
東京医科大学消化器内科主任教授
糸　井　隆　夫

（聞き手　山内俊一）

　健診での膵疾患のひろいあげについてご教示ください。
　現在、当医所見では血清アミラーゼを用いていますが、これでは膵疾患のひ
ろいあげにはならないと思います。何を用いればよいのでしょうか。
 ＜和歌山県開業医＞

健診での膵疾患のひろいあげ

　山内　まずアミラーゼ、リパーゼは、
健康診断で膵疾患のひろいあげによく
使われていますが、これでは十分でな
いといったあたりからお話し願えます
か。
　糸井　膵疾患のひろいあげとなると
慢性膵炎や膵がん、特に後者の膵がん
が最も大切になります。まずアミラー
ゼ、リパーゼはいわゆる膵酵素と呼ば
れるものの一つですが、なぜ膵がんで
上がるかという病態についてちょっと
お話ししたいと思います。
　膵がんといっても、膵がん自身がア
ミラーゼ、リパーゼを出しているので
はないのです。例えば塊をつくるよう
な膵がん、あるいは膵管をふさぐぐら
いの上皮内がんなどがありますと、膵
管の中で膵液をブロックするという現

象が起きます。そうすると、末梢の膵
管が画像的には拡張してきたり、ある
いは膵液の流れが悪くなって、圧がか
かって、いわゆる局所的な膵炎が起こ
り、アミラーゼやリパーゼが上がって
くるのです。
　ですので、がんそのものから出るわ
けではなく、いわゆる間接的な所見を
見ているだけになるので、たまたまそ
の膵管にがんが絡んでいれば上がって
くる。偶然的な上昇ということで、万
能ではないことをご理解ください。
　山内　膵炎でも当然上がってきます
が、同じようなメカニズムと考えてよ
いのでしょうね。
　糸井　おっしゃるとおりで、膵炎の
場合は多くは太い膵管、主膵管を中心
に起こってくるようなものがほとんど

ですが、膵がんの多くは、膵がんの初
期は分枝膵管にできるといわれていま
す。そういった意味では、分枝膵管レ
ベルでいわゆる閉塞性膵炎のようなこ
とが起こって、アミラーゼやリパーゼ
が上がってくることになると思います。
　山内　いずれもアミラーゼ、リパー
ゼの膵臓での産生が増えているのでは
なくて、あふれ出していると考えてよ
いのですね。そうしますと、それが増
えた、減ったと確実な診断をするには
かなり距離があるのが現状ですね。
　糸井　そうです。
　山内　エラスターゼ１といったもの
もあるようですが、ほかのものはいか
がでしょう。
　糸井　同様な膵酵素、あるいは腫瘍
マーカーと呼ばれるもののうちに、エ
ラスターゼ１、あるいはデュパン２と
いったものがあります。さらには、よ
く親しまれているCEAとか、CA19-９
というものがありますが、以前のデー
タですが、１㎝程度の小さな膵がんで、
実際にどういったマーカー、あるいは
膵酵素が上がっているかを統計で取っ
たところ、その中でエラスターゼ１が
一番上がっている。それでも50％以下
になりますが、エラスターゼ１が小膵
炎を見つけるために有用ではないかと
いう報告はしばしば見られます。
　山内　ただ、現時点で診断率がやや
低すぎることから、健康診断を行うサ
イドとしても使いにくいと考えている

