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がんでがんでがんでがんで死亡死亡死亡死亡するするするする人人人人はははは増増増増えているえているえているえている？？？？がんでがんでがんでがんで死亡死亡死亡死亡するするするする人人人人はははは増増増増えているえているえているえている？？？？

結核
がん

昭和25年 平成18年

脳卒中

主な病気の死亡率
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● 第２次世界大戦後、結核、肺炎などの感染症の
死亡率は減少し、がんがんがんがん、心疾患などの生活習慣
病の死亡率が増加。

● がんは1981年から死因の第１位で、

最近では総死亡総死亡総死亡総死亡のののの約約約約３３３３割割割割を占める。

● このまま死亡数が増え続けると、

国民国民国民国民のののの2222人人人人にににに1111人人人人はがんではがんではがんではがんで死亡死亡死亡死亡するするするする。。。。

日本日本日本日本のののの死因死因死因死因のののの傾向傾向傾向傾向日本日本日本日本のののの死因死因死因死因のののの傾向傾向傾向傾向
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何歳頃何歳頃何歳頃何歳頃、、、、がんになるがんになるがんになるがんになる？？？？何歳頃何歳頃何歳頃何歳頃、、、、がんになるがんになるがんになるがんになる？？？？

50歳

急上昇
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男性男性男性男性

（がんの統計‘08）

１１１１．．．．胃胃胃胃がんがんがんがん

２２２２．．．．大腸大腸大腸大腸がんがんがんがん

３３３３．．．．肺肺肺肺がんがんがんがん

４４４４．．．．前立腺前立腺前立腺前立腺がんがんがんがん

５５５５．．．．肝臓肝臓肝臓肝臓がんがんがんがん

１１１１．．．．乳乳乳乳がんがんがんがん

２２２２．．．．大腸大腸大腸大腸がんがんがんがん

３３３３．．．．胃胃胃胃がんがんがんがん

４４４４．．．．子宮子宮子宮子宮がんがんがんがん

５５５５．．．．肺肺肺肺がんがんがんがん

日本日本日本日本でででで多多多多いがんはいがんはいがんはいがんは？？？？日本日本日本日本でででで多多多多いがんはいがんはいがんはいがんは？？？？

女性女性女性女性
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●●●●一次予防一次予防一次予防一次予防

●●●●二次予防二次予防二次予防二次予防

病気病気病気病気にならないようにすることにならないようにすることにならないようにすることにならないようにすること

早期発見早期発見早期発見早期発見することすることすることすること

・・・・禁煙禁煙禁煙禁煙してしてしてして、、、、肺肺肺肺がんにならないようにするがんにならないようにするがんにならないようにするがんにならないようにする

予防予防予防予防予防予防予防予防

例)

・・・・うがいをしてうがいをしてうがいをしてうがいをしてインフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザにならないにならないにならないにならない

ようにようにようにようにするするするする

・・・・レントゲンレントゲンレントゲンレントゲンのののの検診検診検診検診をををを受受受受けてけてけてけて、、、、

早早早早くくくく肺肺肺肺がんをがんをがんをがんを発見発見発見発見するするするする

例)
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●●●● 一部一部一部一部でいわれているがでいわれているがでいわれているがでいわれているが、、、、確定的確定的確定的確定的でないものでないものでないものでないもの

●●●● 科学的根拠科学的根拠科学的根拠科学的根拠にににに基基基基づくものづくものづくものづくもの

例例例例））））タバコタバコタバコタバコとととと肺肺肺肺がんがんがんがん

肝炎肝炎肝炎肝炎ウイルスウイルスウイルスウイルスとととと肝臓肝臓肝臓肝臓がんがんがんがん

例例例例））））健康食品健康食品健康食品健康食品

がんのがんのがんのがんの要因要因要因要因がんのがんのがんのがんの要因要因要因要因

医学の研究は日進月歩です医学の研究は日進月歩です
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胃胃胃胃がんのがんのがんのがんの予防予防予防予防胃胃胃胃がんのがんのがんのがんの予防予防予防予防
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胃胃胃胃がんのがんのがんのがんの原因原因原因原因胃胃胃胃がんのがんのがんのがんの原因原因原因原因

