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地域がん登録を利用した大腸がん検診の評価 
Evaluation of  colorectal cancer screening by means of  a record linkage with  

population-based cancer registry 

松田 一夫* 

 
1. はじめに 
地域がん登録の利用法のひとつとしてがん

検診の精度評価がある。便潜血検査を用いた大

腸がん検診の死亡率減少効果については異論

がないであろう 1)2)3)4) が、検診を受けていなが

ら早期に発見されない大腸がん患者も少なか

らず経験する。そこで今回は福井県がん登録と

の記録照合により福井県における大腸がん検

診の精度を算出し、その問題点を明らかとして

精度向上の方策について検討する。 

2. 対象と方法 
(1) 大腸がん検診における大腸癌発見経緯の

分類 

便潜血検査による大腸がん検診受診者から

大腸癌が発見される経緯を、大腸癌の発見が遅

れた原因に着目して以下の 5群に分けた。5群

とは、①真陽性群：検診で便潜血陽性で、その

後の精検で正しく癌と診断されたもの、②精検

偽陰性群：便潜血陽性で精検を受けたものの大

腸癌と診断されずその後の検診あるいは検診

外で癌が発見されたもの、③精検未受診群：検

診で要精検となったものの精検を受けずその

後の検診あるいは検診外で癌が発見されたも

の、④潜血偽陰性－逐年・隔年検診発見群：最

初の検診では便潜血陰性であったがその後の

検診で便潜血陽性となり癌が発見されたもの、

⑤中間期がん：検診では便潜血陰性であったが

後に検診外に癌が発見されたもの、である。検

診外発見癌は、福井県がん登録との記録照合に

より把握した。 

(2) 偽陰性の定義 

追跡期間は検診後 1年間および 3年間とし、

逐年検診（1年後の検診）・隔年検診（2年ある

いは 3年後に受診した 2回目の検診）で発見さ

れた癌および検診外発見癌をスクリーニング

偽陰性と定義した。すなわちスクリーニング検

査に関しては上記分類の④⑤が偽陰性であり、

大腸がん検診システムに関しては②③④⑤が

偽陰性である（図 1）。 

(3) 検討の対象および方法 

福井県において 1992-94 年に施行された大

腸がん検診（大腸がん検診受診者 108,050名お

よび精検報告 3,994名）を対象とし、これらを

1992年 4月から 1998年 12月までに診断され

2000年 11月までに福井県がん登録に登録され

た大腸癌患者3,845名と記録照合して以下の検

討を行った。 

まず検診受診歴を単純化するため老人保健
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図 1. 大腸がん検診における癌の発見経緯 
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法による大腸がん検診の初年度である 1992年

単年度（受診者数 34,066 名、要精検率 5.4%、

精検受診率：74.3%）を対象として大腸がん検

診の感度および特異度を算出した。 

次に検討期間を1992-94年（受診者数108,050

名、要精検率 5.1%、精検受診率 74.3%）に拡

大して癌発見の経緯別に診断後の生存率およ

び死亡のリスク比を算出し、予後の面から大腸

がん検診の問題点について検討した。なお大腸

癌においては粘膜内癌の自然史が必ずしも明

らかではなく病理医によってその診断に差異

がある 5) ため粘膜内癌を除外して浸潤癌のみ

を検討の対象とした。 

(4) 発見経緯別に見た癌の累積生存率および
死亡リスク比の算出 

発見癌の診断後累積生存率を発見経緯別に

Kaplan-Meier 法により算出した。県外転出に

よる消息不明例および他病死は打ち切り例と

して扱い、一般化 Wilcoxon 検定および

Logrank 検定により各群間の有意差検定を行

った。さらに Cox の比例ハザードモデルによ

り、癌の発見経緯別に死亡リスク比を算出した。

癌患者の予後を規定する背景因子は癌の発見

経緯、年齢（60歳以上か、60歳未満か）、性別、

癌の占拠部位（直腸か、結腸か）および癌の分

化度（高分化腺癌か中分化か、低分化か）の 6

項目とした。解析は SPSS 11.0Jを用いて行っ

た。結果は死亡のリスク比および 95%信頼区間

で示し、P<0.05 をもって統計学的に有意とし

た。 

(5) 精検未受診理由の把握 

精検未受診の理由を明らかとするため、

1999年に地域における大腸がん検診を受

診し、精検未受診か否か不明なものにつ

いて郵便によりアンケート調査を行った。

アンケート内容は、①精検受診したか否

か、②精検未受診であればその理由（a:

