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１． 本年度の研究成果 

 本研究斑では、昨年まで４年間行われた研究を継続し、一般住民へのアスベスト暴露の実態のＸ

線及び低線量 CT での検診による評価と、アスベスト暴露によって発生する悪性胸膜中皮腫

(Malignant Pleural Mesothelioma: MPM)の全国的な症例の集積による臨床および病理的な検討、

MPMに関連する個別の研究も行っている。 

 一般住民の検診に関する研究では、１回目の検診を行った 9,810名を対象として 2回目の検診を

行っており、10月末現在、5,869件の検診を行い、中央レビューは、3,631件を施行した。男性 1,958

名、女性 1,673 名、低線量ＣＴによる検診画像レビューの途中結果は、胸膜プラーク 2.18％

（79/3,631）、胸膜肥厚像 2.1％（75/3,631）であった。  

ベースライン 9,810件の居住地に関する解析として、居住歴の中でも最長居住地の地域性と胸膜

所見の関連について解析した。地域性に関しては、中心部、周辺市町村、その他の群間で胸膜プラ

ークの出現（3.7% vs. 1.9% vs. 2.9%）および胸膜肥厚所見の出現（2.6% vs. 1.6% vs. 3.2%）に

それぞれ有意な差を認めた。また、産業特性に関しても、高人口密度地区、１次産業卓越地区、2

次産業卓越地区、3次産業卓越地区の群間で胸膜プラークの出現（2.9% vs. 1.9% vs. 1.8% vs. 3.0%）

および胸膜肥厚所見の出現（3.4% vs. 3.6% vs. 1.7% vs. 2.6%）にそれぞれ有意な差を認めた。

一方、石綿工場の有無に関しては、群間で胸膜プラークの出現（4.0% vs. 2.0%）に有意な差を認

めたものの、胸膜肥厚所見の出現（2.3% vs. 2.5%）については有意な差を認めなかった。本結果

から、問診によらない居住地の解析により、石綿工場が存在する場合にはプラークの出現と関係が

認められることが示唆された。 

MPM 症例の集積に関しては、2007 年度末から全国的な登録を開始し、本年 10 月 1 日現在、209

例の登録が行われている。全国のがん診療連携拠点病院のそれぞれの施設での 2008 年度の診断治

療の実績では MPMの症例は約 500例と報告されている。実際には MPMでなかった症例や、施設間で

の重複も少なくないと思われるが、当研究班への登録数がまだ極めて少ないことも事実と思われる。

特に地域差が大きく神奈川県、広島県、福岡県からの登録が少ない傾向にある。登録の少ない原因

として、1) 項目が多くて煩雑 2) 本人からの同意を取るのが困難、などの問題がある。検体登録

における必要性から本人同意に基づく顕名での登録は継続するとしつつも、連結可能匿名化した情

報収集の方途を探るべきと考え、登録制度の変更も検討している。 

個別の研究では、病理的な研究や人間ドックの低線量 CT 検診での胸膜プラークの出現頻度、文

献調査によるガイドラインの作成などが行われている。 

病理部門の研究では、４人の病理医の MPMに関係する診断の相違を見た調査が行われ、組織型に

ついては 26例中 23例（88％）は一致したが、分化度の一致率は 26例中 8例（31％）にとどまっ

た。その予後については、上皮型が最も良好、肉腫型が最悪、二相型はその中間にあることが分か

った。p16の免疫組織化学的染色では、その Labeling Indexの高い例の予後がよく、低い例は予後

が悪かった。その他、核異型度、核分裂像の数、MIB-1の Labeling Indexが予後と相関することも

明らかになった。 

人間ドックでの受診者を対象にした検討では、低線量 CT による肺がん検診を 2004 年 2 月から

2010年 8月までに受診した 10121名中、胸膜プラークの所見を有する頻度は 0.4%であり、性別で

は男性に多く、男女ともに年齢とともにその頻度も増加していることが明らかになった。 



文献的な調査では、文献のエビデンスレベルの解析、推奨グレードの設定まで終了し、ガイドラ

インとしての体裁を整え、日本肺癌学会の診療ガイドライン委員会にすでに提出済みである。 

 