● 塩分の多い食事

● タバコ

● ピロリ菌
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ヘリコバクター・ピロリ

胃の中に住んでいる細菌

ピロリピロリピロリピロリ菌菌菌菌、、、、ごごごご存知存知存知存知ですかですかですかですか？？？？ピロリピロリピロリピロリ菌菌菌菌、、、、ごごごご存知存知存知存知ですかですかですかですか？？？？

消化性潰瘍・胃がんの原因と
考えられる



11

潰瘍慢性胃炎慢性胃炎慢性胃炎慢性胃炎ピロリピロリピロリピロリ感染感染感染感染正常正常正常正常なななな胃胃胃胃

ピロリピロリピロリピロリ菌菌菌菌はははは胃胃胃胃にににに炎症炎症炎症炎症をおこしをおこしをおこしをおこし、、、、ピロリピロリピロリピロリ菌菌菌菌はははは胃胃胃胃にににに炎症炎症炎症炎症をおこしをおこしをおこしをおこし、、、、

そしてそしてそしてそして、、、、潰瘍潰瘍潰瘍潰瘍、、、、胃胃胃胃がんをがんをがんをがんを引引引引きききき起起起起こすこすこすこすそしてそしてそしてそして、、、、潰瘍潰瘍潰瘍潰瘍、、、、胃胃胃胃がんをがんをがんをがんを引引引引きききき起起起起こすこすこすこす

幼少期幼少期幼少期幼少期 数十年数十年数十年数十年

胃がん
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●●●●どのようにどのようにどのようにどのように感染感染感染感染するかするかするかするか？？？？

子供のころ

口移しの習慣

●●●●いついついついつ感染感染感染感染するかするかするかするか？？？？

口から入って、感染する

基本的に、治療しないかぎりいなくならない

下水道の整備

家族が感染していると、自分が感染している

確率が高い

いつどこでいつどこでいつどこでいつどこでピロリピロリピロリピロリ菌菌菌菌にににに感染感染感染感染するかするかするかするか？？？？いつどこでいつどこでいつどこでいつどこでピロリピロリピロリピロリ菌菌菌菌にににに感染感染感染感染するかするかするかするか？？？？
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2種類の抗生物質

1種類の胃薬

除菌成功率 70-80％

抗生物質が効かないピロリ菌が増えている

1週間

ピロリピロリピロリピロリ菌菌菌菌のののの治療治療治療治療ピロリピロリピロリピロリ菌菌菌菌のののの治療治療治療治療

＊＊＊＊消化性潰瘍消化性潰瘍消化性潰瘍消化性潰瘍のののの人人人人はははは保険保険保険保険がががが使使使使えるえるえるえる
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消化性潰瘍になる割合は2～3％

●●●●ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどの方方方方はははは胃胃胃胃がんにならないがんにならないがんにならないがんにならない

除菌治療除菌治療除菌治療除菌治療がががが必要必要必要必要？？？？

薬薬薬薬のののの副作用副作用副作用副作用

逆流性食道炎逆流性食道炎逆流性食道炎逆流性食道炎（（（（胸焼胸焼胸焼胸焼けけけけ））））

すべてのすべてのすべてのすべてのピロリピロリピロリピロリ菌感染者菌感染者菌感染者菌感染者がががが胃胃胃胃がんにがんにがんにがんにすべてのすべてのすべてのすべてのピロリピロリピロリピロリ菌感染者菌感染者菌感染者菌感染者がががが胃胃胃胃がんにがんにがんにがんに

なるわけではなるわけではなるわけではなるわけでは、、、、ありませんありませんありませんありませんなるわけではなるわけではなるわけではなるわけでは、、、、ありませんありませんありませんありません

胃がんになる割合は0.4％

ピロリ菌感染者のなかで、
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胃胃胃胃がんのがんのがんのがんの原因原因原因原因胃胃胃胃がんのがんのがんのがんの原因原因原因原因

