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はじめに

{史潜Jfu検査はI 大腸蛸死亡を減少することが

できる有!日なスクリ ーニング検査法である 使

i位Jfll検査は化学法と免疫法があり わが国で

は免疫法が使用されている.使潜Jfll検1t(免疫

法)は 直接ヒトヘモグロビンを検出するため。

食事や薬剤が検査結果に&ぽす影響は低いと考

えられている。一方 アスピリン ワルファリ

ンなと'の抗Jfll後楽が便潜Ifll検査の偽防セtm加と

l則述する可能性も報告されている 本杭では，

一般内科の先生方に 抗lfll栓楽が仰げ~Illl検盗

(免疫法)に及Ifすi影響と使i住Jfll検査iiijに抗Jfll栓

薬をどのようにtl:理する必要があるか. 日 '.:r~'診

1Mで役に立つ情報をわかりやすく解説してい

く

抗血栓薬が便潜血検査(免疫法)Iこ

及ぼす影響

抗JIIl栓薬がa~j化管粘膜1211!?を引き起こし. 便

潜Jfll検査(免疫法)の偽陽世H疾忠、がないのに

悦潜血検査が陽性となる)に彩評しているのか

を 簡便に J]H解するには positivepredictive 

value ( 防fCI'反応[ド~"I"皮 尖lztに疾病を有する忠

者/，全陽性所見の悠者)が良い指標の lつであ
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る。 これまでにいくつかの観察研究において

アスピリン. ~I' アスピリン抗Jfu小板諜.ワ Jレ

77リンの便潜Jlll検査(免疫法)における大協腕

拐の positivepredictjve valueが朝i告されてい

る(表 1)

欧米からの報告が多いがト3¥わが国からは

Tsujiらが低Jlll1kアスピリン.抗ィ疑問楽の影響

について報告を行っている.Il いずれの研究に

おいても.抗llll後楽使朋者と非使用者1mにおい

て positive predictive valueに統計 学的な荷

な差はないことが報告されている(低用品アス

ピリン使JlI者は非使用者と比べて ー2.2-8.6%

の差. 抗凝閤薬使JlI '首は ~I'使用者と比べて

-2.8-42%の差)一方抗凝間業忠者のデー

タは少なく 報告されている positivepredic-

tive valueの怖は広い さらに 最近 ~I坑三股

旋忠者のJ1i9Jlll栓症予防において ワJレ7ァリン

の代わりに使用が.tr:力11している，直接経口抗i疑

問楽 directoral anticoagulants (DOAC)につい

ては 来一知lが使潜Jlll検査(免疫法)に及ぼす);(;特

に関するデータは符られていない

これらの課題に対して 有用な取り組lみが行

われているので紹介する 日本消化協内視鏡学

会が主導するデータベースである The ]apan 

Endoscopy Database (J ED)は. 201511三から 8

凹10-)日lノ191紙￥l叩パur日開/f( IjCOI'Y 



.今月の話回

表1 抗血栓薬使用者と非使用者の便潜血検査(免疫法)における大腸腫掲の positivepredictive value 

報告者(固) 使用者 非使用者 差 p値

低用量アスピリン Mandelli (Ilaly) • 21.5% (37/172) 31. I % (107/344) -9.6 

Levi (Israel)・ 44.4弛 (170) 35.8% (9日日) 8.6 

Brenner (Germany) '11 36.2弘 (17/47) 27.8~も (65/234 ) 8.4 0.25 

8u;anda (S回 in)S 57.0% (384) 50.4% (5，821) 6.6 有意蓮なし

Tsuji (Japan)' 17.3~ぬ ( 14/81) 19.5% (182/935) 2.2 

その他の抗血小板薬 Bu;anda (Spain) ， 30.0弘 (140) 50.4% (5，821) -20.4 有意差なし

抗凝固薬 Mandelli (Ilaly)・ 28.3覧 (15/53) 34.9弛 (37/106) 6.6 

Levi (Israel)・ 77.8弘 (33) 35.8出 (980) 42 

8u;anda (Spain) ， 47.6% (10/21) 50.4% (184/365) 2.8 0.50 

Tsuji (Japan) ~ 24.3% (10/41) 19.0% ('86/975) 5.3 

大腸肌磁の定義は各文献でYもなる

.大脳揃とハイリスク腺脈 '1lOmm越える!@Hi.・大腸揃または IOmm起える腺腕

( )内は対量忠.r，'f<を占;fe. (/)は実際に疾病を有する血者l'全陽性所見の.'J..I.者を表記

病院を対象に第 1JUJのデータ ベースが発足して

いる討 JEDには内視鏡に|則するデータ (検査

四11主l 内視鏡診断)のほか DOACを含む薬剤

使用のデータも収集されている.このデータ

ベースを活用すること で。 今後，抗凝悶~の1!l!

1皆1f1L検査(免疫法)への彬特に|則するさらなる知l

見の集積がJUJ待される

各研究で報告さ れている positivepredictive 

valueはかなり怖があり.この解釈において，

fl{ JJ:するポイントを述べる positive predictive 

valueのパラっきには f虫1皆1f1Lのキ ットのもfr!J:i'i.

カットオ 7他 内~JH~診断の制度。大腸版協の

定義そして有病率がll.l智tしている なかでも

有病率は positivepredictive valueに大きく影

響する因子である 解析集団の有病率が向いと

positive predictive valueが11くなか有病率

が低いと positivepredictive value は低くなる

便潜血検査前の抗血栓薬の

管理と患者への説明

これまでに得られている知見から 忠者には

抗血栓楽(抗1fn小板楽+抗凝悶諜)を内JJJ1してい

ても.使i皆1fn検査の偽I~品性率が上がる可能伯は

低く 1!l!i佐1f1L検査(免疫法)iìíîに I:};J lJJiの休~の必

要はない ことを伝えることが1TI~である 一

方 DOACをJ:};JJJ[1している忠者に対しては，

まだ卜分な知見が符られて いないため

DOACが{山首1f1L検査(免疫法)に与える影響に

ついては.よくわからずI 今後の研究の結栄を

待つ必要があることも伝えることが1TI ~変ーであ

る?

おわりに

便潜1fn検査(免疫法)は 大腸梢死亡率を低下

させることができる重要なスクリーニング検査

である 使if!iIflL検査(免疫法)は白抗IflL栓楽によ

る影響を受けづら く，検査liifに抗1f1L栓楽を休議

する必要性は向くない
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