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身近な飲み物として多くの方に愛されているコーヒー。第一線で活躍される研究者の先生方に語っていた
だく本シリーズも「ポリフェノールと動脈硬化」「コーヒーと糖尿病」につづき，第3回を迎えました。今回は，
がんの疫学研究がご専門の田中先生をお迎えし，コーヒーとがんの関係などいろいろとお聞きしました。

●がんの原因の多くは環境要因。喫煙と
　感染症の影響が大きい

●コーヒーの習慣的飲用は肝臓がんのリ
　スクを低減する

●食べ物のがん発症への影響はさほど強
　くない。葉酸やイソフラボンの予防効
　果に注目

　日本では年間約60万人ががんになっています。

ある一定期間中に新たにがんにかかることを罹患

と呼びますが，罹患数でいうと年々増加していま

す。最も大きな理由は高齢化です。がんは年齢の4

乗に比例して発症数が増えるため，平均年齢が少

し上がるだけでがんの罹患数が急増します。年齢

の影響を除いた場合，がん全体として男性では横

ばい，女性では若干増加していますが総数では、ほ

ぼ横ばいというのが現状です。

　年齢の影響を除いて部位別に罹患数を見てみる

と，男性で増加しているのは前立腺がんで，肺がん

と大腸がんは横ばいです。前立腺がんが増加して

いる背景には，1990年代後半から始まった前立腺

がん検診の普及により，これまで見つかっていな

かった小さながんの発見が増えたことが挙げられ

ます。検査で見つかったがんの可能性のある細胞

のうち，一部は実際に転移や進行しますが，多くは

放置しても悪性の症状を示しません。しかし，顕微

鏡ではその区別がなかなかつかない場合があり，

　がんの原因には環境要因と遺伝要因があります。

がんは，一つの細胞内でがんを引き起こす複数の

遺伝子異常が偶然に積み重なって発生します。遺

伝の影響が強いことが知られているがんは，家族

性乳がん，家族性大腸腺腫症など一部のがんです

が，これらのがんの発症頻度は低く，全体的に見る

と遺伝要因はがんの発症にさほど強く関与しない

というのが最近の考え方になっています。

　環境要因には喫煙，感染症，食生活，運動などが

含まれます。環境要因の中でがんの原因として最

も多いのは喫煙で，約30%にもなります。次に多い

のが感染症で，ピロリ菌感染による胃がん，C型肝

炎ウイルスとB型肝炎ウイルスの持続感染による

肝細胞がん，ヒトパピローマウイルス感染による

子宮頸がんです。私たちが行った2005年の試算に

よると，感染に起因するがんは日本人男性で約

27%，女性で約21%，男女計で約25%であり，日本

は他国と比べ感染によるがんが多いように思えま

す。環境要因の中で喫煙と感染症は全がん，あるい

は一部のがん発症のリスクを「確実」に上昇させる

2大原因と考えられています（表1）。

　肝臓がん，乳がん，子宮体がんなどの増加に，肥

満がいくらか関与している可能性はあると思いま

す。肥満とがん死亡について，数十万人の日本人の

データを含む東アジア7カ国の研究結果が， 2011

年に医学専門誌に発表されました1)。肥満の基準は

BMI（body mass index；肥満指数）25以上ですが，

がん死亡のリスクは，BMIが25～27.5では全く上

がらず，27.5以上で少し上がる程度でした。肥満単

独のがん発症への影響はさほど大きくないと考え

られます。

報告されました。結果は，食品としてはちょっと信

じられないくらい発症リスクが下がっていたので，

偶然という可能性もあるのではないかと当時の私

は思っていました。ところがその後，厚生労働省の

多目的コホート（図1）７），ギリシャ，イタリアなど

からコーヒーは肝臓がんの予防効果ありとする研

究結果が次々に発表され，メタ解析の結果も報告

されるに至りました8）。今では，コーヒーによる肝

臓がん予防効果は信用できると思っています。

　疫学データの信憑性を判断するためには，摂取

量が多くなるほどがんの発症率も低くなる傾向が

認められることが重要です。コーヒーでは，こうし

た負の量反応関係と呼ばれる現象が多くの研究で

認められています。コーヒーは，複数の部位のがん

予防に役立つ食品であろうと思っています。疫学

データできれいな予防効果が出るような食品は，

コーヒー以外には見つからないかもしれません。

研究者としては，コーヒーを飲む人に内在する未

知の因子が存在する可能性も考えていかなければ

なりませんが，コーヒーそのものの強いがん予防

効果を否定するほどの因子は出てこないだろうと

予想しています。

　肥満は，肝臓がんのリスク因子の一つと言われ

ています。内臓脂肪の増加によりインスリン抵抗

性（インスリンの働きが弱まる状態）になり，細胞

増殖が進むことで，肥満ががんの進展に一定の役

割を果たすという仮説があります（図2）2）。コー

ヒーの摂取が2型糖尿病のリスクを下げることを

多くの疫学調査が示していますが9），コーヒーの成

分によるインスリン抵抗性の改善作用が肝臓がん

と糖尿病の両方のリスク低減に役立っている可能

性があります。肝臓がんの他，大腸がんや子宮体が

んもインスリン抵抗性が関係すると言われ，私た

