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はじめに――日本人と大腸がん
　1981年以来、がんが日本人の死因の第1位を続けています。今
やその死亡者数は第2位の心疾患の約2倍にのぼり、死亡者の3人の
うち1人はがんがもとで亡くなっています。
　中でも死因として増えているのが男女とも大腸がんです。1965
年に大腸がんで亡くなった人は男性3265人、女性3335人でした
が、2010年には男性2万3921人、女性2万317人にのぼり、死
亡者数は半世紀で男性約7倍、女性は約6倍に膨れ上がりました。そ
の結果、2010年現在、男性のがん死亡者数の中で大腸がんは、肺
がん、胃がんに次いで第3位を占め、女性では2003年以来、第1位
を続けています。（数字は厚生労働省・人口動態統計による）
　かかった人の数は死亡者数の約2.5倍と推測されます。
　これまで欧米に多かった大腸がんが、日本でも増加した原因とし
ては、食生活の欧米化により、肉類など動物性脂肪の摂取が増えた
一方、繊維質の多い野菜の摂取が減ったことなどが挙げられます。
したがって食生活の改善のほか、飲酒量、喫煙、運動など日常生活
に気をつけることが大切です。
　大腸がんが他のがんと大きく違う点は、早期に発見して、早期に
治療すれば、ほぼ100%治ることです。また、早期に発見すれば治
療も軽くて済むことが多いのです。ただし大腸がんは、早期の段階
では症状がほとんどありません。早期発見のためには、検診が有効
な手立てです。大腸がんの発生が増加する40歳以上の方は年1回、
検診を受けることをお勧めします。
　大腸がんについて知識を深め、予防に役立てていただきたいと、
この冊子をまとめました。
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1 数字で見る大腸がん

◉主な死因別死亡数の割合
　2010年には全死亡者約119万7000人（男性約63万人、女性
約56万人）中、約35万3500人（男性約21万人、女性約14万
人）ががんによるもので、死亡者の3割を占めます。

◉年代別大腸がん死亡数
　男女とも50代半ばから増え始めます。死亡者数のピークは高齢化
社会を反映して、年々、年代が高くなっていて、2010年に男性は
70代後半、女性は80代後半がピークとなりました。
（人）

45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 75～79
（年齢層）
90～9480～84 85～89

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

329
652

975
1405

2631
3125

3693
4133 3938

2364

1416 1654
2142

2780

3410 3540

2404

859

258 464

男性 女性

厚生労働省・人口動態統計（2010年）より
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自殺 2.5％
不慮の事故 3.4％
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脳血管疾患10.3％ 厚生労働省・人口動態統計（2010年）より
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◉がん検診の受診状況
　早期発見に欠かせない検診ですが、日本は欧米に比べてがん検
診の受診率が低く、中でも大腸がん検診の低調さが目立ちます。
2010年に厚生労働省が行った国民生活基礎調査によると、大腸が
ん検診を受診した人の割合は、男性で27.4%、女性では22.6%。
前回の同じ調査（2007年）に比べて男女とも0.1%低くなっていま
す。また胃がんや乳がん、子宮がん検診よりも受診した人の割合が
低く、関心の薄いことがわかります。

参考になるホームページ
◆厚生労働省
　人口動態調査
　http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html

　国民生活基礎調査
　http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/20-21.html

　市区町村がん検診に関するホームページリンク集　都道府県一覧
　http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/link.html

◆東京都がん検診支援サイト「受けよう！がん検診」
　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/gan/

●男女とも40歳以上（子宮がん検診は20歳以上。入院者は除く）で過去1年間に受診した人の割合
厚生労働省・国民生活基礎調査（2010年）より
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大腸がんとはどんな病気？2

