
ものがわかってきています。
　池脇　高中性脂肪のときにはどうし
てもフィブラートですが、最近新しい
フィブラートで、ペモフィブラートと
いうものが出ましたね。あれはどのよ
うな特徴があるのでしょうか。
　小林　PPAR-αに対する選択性がす
ごく高いものです。要するに中性脂肪
を下げる作用は非常に強いけれども、
今までのフィブラートが持っていたそ
のほかの作用、例えばクレアチニンを
上げてしまうようなことが従来はちょ
っと懸念されてきたわけです。今回の
選択性が非常に高いペモフィブラート
に関してはそういったことが起きにく
いということで、従来のフィブラート
にみられたクレアチニンが例えば0.9か
ら１に上がるとか、そういうことを懸
念しなくても済む新しいタイプのフィ
ブラートです。

　池脇　たしか、従来のフィブラート
は腎排泄性が多い中で、ペモフィブラ
ートは胆汁排泄性なので、腎機能が多
少落ちても使えるというメリットがあ
るのですね。
　小林　はい。それに加えて、さらに
選択性が高いですから、非常にいい作
用が表に出てくるという特徴があって、
中性脂肪もよくする。ただ、飲酒は制
限したうえでと考えてもらいたいと思
います。
　池脇　夢のような薬ではないのです
ね。
　小林　やはりライフスタイルの改善
は高中性脂肪血症に非常に効いてきま
す。そこはしっかり患者さんにやって
いただいて、そのうえで、もしコント
ロールがつかなければ併用することに
なると思います。
　池脇　ありがとうございました。

国際医療福祉大学三田病院消化器センター教授
羽　鳥　　隆

（聞き手　山内俊一）

　膵がんは近年、男女ともに増加しており、さらに診断された時点で遠隔転移
を起こしている症例も多く、他の検診の対象となっているがんと比較しても社
会的に大きな問題となりつつあると考えています。しかし、ほぼ発見されるま
で放置されているのが現状で、個人的に危惧しています。そろそろ、胃、大腸、
肺などのがんと同様に、検診が開始されるべきと考えます（私見では、単純
CT thin sliceで膵管拡張を引っかけるのがよいのではと考えます）。
　現在の「膵がん検診」の状況について、ご教示ください。
 ＜岡山県開業医＞

膵がん検診の状況

　山内　膵臓がんが最近増えてきてい
ることは周知の事実ですが、さて、早
期発見するのが非常に難しいがんとい
いますか、領域でもあります。まずは
超音波、そのあたりから教えていただ
けますか。
　羽鳥　まず最初に行う検査としては
腹部超音波検査が一番患者さんにとっ
ても負担が少ないし、簡単な方法であ
るので、入り口としてはそれが行われ
ます。
　山内　実際に超音波で簡単に見つか
るのかというと、そういう気もしない
のですが、いかがでしょうか。

　羽鳥　そうなのです。すごく便利な
検査法なのですが、弱点もありまして、
特に脂肪の影響だとか、空気の影響、
おなかだと腸管のガスの影響を受けや
すいので、検査をしてもなかなかうま
く膵臓が写らない部分が出てきてしま
います。
　山内　食事の影響も受けるというこ
とと、糖尿病だと太った方。糖尿病と
膵臓がんは非常に密接な関係もありま
すので、いつも悩ましいのですが、太
った方はなかなか検出が難しいという
ことですね。
　羽鳥　そうですね。膵臓の一部しか
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い、膵がんの発生に関する危険率が上
がることが報告されています。
　山内　普通の腫瘍系ですと、超音波
での異常があれば、次にCTにいくの
ですが、単純CTがあまり当てになら
ないとなると、造影CTになるのですね。
　羽鳥　そうですね。まず造影CTを
行い、それから医療機関にもよります
が、胃の内視鏡の先端に超音波のつい
た超音波内視鏡、EUSという検査があ
るのですが、それが行える施設であれ
ば、併せて行うことがすごく大事だと
思います。
　山内　ただ、専門医が多い領域とは
言いがたいので、いろいろ高度なテク
ニックが必要なものが多いですから、
どのあたりで専門医に送るかですね。
あるいは普通の腫瘍ですと、例えば３
カ月後、半年後といったフォローアッ
プというのもあるのですが、これはあ
まり役立たないのでしょうか。
　羽鳥　少なくとも膵管の拡張や膵囊
胞というのが認められた場合には、直
ちに精密検査に回すことが望ましいと
思います。半年後のフォローアップで
は、最初に引っかかった時点でもしも
がんがあった場合には完全に手遅れに
なってしまいますので、直ちに専門の
機関に送るのがよいと思います。
　山内　もし近隣に膵臓の専門医があ
まりいない場合ですと、いったんは造
影CTを行って、そこで怪しければそ
ういった専門のがんセンター的なとこ

