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信頼すべきデータによると、中国では毎年新発の癌患者数は約 312 万人、癌が原因で死亡する人は 200 万

人を超えている。 記者半月間のインタビューにより、昨今我が国の癌患者が『若年化』と『老齢化』の両

極分化の流れにあることが判った。 肺がんや乳がん、大腸癌などの症状には明らかに上昇傾向が見られ

る。 人々の生活水準が大幅に改善している中でなぜ、癌の死亡率が驚くほどに増加しているのか？ 

 

6分に 1人ががんと診断 

 「全体的に人口の老齢化が加速している中で、我が国のがん患者には『若年化』と『老齢化』の両極化が

併存している」。 中国医学科学院腫瘤（以下『腫瘍』）医院のオフィスで、全国腫瘍予防治療研究会弁公室

の陳万青副主任は語った。 計画出産政策と平均寿命の上昇という二面の影響を受け、我が国のがん患者

グループの年齢分布は、他の国家とは異なる特徴があるというのだ 

2013年初めに発表された、全国腫瘍登録センターの『2012中国腫瘍登録年報』最新版では、中国では毎

年新発のがん患者数は 312 万人、がんによる死亡者数は 200 万人を超えているが、これは、1 分に 6 人が

がんと診断されたことになる。 現在、全国におけるがん発症は極めて憂慮すべき状態であり、発症率と

死亡率は継続的な上昇傾向にある。 

中国疾病予防管理センターの楊巧煥元副主任は、次の数十年で、我が国における疾病の発生と死亡につ

いては、感染症から慢性疾患の疫学的モデルに変わり、その変化の速度はその他の国よりずっと速くなる

ということを見出した。 『1964年のがん患者が国民の死亡原因中第四位でしかなかったが、1970年から

1989 年の間に第二位になり、2007 年から 2010 年のデータを見ると、がんは一躍首位に踊り出ている。』 

彼は、「がんは、既に我が国住民の死亡原因第一位になっており、世界でもかなり高レベルにある」と語っ

た。 

北京大学腫瘍医院、北京市腫瘍予防治療研究所が発布した『1995～2010 北京市悪性腫瘍発症レポート』

では、2007年以後、悪性腫瘍が既に 4年間連続で北京市民の死因第一位となった。 2010年には、北京に

おける死亡者 4人のうち 1人が悪性腫瘍により死亡しているのだ。 

『一つには人口の老齢化、もう一つは年々増えている若年層の病気だ。』 陳万青副主任は、中国では 2020

年までに、毎年のがん新発患者の総数は 400 万人前後になるだろうし、患者総数は 600 万人になろうと予

測している。 

宮本注：『2015 年の甲乙丙類の法定伝染病患者数は 640 万人』でしたので、ここでいう「患者総数」と

は、新発がん患者に過去のがん患者のうち、翌年まで生存しているがん患者を含めたものかもしれません。 

但し、もしそうだとすると、がんと診断された患者が前年、前々年から生存しているもの合計は 200 万人

ということになりますが、 「中国ではがんが見つかった時には既にステージが進んでいて手がつけられ

ない、この患者を日本に連れてきても救える確率は非常に小さくなる」というお話を本年 06月に医療通訳

養成講座でお会いした中国人医師からお伺いしていましたので、『前年に見つかった 400 万人の半分がその

年のうち、或いは翌年には死亡している』のかもしれません。。。 

  