　大腸は小腸と肛門の間にある消化管で、小腸から消化吸収が済ん
だ液状の便が運ばれてきます。大腸では主に水分、脂肪酸の一部、
ナトリウム、カリウムなどを吸収し、残りが固形の大便となって肛
門に送られます。
　大腸の長さは1.5～2m。小腸側から結腸と直腸に分けられ、結腸
は右下腹部から盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸の順
に「？」マークのような形でおなかの中を一回りして、その先に長
さ約15cmの直腸が続きます。（右図のオレンジ色の文字の部分が大
腸です）
　大腸の壁は内側から順に、粘膜、粘膜下層などからなり、ほとん
どのがんは粘膜の細胞から発生します。発生には二つの経路がある
と考えられています。
　一つは、粘膜からキノコのように盛り上がった良性のポリープが
何らかの刺激を受けてがん化するものです。もう一つは、正常な粘膜
に何らかの刺激が加わりがんが発生するもので、形は平坦、または
くぼんでいます。日本人の場合、直腸とS状結腸ががんのできやすい
部位で、特に最近、S状結腸がんが増えています。この2カ所にでき
るがんが大腸がんの約7割を占めます。
　また「家族性大腸腺腫症」｢遺伝性非ポリポーシス性大腸がん」と
いう病気の場合、親から子への遺伝によって発生することがありま
す。特に家族性大腸腺腫症はがんの発生率が高く、ほとんど40歳代
までに発生するので、家族にこの病気にかかった人がいる場合は、
若いうちから検診を受けられることをお勧めします。
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[転移］
　粘膜に発生したがんは、その後、広がっていきます。最初に発生
したところ(原発巣

そう

)から違う場所に伝わって大きくなることを「転
移」といいます。大腸がんの広がり方は次のようなものがあります。

◉浸
しんじゅん

潤
　粘膜にできたがんは腸壁を破壊しながら大きくなり、やがて腸壁
を突き破って周囲の臓器に広がっていきます。

大腸の位置と部位の名称

口

食道

胃

横隔膜

直腸

S状結腸

十二指腸

小腸

虫垂

上行結腸

下行結腸

横行結腸

盲腸
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◉リンパ行
こう

性転移
　全身を巡るリンパ管にがん細胞が入り込み、リンパ液によって全身
にがん細胞が運ばれ、リンパ管の所々にあるリンパ節で増殖します。

◉血
けっこう

行性転移
　がん細胞が腸壁の中の静脈に入り、血液によって他の臓器に流れ
着いて成長します。

◉播
は

種
しゅ

性転移
　種が播

ま

かれるように転移すること。大きくなったがん細胞は腸壁を
破って腹膜内にばらまかれ、大きくなっておなか全体に広がります。

　がんの進み具合はステージ（進行度）で表します。①がんが大腸
の壁に入り込んだ深さ、②どの位置のリンパ節まで転移している
か、③他臓器への転移、の三つの組み合わせで決められています。
数字が大きいほど、がんが進行していることを示します。

０期 　がんが大腸壁の一番内側の粘膜の中にとどまっている
Ⅰ期　 がんが大腸壁内にとどまっている
Ⅱ期　 がんが大腸壁を破って外まで広がっている
Ⅲ期　 リンパ節転移がある
Ⅳ期　 血行性転移（肝臓や肺などへの転移）や腹膜播種がある
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　大腸がんは早期の段階では症状がほとんどありませんが、以下の
ような症状（サイン）が現れた場合は、大腸がんを疑って医療機関
で検査を受けましょう。

● 便に血や粘液が混じったり、下血したりする（痔
じ

と自己判断
しないこと）

●下
げ り

痢と便秘を繰り返す（便通異常）
●残便感がある
●腹部に膨満感がある
●腹痛がある
●肛門痛がある
●腹部にしこりがある
●腹
ふくめい

鳴（おなかが鳴ること）がある
●便が細くなった
●貧血症状が続く
●治りにくい痔がある

　次のような人も検診を受けることをお勧めします。

●10年以上、潰
かいよう

瘍性大腸炎にかかっている
●家族の中に大腸がんにかかった人がいる
●大腸ポリープが見つかったことがある

危険なサイン3
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　早期発見のために欠かせないのが検診です。大腸がんは初期には
症状がありません。少しでも自覚症状があれば進行がんの段階に
入っています。ですから早期発見には、症状がない段階で定期的に
検診を受けることが重要です。
　しかし日本は欧米に比べ、大腸がん検診の受診率が低いのが現状
です。
　受診しない理由としては「面倒」｢忙しくて時間がない」｢近くに
受診できる施設がない」などのほか、｢検診自体を知らない」｢苦痛
を伴いそうで不安」など認識不足もあります。
　そこで厚生労働省は2011年度から、働き盛りの世代を中心に影
響が大きい大腸がんに対する予防対策を強化推進し、死亡リスクの
大幅な軽減を図るため、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の人に
大腸がん検診無料クーポンの配布を始めました。

