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全国の腫瘍登録センターは、中国内の腫瘍登録データの収集と品質管理、サマリー、分析及び発表の責

任を負う。 2018 年 2 月、国家がんセンターが最新の全国がん統計データを発表した。 全国腫瘍登録セン

ターのデータは一般に 3 年のタイムラグがあるため、今回報告されたデータは 2014 年に全国腫瘍登録セン

ターに登録されたものとなる。 

 

レポートで発見された主なもの 
2014 年の推定新発がん患者数は 380.4 万人（男性 211.4 万人、女性 169.0 万人）であり、毎日 1 万人以上

ががんと診断されており、毎分 7 人ががんと診断されていることになる。 

10 万人当たりの腫瘍発症率は 278.07、（男性は 301.67、女性は 253.29） 

中国標準率（中標率： 人口標準化率は 2000 年中国標準人口構成に基づく）では、190.63、 

世界標準率（世標率： 人口標準化率は Segi’s 世界標準人口構成に基づく）では、186.53 となる。 

0 歳から 74 歳の累積発症率は 21.58%となっている。 

10 万人当たりの腫瘍による死亡率は 167.89、 

中国標準率では 106.98 となり、世界標準率では 106.09 となり、 

0 歳から 74 歳の累積死亡率は 12.00％となった。 

悪性腫瘍の発症率は、高い方から低い方に、東部、中部、西部となる。人口構成調整後の地域間の発症率

はその差が縮まるが、趨勢に変化はない。 各地区ではいずれも男性の方が女性より発症率が高い。 

発症者数で並べると、肺がんが全国の首位となり、毎年 78.1 万人が発症している。これに次ぐのは、胃

がん、大腸がん、肝臓がん及び乳がんとなる。肺がんと乳がんが男女それぞれにおける第一位になる。 

悪性腫瘍の死亡率は、高い方から低い方に、東部、中部、西部となり、人口構成調整後は、中部地区の死

亡率が東部や西部より高くなっている。各地区における年齢別腫瘍死亡率の趨勢は相似しており、主要な

悪性腫瘍の死因は大方似ている。肺がんや肝がん、胃がん、食道がん、大腸がんが各地区の主な悪性腫瘍

による死因となっている。 

 

レポートの情報源と品質管理 
2017 年 8 月 30 日までの時点で、全国腫瘍登録センターは全土 31 省、自治区、直轄市の登録所 449 か所

から 2014 年に提出された腫瘍登録データからのもので、うち、県級以上の 160 都市、289 の県及び県級市

から来ている。 品質管理基準をもとに 339 か所の登録センターが組み込まれているが、うち東部地区には

140 か所、中部地区には 112 か所、西部地区には 87 か所の登録所が設置されている。カバーする人口は合

計 288,243,347 人であり、男性は 146,203,891 人が、女性は 142,039,456 人が含まれており、全国の 2014 年

年末人口の 21.07%を占めている。うち、東部地区が 164,062,330 人、中部地区 81,477,272 人、西部地区

42,703,745 人が占めている。 

 

悪性腫瘍発症の全体的な状況 
2014 年の全国における悪性腫瘍新発患者の推計は

380 万 4 千人（男性 211.4 万人、女性 160.9 万人）とさ

れており、平均して毎分 7 人ががんと診断されている。 

10万人当たりの腫瘍発症率は 278.07（男性は 301.67、

女性は 253.29）、中国標準率（中国標準率： 人口標準

化率は 2000 年中国標準人口構成に依拠）は 190.63、世

界標準率（世界標準率： 人口標準化率は Segi’s 世界

標準人口構成に依拠）は 186.53 となった。0 歳から 74

歳の累積発症率は 21.5％だった。 

腫瘍の 10 万人あたり死亡率は、167.89。 

中国標準率は 106.98、世界標準率は 106.09 となった。 

0 歳から 74 歳の累積発症率は 12.00％だった。 



悪性腫瘍の発症と死亡の地域特性差 
悪性腫瘍の発症率は、東部が高く、中部、西部がこれに次ぐ。人口構成調整後の地域間発症率における

差異は縮小するものの趨勢には変化が見られない。 各地域で男性の発症率が女性のそれを上回っていた。 

悪性腫瘍による死亡率は、東部が高く、中部、西部がこれに次いでいる、人口構成調整後、中部地区の死

亡率は東部、西部地区のそれを上回っていた。 各地区におけるがん年齢別死亡率の趨勢は相似しており、

主な悪性腫瘍の死因は殆ど同じで、肺がん、肝がん、胃がん、食道がん、大腸がんがどの地域においても悪

性腫瘍の主要死因となっている。 

 

主な悪性腫瘍の発症状況 
発症患者数では肺がんが全国発症者数の首位を占め、毎年 78.1 万人が発症。胃がん、大腸がん、肝がん

及び乳がんがこれに次ぐ。 肺がんと乳がんは、男性女性の発症病種のそれぞれ第一位を占めている。 

全国各地の主要悪性腫瘍発症一覧 

全国 東部 中部 西部 

肺がん（20.55％） 肺がん（20.17％） 肺がん（20.73％） 肺がん（20.91％） 

胃がん（10.49％） 大腸がん（10.36％） 胃がん（12.56％） 肝がん（11.88％） 

大腸がん（9.74％） 胃がん（10.02％） 肝がん（9.78％） 大腸がん（10.22％） 

肝がん（9.59％） 乳がん（8.25％） 大腸がん（8.60％） 胃がん（9.74％） 

乳がん（7.33％） 肝がん（8.02％） 食道がん（8.02％） 乳がん（6.29％） 

食道がん（6.78％） 甲状腺がん（6.51％） 乳がん（6.99％） 食道がん（6.04％） 

甲状腺がん（4.46％） 食道がん（6.24％） 甲状腺がん（3.39％） 脳腫瘍（2.85％） 

子宮頸がん（2.68％） 膵がん（2.84％） 子宮頸がん（3.13％） 子宮頸がん（2.85％） 

脳腫瘍（2.66％） 脳腫瘍（2.63％） 脳腫瘍（2.55％） 甲状腺がん（2.55％） 

膵がん（2.42％） 悪性リンパ腫（2.47％） 膵がん（2.11％） 膵がん（1.68％） 

その他（23.00％） その他（22.49％） その他（22.15％） その他（24.00％） 

 

各地区における腫瘍の年齢別発症率や死亡率の趨勢は相似している。 肺や大腸、胃、肝臓がんは東部や

中部、西部地区のいずれでも比較的常見される。 東部や西部地区において乳がんは比較的常見され、中部

地区においては、食道がんが比較的に多い。 東部、中部、西部地区での主ながんによる死因は肺がんや肝

がん、胃がん、大腸がん、そして食道がんの順となっている。 

 

