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がんを知り がんを克服するために

滋賀県のがん罹患とがん死亡　全国との比較

滋賀県立成人病センター　
　疾病・介護予防推進室
　TEL.077-582-5031　内線 4113

お問い
合わせ先

がん登録のデータは県のホームページ
「地域がん登録（滋賀県全がん患者登録管
理事業）」に掲載しています。

http://www.pref.shiga.lg.jp/e/kenko-t/
　 gan/20150122_tiikigan.html

がん情報しが

がん対策やがん予防の研究に活用するため、がんの患者数や罹患率、
生存率などのデータを把握する「がん登録」を行っています。

滋賀県は、罹患率・死亡率共に全国よりも低いことがわかります。男性の罹患率は、女性の約1.5倍です。
男女共、罹患率は年々高くなっていますが、死亡率は徐々に下がっています。

年齢調整罹患率・年齢調整死亡率（人口10万対 ※１）（上皮内がんを除く※２）

部位別年齢調整罹患率（人口10万対）（上皮内がんを除く）

※１  罹患率や死亡率を他地域と比較したり年次推移
を観察する場合に、その人口構成が影響します。
高齢者の多い地域では、罹患率および死亡率は
高くなります。そこで、モデル人口を用いて調
整し、人口10万あたり何人が「がん」と診断さ
れたかを示す「年齢調整罹患率」および「年齢
調整死亡率」を用いて適正な比較ができるよう
にしています。

※2 「上皮内がん」とは、がんが粘膜の表層にとどま
り、他の臓器に浸潤・転移する可能性のないもの
です。がんの統計では、これを含める場合と、除
外する場合があります。

滋賀県のがんに関する情報を集めたがん情報ポータルサイ
ト「がん情報しが」から、関連の情報を発信しています。
がん登録統計もご参照いただけます。

開催日 時　間 テーマ 講　師

 4月18日（火） 13：30～14：30 紫外線について 宮地　良樹　総長

 5月24日（水） ※14：30～15：30 糖尿病　最近の話題
疾病・介護予防推進室長・
糖尿病・内分泌内科

山本　泰三 科長

 6月20日（火） 13：30～14：30 正しいお薬の飲み方 薬剤部
山田　智晴 主査

 7月18日（火） 13：30～14：30 乳がんと乳がん検診 乳腺外科
辻　和香子 医長

 8月22日（火） 13：30～14：30 家庭でできる口腔ケア 歯科口腔外科
平松　亜衣 歯科衛生士

 9月12日（火） 13：30～14：30 動脈硬化の早期発見から
突然死の予防まで

副院長・循環器内科
池口　滋 主任部長

10月17日（火） 13：30～14：30 脳卒中の予防と脳ドック 脳神経外科
北条　雅人 科長

11月21日（火） 13：30～14：30 認知症について
－早期発見と治療の役割について－

神経内科
長谷川　浩史 科長

12月19日（火） 13：30～14：30 からだを動かして元気に！ リハビリテーション科
弘部　重信 主任技師長

 1月24日（水） ※14：30～15：10 体重管理について考えよう 栄養指導部
木村　薫 主任主査

 2月16日（金） 13：30～14：30 網膜の病気を理解しよう 眼科
　山名　隆幸 科長

 3月20日（火） 13：30～14：30 関節を若々しく保つ 副院長・整形外科
川那辺　圭一 科長

平成29年度

会 場 ： 成人病センター　研究所　講堂
【申込不要】【参加費無料】【駐車場無料】

どなたでもご参加いただけます。　
ご自身・ご家族の健康に
ぜひお役立てください。

滋賀県健康づくりキャラクター
　「しがのハグ＆クミ」

【お問い合わせ先】
滋賀県立成人病センター　疾病・介護予防推進室

開催予定



がんの進行度別にみた5年生存率  
（全国がん（成人病）センター協議会2004年－2007年診断例） 
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ヒトの遺伝情報はＡ、Ｃ、Ｇ、Ｔの4文字が60億文字並んでいる