◉便潜血反応検査（2日法）
　一般的な集団検診で取り入れられている簡易な検査方法です。大
腸にがんやポリープ（キノコ状のはれもの）ができると、便が大腸
を通過する時に接触して出血し、便に血液が混じることがありま
す。受診者が自身で専用の検査容器を使って便の表面をこすって一
部を採り（11ページの図参照）、検診機関に提出し、便の中に潜む
血液中のヒトヘモグロビンの有無を調べてもらいます。2日間（2
回）採便することで、見逃しを防ぎます。
　この検査で「陽性（血が混じっている）」となっても、がんによ
る出血なのか、痔や良性のポリープなどからの出血なのか、判別でき

早期発見に大切な検診4
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ません。このような場合、大腸内視鏡検査、注腸造影検査などの精
密検査を必ず受けて下さい。

◉直腸指診検査
　ゴム手袋を装着した医師が肛門から直腸内に指を挿入して、がん
やポリープを探します。直腸がんの検診に有効です。

◉腫
しゅよう

瘍マーカー検査
　体のどこかにがんができると、がんに関連したたんぱく質などが
増えることがあり、血液検査で調べることができます。この物質を 
｢腫瘍マーカー（目印）」と呼びます。
　がんの発生臓器によって腫瘍マーカーの種類は異なります。血液
に試薬を加えて物質の量を測定し、基準値を超えた場合、がんの発
生や部位を推測する検査方法が臨床検査や人間ドックなどに取り入
れられています。ただし、腫瘍マーカーの数値だけでがんが発生し
ているかどうかは判断できません。

採便容器 表面をまんべんなくこすりとる
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　検診で異常が見つかった場合（陽性）は、たとえ症状がなくとも
必ず精密検査を受けましょう。

◉大腸内視鏡検査
　腸管洗浄液などを飲んで大腸内を空にし、肛門から大腸内視鏡を
入れて、医師がポリープやがんの有無を直接観察します。ポリープ
などの病変を見つけた場合は、その一部を切り取って病理学的検査
に回し、悪性か良性か判断することができます。

精密検査が必要と言われたら5

大
腸
内
視
鏡
検
査
風
景

内
視
鏡
が
と
ら
え
た
が
ん
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◉注腸造影検査
　腸管洗浄液などで大腸内を空にし、肛門からバリウムと空気を送
り込み、体の向きを変えながら腸壁の様子をX線カメラで写します。
がんの位置や大きさ、がんと周囲の臓器との位置関係を調べます。

　以上の検査でがんと診断された場合は、胸部X線検査や腹部超音波
検査、CT（コンピューター断層撮影）、MRI（磁気共鳴断層撮影）
などの検査を経て、より詳しく大腸がんと周囲の臓器との位置関係
やがん細胞の広がり、他臓器やリンパ節への転移の有無などを調
べ、治療方針を決めます。

注腸造影像に写ったがん（矢印の部分）
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　代表的な治療法について紹介します。

◉内視鏡治療
　大腸内視鏡を使って、ポリープや早期がんを切除します。主な方
法には、ポリペクトミーと内視鏡的粘膜切除術（EMR）があり、ポ
リープやがんの形に合わせて選びます。

【ポリペクトミー】
　大腸内視鏡の先端からスネアという金属製の輪を出して、ポリー
プの茎の部分に引っ掛け、スネアに高周波電流を流してポリープや
がんを焼き切り、切り取った部分は回収して組織検査に出します。
茎を持ったポリープの切除に適しています。

【内視鏡的粘膜切除術（EMR）】
　茎を持たない平坦、あるいはくぼんだ形の腫瘍に用います。粘膜
の下に生理食塩水などを注入して腫瘍を持ちあげてから、スネアに
よって腫瘍を焼き切り、組織検査を行います。