ちのグループの研究でも，コーヒーによる子宮体

がんのリスクの低減効果を確認しています10）。

　小学生の時にコーヒーを知りました。芦田伸介

さんや遠藤周作さんが，違いの分かる男としてテ

レビコマーシャルに出ていた頃です。普段は飲ま

ないけれど，誕生日会など晴れの時やケーキを食

べる時に，親が飲むから子どもも真似して飲むよ

うな感じでした。苦くて角砂糖を2個入れていたの

を覚えています。普段家で飲むようになったのは

20歳を過ぎてからです。さらに意識して飲むよう

になったのは，がんの予防になりそうだという話

になった約5～6年前からです。がん以外でも耐糖

能異常を緩和してくれるという話もありますから

ね。のどを潤す時に，お茶のかわりとしてコーヒー

をと考えるようになりました。今は1日に3杯ほど

ブラックで飲んでいます。

　食品，栄養素に関する疫学分野の結果を信用し

てもらいたいものです。実験室での動物や細胞レ

ベルの研究結果は，人間に当てはめるまでだいぶ

ん時間がかかります。しかし，人間集団，特に日本

人を対象とした疫学研究での食べ物と健康に関す

る結果は，ぜひ関心を持ち理解を深め指導に生か

してほしいことです。エビデンスを知った上で患

者さんや一般の方に指導するというスタンスは大

事ですし，ご自身の指導への自信にもつながります。

　人の食行動を変えるというのは難しいことです。

私は禁煙外来をしていますが，たばこを吸うとい

う行動を変えるのは難しいわけです。人の健康に

かかわる行動変容の理論や技術を学べる行動科学

が今発達してきていて，その応用は，禁煙治療や禁

煙指導で一番進んでいます。教材なども実際に作

られており，参考にできると思います。学校で必ず

しも勉強しないようなこうした学問領域にも，ア

ンテナを張っておくことをお勧めします。

　食べ物は，長期間飲んだり食べたりしても害が

なく，健康を支えるものです。発がん物質を含むた

ばこや肝臓がんのリスクを上げるカビ毒のアフラ

トキシンのように，「摂る」「摂らない」を比べて食

べ物をがんの原因と特定するのは難しいことです。

例えば炭水化物や脂質は，摂り過ぎると肥満とが

んのリスクを上げるかもしれませんが，欠くこと

のできないエネルギー源です。食べ物のがんへの

影響は，連続的な摂取量の中で危険域を示すとい

う方法により判断していきます。

　食べ物の発がんへの影響は，喫煙や感染症に比

べさほど大きくないと考えられていますが，長期

摂取ががん予防に有効である食べ物の存在が複数

の疫学調査の結果から少しずつ分かってきました。

厚生労働省研究班は，野菜や果物は食道がんを，

コーヒーは肝臓がんのリスクを「ほぼ確実」に下げ，

逆に食塩の多い食品は胃がんのリスクを上げると

しています（表1）。コーヒーは，膵臓がんの原因物

質ではないかと指摘されたことがありましたが，

後に誤りであることが判明しました。信頼性の高

い複数の研究データを統合して解析した（メタ解

析）最新の報告では，コーヒーは膵臓がんのリスク

をむしろ下げることが明らかになっています3）。が

ん全体については，コーヒーはリスクを少なくと

も上げることはないというのが最新の知見です4,5）。

表1にもあるように，多くの食べ物でデータがない

か不十分であり，科学的根拠の蓄積にはまだ時間

がかかるということも実状です。

　最近，私たちはほうれんそう，こまつななどに含

まれる葉酸に大腸がんの予防効果があることを発

表しました。同様の結果は，米国の大規模コホート

研究でも確認されています6）。大豆製品に含まれる

イソフラボンは，閉経後の乳がんや前立腺がんの

予防効果があるものとして注目されています。

　コーヒーが一部のがん，特に肝臓がんに予防的

に働くという疫学研究が2005年に日本で初めて

田中　  英夫氏愛知県がんセンター研究所疫学・予防部部長 Hideo
Tanaka

～コーヒーとがん～

治療に踏み切ることもあるようです。胃がんと肝

臓がんは減少しています。

　女性で増加しているのは乳がんと肺がんで，大

腸がんは横ばいです。女性では喫煙以外が原因で，

肺の末端の奥深くにできるタイプの肺腺がんが増

加しています。子宮頸がんは低下傾向でしたが，

2000年頃から若年者や30歳代での罹患率が増加

傾向に転じたという特徴が見られます。胃がんと

肝臓がんは減少しています。

　男女とも胃がんが減少している理由として，胃

がんの主要な原因であるヘリコバクターピロリ菌

（以下，ピロリ菌）に感染している人の年齢推移の影

響があります。年齢が低いほど感染者が少ないた

め，発がん年齢に達する人の中で，ピロリ菌の感染

率が低下してきているのです。ピロリ菌は経口的

に感染しますので，核家族化によって感染頻度が

減っているのかもしれません。もう一つの理由と

して，日本人の平均塩分摂取量が特に東北，北陸地

方で戦後かなり速いスピードで減ったこともあげ

られます。塩分摂取量が少ないとピロリ菌に感染

しても胃がんになりにくいことが知られています。
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― 日本人のがんの状況 ―