自覚症状がない、b:忙しかった、c:検査が

つらそう、d:忘れていた、e:その他）であ

る。 

3. 結果 
(1) 大腸がん検診のスクリーニング感度およ

びシステム感度（1992年単年度） 

追跡期間を 1年とした場合、発見経緯別の症

例数は①真陽性群：42例、②精検偽陰性群：4

例、③精検未受診群：3例、④潜血偽陰性－逐

年検診発見群：3例、⑤中間期がん：2例であ

った。従ってスクリーニング感度は 90.7%

（49/54）であり、システム感度は 77.8%

（42/54）であった。また特異度は 94.8%であ

った。 

さらに追跡期間を 3年とした場合、①真陽性

群：42例、②精検偽陰性群：5例、③精検未受

診群：8例、④潜血偽陰性－逐年・隔年検診発

見群：5例、⑤中間期がん：7例であり、スク

リーニング感度は 82.1%（55/67）、システム感

度は 62.7%（42/67）となった。また特異度は

94.8%であった。 

(2) 癌の発見経緯別にみた累積生存率および
死亡リスク比（1992-94年） 

癌発見経緯別の予後の違いを明らかとする

ために、1992-94年の受診者を 3年間追跡して

判明した大腸癌 195 例について累積生存率お

よび死亡リスク比を比較した。 

診断後累積 5 年生存率は潜血偽陰性－逐

年・隔年検診発見群（n=34）が 94.1%ともっ

とも良好で、次いで真陽性群（n=83）が 82.6%、

精検偽陰性群（n=22）が 81.1%で、中間期が

ん（n=39）は 61.8%、精検未受診群（n=17）
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図 2. 発見経緯別にみた浸潤癌の累積生存率 
（Kaplan-Meier法） 
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では 47.5%に過ぎなかった。精検未受診群の累

積生存率は潜血偽陰性－逐年・隔年検診発見群、

真陽性群および精検偽陰性群よりも有意に不

良であった（それぞれ P=0.003、P=0.009、

P=0.040）。また中間期がんの累積生存率も潜

血偽陰性－逐年・隔年検診発見群および真陽性

群よりも有意に不良であった（それぞれ

P=0.002、P=0.024）（図 2）。 

次にすべての共変量を強制投入して Cox の

比例ハザードモデルで計算すると、癌の分化度

が中分化あるいは低分化の場合には死亡のリ

スク比（対高分化腺癌）はそれぞれ 2.31（95%

信頼区間：1.10-4.89）、4.51（1.73-11.74）であ

った。また癌の発見経緯が精検未受診群では死

亡のリスク比（対真陽性群）は 2.91（1.02-8.32）、

中間期がんでは 2.50（1.09-5.73）と有意に高か

った（表 1）。 

すなわち癌の発見経緯と予後の観点からみ

ると、大腸がん検診の問題点は中間期がんの存

在と精検未受診であった。 

(3) 中間期がんの特徴 

中間期がんの臨床病理学的特徴を明らかと

するため、癌発見直前の便潜血が陽性であった

その他の 4群（便潜血陽性群）との間で癌の占

拠部位を比較した。盲腸・上行結腸・横行結腸

をまとめて右側結腸、S状結腸と下行結腸をま

とめて左側結腸、および直腸の 3つに分けて検

討すると、中間期がんでは右側結腸に 54%が占

拠しており、潜血陽性群の 37%よりも有意に多

かった（χ2検定、P=0.035）（表 2）。また癌の

分化度を 2群で比較すると、低分化腺癌の割合

は便潜血陽性群の 4%に対して、中間期がんで

は 18%と有意に多かった（P<0.001）（表 3）。 

(4) 精検受診の有無による累積生存率および
死亡リスク比（1992-94年） 

精検未受診による不利益を検証するため精

検未受診群 17例と精検受診群 116例を比較す

ると、精検未受診群の累積 5年生存率は 47.5%

で、精検受診群の 84.0%よりも有意に不良であ

った（P=0.002）（図 3）。また Coxの比例ハザ

ードモデルで前述と同様に検討したところ、精

検未受診群の精検受診群に対する死亡リスク

比は 3.91（1.35-11.27）と有意に高かった（表

4）。 

(5) 精検未受診の理由 

1999 年の要精検者のうち精検を受けたかど

うか不明な 298 名にアンケート調査を行った

結果、217名から回答を得た。このうち 115名

は精検受診済み（精検機関からの報告漏れ）で

あり、81 名が精検未受診であった。精検未受

診の理由としては自覚症状がない：31名（38%）

がもっとも多く、忙しかった：15 名、検査が

つらそう：14名であった。 

表 1. 大腸がん検診受診者から発見された大腸癌患
者の背景因子と死亡リスク比 
（Coxの比例ハザードモデル） 占 拠 部 位

Ｒ Ｓ Ｄ Ｔ Ａ Ｃ

陽 性 48 41 10 17 24 16*

陰 性 13 4 1 6 10 5

(中間期がん）

( * : 虫垂1例を含む )