大腸がんと診断されたら――様々な治療法6

病変の観察 スネア掛け スネアを絞って通電する ポリープ切除後の状態
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◉手術治療
　がんが大きい場合や粘膜下層に入り込んでいて、内視鏡で取りき
れない場合は、開腹手術でがんができた腸管と周囲のリンパ節を切
除します。がんが周辺臓器に転移していた場合、その臓器も一緒に
切除します。腸管を切除後、残った腸管をつなぎ合わせます。

【腹
ふくくう

腔鏡
きょう

手術】
　炭酸ガスでおなかを膨らませ、腹部に小さな穴を数カ所開けて、
そこから腹腔鏡（カメラ）を入れてモニターに映し出されるおなか
の中の様子を観察しながら、別の穴から挿入した器具でがんの摘出
手術を行います。開腹手術に比べ、傷口が小さいため患者の負担が
少なく、回復も早く、早期の大腸がん手術に多く取り入れられてい
ます。しかし、開腹手術に比べて時間はかかります。

【人工肛門】
　直腸がんが肛門やその近くにでき
るなどしたために、肛門を切除した
場合は、肛門括約筋も失われ、排便
がコントロールできなくなります。
そこで、便の排出口（ストーマ）を
腹部につくります。これが人工肛門
です。便をストーマに取り付けた袋
などで受け止め、たまったら捨てま
す。適切に使用すれば、仕事やス
ポーツもでき、日常生活で制限を受
けることはありません。 人工肛門
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◉化学療法（抗がん剤治療）
  がん細胞に影響を与える薬を抗がん剤といい、細胞の発育を抑えた
り、死滅させたりする力を持っています。
　大腸がんの治療は手術による切除が効果的ですが、手術後の再発
予防、または手術でがんが取りきれなかった場合にがんを小さくす
るために、化学療法を取り入れることがあります。抗がん剤はがん
細胞だけでなく、正常な細胞にも影響を及ぼすことがあります。こ
のため、抗がん剤の種類や患者の状態によって違いますが、食欲不
振、吐き気、倦

けんたい

怠感、脱毛、味覚障害、口内炎、下痢など体で感じ
るもの以外にも、白血球や血小板の減少や肝機能・腎機能の障害な
どを伴うことがあります。
　従来の化学療法に加えて、近年、「分子標的薬」と呼ばれる薬も使
われています。がん細胞の持つ特定の分子の働きを抑えることで、
がんの増殖や転移を制御します。

◉放射線治療
　放射線を照射してがん細胞のDNA（遺伝子）にダメージを与える
ことにより、がんを小さくする治療です。
　大腸がんの場合、放射線治療の目的は大きく分けて二つありま
す。一つは、直腸がんの再発を抑止したり、人工肛門を回避したり
するために手術の前後に行う補助放射線療法です。もう一つは、再
発や転移した大腸がんの症状をやわらげることを目的とした緩和的
放射線療法です。

　大腸がんの場合、5年以上再発しなければ、完治したといえます。
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　長年の生活習慣を変えることは意外に難しいことです。自分の健
康は自分で守る、という気持ちで取り組みましょう。

■ 肉類や加工肉（ベーコン、ハム、ソーセージなど）などの動物性
脂肪をとり過ぎない

■食物繊維の多い野菜中心の食事を心がけ、水分を十分にとる
■バランスのよい食事を心がけ、肥満にならないよう気をつける
■規則正しい排便を心がける
■お酒はほどほどに
■タバコは吸わない
■適度な運動を毎日行う
■ストレスをためない

＊ 食物繊維は胃や小腸で消化されないまま大腸に届き、腸の働きを促し、
便秘を防ぐといわれています。また、食後の血糖値の急な上昇やコレス
テロールの吸収を防ぐ働きもあります。厚生労働省「日本人の食事摂
取基準」（2010年）には、食物繊維の望ましい摂取量は1日あたり男性
19g以上、女性17g以上とあります。

＊ アルコールは大腸がん、特に直腸がんの危険度を高めると言われていま
す。アメリカがん研究財団の「がん予防15カ条」には「アルコール飲
料は勧められない。飲むならば、男性は1日2杯以下、女性は1杯以下に
控える（1杯はビール250㍉リットル、ワイン100㍉リットル相当）」
とあります。 