全国の性別による主要悪性腫瘍発症一覧 

男性 女性 

肺がん (24.63%) 乳がん (16.51%) 

胃がん (13.62%) 肺がん (15.43%) 

肝がん (12.72%) 大腸がん (9.25%) 

大腸がん (10.13%) 甲状腺がん (7.50%) 

食道がん (8.77%) 胃がん (7.25%) 

前立腺がん (3.25%) 子宮頸がん (6.04%) 

膀胱がん (2.87%) 肝がん (5.68%) 

膵がん (2.47%) 食道がん (4.29%) 

脳腫瘍 (2.27%) 子宮体がん (3.79%) 

悪性リンパ腫 (2.24%) 脳腫瘍 (3.15%) 

その他 (17.04%) その他  (21.11%) 

 

悪性腫瘍の年齢別発症率 
各地区において 0 歳から 30 歳のグループでは悪性腫瘍の発症率は比較的低く、30 歳以上のグループで

発症率が急増、80 歳以上のグループでピークに達し、その後若干下降する。 20～50 歳グループでは、各

地で女性の発症率が男性より若干高く、50 歳以上のグループでは、男性の発症率が女性のそれを顕著に上

回った。 30 歳以上のグループでは、患者数が急増し、60～64 歳グループでは、発症者数が最多となり、

その後、発症者数が若干下降する。全体として各地区の男性や女性の年齢別発症率変化は似通っていると

いえる。 

 



年齢別悪性腫瘍発症一覧（カッコ内は新発患者数、単位：千人） 

男性 

全年齢 0-14 15-44 45-59 60-79 80歳以上 

全て (2114.0) 全て (12.9) 全て (153.0) 全て (532.5) 全て (1160.8) 全て (263.9) 

肺がん (520.8) 白血病 (5.3) 肝がん (30.0) 肺がん (112.5) 肺がん (318.0) 肺がん (74.2) 

胃がん (278.9) 脳腫瘍 (2.5) 甲状腺がん(19.5) 肝がん (95.0) 胃がん (177.0) 胃がん (34.6) 

肝がん (268.9) 悪性淋巴腫 (0.8) 肺がん (15.6) 胃がん (66.0) 肝がん (121.2) 大腸がん (28.7) 

大腸がん (214.1) 骨がん (0.6) 大腸がん (13.2) 大腸がん (52.4) 大腸がん(119.8) 食道がん (22.9) 

食道がん (185.4) 腎がん (520.8) 胃がん (10.2) 食道がん (41.6) 食道がん(118.2) 肝がん (22.4) 

女性 

全年齢 0-14 15-44 45-59 60-79 80歳以上 

全て (1689.5) 全て (9.5) 全て (244.3) 全て (521.5) 全て (711.8) 全て (202.3) 

乳がん (278.9) 白血病 (3.8) 乳がん (61.9) 乳がん (127.6) 肺がん (142.7) 肺がん (49.7) 

肺がん (260.7) 脳腫瘍 (1.7) 甲状腺がん (51.0) 肺がん (56.3) 大腸がん (82.2) 大腸がん (27.2) 

大腸がん (156.3) 悪性淋巴腫 (0.5) 子宮頸がん (26.8) 甲状腺がん (53.5) 乳がん (80.3) 胃がん (22.3) 

甲 状 腺 が ん 

(126.7) 

骨がん (0.4) 肺がん (11.9) 子宮頸がん (48.6) 胃がん (64.8) 肝がん (19.6) 

胃がん (122.5) 腎がん (0.3) 卵巣がん (10.4) 腸がん (36.5) 肝がん (50.3) 食道がん (16.0) 

 

肺がん 
2012 年世界悪性腫瘍発症・死亡調査によれば、肺がんは世界の男性新発患者や死亡例最大のものとなっ

ており、途上国においては、男性の肺がん新規発症数は第二位を占めている肝がんよりはるかに多いが、

先進国においては、前立腺がんが肺がんを上回る最多のものとなっている。 中国各地における男性の肺が

ん発症率や死亡率はいずれも第一位にあり、中部地区の男性肺がん年齢標準化発症率と死亡率が最高とな

っているが、これは我が国における男性の喫煙率と関係がある。 肺がんは、全世界の女性においては発症

率が第三位、死亡率が第二位となっている。先進国においては女性の肺がん新規発症者は乳がんと大腸が

んより低い。 肺がんの死亡者数は第一位となっている。 発展途上国女性の肺がん発症数は乳がんと子宮

頚癌より低いが、肺がんの死亡者数が乳がんより低くなっている。 

我が国における女性の肺がん発症率は第二位に位置するが、肺がんの発症者数は西部地区で第一位にあ

り、女性の肺がん死亡率は全地区において第一位となっている。 先進国においては女性の肺がん発症率と

死亡率が高くなっているが、一部地域において女性の喫煙率が最近絶えず上昇していることと関連があり

そうだ。 中国女性の喫煙率は比較的低いが、女性の肺がん発症率は、女性喫煙率が高い欧米の国家より高

く、これは女性の副流煙への暴露や室内の油煙と燃料汚染、屋外の大気汚染と関連がある。 

我が国の非喫煙女性の副流煙暴露率は 71.6％に達しており、農村地区では 74.2％と副流煙への暴露率は

都市部の 70.5％を上回っている。 他の研究によれば、我が国北部や東部地区各省においては作業所などで

の禁煙率が最高となっているが、中部、西部地区においては公共の場所での喫煙があちらこちらで見られ

る状況がある。 同時に、我が国の西部においては室内で燃料を燃やすことが多く、これによって西部地区

女性の肺がんへの負担が重くなっていると思われる。 

 

胃がん 
胃がんの新発患者は全世界の男性女性中それぞれ第四位、第五位を占めており、死亡者数は全世界の男

性女性中それぞれ第三位、第五位を占めているが、東アジアにおいては胃がん発症率が最高となっている。 

中国では、胃がんの発症率と死亡率が、中部、東部、西部の順となる。 悪い飲食習慣や不健康な生活習慣、

慢性のピロリ菌感染は、胃がんを発症させるリスクが高い。 中国では、遼東半島や山東半島、長江デルタ、

太行山脈と甘粛等が胃がんの多発地区となっている。 中部地区における胃がんの発症、死亡率は高く、こ

こには胃がん多発地区と一定の関係が見られる。 

 