全がん

喫煙

飲酒

野菜

果物

緑茶

コーヒー

大豆

脂肪・肉類

加工肉

魚

塩・塩蔵品

乳製品

食物繊維

カルシウム

ビタミンD

熱い飲食物

BMI

運動

感染症

その他

肺がん 肝がん 胃がん
大腸がん
（結腸） （直腸）

乳がん
（閉経前） （閉経後）

食道がん 膵がん 前立腺がん

確実↑

確実↑

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

（心理社会学
的要因）

データ不十分

確実↑

データ
不十分

データ
不十分

可能性あり
↓

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

（肺結核）
可能性あり
↑

ほぼ確実↑

確実↑

データ
不十分

データ
不十分

ほぼ確実↓

データ
不十分

ほぼ確実↑

（HBV）確実↑
（HCV）確実↑

（糖尿病）
ほぼ確実↑

確実↑

データ
不十分

可能性あり
↓

可能性あり
↓

（男性）
データ
不十分

（女性）
ほぼ
確実↓

ほぼ確実↑

データ
不十分

（H. ピロリ菌）
確実↑

可能性あり
↑

確実↑

データ
不十分

データ
不十分

可能性あり
↓

（肉類）
データ
不十分

可能性あり
↑

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

可能性あり
↓

データ
不十分

ほぼ確実↑

ほぼ確実↓

（高身長）
データ
不十分

データ
不十分

確実↑

可能性あり
↓

データ
不十分

ほぼ確実↓

可能性あり
↑

確実↑

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

可能性あり
↑

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

可能性あり
↓

（脂肪・肉類）
データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

（授乳）
ほぼ確実↓

データ
不十分 確実↑

確実↑

確実↑

ほぼ確実↓

ほぼ確実↓

可能性あり
↑

ほぼ確実↑

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

可能性あり
↓

データ
不十分

データ
不十分

データ
不十分

　日本では年間約60万人ががんになっています。

ある一定期間中に新たにがんにかかることを罹患

と呼びますが，罹患数でいうと年々増加していま

す。最も大きな理由は高齢化です。がんは年齢の4

乗に比例して発症数が増えるため，平均年齢が少

し上がるだけでがんの罹患数が急増します。年齢

の影響を除いた場合，がん全体として男性では横

ばい，女性では若干増加していますが総数では、ほ

ぼ横ばいというのが現状です。

　年齢の影響を除いて部位別に罹患数を見てみる

と，男性で増加しているのは前立腺がんで，肺がん

と大腸がんは横ばいです。前立腺がんが増加して

いる背景には，1990年代後半から始まった前立腺

がん検診の普及により，これまで見つかっていな

かった小さながんの発見が増えたことが挙げられ

ます。検査で見つかったがんの可能性のある細胞

のうち，一部は実際に転移や進行しますが，多くは

放置しても悪性の症状を示しません。しかし，顕微

鏡ではその区別がなかなかつかない場合があり，

　がんの原因には環境要因と遺伝要因があります。

がんは，一つの細胞内でがんを引き起こす複数の

遺伝子異常が偶然に積み重なって発生します。遺

伝の影響が強いことが知られているがんは，家族

性乳がん，家族性大腸腺腫症など一部のがんです

が，これらのがんの発症頻度は低く，全体的に見る

と遺伝要因はがんの発症にさほど強く関与しない

というのが最近の考え方になっています。

　環境要因には喫煙，感染症，食生活，運動などが

含まれます。環境要因の中でがんの原因として最

も多いのは喫煙で，約30%にもなります。次に多い

のが感染症で，ピロリ菌感染による胃がん，C型肝

炎ウイルスとB型肝炎ウイルスの持続感染による

肝細胞がん，ヒトパピローマウイルス感染による

子宮頸がんです。私たちが行った2005年の試算に

よると，感染に起因するがんは日本人男性で約

27%，女性で約21%，男女計で約25%であり，日本

は他国と比べ感染によるがんが多いように思えま

す。環境要因の中で喫煙と感染症は全がん，あるい

は一部のがん発症のリスクを「確実」に上昇させる

2大原因と考えられています（表1）。

　肝臓がん，乳がん，子宮体がんなどの増加に，肥

満がいくらか関与している可能性はあると思いま

す。肥満とがん死亡について，数十万人の日本人の

データを含む東アジア7カ国の研究結果が， 2011

年に医学専門誌に発表されました1)。肥満の基準は

BMI（body mass index；肥満指数）25以上ですが，

がん死亡のリスクは，BMIが25～27.5では全く上

がらず，27.5以上で少し上がる程度でした。肥満単

独のがん発症への影響はさほど大きくないと考え

られます。

報告されました。結果は，食品としてはちょっと信

