
このマークは目の不自由な方のための「音声コード」です。

がん検診の記録
検診の受診記録を記入し、ご活用ください。

胃がん受診した年

年

年

年

年

年

受診日

結　果

受診日

結　果

受診日

結　果

受診日

結　果

受診日

結　果

肺がん 乳がん大腸
がん

子宮頸
がん

詳細版

命の守り方、教えます。

受けよう！
がん検診

東京都のがん検診ポータルサイト

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/gan/

とうきょう健康ステーション

本パンフレットは、発行日現在の厚生労働省
「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づいて作成しています。

モシカモくん

令和２(2020）年２月発行
東京都福祉保健局保健政策部
健康推進課成人保健担当
東京都新宿区西新宿二丁目 8番 1 号
電話 03(5320)4363
登録番号 (31)353

受けよう！がん検診

編集
発行

東京都
がん検診啓発
キャラクター

19



でも大丈夫！
がんは早期発見すれば　　　　以上が治ります。※
※ ここでいう「治る」とは、診断時からの５年生存率です。

早期にがんを見つけるために
がん検診を継続して受けてください

01 がんのウソ・ホント
Q

A

がんなんて他人事？
いまや2人に1人ががんになる時代です

Q

A

症状が出てから病院に行けばいい？

検診を申し込む

検診を受診

要精密検査

精密検査を受診

がん発見

治療

異常なし

精密検査不要

次回も検診を受けましょう

区市町村の検診 職場での検診

人間ドック
連絡先は

17-18ページ参照

区市町村と連携している医療機関
区市町村の保健センターなど

がんの疑いあり

詳細は各職場にご確認下さい。

がん検診の流れ

ほとんどの場合、早期のうちは
自覚症状がありません！

がんは、1977 年以来、都民
の死因の第1位です。
また、日本人が生涯でがんに
なる確率は、男女ともに 50％
前後 * で、およそ2人に1人が
がんになる計算です。

「健康には自信があるから平気。」「異常が出たら病院に行け
ば大丈夫。」そう思っていると、手遅れになるかもしれません。

とりあえず1回受ければ一安心…は間違い！
定期的に受けてこそ、十分な効果が得られます。胃がん、
乳がん、子宮頸がん検診は 2年に1回、肺がん、大腸がん
検診は毎年の受診が推奨されています。

*（公財）がん研究振興財団
　「がんの統計’18」累積がん罹患・
　死亡リスク（年齢階級別罹患リスク） 男女計 約 11.3万人

出典:東京都福祉保健局「人口動態統計」

主要死因別
死亡者数

（東京都 2017年）

悪性新生物（がん）

心疾患

脳血管疾患老衰

その他

29%
40%

15%
8%8%

90％

出典：（公財）がん研究振興財団「がんの統計’18」

がんと診断されてから5年後の生存率

進行がん

早期がん ステージⅠ

ステージⅡ

ステージⅢ

ステージⅣ

91.9%

82.9%

53.8%

22.2%

02 がん検診のすすめ

「要精密検査」といわれたら
早期発見のチャンス！
実際にがんであるとは
限りません。
怖がらず、必ず精密検査を
受けましょう。

アリ ナシ

がんの疑いなし
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区市町村のがん検診、実はお得です！
国の推奨するがん検診

多くのがんを見つけられる検診が必ずしもよい検診、とい
うわけではありません。がん検診にはメリット（利益）の
みならず、デメリット（不利益）もあります 。 国が推奨す
る検診は、受診間隔や対象年齢を守って定期的に受診す
れば、死亡の可能性が減少するといったがん検診のメリッ
トが、デメリットを上回ることが科学的に証明されている
ものです。（３ページ参照 )
区市町村の検診以外を受けるときも、その検診のメリット・
デメリットを知った上で受診することをおすすめします 。