大腸がん 
大腸がんの新発患者数は全世界の男性、女性中ではそれぞれ第三位と第二位、死亡者数はそれぞれ第四

位と第三位となっている。 先進国における大腸がん発症率は明らかに途上国のそれより高いが、これは先

進国の高い肥満率や不健康な飲食習慣などのファクターと関連している。 我が国東部地区では大腸がんの

発症率、死亡率が最高となっているが、東部の先進地区の人々のライフスタイルが西洋化していることと

明らかな関連がある。 西部地区の発症率、死亡率と東部地区のそれとは似ているが、中部地区では発症率

死亡率いずれも比較的低い。この原因については、今後の更なる研究が待たれる。 大規模な人々のスクリ



ーニングが大腸がん発症・死亡率を下げる重要な手段となる。 現在のスクリーニングには以下の手法が含

まれている： 木質素化学法による FOBT（糞便潜血）検査、免疫化学法による FOBT 検査、糞便の DNA

検査、血清癌胎児性抗原（CEA）検査、S 状結腸鏡検査、CT 仮想内視鏡、エアー・バリウム二重造影法、

大腸内視鏡検査など。 各地区における大腸がんの疾病負担や医療リソース及び個人のリスクファクターに

依って妥当なスクリーニング方法が採取されている。 

 

肝がん 
肝がんの疾病負担は、男性の方が女性より大で、途上国の方が先進国より大きい。 先進国においては男

性の肝がん発症が第十位、死亡は第六位になっており、女性の場合はこれが、発症では第十位内にランク

され、死亡では第七位になっている。 発展途上国における男性の肝がんは、発症・死亡ともに第二位にラ

ンクされ、女性の発症は第六位、死亡は第五位にランクされている。中国の肝がんの発症・死亡は西部、中

部、東部地区の順になっている。 B 型肝炎、C 型肝炎ウィルスへの感染、アフラトキシン、飲酒、非アル

コール性脂肪肝、肥満などが肝がんのリスクファクターとなる。 1992 年、全国における肝炎ウィルス感染

の疫学調査では、我が国の B 型肝炎の流行率は、東部、中部、西部地区の順になっていた。 2006 年の全

国調査では、東部、中部地区における B 型肝炎は大幅にその流行が下落した。 西部地区は未だに高レベル

にあるが、これは、西部各省におけるワクチン接種率が低いことと関連している。 西部の未発達地区は肝

がんのリスクファクターの予防管理に注意を払い当該地区のがん負担軽減を図る必要がある。 

 

乳がん 
乳がんは先進国と途上国の女性において発症率がいずれも第一位を占めており、死亡率は先進国では第

二位、途上国においては第十五位となっている。 中国東部・中部においては女性の乳がん発症率は第一位、

西部地区では肺がんより発症者数が少ないものの発症率は第一位になっている。 発症率は東部が高く、中

部、西部がそれに次ぐ。 中国各地の乳がん死亡率は、肺がん、胃がん、肝がん、大腸がんなど常見される

悪性腫瘍より低い。 死亡率は東部、中部、西部の順。東部地区における乳がんの負担は重いといえるが、

これは東部地区の猛烈な近代化と関連がある。 都市住民のライフスタイルの西欧化、肥満率の増加、相対

的に低い出産率などが、都市部の乳がん発症率を増やすリスクファクターとなっている。 

 

食道がん 
中国は、食道がんの発症・死亡率が最高となっている国家の一つだ。 河南や河北、山西省などの一部が

含まれる太行山脈一帯は我が国の食道がんの伝統的に多い区域となっているが、中部地区における食道が

んの発症率、死亡率が高いのと関連がある。 中国の多発地区における食道がんの 90％以上は、扁平上皮

（細胞）がん（中国語では『鱗状細胞癌』）とされ、その発生は、喫煙や栄養素の欠乏、熱いものを食べる

などのファクターと関連がある。 

 

食道がん 
甲状腺がんは、主に女性に現れるが、先進国における女性甲状腺がんの発症率は第七位、途上国におけ

るそれは第九位になっている。 我が国では東部地区の甲状腺がん発症率が高く、中部、西部地区がそれに

次ぎ、女性の発症率は男性のそれより遥かに高い。 甲状腺がんは 30 歳以下の女性グループ中では最も多

いがんのタイプとなっている。 近年来、中国では甲状腺がんの発症率が明確に上昇しているが、死亡率は

比較的低いレベルで安定している。その他の国でも同様の状態であり、これは、甲状腺がんの過剰診断と

関連があるようだ。 中国の甲状腺がん発症率については地区別の差異が見られるが、これは色々なスクリ

ーニング方法の違いにより異なる値が示されていることによる。 

 

子宮頸がん 
途上国における女性の子宮頚がんの負担は先進国のそれをはるかに上回っている。 子宮頚がんの発症率

は、先進国では第十位以下なのに対し、途上国においては第二位になっており、死亡率についても、先進

国では第九位なのに対し途上国では第三位となっている。中国女性の子宮頚癌発症率は、中部が一番高く、

西部東部地区がこれに次いており、西部地区の死亡率は中部地区のそれより高く、東部地区が最も低い。 

これは、発展の遅れている地域において女性の子宮がんスクリーニングの普及が遅れていることや HPV 感

染率が高いことと関連している。 2017 年、子宮頸がんのワクチンは中国で正式認可されており、これによ

り我が国における子宮頚癌の予防管理により広い選択肢が提供されることになった。 

全体的には、中国東部、中部、西部地区のがんのパターンは少し異なっている。 

胃がんや肝がん、子宮頸がんなど慢性感染症と関連のある悪性腫瘍は中部、西部の開発が遅れている地



区において疾病負担が大きい。 他方で、大腸がんや乳がん、甲状腺がんなど、高い経済水準や西洋化した

ライフスタイルに関連のある悪性腫瘍は、東部地区にある先進地の疾病負担を大きくしている。 

疾患スペクトラムの違いには、我が国における医療リソース配分の地域間格差がある程度反映されてい

るため、発展が遅れている地域やハイリスク地区での重点的な腫瘍に対するグループベースの早期スクリ

ーニング展開が、予後の比較的良い腫瘍臨床診断治療のレベルを向上させ、医療リソース公平化の推進加

速と同時に、発展地区における更なる腫瘍のモニタリングとスクリーニングのカバー率向上が将来の中国

における腫瘍予防管理工作の重点となる。 

注： 本文のデータは、Cancer incidence and mortality in China, 2014. Chin J Cancer Res 2018;30（1）中国
地域別悪性腫瘍発症と死亡率の分析、中華腫瘍雑誌、2018 年第 17 巻第 1 期による。 
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The National Cancer Registry is responsible for the collection, quality control, summary, analysis, and publication 

of national cancer registration data. In February 2018, the National Cancer Center released the latest national cancer 

statistics. Since the data of the National Cancer Registry generally lags behind for 3 years, the data released in this 

report is collected by the National Cancer Registry in 2014. 

