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 皆さん、こんにちは。 

 今日は、お忙しい中 厚生労働省がすすめている「健康寿命をのばす国民運

動 Smart Life Project」の中の“スマートライフ講演会＋健康エクササイズ”

にご参加下さり、ありがとうございます。今日の講演会は、皆さんにとって決

して損にならない、そしてこれからの人生に必ず役に立つものとなると信じて

おります。 

 皆さんの人生の貴重な 2 時間半あまりを、私とこの後に指導するトレーナー

に下さい。よろしくお願いします。 

 

 まず簡単に自己紹介します。私は、久米川町 3 丁目で内科クリニックを開業

しています。スポーツセンターの駐車場を出て右折し突き当りの生協（生活ク

ラブ）の裏手です。デイサービス“リリー”と浪越指圧のマッサージ指圧院を

併設しています。13 年前に久米川町 2 丁目で開業し、1 年半前に新規移転しま

した。病院らしからぬ建物で、料亭かスーパー銭湯と見間違える方が多いです。 

 数年来、東村山市スポーツ科学委員として、お手伝いさせて頂いてます。 

 その兼ね合いで、今日講演することとなりました。大学病院では、脳神経内

科を専攻し、脳卒中・パーキンソン病・頭痛などを専門に診察しており、脳卒

中の原因となる高血圧・高脂血症・糖尿病のコントロールをしておりました。

癌のことは、あまり詳しくありませんが・・・・。 

 

 “健康寿命”～皆さん一度は耳にしたことがあると思います。健康寿命とは、

日常的に介護を必要としないで、自立した生活ができる生存期間のことです。 

 世界有数の長寿国である我が国。しかし、日本人の平均寿命と健康寿命の差

は男性で 9年、女性ではなんと 13年です。 

 みなさん大半の方が望んでいらっしゃる（？）、「ピンピンコロリ」とは全く

ほど遠い・・・⤵⤵⤵   ヤバイ。他人の手を煩わせることになってしまう・・ 

嫌ですよね。 ですから、「質の良い人生」を送りましょうよ！！ 

 

            “人生は一度きり” 

 

そんなこと分かってる。そんな声が聞こえます。アタマでは分かっていても、

いつもいつも死ぬのは他人ばかりで、自分は死なない！そうじゃないですか？ 

新聞の訃報欄をみると、「あっ、この人私と同じ年齢だー」とは思うけれども

他人事。 



でもちょっと待ってください。必ず私を含めてみんな死ぬのです。のっけか

ら、こんなこと言ってすみません。でも事実ですから。 

それもいつ死ぬかは分からない。だから一日一日を精一杯、過ごさなければ。 

 

だから私はよく考えます。ようは死に方だろうって。どうやって、どんな風

に最期を迎えたいか？ 

想像してみましょう。実際にはどうなるかは、なってみないと分からないで

すが、当たらなくてもいいんです。これから起こるだろう事柄を予想できれば。 

そうすれば、それに対する予防策をたてることが出来ますから。 

 

医師の私が言うのもおかしいですが、最期は医療のチカラではどうしようも

ないと思います。個人個人それぞれの“生き様”や“価値観”といったものが

大事になってくると思います。ちょっと宗教じみてしまいましたが。 

 

ここでちょっと考えてみてください。人生を生きる上でとても大切な、“体力

とお金と時間のバランス”を。 

皆さん、昔をちょっと思い出してみてください。 

 

20歳の頃は時間と体力はあるけど、金がない。 

30になると少し金はできて体力もあるけど、仕事が忙しく時間がない。 

40になると金はあるけど、体力が衰えてきて相変わらず時間はない。 

50になると体力がない。そして 60、70、80 歳と死にむかう。 

だから、悔いのないように過ごしましょう！これから起こるだろうことを 

予想できれば、残りの人生を有意義に過ごせる気がしませんか？ 

 