①がん検診ではがんが100％見つかるわけではありません。
　どんなに優れた検査でも「絶対」はあり得ません。やむを得ず
がんを見逃してしまうことがあります(偽陰性 )。
②結果的に不要な治療や検査を招くことがあります。
　がんでないのに「がんの疑い」と判定されてしまったり(偽陽性)、
健康や生命に影響しない微小ながんを見つけてしまうこと(過剰
診断 )により、余分な精密検査を受けることなどによる身体的・
心理的な負担がかかってしまうことがあります。
③偶発症のリスクがあります。
　例えば内視鏡検査において、胃や腸に穴が開くなどの事故がご
くまれに発生します。

検診費用の一部または全額を区市町村が負
担しているため、安く受けることができます。

A がんで死亡する可能性を減らせること
が科学的に証明された検診だからです。

※自己負担額は、区市町村や検診内容によって異なります。

出典：国立がん研究センターがん対策情報センター「がん登録・統計」

例 検査費用 10,000円
区市町村
7,000円

自己負担
3,000円

がん検診のデメリット

（区市町村の検診）

種類 検査方法 推奨間隔 対象年齢

胃がん検診

肺がん検診

大腸がん
検診

乳がん検診

子宮頸
がん検診

胃部エックス線検査

質問（問診）
胸部エックス線検査
喀痰細胞診　　　　　　　（50歳以上で
喫煙指数600以上の方）

2年に1回 50歳以上

2年に1回 40歳以上
（女性）

2年に1回 20歳以上
（女性）

年に1回 40歳以上

問診
便潜血検査

問診、視診、内診
細胞診

問診
マンモグラフィ
（乳房エックス線検査）

年に1回 40歳以上

胃内視鏡検査

問
診 いずれか

男女計
約37万人

38%

肺がん（74,120）

大腸がん（５０,６８１）

胃がん（45,226）肝臓がん（27,114）

その他(１４１,９６９)

20%

14%

12%
9%7%

症状のある方は検診を受けるのではなく
すぐに医療機関を受診してください！注意

がんで亡くなった人の数 （全国 2017年）

膵臓がん（34,224）

Q なぜこの5つのがん検診が推奨されるの？
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03 各検診の内容
胃がん検診

血液検査によって、胃がんの原因となるヘリコバクター
ピロリ菌の感染の有無と、胃粘膜の萎縮の程度を調べ
ることで、胃がんになりやすいか否かを判定するもの
です。がんそのものを見つけるための検査ではないの
で、胃がんリスク検査を受けるだけで安心せず、胃部エッ
クス線検査か胃内視鏡検査を定期的に受けてください。

Q

A

「胃がんリスク検査（ABC検査）」とは？

内容

対象年齢

問診 / 胃部エックス線検査または
胃内視鏡検査

50歳以上

胃がんは、胃の粘膜にできるがんで、罹患数、がんによる
死亡原因ともに上位に位置しています。
早期に発見できれば、胃を取らずにがんを治療すること
ができますが、早期のうちは自覚症状がほとんどないた
め、検診を定期的に受診することが重要です。

受診間隔

胃がんとは？

検査内容

最もかかりやすいがん

胃部エックス線検査は、
バリウムを飲んで行う
検査です。

2年に1回

飲む量はコップ一杯（150cc）程度です。

※罹患とは、がんと診断されることを言います。

検査内容
内視鏡検査（胃カメラ）による
胃がん検診もあります。
のどの奥を麻酔するための薬を
飲んでから、鼻や口から内視鏡
を挿入し、胃の中を直接観察し
ます。胃の中の小さな病変を見
つけることが可能です。

により精密検査を行います。

もし「要精密検査」に
なったら…

最初に胃部エックス線検査を受けた場合

胃内視鏡検査

最初に胃内視鏡検査を受けた場合

胃生検

胃内視鏡検査の再検査

胃の細胞を採取し、病変が疑われた部位を
直接観察します。

※胃がん検診として胃部エックス線検査を実施しているか、胃内視鏡検査を実施
　しているか、またその両方を実施しているかは、区市町村によって異なります。
　詳細はお住まいの区市町村にお問い合わせください。

