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Q. 次のうち、スクリーニングに当
てはまるのはどれでしょうか

1. 新生児代謝異常等検査

2. 新生児聴覚検査

3. 3歳児健診

4. 学校の定期健康診断

5. 特定健診

6. がん検診

7. 骨粗鬆症検診



今日のテーマ

• スクリーニングとは？

• 日本で行われているスクリーニング

• スクリーニングの精度評価



スクリーニングの流れ



• 『市がん検診のご案内』をみて、自宅近くの診療所を受診。子宮頸がんの細胞
診を受けた。

• 「陽性」という検診結果を受け、市内の大病院へ行き、精密検査を受けた。

• 子宮頸がんのステージIaであることが分かった。

• がんの治療を開始した。

例1：子宮頸がん（A市の22歳女性）



• 市内の病院で出生、生後2日目に自動聴性脳幹反応検査（A-ABR）を受けた。

• 「リファー」という結果を受け、都内の大学病院を受診、精密検査を受けた。

• 両耳重度の聴覚障害であることがわかった。

• 生後6か月から都内のろう学校に通い始めた。

例2：聴覚障害（B市内の0歳男児）



スクリー
ニング

• 『横浜市がん検診のご案内』をみて、自宅近くの診療所を受診。子宮頸がんの
細胞診を受けた。

精密検査
• 「陽性」という検診結果を受け、市内の大病院へ行き、精密検査を受けた。

診断
• 子宮頸がんのステージIaであることが分かった。

治療
• がんの治療を開始した。

例1：子宮頸がん（横浜市内の22歳女性）



スクリーニン
グ検査

• 市内の病院で出生、生後2日目に自動聴性脳幹反応検査（A-ABR）を受けた。

精密検査
• 「リファー」という結果を受け、都内の大学病院を受診、精密検査を受けた。

確定診断
• 両耳重度の聴覚障害であることがわかった。

早期介入
• 生後6か月から都内のろう学校に通い始めた。

例2：聴覚障害（B市内の0歳男児）



1. 症状のない人や児童、胎児に対して、

2. 比較的簡単な検査を実施し、

3. 疾患や障害のある可能性が高い人を抽出し、

4. その方々に精密検査を受けてもらい、

5. 診断がついた場合は適切に治療や教育などの介入を始める

一般的なスクリーニングの流れ

評価のためには、スクリーニング対象者のフォローアップが必要



日本で行われている
主なスクリーニングシステム



新生児マス・スクリーニング

疾患名 発生率 疾患の特徴

フェニルケトン尿症 1/55,500 脳の成長阻害、精神遅滞

メイプルシロップ尿症 1/2,165,000
未治療の場合死亡、精神発育障害合併の傾
向

ホモシスチン尿症 1/1,101,000 嘔吐、発育遅滞等

ガラクトース血症 1/360,800
体重増加不良、嘔吐、黄疸等
白内障、肝硬変、やがて死亡

先天性甲状腺機能低下症
（クレチン症）

1/8,500
クレチン様顔貌、遷延性黄疸、甲状腺ホル
モン剤服用

先天性副腎過形成症 1/17,285
塩喪失などで突然死も起こりうる。性発育
に異常

発生率は1974-1998年 東京都予防医学協会調べ



アミノ酸代謝異常
1) フェニルケトン尿症
2) ホモシスチン尿症
3) メープルシロップ尿症

脂肪酸代謝異常

• MCAD欠損症
• VLCAD欠損症
• TFP（LCHAD）欠損症
• CPT1欠損症
• CPT2欠損症
• CACT欠損症
• 全身性カルニチン欠乏症
• グルタル酸血症2型

アミノ酸代謝異常

• フェニルケトン尿症
• メープルシロップ尿症
• ホモシスチン尿症
• シトルリン血症1型
• アルギニノコハク酸尿症
• 高チロジン血症1型
• アルギニン血症
• シトリン欠損症

有機酸代謝異常

• メチルマロン酸血症
• プロピオン酸血症
• イソ吉草酸血症
• メチルクロトニルグリシン尿症
• HMG血症
• 複合カルボキシラーゼ欠損症
• グルタル酸血症1型
• Βケトチオラーゼ欠損症

内分泌疾患
4) 先天性甲状腺機能低下症
5) 先天性副腎過形成
糖質代謝異常
6) ガラクトース血症

タンデムマス法

ガスリー法

日本マススクリーニング学会 および タンデムマススクリーニング普及協会より



がん検診 2018年10月1日時点

• 健康増進法に基づく健康増進事業として市町村が実施。

• 厚生労働省が「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」
（健発第0331058号 2008/4/1、2016年一部改正）を定めている。

