
新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅷ）

国立がん研究センター社会と健康研究センター長
津　金　昌一郎

（聞き手　大西　真）

健康寿命の延伸に向けた取り組み

　大西　津金先生、「健康寿命の延伸
に向けた取り組み」というテーマでう
かがいたいと思います。
　まず最初に、がん予防と健康寿命延
伸との関係について、教えていただけ
ますでしょうか。
　津金　がん予防（１次予防）は生活
習慣と関係があります。がんを予防す
るための生活習慣の改善というのは、
例えば循環器疾患や呼吸器疾患など結
局いろいろな病気と共通しているとい
う側面があります。がんの予防という
ものをあえて意図して生活習慣改善に
取り組むと、結果としていろいろほか
の病気の予防につながり、特にがん予
防と健康寿命の延伸ということを言っ
ているわけです。
　大西　全国調査のデータなど、様々
な統計データがありますね。
　津金　がんの統計でいえば、例えば
今、日本人の３人に１人はがんが原因
で亡くなっているといわれています。
これは今の日本人が、少子高齢化とい
う人口構成の中で、がんで亡くなるの

が1/3を占めるということになるので
す。
　ただ、がんというのは、罹患も死亡
も年齢依存性があって、高齢になれば
なるほどなりやすくなり、その結果と
してがんで亡くなる確率が高まるとい
う側面があって、例えば40歳までにが
んになる人は男性の１％ぐらいで、女
性も２％ぐらい。女性は子宮頸がんと
か乳がんとか、若いときになるがんが
あるので、若いときも少し高いのです
けれども、ただ、その後、どんどんな
る確率が高まって、生涯では２人に１
人はがんと診断されるというのが現状
だということです。
　死亡に関しても、がんで死亡するの
は、50歳までは１％ぐらいの確率です。
それが年齢とともに高くなって、今は
男性は４人に１人ががんで亡くなるだ
ろう。２人に１人ががんになって、そ
のうちの２人に１人ががんで亡くなる。
女性においては２人に１人ががんにな
り、そのうちの３人に１人、トータル
では６人に１人が亡くなるということ

で、がんは極めて年齢依存性が高いの
です。その結果として、日本人は今、
がんで亡くなる方、がんになる方が増
えている。
　ただ、年齢構成が昔も今も同じだと
仮定すると、実は男性のがんの死亡率
は1990年代ぐらいまで少し増加傾向だ
ったのですけれども、今は減少傾向に
ある。女性に関しては、戦後、1960年
ぐらいから一貫して減少傾向にあるの
です。さらに、75歳未満に限ってみる
と、男女ともに、戦後、横ばいから減
少傾向にあって、決してがんになりや
すい環境になっているというわけでは

ないのです。
　大西　２人に１人とかというと、ち
ょっとびっくりする高い値ですけれど
も、加齢とかなり関係があるというこ
とですね。
　津金　そうですね。ただ、がんが死
因になるというのは、20代などでは１
割ぐらいなのです。それがやはり年齢
とともに高くなって、男性では65～69
歳の47％ががんが死因になる。女性に
おいては55～59歳が最大で、58％です。
ところが、それ以降はがんが死因にな
る割合は低下してきて、100歳以上に
なると１割もないのです（図）。がん

各年齢までの累積がん罹患・死亡リスク（％）
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新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅷ）

国立がん研究センター社会と健康研究センター長
津　金　昌一郎

（聞き手　大西　真）

健康寿命の延伸に向けた取り組み

　大西　津金先生、「健康寿命の延伸
に向けた取り組み」というテーマでう
かがいたいと思います。
　まず最初に、がん予防と健康寿命延
伸との関係について、教えていただけ
ますでしょうか。
　津金　がん予防（１次予防）は生活
習慣と関係があります。がんを予防す
るための生活習慣の改善というのは、
例えば循環器疾患や呼吸器疾患など結
局いろいろな病気と共通しているとい
う側面があります。がんの予防という
ものをあえて意図して生活習慣改善に
取り組むと、結果としていろいろほか
の病気の予防につながり、特にがん予
防と健康寿命の延伸ということを言っ
ているわけです。
　大西　全国調査のデータなど、様々
な統計データがありますね。
　津金　がんの統計でいえば、例えば
今、日本人の３人に１人はがんが原因
で亡くなっているといわれています。
これは今の日本人が、少子高齢化とい
う人口構成の中で、がんで亡くなるの