健康教室だより
～28年度第12回(29.3.17 実施)より～

「遺伝子からみた病気の予防」
講師：研究所　木下　和生 専門研究員

健康教室だより
～28年度第11回(29.2.17 実施)より～

がんで亡くなる人は年齢とともに増え、高齢
になるにつれがん以外でなくなる人が増加

がんは早期であれば治る可能性が高い。

病気は予防が大切。
早く見つけて最適な治療を受ける。がん相談支援センターを活用する。

がんにかかりにくくする方法

がんは遺伝子の異常によ
って発生し、無秩序に増殖
して、長い年月をかけて個
体に障害をおよぼします。

「がんのリスクを減らすために今できること」
講師：疾病・介護予防推進室　水田　和彦 室長

・がんは急にできるわけではありません。
・がんは進行しない限り無症状です。
・ がんの半分近くは予防できる可能性が

あります。

　　がん相談窓口のご案内
　滋賀県立成人病センター　がん相談支援センター
　（新館1階 12患者サポートセンターラウンジ内）

　電話：０７７－５８２－８１４１（直通）

　遺伝子は、細胞の中にある体をつくる設計図のようなもの
で、Ａ（アデニン）、Ｃ（シトシン）、Ｇ（グアニン）、Ｔ（チ
ミン）の4種類で記されています。　　　　　　　
　ヒトの遺伝子情報は、この4種類の文字が、60億文字一直
線に並んでいて、そのデータ量は､
書籍にすると30万ページ以上にな
る膨大な遺伝情報が書き込まれて
います。
　また、「ゲノム」とはすべての遺
伝情報のことをいい、そこからさ
まざまな情報がわかります。

◆がんと遺伝子
・ 高齢になるほど遺伝子に傷が蓄積していくため、がんに　  

なるのは遺伝と関係なくある程度避けられない。
・ 若年性（35歳～40歳以下）のがんは遺伝要因が比較的強

い。

◆遺伝性腫瘍症候群
・遺伝子の変異が原因となって発生する病気　（下記は一例）

◆遺伝子研究の現状
○目指すもの
　・ 膨大なゲノムデータを機械学習（コンピュータに

データを取り込み解析）することによって病気の発
生を予測する方法を見つける。

　・ 個人に適した予防法を提供し、健康で長生きできる
社会の実現。

○研究を進める上で考えておくべき課題
　・ 個人のゲノム情報（究極のマイナンバー）をどのよ

うに管理するか？
　・ 病気の可能性をどう伝えるか？
　・ 子孫のゲノムを変える権限があるのか？　　　など

がんは遺伝するものとしないものがある

病気が遺伝子検査で予防できる時代は間近。
でも、今も昔も健康には 食事 ・ 運動 ・ 規則正しい生活！

臓　器 検査法

食道、胃、小腸、大腸 内視鏡検査
（組織検査）

肝臓、膵臓、胆のう 腹部CT検査
（組織検査）

肺 胸部CT、気管支鏡
検査（組織検査）

乳房 マンモグラフィ、
エコー、組織検査

子宮頚部、
子宮体部、卵巣

婦人科診察、
組織検査

前立腺、膀胱 泌尿器科診察、
組織検査

早く見つけるには？
《がんの診断法》

喫　煙 たばこは吸わない。
他人のたばこの煙をできるだけ避ける。

飲　酒 飲むなら、節度のある飲酒をする。

食　事
食事は偏らずバランスよくとる。
＊塩蔵食品、食塩の摂取は最小限にする。
＊野菜や果物不足にならない。
＊飲食物を熱い状態でとらない。

身体活動 日常生活を活動的に過ごす。
体　形 成人期での体重を適正な範囲に維持する。

感　染 肝炎ウイルス感染検査と適切な措置を。
機会があればピロリ菌検査を。

生活習慣とがん（リスクを下げる）
《日本人のためのがん予防法》

※ 科学的根拠に基づく発がん性・がん予防効果の評価とがん予防ガイド
ライン提言に関する研究

（国立がん研究センター2015年12月10日改訂版）

・がんに関するご質問・ご相談ができます。
・ 成人病センターにかかっていなくても、無料で誰でもご利用いただけます。
・ 県内のがん診療連携拠点病院等にも相談窓口があります。詳しくは「がん情報