のでしょうね。
　糸井　おっしゃるとおりで、ひろい
あげによく健康診断で含まれるのがア
ミラーゼあるいはリパーゼ、CEA、CA 
19-９という４つ。それにエラスター
ゼ１をつけ加えてもいいのではないか
と思いますが、限界も今お話ししたと
おりです。
　山内　結局のところ、現時点では画
像診断が一番頼りになると考えてよい
のでしょうか。
　糸井　質問者のいうとおり、膵酵素
だけ、あるいは血液検査だけではひろ
いあげには万能ではないこともありま
すので、例えば症状があるような症例
も含めて、健診レベルではエコーが低
侵襲でよいのかと思います。
　山内　エコー検査は特に進歩が著し
いのですが、将来的にスクリーニング
に使われるのでしょうか。
　糸井　エコーの機械もかなりよくな
っていますし、あとは最近では健診レ
ベルで項目にすでに含まれることが多
くなっていますので、今後もひろいあ
げという意味では非常にいいのではな
いかと思います。例えば膵臓に囊胞が
ある人とか、あるいは膵管がちょっと
拡張しているような人をエコーでひろ
いあげて精密検査すると、実は膵がん
があったということがあります。そう
いった意味ではファーストステップと
してエコーは非常に簡便で有用だと思
います。
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　山内　ただ、精度の点でいきますと、
造影CTにはかなり劣るというのが今
の見解のようですが。
　糸井　おっしゃるとおりで、エコー
は非常に術者、行う人の技量が関係し
てきますので、そこで一つのハードル
がある。もう一つは、患者さん、被験
者側因子として、例えば肥満体形では
どうしてもエコーのビーム、超音波が
届かないような状況ではなかなか難し
いということになります。したがって、
客観的に診断するという意味ではエコ
ーで所見のある場合にはCT、特に造
影CT、あるいはMRIが次のステップ
として有用かと思います。
　山内　ただ、一方で読影のエキスパ
ートがあまり多くないような気もいた
しますね。
　糸井　放射線科の先生もどんどん増
えてきていますが、マンパワーという
意味で読影の医師の能力、あるいは枚
数は限界があると思います。そういっ
た意味では今後、AIが近い将来出てく
るのではないかと思います。
　山内　さて、少し元に戻りますが、
血液でのスクリーニングについて、現
時点では不十分ですが、今後期待され
るようなものというと、どういったも
のがあるのでしょうか。
　糸井　現在、遺伝子解析を含めてか
なり多くの新しい手技が出ています。
例えば、小さなマイクロRNAと呼ばれ
るようなもの、そしてエクソソームと

いわれる細胞から出すような分泌物み
たいなもの、あるいはメタボロームと
呼ばれるような、においや味などの原
因となるような代謝物、こういったも
のを調べることによって、膵がんの患
者さんが持っている特有の診断に有用
なものを見いだせるのではないかと、
最近ニュース番組等で取り上げられて
注目されています。
　山内　そういったものは、特異的に
何か一つの物質を追うのではなく、例
えばパターンですか、いろいろな細胞
の情報の塊みたいなものの情報の変化
を読み取って調べる、そういったニュ
アンスでしょうか。
　糸井　基本的にはがんであればそれ
ぞれパターンがあります。そのパター
ンの中で網羅的に調べて、膵がんの人
に共通するようなパターンを幾つか抽
出し、それをいわゆる腫瘍マーカーの
ように用いることで膵がんを疑い、ひ
ろいあげていくというかたちになりま
す。
　山内　今３つほど候補を挙げていた
だきましたが、先生のお考えで特に有
望なものというとどれになりますか。
　糸井　私たちが現在行っているよう
なマイクロRNAとメタボロームです。
特にエクソソームもそうですが、基本
的には血液から抽出、あるいは尿でも
行っていますが、我々が行っているの
は唾液の中のメタボローム解析という
ものです。将来的には針も刺さずに、

リトマス試験紙みたいなもので診断で
きるようになればいいと思っています
が、どれもまだまだ実用性に関しては
少しハードルがあり、特に早期膵がん、
小さい膵がんを見つけるとなると、実
用化には時間がかかると思います。
　山内　そもそも早期膵がん自体がな
かなか見つからない、ないし見つけら
れないと言ったほうがいいので、母集
団になるもの、対象となるものが少な
いのがネックですね。
　糸井　そうですね。そういったこと
を打破すべく、例えば前向きで私たち
の健診センターレベルで１万、２万と
いうような患者さんのビッグデータを
今、集めています。これはマイクロ
RNAなどもそうですが、そういったビ

ッグデータの中から、現在膵がんの人
はもちろん、将来的に膵がんになる人
をあとからも解析して、今後に役立て
ようとしています。そうしないと、現
時点で早期を見つけるのはなかなか難
しいのではないかと思っています。
　しかし、そうした研究を積み重ねる
ことで、経過中に代謝産物の種類や量
が変わっていったり、膵がんになった
人の以前のマイクロRNAやメタボロ
ームを振り返って調べてみると共通し
た何かが発見できたということがあろ
うかと思いますので、将来的にはより
新しい、早期膵がんに特化したものが
見つかるのではないかと期待していま
す。
　山内　ありがとうございました。
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