
一です。血液検査でもし亜鉛がなけれ
ば、亜鉛を投与する。亜鉛が入ってい
るような薬を投与していくこともあり
ます。また、カンジダ菌の場合には、
アムホテリシンBシロップといったよ
うなものを投与する。
　また、比較的このごろ増えているの
は心因性のものです。患者さんによっ
ては舌痛症があるかどうかと味覚障害
が比較的関連している場合があります
ので、そういった場合には心療内科の
治療も必要かと思います。
　池脇　ストレスからの味覚異常があ
るということですね。
　井上　はい。
　池脇　あとは、唾液の分泌が落ちて

いるような場合にはどういう方法があ
るのでしょうか。
　井上　もちろんシェーグレン症候群
のようなものの場合には、そちらの専
門家に紹介するほうがよいですが、年
をとってきた場合には、筋運動である
とか、それでも足りない場合は分泌を
促進するような薬を出したりすること
があります。
　池脇　味覚といっても、これが食事
の摂取量にも関係して、取れないと全
身状態が悪くなるという意味では、非
常に重要だと考えてよいですか。
　井上　はい。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。 　池脇　私の個人的な印象では、以前

に比べると、健診でCEAを含めた腫瘍
マーカーはあまり見なくなったように
思います。質問は、そういった人間ド
ック、あるいは健康診断で腫瘍マーカ
ーが測定されていますが、果たして有
用なのかどうかということですが、ど
うなのでしょうか。
　菅野　人間ドックとか、そういった
ところで腫瘍マーカーを測るのは、任
意の項目になっています。つまり、本
人が心配で希望すればそれを測ること
ができるということで、必ず全員測り
なさいとか、そういう目的で使われて
いる腫瘍マーカーはほとんどないので
す。
　池脇　早期のがんが腫瘍マーカーで
引っかかってくれれば、ありがたいこ

となのですけれども、現実的にはなか
なか難しいと考えてよいですか。
　菅野　主な使い方は２つあります。
１つは進行したがんを見逃さない最低
限の目安にはなります。腫瘍マーカー
が非常に高いときに進行したがんが見
つかるのは、よくあることです。逆に、
ある臓器に特異的なマーカーが高いと
き、その臓器に病変があることを知る
ために役立ちます。
　ただし、非常におとなしいがんがた
またまそれで見つかってしまう例があ
り、例えば前立腺がんなどは、むしろ
そうなのです。一定の年齢の方で前立
腺の生検を取ると、かなり高い確率で
がんが見つかってくるわけですけれど
も、PSAが高いときにそういう生検を
したことで見つかったがんが、本当に

栃木県立がんセンター研究所技幹 がん予防遺伝カウンセリング科長
菅　野　康　吉

（聞き手　池脇克則）

　腫瘍マーカーについてご教示ください。
　現在、人間ドックや各種健康診断で腫瘍マーカーが測定されていますが、臨
床的に有用な腫瘍マーカーはありますでしょうか。

＜兵庫県開業医＞

腫瘍マーカー
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の偽陽性ということになってしまいま
すので、それは常に考えておく必要が
あります。
　池脇　感度と特異度、先生がおっし
ゃるこの言葉はいろいろなところで聞
くのですけれども、腫瘍マーカーに関
して、どの程度わかっているのでしょ
うか。
　菅野　実はほとんどすべてのマーカ
ーは基準値しか書いていないのです。
本当に知りたいのは患者さんの測定値

が幾つという値が出てきたときに、そ
のときの感度と特異性が本当はわかっ
ているといいのです。たまたまそうい
うものが非常に詳しく書かれているバ
イオマーカー（図１、２）を見つけま
したので、それをもとにお話しいたし
ます。
　池脇　従来のマーカーとはちょっと
違うものなのでしょうか。
　菅野　これは血液中のアミノ酸を質
量分析という機械を使って定量するア

表１　日本人男性の現在年齢別がん罹患リスク

現在の年齢 10年後 20年後 30年後 40年後 50年後 60年後 70年後 80年後 生涯

0歳 0.1％ 0.3％ 0.5％ 1％ 3％ 8％ 22％ 42％ 63％
10歳 0.1％ 0.4％ 1％ 2％ 8％ 22％ 42％ 63％
20歳 0.3％ 0.8％ 2％ 8％ 21％ 42％ 63％
30歳 0.6％ 2％ 8％ 21％ 42％ 63％
40歳 2％ 7％ 21％ 42％ 63％
50歳 6％ 20％ 41％ 64％
60歳 16％ 39％ 63％
70歳 30％ 61％
80歳 54％

