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自己検診自己検診ののタタイイミミンンググ自己検診のタイミング

自己検診自己検診のの方法方法自己検診の方法

　新型コロナウイルス感染症の流行が収まりを見せておりません。当センターは、日本人間ドック学会等が定める「健康
診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について」のマニュアルに基づき、感染防止に取り組んでいます。
　ご不便をおかけする部分もあるかと思いますが、感染拡大を防ぎ、受診する皆様の安全を確保するためにも、ご協力
をお願い致します。
　また、感染防止に注力してまいりますので、安心して健診を受診していただければと思います。

　乳がん検診には、マンモグラフィ検査や乳腺超音波検査があり、これらの
検査は1，2年ごとの実施となっています。
　乳がんは、早期発見し、早期に治療すれば、治癒率がとても高いがんです。
また、他のがんと違い、自分で乳房を触って気付くことができます。
　ぜひ、月に一度は、自己検診することをおすすめします。 

　月経のある場合は、月経が始まって５～７日目が最も適しています。この
時期は、月経前の乳房の張りがおさまり、乳房が柔らかく安定しています。
　閉経後の人や子宮手術後の人は、毎月日にちを決めて行ってみましょう。
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新型コロナウイルス感染症対策を実施しています

写真左：玄関入り口消毒液　写真中央：待合ホール

写真右：採血室

乳がんの早期発見のために自己検診をやってみましょう！　

もしも、気になることがあったなら、ためらわず専門医（外科の外来）の
診察を受けるようにしましょう。

鏡の前で

触り方

自然な状態で立ち、両方の乳房の形を見ます。
□ 左右の乳房の形の変化
□ ひきつれやくぼみの有無
□ 赤く腫れたところはないか 
□ 乳頭のただれはないかなどの変化がないかを、
　 腕を上げたり下げたりして様々な角度から見て
 　みましょう。

□ 背中に枕を当ててあおむけに寝てみましょう。
　 片方の腕を上げて、乳房の外側から内側に触ってみます。
　 脇の下にも触れ、しこりがないかどうかを調べてみます。

□ 最後に、乳首から分泌(特に血液状分泌物)が出ないかも確認してみましょう。

●人差し指、中指、くすり指、
小指の4本をそろえて、乳房
の外側から内側へ全体をく
まなく調べます。指の腹で
平たく軽く押すように触る
ことが大切です。

触
れ
て
チ
ェ
ッ
ク

見
て
チ
ェ
ッ
ク



～39歳 40代 50代 60代 70代 80代盲腸がん

横行結腸がん
オウコウケッチョウ

下行結腸がん
カコウケッチョウ

上行結腸がん
ジョウコウケッチョウ

S状結腸がん
エスジョウケッチョウ

直腸がん 肛門

11％ 5％

9％

6％

35％

34％

 大腸がんが増加し死亡率も上昇しています食生活の欧米化、
社会の高齢化が原因 早期発見が課題

気になる症状はありませんか

大腸内視鏡検査
（精密検査）

当センター大腸がん検診（便潜血反応検査）

・小腸に近い盲腸・上行結腸・横行結腸などの奥の方から出血
した場合、肛門までの距離が長いため、排便までの間にヘモ
グロビンが分解され「陰性」になってしまうことがあります。

・大腸がんからの出血は多い時もあれば、ほとんど出血してい
ない時もあり、いつも出血しているとは限りません。そのた
め時期により便潜血反応が「陰性」にも「陽性」にもなるこ
とがあります。

部位別がん罹患数

大腸がん
女性：２位

男性：3位

部位別がん死亡率

大腸がん
女性：1位

男性：3位

青森県の大腸がん死亡率

１４年連続　ワースト１位

・下血
・血便　　
・貧血　　
・便秘
・下痢　　
・腹痛
・排便異常
・腹部膨満感
・おう吐

厚生労働省　国立がん研究センターがん対策情報センター

2018年度　検査数47,731　大腸がん60人

血便を痔からの
出血と思いこみ
大腸がんの発見が
遅れることがあります

症状があるときは
医療機関を受診して
下さい

症状あり 検診で要精密検査

医療機関で検査予約

前日に食事制限や前準備で
腸の中をきれいに洗い流す

肛門から内視鏡を入れ
大腸の内側を直接見て検査

ポリープなどを切り取り
細胞検査で良性か悪性かを判定

年代別精検受診率 進行度別受診歴の比較

精検受診率
平均　66.0%

未受診の理由は？

仕事が忙しく病院に
行く時間がない

前から痔があったので
出血はそのせいだと思う

検診を長い間受けていない人
陽性を長い間放置していた人
から進行がんがみつかりました

便潜血反応が「陽性」になったら
症状が無くても早めに医療機関で
精密検査を受けましょう

次回の検診で要精検に
なったら行きます

介護をしているため
行けない

優先すべきことは何かを考えてみましょう

40代・50代の方は検診も精密検査も進んで
受けて大腸がんを早期発見しましょう

ステージ０　　15人
（早期がん）40代　1人

50代　4人
60代　3人
70代　5人
80代　2人

男性　10人
女性　  5人

検診歴

毎年
9人

初回
4人

隔年
2人

精検状況

陽性回は毎回精検受診 2人

陽性初回で精検受診 13人

ステージⅢ・Ⅳ　4人

60代　2人
70代　2人

男性　３人
女性　１人

検診歴

毎年
3人

16年
ぶり
1人

精検状況

連続陽性２年目で精検受診

連続陽性４年目で精検受診

連続陽性11年目で精検受診

陽性初回で精検（肺転移）

男女とも働き盛りの年代で低値

94.0
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（大腸癌研究会・大腸癌全国登録2000～2004年症例）

大腸がん ５年生存率

がんが粘膜内にとどまる

がんが固有筋層にとどまる

がんが固有筋層の外まで浸潤している

リンパ節転移がある

血行性転移（肝転移、肺転移）または腹膜播種がある
ふくまく は しゅ

0期
Ⅰ期
Ⅱ期
Ⅲ期
Ⅳ期

粘膜

粘膜下層

固有筋層

漿膜下層

漿膜

しょう まく

・早期大腸がんは、あまり症状がでません。自覚症状がなくても40歳からは毎年
大腸がん検診を受けることが大切です。

・大腸がんは早期発見・早期治療ができれば90％以上が治り、身体的にも経済的
にも軽い負担ですみます。

・ステージ(病期)は深達度、リンパ節転移
遠隔転移の有無によって決まります。

・ステージ０・Ⅰといった初期の段階では
90％以上の生存率です。
　手術による治療で高い確率で治ること
を意味しています。

・ステージがⅡ・Ⅲ・Ⅳと進むほど、５年
生存率は低くなっています。

早期発見！

大腸がんで亡くなる人を減らしましょう

５年生存率が100％に近いほど
生命を救えるがんです

腸癌研究会編
「患者さんのための大腸癌治療ガイドライン 2014年版」より

便潜血反応が「陰性」でもがんが無いとは限りません

直腸がん・S状結腸がんが多く
放っておくと転移することも
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