 

Main findings of the report 
In 2014, the number of newly diagnosed malignancies in the country was estimated at 3.804 million (2.114 million 

males and 1.69 million females). More than 10,000 people were diagnosed with cancer each day on average, 7 cases 

were diagnosed with cancer every minute. 

The incidence of tumors was 278.07 per 100,000 (301.67 per 100,000 for men and 253.29/100,000 for women). 

The Chinese Standard rate (Chinese Standard rate: the population standardization rate according to the Chinese 

standard population structure in 2000) is 190.63/100,000. 

The world standard rate (World Standard rate: population standardization rate according to Segi's world standard 

population structure) is 188.53/10 million. 

The cumulative incidence of 0-74 years old was 21.58%. 

 

The tumor morbidity rate was 167.89 per 100,000,  

The Chinese Standard rate was 106.98 per 100,000, and  

The world standard rate was 106.09 per 100,000. 

The cumulative mortality rate from 0-74 years is 12.00%. 

 

The incidence of malignant tumors from high to low was in the east, central and western regions. Though after 

adjusting the population structure, the difference in inter-regional morbidity has narrowed, the trend has not changed. 

The incidence of men in all regions is higher than that of women. 

Ranked according to the number of cases, lung cancer ranks first in China, with an annual incidence of about 781,000, 

followed by gastric cancer, colorectal cancer, liver cancer and breast cancer. Lung cancer and breast cancer ranked first 

among men and women, respectively. 

The morbidity of malignant tumors from high to low was eastern part of China, central part of China, and western 

part of respectively. After adjusting the population structure, the mortality rate in the central region was higher than 

that in the eastern and western regions. The age-specific death rates of tumors in all regions were similar, and the main 

causes of cancer deaths were approximately the same. Lung cancer, liver cancer, gastric cancer, esophageal cancer, and 

colorectal cancer were the major causes of death in all regions. 

 

Report data sources and quality control 
As of August 30, 2017, the National Cancer Registry Center collected cancer(s)-data registered at a total of 449 

registration offices in 31 provinces, autonomous regions and municipalities across the country, among them, there are 

160 cities above the county level and 289 counties and county-level cities. 

According to quality control standards, 339 registries were included, of which there are 140 in the eastern region, 

112 in the central region, and 87 in the western region. A total of 288,243,347 were covered (including 146,203,891 

males and 142,039,456 females), which accounted for 21.07% of the country's total annual population in 2014, 

including 164,062,330 in the eastern region, 81,477,272 in the central region, and 42,703,745 in the western region. 

 

The overall incidence of malignant tumors 
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It is estimated that the estimated number of new cases of malignancy in the country in 2014 was 3.804 million (2.114 

million males and 1.69 million females), and an average of 7 individuals diagnosed with cancer every minute. 

The incidence of tumors was 278.07 per 100,000 (301.67 per 100,000 for men and 253.29/100,000 for women). 

The Chinese Standard rate (Chinese Standard rate: the population standardization rate according to the Chinese 

standard population structure in 2000) is 190.63/100,000. 

The World Standard rate (World Standard rate: population standardization rate according to Segi's world standard 

population structure) is 188.53/10 million. The cumulative incidence of 0-74 years old is 21.58%. 

 

The tumor morbidity rate is 167.89 per 100,000,  

The Chinese Standard rate is 106.98 per 100,000, and  

The World Standard rate is 106.09 per 100,000. 

The cumulative mortality rate from 0-74 years is 12.00%. 

<<Graph 1>> 

 

Regional differences in the incidence and death of malignant tumors 
The incidence of malignant tumors from high to low was in the east, central and western regions. After adjusting the 

population structure, the difference in inter-regional morbidity has narrowed, but the trend has not changed. The 

incidence of men in all regions is higher than that of women. 

The morbidity rate of malignant tumors from high to low was east, central and west region, respectively. After 

adjusting the population structure, the death rate in the central region was higher than that of the eastern and western 

regions. The age-specific death rates of tumors in all regions were similar, and the main causes of cancer deaths were 

approximately the same. Lung cancer, liver cancer, gastric cancer, esophageal cancer, and colorectal cancer were the 

major causes of death in all regions. 

 

The incidence of major malignant tumors 
Ranked according to the number of cases, lung cancer ranks first in the country, with an annual incidence of about 

781,000, gastric cancer, colorectal cancer, liver cancer and breast cancer follow lung cancer. Lung cancer and breast 

cancer ranked first among men and women respectively. 

 

Major Cancer in China by Area 

China Eastern Area Central Area Western Area 

Lung cancer 

 (20.55%) 

Lung Cancer 

 (20.17%) 

Lung cancer  

(20.73%) 

Lung cancer  

(20.91%) 

Stomach cancer 

(10.49%) 

Colorectal cancer 

 (10.36%) 

Stomach cancer  

(12.56%) 

Liver cancer  

(11.88%) 

Colorectal cancer 

(9.74%) 

Stomach cancer  

(10.02%) 

Liver cancer  

(9.78%) 

Colorectal cancer 

(10.22%) 

Liver cancer 

 (9.59%) 

Breast cancer 

 (8.25%) 

Colorectal cancer  

(8.60%) 

Stomach cancer 

(9.74%) 

Breast cancer 

 (7.33%) 

Liver cancer 

 (8.02%) 

Esophageal cancer 

(8.02%) 

Breast cancer  

(6.29%) 

Esophageal cancer 

 (6.78%) 

Thyroid cancer 

 (6.51%) 

Breast cancer  

(6.99%) 

Esophageal cancer 

(6.04%) 

Thyroid cancer 

 (4.46%) 

Esophageal cancer 

 (6.24%) 

Thyroid cancer  

(3.39%) 

Brain tumor 

(2.85％） 

Cervical cancer 

 (2.68%) 

Pancreatic cancer 

 (2.84%) 

Cervical cancer 

(3.13%) 

Cervical cancer  

(2.85%) 

Brain tumor 

 (2.66%) 

Brain tumor 

(2.63%) 

Brain tumor  

(2.55%) 

Thyroid cancer  

(2.55%) 

Pancreatic cancer 

(2.42%) 

Malignant lymphoma 

(2.47%) 

Pancreatic cancer  

(2.11%) 

Pancreatic cancer  

(1.68%) 

Others (23.00%) Others (22.49%) Others (22.15%) Others (24.00%) 

 

The age-specific incidence rates and mortality rates of tumors in all regions are similar. Cancer of lungs, colorectum, 

stomach and liver are common in the eastern, central and western regions. Female breast cancer is more common in 

the eastern and western regions, and esophageal cancer is more common in the central region. The main causes of 

cancer death in the eastern, central and western regions were lung cancer, liver cancer, gastric cancer, colorectal cancer, 

and esophageal cancer. 