国立がん研究センターがん対策情報センターHPより引用
（http://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html）

表２　2012年のがん罹患数（全国推計値）ランク

１位 ２位 ３位 ４位 ５位
男性 胃 大腸 肺 前立腺 肝臓

女性 乳房 大腸 胃 肺 子宮

合計 大腸 胃 肺 乳房 前立腺

国立がん研究センターがん対策情報センターHPより引用
（http://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html）

治療が必要ながんかどうかという問題
があります。
　ですから早期で見つけるといっても、
早期がんがそもそもどういう生物学的
な特性を持っているのかを考えていく
必要があるわけです。
　池脇　そうすると、少なくとも腫瘍
マーカーが上がっていれば、進行して
いるがんを見逃さないという意味での
有用性はあるかもしれないけれども、
採血から早期のがんが見つかるという
ところまではちょっと難しい。
　菅野　一概に役に立つとか立たない
とか決めつける前に、そもそもどうい
う方を対象にそういうものを測って、
どう評価したらいいのかという基本的
な考え方が大切だと思うのです。
　池脇　確かに、今先生がおっしゃっ
たように、対象が若い方か、あるいは
お年寄りか、これによって当然がんの
罹患率も変わってくるでしょうし、そ
ういったことを含めて、腫瘍マーカー
の使い方、最近の考え方をうかがって
いきたいと思うのですけれども。
　菅野　がんという病気は非常にあり
ふれた病気と考えていいと思います。
日本人の場合、だいたい一生の間に約
２人に１人、50％の人ががんになるの
です。男の人だと約６割、女の人が４
割ちょっとという数字があります。
　どうしてがんになるのかというと、
一番の原因は人口が高齢化したことで
す。国立がん研究センターのホームペ

ージによると、現在の年齢から、10年
後、20年後、30年後に、何％ぐらいが
んになるのかという非常に詳しいデー
タを見ることができます（表１、表２）。
　それを見ますと、例えば60歳の男性
の方、10年以内にがんになるリスクが
16％、20年以内であれば39％という数
字が報告されています。でも、若い方
で30歳の人が10年後に何％がんになる
かというと、0.6％なのです。20年後で
２％。ですから、今30歳の人は50歳に
なるまでにがんになる人は50人に１人
しかいないのです。でも、60歳の人は
20年以内に10人のうち４人ががんにな
る。そういう時代なのです。
　池脇　年齢が大きながんのリスクで
あるから、そういうものを効率的に見
つけるとなれば、腫瘍マーカーをある
一定以上のリスクの方に対して使って
いくという流れなのでしょうか。
　菅野　どういうふうにリスクを評価
するかについては、腫瘍マーカーはす
べて、実は感度と特異性というものが
あるのです。基準値、あるいはカット
オフ値というのがありますけれども、
このカットオフ値を使ったときに、が
んの患者さんの何％が陽性になるのか、
健康人の何％が陰性になるのか。それ
が感度と特異性です。
　もともと1,000人に１人しか、がんに
なる人がいなければ、どんなに優れた
マーカーを使っても、陽性のときに見
つかってくる人のほとんどは、健康人
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の偽陽性ということになってしまいま
すので、それは常に考えておく必要が
あります。
　池脇　感度と特異度、先生がおっし
ゃるこの言葉はいろいろなところで聞
くのですけれども、腫瘍マーカーに関
して、どの程度わかっているのでしょ
うか。
　菅野　実はほとんどすべてのマーカ
ーは基準値しか書いていないのです。
本当に知りたいのは患者さんの測定値

が幾つという値が出てきたときに、そ
のときの感度と特異性が本当はわかっ
ているといいのです。たまたまそうい
うものが非常に詳しく書かれているバ
イオマーカー（図１、２）を見つけま
したので、それをもとにお話しいたし
ます。
　池脇　従来のマーカーとはちょっと
違うものなのでしょうか。
　菅野　これは血液中のアミノ酸を質
量分析という機械を使って定量するア