が1/3を占めるということになるので
す。
　ただ、がんというのは、罹患も死亡
も年齢依存性があって、高齢になれば
なるほどなりやすくなり、その結果と
してがんで亡くなる確率が高まるとい
う側面があって、例えば40歳までにが
んになる人は男性の１％ぐらいで、女
性も２％ぐらい。女性は子宮頸がんと
か乳がんとか、若いときになるがんが
あるので、若いときも少し高いのです
けれども、ただ、その後、どんどんな
る確率が高まって、生涯では２人に１
人はがんと診断されるというのが現状
だということです。
　死亡に関しても、がんで死亡するの
は、50歳までは１％ぐらいの確率です。
それが年齢とともに高くなって、今は
男性は４人に１人ががんで亡くなるだ
ろう。２人に１人ががんになって、そ
のうちの２人に１人ががんで亡くなる。
女性においては２人に１人ががんにな
り、そのうちの３人に１人、トータル
では６人に１人が亡くなるということ

で、がんは極めて年齢依存性が高いの
です。その結果として、日本人は今、
がんで亡くなる方、がんになる方が増
えている。
　ただ、年齢構成が昔も今も同じだと
仮定すると、実は男性のがんの死亡率
は1990年代ぐらいまで少し増加傾向だ
ったのですけれども、今は減少傾向に
ある。女性に関しては、戦後、1960年
ぐらいから一貫して減少傾向にあるの
です。さらに、75歳未満に限ってみる
と、男女ともに、戦後、横ばいから減
少傾向にあって、決してがんになりや
すい環境になっているというわけでは

ないのです。
　大西　２人に１人とかというと、ち
ょっとびっくりする高い値ですけれど
も、加齢とかなり関係があるというこ
とですね。
　津金　そうですね。ただ、がんが死
因になるというのは、20代などでは１
割ぐらいなのです。それがやはり年齢
とともに高くなって、男性では65～69
歳の47％ががんが死因になる。女性に
おいては55～59歳が最大で、58％です。
ところが、それ以降はがんが死因にな
る割合は低下してきて、100歳以上に
なると１割もないのです（図）。がん

各年齢までの累積がん罹患・死亡リスク（％）
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の死亡率がずっと高くなるという事実
は変わらないのですけれども、高齢に
なってくると、ほかの病気で死ぬ確率
がそれ以上に高まってくるという側面
があります。
　ただ、がんの重要なところは、働き
盛りの人や、家庭的にも重要な方が亡
くなる場合の大きな原因になっている
という側面があるのです。ところが、
高齢になってくると、がんの死亡率は
そのまま増えるのですが、ほかの病気
の影響が大きくなって、認知機能が低
下したりとか、脳卒中になって介護が

必要になったり、がんというものの相
対的な比重は低下するのです。
　ただ、働き盛りの死因としては非常
に重要なので、まずがんにならないよ
う心掛ける。がんになったとしても、
早期発見して治す。不幸にもがんにな
った場合は、最善の治療をして延命し
ていくことが重要だと考えます。
　大西　日本人のがんの原因とがんの
予防法、この辺がけっこう重要な点だ
と思いますが、そのあたりを教えてい
ただけますでしょうか。
　津金　がんが予防できるということ

は、例えば胃がんが減っているとか、
大腸がんが増えているとか、そういう
時代的な推移があったり、日本人は胃
がんが多かったのが、アメリカに移住
すると胃がんが少なくなるとか、大腸
がんが増えるとかいうのがあるわけで
す。それから、一卵性双生児は遺伝子

配列は100％一緒だけれども、必ずし
も同じがんにならないということで、
環境的な要因が大きくて、がんは予防
できるということがわかってきていま
す。
　どういう人ががんになりやすいのか、
なりにくいのかという、いわゆる疫学

がん年齢調整死亡率の年次推移：全がん がんの実態：年齢階級別主要死因の割合（2012年）

「がんの統計 ＇16」（公益財団法人がん研究振興財団）

（厚生労働省人口動態統計）

男性：戦後の増加傾向から1990年代後半より減少傾向 
女性：戦後一貫して減少傾向
75歳未満に限ると、男女とも1960年代から減少傾向

ドクターサロン62巻３月号（2 . 2018） （213）  5352 （212） ドクターサロン62巻３月号（2 . 2018）

1803本文.indd   52-53 2018/02/14   15:41



の死亡率がずっと高くなるという事実
は変わらないのですけれども、高齢に
なってくると、ほかの病気で死ぬ確率
がそれ以上に高まってくるという側面
があります。
　ただ、がんの重要なところは、働き
盛りの人や、家庭的にも重要な方が亡
くなる場合の大きな原因になっている
という側面があるのです。ところが、
高齢になってくると、がんの死亡率は
そのまま増えるのですが、ほかの病気
の影響が大きくなって、認知機能が低
下したりとか、脳卒中になって介護が

必要になったり、がんというものの相
対的な比重は低下するのです。
　ただ、働き盛りの死因としては非常
に重要なので、まずがんにならないよ
う心掛ける。がんになったとしても、
早期発見して治す。不幸にもがんにな
った場合は、最善の治療をして延命し
ていくことが重要だと考えます。
　大西　日本人のがんの原因とがんの
予防法、この辺がけっこう重要な点だ
と思いますが、そのあたりを教えてい
ただけますでしょうか。
　津金　がんが予防できるということ

