
安全に短い時間でできるようになった。
被曝も軽減したというのは非常に大き
な貢献だと思います。
　池脇　VTのアブレーションに関し
て、これもAFのアブレーションのこ
とを持っていって失礼かもしれません
が、最近のAFのアブレーションは１
回で治そうとしないで、何回かに分け
て治癒を目指すという方向で来ている
ように聞きました。VTというのは１
回勝負なのか、あるいはそんなに無理
をしないのか、どのような方針でいく
のでしょうか。
　副島　アブレーションの範囲という
のは、いろいろな方法があり、日本で
は非常に少ないのですが、医師によっ
ては心筋梗塞のところを全部焼いてし
まえばVTは出ないだろうという考え
の人がいないわけではないのです。な
るべく元気な心筋は残したいし、無駄

なところを焼くと、後日、血栓が形成
されることもあるため制限しながらや
っています。
　AFの再発とVTの再発、同じ重みを
持つかというと、VTの再発は非常に
大きな意味を持つので、なるべく私た
ちは１回で治したいと考えています。
抗不整脈薬を継続することもあります。
あとはリモデリングを予防するため薬
を併用しながらやらないと、また新し
く不整脈の芽が出るため注意が必要で
す。AFも複数に分けるというよりは、
早い段階で治療すれば９割発作がなく
なるので、最近の方向としては早く見
つけて早く治療しましょうというのが
メインになってきていると思います。
　池脇　同じアブレーションでも、AF
とVT、若干アプローチが違うことが
わかりました。ありがとうございまし
た。

東邦大学医療センター大森病院消化器内科教授
松　田　尚　久

（聞き手　池田志斈）

　便潜血反応（＋）は下部消化器（特に大腸病変）といわれて、上部消化器�
（胃、食道、口腔）では（－）といわれているようですが、その理由をご教示
ください。
 ＜福岡県開業医＞

便潜血反応

　池田　松田先生、便潜血反応という
のは今、どのようなシステムで行われ
ているのでしょうか。
　松田　従来の便潜血、化学法、グア
ヤック法ともいいますが、化学法と免
疫法という方法、２つに大きく分かれ
ます。日本では1992年のいわゆる住民
健診で便潜血検査が始まったころから
免疫法を使っています。海外に目を向
けますと、従来から簡便さから化学法
が広く用いられてきたのですが、最近
では多くの国、欧米を含めて各国で免
疫法を使う国が多くなっています。
　原理として化学法と免疫法と大きく
異なり、質問内容に関しては、従来法
のグアヤック法、化学法の場合には上
部消化管、いわゆる食道ですとか胃か
らの出血に関して陽性と出てしまうこ

とがありましたが、免疫法はヒトヘモ
グロビンに対する抗体を用いて検出す
る方法ですので、食事による影響、例
えば肉類とかに影響することも非常に
少ないです。上部の消化管、胃の出血
に関しても、胃液や膵液の影響、消化
液によってヘモグロビンが変性するた
めに、そういった上部の消化管に関し
ての出血に関してはほぼ拾わないと最
近いわれているので、免疫法を使って
いる昨今では、あまりその心配はしな
くていいかと思われます。
　池田　免疫法を使えばほぼ大腸の出
血を検出できるということですね。
　松田　そうですね。胃の出血や消化
性潰瘍出血など、よほどひどい出血が
あって血液が早く腸管のほうに流れて
くるような場合には拾ってしまう可能
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が推奨されています。そこで評価され
るのはスクリーン感度よりもプログラ
ム感度です。３年とか５年受けること
で、どれだけしっかりとがんを拾い上
げることができるか。そこが便潜血の
場合の評価の一番の中心になっている
ので、１回の感度よりもむしろプログ
ラムの中でどれだけきちんと的確にが
んを拾い上げられるかが、プログラム
感度を評価する立場で検診の中では大
切であると考えています。
　池田　逆に言いますと数年、５年ぐ
らいで白黒つけることで間に合うので
しょうか。
　松田　ご存じの先生が多いと思いま
すが、大腸がんというのは、ほかのが
ん種と比べると、進行して遠隔転移、
いわゆる肝臓とか肺に転移が起こると
５年生存率は２割を切ります。比較的
遠隔に転移がなければ５年生存は期待
できるがん種です。例えばリンパ節転
移、いわゆる転移がない段階、ステー
ジ２までとすると、大腸がんの場合は、
85％も５年生存が見込めるというがん
種です。
　そう考えますと、ほかのがん種、肺
がんや胃がんよりも、検診をしっかり
と充実させれば、ある程度猶予期間が
あるということです。発見するまでの
時間は当然早ければ早いほうがいいわ
けですが、そのステージ、遠隔に転移
が起こるまでは相当な時間がかかりま
す。そこにいく前にプログラムとして、