ろに送るというステップでよいという
ところでしょうか。
　羽鳥　そうですね。あと一つ参考に
なる例としては、広島県尾道市の医師
会とJA尾道総合病院が地域医療連携
を行っていて、そういう超音波検査で
引っかかった患者さんを即座に尾道総
合病院に送り、そこで専門的な検査を
受けて、6,000例以上のケースで非常に
ステージの早い、ステージ０やステー
ジⅠの膵がんを実際に診断しています。
そういう地域連携を各地域の医師会、
あるいはそこの基幹病院で構築するこ
ともすごく大事だと思います。
　山内　腫瘍マーカーですが、これは
人間ドックなどではよく測られること
があるCA19-９になると思いますが、
これに関してはいかがでしょう。
　羽鳥　これは残念ながら早期発見に
は役に立ちません。むしろ腫瘍マーカ
ーは膵がんになられた方の治療の経過
を見るための検査法であって、現在の
ところ、早期発見に腫瘍マーカーは役
に立たないというのが一定の認識です。
　山内　ただ、一方では人間ドックな
り検診でCA19-９を測って、かなり異
常高値のために送られてくることがあ
るのですが、このときにはいったん超
音波、先ほどの造影CTのステップを
たどっていくのが正しい方針と見てよ
いですね。
　羽鳥　そうですね。まず、少なくと
も腫瘍マーカーで引っかかってしまっ

うまく見ることができないので、体格
がいい方や肥満の方はなかなか超音波
検査で異常なしという結果が出ても、
安心はできないということになります。
　山内　そうなりますと、今度はCT
になりますが、こちらはいかがでしょ
うか。
　羽鳥　CT検査は、そういう腸管の
ガスの影響や脂肪の影響を受けにくく、
全体を見渡すことができるのですが、
造影剤を使わない単純のCT検査だけ
ですと、なかなか病気があっても写真
上の変化が出にくいのです。できたら
造影剤を使った検査をするのがよいの
ですが、人間ドックでそこまで検査が
できるかというと、現実的には難しい
部分があります。
　山内　特に造影剤はなかなか難しい
かもしれません。MRIはいかがですか。
　羽鳥　MRIはCT検査よりは空間分
解能が少し劣るのです。ただ、今、膵
管とか胆管などを強調して描出できる
MRCPという検査がありますので、そ
れは受けてみる価値は十分にあると思
います。
　山内　ただし、人間ドックで行うか
どうかは別の話になりますね。
　羽鳥　そうですね。
　山内　最近、エコーもCTも、機械
の精度向上がありますが、これをもっ
てしてもなお難しいのでしょうか。
　羽鳥　早期発見は、必ずしもできる
わけではなく、難しいのが現状です。

　山内　そうしますと、次のステップ
にどうやって持っていくかを決めるこ
とになるのですね。まず普通は超音波
がスクリーニングに用いられることが
多いと思うのですが、どういった所見
が大切か。よく膵管拡張という所見が
ありますが、こういったあたりが一つ
のキーになるのでしょうか。
　羽鳥　膵臓でつくっている膵液が流
れる膵管という川みたいなものがあり
ますが、そこがまず正常よりも太くな
っている。それもわずかな拡張でも、
これをきちんと所見として取る。それ
から、その支流、分枝といいますが、
そういう部分が袋状に膨れる場合もあ
ります。そういったものも小さい段階
で引っかけて、そういう所見があれば
次の二次検査に進んでいただく。それ
が一番よいと思います。
　山内　囊胞のような所見ということ
ですね。
　羽鳥　そうです。俗にいう膵囊胞と
いう所見です。
　山内　この拡張の程度とか、囊胞の
大きさに一定の目安はあるのでしょう
か。
　羽鳥　これは現在の大阪国際がんセ
ンターで熱心に膵臓の検診が行われて
いまして、その結果からすると、先ほ
ど言った膵管の直径が2.5㎜以上、ある
いは膵囊胞の径が５㎜以上が一つの目
安です。両方認められた場合には、全
く認められなかったケースの27倍ぐら
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い、膵がんの発生に関する危険率が上
がることが報告されています。
　山内　普通の腫瘍系ですと、超音波
での異常があれば、次にCTにいくの
ですが、単純CTがあまり当てになら
ないとなると、造影CTになるのですね。
　羽鳥　そうですね。まず造影CTを
行い、それから医療機関にもよります
が、胃の内視鏡の先端に超音波のつい
た超音波内視鏡、EUSという検査があ
るのですが、それが行える施設であれ
ば、併せて行うことがすごく大事だと
思います。
　山内　ただ、専門医が多い領域とは
言いがたいので、いろいろ高度なテク
ニックが必要なものが多いですから、
どのあたりで専門医に送るかですね。
あるいは普通の腫瘍ですと、例えば３
カ月後、半年後といったフォローアッ
プというのもあるのですが、これはあ
まり役立たないのでしょうか。
　羽鳥　少なくとも膵管の拡張や膵囊
胞というのが認められた場合には、直
ちに精密検査に回すことが望ましいと
思います。半年後のフォローアップで
は、最初に引っかかった時点でもしも
がんがあった場合には完全に手遅れに
なってしまいますので、直ちに専門の
機関に送るのがよいと思います。
　山内　もし近隣に膵臓の専門医があ
まりいない場合ですと、いったんは造
影CTを行って、そこで怪しければそ
ういった専門のがんセンター的なとこ