表１　日本人男性の現在年齢別がん罹患リスク

現在の年齢 10年後 20年後 30年後 40年後 50年後 60年後 70年後 80年後 生涯

0歳 0.1％ 0.3％ 0.5％ 1％ 3％ 8％ 22％ 42％ 63％
10歳 0.1％ 0.4％ 1％ 2％ 8％ 22％ 42％ 63％
20歳 0.3％ 0.8％ 2％ 8％ 21％ 42％ 63％
30歳 0.6％ 2％ 8％ 21％ 42％ 63％
40歳 2％ 7％ 21％ 42％ 63％
50歳 6％ 20％ 41％ 64％
60歳 16％ 39％ 63％
70歳 30％ 61％
80歳 54％

国立がん研究センターがん対策情報センターHPより引用
（http://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html）

表２　2012年のがん罹患数（全国推計値）ランク

１位 ２位 ３位 ４位 ５位
男性 胃 大腸 肺 前立腺 肝臓

女性 乳房 大腸 胃 肺 子宮

合計 大腸 胃 肺 乳房 前立腺

国立がん研究センターがん対策情報センターHPより引用
（http://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html）

治療が必要ながんかどうかという問題
があります。
　ですから早期で見つけるといっても、
早期がんがそもそもどういう生物学的
な特性を持っているのかを考えていく
必要があるわけです。
　池脇　そうすると、少なくとも腫瘍
マーカーが上がっていれば、進行して
いるがんを見逃さないという意味での
有用性はあるかもしれないけれども、
採血から早期のがんが見つかるという
ところまではちょっと難しい。
　菅野　一概に役に立つとか立たない
とか決めつける前に、そもそもどうい
う方を対象にそういうものを測って、
どう評価したらいいのかという基本的
な考え方が大切だと思うのです。
　池脇　確かに、今先生がおっしゃっ
たように、対象が若い方か、あるいは
お年寄りか、これによって当然がんの
罹患率も変わってくるでしょうし、そ
ういったことを含めて、腫瘍マーカー
の使い方、最近の考え方をうかがって
いきたいと思うのですけれども。
　菅野　がんという病気は非常にあり
ふれた病気と考えていいと思います。
日本人の場合、だいたい一生の間に約
２人に１人、50％の人ががんになるの
です。男の人だと約６割、女の人が４
割ちょっとという数字があります。
　どうしてがんになるのかというと、
一番の原因は人口が高齢化したことで
す。国立がん研究センターのホームペ

ージによると、現在の年齢から、10年
後、20年後、30年後に、何％ぐらいが
んになるのかという非常に詳しいデー
タを見ることができます（表１、表２）。
　それを見ますと、例えば60歳の男性
の方、10年以内にがんになるリスクが
16％、20年以内であれば39％という数
字が報告されています。でも、若い方
で30歳の人が10年後に何％がんになる
かというと、0.6％なのです。20年後で
２％。ですから、今30歳の人は50歳に
なるまでにがんになる人は50人に１人
しかいないのです。でも、60歳の人は
20年以内に10人のうち４人ががんにな
る。そういう時代なのです。
　池脇　年齢が大きながんのリスクで
あるから、そういうものを効率的に見
つけるとなれば、腫瘍マーカーをある
一定以上のリスクの方に対して使って
いくという流れなのでしょうか。
　菅野　どういうふうにリスクを評価
するかについては、腫瘍マーカーはす
べて、実は感度と特異性というものが
あるのです。基準値、あるいはカット
オフ値というのがありますけれども、
このカットオフ値を使ったときに、が
んの患者さんの何％が陽性になるのか、
健康人の何％が陰性になるのか。それ
が感度と特異性です。
　もともと1,000人に１人しか、がんに
なる人がいなければ、どんなに優れた
マーカーを使っても、陽性のときに見
つかってくる人のほとんどは、健康人
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　池脇　これで、例えば「あなたのア
ミノ酸分布は胃がんのパターンに似て
いるようです」ということになれば、
その後、どういう流れになるのでしょ
う。
　菅野　１回血液中のアミノ酸を測る
と、複数の種類のがんのリスクを予測
できるのです（図２）。その中で、胃
がんのリスクが高い、大腸がんはそれ
ほどでもない。その結果に応じて、ど
のがんの精密検査を受けようか判断を
していく一つの目安になります。
　池脇　年齢という大きなファクター
と、こういったものを組み合わせるこ
とによって、より効率的に行うという
ことでしょうか。
　菅野　例えば、60歳の男性の方が10
年以内にがんになるリスクは16％ぐら
いと、さっき申し上げましたけれども、
それに例えばアミノ酸のスコアを測っ