 



Major Cancer in China by Sex 

Male Female 

Lung cancer (24.63%) Breast cancer (16.51%) 

Stomach cancer (13.62%) Lung cancer (15.43%) 

Liver cancer (12.72%) Colorectal cancer (9.25%) 

Colorectal cancer (10.13%) Thyroid cancer (7.50%) 

Esophageal cancer (8.77%) Stomach cancer (7.25%) 

Prostatic cancer (3.25%) Cervical cancer (6.04%) 

Bladder cancer (2.87%) Liver cancer (5.68%) 

Pancreatic cancer (2.47%) Esophageal cancer (4.29%) 

Brain tumor (2.27%) Endometrial cancer (3.79%) 

Malignant lymphoma (2.24%) Brain tumor (3.15%) 

Others (17.04%) Others (21.11%) 

 

The incidence rate by age 
The incidence of malignancies in the 0 to 30-year-old group was low in all regions, and the incidence rate increased 

rapidly in people aged over 30 years, and peaked in the 80-year-old group, then decreased. The incidence rate of women 

in the 20 to 50-year-old group was slightly higher than that of men in all regions, and the incidence rate among male 

over 50 years of age was significantly higher than that of female. The number of people in the age group above thirties 

rose rapidly, the number of people in the 60-64 age group was the highest, and the number of subsequent cases decreased. 

Overall, the trends in the incidence rates of males and females in all regions are similar. 

 

Major Cancer in China by Age (Number of newly diagnosed cases, Unit: 1000) 
Male 

All Ages 0-14 15-44 45-59 60-79 Over 80  
All (2114.0) All (12.9) All (153.0) All (532.5) All (1160.8) All (263.9) 

Lung cancer 

(520.8) 

leukemic disease 

(5.3) 
Liver cancer 
(30.0) 

Lung cancer (112.5) Lung cancer 

(318.0) 

Lung cancer (74.2) 

Stomach cancer 
(278.9) 

Brain tumor (2.5) Thyroid cancer 

(19.5) 

Liver cancer 
(95.0) 

Stomach cancer 
(177.0) 

Stomach cancer 
(34.6) 

Liver cancer 

(268.9) 

malignant 

lymphoma (0.8) 

Lung cancer (15.6) Stomach cancer 
(66.0) 

Liver cancer 
(121.2) 

Colorectal 

cancer (28.7) 

Colorectal 

cancer (214.1) 

Bone cancer (0.6) Colorectal 

cancer (13.2) 

Colorectal 

cancer (52.4) 

Colorectal 

cancer (119.8) 

Esophageal cancer 

(22.9) 

Esophageal 

cancer 
 (185.4) 

Kidney cancer 

(520.8) 

Stomach cancer 

(10.2) 
Esophageal 

cancer 
 (41.6) 

Esophageal 

cancer 
  (118.2) 

Liver cancer 
(22.4) 

Female 

All Ages 0-14 15-44 45-59 60-79 Over 80 
All (1689.5) All (9.5) All (244.3) All (521.5) All (711.8) All (202.3) 

Breast cancer 
(278.9) 

leukemic disease 

(3.8) 
Breast cancer 
(61.9) 

Breast cancer 
(127.6) 

Lung cancer 

(142.7) 

Lung cancer (49.7) 

Lung cancer 

(260.7) 
Brain tumor (1.7) Thyroid cancer 

(51.0) 

Lung cancer (56.3) Colorectal 

cancer (82.2) 

Colorectal 

cancer (27.2) 

Colorectal 

cancer (156.3) 

malignant 

lymphoma (0.5) 

Cervical cancer 

(26.8) 
Thyroid cancer 
(53.5) 

Breast cancer 
(80.3) 

Stomach cancer 

(22.3) 

Thyroid cancer 

(126.7) 

Bone cancer (0.4) Lung cancer (11.9) Cervical cancer 

(48.6) 

Stomach Cancer 

(64.8) 
Liver cancer 
(19.6) 

Stomach cancer 

(122.5) 

Kidney cancer (0.3) Ovary cancer (10.4) Intestine cancer 

(36.5) 
Liver cancer 
(50.3) 

Esophageal 

cancer 
 (16.0) 

 

Lung Cancer 
The Global Cancer Incidence and Mortality Survey 2012 showed that lung cancer ranks first in the male’s newly 

diagnosed case and death in the world. The number of new male cases of lung cancer in developing countries is far 

higher than that of the second largest number of liver cancer. In developed countries, however, prostate cancer has 

surpassed lung cancer as the new-onset cancer. 

Men’s incidence and mortality of lung cancer in all regions of China are ranked first. The age-standardized incidence 

and mortality of male lung cancer in the central region are highest, which may be related to the higher smoking rate in 



males in China. Among women in the world, the incidence of lung cancer is ranked 3rd and mortality is ranked 2nd. 

The number of new cases of lung cancer among women in developed countries is lower than that of breast and colorectal 

cancer, the number of deaths from lung cancer was ranked first. The number of new cases of lung cancer among women 

in developing countries was lower than that of breast and cervical cancer. The number of death by lung cancer was 

lower than that of breast cancer. 

The incidence of female lung cancer in China ranks second, but the number of lung cancer cases in the western 

region still ranks first, and lung cancer mortality among women in all regions ranks first. The incidence and mortality 

of lung cancer among women in developed countries are high, which may be related to the rising smoking rate among 

women in these countries in recent years. The smoking rate among women in China is low, but the incidence of female 

lung cancer is still higher than that in some European and American countries where female smoking rates are high. 

This may be related to female exposure to secondhand smoke, oily smoke and fuel pollution, and outdoor air pollution. 

The exposure rate of secondhand smoke among non-smoking women in China was as high as 71.6%, and the 

exposure rate of secondhand smoke in rural areas (74.2%) was higher than that in urban areas (70.5%). According to 

another study, the smoking ban rate in workplaces in the northern and eastern regions of China is the highest, while 

smoking in public places in the central and western regions is more common. At the same time, the use of indoor fuel 

in underdeveloped regions in western China is more prevalent, which may be the reason for the heavy burden of lung 

cancer among women in western regions. 

 

Stomach cancer 
Newly diagnosed cases of gastric cancer ranked fourth and fifth among men and women worldwide. Deaths ranked 

third and fifth among men and women worldwide respectively. The incidence of gastric cancer was highest in East Asia. 