すくえればということで、そういった
がん種であるのは一つの特徴だと思い
ます。
　池田　それで数年かけてプログラム
感度を上げていくほうがいいというこ
とですね。
　松田　そうですね。
　池田　それと、今２回連続でやられ
ていると思うのですけれども、例えば
両方とも陰性だったら納得しやすいで
すが、片方陽性、片方陰性になったら
どうなのでしょうか。
　松田　これは非常に注意が必要でし
て、２日法でやっている以上、１回だ
け（＋）ということがありうるわけで
す。そういった場合でも当然陽性と判
定して、精密検査である大腸内視鏡検
査を受けていただくというのが正解で
す。ここは大事なところでして、２回
やって、１回（＋）だからもう１回受
け直し、（－）（－）だったら、それで
OKとされる、それは大きな間違いで
す。個別検診等でキットをお渡しして
判定結果をお伝えする医師がいると思
うのですが、そこだけ誤解なきようお
願いしたい。１回でも陽性であれば相
当リスクは高いのです。ですから、そ
こは（－）（＋）、あるいは（＋）（－）
でも当然大腸内視鏡検査、精密検査を
強く勧めていただくことが必要になり
ます。
　池田　１回でも陽性だった方にも大
腸内視鏡検査をやってくださいと紹介

性はあるかもしれません。ですが、一
般的には大腸の出血を拾い上げるのが
免疫法のいいところだと思います。
　池田　そのような大量出血を胃など
ですれば、ある程度症状はありますも
のね。
　松田　タール便とか、そういうもの
で気づいてしまうと思います。
　池田　今は免疫法ですが、これは定
量的になるのでしょうか。
　松田　免疫法に関しては、カットオ
フ値、いわゆる閾値を設定することが
できて、陽性割合を１回の検査でどれ
ぐらいに設定するかも定量化すること
で、閾値を設けて変えることができま
す。
　一般的には100ng/mL、便１gに対し
て20μgの潜血があった場合に陽性とす
る自治体が多いと思います。それでい
くと、100人の検診者が受けると、だ
いたい６～７人ぐらい陽性になるので
すが、陽性者を少し制限して、その陽
性者をしっかりと精密検査である大腸
内視鏡検査に回すというストラテジー
を立てる自治体では、少しカットオフ
値を上げるのです。例えば100ngを200 
ngに上げますと陽性割合は低くなり、
３％ですとか４％になります。そうい
ったかたちで戦略を立てて、きっちり
と精密検査に陽性者を回すことを考え
ながらカットオフ値を変えることがで
きるのも、免疫法のいいところだと思
います。