癌発見直前の

便潜血

(    54 %    )

P=0.035

(    37 %    )

表 2. 中間期がんの占拠部位 

癌の分化度 高分化 中分化 低分化 不明

陽 性 78 54 6 18   

陰 性 13 7 7 12
(中間期がん）

( 4 % )

( 18 % )

**

( **： P<0.001 )

表 3. 中間期がんの癌の分化度 

共 変 量 リスク比 (95%CI) P

真陽性群 1.00
精検偽陰性群 0.85 （0.24-2.97） 0.800
精検未受診群 2.91 （1.02-8.32） 0.046
潜血偽陰性－逐年・隔年 0.36 （0.08-1.59） 0.176

中間期がん 2.50 （1.09-5.73） 0.031
中分化/高分化腺癌 2.31 （1.10-4.89） 0.028

低分化/高分化腺癌 4.51 (1.73-11.74) 0.002
60歳以上/60歳未満 0.66 (0.32-1.38) 0.271
男性/女性 1.15 （0.58-2.30） 0.685
直腸/結腸 0.77 (0.38-1.56) 0.465
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4. 考察 
化学法による便潜血検査（Hemoccult）を用

いた大腸がん検診の死亡率減少効果は欧米に

おける 3 つの無作為比較対照試験 RCT1)2)3) で

証明されている。本邦では化学法よりも感度・

特異度ともに高い免疫便潜血検査を用いた大

腸がん検診が 1992年から老人保健法に基づき

開始されたが、RCT による有効性の証明はな

されてはいない。代わりに症例対照研究の手法

で、宮城県で施行された免疫便潜血検査 2日法

による大腸がん検診の有効性は強く示唆され

ており、4年以内に大腸がん検診を受診してい

ると大腸癌死亡のリスクが 76%減ることが明

らかとされている 4)。 

このように大腸がん検診の有効性には疑い

の余地がないものの、福井県において施行され

た大腸がん検診をみてみると、毎年大腸がん検

診を受けているにもかかわらず進行癌で発見

されたり中には癌発見ができず死に至る者も

いる。そこで本研究では福井県がん登録を用い

て検診外発見を可能な限り把握、大腸癌の発見

経緯を明らかとして、大腸がん検診の精度およ

び問題点の検証を行った。ちなみに 1992-98年

における福井県がん登録の大腸癌に対する

DCOは 3-5%と極めて低かった。 

大腸がん検診の精度は、スクリーニング（便

潜血検査）の感度、精検受診率、精密検査の感

度で決定される。そこで大腸がん検診において

癌発見が遅れた原因を考慮して癌発見の経緯

を 5群（①真陽性群、②精検偽陰性群、③精検

未受診群、④潜血偽陰性－逐年・隔年検診発見

群、⑤中間期がん）に分け、それぞれについて

Kaplan-Meier 法による累積生存率の算出およ

び各群間で有意差検定を行った。その結果、診

断後の累積 5 年生存率が最も不良であったの

は精検未受診群であり、精検未受診群の生存率

は潜血偽陰性－逐年・隔年検診発見群および真

陽性群さらに精検偽陰性群よりも有意に不良

であった。他に中間期がんの累積生存率も潜血

偽陰性－逐年・隔年検診発見群および真陽性群

よりも有意に不良であった。さらに、年齢、性

別、癌の占拠部位、癌の分化度、癌の発見経緯

を共変量として Cox の比例ハザードモデルで

検討した結果、大腸がん検診受診者から発見さ

れた癌患者が死に至る因子として有意であっ

たのは年齢、性別、癌の占拠部位ではなく、癌

の発見経緯（精検未受診および中間期がん）と

癌の分化度（中分化・低分化腺癌）であった。

以上の結果から、大腸がん検診の精度向上のた

めに最も重要なのは精検未受診対策であり、次

いで中間期がん対策であることが明らかとな

った。癌の分化度については中間期がんの考察

でも触れるが、残念ながら検診の現場では対処

法が見つからない。 

まずは中間期がんについて考察する。以前、

著者ら 6) は免疫便潜血検査 1 日法による大腸

がん検診（1987-90年、延べ受診者 105,617名）

では、中間期がんは直腸に多く存在し、予後不

良であると報告した。Jensen ら 7)、Tazi ら 8)