じられないくらい発症リスクが下がっていたので，

偶然という可能性もあるのではないかと当時の私

は思っていました。ところがその後，厚生労働省の

多目的コホート（図1）７），ギリシャ，イタリアなど

からコーヒーは肝臓がんの予防効果ありとする研

究結果が次々に発表され，メタ解析の結果も報告

されるに至りました8）。今では，コーヒーによる肝

臓がん予防効果は信用できると思っています。

　疫学データの信憑性を判断するためには，摂取

量が多くなるほどがんの発症率も低くなる傾向が

認められることが重要です。コーヒーでは，こうし

た負の量反応関係と呼ばれる現象が多くの研究で

認められています。コーヒーは，複数の部位のがん

予防に役立つ食品であろうと思っています。疫学

データできれいな予防効果が出るような食品は，

コーヒー以外には見つからないかもしれません。

研究者としては，コーヒーを飲む人に内在する未

知の因子が存在する可能性も考えていかなければ

なりませんが，コーヒーそのものの強いがん予防

効果を否定するほどの因子は出てこないだろうと

予想しています。

　肥満は，肝臓がんのリスク因子の一つと言われ

ています。内臓脂肪の増加によりインスリン抵抗

性（インスリンの働きが弱まる状態）になり，細胞

増殖が進むことで，肥満ががんの進展に一定の役

割を果たすという仮説があります（図2）2）。コー

ヒーの摂取が2型糖尿病のリスクを下げることを

多くの疫学調査が示していますが9），コーヒーの成

分によるインスリン抵抗性の改善作用が肝臓がん

と糖尿病の両方のリスク低減に役立っている可能

性があります。肝臓がんの他，大腸がんや子宮体が

んもインスリン抵抗性が関係すると言われ，私た

ちのグループの研究でも，コーヒーによる子宮体

がんのリスクの低減効果を確認しています10）。

　小学生の時にコーヒーを知りました。芦田伸介

さんや遠藤周作さんが，違いの分かる男としてテ

レビコマーシャルに出ていた頃です。普段は飲ま

ないけれど，誕生日会など晴れの時やケーキを食

べる時に，親が飲むから子どもも真似して飲むよ

うな感じでした。苦くて角砂糖を2個入れていたの

を覚えています。普段家で飲むようになったのは

20歳を過ぎてからです。さらに意識して飲むよう

になったのは，がんの予防になりそうだという話

になった約5～6年前からです。がん以外でも耐糖

能異常を緩和してくれるという話もありますから

ね。のどを潤す時に，お茶のかわりとしてコーヒー

をと考えるようになりました。今は1日に3杯ほど

ブラックで飲んでいます。

　食品，栄養素に関する疫学分野の結果を信用し

てもらいたいものです。実験室での動物や細胞レ

ベルの研究結果は，人間に当てはめるまでだいぶ

ん時間がかかります。しかし，人間集団，特に日本

人を対象とした疫学研究での食べ物と健康に関す

る結果は，ぜひ関心を持ち理解を深め指導に生か

してほしいことです。エビデンスを知った上で患

者さんや一般の方に指導するというスタンスは大

事ですし，ご自身の指導への自信にもつながります。

　人の食行動を変えるというのは難しいことです。

私は禁煙外来をしていますが，たばこを吸うとい

う行動を変えるのは難しいわけです。人の健康に

かかわる行動変容の理論や技術を学べる行動科学

が今発達してきていて，その応用は，禁煙治療や禁

煙指導で一番進んでいます。教材なども実際に作

られており，参考にできると思います。学校で必ず

しも勉強しないようなこうした学問領域にも，ア

ンテナを張っておくことをお勧めします。

　食べ物は，長期間飲んだり食べたりしても害が

なく，健康を支えるものです。発がん物質を含むた

ばこや肝臓がんのリスクを上げるカビ毒のアフラ

トキシンのように，「摂る」「摂らない」を比べて食

べ物をがんの原因と特定するのは難しいことです。

例えば炭水化物や脂質は，摂り過ぎると肥満とが

んのリスクを上げるかもしれませんが，欠くこと

のできないエネルギー源です。食べ物のがんへの

影響は，連続的な摂取量の中で危険域を示すとい

う方法により判断していきます。

　食べ物の発がんへの影響は，喫煙や感染症に比

べさほど大きくないと考えられていますが，長期

摂取ががん予防に有効である食べ物の存在が複数

の疫学調査の結果から少しずつ分かってきました。

厚生労働省研究班は，野菜や果物は食道がんを，

コーヒーは肝臓がんのリスクを「ほぼ確実」に下げ，

逆に食塩の多い食品は胃がんのリスクを上げると

しています（表1）。コーヒーは，膵臓がんの原因物

質ではないかと指摘されたことがありましたが，

後に誤りであることが判明しました。信頼性の高

い複数の研究データを統合して解析した（メタ解

析）最新の報告では，コーヒーは膵臓がんのリスク

をむしろ下げることが明らかになっています3）。が

ん全体については，コーヒーはリスクを少なくと

も上げることはないというのが最新の知見です4,5）。

表1にもあるように，多くの食べ物でデータがない

か不十分であり，科学的根拠の蓄積にはまだ時間

がかかるということも実状です。

　最近，私たちはほうれんそう，こまつななどに含

まれる葉酸に大腸がんの予防効果があることを発

表しました。同様の結果は，米国の大規模コホート

