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人間の体は、多くの細胞からできています。体には、

傷ついた遺伝子を修復したり、異常な細胞の増殖を抑

えたり、取り除く仕組みがあります。しかし、異常な

細胞が監視の目をすり抜け、無制限に増えて別の部位

に転移するなどして、体を弱らせてしまうことがあり

ます。がんは、遺伝子が傷つくことによって起こりま

す。がんという病気自体が人から人に感染することは

ありません。

主ながんの種類

がんの名称 特徴など

胃 が ん ・ピロリ菌の感染が発病にかかわると考えられている。

大 腸 が ん ・運動不足や肥満、大量の飲酒などが発病に関連している。

肺 が ん

・日本では死亡者数が最も多く、特に男性に多い。

・最大の原因は喫煙であり、男性ではたばこを吸う人は吸わない人の４～

５倍にもなる。

肝 臓 が ん
・主な原因はB型及びC型の肝炎ウイルスの感染である。

・大量の飲酒の習慣も、肝臓がんになるおそれがある。

乳 が ん
・女性で最も多いがんである。乳房内にがんのかたまりができるため、し

こりや皮膚のくぼみなどの有無を自己チェックすることができる。

子 宮 が ん

・子宮のがんには、子宮の入口にできるもの（子宮頸がん）と、子宮本体

にできるもの（子宮体がん）がある。

・子宮頸がんは２０代、３０代でり患率が増加している。２０歳を過ぎた

ら２年に１回検診を受けることが勧められている。

前立腺がん
・高齢の男性に多い。

・他のがんに比べて進行が遅い。

出典：国立がん研究センターがん情報サービス

１ がんとはどんな病気？

２ がんの主なものは？

がんは、一般的には発生した臓器などから名称が決められます

が、体のどこにでもできます。

がんは、その種類や状態により、治りやすかったり、治療が難

しかったりするため、ひとまとめに捉えられません。
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【５つのがんになる可能性を減らす生活習慣】