て、一番高いリスクのスコアが例えば
胃がんについて8.0のCランクであった
場合の感度は51％ぐらい、特異度は95
％となります。
　あくまでも予測ですが、もし60歳の
男性でCランクに入るような値が出て
きたときは、もともと16％のリスクだ
ったものが66％ぐらいまで跳ね上がり
ます。つまり３人に２人、10年以内に
がんが出てくる可能性があることにな
りますので、胃がんの精密検査を受け
るべきです（表３）。
　逆に30歳の男性で、そういうリスク
が0.5％しかないとすると、これがもし
スコアが陽性でCランクの場合は4.98
％、つまり、陽性でも20人に１人しか
がんを発症しないことになりますから、
その人が今何歳で、今後のリスクがど
のくらいあるのかを見たうえで、こう
いうものを測っていくと、その後の精

図２　がん患者血漿中遊離アミノ酸濃度の測定によるAICS値の算出と
　　　がん腫別感度・特異性（その２）

がん腫別

AICS値

5.0 8.0

感度 特異度 感度 特異度

胃がん 75％ 80％ 51％ 95％

肺がん 73％ 80％ 45％ 95％

大腸がん 60％ 80％ 41％ 95％

前立腺がん 64％ 80％ 32％ 95％

（医療従事者向けアミノインデックス®がんリスクスクリーニング（AICS）解説書より引用）

ミノ酸分析法です。今、健康診断とか
人間ドックで使われています。自費の
検査なので、保険診療には使われてい
ないのですけれども、これは血液中の
いろいろなアミノ酸の濃度を非常に正
確に測ることができます。
　がんになると増えるアミノ酸と減る
アミノ酸があるのです。胃がん、肺が
ん、大腸がん、乳がん、前立腺がん、
いろいろながんに、それぞれの特有の
プロファイルがあります。そういうも
のを総合してスコア化し、特定のスコ
アが出たときに、感度が何％、特異性
が何％ということが表示できるように
なっているのです（図１）。
　池脇　何となくイメージとしては、
傘を上から見た図があって、それぞれ
のアミノ酸が振ってあって、どれがど
のくらいあるか。それががんに特異的

な形を示すような感じなのでしょうか。
　菅野　特定のアミノ酸の濃度の分布
が、どういうがんにかかっているのか
を、ある程度示しているということで
す。
　池脇　血中のアミノ酸分析というと、
栄養だとか、そういったものと関係す
るのかと思ったのですけれども、がん
なのですね。
　菅野　がんも低栄養になったりしま
すから。しかも、それはけっこう早期
の段階から起きていることが最近わか
ってきているのです。
　池脇　これはまだ保険のきかない、
自費の検査ということですけれども、
実際に使われ始めているのでしょうか。
　菅野　ドックとか、検診で患者さん
の希望で、任意の検診項目としては、
かなり使われているようです。

図１　がん患者血漿中遊離アミノ酸濃度の測定によるAICS値の算出と
　　　がん腫別感度・特異性（その１）

（医療従事者向けアミノインデックス®がんリスクスクリーニング（AICS）解説書より引用）
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　池脇　これで、例えば「あなたのア
ミノ酸分布は胃がんのパターンに似て
いるようです」ということになれば、
その後、どういう流れになるのでしょ
う。
　菅野　１回血液中のアミノ酸を測る
と、複数の種類のがんのリスクを予測
できるのです（図２）。その中で、胃
がんのリスクが高い、大腸がんはそれ
ほどでもない。その結果に応じて、ど
のがんの精密検査を受けようか判断を
していく一つの目安になります。
　池脇　年齢という大きなファクター
と、こういったものを組み合わせるこ
とによって、より効率的に行うという
ことでしょうか。
　菅野　例えば、60歳の男性の方が10
年以内にがんになるリスクは16％ぐら
いと、さっき申し上げましたけれども、
それに例えばアミノ酸のスコアを測っ