困窮から富へ、がんの発症は減らずに増加 

生活条件は改善されているのに、なぜがんの発症が減らずに増えているのか？ 北京大学腫瘍医院の李

加孚院長ら専門家は、我が国のがんの全体的な趨勢は、もともと多発していた腫瘍には明確な減少は見ら

れず、肺がんや乳がん、大腸がんなど発展国で多発しているがんには明確な上昇傾向が見られ、『困窮者の

がん』と『富めるもののがん』が併存している局面を呈している。 

所謂『困窮者のがん』は、過去に、貧困地区の住民が飲食条件や生活条件の悪さなどにより誘発された

がんのことだが、現在は高脂質タンパク質の飲食、運動不足などが原因で誘発されたがん、つまり『富め

るもののがん』と呼ばれている。 第三次全国住民死因調査結果によると、中国の都市農村住民のがん罹

患率と死亡率には変化が起きており、環境や、生活スタイルと関係のある肺がんや肝臓がん、大腸がん、

乳がん、膀胱がんなどの死亡率は明らかに上昇趨勢にあるが、うち肺がんと乳がんの上昇幅が最も大きい。 

高脂肪・高カロリー食物の摂取、肥満や運動不足、喫煙などの悪い生活スタイルは、『富めるもののがん』

の発症リスクを増加させる。 我が国の都市農村分の人々の大腸がんの発症を上昇させているように、多



くの病因学研究により、飲食や生活スタイルがその発症に影響する重要な要因となっていることが表明さ

れている。 

『私達は、発展国家の車の轍を踏んでしまったといえます。』 李加孚院長はいう。 統計によると、1970

年から 1990 年の 20 年間は、中国におけるがんは、発展国家で常見される上部消化管の悪性腫瘍が主なも

のだった。 1990年から 21世紀初頭にかけて、肺がんと乳がんが明確に上位入りし、増加幅が最大となっ

たがんの 2種類となった。 

『2012年中国腫瘍登録年報』によると、中国人の最も多いがんは、肺がん、胃がん、直腸がん、肝臓が

ん、食道がんであり、死亡者が最も多いのは肺がんとされている。 第三回全国住民死因調査の結果によ

ると、過去 30年間、中国における肺がんの死亡率は 465％上昇しているが、既に悪性腫瘍死因トップだっ

たの肝臓がんに取って代わられていた。 

 