　池田　そのカットオフ値は各自治体
で変えていいということですか。
　松田　そこは法的には特に決まりご
とはなく、いろいろな検診におけるプ
ロセス指標というもので、だいたい陽
性者はここからここまでぐらいの割合
にしましょうというのがあって、各自
治体ではそれを遵守すれば、ある程度
自由にカットオフ値を変えることがで
きます。福井県では220ngという高い
設定値でやっていて、当然陽性割合は
低く出ます。ただ、そういったリスク
の高い方を精密検査である大腸内視鏡
検査に回すことで効果を上げる、そう
いった戦略を立てられている自治体も
あります。
　池田　非常に面白いですね。各自治
体で変わってかまわないということで
すが、その場合、例えばあまり低くし
てしまうと見逃しもあるでしょうし、
高くしすぎると逆に偽陰性みたいなも
のもありますよね。こういうものは単
年度で結果を出そうというプログラム
ではないのですか。何年かにわたって
ということなのでしょうか。
　松田　日本の場合、２日法というも
のを用いていますので、２日分の便を
提出してもらいますが、それをワンセ
ッションと数えて、その１回でどれぐ
らいがんを陽性と的確に診断するかと
いうのがスクリーン感度です。けれど
も、今、検診の世界ではご存じのよう
に日本では毎年、便潜血を受けること
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が推奨されています。そこで評価され
るのはスクリーン感度よりもプログラ
ム感度です。３年とか５年受けること
で、どれだけしっかりとがんを拾い上
げることができるか。そこが便潜血の
場合の評価の一番の中心になっている
ので、１回の感度よりもむしろプログ
ラムの中でどれだけきちんと的確にが
んを拾い上げられるかが、プログラム
感度を評価する立場で検診の中では大
切であると考えています。
　池田　逆に言いますと数年、５年ぐ
らいで白黒つけることで間に合うので
しょうか。
　松田　ご存じの先生が多いと思いま
すが、大腸がんというのは、ほかのが
ん種と比べると、進行して遠隔転移、
いわゆる肝臓とか肺に転移が起こると
５年生存率は２割を切ります。比較的
遠隔に転移がなければ５年生存は期待
できるがん種です。例えばリンパ節転
移、いわゆる転移がない段階、ステー
ジ２までとすると、大腸がんの場合は、
85％も５年生存が見込めるというがん
種です。
　そう考えますと、ほかのがん種、肺
がんや胃がんよりも、検診をしっかり
と充実させれば、ある程度猶予期間が
あるということです。発見するまでの
時間は当然早ければ早いほうがいいわ
けですが、そのステージ、遠隔に転移
が起こるまでは相当な時間がかかりま
す。そこにいく前にプログラムとして、

すくえればということで、そういった
がん種であるのは一つの特徴だと思い
ます。
　池田　それで数年かけてプログラム
感度を上げていくほうがいいというこ
とですね。
　松田　そうですね。
　池田　それと、今２回連続でやられ
ていると思うのですけれども、例えば
両方とも陰性だったら納得しやすいで
すが、片方陽性、片方陰性になったら
どうなのでしょうか。
　松田　これは非常に注意が必要でし
て、２日法でやっている以上、１回だ
け（＋）ということがありうるわけで
す。そういった場合でも当然陽性と判
定して、精密検査である大腸内視鏡検
査を受けていただくというのが正解で
す。ここは大事なところでして、２回
やって、１回（＋）だからもう１回受
け直し、（－）（－）だったら、それで
OKとされる、それは大きな間違いで
す。個別検診等でキットをお渡しして
判定結果をお伝えする医師がいると思
うのですが、そこだけ誤解なきようお
願いしたい。１回でも陽性であれば相
当リスクは高いのです。ですから、そ
こは（－）（＋）、あるいは（＋）（－）
でも当然大腸内視鏡検査、精密検査を
強く勧めていただくことが必要になり
ます。
　池田　１回でも陽性だった方にも大
腸内視鏡検査をやってくださいと紹介

性はあるかもしれません。ですが、一
般的には大腸の出血を拾い上げるのが
免疫法のいいところだと思います。
　池田　そのような大量出血を胃など
ですれば、ある程度症状はありますも
のね。
　松田　タール便とか、そういうもの
で気づいてしまうと思います。
　池田　今は免疫法ですが、これは定
量的になるのでしょうか。
　松田　免疫法に関しては、カットオ
フ値、いわゆる閾値を設定することが
できて、陽性割合を１回の検査でどれ
ぐらいに設定するかも定量化すること
で、閾値を設けて変えることができま
す。
　一般的には100ng/mL、便１gに対し
て20μgの潜血があった場合に陽性とす
る自治体が多いと思います。それでい
くと、100人の検診者が受けると、だ
いたい６～７人ぐらい陽性になるので
すが、陽性者を少し制限して、その陽
性者をしっかりと精密検査である大腸
内視鏡検査に回すというストラテジー
を立てる自治体では、少しカットオフ
値を上げるのです。例えば100ngを200 
ngに上げますと陽性割合は低くなり、
３％ですとか４％になります。そうい
ったかたちで戦略を立てて、きっちり
と精密検査に陽性者を回すことを考え
ながらカットオフ値を変えることがで
きるのも、免疫法のいいところだと思
います。