ろに送るというステップでよいという
ところでしょうか。
　羽鳥　そうですね。あと一つ参考に
なる例としては、広島県尾道市の医師
会とJA尾道総合病院が地域医療連携
を行っていて、そういう超音波検査で
引っかかった患者さんを即座に尾道総
合病院に送り、そこで専門的な検査を
受けて、6,000例以上のケースで非常に
ステージの早い、ステージ０やステー
ジⅠの膵がんを実際に診断しています。
そういう地域連携を各地域の医師会、
あるいはそこの基幹病院で構築するこ
ともすごく大事だと思います。
　山内　腫瘍マーカーですが、これは
人間ドックなどではよく測られること
があるCA19-９になると思いますが、
これに関してはいかがでしょう。
　羽鳥　これは残念ながら早期発見に
は役に立ちません。むしろ腫瘍マーカ
ーは膵がんになられた方の治療の経過
を見るための検査法であって、現在の
ところ、早期発見に腫瘍マーカーは役
に立たないというのが一定の認識です。
　山内　ただ、一方では人間ドックな
り検診でCA19-９を測って、かなり異
常高値のために送られてくることがあ
るのですが、このときにはいったん超
音波、先ほどの造影CTのステップを
たどっていくのが正しい方針と見てよ
いですね。
　羽鳥　そうですね。まず、少なくと
も腫瘍マーカーで引っかかってしまっ

うまく見ることができないので、体格
がいい方や肥満の方はなかなか超音波
検査で異常なしという結果が出ても、
安心はできないということになります。
　山内　そうなりますと、今度はCT
になりますが、こちらはいかがでしょ
うか。
　羽鳥　CT検査は、そういう腸管の
ガスの影響や脂肪の影響を受けにくく、
全体を見渡すことができるのですが、
造影剤を使わない単純のCT検査だけ
ですと、なかなか病気があっても写真
上の変化が出にくいのです。できたら
造影剤を使った検査をするのがよいの
ですが、人間ドックでそこまで検査が
できるかというと、現実的には難しい
部分があります。
　山内　特に造影剤はなかなか難しい
かもしれません。MRIはいかがですか。
　羽鳥　MRIはCT検査よりは空間分
解能が少し劣るのです。ただ、今、膵
管とか胆管などを強調して描出できる
MRCPという検査がありますので、そ
れは受けてみる価値は十分にあると思
います。
　山内　ただし、人間ドックで行うか
どうかは別の話になりますね。
　羽鳥　そうですね。
　山内　最近、エコーもCTも、機械
の精度向上がありますが、これをもっ
てしてもなお難しいのでしょうか。
　羽鳥　早期発見は、必ずしもできる
わけではなく、難しいのが現状です。