研究でも確認されています6）。大豆製品に含まれる

イソフラボンは，閉経後の乳がんや前立腺がんの

予防効果があるものとして注目されています。

　コーヒーが一部のがん，特に肝臓がんに予防的

に働くという疫学研究が2005年に日本で初めて

治療に踏み切ることもあるようです。胃がんと肝

臓がんは減少しています。

　女性で増加しているのは乳がんと肺がんで，大

腸がんは横ばいです。女性では喫煙以外が原因で，

肺の末端の奥深くにできるタイプの肺腺がんが増

加しています。子宮頸がんは低下傾向でしたが，

2000年頃から若年者や30歳代での罹患率が増加

傾向に転じたという特徴が見られます。胃がんと

肝臓がんは減少しています。

　男女とも胃がんが減少している理由として，胃

がんの主要な原因であるヘリコバクターピロリ菌

（以下，ピロリ菌）に感染している人の年齢推移の影

響があります。年齢が低いほど感染者が少ないた

め，発がん年齢に達する人の中で，ピロリ菌の感染

率が低下してきているのです。ピロリ菌は経口的

に感染しますので，核家族化によって感染頻度が

減っているのかもしれません。もう一つの理由と

して，日本人の平均塩分摂取量が特に東北，北陸地

方で戦後かなり速いスピードで減ったこともあげ

られます。塩分摂取量が少ないとピロリ菌に感染

しても胃がんになりにくいことが知られています。 ＊厚生労働科学研究費第3次対がん研究事業による「生活習慣改善によるがん予防法の開発に関する研究」班（http://epi.ncc.go.jp/can_prev/）

表1.日本人の生活習慣とがんの因果関係の評価2)
(2009年9月現在）
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1.00

0.75 0.79

0.52 0.48

0.24

コーヒーの飲用頻度

1.00

0.50

0.00

　日本では年間約60万人ががんになっています。

ある一定期間中に新たにがんにかかることを罹患

と呼びますが，罹患数でいうと年々増加していま

す。最も大きな理由は高齢化です。がんは年齢の4

乗に比例して発症数が増えるため，平均年齢が少

し上がるだけでがんの罹患数が急増します。年齢

の影響を除いた場合，がん全体として男性では横

ばい，女性では若干増加していますが総数では、ほ

ぼ横ばいというのが現状です。

　年齢の影響を除いて部位別に罹患数を見てみる

と，男性で増加しているのは前立腺がんで，肺がん

と大腸がんは横ばいです。前立腺がんが増加して

いる背景には，1990年代後半から始まった前立腺

がん検診の普及により，これまで見つかっていな

かった小さながんの発見が増えたことが挙げられ

ます。検査で見つかったがんの可能性のある細胞

のうち，一部は実際に転移や進行しますが，多くは

放置しても悪性の症状を示しません。しかし，顕微

鏡ではその区別がなかなかつかない場合があり，

　がんの原因には環境要因と遺伝要因があります。

がんは，一つの細胞内でがんを引き起こす複数の

遺伝子異常が偶然に積み重なって発生します。遺

伝の影響が強いことが知られているがんは，家族

性乳がん，家族性大腸腺腫症など一部のがんです

が，これらのがんの発症頻度は低く，全体的に見る

と遺伝要因はがんの発症にさほど強く関与しない

というのが最近の考え方になっています。

　環境要因には喫煙，感染症，食生活，運動などが

含まれます。環境要因の中でがんの原因として最

も多いのは喫煙で，約30%にもなります。次に多い

のが感染症で，ピロリ菌感染による胃がん，C型肝

炎ウイルスとB型肝炎ウイルスの持続感染による

肝細胞がん，ヒトパピローマウイルス感染による

子宮頸がんです。私たちが行った2005年の試算に

よると，感染に起因するがんは日本人男性で約

27%，女性で約21%，男女計で約25%であり，日本

は他国と比べ感染によるがんが多いように思えま

す。環境要因の中で喫煙と感染症は全がん，あるい

は一部のがん発症のリスクを「確実」に上昇させる

2大原因と考えられています（表1）。

　肝臓がん，乳がん，子宮体がんなどの増加に，肥

満がいくらか関与している可能性はあると思いま

す。肥満とがん死亡について，数十万人の日本人の

データを含む東アジア7カ国の研究結果が， 2011
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独のがん発症への影響はさほど大きくないと考え

られます。

報告されました。結果は，食品としてはちょっと信

じられないくらい発症リスクが下がっていたので，

偶然という可能性もあるのではないかと当時の私

は思っていました。ところがその後，厚生労働省の

多目的コホート（図1）７），ギリシャ，イタリアなど

からコーヒーは肝臓がんの予防効果ありとする研

究結果が次々に発表され，メタ解析の結果も報告

されるに至りました8）。今では，コーヒーによる肝

臓がん予防効果は信用できると思っています。

　疫学データの信憑性を判断するためには，摂取
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　肥満は，肝臓がんのリスク因子の一つと言われ