生活習慣を見直して大腸がんを予防しましょう7
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8 相談窓口、参考図書とお勧めホームページ

 相談窓口
◎がん診療連携拠点病院（19～31ページ掲載）
　各都道府県に388病院（2012年3月31日現在）あり、各病院にはがん相
談室が設けられていて、がん専門看護師や社会福祉士などが無料で相談を受け
ています。

◎公益財団法人　日本対がん協会
　無料で電話相談、面接相談を実施しています。

 ＊ 電話代は相談者の負担になります。

■看護師・社会福祉士によるがん相談ホットライン
☎03－3562－7830
毎日（祝日・夏季・年末年始を除く）10:00～18:00  1人20分まで。
予約不要。匿名可。

■専門医によるがん無料「面接」「電話」相談
予約電話番号　☎03－3562－8015
毎週月～金曜日（祝日・年末年始を除く）10:00～17:00　事前予約制。
[面接相談] = 1人30分まで。日本対がん協会西銀座分室で（JR・地下鉄

有楽町駅、地下鉄銀座駅下車。首都高速下西銀座デパート1
階）。相談日の２週間前から予約受け付け。

[電話相談] = 1人20分まで。相談日の前週の月曜日から予約受け付け。
 ＊ また全国の道府県にある協会支部（32～33ページ掲載）の中には、相談

業務を行っているところもあります。

 参考になる図書
◎杉原健一・石黒めぐみ著
　『「大腸がん」と言われたら…』（保健同人社）
◎大腸癌研究会編
　『大腸癌治療ガイドラインの解説　2009年版』（金原出版）

 参考になるホームページ
◎大腸癌研究会
　http://www.jsccr.jp/
◎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 
　http://ganjoho.jp/public/index.html
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厚生労働科学研究（がん臨床研究）推進事業について

　厚生労働省が所管する「厚生労働科学研究（がん臨床研究）推進事
業」では、毎年度、がん医療に携わる全国の研究者から研究課題の
募集を行っています。平成23年度に採択された課題は計81件にの
ぼります。がん専門病院や大学などに所属する研究代表者81人のも
とに研究分担者を置き、全国の約900人の研究者が、がんの治療や
患者・家族のケアをめぐる様々な研究を進めています。
　本事業の中には
①研究成果等普及啓発
②がん医療水準均てん化推進
　の二つの事業があります。

　①の目的は、課題が採択された研究者が国の補助金で行った研究
成果を、医学的専門知識がない一般の人たちにわかりやすく伝え、
この分野への関心を深めてもらうことです。本冊子も①の目的に
沿って、多くの人に「大腸がん」というものへの理解を深め、活用
していただくために作りました。
　②は、課題が採択された研究者が、同じ分野の研究者や医療従事
者向けに開く研修会や、日本対がん協会が年１回開催するがん臨床
研究成果発表会（研究者向け）などを通して研究成果を広め、がん
医療水準の地域間格差をなくしていくこと（均てん化）を目指して
います。

　日本対がん協会のホームページ（http://www.jcancer.jp/）で事
業内容について紹介しています。
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日本対がん協会とは

　公益財団法人日本対がん協会は1958年、がんの早期発見や早期
治療、生活習慣の改善によって「がん撲滅」を目指そうという趣旨
で設立されました。
　活動は、がんに対する正しい知識の普及やがんの無料相談(面接、
電話)、がん検診の推進、医師や放射線技師・保健師・看護師らの研
修・育成、がん患者支援の24時間イベント「リレー・フォー・ラ
イフ」の全国各地での開催、乳がん検診啓発運動の「ピンクリボン
フェスティバル」など多岐にわたっています。
　また46道府県に支部があり、がん征圧運動を展開しています。こ
うした幅広い活動は、様々な団体や企業、個人からの支援によって
支えられています。
　厚生労働省のがん臨床研究推進事業では、がん臨床研究成果発表
会や全国の研究者の研修会・発表会を開催するほか、がんに関する
啓発冊子を発行して、全国のがん診療連携拠点病院などに配布して
います。冊子の申し込み・問い合わせは協会へ。

がん検診のすすめもっと知りたい乳がんがん相談のすすめ
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