The incidence and mortality rate of gastric cancer in China from high to low were in the order of the central, eastern 

and western regions. Unhealthy diet structure, unhealthy lifestyle eating habits, chronic Helicobacter pylori infection 

may be risk factors for high incidence of gastric cancer. China's Liaodong Peninsula, Shandong Peninsula, the Yangtze 

River Delta, Taihang Mountains, and Gansu are areas of high incidence of gastric cancer. Gastric cancer incidence and 

mortality are high in the central region, which has a certain relationship with the distribution of high incidence areas of 

gastric cancer. 

 

Colorectal cancer 
New cases of colorectal cancer rank 3rd and 2nd among men and women worldwide, and deaths rank 4th and 3rd 

among men and women worldwide. The incidence of colorectal cancer in developed countries is significantly higher 

than in developing countries, which is related to factors such as higher obesity rates and unhealthy eating habits in 

developed countries. The incidence and mortality of colorectal cancer in eastern China are the highest, which may be 

related to the obvious westernization of lifestyle in the eastern developed regions. The morbidity and mortality rates in 

the western region are similar to those in the eastern region, while the morbidity and mortality rates in the central region 

are all lower. The reasons for this shall require more in-depth research. Large-scale population screening is an important 

way to reduce the incidence and mortality of colorectal cancer. Current screening methods include: Creation of 

lignocellulosic chemical fecal occult blood test, immunochemical fecal occult blood test, fecal DNA detection test, 

serum carcinoembryonic antigen test, curved sigmoidoscopy, CT virtual endoscopy, double airway angiography, and 

colonoscopy. The appropriate screening method should be selected according to the regional disease burden of 

colorectal cancer, medical treatment resources and personal risk factors. 

 

Liver cancer 
The burden of liver cancer on men is heavier than women, and developing countries are heavier than developed 

countries. In the developed countries, the ranking of men’s incidence and mortality of hepatocellular cancer comes the 

10th and sixth respectively, and the rank of the female ranks in the top 10 and the death ranks 7th. The incidence and 

mortality of male liver cancer in developing countries ranked second, female incidence ranked sixth, and death ranked 

fifth. The incidence and mortality of liver cancer in China were ranked highest in the west, middle and eastern regions. 
Hepatitis B, hepatitis C virus infection, aflatoxin, alcohol drinking, nonalcoholic fatty liver, obesity, and other factors 

are risk factors for liver cancer. In 1992, the epidemiological investigation of hepatitis virus infection in China showed 

that the prevalence of hepatitis B in China was ranked east, middle and west in descending order. National surveys in 

2006 showed that the prevalence of hepatitis B in the eastern and central regions was significantly reduced while the 

western region remained at a relatively high level, which was related to the lower hepatitis B vaccination rates in the 

western provinces. Western undeveloped regions should pay attention to the prevention and control of the risk factors 

of liver cancer, so as to reduce the regional cancer burden. 

 

Breast cancer 
The incidence of female breast cancer in both of developed countries and developing countries ranked first, female 

breast cancer mortality ranked second in developed countries, and ranked 15th in developing countries. The incidence 



of female breast cancer in the eastern and central regions of China ranks first, and the incidence of female breast cancer 

in the western region is less than that of lung cancer, but the incidence rate is still ranked first. The incidence rate from 

high to low was east, central and western areas in order. The mortality rate of breast cancer in various regions of China 

is generally lower than that of lung cancer, stomach cancer, liver cancer, colorectal cancer and other common 

malignancies. The mortality rate from high to low was in the east, middle and west regions. The burden of breast cancer 

in eastern China is heavier, which is related to the rapid urbanization in the eastern region. Continuously westernized 

lifestyle of city dwellers, widespread increase in obesity rates, fertility rates are relatively lower breast cancer risk 

factors leading to the constant increase in the incidence of urban areas. 

 

Esophageal cancer 
China, in the world, is the country with the highest rate of incidence and mortality of esophageal cancer. The Taihang 

Mountains area in parts of Henan, Hebei, and Shanxi provinces is a traditional high-risk region of esophageal cancer 

in China. The incidence and mortality of esophageal cancer in central China are relatively high and the distribution of 

esophageal high-risk areas has a certain relationship. More than 90% of esophageal cancers in high-incidence areas of 

China are squamous cell cancer, and their occurrence is related to smoking, lack of nutritional element, taking hot food 

and, other factors. 

 

Thyroid cancer 
Thyroid cancer mainly occurs in the female group. The thyroid cancer incidence in the developed countries ranks 

seventh, and that of in the developing countries ranks the ninth. The incidence of thyroid cancer in eastern China is 

much higher than that in the middle and western regions. The incidence of female thyroid cancer is much higher than 

that of men. Thyroid cancer is the most common type of cancer in women under the age of 30. In recent years, the 

incidence of thyroid cancer has risen significantly in China, but the mortality rate has been relatively stable at relatively 

low levels. Similar trends have been found in other countries, which may be related to the overdiagnosis of thyroid 

cancer. There are regional differences in the incidence of thyroid cancer in China, which may be due to the different 

rates of thyroid cancer screening in different regions. 

 

Cervical cancer 
The burden of cervical cancer in women in developing countries is much higher than in developed countries. The 

incidence of cervical cancer does not rank among the top 10 in developed countries, it ranks second in developing 

countries, mortality ranks 9th in developed countries, and 3rd in developing countries. The incidence rate of female 

cervical cancer in China is highest in the order of the central, western and eastern regions. The mortality rate in the 

western region is slightly higher than that in the central region and the lowest in the eastern region. This is in contrast 

to the low prevalence of cervical cancer screening among women in underdeveloped regions and HPV infection. In 

2017, the cervical cancer vaccine was officially approved for listing in the Mainland of China. This provides more 

options for the prevention and control of cervical cancer in China. 

In general, patterns of cancer in China's eastern, central and western regions are slightly different. Malignant tumors 

associated with chronic infections, such as gastric cancer, liver cancer, and cervical cancer, have a heavy burden of 

disease in the underdeveloped regions of the central and western regions. On the other hand, malignant tumors 

associated with higher socioeconomic levels and Westernized lifestyles, such as colorectal cancer, breast cancer, and 

thyroid cancer, have a heavy burden of disease in developed eastern regions. The differences in disease spectrum reflect 

to a certain extent the geographical differences in the distribution of medical resources in China. Therefore, early-stage 

population-based screening for key cancers in underdeveloped regions and high-risk areas will improve the clinical 

diagnosis and treatment of better-prognosing tumors. And increase efforts to promote the fairness of medical resources, 

at the same time, further improving tumor monitoring and screening coverage in developed regions may be the focus 

of future cancer prevention and control efforts in China. 