しが」をご覧ください。

◆がん情報サービス
国立がん研究センターが開設している、がんの最新情報を紹介しているサイト。

（http://ganjoho.jp/public/index.html）

●参考情報●
（ゲノムについてわかりやすく紹介されたテレビ番組の紹介）
NHK Eテレ　スーパープレゼンテーション

「ゲノム研究最前線」　リカルド・サバティーニ
（2017年2月23日放送）

ヒトのゲノムが印刷された書物を持ちこみ膨大な量を披露した
りするなど、ゲノムについてわかりやすく解説。

デザイナーベビー
・ 遺伝子操作をして、身長、知能などを親の好

みに合わせて、子どもの遺伝子を変えること。
・ ゲノム編集技術（クリスパー）の登場により、

実現可能になったが、今のところ、実現に踏
み切った例はなし

ハリウッド女優
　アンジェリーナ・ジョリーさんの場合
・ 母親が49歳で乳がんと卵巣がんを発症、母方祖母も

卵巣がん、叔母も乳がんで死亡。
・本人の遺伝子検査でBRCA1遺伝子の異常が見つかる。
→2013年に両側乳房、2015年に卵巣・卵管を摘出 ○遺伝性乳がん卵巣がん症候群

・ 遺伝性のがんの１つで、 BRCA1またはBRCA2遺伝子の変異
を持っている人（300～800に1人）は、一般人に比べ、6
～12倍 乳がんになりやすく、8～12倍 卵巣がん になりや
すい。

 ・日本人一般の発症確率は乳がん9%、卵巣がん１％

　遺伝子検査で病気が予防できる時代は間近にせまっていま
すが、遺伝子情報をどう取り扱うかについて、個人としても
社会としても考えておく必要があります。

    また、遺伝子研究はまだわかっていないことも多く、現時
点では病気の予防のために健康な乳房の切除をする等は慎重
に進めましょう。
 
　ヒトのゲノムは99.8％同じ！　
　万人共通の予防法があるはずです。
　これからの遺伝子研究に期待しましょう。

　江戸時代、貝原益軒は「養生訓」という健康指南書に、
健康の秘訣は「食事」「運動」「規則正しい生活」と
書いています。
　これらは現代にも通じ
るものであり、今後、病
気が遺伝子検査で予防
できる時代がきたとして
も、変わらないものです。

遺伝子検査の注意点
 ・ 遺伝子情報を調べるということは、兄弟や子ども

にも影響がおよぶもの。
・ 事前に遺伝カウンセリングを受けることが必要。

病　名 主な腫瘍 関係する遺伝子
リンチ症候群 大腸がん MSH2、MLH1

遺伝性乳がん・
卵巣がん症候群

乳がん、
卵巣がん BRCA1、BRCA2

リー・フラウメニ
症候群 骨軟部肉腫 TP53

◆がん情報しが
滋賀県のホームページ内にある、滋賀県のがんに関する情報を集めた、
がん情報ポータルサイト（http://www.pref.shiga.lg.jp/ganjoho/）

●ゲノムでわかる情報
　・性別
　・身長
　・体重
　・皮膚の色
　・目の色
　・病気のなりやすさ

※ がんは大きさやほかの臓器への広がりによって
四つの進行度に分けて考えます。数字が大きく
なるにつれてがんが進行している状態です。 
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感　染 肝炎ウイルス感染検査と適切な措置を。
機会があればピロリ菌検査を。

