
がんは早く見つけて治す時代です。
がん全体で6割が治り、早期だとほぼ9割以上が完治します。
「がんになっても生きる」ことが普通になります。ただし、早期の
がんでは症状がほとんど出ないので、症状がないうちに定期的
に検査することが大事です。

まだ不治の病だと思ってる？
がんは不治の病ではありません 5年相対生存率

感染性要因

喫煙（能動）

飲酒

塩分摂取

過体重・肥満

果物摂取不足

間接喫煙

野菜摂取不足

運動不足

死亡数が多いがん（部位）

（全国がんセンター協議会 2007-2009年診断症例） 人口動態統計によるがん死亡データ（2017）

私たちの身体は毎日、細胞分裂によって生まれ変わっています。
細胞分裂の際に遺伝子のコピーミスが起きた細胞は、通常生きていけません。ところがまれ
に、死ぬことなく分裂を繰り返す細胞が現れることがあります。これが「がん細胞」です。がん細
胞は増え続け、やがて塊としての「がん」となり、ほかの臓器の機能を阻害するようになります。

がんは、カラダの細胞が分裂するときのコピーミスによって生じます

衛生環境が良くなってきて減少傾向にあるものの、細菌と
ウィルスは日本人の発がん要因の約2割を占めています。
ただし風邪と違い、病気自体が人から人に感染することは
ありません。

がんには細菌やウィルスへの感染が原因となるものがあります

１つのがん細胞が1cmくらいの大きさになるのには15～20年かかり
ますが、1cmから2cmになるのはたったの１年半と言われています。
がんを早期（1～2cmの大きさ）で発見するには、検診を1～2年ごとに
受ける必要があります。毎年のがん検診で早期発見・早期治療開始に
つなげましょう。

早期がんのうちに発見できる時間は限られています

だからがん検診

下表の5つのがん検診は、死亡リスクを下げるのに有効性があるとさ
れています。ムラタでは対象年齢の方は基本無料で受診できます
（事業所が実施する健康診断や家族健診等）。必ず受診しましょう！

日本では検診に向いている「がん検診」を
「5がん検診」とし、実施を推奨しています

症状がある場合は…
がん検診は、症状のない方のための検査です。
症状のある方には、それぞれの体の状態に応
じた適切な検査や治療が必要になります。
必ず医療機関を受診しましょう。 

少しの知識が 運命を変える?!

「要再検査」「要精密検査」と判断された際は、より詳しい検査を行い、
本当にがんやその他の異常があるのかを調べる必要があります。
症状がない、健康だからと放置していては、見つかるはずのがんを見
逃すことにもなります。また、「怖いから」と二次検査を受けない方が
いますが、がんは「見つかる」ことが怖いのではなく「知らないままに進
行する」ことが怖いのです。必ず二次検査を受けましょう。 

状況によっては診療科が異なる場合があります。検診を受けた医療機関や、 かかりつけ医にご相談ください。 

がん検診のメリットは　　　 早期発見・早期治療ができること！

コピーミス

● 胃がん
● 肝臓がん
● 子宮頸がん

ピロリ菌
肝炎ウィルス
ヒトパピローマウィルス（HPV）

がんのステージ分類

転移

リンパ節

筋肉層

上皮細胞

 全体 97.4 62.1
 胃 97.4 74.5
 大腸 97.6 76
 乳 100 93.5
 子宮頸部 92.3 74.8
 肺 81.8 42.7
 肝臓 59.6 35.3

全症例早期

胃がん検診

大腸がん検診

肺がん検診

乳がん検診

子宮頸がん検診

内科・消化器科

内科・呼吸器科

乳腺外科・外科

婦人科

がん検診の種類 診療科

胃がん検診

大腸がん検診

肺がん検診

乳がん検診

子宮頸がん検診

胃X線検査または胃内視鏡検査

便潜血検査

胸部X線検査（必要時、喀痰細胞診）

マンモグラフィ（女性）

細胞診、内診（女性）

がん検診の種類 検診方法 対象年齢※

50歳以上

40歳以上

20歳以上

※がんにかかる確率が高くなる年代から推奨されています。ムラタではより幅広い年代に対応しています。

ズバリ

1位

2位

3位

4位

5位

男性 女性 男女計

肺

胃

大腸

肝臓

膵臓

大腸

肺

膵臓

胃

乳房

肺

大腸

胃

膵臓

肝臓

がんって何？

がんと風邪の共通点?!

22.8
17.5

29.7
5.0
9.0
2.5

1.9
1.2
0.8
1.6

0.7
0.8

0.2
1.2

0.7
0.4
0.3
0.6

0.4

要因別 がんの発生に関与する割合（％） 男性 女性

どうして毎年受けないとダメなの？

「要精密検査」は放置しないで！

外因性
ホルモン使用

がんの広がり 粘膜の中

なし

筋肉層まで 筋肉層の外
他の臓器への
転移あり

ー

なし あり基本はなし
（見られることもある）

リンパ節転移

ステージ0 ステージ１ ステージ２ ステージ３ ステージ４

ステージ1までが早期がん
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正しい情報を知る

がんの治療は　本柱
がんの治療方法には「手術」「抗がん剤治療」「放射線治療」の3つがあります。がんの種類や状態によって異な
りますが、組み合わせて行うのが基本です。最近は入院期間が短くなり、通院で治療することが増えてきました。 