ています。内臓脂肪の増加によりインスリン抵抗

性（インスリンの働きが弱まる状態）になり，細胞

増殖が進むことで，肥満ががんの進展に一定の役

割を果たすという仮説があります（図2）2）。コー

ヒーの摂取が2型糖尿病のリスクを下げることを

多くの疫学調査が示していますが9），コーヒーの成

分によるインスリン抵抗性の改善作用が肝臓がん

と糖尿病の両方のリスク低減に役立っている可能

性があります。肝臓がんの他，大腸がんや子宮体が

んもインスリン抵抗性が関係すると言われ，私た

ちのグループの研究でも，コーヒーによる子宮体

がんのリスクの低減効果を確認しています10）。

　小学生の時にコーヒーを知りました。芦田伸介

さんや遠藤周作さんが，違いの分かる男としてテ

レビコマーシャルに出ていた頃です。普段は飲ま

ないけれど，誕生日会など晴れの時やケーキを食

べる時に，親が飲むから子どもも真似して飲むよ

うな感じでした。苦くて角砂糖を2個入れていたの

を覚えています。普段家で飲むようになったのは

20歳を過ぎてからです。さらに意識して飲むよう

になったのは，がんの予防になりそうだという話

になった約5～6年前からです。がん以外でも耐糖

能異常を緩和してくれるという話もありますから

ね。のどを潤す時に，お茶のかわりとしてコーヒー

をと考えるようになりました。今は1日に3杯ほど

ブラックで飲んでいます。

　食品，栄養素に関する疫学分野の結果を信用し

てもらいたいものです。実験室での動物や細胞レ

ベルの研究結果は，人間に当てはめるまでだいぶ

ん時間がかかります。しかし，人間集団，特に日本

人を対象とした疫学研究での食べ物と健康に関す

る結果は，ぜひ関心を持ち理解を深め指導に生か

してほしいことです。エビデンスを知った上で患

者さんや一般の方に指導するというスタンスは大

事ですし，ご自身の指導への自信にもつながります。

　人の食行動を変えるというのは難しいことです。

私は禁煙外来をしていますが，たばこを吸うとい

う行動を変えるのは難しいわけです。人の健康に

かかわる行動変容の理論や技術を学べる行動科学

が今発達してきていて，その応用は，禁煙治療や禁

煙指導で一番進んでいます。教材なども実際に作

られており，参考にできると思います。学校で必ず

しも勉強しないようなこうした学問領域にも，ア

ンテナを張っておくことをお勧めします。

　食べ物は，長期間飲んだり食べたりしても害が

なく，健康を支えるものです。発がん物質を含むた

ばこや肝臓がんのリスクを上げるカビ毒のアフラ

トキシンのように，「摂る」「摂らない」を比べて食

べ物をがんの原因と特定するのは難しいことです。

例えば炭水化物や脂質は，摂り過ぎると肥満とが

んのリスクを上げるかもしれませんが，欠くこと

のできないエネルギー源です。食べ物のがんへの

影響は，連続的な摂取量の中で危険域を示すとい

う方法により判断していきます。

　食べ物の発がんへの影響は，喫煙や感染症に比

べさほど大きくないと考えられていますが，長期

摂取ががん予防に有効である食べ物の存在が複数

の疫学調査の結果から少しずつ分かってきました。

厚生労働省研究班は，野菜や果物は食道がんを，

コーヒーは肝臓がんのリスクを「ほぼ確実」に下げ，

逆に食塩の多い食品は胃がんのリスクを上げると

しています（表1）。コーヒーは，膵臓がんの原因物

質ではないかと指摘されたことがありましたが，

後に誤りであることが判明しました。信頼性の高

い複数の研究データを統合して解析した（メタ解

析）最新の報告では，コーヒーは膵臓がんのリスク

をむしろ下げることが明らかになっています3）。が

ん全体については，コーヒーはリスクを少なくと

も上げることはないというのが最新の知見です4,5）。

表1にもあるように，多くの食べ物でデータがない

か不十分であり，科学的根拠の蓄積にはまだ時間

がかかるということも実状です。

　最近，私たちはほうれんそう，こまつななどに含

まれる葉酸に大腸がんの予防効果があることを発

表しました。同様の結果は，米国の大規模コホート

研究でも確認されています6）。大豆製品に含まれる

イソフラボンは，閉経後の乳がんや前立腺がんの

予防効果があるものとして注目されています。

　コーヒーが一部のがん，特に肝臓がんに予防的

に働くという疫学研究が2005年に日本で初めて

治療に踏み切ることもあるようです。胃がんと肝

臓がんは減少しています。

　女性で増加しているのは乳がんと肺がんで，大

腸がんは横ばいです。女性では喫煙以外が原因で，

肺の末端の奥深くにできるタイプの肺腺がんが増

加しています。子宮頸がんは低下傾向でしたが，

2000年頃から若年者や30歳代での罹患率が増加

傾向に転じたという特徴が見られます。胃がんと

肝臓がんは減少しています。

　男女とも胃がんが減少している理由として，胃

がんの主要な原因であるヘリコバクターピロリ菌

（以下，ピロリ菌）に感染している人の年齢推移の影

響があります。年齢が低いほど感染者が少ないた

め，発がん年齢に達する人の中で，ピロリ菌の感染

率が低下してきているのです。ピロリ菌は経口的

に感染しますので，核家族化によって感染頻度が

減っているのかもしれません。もう一つの理由と

して，日本人の平均塩分摂取量が特に東北，北陸地

方で戦後かなり速いスピードで減ったこともあげ

られます。塩分摂取量が少ないとピロリ菌に感染

しても胃がんになりにくいことが知られています。

図2.多目的コホートのコーヒーと肝がんのリスク（文献8から作成）
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― 食べ物とがん ―

― コーヒーの肝臓がん予防効果 ―
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　日本では年間約60万人ががんになっています。

