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表 9-1  原発部位 

部位 
2013年 2003年 

実数 実数 

乳房 1,275 1,904 

 

表 9-2 再発・転移の有無 

再発・転移 
2013 年 2003 年 

実数 (%) 実数 （％） 

はい 293 (23.0%) 465 (24.4%) 

いいえ 940 (73.7%) 1,404 (73.7%) 

無回答 42 (3.3%) 35 (1.8%) 

計 1,275 1,904 

 

表 9-3 再発・転移の部位（複数回答）   

再発・転移の部位 

2013年 

人数=293名 

2003年 

人数=465名 

実数 (%) 実数 （％） 

 脳・髄膜 11 (3.8%) 27 (5.8%) 

咽頭・喉頭 16 (1.4%) 1 (0.2%) 

肺・胸膜 71 (24.2%) 135 (29.0%) 

食道 0 (0.0%) 1 (0.2%) 

胃 2 (0.7%) 4 (0.9%) 

十二指腸・小腸 0 (0.0%) 1 (0.2%) 

大腸・直腸 5 (1.7%) 8 (1.7%) 

肝臓 61 (20.8%) 84 (18.1%) 

胆道・胆のう 2 (0.7%) 0 (0.0%) 

すい臓 3 (1.0%) 2 (0.4%) 

腎臓・副腎 1 (0.3%) 0 (0.0%) 

膀胱 0 (0.0%) 2 (0.4%) 

皮膚 8 (2.7%) 16 (3.4%) 

口腔・舌 0 (0.0%) 2 (0.4%) 

子宮 3 (1.0%) 9 (1.9%) 

卵巣・卵管 3 (1.0%) 4 (0.9%) 

乳房 60 (20.5%) 110 (23.7%) 

前立腺 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

精巣 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

甲状腺 1 (0.3%) 3 (0.6%) 

骨髄 3 (1.0%) 4 (0.9%) 

リンパ節（腺） 122 (41.6%) 152 (32.7%) 

骨 105 (35.8%) 177 (38.1%) 

軟部組織系（筋肉・脂肪） 3 (1.0%) 5 (1.1%) 

脊髄 9 (3.1%) 15 (3.2%) 

腹膜 2 (0.7%) 3 (0.6%) 

心膜・心のう 0 (0.0%) 2 (0.4%) 

その他 1 (0.3%) 9 (1.9%) 

無回答 5 (1.7%) 4 (0.9%) 

 

7 病気や治療の背景と社会的背景 9 病気や治療の背景と社会的背景 



 

78 

 

表 9-4 現在の治療状況 

治療の状況 
2013 年 2003 年 

実数 （％） 実数 （％） 

治療継続中 782 (61.3%) 1,034 (54.3%) 

定期的な検査通院中 445 (34.9%) 817 (42.9%) 

その他 37 (2.9%) 37 (1.9%) 

無回答 11 (0.9%) 16 (0.8%) 

計 1,275 1,904 

 

表 9-5 現在までに受けた治療（複数回答） 

治療 

2013年 

人数=1,275名 

2003年 

人数=1,904名 

実数 （％） 実数 （％） 

外科手術 1,180 (92.5%) 1,750 (91.9%) 

内視鏡･胸腔鏡･腹腔鏡手術 29 (2.3%) 111 (5.8%) 

薬物療法(抗がん剤・ホルモン剤等) 1,150 (90.2%) 1,592 (83.6%) 

放射線治療 719 (56.4%) 899 (47.2%) 

その他 11 (0.9%) 11 (0.6%) 

無回答 1 (0.1%) 26 (1.4%) 

 

表 9-6 日常生活行動の状況 

日常生活の状況 
2013年 2003年 

実数 （％） 実数 （％） 

特に症状はなく社会活動ができ、病気や治療によ

る制限を受けることなく、がんにかかる前と同じ

ように行動できる 

614 (48.2%) 1,179 (61.9%) 

軽い症状があり、からだを使う仕事(肉体労働)は

制限されるが、歩くことや軽作業・坐業(家事・事

務など)は行える 

419 (32.9%) 620 (32.6%) 

歩くことや身の回りのことはできるが、時々少し

人の助けがいることもある。軽作業はできないが、

日中の半分以上は起きている 

 25 (2.0%) 48 (2.5%) 

身の回りのある程度のことはできるが、しばしば

人の助けが必要で、日中の半分以上は横になって

いる 

11 (0.9%) 30 (1.6%) 

身の回りのこともできず、常に人の助けが必要で、

一日中横になっている 
1 (0.1%) 5 (0.3%) 

無回答 205 (16.1%) 22 (1.2%) 

計 1,275 1,904 

 

  



 

79 

 

表 9-7 診断時年齢 

診断年齢 
2013 年 2003 年 

実数 （％） 実数 （％） 

10 代 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

20 代 9 (0.7%) 20 (1.1%) 