て、一番高いリスクのスコアが例えば
胃がんについて8.0のCランクであった
場合の感度は51％ぐらい、特異度は95
％となります。
　あくまでも予測ですが、もし60歳の
男性でCランクに入るような値が出て
きたときは、もともと16％のリスクだ
ったものが66％ぐらいまで跳ね上がり
ます。つまり３人に２人、10年以内に
がんが出てくる可能性があることにな
りますので、胃がんの精密検査を受け
るべきです（表３）。
　逆に30歳の男性で、そういうリスク
が0.5％しかないとすると、これがもし
スコアが陽性でCランクの場合は4.98
％、つまり、陽性でも20人に１人しか
がんを発症しないことになりますから、
その人が今何歳で、今後のリスクがど
のくらいあるのかを見たうえで、こう
いうものを測っていくと、その後の精

図２　がん患者血漿中遊離アミノ酸濃度の測定によるAICS値の算出と
　　　がん腫別感度・特異性（その２）

がん腫別

AICS値

5.0 8.0

感度 特異度 感度 特異度

胃がん 75％ 80％ 51％ 95％

肺がん 73％ 80％ 45％ 95％

大腸がん 60％ 80％ 41％ 95％

前立腺がん 64％ 80％ 32％ 95％

（医療従事者向けアミノインデックス®がんリスクスクリーニング（AICS）解説書より引用）

ミノ酸分析法です。今、健康診断とか
人間ドックで使われています。自費の
検査なので、保険診療には使われてい
ないのですけれども、これは血液中の
いろいろなアミノ酸の濃度を非常に正
確に測ることができます。
　がんになると増えるアミノ酸と減る
アミノ酸があるのです。胃がん、肺が
ん、大腸がん、乳がん、前立腺がん、
いろいろながんに、それぞれの特有の
プロファイルがあります。そういうも
のを総合してスコア化し、特定のスコ
アが出たときに、感度が何％、特異性
が何％ということが表示できるように
なっているのです（図１）。
　池脇　何となくイメージとしては、
傘を上から見た図があって、それぞれ
のアミノ酸が振ってあって、どれがど
のくらいあるか。それががんに特異的

な形を示すような感じなのでしょうか。
　菅野　特定のアミノ酸の濃度の分布
が、どういうがんにかかっているのか
を、ある程度示しているということで
す。
　池脇　血中のアミノ酸分析というと、
栄養だとか、そういったものと関係す
るのかと思ったのですけれども、がん
なのですね。
　菅野　がんも低栄養になったりしま
すから。しかも、それはけっこう早期
の段階から起きていることが最近わか
ってきているのです。
　池脇　これはまだ保険のきかない、
自費の検査ということですけれども、
実際に使われ始めているのでしょうか。
　菅野　ドックとか、検診で患者さん
の希望で、任意の検診項目としては、
かなり使われているようです。

図１　がん患者血漿中遊離アミノ酸濃度の測定によるAICS値の算出と
　　　がん腫別感度・特異性（その１）

（医療従事者向けアミノインデックス®がんリスクスクリーニング（AICS）解説書より引用）

ドクターサロン61巻２月号（1 . 2017） （105）  2524 （104） ドクターサロン61巻２月号（1 . 2017）

1702本文.indd   25 17/01/13   9:44



と、さらに40％掛けますから6.4％にな
ります。つまり、５～６年連続して受
けていけば、少なくとも97～98％の確
率で１回ぐらいは陽性になる可能性が

ある。そのときに必ず精密検査を受け
ればいいのです。
　池脇　とても重要な考え方だと思い
ます。ありがとうございました。

密検査をどう進めていったらいいのか
一つの目安になると思います。
　池脇　いろいろなものと組み合わせ
ることによって、より確実にがんのリ
スクを予測できるということですね。
　若い方のがんは進行が早いとか、そ
ういったところまでチェックしていく
のはなかなか難しいのでしょうか。
　菅野　すでに進行したがんであれば、
こういったマーカーが異常な値を示す
可能性は高いわけです。ただ、一見早
期のがんに見えても、マーカーが非常
に高い値を示すとか、そういうものは
生物学的に何か進んでいることを示す