皆さん、毎年健診を受けますよね。受けっぱなしにしてる方、多いんじゃな

いでしょうか？ もったいないと思います。だって、せっかく問題点が指摘さ

れたんですから、それを解決しましょうよ。 

 

大体、高血圧か高脂血症か糖尿病といった、生活習慣病を指摘されることが

多いと思います。あとはＢＭＩ高値といった肥満も多いと思いますが・・・ 

肥満は血管内皮細胞の炎症を引き起こし、動脈硬化を悪化させます。ですか

ら、「肥満＝老化」だと思い、まず適正体重を維持するように、頑張りましょう！ 

 

その為には、“腹八分目とスポーツを！！” 

 



脱線しますが、私が医師仲間と酒を飲む際の、最後の決まり文句が「お互い、

適正体重の維持なぁー！！」です。多分これは真理をついてる言葉だと思いま

す。だから私が身をもって「ダイエットをして、それを維持し続けてるんです

から」 

 

「その人らしく」、とか「尊厳死」だとか、言いますよね。 

日頃から、配偶者や子供たちと そういう話をしておいた方が、いいと思い

ます。ちなみに私の価値観では、「口から食べられるか？」「意識はしっかり保

たれているか？」が重要なんです。 

皆さんの人生の価値観は？  

 

はじめから縁起の悪い話になりましたが、今日は、長らく日本人における死

因のトップを占める“癌”。統計上約 3 人に 1 人は亡くなるこの病気について、

今日はスポーツと癌の関係を勉強しましょう！ 

 勘のいい人はお察しの通り、結論を先に言うと「癌予防のためには、スポー

ツが役に立つ！！」ということです。 

 そのためには、スポーツセンターをどんどん利用して下さい（笑）。 

 

 なるべく“癌”にならないように。また質の良い人生を送るには、これから

の人生でどうすればよいか、というのを今日は学びましょう！ 

 

2014年の厚生労働省のデータでは、日本では 1年間に 126万 9000人が亡くな

っています。 

死因のトップ 4は 

1位：癌（1年間で約 37万人死亡） 

2位：心筋梗塞などの心臓の病気（1年間で 19万 6000人が死亡） 

3位：肺炎（1年間で 11万 8000人が死亡） 

4位：脳梗塞、くも膜下出血などの脳の病気（1年間で約 11万 3000人死亡） 

この 4つの病気で私達の死因の 6割以上を占めます。 

 

知っているようでよく知らない  それが本音のところだと思います。 

ですから、まずは“癌”の勉強です。そんなの知ってるよという人は、聞き

流して下さい。 

 

“癌”とは“悪性新生物”とも呼ばれる病気のひとつです。私達の体は、約

60 兆個の細胞でつくりあげられています。その細胞が、日々分裂し、活動して



私達の体を維持してくれています。 

この細胞は必ず「核」というものを持っていて、その中に体の設計図である

「ＤＮＡ（デオキシリボ核酸）」があります。 

このＤＮＡ情報を複製して１個の細胞が２個に分裂し、さらに４個８個１６

個と倍々ゲームで増えていきます。分裂は永遠に続くわけではなく、決められ

た回数を分裂します。 

→「ヘイフリッフ限界」といって、人間の細胞の場合 50～60回が限度のよう

です。 

 

体の細胞が分裂増殖するとき、毎分千個以上の速度でＤＮＡのコピーが作ら

れていきます。これだけ速いと「コピーミス」が生じ、運が悪いと“癌”にな

ります。どこでミスが起こるかはランダムですが、当たり所が悪いと“癌”に

なります。普通は一定の回数で分裂が止まるのですが、分裂が永遠に続く様な

変化をしてしまいます。この分裂し続ける細胞が“癌細胞”です。癌細胞は永

遠に分裂し正常な細胞を圧迫していきます。それだけではなく、分裂にたくさ

んのエネルギーを使うので、正常な細胞からエネルギーを奪ってしまいます。

そのために、癌になった人達の多くはやせ細っていきます。 

 