● 塩分の多い食事

● タバコ

● ピロリ菌



16

胃胃胃胃がんとがんとがんとがんと塩分塩分塩分塩分胃胃胃胃がんとがんとがんとがんと塩分塩分塩分塩分

都道府県別胃都道府県別胃都道府県別胃都道府県別胃がんのがんのがんのがんの死亡死亡死亡死亡率率率率

東北地方で多い

塩分が多い
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ピロリピロリピロリピロリ菌菌菌菌

++++

塩分塩分塩分塩分のののの多多多多いいいい食事食事食事食事

塩分塩分塩分塩分塩分塩分塩分塩分++++++++ピロリピロリピロリピロリ菌菌菌菌→→→→胃胃胃胃がんがんがんがんピロリピロリピロリピロリ菌菌菌菌→→→→胃胃胃胃がんがんがんがん

胃胃胃胃がんがんがんがん
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胃胃胃胃がんのがんのがんのがんの予防予防予防予防のまとめのまとめのまとめのまとめ胃胃胃胃がんのがんのがんのがんの予防予防予防予防のまとめのまとめのまとめのまとめ

● タバコはやめましょう！

● 塩分をひかえましょう

● 検診をうけましょう

● ピロリ菌が気になる方は、自費で

検査・治療をおこなっている病院へ

問い合わせてみましょう
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肺肺肺肺がんのがんのがんのがんの予防予防予防予防肺肺肺肺がんのがんのがんのがんの予防予防予防予防
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肺肺肺肺がんがんがんがん

口腔口腔口腔口腔・・・・咽頭咽頭咽頭咽頭がんがんがんがん

喉頭喉頭喉頭喉頭がんがんがんがん

食道食道食道食道がんがんがんがん

タバコタバコタバコタバコがががが関係関係関係関係するがんするがんするがんするがん①①①①タバコタバコタバコタバコがががが関係関係関係関係するがんするがんするがんするがん①①①①
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膵臓膵臓膵臓膵臓がんがんがんがん

肝臓肝臓肝臓肝臓がんがんがんがん

膀胱膀胱膀胱膀胱がんがんがんがん

子宮頸子宮頸子宮頸子宮頸がんがんがんがん

タバコタバコタバコタバコがががが関係関係関係関係するがんするがんするがんするがん②②②②タバコタバコタバコタバコがががが関係関係関係関係するがんするがんするがんするがん②②②②

胃胃胃胃がんがんがんがん
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禁煙禁煙禁煙禁煙したいしたいしたいしたい人人人人禁煙禁煙禁煙禁煙したいしたいしたいしたい人人人人

★★★★ 3333ヶヶヶヶ月月月月でででで 5回 のののの診療診療診療診療をおこないますをおこないますをおこないますをおこないます。。。。

◎ 健康保険が使えます！

☆ 専任の医師と看護師が診察します。

禁煙外来

●禁煙の薬を使って、治療します。
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● 禁煙外来では、禁煙するために、禁煙補助薬を使用します。

★ 禁煙の薬（どちらかを使用します）

（チャンピックス）飲み薬 貼り薬（ニコチンパッチ）

禁煙禁煙禁煙禁煙のののの薬薬薬薬？？？？禁煙禁煙禁煙禁煙のののの薬薬薬薬？？？？



24

・薬を飲みながらタバコを吸うと、タバコ

がおいしくない。

・以前より、楽に禁煙できるようになった。

●●●● 禁煙禁煙禁煙禁煙のののの飲飲飲飲みみみみ薬薬薬薬（（（（チャンピックスチャンピックスチャンピックスチャンピックス））））

禁煙禁煙禁煙禁煙のののの飲飲飲飲みみみみ薬薬薬薬禁煙禁煙禁煙禁煙のののの飲飲飲飲みみみみ薬薬薬薬

＜体験談＞
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74％

＊＊＊＊紹介状紹介状紹介状紹介状がなくてがなくてがなくてがなくて、、、、初初初初めてめてめてめて病院病院病院病院にににに受診受診受診受診するとするとするとすると

5000500050005000円円円円ぐらいのぐらいのぐらいのぐらいの初診料初診料初診料初診料

愛知県がんセンター中央病院 禁煙外来

日 時： 毎週木曜日 午後 （予約制）

愛知県愛知県愛知県愛知県がんがんがんがんセンターセンターセンターセンターのののの愛知県愛知県愛知県愛知県がんがんがんがんセンターセンターセンターセンターのののの
禁煙成功率禁煙成功率禁煙成功率禁煙成功率禁煙成功率禁煙成功率禁煙成功率禁煙成功率