生活習慣とがん（リスクを下げる）
《日本人のためのがん予防法》

※ 科学的根拠に基づく発がん性・がん予防効果の評価とがん予防ガイド
ライン提言に関する研究

（国立がん研究センター2015年12月10日改訂版）

・がんに関するご質問・ご相談ができます。
・ 成人病センターにかかっていなくても、無料で誰でもご利用いただけます。
・ 県内のがん診療連携拠点病院等にも相談窓口があります。詳しくは「がん情報

しが」をご覧ください。

◆がん情報サービス
国立がん研究センターが開設している、がんの最新情報を紹介しているサイト。

（http://ganjoho.jp/public/index.html）

●参考情報●
（ゲノムについてわかりやすく紹介されたテレビ番組の紹介）
NHK Eテレ　スーパープレゼンテーション

「ゲノム研究最前線」　リカルド・サバティーニ
（2017年2月23日放送）

ヒトのゲノムが印刷された書物を持ちこみ膨大な量を披露した
りするなど、ゲノムについてわかりやすく解説。

デザイナーベビー
・ 遺伝子操作をして、身長、知能などを親の好

みに合わせて、子どもの遺伝子を変えること。
・ ゲノム編集技術（クリスパー）の登場により、

実現可能になったが、今のところ、実現に踏
み切った例はなし

ハリウッド女優
　アンジェリーナ・ジョリーさんの場合
・ 母親が49歳で乳がんと卵巣がんを発症、母方祖母も

卵巣がん、叔母も乳がんで死亡。
・本人の遺伝子検査でBRCA1遺伝子の異常が見つかる。
→2013年に両側乳房、2015年に卵巣・卵管を摘出 ○遺伝性乳がん卵巣がん症候群

・ 遺伝性のがんの１つで、 BRCA1またはBRCA2遺伝子の変異
を持っている人（300～800に1人）は、一般人に比べ、6
～12倍 乳がんになりやすく、8～12倍 卵巣がん になりや
すい。

 ・日本人一般の発症確率は乳がん9%、卵巣がん１％

　遺伝子検査で病気が予防できる時代は間近にせまっていま
すが、遺伝子情報をどう取り扱うかについて、個人としても
社会としても考えておく必要があります。

    また、遺伝子研究はまだわかっていないことも多く、現時
点では病気の予防のために健康な乳房の切除をする等は慎重
に進めましょう。
 
　ヒトのゲノムは99.8％同じ！　
　万人共通の予防法があるはずです。
　これからの遺伝子研究に期待しましょう。

　江戸時代、貝原益軒は「養生訓」という健康指南書に、
健康の秘訣は「食事」「運動」「規則正しい生活」と
書いています。
　これらは現代にも通じ
るものであり、今後、病
気が遺伝子検査で予防
できる時代がきたとして
も、変わらないものです。

遺伝子検査の注意点
 ・ 遺伝子情報を調べるということは、兄弟や子ども

にも影響がおよぶもの。
・ 事前に遺伝カウンセリングを受けることが必要。

病　名 主な腫瘍 関係する遺伝子
リンチ症候群 大腸がん MSH2、MLH1

遺伝性乳がん・
卵巣がん症候群

乳がん、
卵巣がん BRCA1、BRCA2

リー・フラウメニ
症候群 骨軟部肉腫 TP53

◆がん情報しが
滋賀県のホームページ内にある、滋賀県のがんに関する情報を集めた、
がん情報ポータルサイト（http://www.pref.shiga.lg.jp/ganjoho/）

●ゲノムでわかる情報
　・性別
　・身長
　・体重
　・皮膚の色
　・目の色
　・病気のなりやすさ

※ がんは大きさやほかの臓器への広がりによって
四つの進行度に分けて考えます。数字が大きく
なるにつれてがんが進行している状態です。 
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疾病予防ナビ
滋賀県立成人病センター