りかん

りかん

い  せい  けん
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肺がん検診
内容

対象年齢

質問（問診）/ 胸部エックス線検査
喀痰細胞診※

40歳以上
受診間隔 1年に1回

肺がんとは？
死亡数がいちばん多いがん
肺がんは男女ともに、東京都のがん死亡数の第１位です。

非喫煙者も安心は禁物
肺がんの最大の危険因子は喫煙です。ただし、たばこが
原因とはいえない肺がんもあり、非喫煙者であっても注意
が必要です。
特に肺の奥にできるがんは、咳やたんなどの症状が出にく
く、発見が遅れやすいので、検診を定期的に受診すること
が不可欠です。

検査内容

ご存知ですか？COPD

胸部エックス線検査とは、

撮影したフィルムは、2人の医師
が別々に確認し、肺がんの影が
写っていないかどうか調べます。

もし「要精密検査」になったら…

胸部 CT 検査
CTスキャナーと呼ばれる検査装置で、肺を撮影し詳しく調べます。

気管支鏡検査
気管支鏡と呼ばれる内視鏡を口や鼻から挿入し、病変が疑われた
部位を直接観察します。

※50歳以上で喫煙指数
　600以上の方

※検診機関等により
　前後します。
※５分とは、レントゲン
　検査にかかる時間
　です。

検査はたったの5分！

検査内容
喀痰（かくたん）細胞診は、
たんを調べるだけの手軽な検査。
50 歳以上で喫煙指数（1日あた
りの喫煙本数 × 喫煙年数）が
600以上の方に実施します。
3日間、起床時にたんを採り、た
んにがん細胞が混じっていないか
顕微鏡で観察して調べます。

注意
精密検査の代わりにもう一度喀痰細胞診
を受診することは不適切です！
必ず胸部 CT 検査や気管支鏡検査を受け
てください。

コ　ラ　ム

長引くせき・たん・息切れなどの症状、「年齢のせい」「風
邪の治りが悪いだけ」などと思い込んでいませんか？もし
かしたら、COPD（慢性閉塞性肺疾患）という肺の病気
かもしれません。
COPD になると、肺胞という組織が破壊され、酸素がう
まくとりこめなくなってしまいます。また、気管支が炎症
を起こし、慢性的なせきやたんが長く続きます。
思い当たる症状がある方は、まずは医療機関を受診しま
しょう。

レントゲンのこと。
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大腸がんとは？
40歳から増え始める
がん
大腸がんは、良性のポリープや
腸内の粘膜から発生するがん。
「結腸がん」と「直腸がん」の
２つがあります。
早期の大腸がんは自覚症状がないことが多いため検診を
定期的に受診することが重要です。

検査内容

便をこすって採取するだけ、
自宅でできる簡単な検査です。
便ががんやポリープなどの表面と接触することによって付
着した、目に見えない出血の有無を調べます。２日間便
を採取するだけの簡単な検査です。

もし「要精密検査」に
なったら…

全大腸内視鏡検査
大腸すべてを内視鏡で直接観察します。

検査内容
検便は別の便から2回とる方
法が一般的ですが、同じ日で
も別の便から採取するのであ
れば構いません。

注意
精密検査の代わりにもう一度便潜血検査
を受診することは不適切です！
必ず内視鏡検査を受けてください。

大腸がん検診
内容

対象年齢

問診
便潜血検査（免疫便潜血検査2日法）

40歳以上
受診間隔 1年に1回

※S状結腸内視鏡検査（直腸と S 状結腸を内視鏡で直接観察します。）と注腸
　エックス線検査（大腸内にバリウムを注入し、レントゲン撮影します。）で行う時
　もあります。

便秘や腹痛、肛門出血のように気になる症
状がある場合は、検診を待たずに医療機関
を受診してください。また、便潜血検査の結
果が陽性で、検診結果が「要精密検査」で
あった場合も、「痔のせい」だと自己判断を
せず、必ず内視鏡検査を受診してください。