すなわち“癌”とは、「コピーミスが原因の分裂の止まらない細胞」といえます 

 

 私達の体を構成する 60兆個の細胞の全てが、正常に分裂するのではなく、「突

然変異」というコピーミスが 1日に 3000個発生しています。言い換えると、誰

にでも 1日 3000個の癌細胞ができているというわけです。 

ちなみにタバコを吸う人は、5000個から 10000 個できるといわれています。 

 しかし、私達全員が“癌”になるわけではありません。これには「免疫力」

が関与しています。体の防御反応を担う細胞の中で癌細胞を倒してくれる細胞

がいます。それが、「ナチュラルキラー細胞（ＮＫ細胞）」です。 

 

なによりも、ＮＫ細胞の働きを維持することが重要です。 

 

→そのためにはストレスの回避が不可欠です。 

ストレスにさらされると、私達のＮＫ細胞の働きは悪くなります。 

ストレスをうけると、副腎皮質ホルモンがたくさん産生されます。それによ

りコレステロール値が上昇し、血糖値も上昇し、ドロドロ血になり動脈硬化が

進行します。 

癌だけでなく、生活習慣病にもなりやすくなるので、なるべくストレスを回



避するように努めて下さい。そのためには、自分が何にストレスを感じている

のかを知って、うまく付き合って下さい。 

実は、運動するとＮＫ細胞の活性が増えるんです！ 

 

ちょっと寄り道して、ここで癌のステージについて言及したいと思います。 

“ステージ”聞いたことがあると思いますが、癌の進行度はこのステージで表

されます。このステージはⅠ～Ⅳがあって、数字が大きくなるにつれ進行して

いきます。体の内部にどれだけ癌が広がっているかの目安になります。 

 癌の治療を評価するのに「5年生存率」というものがあります。これは癌の治

療の５年後にどの位存命しているかの割合です。たとえば 5 年生存率 10％とい

うのは、10 人が癌の治療を受けて、5 年後に生きている人が 1 人ということで

す。治る・治らないではなく単純に癌と診断されて、5年後にその人が生きてい

るかどうかの確率です。 

 ステージが進むにつれ、5年生存率は低くなります。 

 

 先日の報道で国立がん研究センターが「がん患者の 5 年生存率」を発表しま

した。それによると、全国平均は 64.3％で、なんと東京都が第 1位で 74.4％で

した。ちなみに最下位は沖縄県で 55.2％でした。でもこれは都道府県別の治療

レベルをそのまま表すものでなく、がんの早期発見ができているかどうかなど

の分析に役立つとしています。後述しますがここ 10 年間で、5 年生存率は上っ

てきていることが分かります。 

 

 日本人の 2 人に 1 人は癌になり、先程も書きましたが 3 人に 1 人は癌で亡く

なっています。これが現実です。ということは、今日参加されている方々では

大体・・・。 

ということは、1/2-1/3=1/6。すなわち 6人に 1人は癌になっても癌では死なな

い（完治する、もしくは他の病気で亡くなっている）。 

それに入るよりも、癌にならない方がいいじゃないですか？ 

6人の中の 1人になるよりも、癌にならない 6人中の 3人の方がいいに決まって

ますよね。 

  

 先程から繰り返しにになりますが、その為には“スポーツ”です。 

 

ステージに戻りますが、「ステージⅣ＝末期癌」ではありません。5 年生存ど

ころか、完治する例もあります。 

 ちょっと古いですが、2003～05 年に癌と診断された日本人の 5 年生存率は、



全ての癌で 58.6％でした。5 年生存率には差があり、10 倍以上の開きがありま

す。高い癌のトップ５は、①前立腺癌（93.8％）②甲状腺癌（92.2％）③乳癌

（89.1％）④子宮体癌（79.8％）⑤喉頭癌（75.9％）です。反対に低い癌とし

ては、肝臓癌、胆嚢・胆管癌、膵臓癌、肺癌、脳腫瘍、多発性骨髄腫などが挙

げられます。7～32.6％です。 

 