（禁煙外来終了後）
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肺肺肺肺がんのがんのがんのがんの予防予防予防予防のまとめのまとめのまとめのまとめ肺肺肺肺がんのがんのがんのがんの予防予防予防予防のまとめのまとめのまとめのまとめ

● タバコはやめましょう！

● 禁煙したい方は禁煙外来を開設

している病院へ問い合わせて

みましょう
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大腸大腸大腸大腸がんのがんのがんのがんの予防予防予防予防大腸大腸大腸大腸がんのがんのがんのがんの予防予防予防予防
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● 危険因子

家族に大腸がんの患者さんがいる人

肥満

飲酒

肉類

運動

大腸大腸大腸大腸がんとがんとがんとがんと関係関係関係関係するするするする要因要因要因要因大腸大腸大腸大腸がんとがんとがんとがんと関係関係関係関係するするするする要因要因要因要因

★ 予防因子

生活習慣

＊しかし、あまりまだよくわかっていない。
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●●●● BMIBMIBMIBMI（（（（ビーエムアイビーエムアイビーエムアイビーエムアイ））））

体重体重体重体重（（（（kgkgkgkg）））） 身長（m）÷ 身長（m）÷

体重体重体重体重をををを身長身長身長身長でででで2222回割回割回割回割るるるる

普通普通普通普通 18.518.518.518.5---- 25252525

肥満肥満肥満肥満 25252525以上以上以上以上

やせやせやせやせ 18.518.518.518.5未満未満未満未満

73737373（（（（kgkgkgkg）））） 1.76（m）÷ 1.76（m）÷ = 23.523.523.523.5

肥満肥満肥満肥満とはとはとはとは肥満肥満肥満肥満とはとはとはとは

（（（（私私私私のののの場合場合場合場合））））
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肥満肥満肥満肥満とととと大腸大腸大腸大腸がんがんがんがん肥満肥満肥満肥満とととと大腸大腸大腸大腸がんがんがんがん

（危険度）

（BMI）

（愛知県がんセンター）

0.80.80.80.8

1111

1.21.21.21.2

1.41.41.41.4

1.61.61.61.6

21212121----23232323 25252525----27272727 27272727----30303030 30303030----
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肥満肥満肥満肥満

インスリン

（血糖値を下げるホルモン）

インスリン様成長因子

大腸細胞の増殖 大腸細胞のがん化

なぜなぜなぜなぜ肥満肥満肥満肥満がががが大腸大腸大腸大腸がんのがんのがんのがんのリスクリスクリスクリスクををををなぜなぜなぜなぜ肥満肥満肥満肥満がががが大腸大腸大腸大腸がんのがんのがんのがんのリスクリスクリスクリスクをををを
あげるかあげるかあげるかあげるか？？？？あげるかあげるかあげるかあげるか？？？？

食事量食事量食事量食事量がががが多多多多いいいい
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● 危険因子

家族に大腸がんがいる人

肥満

飲酒飲酒飲酒飲酒

肉類

運動

大腸大腸大腸大腸がんとがんとがんとがんと関係関係関係関係するするするする要因要因要因要因大腸大腸大腸大腸がんとがんとがんとがんと関係関係関係関係するするするする要因要因要因要因

★ 予防因子



34

口腔・咽頭がん

食道がん

アルコールアルコールアルコールアルコールがががが関係関係関係関係するがんするがんするがんするがん①①①①アルコールアルコールアルコールアルコールがががが関係関係関係関係するがんするがんするがんするがん①①①①
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大腸がん