　山内　そうしますと、次のステップ
にどうやって持っていくかを決めるこ
とになるのですね。まず普通は超音波
がスクリーニングに用いられることが
多いと思うのですが、どういった所見
が大切か。よく膵管拡張という所見が
ありますが、こういったあたりが一つ
のキーになるのでしょうか。
　羽鳥　膵臓でつくっている膵液が流
れる膵管という川みたいなものがあり
ますが、そこがまず正常よりも太くな
っている。それもわずかな拡張でも、
これをきちんと所見として取る。それ
から、その支流、分枝といいますが、
そういう部分が袋状に膨れる場合もあ
ります。そういったものも小さい段階
で引っかけて、そういう所見があれば
次の二次検査に進んでいただく。それ
が一番よいと思います。
　山内　囊胞のような所見ということ
ですね。
　羽鳥　そうです。俗にいう膵囊胞と
いう所見です。
　山内　この拡張の程度とか、囊胞の
大きさに一定の目安はあるのでしょう
か。
　羽鳥　これは現在の大阪国際がんセ
ンターで熱心に膵臓の検診が行われて
いまして、その結果からすると、先ほ
ど言った膵管の直径が2.5㎜以上、ある
いは膵囊胞の径が５㎜以上が一つの目
安です。両方認められた場合には、全
く認められなかったケースの27倍ぐら
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た場合には、精密検査を受けて、その
結果、仮に膵臓に異常がない場合でも、
引き続き腫瘍マーカーの変化を追うこ
とが重要だと思います。
　山内　CA19-９は比較的高値になり
やすい印象もあるのですが、必ずしも
そうでもないのでしょうか。
　羽鳥　値が非常に高くて、いろいろ
調べてもどこにも引っかからない。婦
人科領域でも上がったりすることがあ
るのですが、それでも何もないといっ
て、経過を何年も見ている方もいらっ
しゃいます。
　山内　膵臓は予後が悪いので有名で
すが、早期発見ですとかなり予後はい
いのですか。
　羽鳥　そうですね。ほかのがんに比
べるとまだまだですが、やはり早期発
見が生存率の向上には確実につながり
ます。
　山内　最後ですが、私どもの糖尿病

領域ですと、膵臓がんと糖尿病は国家
試験レベルでも密接な関係があるとし
て出てくるものなのですが、実臨床で
悩むのは、糖尿病という非常に頻度の
高い疾患の中で、膵臓がんをどこまで
チェックすべきかというのが常にあり
ます。このあたりの見解はいかがです
か。
　羽鳥　まず１年以内に発症した糖尿
病は要注意ですので、即座に精密検査
に回してもいいぐらいだと思います。
それから、日常からかかっている糖尿
病患者さんの場合は、超音波検査は必
ず受けるのと、できたら単純CTでも
いいですから、ほかの検査も併せて受
けて、総合的に検査することが大事だ
と思います。
　山内　見逃さないというところに尽
きるのですね。ありがとうございまし
た。

東京慈恵会医科大学精神医学講座 准教授
品　川　俊一郎

（聞き手　池脇克則）

　前頭側頭型認知症についてご教示ください。
　早期発見、早期診断のコツやかかりつけ医の係り方などをご教示ください。
 ＜広島県開業医＞

前頭側頭型認知症

　池脇　認知症に関しては時々質問を
いただきます。最も頻度の高い認知症
はアルツハイマー病ですが、前頭側頭
型認知症について、頻度も含めて、ど
ういう認知症なのかから教えてくださ
い。
　品川　前頭側頭型認知症は、その名
のとおり、脳の前方部の前頭葉、それ
から側頭葉前方部に病変の主座がある
変性疾患群ということです。頻度はア
ルツハイマー病よりはかなり少ないと
いわれています。発症がアルツハイマ
ー病より若く、主に60代を中心とした
若年性の認知症というのが特徴として
挙げられるかと思います。
　池脇　50代後半あるいは60代という
と、まだお勤め中で、そういう中で、
何かちょっとおかしいということにな
ってくる。どうしてアルツハイマー病

よりも若干発症年齢が若いのでしょう
か。
　品川　正確に申しますと、アルツハ
イマー病も若年で発症する方もいらっ
しゃるのですが、相対的により高齢で、
70代、80代になって発症してくる方が
大勢いらっしゃいます。それに比べて、
前頭側頭型認知症の場合は先ほど言い
ましたように、60代などで発症してく
る方が多いことが特徴かと思います。
働き盛りでの発症ですので、より本人、
家族に与えるインパクトの大きな疾患
と言えるかと思います。
　池脇　アルツハイマー病の病変の主
座と、前頭側頭型認知症は、その名前
のごとく違うわけで、当然出てくる自
覚症状も変わっているのですよね。
　品川　おっしゃるとおりです。アル
ツハイマー病の場合、基本的に大脳の
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