科学的な予防で、60％のがんは防げる 

がんを誘発するのはどんなもの？ がんですでに他界した復旦大学の于娟博士は、『なぜ私だけががんに

なったの？』という本の中で、自らの暴飲暴食や夜更かし、頻繁な残業等の生活習慣について記述してい

るが、これが少なからぬ人々の議論や懸念を引き起こした。 

過去数十年間、多くの研究により、がんの発症と死亡に関して、遺伝要因や環境要因を含むリスク要因

が明確にされた。 その中では、タバコや環境汚染、職業の安全、食品の安全、合理的な栄養など、全て生

活に密接に関連したものがある。 

中国医学科学院腫瘍医院疫学研究所の乔友林チームは、WHOの国際がん研究機関（IARC）と協力

し、中国人におけるがんの進行について要因分析を行った。 最新の権威ある研究では、がんと関連する

行為と環境リスク要因には、主に慢性感染症や、喫煙、飲酒などが含まれる。 研究では、中国人の約

60％のがんはこれにより避けうるとされている。 

『我が国の癌による死亡のうち、男性の 65.9％、女性の 42.8％は予防や回避が可能で、平均約 60％とな

る。』 乔友林医師は、研究所が採用したデータは、国家癌登録データベースからのものだが、この結果は、

中～低収入国家や高収入国家と比べても約 20％高く、我々中国人が癌に対する予防軽視の度合いが見てと

れる。 

陳万青副主任は、「肺がんの 84～90％は、喫煙と関係があり、喫煙により、40 種類以上の発がん物質が

生まれるが、これにより肺がんや口腔がん、咽頭がん、気管支がん、膵がん、胃がん、子宮頚がん、膀胱が

んなどの発症率を増大させている。。  

このほか、中国のがん死亡者の 20％は飲食や栄養、身体活動と関係がある。 うち、果物の摂取不足は、

13.0％のがん死亡率を高める。 野菜の摂取不足は、3.6％のがん死亡率を高める。 フルーツと野菜の摂

取不足は、14％の胃がんや大腸のがんの死亡を引き起こしうる。 中国人のがん死亡の約 4.4％は、飲酒が

引き起こしており、内訳は、男性の場合が 6.7％、女性の場合が 0.4％となる。 

乔友林チームの研究では、がんは、多くの危険要因の複合による結果であり、現在の環境汚染ががん死

亡を引き起こしている可能性を低く評価しすぎていると認識。 我が国の多くの人々が家庭での調理や暖

房に石炭や木材などのバイオマス燃料を使用するために、室内外の空気汚染は深刻化してきているが、こ

れら環境汚染ががん死亡を引き起こすことについては今のところ正確な予想ができていないとしている。 

専門家は、「この数十年来中国ではがんが多発しているが、これは、この数十年にわたり社会の発展が環

境や人口構造、生活スタイルに影響した総合的結果だ。 現在の悪い生活習慣が影響し、この 15年以内に

は、オーバーウェイト、肥満によるがんによる死亡率が 2 倍に増加し、飲酒によるがん死亡の割合もまた

増加するだろう」とみている。 研究では、我が国のがんのリスクを低減するために、がんに対する総合

予防治療策略と措置を政府主導、全社会の参画、多くの部門間の協力により実施すること、それもすぐに！

と建議している。  

（記者：趙琬微 李亜紅 郭宇靖） 
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权威资料显示，中国每年新发癌症病例约 312 万，因癌症死亡超过 200 万。半月谈记者采访了解到，我国癌症患
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者如今已出现“年轻化”与“老龄化”两极分化的新趋势，肺癌、乳腺癌、结直肠癌等病症出现明显上升趋势。为

何生活水平大幅改善，癌症死亡率却惊人增长? 

 

“每 1分钟有 6 个人确诊为癌症” 

“在整体人口老龄化形势加速的背景下，我国癌症患者出现‘年轻化’与‘老龄化’并存的局面。”在中国医学

科学院肿瘤医院的一间办公室内，全国肿瘤防治研究办公室副主任陈万青说。在计划生育政策和人均期望寿命提高

的共同影响下，我国癌症人群的年龄分布，呈现出与其他国家截然不同的特点。 

2013 年初，全国肿瘤登记中心发布的最新一版《2012 中国肿瘤登记年报》表明，中国每年新发癌症病例约 312

万，因癌症死亡超过 200 万，这意味着每 1 分钟有 6 个人被确诊为癌症。目前全国癌症发病趋势严峻，发病率与死

亡率呈持续上升趋势。 

中国疾病预防控制中心原副主任杨功焕发现，短短几十年内，我国疾病的发生和死亡完成了从传染病向慢性病的

流行病学模式转变，转变速度远远快于其他国家。“1964 年癌症在我国居民死亡原因中仅列第 4 位，但 1970 年到

1989 年就上升到第 2 位，而从 2007 年到 2010 年的数据来看，癌症已经跃居首位。”他说，癌症已经成为我国城乡

居民的第一位死亡原因，在世界上也处于较高水平。 

北京大学肿瘤医院、北京市肿瘤防治研究所发布的《1995-2010 北京市恶性肿瘤发病报告》显示，自 2007 年以

来，恶性肿瘤已连续 4 年居北京居民死因第一位。2010 年，北京居民平均每 4 名死亡者中，就有 1 人死于恶性肿

瘤。 

“一头是人口老龄化，一头是越来越多的年轻人患病。”陈万青说，预计到 2020 年，中国每年的癌症新发病例总

数将达 400 万左右，患病总数达到 600 万。 

 