Note: The data in this article are from Cancer incidence and mortality in China, 2014. Chin J Cancer Res 2018; 
30(1) Analysis of the Incidence and Mortality of Malignant Tumors in China in 2014, Chinese Journal of Oncology, 

Vol. 27, No. 1, 2018 
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全国肿瘤登记中心负责全国肿瘤登记数据收集、质量控制、汇总、分析及发布工作。2018年 2月，国家癌

症中心发布了最新一期的全国癌症统计数据。由于全国肿瘤登记中心的数据一般滞后 3 年，本次报告发布数

据为全国肿瘤登记中心收集汇总全国肿瘤登记处 2014年登记资料。 

 



报告主要发现 

2014年全国恶性肿瘤估计新发病例数 380.4万例（男性 211.4万例，女性 169.0万万例），平均每天超过 1

万人被确诊为癌症，每分钟有 7个人被确诊为癌症。 

肿瘤发病率为 278.07/10万（男性为 301.67/10万，女性为 253.29/10万），中标率（中标率：人口标准化

率按照 2000 年中国标准人口结构）为 190.63/10 万，世标率（世标率：人口标准化率按照 Segi's 世界标准

人口结构）为 186.53/10万。0-74岁累积发病率为 21.58%。 

胂瘤死亡率为167.89/10万，中标率为 106.98/10万，世标率为 106.09/10万。0-74岁累积死亡率为 12.00%。 

恶性肿瘤发病率由高到低依次为东部、中部、西部。调整人口结构后地区间发病率的差异缩小，但趋势并

未改变。各地区中男性发病率均高于女性。 

按发病例数排位，肺癌位居全国发病首位，每年发病约 78.1万，其后依次为胃癌、结直肠癌、肝癌和乳腺

癌。肺癌和乳腺癌分别位居男女性发病的第 1位。 

恶性肿瘤死亡率由高到低依次为东部、中部、西部，调整人口结构后，中部地区死亡率高于东、西部地区。

各地区肿瘤年龄别死亡率趋势相似，主要恶性肿瘤死因大致相同，肺癌、肝癌、胃癌、食管癌、结直肠癌在各

地区均为主要恶性肿瘤死因。 

 

报告数据来源和质量控制 

截至 2017年 8月 30日，全国肿瘤登记中心共收集到全国 31个省、自治区、直辖市的 449个登记处提交的

2014年肿瘤登记资料，其中县级以上城市 160个，县及县级市 289个。根据质量控制标准纳入 339个登记处，

其中东部地区 140个，中部地地区 112个，西部地区 87个。覆盖人口共 288243347人（包括男性 146203891

人，女性 142039456人），占全国 2014年年未人口数的 21.07%,其中东部地区 164062330人，中部地区 81477272

人，西部地区 42703745人。 

 

恶性肿瘤发病总体情况 

据估计，2014年全国恶性肿瘤估计新发病例数 380.4万例（男性 211.4万例，女性 169.0万万例），平均每

分钟有 7个人被确诊为癌症。 

肿瘤发病率为 278.07/10万（男性为 301.67/10万，女性为 253.29/10万），中标率（中标率：人口标准化

率按照 2000 年中国标准人口结构）为 190.63/10 万，世标率（世标率：人口标准化率按照 Segi's 世界标准

人口结构）为 186.53/10万。0-74岁累积发病率为 21.58%。胂瘤死亡率为 167.89/10万，中标率为 106.98/10

万，世标率为 106.09/10万。0-74岁累积死亡率为 12.00%。 

<<图 1>> 

 

恶性肿瘤的发病与死亡存在地区性差异 

恶性肿瘤发病率由高到低依次为东部、中部、西部。调整人口结构后地区间发病率的差异缩小，但趋势并

未改变。各地区中男性发病率均高于女性。 

恶性肿瘤死亡率由高到低依次为东部、中部、西部，调整人口结构后，中部地区死亡率高于东、西部地区。

各地区肿瘤年龄别死亡率趋势相似，主要恶性肿瘤死因大致相同，肺癌、肝癌、胃癌、食管癌、结直肠癌在各

地区均为主要恶性肿瘤死因。 

 

主要恶性肿瘤发病情况 

按发病例数排位，肺癌位居全国发病首位，每年发病约 78.1万，其后依次为胃癌、结直肠癌、肝癌和乳腺

癌。肺癌和乳腺癌分别位居男女性发病的第 1位。 

 

 

 

 

 

 

 

 

各地区肿瘤年龄别发病率、死亡率趋势相似。

肺、结直肠、胃、肝癌在东、中、西部地区均较常见，东、西部地区女性乳腺癌较常见，中部地区食管癌较常

见。东、中、西部地区主要肿瘤死因均为肺癌、肝癌、胃癌、结直肠癌和食管癌。 



  
 

分年龄段发病率 

各地区 0~30岁组恶性肿瘤发病率均较低，30岁以上人群发病率快速增高，80~岁组时达到高峰，之后有所

下降。各地区 20~50岁组女性发病率均略高于男性，50岁以上人群男性发病率显着高于女性。30岁以上年龄

组发病人数快速增高，60~64岁组的发病人数最多，其后发病人数有所下降。总体而言，各地区男性、女性年

龄别发病率变化趋势相似。 

 

 
 

肺癌 

2012年全球恶性肿瘤发病与死亡调查显示，肺癌是世界范围内男性新发病例、死亡病例最高的肿瘤，发展

中国家男性肺癌新发病例数远超排在第 2 位的肝癌，但在发达国家中前列腺癌已超越肺癌成为新发病例最多

的癌症。我国各地区男性肺癌发病率、死亡率均排名第一，中部地地区男性肺癌年龄标化发病率、死亡率最

高，这可能与我国男性较高的吸烟率有关。肺癌在全世界女性中发病率排名第 3、死亡率排名第 2,发达国家

女性肺癌新发病例数低于乳腺癌与结直肠癌，肺癌死亡病例数排名第 1,发展中国家女性肺癌新发病例数低于

乳腺癌与宫颈癌，肺癌死亡病例数低于乳腺癌。我国女性肺癌发病率排名第 2,但在西部地区肺癌发病例数仍

居第 1位，所有地区女性肺癌死亡率排名第 1。发达国家女性肺癌发病率及死亡率较高，可能与近年来这些国

家女性吸烟率的不断上升有关。我国女性吸烟率较低，但女性肺癌发病率仍高于一些女性吸烟率较高的欧美

国家，这可能与女性性二手烟暴露、室内油烟与燃料污染明、室外空气污染有关。我国不吸烟女性二手烟暴

露率高达 71.6%,农村地区（74.2%）二手烟暴露率高于城市地区（70.5%）。另有研究显示，我国北部、东部地

区各省工作场所禁烟率最高，而中、西部地区公共场所吸烟情况较为普遍。同时，我国西部欠发达地区室内

燃料使用情况更为普遍，这些可能是导致西部地区女性肺癌负担较重的原因。 

 