ある一定期間中に新たにがんにかかることを罹患

と呼びますが，罹患数でいうと年々増加していま

す。最も大きな理由は高齢化です。がんは年齢の4

乗に比例して発症数が増えるため，平均年齢が少

し上がるだけでがんの罹患数が急増します。年齢

の影響を除いた場合，がん全体として男性では横

ばい，女性では若干増加していますが総数では、ほ

ぼ横ばいというのが現状です。

　年齢の影響を除いて部位別に罹患数を見てみる

と，男性で増加しているのは前立腺がんで，肺がん

と大腸がんは横ばいです。前立腺がんが増加して

いる背景には，1990年代後半から始まった前立腺

がん検診の普及により，これまで見つかっていな

かった小さながんの発見が増えたことが挙げられ

ます。検査で見つかったがんの可能性のある細胞

のうち，一部は実際に転移や進行しますが，多くは

放置しても悪性の症状を示しません。しかし，顕微

鏡ではその区別がなかなかつかない場合があり，

　がんの原因には環境要因と遺伝要因があります。

がんは，一つの細胞内でがんを引き起こす複数の

遺伝子異常が偶然に積み重なって発生します。遺

伝の影響が強いことが知られているがんは，家族

性乳がん，家族性大腸腺腫症など一部のがんです

が，これらのがんの発症頻度は低く，全体的に見る

と遺伝要因はがんの発症にさほど強く関与しない

というのが最近の考え方になっています。

　環境要因には喫煙，感染症，食生活，運動などが

含まれます。環境要因の中でがんの原因として最

も多いのは喫煙で，約30%にもなります。次に多い

のが感染症で，ピロリ菌感染による胃がん，C型肝

炎ウイルスとB型肝炎ウイルスの持続感染による

肝細胞がん，ヒトパピローマウイルス感染による

子宮頸がんです。私たちが行った2005年の試算に

よると，感染に起因するがんは日本人男性で約

27%，女性で約21%，男女計で約25%であり，日本

は他国と比べ感染によるがんが多いように思えま

す。環境要因の中で喫煙と感染症は全がん，あるい

は一部のがん発症のリスクを「確実」に上昇させる

2大原因と考えられています（表1）。

　肝臓がん，乳がん，子宮体がんなどの増加に，肥

満がいくらか関与している可能性はあると思いま

す。肥満とがん死亡について，数十万人の日本人の

データを含む東アジア7カ国の研究結果が， 2011

年に医学専門誌に発表されました1)。肥満の基準は

BMI（body mass index；肥満指数）25以上ですが，

がん死亡のリスクは，BMIが25～27.5では全く上

がらず，27.5以上で少し上がる程度でした。肥満単

独のがん発症への影響はさほど大きくないと考え

られます。

インタビューを終えて

報告されました。結果は，食品としてはちょっと信

じられないくらい発症リスクが下がっていたので，

偶然という可能性もあるのではないかと当時の私

は思っていました。ところがその後，厚生労働省の

多目的コホート（図1）７），ギリシャ，イタリアなど

からコーヒーは肝臓がんの予防効果ありとする研

究結果が次々に発表され，メタ解析の結果も報告

されるに至りました8）。今では，コーヒーによる肝

臓がん予防効果は信用できると思っています。

　疫学データの信憑性を判断するためには，摂取

量が多くなるほどがんの発症率も低くなる傾向が

認められることが重要です。コーヒーでは，こうし

た負の量反応関係と呼ばれる現象が多くの研究で

認められています。コーヒーは，複数の部位のがん

予防に役立つ食品であろうと思っています。疫学

データできれいな予防効果が出るような食品は，

コーヒー以外には見つからないかもしれません。

研究者としては，コーヒーを飲む人に内在する未

知の因子が存在する可能性も考えていかなければ

なりませんが，コーヒーそのものの強いがん予防

効果を否定するほどの因子は出てこないだろうと

予想しています。

　肥満は，肝臓がんのリスク因子の一つと言われ

ています。内臓脂肪の増加によりインスリン抵抗

性（インスリンの働きが弱まる状態）になり，細胞

増殖が進むことで，肥満ががんの進展に一定の役

割を果たすという仮説があります（図2）2）。コー

ヒーの摂取が2型糖尿病のリスクを下げることを

多くの疫学調査が示していますが9），コーヒーの成

分によるインスリン抵抗性の改善作用が肝臓がん

と糖尿病の両方のリスク低減に役立っている可能

性があります。肝臓がんの他，大腸がんや子宮体が

んもインスリン抵抗性が関係すると言われ，私た

ちのグループの研究でも，コーヒーによる子宮体

がんのリスクの低減効果を確認しています10）。

　小学生の時にコーヒーを知りました。芦田伸介

さんや遠藤周作さんが，違いの分かる男としてテ

レビコマーシャルに出ていた頃です。普段は飲ま

ないけれど，誕生日会など晴れの時やケーキを食

べる時に，親が飲むから子どもも真似して飲むよ

うな感じでした。苦くて角砂糖を2個入れていたの

を覚えています。普段家で飲むようになったのは

20歳を過ぎてからです。さらに意識して飲むよう

になったのは，がんの予防になりそうだという話

になった約5～6年前からです。がん以外でも耐糖

能異常を緩和してくれるという話もありますから

ね。のどを潤す時に，お茶のかわりとしてコーヒー

をと考えるようになりました。今は1日に3杯ほど