乳がん

肝臓がん

アルコールアルコールアルコールアルコールがががが関係関係関係関係するがんするがんするがんするがん②②②②アルコールアルコールアルコールアルコールがががが関係関係関係関係するがんするがんするがんするがん②②②②
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アルコール

なぜおなぜおなぜおなぜお酒酒酒酒がががが悪悪悪悪いのかいのかいのかいのか？？？？なぜおなぜおなぜおなぜお酒酒酒酒がががが悪悪悪悪いのかいのかいのかいのか？？？？

アセトアルデヒドアセトアルデヒドアセトアルデヒドアセトアルデヒド

分解
お酒を飲むと

顔が赤くなる

有害物質有害物質有害物質有害物質

酢酸酢酸酢酸酢酸（（（（おおおお酢酢酢酢））））
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おなじおおなじおおなじおおなじお酒酒酒酒のののの量量量量でもでもでもでもおなじおおなじおおなじおおなじお酒酒酒酒のののの量量量量でもでもでもでも

人人人人によってによってによってによって害害害害ののののレベルレベルレベルレベルがががが違違違違うううう人人人人によってによってによってによって害害害害ののののレベルレベルレベルレベルがががが違違違違うううう

お酒を飲んで、顔が赤くなる人は注意！

お酒を分解する能力が低いです

お酒類を多く、続けて飲むと
お酒が関係するがんになりやすい
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私私私私たちのたちのたちのたちの研究員研究員研究員研究員のののの私私私私たちのたちのたちのたちの研究員研究員研究員研究員のののの11111111人人人人人人人人
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大腸大腸大腸大腸がんのがんのがんのがんの予防予防予防予防のまとめのまとめのまとめのまとめ大腸大腸大腸大腸がんのがんのがんのがんの予防予防予防予防のまとめのまとめのまとめのまとめ

● 肥満にならないよう生活習慣を
心がけましょう

● 肉はで少な目にして、野菜中心の
食事にしましょう

● 顔が赤くなる人は、お酒は1日
1合までにしましょう

● 定期的な運動をしましょう

● 検診をうけましょう
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生野菜生野菜生野菜生野菜・・・・果物果物果物果物生野菜生野菜生野菜生野菜・・・・果物果物果物果物

緑黄色野菜緑黄色野菜緑黄色野菜緑黄色野菜緑黄色野菜緑黄色野菜緑黄色野菜緑黄色野菜

喫煙喫煙喫煙喫煙喫煙喫煙喫煙喫煙

多量飲酒多量飲酒多量飲酒多量飲酒多量飲酒多量飲酒多量飲酒多量飲酒

熱熱熱熱いいいい食物食物食物食物熱熱熱熱いいいい食物食物食物食物

胃食道逆流現象胃食道逆流現象胃食道逆流現象胃食道逆流現象胃食道逆流現象胃食道逆流現象胃食道逆流現象胃食道逆流現象

予防的要因予防的要因予防的要因予防的要因予防的要因予防的要因予防的要因予防的要因危険要因危険要因危険要因危険要因危険要因危険要因危険要因危険要因

食道食道食道食道がんのがんのがんのがんの危険要因危険要因危険要因危険要因とととと予防的要因予防的要因予防的要因予防的要因食道食道食道食道がんのがんのがんのがんの危険要因危険要因危険要因危険要因とととと予防的要因予防的要因予防的要因予防的要因
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≧≧≧≧30303030パックパックパックパック年年年年

＜＜＜＜30303030パックパックパックパック年年年年非喫煙非喫煙非喫煙非喫煙

非飲酒非飲酒非飲酒非飲酒

＜＜＜＜1.51.51.51.5合合合合////日日日日

≧≧≧≧1.51.51.51.5合合合合////日日日日
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図 喫煙と飲酒習慣の組み合わせにともなう食道がんの