も同様に Hemoccult による大腸がん検診では

中間期がんは直腸に多く、集検発見癌よりも進

行したステージのものが多いと報告している。

精検未受診群 n=17

精検受診群 n=116

５ 年

100
%

50

0

５年累積生存率

精検受診群 ： 84.0 %
精検未受診群 ： 47.5 %   P=0.002

図 3. 精検受診状況別にみた癌の累積生存率 
（Kaplan-Meier法）

表 4. 要精検者から発見された癌の背景因子と死亡
リスク比（Cox の比例ハザードモデル）

共 変 量 リスク比 (95%CI) P

精検未受診/精検受診 3.91 (1.35-11.27) 0.012

中分化/高分化腺癌 2.39 (0.97-5.89) 0.059

低分化/高分化腺癌 8.02 (2.24-28.67) 0.001

60歳以上/60歳未満 0.45 (0.19-1.10) 0.080

男性/女性 1.29 (0.53-3.15) 0.581

直腸/結腸 0.86 (0.35-2.10) 0.855
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一方、Mossら 9) は中間期がんは横行結腸およ

び上行結腸に多いと報告している。今回の検討

（1992-94年の 2日法による検診、延べ 108,050

名）の結果はMossらの報告と同様で、中間期

がんは右側結腸に有意に多く認め、１日法の場

合とは異なっていた。 

便潜血が偽陰性となる理由としては、①便中

の血液の付着・混入が不均一で、血液のない部

分から採便される、②大腸癌からの出血がなか

ったため糞便全体のどこにも血液が付着して

いない、③糞便を高温下や長期間保存したため

ヒトヘモグロビンの抗原性が失われる、④検査

自体の技術的な欠陥、があげられる 10)。今井
10) は、1回の全便を表面・内部の異なった多数

カ所から（平均 42 ヵ所）採便し、OC ヘモデ

ィアで検討した結果、大腸癌の便への血液付着

は不均一で、とりわけ直腸癌では便内部よりも

便の表面に血液の存在する部位が多かったこ

と、下部直腸癌では陽性部位が不均一なものが

多かったことから、表面擦過が便潜血偽陰性を

減らす上で有用な採便法であると報告してい

る。福井県では、今井の論文に従って表面擦過

採便法を原則としており、また 1992年から採

便回数が 1回から 2回に増えたことで、直腸癌

の便潜血偽陰性率が減少した可能性がある。先

に述べたように Hemoccult による大腸がん検

診では中間期がんが多い部位は右側結腸と直

腸とで意見が分かれている。また本邦では中間

期がんに言及する論文そのものが少ない。中間

期がんが右側結腸と直腸のいずれに多いのか

引き続き症例を集積して検討していきたい。 

今回の検討では中間期がんでは低分化腺癌

の割合が高かったが、これは Jensen らの報告

と同様であった。一般的に低分化腺癌は進行が

速く、検診で発見しがたいことが想像される。

中間期がんの累積生存率が潜血偽陰性－逐

年・隔年発見群および真陽性群よりも有意に不

良であった一因は低分化腺癌の割合が多かっ

たためと考えられる。 

中間期がん対策としては『老人保健法による

大腸がん検診マニュアル』11) で強調している

ようにたとえ便潜血が陰性であっても症状が

ある場合には医療機関で検査することが重要

であり、このことを受診者に周知徹底する必要

がある。さらに逐年検診は検診の 1年以後に診

断された中間期がんを発見できる可能性があ

り、極めて重要である。さらに藤田ら 12) は、

大腸癌患者において便潜血が偽陰性となる理

由として便秘による便の腸内滞留中におこる

ヘモグロビンの変性の可能性を指摘している。

食物せんい顆粒を 2 日前より服用し快便とし

たうえで採便することにより癌発見率の向上

が期待されると報告している。今後多施設で追

試され良い結果が出れば、便潜血偽陰性率の低

下につながる可能性がある。 

次に、予後の観点から最も問題となる精検未

受診について考察する。2000 年度の大腸がん

検診の精検受診率は日本消化器集団検診学会

の全国集計によれば地域・職域・個人を合わせ

ると 63.2%に過ぎない 13)。単純計算すれば全国

で発見されるはずの大腸癌のうち 4 割弱は発

見の機会を失っていることになる。今回の精検

未受診者に対するアンケート調査の結果では、

精検未受診の最大の理由は“症状がない”為で

あり、精検未受診の 38%を占めていた。同様に

佐々木 14) は島根県における大腸がん検診精検

未受診者および保健婦に対するアンケート調

査の結果、精検未受診の理由は、保健婦の考え

る“大腸検査は大変だ”、“検査の結果が不安”

