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第１章
がんの概論
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4 査定医“ドクター牧野” がんの話 がんの概論

がんとは

　人間の体はおよそ60兆個の細胞から成り立っています。そして常に細
胞分裂を繰り返して新しい細胞を生み出しています。人体では生涯の間
に古い細胞から新しい細胞への入れ替えが数千回行われます。たとえば
赤血球と皮膚細胞のそれぞれの寿命は120日と60日です。この新しい細
胞は、細胞核の中にある遺伝子によってコントロールされたコピー細胞
です。
　デジタルデータもコピーを繰り返すと劣化するように、人体の細胞も
細胞分裂を繰り返していくと、元の細胞と異なる不良細胞が生まれるこ
とがあります。遺伝子の複製時にエラー、つまり間違いが起こるわけで
す。この間違いが蓄積していくために細胞が老化し、死んでしまうとい
うのが細胞寿命のエラー説です。
　遺伝子の間違いを起こす原因としては、強い放射線、紫外線、熱、煙
草のベンツピレン、ある種のウイルスなどの発がん物質があります。こ
れらの発がん物質に暴

ばく

露
ろ

される期間が長いほど不良細胞が生まれる確率
が高くなります。
　元の細胞と著しく異なる細胞が、がん細胞です。とはいってもすぐに
臨床的ながんが発生するわけではありません。というのも細胞の核には、
がん抑制遺伝子があるからです。がん抑制遺伝子は、がんの発生を抑制
する機能を持つタンパク質をコードする遺伝子です。p53、Rb、BRCA1
などのがん抑制遺伝子が知られています。この遺伝子によってコードさ
れるがん抑制タンパク質が壊れた遺伝子を修復してくれますが、がん抑
制遺伝子の働きが不十分なときにがん細胞が生き残ります。
　がん細胞が生き残ると、生体の免疫を担当するリンパ球のNK細胞
（ナチュラル・キラー細胞）が、この異物であるがん細胞を認識し、死

正常上皮

がん抑制遺伝子
APCの異常

異形成
上皮細胞 初期腺腫 がん 転移中期腺腫 後期腺腫

K-RAS遺伝子の異常
遺伝子DCC/DPC4/JV18の関与？

ゲノム不安定性の誘導ミスマッチ
修復の欠陥

がん抑制遺伝子p53の異常
その他の遺伝子異常？

細胞内で複数の遺伝子異常が蓄
積し、ポリープの発生、がん化、転移
が進んでいくとする説。図表は大腸
がんの発生メカニズムと関与すると
みられる遺伝子異常。

多段階発がん説とは…
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査定医“ドクター牧野” がんの話 がんの概論 5

滅させます。この免疫の力により人体はがん細胞から守られています。
　それでも一部のがん細胞は、NK細胞の総攻撃から逃れるために、細
胞分裂のときに遺伝子を変化させます。遺伝子を変化させることでがん
細胞膜表面の抗原を変えてNK細胞の認識をすり抜けるわけです。
　がん抑制遺伝子に打ち勝ち、免疫細胞の監視から逃れられて初めてが
ん細胞は増殖することができます。受精卵と同じように最初は1個のが
ん細胞から始まります。これが細胞分裂を無秩序に繰り返して増殖して
いきます。そしてがん細胞は、正常細胞と異なって不死身な細胞です。
　加齢するにしたがってがんになる確率が高くなります。これはがん細
胞が作られる回数が増えるにもかかわらず、がん抑制遺伝子の働きや免
疫力が加齢とともに弱くなってくるからです。
　1個のがん細胞がゆっくりと倍々で増殖を繰り返し100万個の細胞塊に
なると、その大きさは1mmくらいになります。このレベルではP.21 で
紹介しているCT検査、MRI検査、PET検査でもがんを発見すること
は困難です。がんがこれらの検査で発見されるまでには20～30年の時
間を要します。

■図表　がんの発生メカニズム（多段階発がん説）
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6 査定医“ドクター牧野” がんの話 がんの概論