ブラックで飲んでいます。

　食品，栄養素に関する疫学分野の結果を信用し

てもらいたいものです。実験室での動物や細胞レ

ベルの研究結果は，人間に当てはめるまでだいぶ

ん時間がかかります。しかし，人間集団，特に日本

人を対象とした疫学研究での食べ物と健康に関す

る結果は，ぜひ関心を持ち理解を深め指導に生か

してほしいことです。エビデンスを知った上で患

者さんや一般の方に指導するというスタンスは大

事ですし，ご自身の指導への自信にもつながります。

　人の食行動を変えるというのは難しいことです。

私は禁煙外来をしていますが，たばこを吸うとい

う行動を変えるのは難しいわけです。人の健康に

かかわる行動変容の理論や技術を学べる行動科学

が今発達してきていて，その応用は，禁煙治療や禁

煙指導で一番進んでいます。教材なども実際に作

られており，参考にできると思います。学校で必ず

しも勉強しないようなこうした学問領域にも，ア

ンテナを張っておくことをお勧めします。

　食べ物は，長期間飲んだり食べたりしても害が

なく，健康を支えるものです。発がん物質を含むた

ばこや肝臓がんのリスクを上げるカビ毒のアフラ

トキシンのように，「摂る」「摂らない」を比べて食

べ物をがんの原因と特定するのは難しいことです。

例えば炭水化物や脂質は，摂り過ぎると肥満とが

んのリスクを上げるかもしれませんが，欠くこと

のできないエネルギー源です。食べ物のがんへの

影響は，連続的な摂取量の中で危険域を示すとい

う方法により判断していきます。

　食べ物の発がんへの影響は，喫煙や感染症に比

べさほど大きくないと考えられていますが，長期

摂取ががん予防に有効である食べ物の存在が複数

の疫学調査の結果から少しずつ分かってきました。

厚生労働省研究班は，野菜や果物は食道がんを，

コーヒーは肝臓がんのリスクを「ほぼ確実」に下げ，

逆に食塩の多い食品は胃がんのリスクを上げると

しています（表1）。コーヒーは，膵臓がんの原因物

質ではないかと指摘されたことがありましたが，

後に誤りであることが判明しました。信頼性の高

い複数の研究データを統合して解析した（メタ解

析）最新の報告では，コーヒーは膵臓がんのリスク

をむしろ下げることが明らかになっています3）。が

ん全体については，コーヒーはリスクを少なくと

も上げることはないというのが最新の知見です4,5）。

表1にもあるように，多くの食べ物でデータがない

か不十分であり，科学的根拠の蓄積にはまだ時間

がかかるということも実状です。

　最近，私たちはほうれんそう，こまつななどに含

まれる葉酸に大腸がんの予防効果があることを発

表しました。同様の結果は，米国の大規模コホート

研究でも確認されています6）。大豆製品に含まれる

イソフラボンは，閉経後の乳がんや前立腺がんの

予防効果があるものとして注目されています。

　コーヒーが一部のがん，特に肝臓がんに予防的

に働くという疫学研究が2005年に日本で初めて

田中先生のお話を伺い，医食同源の語を思い
出しました。コーヒーは，宗教的な秘薬とし
て6世紀頃にアラビア半島に伝わりました。

信仰や薬用を離れ，嗜好品として欧米を中心に一般民衆
での飲用習慣が広まったのは，16～17世紀頃と言われ
ています。日本で本格的に家庭に普及するのは1960年
代で，日本で最初のネスレのインスタントコーヒー工場
も，このころ稼働を始めました。ネスレのコーヒーは世
界中で味が違います。ネスレ日本は，世界で最も味と香
りにこだわりを持つ日本人が，最も好きと言ってくれる
コーヒーをお届けできるよう，日々改良を続けていま
す。毎日おいしく飲むコーヒーが，健康の支えにもなっ
てくれれば，たいへんうれしいです。コーヒーと健康に
関する研究のさらなる進展に期待します。田中先生あり
がとうございました。
〈2011年11月 愛知県がんセンター研究所にてインタビュー〉
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治療に踏み切ることもあるようです。胃がんと肝

臓がんは減少しています。

　女性で増加しているのは乳がんと肺がんで，大

腸がんは横ばいです。女性では喫煙以外が原因で，

肺の末端の奥深くにできるタイプの肺腺がんが増

加しています。子宮頸がんは低下傾向でしたが，

2000年頃から若年者や30歳代での罹患率が増加

傾向に転じたという特徴が見られます。胃がんと

肝臓がんは減少しています。

　男女とも胃がんが減少している理由として，胃

がんの主要な原因であるヘリコバクターピロリ菌

（以下，ピロリ菌）に感染している人の年齢推移の影

響があります。年齢が低いほど感染者が少ないた

め，発がん年齢に達する人の中で，ピロリ菌の感染

率が低下してきているのです。ピロリ菌は経口的

に感染しますので，核家族化によって感染頻度が

減っているのかもしれません。もう一つの理由と

して，日本人の平均塩分摂取量が特に東北，北陸地

方で戦後かなり速いスピードで減ったこともあげ

られます。塩分摂取量が少ないとピロリ菌に感染

しても胃がんになりにくいことが知られています。

図2.肥満と腫瘍増殖のメカニズム2)

コーヒーと健康

― 田中先生のコーヒーとの出合い ―
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