は、例えば胃がんが減っているとか、
大腸がんが増えているとか、そういう
時代的な推移があったり、日本人は胃
がんが多かったのが、アメリカに移住
すると胃がんが少なくなるとか、大腸
がんが増えるとかいうのがあるわけで
す。それから、一卵性双生児は遺伝子

配列は100％一緒だけれども、必ずし
も同じがんにならないということで、
環境的な要因が大きくて、がんは予防
できるということがわかってきていま
す。
　どういう人ががんになりやすいのか、
なりにくいのかという、いわゆる疫学

がん年齢調整死亡率の年次推移：全がん がんの実態：年齢階級別主要死因の割合（2012年）

「がんの統計 ＇16」（公益財団法人がん研究振興財団）

（厚生労働省人口動態統計）

男性：戦後の増加傾向から1990年代後半より減少傾向 
女性：戦後一貫して減少傾向
75歳未満に限ると、男女とも1960年代から減少傾向
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研究がたくさん行われていて、日本人
のがんの原因がだんだん明らかになっ
ています。現在、男性においては日本
人のがんの最大の原因はたばこです。
自分の喫煙が約３割ですけれども、受
動喫煙も0.2％を占める。次は感染に関
するがんが多い。
　大西　肝炎ウイルスとか。
　津金　肝炎ウイルス、ヘリコバクタ
ーピロリ菌、ヒトパピローマウイルス、
あるいはヒトT細胞性白血病ウイルス、
こういうものが男性では２番目の原因
です。
　３番目は飲酒です。これが９％ぐら
いを占める。
　それから、塩分とか、野菜、果物の
摂取不足とか、そういう食事の要因と
か、それから肥満ですね。ただ、日本
人は食生活がいいとか、日本人は欧米
などに比べて、それほど太っている人
は多くはない。そういうことで、がん
の原因の割合としては必ずしも大きく
はないのです。
　一方、日本人の女性においては最大
の原因は感染が一番多くて、だいたい
18％。特にヒトパピローマウイルスの
子宮頸がんが加わってきます。たばこ
が続いて女性でも５％。これはなぜか
というと、日本の女性は喫煙者が少な
い。その結果として、がん自体も少な
いし、がんの原因である割合も小さい
ということです。それから、女性の場
合は受動喫煙が原因であることが非常

に多いです。
　それから、飲酒とか、先ほど言った
食生活とか肥満というものが続きます
けれども、それほど割合としては大き
くはない。
　大西　肥満の反対に、やせもよくな
いということを聞くのですけれども。
　津金　やはりやせ、すなわち栄養状
態が悪いというのは、免疫力などの問
題にもかかわってくるので、栄養をち
ゃんと取って、ある程度太っていると
いうか、太り過ぎてはもちろんいけな
いのですけれども、やせて栄養状態が
悪いということは決して好ましい状態
ではないということになります。
　大西　飲酒も適度ならいいというこ
とですか。
　津金　がんに関しては、飲めば飲む
ほどリスクは高まるだろうと考えられ
ていますが、脳梗塞や心筋梗塞に対す
る予防効果があるので、適度な飲酒に
関してはよいのではないかといわれて
います。
　大西　先ほど食事のことが出ました
が、食生活の変化もけっこう関係ある
のでしょうか。
　津金　やはりバランスよく、いろい
ろなものを食べる。肉も、魚も、野菜
も、果物も。そういう食生活が大事だ
ということが実際データ的にも示され
ています。実は欧米型というのも、あ
る程度適度な欧米型のことで、日本の
昔の食事、つまり米と漬物と味噌汁と

日本人のためのがんの予防法

─現状において日本人に推奨できる科学的根拠に基づく予防法─

喫煙 たばこは吸わない。他人のたばこの煙を避ける。
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取る。

＊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取らない。

身体活動 日常生活を活動的に。
体形 適正な範囲に。
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。
（http://ganjoho.jp/public/pre_scr/prevention/evidence.ht_basedml）

日本人のがんの原因＊

＊過剰相対リスクとリスクの保有割合から推計される。
※ 棒グラフ中の項目「全体」は、他の項目の合計の数値ではなく、２つ以上の生活習慣
が複合して原因となる「がんの罹患」も含めた数値です。