30 代 130 (10.2%) 171 (9.0%) 

40 代 408 (32.0%) 595 (31.3%) 

50 代 374 (29.3%) 604 (31.7%) 

60 代 254 (19.9%) 353 (18.5%) 

70 代 74 (5.8%) 117 (6.1%) 

80 歳以上 6 (0.5%) 8 (0.4%) 

無回答 20 (1.6%) 36 (1.9%) 

計 1,275 1,904 

 

表 9-8 現在の年齢 

診断年齢 
2013 年 2003 年 

実数 （％） 実数 （％） 

20 代 2 (0.2%) 8 (0.4%) 

30 代 65 (5.1%) 80 (4.2%) 

40 代 255 (20.0%) 416 (21.8%) 

50 代 387 (30.4%) 634 (33.3%) 

60 代 377 (29.6%) 467 (24.5%) 

70 代 147 (11.5%) 218 (11.4%) 

80 歳以上 15 (1.2%) 23 (1.2%) 

無回答 27 (2.1%) 58 (3.0%) 

計 1,275 1,904 

 

表 9-9 性別 

性別 
2013 年 2003 年 

実数 （％） 実数 （％） 

男性 6 (0.5%) 3 (0.2%) 

女性 1,257 (98.6%) 1,875 (98.5%) 

無回答 12 (0.9%) 26 (1.4%) 

計 1,275 1,904 

 

表 9-10 結婚の有無 

結婚の有無 
2013 年 2003 年 

実数 （％） 実数 （％） 

未婚 133 (10.4%) 151 (7.9%) 

既婚 954 (74.8%) 1,471 (77.3%) 

離死別 169 (13.3%) 245 (12.9%) 

無回答 19 (1.5%) 37 (1.9%) 

計 1,275 1,904 
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表 9-11 同居状況(複数回答) 

同居状況 

2013 年 

人数=1,275 名 

 

2003 年 

人数=1,904 名 

 実数 （％） 実数 （％） 

同居者なし 125 (9.8%) 175 (9.2%) 

配偶者 915 (71.8%) 1,418 (74.5%) 

本人の父 72 (5.6%) 80 (4.2%) 

本人の母 125 (9.8%) 174 (9.1%) 

配偶者の父 46 (3.6%) 70 (3.7%) 

配偶者の母 80 (6.3%) 157 (8.2%) 

本人の兄弟姉妹 35 (2.7%) 50 (2.6%) 

配偶者の兄弟姉妹 7 (0.5%) 7 (0.4%) 

子ども 633 (49.6%) 959 (50.4%) 

子どもの配偶者 59 (4.6%) 109 (5.7%) 

孫 63   (4.9%) 122 (6.4%) 

その他の親族 0 (0.0%) 11 (0.6%) 

その他 18 (1.4%) 8 (0.4%) 

無回答 14 (1.1%) 37 (1.9%) 

 

表 9-12 子供の状況 

子どもの状況 
2013 年 2003 年 

実数 ％ 実数 ％ 

一番下の子どもがまだ小学校に 

行っていない 
40 (3.1%) 51 (2.7%) 

一番下の子どもが小学生か中学生である 123 (9.6%) 192 (10.1%) 

一番下の子どもが高校生である 51 (4.0%) 109 (5.7%) 

子どもは皆高校は卒業しているが、 

大学、短大、専門学校等に行っている 

子どもがいる 

80 (6.3%) 146 (7.7%) 

子どもは皆就職または結婚し、独立して

いる 
632 (49.6%) 956 (50.2%) 

就職していない、あるいは結婚していな

い子どもがいる 
― ― 55 (2.9%) 

その他 45 (3.5%) 7 (0.4%) 

無回答 304 (23.8%) 388 (20.4%) 

計 1,275 1,904 
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表 9-13 収入の変化  

注）第一次調査では、設問内容が一部異なるので、第二次調査結果だけ掲載しています。 

2013 年（第二次調査） 

世帯年収 
診断時の世帯年収 現在の世帯収入 

実数 （％） 実数 （％） 

120 万円未満 45 (3.5%) 97     (7.6%) 

120～300 万円未満 190 (14.9%) 262 (20.5%) 

300～400 万円未満 145 (11.4%) 163 (12.8%) 

400～500 万円未満 137 (10.7%) 114 (8.9%) 

500～600 万円未満 114 (8.9%) 105 (8.2%) 

600～800 万円未満 177 (13.9%) 140 (11.0%) 

800～1,000 万円未満 145 (11.4%) 98 (7.7%) 

1,000～2,000 万円未満 82 (6.4%) 67 (5.3%) 

2,000 万円以上 7   (0.5%) 5 (0.4%) 

無回答 233 (18.3%) 224 (17.6%) 

計 1,275 1,275 

 

 