現時点で得られている科学的な根拠に基づいた最善の治療のことを「標準治療」と言います。
ほとんどの種類のがんにおいて、上記以外の治療方法（免疫療法や温熱療法、食事療法やサプリメントなど）は、科
学的に有効性が確認されていません。また、がんは放置することで治ることは決してありません。
マスメディアの情報や広告に惑わされることなく、賢い選択をすることが重要です。

聞いたことある？セカンドオピニオン
セカンドオピニオンとは、現在診療を受けている担当医とは別に、他の医師の
意見を聞くことです。担当医を替えたり、転院して治療を受けることではあり
ません。診断や治療方針などについて意見を聞くことで病気に対する理解を
深め、別の治療法など選択の幅が広がることで、より納得して治療に臨むこと
ができます。ただし病状や進行度によっては適さない場合もあるので、まずは
担当医に現在の病状と治療の必要性を確認するところから始めましょう。
ちなみにセカンドオピニオンに話を聞くのは保険診療にはなりません。
料金は1万円～5万円以上と様々です。

【標準治療】

がんになったら不安はつきもの。怪しい情報に惑わされず正しい情報を手に入れましょう。

肺がんの他、胃・食道・肝臓・咽頭など、がんの最大の原因はタバコです。タバコがなくなれば、男性のがんの3分の1がなくなると
言われます。タバコは周囲の人たちにも影響を及ぼします。本誌5ページにも関連記事を掲載しています。併せてご覧ください。

好きなものだけではなく、
様々な食品をバランスよく摂
ることが健康を保つ秘訣です。

まずは禁煙！

続いて食事！

毎日15分程度の軽い運動でもがん予防に役
立ちます。免疫力アップにも効果的。

そして運動も必要！

適正体重（身長ｍ×身長ｍ×22）を心がけましょう！

食事の
ポイント

がんを寄せつけない生活習慣

がんを早期に見つける「がん検診」は絶対に必要です。きちんと受診しましょう。（前ページ参照）
ただし、どんなに規則正しい生活を送っていても、がんになる可能性はあります。 村田製作所、村田製作所健康保険組合はがん対策推進企業アクションに参加しています。

がん検診の受診率向上に向けた取組みや、がんになっても働き続けられる環境づくりを推進していきます。

● がん診療連携拠点病院「がん相談支援センター」
　全国のがん診療連携拠点病院などに設置されている相談窓口。誰でも無料で利用できる。
● 国立がん研究センター がん対策情報センター
　「がん情報サービス」　https://ganjoho.jp/public/index.html　「がん情報サービスサポートセンター」　0570-02-3410（平日10-15時）
● 日本対がん協会
　https://www.jcancer.jp/　　「がん相談ホットライン」　03-3541-7830（祝日を除く毎日10-18時）
● がん研究会有明病院
　「がんに関するサポート・相談」　https://www.jfcr.or.jp/hospital/conference/cancer/
● がん情報サイト
　http://cancerinfo.tri-kobe.org/

① 野菜・果物をたっぷり摂る
② 肉食（動物性脂肪）はほどほどに
③ 熱々に注意

④ 塩分控えめ
⑤ 食べ過ぎない

がんの約6割は生活習慣の見直しによって予防が可能とされています。

手 術 放射線治療薬物療法

がんを外科的に切除します
薬物を使ってがん細胞の

増殖を抑えます
放射線照射により、がん細胞に
傷をつけて増殖を抑えます

（抗がん剤治療）

避けられないがんもあるが、注意していればリスクは必ず減ります！

オススメの献立 鮭のみそバターホイル焼き ホイル焼きで簡単に！たくさんの野菜も一緒にどうぞ。

作り方
キャベツ・玉ねぎは細切り、シメジはほぐしておく。
調味料★を混ぜる。
30×50cm程度のアルミホイルに油を薄く塗り、①をのせる。
その上に鮭を置き、②を塗りバターをのせる。　
アルミホイルをふんわりかぶせて、端はしっかり閉じる。
オーブントースターで15分焼き、アルミホイルの上部を開けてさらに5分焼く。
（フライパンの場合は中～弱火で20分焼く）

①
②
③
④
⑤
⑥　　　

材料
（2人分）

・ 生鮭 2切れ
・ キャベツ 1枚
・ 玉ねぎ 1/2個

・ シメジ 1/4株　
・ バター 10グラム
・ 油 少々

エネルギー：540kcal　塩分：3.7g　野菜量：180ｇ

みそ　　   大さじ1.5
酒・みりん・しょうゆ
　　　　　各小さじ1

★

鮭のみそバターホイル焼き

もやしとキュウリのサラダ

根菜ときのこの和風スープ

1日の野菜摂取量、目標は350g！

運動の
ポイント

① 1日1,000歩多く歩く
② 生活の中でからだを動かす
③ ながらエクササイズ

過度のストレスはからだの免疫力を低下させ、がんが発生しやすくなります。
よく眠り、よく笑って疲労やストレスを早めに解消しましょう。

心も健康に！ストレス解消 よく笑って
ストレス解消！！

飲酒量の多い人ほどがんにかかるリスクは
高くなります。

飲みすぎ厳禁！
1日当たりの
適正飲酒量

ビールなら…中びん1本
日本酒なら…1合
ワインなら…グラス2杯

1日の適正量を守り、週に2回は休肝日を設定しましょう。

毎日の習慣が

がん発症の

原因に！
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