（Inoue. M. et al.：Ann Oncol. 2012；23（5）：1362-9より作成）
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研究がたくさん行われていて、日本人
のがんの原因がだんだん明らかになっ
ています。現在、男性においては日本
人のがんの最大の原因はたばこです。
自分の喫煙が約３割ですけれども、受
動喫煙も0.2％を占める。次は感染に関
するがんが多い。
　大西　肝炎ウイルスとか。
　津金　肝炎ウイルス、ヘリコバクタ
ーピロリ菌、ヒトパピローマウイルス、
あるいはヒトT細胞性白血病ウイルス、
こういうものが男性では２番目の原因
です。
　３番目は飲酒です。これが９％ぐら
いを占める。
　それから、塩分とか、野菜、果物の
摂取不足とか、そういう食事の要因と
か、それから肥満ですね。ただ、日本
人は食生活がいいとか、日本人は欧米
などに比べて、それほど太っている人
は多くはない。そういうことで、がん
の原因の割合としては必ずしも大きく
はないのです。
　一方、日本人の女性においては最大
の原因は感染が一番多くて、だいたい
18％。特にヒトパピローマウイルスの
子宮頸がんが加わってきます。たばこ
が続いて女性でも５％。これはなぜか
というと、日本の女性は喫煙者が少な
い。その結果として、がん自体も少な
いし、がんの原因である割合も小さい
ということです。それから、女性の場
合は受動喫煙が原因であることが非常

に多いです。
　それから、飲酒とか、先ほど言った
食生活とか肥満というものが続きます
けれども、それほど割合としては大き
くはない。
　大西　肥満の反対に、やせもよくな
いということを聞くのですけれども。
　津金　やはりやせ、すなわち栄養状
態が悪いというのは、免疫力などの問
題にもかかわってくるので、栄養をち
ゃんと取って、ある程度太っていると
いうか、太り過ぎてはもちろんいけな
いのですけれども、やせて栄養状態が
悪いということは決して好ましい状態
ではないということになります。
　大西　飲酒も適度ならいいというこ
とですか。
　津金　がんに関しては、飲めば飲む
ほどリスクは高まるだろうと考えられ
ていますが、脳梗塞や心筋梗塞に対す
る予防効果があるので、適度な飲酒に
関してはよいのではないかといわれて
います。
　大西　先ほど食事のことが出ました
が、食生活の変化もけっこう関係ある
のでしょうか。
　津金　やはりバランスよく、いろい
ろなものを食べる。肉も、魚も、野菜
も、果物も。そういう食生活が大事だ
ということが実際データ的にも示され
ています。実は欧米型というのも、あ
る程度適度な欧米型のことで、日本の
昔の食事、つまり米と漬物と味噌汁と

日本人のためのがんの予防法

─現状において日本人に推奨できる科学的根拠に基づく予防法─

喫煙 たばこは吸わない。他人のたばこの煙を避ける。
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取る。

＊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取らない。

身体活動 日常生活を活動的に。
体形 適正な範囲に。
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。
（http://ganjoho.jp/public/pre_scr/prevention/evidence.ht_basedml）

日本人のがんの原因＊

＊過剰相対リスクとリスクの保有割合から推計される。
※ 棒グラフ中の項目「全体」は、他の項目の合計の数値ではなく、２つ以上の生活習慣
が複合して原因となる「がんの罹患」も含めた数値です。

（Inoue. M. et al.：Ann Oncol. 2012；23（5）：1362-9より作成）
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メザシとか、そういう伝統的な食事は
決していいわけではないのです。
　大西　塩分も多いですしね。
　津金　はい。そこに大豆や野菜、そ
ういういろいろなものを食べて、魚を
食べるという健康的な食生活に、プラ
スアルファとして肉とか乳製品が加わ
ってきて、ある程度脂肪も取れて、カ
ルシウムとか、そういうものも取れる。
そういう要素も必要だということがわ
かってきています。
　大西　最後に、がん予防における課
題がありましたら教えていただけます
でしょうか。
　津金　がんの原因がわかってきてい
るので、今言った喫煙、過剰飲酒、偏
った食生活、身体活動量不足、やせ・
肥満、これらを改善することでがんの
多くは予防できるということはわかっ

ているのです。ただ、例えば日本人の
いまだに男性においては喫煙者が多く
いるとか、そういう現状がある。それ
から、受動喫煙に暴露されている人も
たくさんいる。
　大西　問題になってきていますね。
　津金　エビデンス・プラクティス・
ギャップといわれるもので、エビデン
スはわかっているのだけれども、なか
なか実践ができていないという側面が
あるので、そこをもうちょっと正して
いくということが大事です。そのため
には環境整備というか、例えば屋内で
の喫煙を禁止する法律や、たばこを値
上げする、運動しやすい環境をつくる
など、そういう環境整備も重要だろう
と思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

５つの健康習慣を実践することでがんになるリスクが低くなる

５つの生活習慣に起因する死亡者数（2007年に対する推計値）

（Sasazuki. S. et al.：Prev. Med., 2012；54（2）：112-6より作成）

（Ikeda N, et al. PlosMed 2012；9（1）：e1001160.）
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