Q

A

肛門から出血があるが、これは痔のせい？

大
腸
が
ん

結
腸
が
ん

直
腸
が
ん

表面をこすって便を
取るだけ、簡単！

事前に検診機関などから
問診表と検査容器が
送られてきます。

09 10



2年に1回

検査内容
「おっぱいのレントゲン」
マンモグラフィ
左右の乳房を片方ずつ挟み、圧迫して撮影します。医師
の触診だけでは発見できない、小さなしこりを診断するこ
とができる検査法です。

もし「要精密検査」になったら…

穿刺（せんし）吸引細胞診、針生検

超音波（エコー）検査

マンモグラフィの追加撮影

細い注射針を刺して細胞や組織を採取し、調べます。

上記を組み合わせて乳がんの有無を調べます。

はりせいけん

乳がんとは？
働き世代の女性に多いがん
乳がんは、乳管（母乳の通り道となる管）や小葉（母乳
を作る場所）にできるがんです。乳がんになる人は 30 歳
代から増え、50歳代までの働き世代の人にも多く、４０～
５０歳代の女性のがん死亡原因のトップです。早期の乳が
んは自覚症状がないことが多いため、検診を定期的に受
診することが重要です。

身体の表面に近い部分に発生する乳がんは、自分でも発
見できる可能性があります。日頃から自己触診の習慣をつ
けましょう※。

鏡に向かい次の姿勢を取り、乳房の変化をチェック

注意
自己触診で発見できないがんもある
ので、検診を定期的に受けることも
忘れないでください。

乳がん検診
内容

対象者

問診
マンモグラフィ（乳房エックス線検査）

40歳以上の女性
受診間隔

※自己触診は乳房の張りの少ない月経終了後に行いましょう。
　閉経後など月経の無い方は、日にちを決めて行いましょう。

乳房を平らにして撮影するため、痛みを感じることがあ
ります。乳房が張りやすい月経前を避け、月経終了後
の比較的張りの少ない時期に受けるとよいでしょう。

Q

A

マンモグラフィは痛い？

月１回の自己触診でセルフチェックを！

視 診 …目でチェック…

触 診 …触ってチェック…

両腕を高く上げる
両腕をまっすぐに下ろす
両腕を腰にあてる

1
2
3

3～4本の指をそろえ10円玉大の「の」の字を書く
特に乳房の外側上部に注意
脇の下をチェック

1
2
3

乳首を軽くつまんで、血液などの異常な分泌物がないかチェック4

□ひきつれ　□くぼみ　□ただれ
こんな症状はありませんか？

□乳房のしこり　□脇の下のしこり　□乳首からの分泌物
こんな症状はありませんか？

※仰向けに寝た姿勢や、お風呂に入った時に石けんのついた手で
　触るとしこりがわかりやすくなります。
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もし「要精密検査」になったら…

コルポスコープ下の組織診
コルポスコープという拡大鏡で子宮頸部を観察した上、
病変が疑われる組織を採取してがんがないか調べます。

HPV 検査
子宮頸がんの原因となる HPVウイルスの有無を調べます。

子宮頸がんとは？
若い女性に急増中のがん！
子宮頸がんは、20 代後半から増加する女性特有のがん
です。子宮の入口近く（子宮頸部）にできます。
子宮頸がんは早期のうちはほとんど無症状で、進行する
につれて、月経以外の出血（不正出血）や、性交時の出血、
おりものの変化、腰痛、
腹痛などが現れるよう
になります。検診を定
期的に受診し、気にな
る症状がある場合は、
医療機関を受診してく
ださい。