危険度の上昇（男性、愛知県がんセンター病院、嶽崎）
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アセトアルデヒドアセトアルデヒドアセトアルデヒドアセトアルデヒド脱水化酵素脱水化酵素脱水化酵素脱水化酵素（ＡＬＤＨ（ＡＬＤＨ（ＡＬＤＨ（ＡＬＤＨ２２２２））））のののの遺伝子多型遺伝子多型遺伝子多型遺伝子多型
愛知県愛知県愛知県愛知県がんがんがんがんセンターセンターセンターセンター症例対照研究症例対照研究症例対照研究症例対照研究
Matsuo K, et al. Carcinogenesis 21, 2001Matsuo K, et al. Carcinogenesis 21, 2001Matsuo K, et al. Carcinogenesis 21, 2001Matsuo K, et al. Carcinogenesis 21, 2001よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋．．．．

1.01.01.01.0 1.01.01.01.0

7.97.97.97.9

49.649.649.649.6

0000

10101010

20202020

30303030

40404040

50505050

GluGluGluGlu////GluGluGluGlu型型型型 GluGluGluGlu////LysLysLysLysととととLys////Lys型型型型

多量飲酒者多量飲酒者多量飲酒者多量飲酒者（（（（１１１１日日日日３３３３合以上合以上合以上合以上をををを週週週週５５５５日以上日以上日以上日以上））））

非多量飲酒者非多量飲酒者非多量飲酒者非多量飲酒者
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乳乳乳乳がんのがんのがんのがんの予防予防予防予防乳乳乳乳がんのがんのがんのがんの予防予防予防予防



45

★★★★ 危険因子危険因子危険因子危険因子（（（（女性因子女性因子女性因子女性因子））））

・初経年齢が早い

・閉経年齢が遅い

・出産歴がない

・初産年齢が遅い

・授乳歴がない

乳乳乳乳がんのがんのがんのがんの要因要因要因要因①①①①乳乳乳乳がんのがんのがんのがんの要因要因要因要因①①①①

これらの項目は

変えるかことが

できない



46

★★★★ 危険因子危険因子危険因子危険因子（（（（生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣））））

・肥満（閉経後）

乳乳乳乳がんのがんのがんのがんの要因要因要因要因②②②②乳乳乳乳がんのがんのがんのがんの要因要因要因要因②②②②

・運動

・飲酒

・家族に乳がんの患者がいる人

★★★★ 予防因子予防因子予防因子予防因子

・やせ（閉経前）
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乳乳乳乳がんのがんのがんのがんの予防予防予防予防のまとめのまとめのまとめのまとめ乳乳乳乳がんのがんのがんのがんの予防予防予防予防のまとめのまとめのまとめのまとめ

● 肥満にならないよう生活習慣を
心がけましょう

● やせ過ぎ（BMIが17.5未満）も
良くありません

● 定期的な運動をしましょう

● お酒は乳がんの危険因子です。
リスクが高い人はできるだけ
少なめにしましょう

● 検診をうけましょう
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肝臓肝臓肝臓肝臓がんのがんのがんのがんの予防予防予防予防肝臓肝臓肝臓肝臓がんのがんのがんのがんの予防予防予防予防
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肝臓肝臓肝臓肝臓がんのがんのがんのがんの原因原因原因原因はははは？？？？肝臓肝臓肝臓肝臓がんのがんのがんのがんの原因原因原因原因はははは？？？？