とは異なり、“仕事が忙しい”、“症状がない”

であったと報告している。また、厚生労働省研

究班（斎藤班）で西田ら 15) が行った精検受診

に関するアンケート調査では、｢精検受診経験

あり｣、｢がんなど悪い病気が心配｣、｢健康チェ

ックのよい機会｣、｢大腸がんの知識は病医院か

ら｣が精検受診に positiveに働き、｢相談できる

医療関係者はいない｣が精検受診に対して

negativeに働いたと報告している。以上の事は

便潜血が陽性となった場合なぜ精検が必要か、

精検の方法等について要精検者に正しい情報
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を提供することが重要であることを如実に表

している。 

今回の検討では診断後累積生存率は精検受

診群の 84.0%に対して精検未受診群では 47.5%

と有意に不良であり、Coxの比例ハザードモデ

ルでも精検受診群に対する精検未受診群の大

腸癌死亡リスク比は 3.91 と有意に高かった。

以上より、精検未受診により被る不利益の大き

さを明らかとすることができ、精検受診勧奨を

行うための根拠が得られたと考える。 

精検受診勧奨にあたってまず重要なのは、医

療従事者が便潜血陽性者に対する精検の重要

性を十分に認識することである。精検に訪れた

患者に対して（あるいは要精検となった自分自

身に対して）、残念ながら便潜血再検が行われ

ることがある。医療従事者に対して「要精検者

に対しては原則として全大腸内視鏡検査を行

う」ことを周知徹底しなければならない。 

さらに精検受診状況を正確に把握すること

が必要である。今回の検討では、精検受診済か

未受診か不明であった人に郵便による調査を

行った結果、回答のあったうちの過半数がすで

に精検を受けており精検機関からの報告漏れ

であることが判明した。精検報告を確実に集積

する体制の整備が不可欠と考える。 

次に、要精検者に対しては精検を受けないこ

とによる不利益（精検を受けた場合に比して大

腸癌死亡の危険が約 4倍になる）を十分に説明

して精検受診勧奨を行う必要がある。一度だけ

の精検受診勧奨のみならず、二度、三度と行う

と確実に精検受診率は高まるようである 16)。検

便という簡単なスクリーニング検査とつらい

（というイメージの）精密検査との間の大きな

ギャップが大腸がん検診における精検受診を

躊躇させていると想像はできるが、これまでは

精検受診の必要性に関する情報提供があまり

にも足らなかったのではないだろうか。大腸が

ん検診に限ったことではないが、要精検となっ

たら精密検査を受けてこそがん検診の恩恵を

受けられることを受診者に周知することが急

務である。現在 63.2%に過ぎない全国の精検受

診率を可能な限り 100%に近づけたいと考える。 

5. 結語 
追跡期間を 3年間とした場合、大腸がん検診

（浸潤癌）のスクリーニング感度は 82.1%、シ

ステム感度は 62.7%であった。 

癌の発見経緯からみた大腸がん検診の問題

点は中間期がんの存在と精検未受診であった。 

大腸がん検診の精度を高めるためには中間

期がん対策も必要ではあるが、精検受診率を高

くすることが急務であると考える。 
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Summary 
To clarify the accuracy of  colorectal cancer 

screening, cancer patients were classified into 

five groups according to the process of  cancer 

detection: (1) the true positive group, (2) the 

false-negative results of  close examination, (3) 

not undergoing close examination, (4) the 

false-negative occult blood—detection of  cancer 

in annual or biennial screening, and (5) interval 

cancer. (4) and (5) were false-negative with 

respect to screening, and (2) (3) (4) (5) were 

false-negative with respect to the screening 

system.  Cancers detected other than by cancer 

screening were ascertained by checking records 

of  the cancer registry.  Since the natural history 

of  intramucosal cancer is not clear, invasive 

cancers alone were analyzed.  In a follow-up of  

3 years, the sensitivity of  screening for 1992 

alone was 82.1%, and the sensitivity of  the 

system was 62.7%.  Analysis using the Cox 

proportional hazards model for the 1992-1994 

periods showed that the relative risk for cancer 

death (to the true-positive group) was 

significantly high at 2.91 in the not undergoing 

close examination group and at 2.50 in the 

interval cancer. We consider that although 

screening measures for interval cancers are 

important to increase the accuracy of  colorectal 

screening, it is the most important to increase 

the compliance of  close examination. 