検査内容

2年に1回

子宮頸がん検診　　
内容

対象者

問診 / 視診 / 内診
細胞診

20歳以上の女性
受診間隔

20歳から受けるべき検査です！
専用のブラシを用いて子宮頸部の細胞をこすって採取し、
顕微鏡で調べる「細胞診」を行います。

主に性交渉により感染するHPVが原因
子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス（HPV）
は、一度でも性交渉の経験があれば感染している可能性
がある、ごくありふれたウイルスです。
HPV の感染は一時的で症状もないことがほとんどです
が、一部の人で感染が継続し、長時間を経てがんにいた
ることがあります。感染から発症までは数年～数１０年
かかり、早期には自覚症状がないため、定期的に検診を
受診することが重要です。

専用のブラシを用いて
子宮頸部の細胞を
こすって採取します。

体
部

頸
部

卵巣 卵巣

※ 月経中は避けて受診してください。
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たばこは肺がんだけでなく、胃
がんや子宮頸がんなど、多くの
がんのリスクを高めます。

最近の研究により、がんのリスクを高める生活習慣が明らかになってきました。以下の生活習慣に気を付けてがんを予防しましょう。

04 がんを予防するための生活習慣

あなたの生活習慣をチェック！
1 喫煙者の方は、卒煙を考えましょう！

2 お酒はほどほどに

＊2 東京都福祉保健局「東京都健康推進プラン２１（第二次）中間評価報告書」
＊3 厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準２０１３」
＊4 国立がん研究センター「日本人のためのがん予防法」

肥満や痩せすぎは、がん全体のリスクを高める可能性が
あるとの報告があります。
特に女性の乳がん（閉経後）は、肥満がリスクとなるこ
とが確実であるとの研究結果があります 。

4 肥満や痩せすぎはがんの元

5 食塩の摂り過ぎに注意

B 型・C 型肝炎ウイルスは、肝臓がんの主な原因です。
一生に一度は肝炎ウイルス検査を受けることをおすすめし
ます。肝炎ウイルス検査は各区市町村や都保健所で実施
しています。詳しくは下記ウェブサイトをご参照ください。

6 肝炎ウイルス検査を受けましょう

お酒を飲む場合、1日あたりの純アルコール摂取量が、男
性は40g以上、女性は20g以上の飲酒を続けていると、
様々な健康問題のリスクが高まると言われています。

3 運動不足を感じていませんか？

「1日に 8,000 歩以上」を目安に、
日常的に歩くことを習慣にしましょ
う（18～64歳の男女の場合） 。
運動などによる身体活動は、大腸が
んなどのリスクを下げることが分
かっています。階段の昇降や掃除な
どから始めましょう。

また、過度な飲酒はがん全体のリスクを上げることが確
実であるとの研究結果があります。

例えば、ビール中瓶１本、日本酒１合程度には、
約２０g の純アルコールが含まれます。

例えば、たばこを吸う人が
肺がんで死亡する危険性は、吸わない人と比べると
男性で約4.8倍、女性で約3.9倍です。

例えば、ラーメン 1 杯のスープには約5～6g
汁物 1杯で約 2g の食塩が含まれています。

とうきょう健康ステーション
肝炎ウイルス検診を受けましょう

出典
参考
資料

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/etc/kanen/index.html

肝炎ウイルス検診を受けましょう

*2

*4

*1

*3

食塩摂取量は、1日あたり8g 以下
を目指しましょう。　 例えば酢や
香辛料などを料理に取り入れ、味
を補えば美味しく減塩できます。
食塩摂取量が多いと、胃がんのリス
クが高くなることが分かっています。

*2

＊１ 文部科学省「がん教育推進のための教材（平成29年6月一部改訂）」
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インターネットをご利用の方

電話をご利用の方

受けよう！がん検診

05 区市町村のがん検診情報
東京都のがん検診ポータルサイト「受けよう！がん検診」から、各区市町村が行うがん検診のページにアクセスできます。

下記のお住まいの区市町村の担当部署に
お問い合わせください。

各区市町村のがん検診ページへのリンク集はこちら
httpｓ://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp /kensui/gan/contact/index.html

（代表）
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