「疾病予防・健康づくり」広報誌

滋賀県立成人病センター 疾病・介護予防推進室
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がんを知り がんを克服するために

滋賀県のがん罹患とがん死亡　全国との比較

滋賀県立成人病センター　
　疾病・介護予防推進室
　TEL.077-582-5031　内線 4113

お問い
合わせ先

がん登録のデータは県のホームページ
「地域がん登録（滋賀県全がん患者登録管
理事業）」に掲載しています。

http://www.pref.shiga.lg.jp/e/kenko-t/
　 gan/20150122_tiikigan.html

がん情報しが

がん対策やがん予防の研究に活用するため、がんの患者数や罹患率、
生存率などのデータを把握する「がん登録」を行っています。

滋賀県は、罹患率・死亡率共に全国よりも低いことがわかります。男性の罹患率は、女性の約1.5倍です。
男女共、罹患率は年々高くなっていますが、死亡率は徐々に下がっています。

年齢調整罹患率・年齢調整死亡率（人口10万対 ※１）（上皮内がんを除く※２）

部位別年齢調整罹患率（人口10万対）（上皮内がんを除く）

※１  罹患率や死亡率を他地域と比較したり年次推移
を観察する場合に、その人口構成が影響します。
高齢者の多い地域では、罹患率および死亡率は
高くなります。そこで、モデル人口を用いて調
整し、人口10万あたり何人が「がん」と診断さ
れたかを示す「年齢調整罹患率」および「年齢
調整死亡率」を用いて適正な比較ができるよう
にしています。

※2 「上皮内がん」とは、がんが粘膜の表層にとどま
り、他の臓器に浸潤・転移する可能性のないもの
です。がんの統計では、これを含める場合と、除
外する場合があります。

滋賀県のがんに関する情報を集めたがん情報ポータルサイ
ト「がん情報しが」から、関連の情報を発信しています。
がん登録統計もご参照いただけます。

開催日 時　間 テーマ 講　師

 4月18日（火） 13：30～14：30 紫外線について 宮地　良樹　総長

 5月24日（水） ※14：30～15：30 糖尿病　最近の話題
疾病・介護予防推進室長・
糖尿病・内分泌内科

山本　泰三 科長

 6月20日（火） 13：30～14：30 正しいお薬の飲み方 薬剤部
山田　智晴 主査

 7月18日（火） 13：30～14：30 乳がんと乳がん検診 乳腺外科
辻　和香子 医長

 8月22日（火） 13：30～14：30 家庭でできる口腔ケア 歯科口腔外科
平松　亜衣 歯科衛生士

 9月12日（火） 13：30～14：30 動脈硬化の早期発見から
突然死の予防まで

副院長・循環器内科
池口　滋 主任部長

10月17日（火） 13：30～14：30 脳卒中の予防と脳ドック 脳神経外科
北条　雅人 科長

11月21日（火） 13：30～14：30 認知症について
－早期発見と治療の役割について－

神経内科
長谷川　浩史 科長

12月19日（火） 13：30～14：30 からだを動かして元気に！ リハビリテーション科
弘部　重信 主任技師長

 1月24日（水） ※14：30～15：10 体重管理について考えよう 栄養指導部
木村　薫 主任主査

 2月16日（金） 13：30～14：30 網膜の病気を理解しよう 眼科
　山名　隆幸 科長

 3月20日（火） 13：30～14：30 関節を若々しく保つ 副院長・整形外科
川那辺　圭一 科長

平成29年度

会 場 ： 成人病センター　研究所　講堂
【申込不要】【参加費無料】【駐車場無料】

どなたでもご参加いただけます。　
ご自身・ご家族の健康に
ぜひお役立てください。

滋賀県健康づくりキャラクター
　「しがのハグ＆クミ」

【お問い合わせ先】
滋賀県立成人病センター　疾病・介護予防推進室

開催予定