CCCCCCCC型慢性肝炎型慢性肝炎型慢性肝炎型慢性肝炎・・・・型慢性肝炎型慢性肝炎型慢性肝炎型慢性肝炎・・・・

肝硬変肝硬変肝硬変肝硬変肝硬変肝硬変肝硬変肝硬変

7575757575757575～～～～～～～～8080808080808080％％％％％％％％

BBBBBBBB型慢性型慢性型慢性型慢性型慢性型慢性型慢性型慢性

肝炎肝炎肝炎肝炎・・・・肝炎肝炎肝炎肝炎・・・・
肝硬変肝硬変肝硬変肝硬変肝硬変肝硬変肝硬変肝硬変

1515151515151515～～～～～～～～2020202020202020％％％％％％％％

そのそのそのその他他他他そのそのそのその他他他他

1010101010101010％％％％以下以下以下以下％％％％以下以下以下以下

BBBB型肝硬変型肝硬変型肝硬変型肝硬変CCCC型肝硬変型肝硬変型肝硬変型肝硬変

BBBB型慢性肝炎型慢性肝炎型慢性肝炎型慢性肝炎CCCC型慢性肝炎型慢性肝炎型慢性肝炎型慢性肝炎

BBBB型肝細胞型肝細胞型肝細胞型肝細胞がんがんがんがんCCCC型肝細胞型肝細胞型肝細胞型肝細胞がんがんがんがん

持続感染持続感染持続感染持続感染をををを起起起起こすこすこすこす持続感染持続感染持続感染持続感染をををを起起起起こすこすこすこす

昭和昭和昭和昭和60606060年以前年以前年以前年以前のののの

母子感染母子感染母子感染母子感染

昔昔昔昔のののの血液血液血液血液をををを

介介介介したしたしたした感染感染感染感染

BBBB型肝炎型肝炎型肝炎型肝炎ウイルスウイルスウイルスウイルスCCCC型肝炎型肝炎型肝炎型肝炎ウイルスウイルスウイルスウイルス
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肝臓肝臓肝臓肝臓がんをがんをがんをがんを予防予防予防予防するするするする方法方法方法方法はははは？？？？肝臓肝臓肝臓肝臓がんをがんをがんをがんを予防予防予防予防するするするする方法方法方法方法はははは？？？？

まずまずまずまず、、、、40404040歳以上歳以上歳以上歳以上のののの人人人人はははは、、、、1111回回回回ははははBBBB型型型型およびおよびおよびおよびCCCC型肝炎型肝炎型肝炎型肝炎ウウウウ
イルスイルスイルスイルス検査検査検査検査をををを受受受受けるけるけるける。。。。

両方両方両方両方ともともともとも陰性陰性陰性陰性ならならならなら、、、、今後肝臓今後肝臓今後肝臓今後肝臓がんにがんにがんにがんに
かかるかかるかかるかかる可能性可能性可能性可能性はははは、、、、まずまずまずまず無無無無いとしていとしていとしていとして良良良良いいいい。。。。

どちらかがどちらかがどちらかがどちらかが陽性陽性陽性陽性

精密検査精密検査精密検査精密検査をををを必必必必ずずずず受受受受けるけるけるける。。。。

原則原則原則原則としてとしてとしてとして薬物治療薬物治療薬物治療薬物治療をををを受受受受けけけけ、、、、ウイルスウイルスウイルスウイルスをををを追追追追いいいい出出出出すすすす。。。。

Yes

慢性肝炎慢性肝炎慢性肝炎慢性肝炎 半年半年半年半年にににに1111回肝臓回肝臓回肝臓回肝臓のののの定期検査定期検査定期検査定期検査をををを受受受受けるけるけるける。。。。
No



51

子宮頸子宮頸子宮頸子宮頸がんのがんのがんのがんの罹患率罹患率罹患率罹患率とととと死亡率死亡率死亡率死亡率（（（（日本人女性日本人女性日本人女性日本人女性））））子宮頸子宮頸子宮頸子宮頸がんのがんのがんのがんの罹患率罹患率罹患率罹患率とととと死亡率死亡率死亡率死亡率（（（（日本人女性日本人女性日本人女性日本人女性））））



52



53



54

現在日本現在日本現在日本現在日本でででで使使使使われているわれているわれているわれている現在日本現在日本現在日本現在日本でででで使使使使われているわれているわれているわれているHPVHPVHPVHPVHPVHPVHPVHPVワクチンワクチンワクチンワクチンワクチンワクチンワクチンワクチン

効果：HPV16型及び18型感染に起因する子宮
頸がんおよび前駆病変の予防

費用：任意接種により、1回1万5千円～2万円

用法：├──┼───────────┤

対象：10歳以上の女性

1ヶ月 5ヶ月

3回 筋注
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ワクチンワクチンワクチンワクチン接種接種接種接種がががが推奨推奨推奨推奨されているされているされているされているワクチンワクチンワクチンワクチン接種接種接種接種がががが推奨推奨推奨推奨されているされているされているされている