从穷到富，癌症发病不减反增 

生活条件改善了，为何癌症发病不减反增?北京大学肿瘤医院院长季加孚等专家指出，我国癌谱变化总体的趋势

是，原有的高发肿瘤没有明显下降，而肺癌、乳腺癌、结直肠癌等发达国家多发癌症出现明显上升趋势，形成“穷

癌”与“富癌”并存的局面。 

所谓“穷癌”，是过去一些贫穷地区的居民由于饮食、生活条件差等原因诱发的癌症，而现在由于高脂蛋白饮食、

缺少运动等原因诱发的癌症被称为“富癌”。第三次全国居民死亡原因调查结果显示，中国城乡居民的肿瘤发病死

亡构成正在发生变化，与环境、生活方式有关的肺癌、肝癌、结直肠癌、乳腺癌、膀胱癌死亡率呈明显上升趋势，

其中肺癌和乳腺癌上升幅度最大。 

摄入过多的高脂高热量食物，肥胖、缺乏锻炼及吸烟等不良生活方式，会增加“富癌”的发病风险。如在我国城

乡人群发病率呈上升的结直肠癌，大量的病因学研究表明，饮食因素和生活方式是影响其发病的重要因素。 

“可以说，我们走到了发达国家的老路上。”季加孚说，资料显示，从 1970 年到 1990 年 20 年间，中国癌谱以发

展中国家常见的上消化道恶性肿瘤为主。从 1990 年到 21 世纪初，肺癌与乳腺癌明显后来居上，成为增幅最大的两

种癌症。 

2012 中国肿瘤登记年报》显示，中国人患病最多的癌症分别为肺癌、胃癌、直肠癌、肝癌、食管癌，死亡最多的

癌种是肺癌。第三次全国居民死亡原因调查结果显示，过去 30 年间，肺癌死亡率在中国上升了 465%，已取代肝癌

成为中国首位恶性肿瘤死亡原因。 

 

科学防范，60%的癌症可以避免 

癌症是什么原因诱发的?已经患癌症去世的复旦大学博士于娟曾撰写《为啥偏偏是我得癌症?》一文，讲述了自己

暴饮暴食、熬夜、频繁加班等生活习惯，引起不少人的议论和担忧。 

过去的几十年里，大量研究明确了癌症发病和死亡的相关危险因素，包括遗传因素和环境因素。其中，烟草、环

境污染、职业安全、食品安全、合理营养等都与生活密切相关。 

中国医学科学院肿瘤医院流行病学研究所乔友林团队与世界卫生组织国际癌症研究署合作，对中国人群癌症进行

归因分析。这项最新权威研究发现，与癌症相关的行为和环境危险因素主要包括慢性感染、吸烟、饮酒等几方面。

研究认为，中国人群中约 60%的癌症是可以避免的。 

“在我国总体癌症死亡中，男性中的 65.9%、女性中的 42.8%是可预防和避免的，平均约为 60%。”乔友林说，研

究所采用的数据来自于国家癌症登记数据库，这一结果比中低收入国家、高收入国家都高约 20%，可见我们对癌症

的预防太不重视了。 

陈万青说，85%至 90%的肺癌与吸烟有关，吸烟过程中可产生 40 多种致癌物质，可以使肺癌、口腔癌、喉癌、气

管癌、胰腺癌、胃癌、宫颈癌、膀胱癌等发病率上升。虽然我国人群的吸烟率有所下降，但由于癌症发病有滞后，

未来吸烟导致的癌症负担将会增加。 

此外，中国癌症死亡有 20%与饮食、营养和身体活动有关。其中，水果摄入不足可导致 13.0%的癌症死亡。蔬菜

摄入不足可引起 3.6%的癌症死亡。水果和蔬菜摄入不足可引起 14%的胃肠道癌症的死亡。中国人群中约 4.4%的癌

症死亡由饮酒引起，其中男性为 6.7%，女性为 0.4%。 

乔友林团队研究认为，癌症是多种危险因素共同作用的结果，目前环境污染引起的癌症死亡可能被低估了。由于

我国大部分居民烹调和取暖使用煤炭和木材等生物质燃料，室内外空气污染严重，这些环境污染引起的癌症死亡目



前尚无法准确估计。 

专家认为，中国癌症近年来高发，是几十年来社会发展对环境、人口结构和生活方式影响的综合结果。在当前不

良生活习惯的影响下，未来 15 年癌症死亡归因于超重、肥胖的比例将增加 2 倍，饮酒导致癌症死亡的比例也会增

加。研究建议，要尽快实施政府主导、全社会参与、多部门协调的癌症综合防治策略和措施，以降低我国癌症的风

险。(记者 赵琬微 李亚红 郭宇靖) 
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