
日本人の
2人に1人は

“がん”
になりますが、
早期発見なら

多くの人が治癒します。

だから、早期発見が大事。さぁ、

『がん検診』を
受けましょう!

群馬県

群馬県のすべてのみなさん!

〈お問い合わせ先〉
群馬県保健予防課がん対策推進室
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1

TEL.027-226-2614

みんなのがん検診、みんなでがん検診
大切な人にこのリーフレットを渡して、
がん検診を勧めるようにしてください。

がん検診Q&A

Q. がん検診は何回も受けなければ ならないものですか？
A. 定期的に受ける必要があります。
頻度は部位や年齢によって異なり、肺がん、大腸がんは40歳以上で年
1回、胃がんは50歳以上で2年に1回、乳がんは40歳以上で2年に1回、
子宮頸がんは20歳以上で2年に1回です。

Q. がん検診を受けるには時間が かかりますか？
A. 検診そのものは10～20分程度です。
検査そのものに要する時間は、いずれの検診も10～20分程度で
すが、場合によっては長くかかることもあります。事前予約が必要
な場合が多いので、市町村や職場、医療機関に確認してください。

Q. がん検診の費用の 補助はありますか？
A. すべての市町村で補助があります。
群馬県内の市町村で実施しているがん検診は、すべての市町村で補
助があり、比較的低料金で受けられます。費用は市町村によって異な
ります。また、職場の健康診断として受けられる場合もあります。

がん検診を受けるには

がん検診は住民登録している市町村
の健康診断として受けられます。群馬
県内すべての市町村で検診費用の補
助があり、比較的低料金で検診を受け
られます。詳しくはお住まいの市町村
にご確認ください。

市町村の健康診断
職場で健康診断を実施している場合、
がん検診が受けられるか確認してみて
ください。がん検診がオプションとなっ
ている場合は、別途申し込みが必要に
なります。職場で実施していない場合
は、市町村のがん検診を受けましょう。

職場の健康診断

日本人の２人に１人は
がんになります。
他人事ではなく、がん検診は
群馬で暮らすみんなの問題です。

世代や性別で
かかりやすいがんがあります。
みなさん自身や、身近な人が
かかりやすいがんはどれですか？

出典：国立がん研究センターがん情報サービス

40代 50代 60代
1位 大腸がん 大腸がん 胃がん
2位 胃がん 胃がん 大腸がん
3位 肺がん 肺がん 肺がん

男性がなりやすいがん

20～30代 40代 50代 60代
1位 子宮頸がん 乳がん 乳がん 大腸がん
2位 乳がん 子宮頸がん 大腸がん 胃がん
3位 卵巣がん 大腸がん 胃がん 乳がん

女性がなりやすいがん

〈生涯でがんに罹患する確率（2013年）〉

男性

62％
女性

46％

群馬県では2018年度に「群馬県がん対策推進計画」（第3期）を策定し、
2022年度までに主ながん検診の受診率50％を目指して取り組んでいます。
がん検診を定期的に受けて、早期発見、早期治療を目指しましょう。

群馬県ではがん検診受診率50％を目指しています。
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がんになったら治らない!
そんなことはありません!
早期発見で
80％以上が治癒※

します。

多くのがんの初期には
自覚症状が
ありません。

今やがんは「治る病気」と言われています。早期発見・早期
治療できれば80％以上が治癒します。そのためにはがん
検診が最も有効です。「怖い」「面倒くさい」「自分だけは大
丈夫」と言わず、命を守るためにがん検診を受けましょう。

〈5年後の生存率〉　早期発見した場合（限局）
胃がん
▼

95.9%

肺がん
▼

80.6%

乳がん
▼

98.9%

大腸がん
▼

96.6%

子宮頚がん
▼

93.4%
※ここでいう「治る（＝治癒）」とは、診断時からの5年相対生存率です。相対生存率とは、が
ん以外で亡くなる人の影響を除いた数値です。
出典：国立がん研究センターがん情報サービス

大腸がんは、40～50代がかかりや
すいがん。検診は、自宅での2日間の
便検査と手軽。早期発見なら内視鏡
手術での治療も可能です。初期のう
ちは自覚症状がないので、毎年1回
の大腸がん検診が大切です。

40代、50代がかかりやすいがん

受診率 40.3％　（平成28年）

▶便検査
検診内容

大腸がん

大腸がん検診はお尻から
カメラを入れる内視鏡検査
じゃないんですね。

肺がんは男性に特に多いがん。胸部
X線検査のほか、喫煙者は喀痰細胞
診も有効です。男性では、喫煙者は
非喫煙者の4倍以上肺がんになりや
すいですが、たばこを吸わなくても肺
がんにはなります。

群馬県の男性に一番多いがん

受診率 53.6％　（平成28年）

▶胸部X線検査
▶喀痰細胞診

検診内容

肺がん

胃がんは50歳以上が特にかかりやす
いがん。初期は自覚症状もなく自分
では気づきにくいがんです。早期発見
すれば内視鏡手術で済むこともあり
ます。安心のために50歳を過ぎたら
2年に1度は検診を受けましょう。

自覚症状が出てからじゃ遅い

受診率 41.3％　（平成28年）

▶バリウムによる
 X線検査
▶胃内視鏡による検査

検診内容

胃がん

毎 年

受診対象者

40代 
男・女

50代 
男・女

60代～ 
男・女

毎 年

受診対象者

40代 
男・女

50代 
男・女

60代～ 
男・女

2年に1度

受診対象者

50代 
男・女

60代～ 
男・女

たばこを吸わなくても肺が
んになる可能性があるとは
怖いですね…。

近年、日本人女性の11人に1人がか
かると言われているがん。自己触診
では見つからないケースもあるので、
早期発見のためにはマンモグラフィ
による検査が大切です。早期発見で
約99％が治ります。

40歳以上の女性に多いがん

受診率 43.3％　（平成28年）

▶マンモグラフィ検査
検診内容

乳がん

私はちゃんとセルフチェッ
クをしているから大丈夫と
思っていました…。

子宮頸がんはHPVというウィルスの
感染が関連するもので、20～30代
の女性に多いがん。進行すると子宮
摘出手術が必要となる場合もありま
すが、早期発見なら妊娠・出産も可
能です。

20～30代女性がなりやすいがん

受診率 43.1％　（平成28年）

▶細胞診
▶内診

検診内容

子宮頸がん

2年に1回

受診対象者

40代 
女

50代 
女
60代～ 
女

2年に1度

受診対象者

20代 
女

30代 
女
40代～ 
女

若い人がなりやすいがんが
あるなんて知らなかったで
す! ビックリです!

がん検診を受けて「要精密検査」となったら、放置せずに必ず精密
検査を受けてください。「悪性だったらどうしよう？」と心配かもしれ
ませんが、精密検査になったからといって、必ずしもがんとは限りま
せん。何よりも、がん
だった場合は、早期
発見・早期治療によっ
て、治る可能性が高ま
ります。精密検査は必
ず受診するようにして
ください。

「要精密検査」となったら
必ず受診するようにしてくだい!

大腸がん、胃がん、肺がん、乳
がん、子宮頸がんは早期発
見・早期治療すれば80％以
上が治る病気です。しかし、
初期は自覚症状がほどんどな
く、自分で気づくことができま
せん。だからこそ定期的なが
ん検診が大切なのです。

早期発見なら胃の摘出をし
なくて済む場合もあると聞
いて安心しました。