年齢年齢年齢年齢のののの国際比較国際比較国際比較国際比較年齢年齢年齢年齢のののの国際比較国際比較国際比較国際比較

優先接種対象 キャッチアップ接種対象
HPV Today No.14, 2008
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がんがんがんがん検診検診検診検診のののの目的目的目的目的：：：：がんがんがんがん検診検診検診検診のののの目的目的目的目的：：：：
対象対象対象対象とするがんのとするがんのとするがんのとするがんの死亡率死亡率死亡率死亡率（（（（進行進行進行進行がんのがんのがんのがんの罹患率罹患率罹患率罹患率））））をををを減少減少減少減少させることさせることさせることさせること対象対象対象対象とするがんのとするがんのとするがんのとするがんの死亡率死亡率死亡率死亡率（（（（進行進行進行進行がんのがんのがんのがんの罹患率罹患率罹患率罹患率））））をををを減少減少減少減少させることさせることさせることさせること
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Adjusted to European Standard Population.

Breast乳がん罹患率・死亡率の年次推移

罹患率

死亡率

日本 米国 英国

※10万人あたりの年齢調整率。年齢調整は欧州標準人口による。

英国英国英国英国ではではではでは、、、、1988198819881988年年年年にににに国国国国レベルレベルレベルレベルでででで50505050----64646464歳歳歳歳のののの女性女性女性女性にににに対対対対してしてしてして乳乳乳乳がんがんがんがん検診検診検診検診をををを
導入導入導入導入しししし、、、、3333年年年年にににに一度一度一度一度70%70%70%70%のののの受診率受診率受診率受診率をををを確保確保確保確保
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がんがんがんがん検診検診検診検診によりによりによりによりがんがんがんがん検診検診検診検診によりによりによりによりがんがんがんがん死死死死からからからから逃逃逃逃れるにはれるにはれるにはれるには？？？？がんがんがんがん死死死死からからからから逃逃逃逃れるにはれるにはれるにはれるには？？？？

１．自分はどの種類のがんに罹りやすいのか知る

全部位全部位全部位全部位：：：：未受診者未受診者未受診者未受診者

胃胃胃胃：：：：萎縮性胃炎萎縮性胃炎萎縮性胃炎萎縮性胃炎のののの現病歴現病歴現病歴現病歴、、、、既往歴既往歴既往歴既往歴のあるのあるのあるのある人人人人・・・・喫煙者喫煙者喫煙者喫煙者・・・・
高塩食品高塩食品高塩食品高塩食品のののの好好好好きなきなきなきな人人人人

肺肺肺肺：：：：喫煙経験者喫煙経験者喫煙経験者喫煙経験者・・・・配偶者配偶者配偶者配偶者がががが家家家家でででで長年喫煙長年喫煙長年喫煙長年喫煙していたしていたしていたしていた人人人人

大腸大腸大腸大腸：：：：家族歴家族歴家族歴家族歴のあるのあるのあるのある人人人人・・・・大腸大腸大腸大腸ポリープポリープポリープポリープのあったのあったのあったのあった人人人人・・・・
アルコールアルコールアルコールアルコール多飲者多飲者多飲者多飲者・・・・肥満肥満肥満肥満・・・・座座座座りりりり仕事仕事仕事仕事のののの多多多多いいいい人人人人

乳房乳房乳房乳房：：：：肥満肥満肥満肥満・・・・出産歴出産歴出産歴出産歴のないのないのないのない人人人人・・・・初経年齢初経年齢初経年齢初経年齢がががが12121212歳以下歳以下歳以下歳以下・・・・
家族歴家族歴家族歴家族歴のあるのあるのあるのある人人人人・・・・アルコールアルコールアルコールアルコール多飲者多飲者多飲者多飲者

子宮頸子宮頸子宮頸子宮頸がんがんがんがん：：：：出産数出産数出産数出産数のののの多多多多いいいい人人人人・・・・高齢者高齢者高齢者高齢者・・・・喫煙者喫煙者喫煙者喫煙者

２．罹りやすい部位のがん検診を定期的に受ける

３．精密検査が必要と言われたら、必ず受ける