出典：国立がん研究センターがん情報サービス. がん検診について. (2018年10月29日時点）

対象臓器 効果のある検診方法 対象者 受診間隔

胃 問診に加え、胃部エックス線または胃内視鏡検査のいずれか 50歳以上※1 2年に1回※2

子宮頸部 問診、視診、子宮頸部の細胞診、および内診 20歳以上 2年に1回

乳房 問診および乳房エックス線検査（マンモグラフィ） 40歳以上 2年に1回

肺
質問（医師が自ら対面により行う場合は問診)、胸部エックス
線検査および喀痰細胞診（ただし喀痰細胞診は、原則50歳以
上で喫煙指数が600以上の方のみ。過去の喫煙者も含む）

40歳以上 年1回

大腸 問診および便潜血検査 40歳以上 年1回

※1:当分の間、胃部エックス線検査に関しては40歳以上に実施も可
※2:当分の間、胃部エックス線検査に関しては年1回の実施も可



スクリーニングの評価



Q1 ○○病は血液検査に始まるスクリーニングにより早期発見することができます。
しかし、効果的な治療法がありません。
この場合、スクリーニングを普及させる価値はあるでしょうか。

Q2 ○○病は血液検査に始まるスクリーニングにより早期発見することができます。
また、効果的な治療法もあります。
しかし、早く治療を始めても、遅く治療を始めても、その効果に変わりはあ
りません（統計学的有意差も、臨床的有意差もない）。
この場合、スクリーニングを普及させる価値はあるでしょうか。



スクリーニング実施の条件

条件 内容

1. 対象となる疾患が重要な疾患である a. 罹患頻度が高い
b. 早期に発見治療されなければ重大な結果になる

2. 検出可能な無症状の期間が存在する a. 病気になる前に（初期段階で）発見できる
b. 遺伝性疾患は胎児期から診断可能

3. 適切な治療法がある a. 薬物療法が確立している
b. 非薬物療法（食事・運動療法等）が確立している
c. 医療機関の体制が整っている

4. 適切なスクリーニング方法が確立さ
れている

a. 妥当性が高い検査がある
b. 信頼性が高い検査がある

5. 検査法が集団に実施可能である a. 安価な検査法がある
b. 短時間で実施できる検査がある
c. 不快感や苦痛が受容できる限度内である
d. 危険性が受け入れることができる程度に低い

6. 経済的に合理的であること a. 費用効果分析の結果、費用に対して効果が大きい
b. 理想的な条件下だけでなく、一般集団においても有効である

出典：柳川洋, 中村好一, 編. 公衆衛生マニュアル2017. p70 掲載にあたり一部語尾を修正



実際の疾患の有無

疾患あり 疾患なし

スクリーニング検査
の結果

陽性 a c a + c

陰性 b d b + d

a + b c + d a + b + c + d

スクリーニング検査の結果と実際の疾患の有無のクロス表

a: 真陽性 c: 偽陽性
b: 偽陰性 d: 真陰性

感度 = a ÷ (a+b)
特異度 = d ÷ （ｃ＋ｄ）
陽性的中率（陽性反応的中度） = a ÷（a＋ｃ）
陰性的中率（陰性反応的中度） = ｄ ÷（ｂ＋ｄ）



疾患の有無（真の姿） 合計

疾患あり 疾患なし

スクリーニング検査
の結果

陽性 70 990 1,060

陰性 30 8,910 8,940

合計 100 9,900 10,000

有病率 ： 100÷10,000＝0.01 1%

感度 ：

特異度 ：

陽性反応的中度 ：

有病率の低い集団



疾患の有無（真の姿） 合計

疾患あり 疾患なし

スクリーニング検査
の結果

陽性 70 990 1,060

陰性 30 8,910 8,940

合計 100 9,900 10,000

有病率 ： 100÷10,000＝0.01 1%

感度 ： 70÷（70+30）＝0.7 70%

特異度 ： 8,910÷（990+8,910）＝0.9 90％

陽性反応的中度 ： 70÷（70+990）＝0.06603… 6.6%

有病率の低い集団



疾患の有無（真の姿） 合計

疾患あり 疾患なし

スクリーニング検査
の結果

陽性 700 900 1,600

陰性 300 8,100 8,400

合計 1,000 9,000 10,000

有病率 ： 1,000÷10,000＝0.1 10%

感度 ：

特異度 ：

陽性反応的中度 ：

有病率の高い集団



疾患の有無（真の姿） 合計

疾患あり 疾患なし

スクリーニング検査
の結果

陽性 700 900 1,600

陰性 300 8,100 8,400

合計 1,000 9,000 10,000

有病率 ： 1,000÷10,000＝0.1 10%

感度 ： 700÷（700+300）＝0.7 70%

特異度 ： 8,100÷（900+8,100）＝0.9 90%

陽性反応的中度 ： 700÷（700+900）＝0.4375 43.8%

有病率の高い集団



疾患の有無（真の姿） 合計

疾患あり 疾患なし

スクリーニング検査
の結果

陽性 40 1 41

陰性 40 19 59

合計 80 20 100

有病率 ：

感度 ：

特異度 ：

陽性反応的中度 ：

感度：50% 有病率：80％
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