一つのサインかもしれないので、常に
念頭に置いて見ていく必要があります。
　池脇　最後に、確認ですけれども、
人間ドックあるいは健康診断での腫瘍
マーカーで、早期発見が可能でしょう
かということですが、現時点では難し
いということでしょうか。
　菅野　不可能ではないのです。毎年
検査を受けることです。というのは、
例えば便の潜血反応というのは陽性率
が、大腸がんですと60％ぐらいです。
でも、40％偽陰性になるわけです。２
年間続けて受けると、偽陰性は16％に
なります。さらに３年間続けて受ける

表３　AICS値による年齢別がん発症リスク（Bayes法による推定）

1）60歳男性の場合
60歳男性 がん発症予備群 健康群

先験確率
10年以内にがんを
発症する割合

16％

条件確率 AICS値8.0（ランクC） 感度 51％ 特異度 95％

複合確率
AICS陽性時の
がん発症リスク

16％×51％＝8.16％ （100－16）％×（100％－95％）＝4.2％

帰納確率 8.16/（8.16＋4.2）＝66％

2）30歳男性の場合
30歳男性 がん発症予備群 健康群

先験確率
10年以内にがんを
発症するリスク

0.5％

条件確率 AICS ランクC 感度 51％ 特異度 95％

複合確率
AICS陽性時の
がん発症リスク

0.5％×51％＝0.26％ 99.5％×（100％－95％）＝4.98％

帰納確率 AICS陽性 0.26/（0.26＋4.98）＝4.96％

注）AICSの対象　 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん25～90歳、前立腺がん40～90歳、 
子宮がん・卵巣がん20～80歳の日本人
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と、さらに40％掛けますから6.4％にな
ります。つまり、５～６年連続して受
けていけば、少なくとも97～98％の確
率で１回ぐらいは陽性になる可能性が

ある。そのときに必ず精密検査を受け
ればいいのです。
　池脇　とても重要な考え方だと思い
ます。ありがとうございました。

密検査をどう進めていったらいいのか
一つの目安になると思います。
　池脇　いろいろなものと組み合わせ
ることによって、より確実にがんのリ
スクを予測できるということですね。
　若い方のがんは進行が早いとか、そ
ういったところまでチェックしていく
のはなかなか難しいのでしょうか。
　菅野　すでに進行したがんであれば、
こういったマーカーが異常な値を示す
可能性は高いわけです。ただ、一見早
期のがんに見えても、マーカーが非常
に高い値を示すとか、そういうものは
生物学的に何か進んでいることを示す

一つのサインかもしれないので、常に
念頭に置いて見ていく必要があります。
　池脇　最後に、確認ですけれども、
人間ドックあるいは健康診断での腫瘍
マーカーで、早期発見が可能でしょう
かということですが、現時点では難し
いということでしょうか。
　菅野　不可能ではないのです。毎年
検査を受けることです。というのは、
例えば便の潜血反応というのは陽性率
が、大腸がんですと60％ぐらいです。
でも、40％偽陰性になるわけです。２
年間続けて受けると、偽陰性は16％に
なります。さらに３年間続けて受ける

表３　AICS値による年齢別がん発症リスク（Bayes法による推定）

1）60歳男性の場合
60歳男性 がん発症予備群 健康群

先験確率
10年以内にがんを
発症する割合

16％

条件確率 AICS値8.0（ランクC） 感度 51％ 特異度 95％

複合確率
AICS陽性時の
がん発症リスク

16％×51％＝8.16％ （100－16）％×（100％－95％）＝4.2％

帰納確率 8.16/（8.16＋4.2）＝66％

2）30歳男性の場合
30歳男性 がん発症予備群 健康群

先験確率
10年以内にがんを
発症するリスク

0.5％

条件確率 AICS ランクC 感度 51％ 特異度 95％

複合確率
AICS陽性時の
がん発症リスク

0.5％×51％＝0.26％ 99.5％×（100％－95％）＝4.98％

帰納確率 AICS陽性 0.26/（0.26＋4.98）＝4.96％

注）AICSの対象　 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん25～90歳、前立腺がん40～90歳、 
子宮がん・卵巣がん20～80歳の日本人
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