　池田　そのカットオフ値は各自治体
で変えていいということですか。
　松田　そこは法的には特に決まりご
とはなく、いろいろな検診におけるプ
ロセス指標というもので、だいたい陽
性者はここからここまでぐらいの割合
にしましょうというのがあって、各自
治体ではそれを遵守すれば、ある程度
自由にカットオフ値を変えることがで
きます。福井県では220ngという高い
設定値でやっていて、当然陽性割合は
低く出ます。ただ、そういったリスク
の高い方を精密検査である大腸内視鏡
検査に回すことで効果を上げる、そう
いった戦略を立てられている自治体も
あります。
　池田　非常に面白いですね。各自治
体で変わってかまわないということで
すが、その場合、例えばあまり低くし
てしまうと見逃しもあるでしょうし、
高くしすぎると逆に偽陰性みたいなも
のもありますよね。こういうものは単
年度で結果を出そうというプログラム
ではないのですか。何年かにわたって
ということなのでしょうか。
　松田　日本の場合、２日法というも
のを用いていますので、２日分の便を
提出してもらいますが、それをワンセ
ッションと数えて、その１回でどれぐ
らいがんを陽性と的確に診断するかと
いうのがスクリーン感度です。けれど
も、今、検診の世界ではご存じのよう
に日本では毎年、便潜血を受けること
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検査が必要な人をきちんと検査施設に
行かせることができるか。やはり身近
なかかりつけ医からの一声が大きいと
いうことですから、開業医からそうい
ったことを数字としてきっちりお伝え
いただいて、陽性者に精密検査を受け
るように強く勧めていただくことが一
番受診率を上げるきっかけになります。
先生方のご協力をいただいて、精密検
査の受診割合が８割、９割になればい
いなと思います。

　池田　最後にもう一度確認させてい
ただきます。２回の便潜血の片方でも
陽性になれば大腸内視鏡検査を受けて
いただくということですね。
　松田　ぜひそこを徹底していただけ
るとありがたいと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

（放送時：国立がん研究センター中央病院
検診センター長）

状を書いたりしますよね。実際、どの
くらいの患者さんが大腸内視鏡検査を
受けるのでしょうか。
　松田　便潜血、先ほど申し上げた、
ある程度一般的な閾値を設けてやりま
すと、だいたい100人受けていただく
と、検診で便潜血が６～７人陽性にな
るのです。６～７人が精密検査を勧め
られるわけです。精検受診率と申しま
すが、陽性者、リスクの高い便潜血で
ふるいにかけられた方で精密検査であ
る大腸内視鏡検査までたどり着いてい
ない人が海外に比べると多いというの
が非常に大きな問題で、海外では陽性
になった方は８～９割、大腸内視鏡検
査を受けるのです。日本では６～７割
しか受けないといわれています。なの
で、裏を返せば３～４割の方はリスク
の高い便潜血陽性者であっても精密検
査を受けずに、そのまま流れてしまう
ことが大きな問題です。
　実際に皆さん、便潜血陽性で私ども
の病院に、うつむいて来るのですが、
便潜血陽性であっても、がんが発見さ
れる割合、有病割合というのは２～３
％なのです。そう考えると、その残り
の方々は無意味かというと、そうでは
なくて、便潜血陽性の方が大腸内視鏡
検査を受けると様々な病変、いわゆる、
前癌病変の腺腫性ポリープ、がんに直
結するリスクのあるポリープが半分ぐ
らいの方に見つかります。がんは２～
３％しかないけれども、前癌病変は50