悪性腫
し ゅ

瘍
よ う

と良性腫
し ゅ

瘍
よ う

の違い

悪性腫瘍 良性腫瘍

顕微鏡下で見た
細胞の構造

未分化な細胞が多い よく分化した細胞

異型あり 異型なし

核分裂が多い 核分裂はまれ

増殖スピード 速い ゆっくり

周囲との境界 不明瞭 明瞭

発育形式 一般に浸
し ん

潤
じゅん

性 膨張、圧排性

壊死・出血 多い 少ない

再発 多い 少ない

まとめ

周囲との境界が不明瞭で、
正常な細胞などの組織構
築を破壊して入り込み、急
速に増殖する

周囲との境界がはっきり
していて、正常細胞や組織
を破壊せずにゆっくり進
行する

　腫
しゅ

瘍
よう

は、体の組織や細胞が過剰に増殖することによってできる組織の
塊のことで、新生物と呼ぶこともあります。この腫瘍には良性と悪性が
あり、悪性の腫瘍をがん（悪性新生物）と定義します（P.7図表参照）。
　良性腫瘍と悪性腫瘍を比較すると次の表のようになります。

　さらに、がんはがん腫（癌腫）と肉腫に大別されます。がん腫は、胃
がん、大腸がんなど臓器の粘膜上皮にできるもの。肉腫は、骨肉腫、血
管肉腫など骨、筋肉、血管にできるものをいいます。
　また、造血組織やリンパ組織由来の悪性腫瘍は、白血病や悪性リンパ
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査定医“ドクター牧野” がんの話 がんの概論 7

悪性腫瘍 良性腫瘍

顕微鏡下で見た
細胞の構造

未分化な細胞が多い よく分化した細胞

異型あり 異型なし

核分裂が多い 核分裂はまれ

増殖スピード 速い ゆっくり

周囲との境界 不明瞭 明瞭

発育形式 一般に浸
し ん

潤
じゅん

性 膨張、圧排性

壊死・出血 多い 少ない

再発 多い 少ない

まとめ

周囲との境界が不明瞭で、
正常な細胞などの組織構
築を破壊して入り込み、急
速に増殖する

周囲との境界がはっきり
していて、正常細胞や組織
を破壊せずにゆっくり進
行する

腫と独立して呼びます。これは、悪性化した細胞が腫
しゅ

瘤
りゅう

を作らず、血管
内に多数表れてくるからです。いわゆる血液のがんですね。
　もっとも良性腫瘍でも、それが発生した場所、たとえば脳や神経では
周りの組織を圧迫するほど増殖すると命に関わることもあります。した
がって良性脳腫瘍など一部の良性腫瘍は、保険医学的には悪性腫瘍に準
じた危険評価をします。
　がんの診断確定は、病理医の先生が顕微鏡下で組織を見て悪性細胞の
存在を確認し、それを病理診断報告書に記載することによります。

■図表　腫瘍とがんの種類

腫瘍

がん
悪性腫瘍
（悪性新生物）

良性腫瘍がん腫 肉腫

白血病 悪性リンパ腫

※良性脳腫瘍など
一部の良性腫瘍
は保険医学的に
は悪性腫瘍に準じ
た評価

臓器の粘膜上皮
に発生
…胃がん、大腸が
んなど

骨、筋肉、血管に
発生
…骨肉腫、血管肉
腫など

注 : 血液のがん（白血病、悪性リンパ腫）は、医学上は肉腫に分類されます。
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8 査定医“ドクター牧野” がんの話 がんの概論

がんの分類基準は何か

生命保険の普通保険約
やっ

款
かん

によるがんの定義

注：上記は特定疾病保険における定義です。がん保険の場合には上皮内癌も悪性新生物に含まれます。

対象となる悪性新生物の定義

悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸
しん

潤
じゅん

破壊的増殖で特徴付けら
れる疾病（ただし、上皮内癌、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌および責
任開始の日からその日を含めて90日の間に診断確定された乳房の悪性新
生物を除く）
上皮内癌には、子宮頸癌0期、非浸潤癌、食道上皮内癌等があります

　大手生命保険会社の普通保険約
やっ

款
かん

に規定されるがんの定義は次のとお
りです。

　しかしながら、このがんの定義だけだとよく分かりませんね。それゆ
え保険会社は ICD-10 の分類コードにより実際に支払対象となるがんを
より具体的に規定しています。

　がんの分類基準は、「疾病及び関連保健問題の国際統計分類
（International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems; ICD）」に準拠しています。これは、異なる国や地域から、異
なる時点で集計された死亡や疾病のデータの体系的な記録、分析、解釈
及び比較を行うため、世界保健機関憲章に基づき、世界保健機関
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