２． 前年度までの研究成果 

 一般市民のＸ線と低線量 CT 検診によるアスベスト関連胸部疾患の検診に関しては、アスベスト

関連の職業に就いたことの無い人々の中にも、アスベスト吸入によると思われる両側の胸膜膜肥厚

斑が存在することが明らかになった。昨年度は主な居住地を東日本と西日本に分けて検討したが、

それでは東西での差は認められなかった。また、Ｘ線写真と低線量 CT での、胸膜肥厚斑の検出頻

度の違いについては、Ｘ線 0.9%に対し CTでは 3.9%に認められ、CTの方が 4倍以上高いことも明

らかになった。胸膜肥厚斑の認められる例の中の多くは何らかの職業歴やアスベスト関連企業の工

場周辺の居住歴のある例が多かったが、全く不明の例もあり、これらに関しては再度詳細な問診の

必要なことも明らかになった。 

 全国の MPM症例の登録に関しては、呼吸器関係の学会への依頼や労災病院や全国のがんセンター

への依頼も行っているが、予想に反して登録数が伸びないという問題が生じていた。そのおおきな

原因としては質問事項が多いことや、それぞれの施設での倫理審査委員会を通さなくてはならない

問題などが指摘され、これらの解決の重要性が明らかになった。 

 全世界の文献的な考察による研究では、いまだ明らかに有効な治療法は見つかっていないが、病

期に応じた治療法などについてのガイドラインの作成がはじまり、国際的な学会の委員会との意見

の調整も行われている。 

 

３． 研究成果の意義および今後の発展性 

 アスベストは、一時は断熱材として建築現場を中心に多くの職場で使用され、またそれらが使用

された建物の中で多くの人々が生活してきた。今まで職業的な暴露が主な問題として取り上げられ

てきたが、一般住民に対して、低線量 CT で精度の高い検診を行うことで、職歴が無く、工場の周

辺やアスベストを使用された建物の中での生活者からの、いわゆる環境暴露の存在する率やその地

域、職業などが明らかになる。これにより将来的には重点的に検診を行うべき職業や、居住地域が

明らかになる。 

 MPM はアスベストの吸入と密接な関係が有ることは明らかになっているので、アスベスト吸入に

よる胸膜肥厚斑の多く出現する地域や職業が明らかになれば、これらを中心に低線量 CT 検診を行

い、MPMを早期に発見することが可能になり、治療成績の向上にも貢献できると思われる。 

 MPM 症例の全国登録に関しては、理想的なシステムの作成が完成した。斑の研究は一定の年限が

あり永久的に続けることはできないが、MPM は今後しばらくは増加が危惧される疾患なので、恒久

的に永続する組織での、データの集積を続ける必要がある。これにより MPMに対する画像診断や病

理、治療に関しての標準化も進み、治療成績の向上にもつながると思われる。 

 前述の様に、今後 MPMは増加が危惧されているので、関係者のそれぞれの立場で診断、病理、治

療について多角的に検討を加えることは、MPM の治療成績向上に大きな意義があり、今後数十年は

増加が続くと思われる本疾患の予後の改善に意義のある研究と考えている。 

 

４． 倫理面への配慮 

 悪性胸膜中皮腫症例の検体および各種資料の提出、および一般人の悪性胸膜中皮腫を対象にした

スクリーニングへの参加にあたっては、本人からの同意が得られた例のみを対象として扱い、その

個人情報の扱いについては厳重に行い、高いセキュリティを確保している。 



また、検体情報の利用については連結可能匿名化（対応表は各医療機関が保持）した形で研究機

関に提供されるため、研究機関にとって個人の同定は困難な形となっている。 
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