％の方に見つかるのです。
　最近の内視鏡技術は向上していて、
その場でポリープを切除できる態勢を
取っている施設が多いと思います。当
然２㎝以上ですとか10㎜とか、基準を
決めて対応されている医師が多いと思
うのですが、ある程度の大きさのもの
で、良性の腺腫と判断すれば、その場
で１回の検査で治療までできてしまう
のです。そうなると、腺腫性ポリープ
を切除することによる大腸がん死亡リ
スクダウンは証明されていますので、
この検診を受けて陽性になってがっか
りしている場合ではなく、ポリープを
取ってもらったことで大腸がんリスク
が下がる、死亡リスクも下がることが
１回で得られてしまう。そういった意
味では陽性者に対する精密検査をしっ
かりと勧めることが大事ですし、国民
にも広くそこの重要性を知ってもらう
には、やはり医療従事者から伝えなけ
れば、なかなかわからないことかと思
います。
　池田　判定した医師が50％が前癌病
変だということをわかっていれば、精
密検査を受けて、もし良性であっても、
取ってもらったらがんになるリスクが
下がるということを患者さんに正確に
お伝えすれば、また受診する割合が増
えるのですね。
　松田　そうですね。米国のCDCから
もいわれていますが、どうやったらそ
ういった検診の受診率を上げて、精密
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検査が必要な人をきちんと検査施設に
行かせることができるか。やはり身近
なかかりつけ医からの一声が大きいと
いうことですから、開業医からそうい
ったことを数字としてきっちりお伝え
いただいて、陽性者に精密検査を受け
るように強く勧めていただくことが一
番受診率を上げるきっかけになります。
先生方のご協力をいただいて、精密検
査の受診割合が８割、９割になればい
いなと思います。

　池田　最後にもう一度確認させてい
ただきます。２回の便潜血の片方でも
陽性になれば大腸内視鏡検査を受けて
いただくということですね。
　松田　ぜひそこを徹底していただけ
るとありがたいと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

（放送時：国立がん研究センター中央病院
検診センター長）

状を書いたりしますよね。実際、どの
くらいの患者さんが大腸内視鏡検査を
受けるのでしょうか。
　松田　便潜血、先ほど申し上げた、
ある程度一般的な閾値を設けてやりま
すと、だいたい100人受けていただく
と、検診で便潜血が６～７人陽性にな
るのです。６～７人が精密検査を勧め
られるわけです。精検受診率と申しま
すが、陽性者、リスクの高い便潜血で
ふるいにかけられた方で精密検査であ
る大腸内視鏡検査までたどり着いてい
ない人が海外に比べると多いというの
が非常に大きな問題で、海外では陽性
になった方は８～９割、大腸内視鏡検
査を受けるのです。日本では６～７割
しか受けないといわれています。なの
で、裏を返せば３～４割の方はリスク
の高い便潜血陽性者であっても精密検
査を受けずに、そのまま流れてしまう
ことが大きな問題です。
　実際に皆さん、便潜血陽性で私ども
の病院に、うつむいて来るのですが、
便潜血陽性であっても、がんが発見さ
れる割合、有病割合というのは２～３
％なのです。そう考えると、その残り
の方々は無意味かというと、そうでは
なくて、便潜血陽性の方が大腸内視鏡
検査を受けると様々な病変、いわゆる、
前癌病変の腺腫性ポリープ、がんに直
結するリスクのあるポリープが半分ぐ
らいの方に見つかります。がんは２～
３％しかないけれども、前癌病変は50

％の方に見つかるのです。
　最近の内視鏡技術は向上していて、
その場でポリープを切除できる態勢を
取っている施設が多いと思います。当
然２㎝以上ですとか10㎜とか、基準を
決めて対応されている医師が多いと思
うのですが、ある程度の大きさのもの
で、良性の腺腫と判断すれば、その場
で１回の検査で治療までできてしまう
のです。そうなると、腺腫性ポリープ
を切除することによる大腸がん死亡リ
スクダウンは証明されていますので、
この検診を受けて陽性になってがっか
りしている場合ではなく、ポリープを
取ってもらったことで大腸がんリスク
が下がる、死亡リスクも下がることが
１回で得られてしまう。そういった意
味では陽性者に対する精密検査をしっ
かりと勧めることが大事ですし、国民
にも広くそこの重要性を知ってもらう
には、やはり医療従事者から伝えなけ
れば、なかなかわからないことかと思
います。
　池田　判定した医師が50％が前癌病
変だということをわかっていれば、精
密検査を受けて、もし良性であっても、
取ってもらったらがんになるリスクが
下がるということを患者さんに正確に
お伝えすれば、また受診する割合が増
えるのですね。
　松田　そうですね。米国のCDCから
もいわれていますが、どうやったらそ
ういった検診の受診率を上げて、精密
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