さて、そろそろ今日の本題に入りましょう。癌予防のためには、スポーツが

役に立つということを！！ 

 

まず動物実験レベルのお話です。 

32 匹の雄ネズミにアゾキシメチレンという発癌性物質を皮下注射した後、

毎日 2 キロをトレッドミルで走らされました。32 週間後には、運動しないネ

ズミと比べて、運動ネズミははるかに大腸粘膜の癌の発生が少なかったのです 

また、赤ちゃんの時に発癌性物質アザセリンを与えられたネズミは、自由に

回転するマシンで運動させておくと、4カ月後には、運動できなかったネズミ

に比べ、膵臓癌の発育が緩やかな傾向にありました。 

ＤＭＢＡという乳癌を起こす物質を与えられたネズミは、マシンで運動させ

ておくと、乳癌の発生は少なかったのです。 

 

ただし、動物に過重な運動負荷をかけると、逆に腫瘍の増殖が促進される傾

向が知られています。自発的な適度な運動でないと、癌を防ぐ効果は期待でき

ないようです。 

 

次にヒトにおける疫学調査です。 

癌全体として、7735 人を 9.5 年追跡した調査によると、運動している人の

癌全体の危険度は、0.62倍でした。 

17607人の大学卒業者を 22年から 26年追跡した結果、よく運動している人

はそうでない人に比べて、0.19倍から 0.56倍の大腸癌の危険率。肺癌の危険

率は、0.39倍から 0.62 倍でした。 

でも運動している人の直腸癌、前立腺癌、膵臓癌の危険率は減少していませ

んでした。 

ただし別の研究では、直腸癌の危険度も低くすることが示されています。

2503 人の男性を調べた結果、仕事上体を動かさない人は、動かす人に比べて

大腸癌の危険が 1.2 倍、直腸癌は 1.3倍でした。 

  乳癌は卵巣ホルモンの分泌と密接な関係があります。運動は月経の周期を 

 変え、卵巣ホルモンの分泌量を変えることが出来るので、乳癌の危険を減ら 



 す可能性があります。ある研究では、40歳以下の 545人の乳癌患者のライフ 

 スタイルを、同数の健常者と比べたところ、運動は乳癌の危険を減らすこと 

 がわかりました。 

 多目的コホート研究(ＪＰＨＣ研究)では、身体活動量の多い人で癌罹患の危

険性が低くなることが明らかになりました。 

部位別にみると、男性では結腸癌・肝癌で、女性では胃癌で罹患リスクが低下

していました。 

  

 コホート研究～分析疫学における手法の 1 つであり、特定の要因に曝露した

集団と曝露していない集団を一定期間追跡し、研究対象となる疾病の発症率を

比較することで、要因と疾病発症の関係を調べる観察的研究のことです。 

 

 国内外の色々な研究の結果、適度なエアロビクス運動を続けていれば、ある

程度は癌の予防に役立つと考えられます。しかし、激しい運動、無理な運動を

続けていると免疫力が低下し、逆に癌になりやすくなる可能性があります。 

 1週間に 4-5回、20-30分くらいの軽く汗を流す程度の運動で十分です。 

 これ以上の運動は、かえって免疫力を落とすかもしれません。 

 

 癌の予防のためには、食事の注意・ストレスの回避・だけでなく、適度な運

動が大切です。このように運動を含めた総合的な健康的なライフスタイルが必

須です。そのためには、どんな運動が効果的かを、この後スポーツセンターの

トレーナーに実際講義をして頂きたいと思います。 

 ただし、日常生活を過ごすにあたり続けられることが一番重要なので、無理

をせずに自分に合ったレベルを見つけて下さい。 
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