胃癌 

胃癌新发病例在全世界男性、女性中分别排名第 4、第 5 位，死亡病例在全世界男性、女性中分别排名第

3、第 5位，东亚地区胃癌发病率最高。我国胃癌发病率、死亡率由高到低依次为中、东、西部地区。不良饮

食结构、不健康的生活饮食习惯、慢性幽门螺旋杄菌感染可能是胃癌高发的危险因素。我国辽东半岛、山东

半岛、长江三角洲、太行山脉和甘肃等地是胃癌高发区巧。中部地区胃癌发病、死亡率较高，这与胃癌高发区

的分布有一定关系。 

 

结直肠癌 

结直肠癌新发病例在全世界男性、女性中分别排名第第 3 位及第 2 位，死亡病例在全世界男性、女性中分

别排名第 4 位及第 3 位。发达国家中结直肠癌发病率明显高于发展中国家，这与发达国家较高的肥胖率、不

健康的饮食习惯等因素有关。我国东部地区结直肠癌发病率、死亡率最高，这可能与东部发达地区人群生活

方式明显西化有关。西部地区发病率、死亡率与东部地区相似，而中部地区的发病率、死亡率则均较低，其原

因需要更多相关研究进行深入探讨。大规模人群筛查是降低结直肠癌发病率与死亡率的重要途径。目前的筛



查方法包括：创木脂化学法粪隐血试验、免疫化学粪隐血试验、粪便 DNA 检测测、血清癌胚抗原检测测、弯

曲乙状结肠镜检查、CT仿真内镜、气钡双重造影、结肠镜检査等。应根据各地区的结直肠癌疾病负担、医疗

疗资源及个人危险因素选择适当的筛查方式。 

 

肝癌 

肝癌疾病负担男性重于女性，发展中国家重于发达国家。发达国家中男性肝癌发病排名第 10位死亡排名第

6位，女性发病排排名未进前 10 位、死亡排名第 7位。发展中国家男性肝癌发病、死亡均排名第 2位，女性

发病排名第 6 位、死亡排名第 5 位。我国肝癌发病、死亡从高到低依次为西、中、东部地区。乙型、丙型肝

炎病毒感染、黄曲霉素、饮酒、非酒精性脂肪肝肝、肥胖等因素是肝癌的危险因素。1992年全国肝炎病毒感

染流行病学调查显示，我国乙肝流行率从高到低依次为东、中、西部地区列。2006年全国调查显示，东、中

部地区乙肝流行率大幅降低而西部地区仍保持在较高水平，这与西部各省乙肝疫苗接种率较低有关。西部欠

发达地区应注重肝癌危险因素的防控工作，从而降低区域癌症负担。 

 

乳腺癌 

发达国家和发展中国家女性乳腺癌发病率均排名第 1,女性乳腺癌死亡率在发达国家中排名第 2,在发展中

国家排名第 15。我国东中部地区女性乳腺癌发病率排名第 1,西部地区女性乳腺癌发病例数少于肺癌，但发病

率仍排名第 1。发病率由高到低依次为东、中、西部地区。我国各地区乳腺癌死亡率普遍低于肺癌、胃沪、肝

癌、结直肠癌等常见恶性肿瘤。死亡率由高到低依次为东、中、西部地区。我国东部地区乳腺癌负担较重，这

与东部地区城镇化进程较快有关。城市居民生活方式的不断西化、肥胖率的普遍增高、生育率的相对降低都

是导致城市地区乳腺癌发病率不断增高的危险因素。 

 

食管癌 

中国是世界上食管癌发病率、死亡率最高的国家之ー。包括河南、河北、山西等省部分地区的太行山脉一

带是我国传统的食管癌高发区域，我国中部地区食管癌发病率、死亡率相对较高与食管癌高发区的分布有一

定关系。我国国高发地区 90%以上的食管癌为鳞状细胞癌，其发生与吸烟、营养元素缺乏惯、食烫食等因素有

关。 

 

甲状腺癌 

甲状腺癌主要出现在女性人群中，发达国家女性甲状腺癌发病排名第 7 位，发展中国家女性甲状腺癌发病

排名第 9位。我国东部地区甲状腺癌发病率远高于中、西部地区，女性发病率远高于男性。甲状腺癌是 30岁

以下女性人群的最主要癌症类型。近年来，我国甲状腺癌发病率明显上升，但死亡率则相对稳定在较低水平，

其他国家也发现了类似趋势，这可能与甲状腺癌的过度诊断有关。我国甲状腺癌发病率存在地区差异，这可

能是由于不同地区甲状腺癌筛查率不同所导致的。 

 

宫颈癌 

发展中国家女性宫颈癌负担远高于发达国家。宫颈癌发病率在发达国家中未排入前 10名，在发展中国家排

名第 2 位，死亡率在发达国家中排名第 9 位，在发展中国家排名第 3 位。我国女性宫颈癌发病率从高到低依

次为中、西、东部地区，西部地区死亡率略高于中部地区，东部地区最低，这与欠发达地区女性宫颈癌筛查普

及度较低、HPV 感染率较高有关。2017 年，宫颈癌疫苗在我国内地正式获批上市，这为我国宫颈癌防控提供

了更多选择。 

总体而言，我国东、中、西部地区的癌谱略有不同。胃癌、肝癌、宫颈癌等与慢性感染有关的恶性肿瘤在

中、西部欠发达地区的疾病负担较重，而结直肠癌、乳腺癌、甲状腺癌等与较高社会经济水平、西化的生活方

式有关的恶性肿瘤在东部发达地区的疾病负担较重。疾病谱的不同在一定程度上反应了我国医疗资源分配的

地域差异，因此在欠发达地区及高危地区对重点肿瘤开展基于人群的早期筛查工作提高预后较好的肿瘤的临

床诊治水平，加大力度推进医疗资源公平化，同时在发达地区进一步提高肿瘤监测和筛查覆盖率可能是未来

我国肿瘤防控工作的重点。 

 
注：本文数据来源于 Cancer incidence and mortality in China, 2014. Chin J Cancer Res 2018;30（1）2014 年中国分地

区恶性肿瘤发病和死亡分析，中华肿瘤杂志，2018 年第 27卷第 1 期 
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