喫 煙 たばこは吸わない。他人のたばこの煙を避ける。

飲 酒 お酒はほどほどにする。飲まない人、飲めない人は無理に飲まない。

食 事

バランスのよい食事をする。塩分の多い食べ物のとりすぎは胃がんにかか

る危険性を高める可能性がある。逆に野菜やくだものの摂取は食道がんや

胃がんにかかる危険性を低くする可能性がある。

身体活動 生涯を通じて体力に応じた適度な運動を日常生活に取り入れる。

体 形 自分自身の体重を適正な範囲に保つ。

がんにかかる原因は、生活習慣、細菌・ウイルス感染、

持って生まれた体質（遺伝原因）など様々あります。これ

らのいくつかが重なり合ったときに可能性が高まります。

【国ですすめる有効ながん検診】

がんの種類 検査方法 対象年齢 受診間隔

胃 が ん
胃部エックス線検査又は
胃内視鏡検査 ５０歳以上 ２年に１回

大 腸 が ん 便潜血検査 ４０歳以上 年１回

肺 が ん
胸部エックス線検査
喫煙者は併せて喀痰細胞診 ４０歳以上 年１回

乳 が ん
乳房エックス線検査

（マンモグラフィ）
４０歳以上 ２年に１回

子宮頸がん 子宮頸部の細胞診 ２０歳以上 ２年に１回

３ がんは予防できる？

４ 早期発見のためのがん検診とは？

がんは、早期に治療をすれば９割以上の人が５年後も元気に過ごせます。

日本では現在、肺がん、胃がん、乳がん、子宮頸（けい）がん、大腸がん

などのがん検診が行われています。検診の対象年齢になると、市町村が実施

する住民検診や職場での検診において、がん検診を受けることができます。初期のがんは、

症状がほとんどないまま進行することが多いため、早期に発見するには、症状がなくても定

期的にがん検診を受けることが重要です。

２

【検診とワクチンを受けることで、ほぼ予防できるがん】

子宮頸がんの発生には、ヒト・パピローマウイルス（HPV）の感染が関連しています。多

くの場合は感染しても免疫によって排除されますが、排除されずに長期間感染が続くとがんに

なることがあります。検診とワクチンを受けることでほぼ予防できるがんです。



【川越市がん検診一覧】

検診名 検査内容 対象者 受診間隔

胃がん検診

胃内視鏡検査 ５０歳以上 ２年度１回

胃部エックス線検査 ４０歳以上 年度１回

肺がん検診
胸部エックス線検査

喀たん細胞診
４０歳以上 年度１回

大腸がん検診 便潜血検査（２日法） ４０歳以上 年度１回

前立腺がん検診 前立腺特異抗原（PSA）検査 ５０歳以上の男性 年度１回

乳がん検診
乳房エックス線検査

（マンモグラフィ）
４０歳以上の女性 ２年度１回

子宮がん検診
内診・視診・頸部細胞診

体部細胞診
２０歳以上の女性 ２年度１回

５ 川越市の状況 日本では、一生のうちに、２人に１人は何らかの「がん」

にかかるといわれています。「がん」はすべての人にとって

身近な病気です。

６ 川越市のがん検診 【川越市のがん検診に関する問い合わせ】

川越市総合保健センター内 健康管理課 成人健診担当

川越市の死亡原因（平成３０年）

がん

27%

心疾患

18%

脳血管疾患

8%

呼吸器系の

疾患

15%

不慮の事故

2%

自殺

2%

老衰

6%

その他

22%

現在、日本人の死亡原因は、がん

が第１位で、川越市でも平成３０年

１年間の死亡者数３,５２７人のう

ち、８８３人が、がんで亡くなって

います。

３



【川越市のがん検診受診率】

【平成２９年度 川越市のがん検診でのがん発見数】

４

平成２９年度 地域保健・健康増進事業報告より

○二重読影

エックス線検査の画像を２人の医師が見ることを

二重読影といいます。がん検診は、国の指針で二重読

影が必須と定められています。市の胃がん検診、肺が

ん検診、乳がん検診で撮影した画像は、２人の医師が

見て判定しているため精度の高い検診といえます。

○費用が安い

任意で受診するがん検診

は、全額自己負担となります

が、市のがん検診は市からの

補助があるので、安価で受診

できます。

（平成３０年１０月現在）
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川越市のがん検診受診率は、全国や埼玉県と比較しても低い状況にあ

ります。

自覚症状がなくても、がんが体内に潜伏していることもあります。が

ん検診は、がんを早期に発見することができ、早期治療につなげること

で、がんによる死亡を減らすことを目的としています。
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がんの治療には、主に「手術療法」「放射線療法」「化学療法」の

３つの方法があり、単独あるいは組み合わせて行います。

また、心と体の痛みを和らげる「緩和ケア」も行われます。

手術療法

　　　　がんを外科的に

　　　　切除する

化学療法

抗がん剤などの薬を服
用、点滴・注射するな
どしてがん細胞の増殖
を抑える

放射線療法

放射線を照射してがん
細胞を死滅させ、がん
を完治させたり症状を
取り除いたりする

７ がんの治療法は？

５

８ がんの治療における緩和ケア

病気になると、患者本人に痛みが出たり、患者本人や家族がつらい気持ちになっ

たりしますが、それらを少しでも和らげて生活を送ることが大切です。こうした病

気に伴う体と心の痛みを和らげるための支援を「緩和ケア」といいます。

病気に伴う体と心の痛み
緩和ケア

〇痛み止めの薬

〇痛みを感じにくくする注射

〇痛みを和らげる放射線療法

〇マッサージ

〇音楽療法 など

患者本人の

＜体の苦痛＞

・痛み ・吐き気

・眠れない

・だるさ

など

患者本人や家族の

＜心の苦痛＞

・心が折れそう

・収入や治療費が心配

・なぜこんなめに？

など



医学の進歩により、がん患者の生存率も高まり、社会に復帰する人、病気を抱えな

がら働く人なども増えてきています。こうした患者と共に、お互いが助け合い、共に

暮らしていく社会を築いていくことが求められます。

がんにかかると、治療のために仕事を休まなければならない、あるいは辞めざるを

得ない場合も出てきます。

現在、日本では、がん治療は入院というより、通院が主体になりつつあります。が

ん患者も働きやすい社会を築いていくためには、どうしたらよいでしょうか。

【ある職場でのケース】

自分の病気について人に話すときの「話し方」「伝え方」に気をつけるようにしまし

た。私自身がそうでしたが、病気になったことを自分の欠点だと思ってしまうと、病

気のことを人に話すときに、相手にも欠点として伝わってしまいます。逆に、病気を

経験したけれども働こうと思っている自分に誇りをもって堂々と話せば、相手も長所

として受け止めてくれます。

今では、「抗がん剤で髪がいったん全部抜けたけどこれだけ生えてきました」などと、

深刻な顔をせず、平然と話すことで、相手もそのうち普通の会話として受け止めてく

れるようになりました。また、できないこと、制限が必要なこともはっきり言い、逆

にできること、制限しなくてもいいこともはっきりアピールしています。例えば「薬

があるから忘年会でお酒は飲めない」「骨が弱いから会社のバレーボール大会は見学の

み」ということをはっきり言う一方で、「旅行に行った」「週３日ウォーキングしてい

る」など、病気だからといって何もかもダメでおとなしく生活しているわけではなく、

普通の人と同じように遊びも楽しんでいることもアピールしています。

病歴は変えられないけれど、伝え方の技術を磨くことで、病歴をプラスの経験に変

えて社会に受け入れてもらいやすくなると感じています。

＜女性 診断時１９歳 卵巣がん 正社員＞

『がんと仕事のQ＆A（第２版）』（国立がん研究センターがん情報サービス）

自分の考えを書きましょう

９ がん患者や周囲の人々の気持ちを考えてみよう

６



１０ がん患者さんへの理解と共生

その人ががんになったのは、何かをしたから、あるいは何かをしなかったから

ではありません。がんになる人とならない人がいる理由はわかっていません。私

たちの間違った知識によって患者さんやご家族が傷つくようなことがあってはな

りません。

がんは誰もがかかる可能性のある病気です。患者さんが

治療をしながら生きがいを持って自分らしく暮らせる社会

をつくるためにも、私たちががんについて正しく理解する

ことが重要です。

７

１１ 未来の自分や大切な人へメッセージを書こう！

へ

おうちの方へ

生涯のうち、国民の２人に１人が、がんにかか

るといわれています。

がんは、怖い病気ではありません。早期発見、

早期治療をすれば約９割が治ると言われていま

す。それには、こどもの頃から正しい知識と正し

い情報を選択できる力が必要です。

学校教育を通じて、がんについて学ぶことによ

り、健康に対する関心をもち、正しく理解し適切

な態度や行動をとれるこどもたちを育てます。

ぜひ、ご家族で「がん」について話し、考えて

みてください。大切な人のために「がん検診」を

受けてください。
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