん検診 



大腸がん 

 結腸がん・直腸がんの総称を大腸がんという 

  結腸がんが直腸がんの2倍 

平成26年 4.8461人死亡 男女比＝１：１ 著しく増加 

        死亡者数は近年はほぼ横ばい  

 男3位、女1位 40～70歳に多く、60歳代が最も多い 

原因：脂肪は大腸がんの発生を促進        

 食生活の欧米化 遺伝子の異常 腺腫からの発生 

  家族性大腸腺腫症・遺伝性非ポリポーシス 

  潰瘍性大腸炎 



大腸がんの症状 

 初期のうちは無症状 

 無症状でも便潜血陽性の３％に大腸がん 

 

 排便に関連する症状が最も多い 

  出血は「痔」と勘違いしてはいけない 
  便秘 便秘と下痢を繰り返す  

  残便感 便が細くなる  お腹が張る 腹痛 



大腸がんの検査法 

 便潜血反応   
 大腸にがんやポリープがあると潜血反応
が陽性になる 

 

 大腸内視鏡検査 
 精密検査や人間ドック・病院で受ける検査 

 
 注腸検査（バリウム） ＣＴ大腸スコピー（ＣＴＣ） 

 



結腸がんの内視鏡と注腸検査 



大腸がん検診で発見された上行結腸がん 



大腸ポリープと早期大腸がん 

 



ＣＴＣ 

 



ＣＴＣ 
と    

内視鏡 



大腸がんの治療法 

 手術療法（外科療法） 腹腔鏡手術 

  現在では、開腹手術より腹腔鏡手術が多い 

 内視鏡治療 内視鏡的粘膜切除術 

  早期大腸がん（リンパ節転移・遠隔転移のないがん） 

 放射線治療 直腸がんで肛門温存 

 抗がん剤治療 

  抗がん剤は飛躍的に進歩した 

  多剤併用療法と放射線併用 



がんの予防 

禁煙 受動喫煙  禁煙外来 
  肺がん 食道がん 喉頭がん 

食生活の改善  よく噛んで食べる 
  栄養バランスをよくして、野菜果物を取る 
    熱い飲食物・脂肪・食塩を控える 過食しない 

適度なお酒 
 ビール中瓶1本 日本酒1合  
      ワイングラス2杯 焼酎120ｍｌ 

ストレスの解消 運動 健康寿命を伸ばす 



がんとよく向き合う 

１ がんのことをもっとよく知る 

 日本人の2人に1人ががんになり、3人に1人がが

んで亡くなる。がんについてよく知ること。 

２ がんができないようにする 

 禁煙、食生活の改善、運動、ストレス解消、アル
コールの適正飲酒 

３ 検診でがんをできるだけ早期に発見する 

 小さながん、初期のがんは治る。 



 

４ 適切な治療を受ける 

 色々な治療法の組み合わせで、がんの治療
は進歩してます。主治医と自分に合った治療
方針を決めましょう。 

５ 緩和ケアで痛みをとって生活の質を保つ 

 がんによる痛みが出たら、緩和ケアでその
痛みを取り、がんと闘う気力、体力を保つこと
ができます。生活の質を落とすことなく、自分
らしく生きることができます。 



 

ご静聴 

  
ありがとうございました 


