
ABC検診のご案内

ヤマトグループ健康保険組合からのお知らせ

生活習慣病健診受診対象者（35歳以上の被保険者）の皆さまへ

　健康診断の目的は、病気の予防や早期発見です。35歳以上の方が受診するヤマトグループの生活習慣病健診は、一般
的な人間ドックの項目と大きな相違はなく、身体の健康状態を総合的に調べることができます。定期的に健康状態を
チェックし、病気があるのかないのかを確認したり、発見された場合は大事に至らないうちに治療したり、将来、自分が
どのような病気にかかる可能性が高いのかを調べ、生活習慣を改善するなど、予防を心がけることが重要です。

必 読

 胃がんハイリスク検診

〈ABC検診〉のメリット
●1 胃の危険度が明確になるため、
　高リスクの方⇨胃内視鏡検査で、胃がんを早期発見。
　低リスクの方⇨ムダな検診を受けないですむ。
●2 バリウムを飲まなくてもいい。（排便）
●3 放射線を浴びることなく胃がんのリスクがわかる。
●4 ピロリ菌の感染がわかる。
　⇒医療機関で除菌。
●5 検査時間が短くて済む。

平成24年度よりスタート！

胃がんハイリスク検診
〈ABC検診〉

「胃がんハイリスク検診〈ABC検診〉」とは、ピロリ菌感染の有無と、胃粘膜の萎縮度（ペプシノゲン）を
採血検査で判断することで、胃がんになりやすい人か、なりにくい人かを判断する、新しい検診です。

 

血液検査へ

胃の検診が、変わります。

 放射線を浴びることなく胃がんのリスクがわかる。
〈ABC検診〉は皆様の『身体』に優しい検診です。

これからこれまで

バリウムを飲んで
X線検査



胃がんハイリスク検診〈ABC検診〉とは？
血液検査で、ピロリ菌の有無と、胃粘膜の萎縮度（ペプシノゲン）をチェック。胃がんになりやすい人か、なりにくい
人かを判断する新しい検診法です。

■胃がん危険度をABCDで分類します。

■胃の健康度（胃がん危険度）がわかります。
胃がんの発症には、ヘリコバクターピロリ菌（ピロリ菌）の感染と、それに伴う胃粘膜萎縮（胃の老化
現象）が強く関連しています。
〈ABC検診〉は、採血のみで胃がん発生の発端となるピロリ菌感染の有無（ピロリ菌抗体検査）と萎
縮性胃炎の有無（ペプシノゲン検査）を判定し、胃がん発症の危険度を分類するものです。

● 将来にわたり経過観察を
B ・ C ・ D群に分類され内視鏡検査で胃がんが見つからなかった場合も油断せず、定期的に内視鏡検査を受けることが重要です。
胃がんはいつ発生するかわからず、今回は大丈夫でも5年後、10年後、20年後に発症することがあります。

● ABC検査は、5年に一度
ピロリ菌感染による胃粘膜の萎縮はゆっくりと進むため、ペプシノゲン値は通常、10年程度ほとんど変化しません。このことから、
〈ABC検診〉は5年に一度の実施となります。

●昨年までの検診 ●平成24年度以降の検診

間接（直接）X線撮影
バリウムを飲み、胃を透視する検査。

生活習慣病健診
〈ABC検診〉
従来の血液検査（採血）内で

ピロリ菌、ペプシノゲンも同時測定。

生活習慣病健診

胃の内視鏡検査

保険診察

胃の内視鏡検査

※ピロリ菌の除菌に関しては保険適用とならないケースがあります。
　除菌前に医療機関へご相談ください。

ピロリ菌

保険診察

所見（BCD判定）が あった場合所見が あった場合

新しい
検査方法

正　常 異　常

健康な状態です。胃の状態

胃がん等のリスク

所見

ピロリ菌抗体検査

ペプシノゲン検査

判定結果

ピロリ菌感染はありますが、粘
膜の萎縮は進行していません。

ピロリ菌感染があり、粘膜
の萎縮は進行しています。

粘膜の萎縮が進み、ピロリ菌
が住めなくなった状態です。

胃がんの可能性はとても
低いといえます。
現在・将来において胃がんになる可
能性はほとんどなく、無症状であれば
内視鏡検査を受ける必要がないと考
えられます。ただし特殊なタイプの胃
がん（噴門部癌）は発生することもあ
り、また、ピロリ菌除菌後や偽陰性の
場合などはその限りではありません。 

定期的に胃内視鏡検査を受ける。
目安として、Ｂ群の方は、2～3年に1回 Ｃ・Ｄ群の方は、1年に1回

※ 具体的には医師と相談してください。

A群に比べ、約10倍の胃がん
リスクがあります。

A群に比べ、約20倍の胃がん
リスクがあります。

A群に比べ、約120倍の胃が
んリスクがあります。

A群 B群 C群 D群

正常（－） 正常（－） 異常（＋） 異常（＋）
陰性（－） 陽性（＋） 陽性（＋） 陰性（－）



■健康保険組合より〈ABC検診〉個人票をお送りします。
健診機関によっては、個人宛の健診結果にABCD判定が表示されない場合があります。そのため、通常の健診結果とは別に
健康保険組合から〈ABC検診〉個人票と情報提供を送付します。（健保組合に提出される血液検査データを元に判定を行うた
め、データの流通の関係上、通知が遅くなりますが、何卒ご了承ください）

～平成24年度（初回）は35歳以上の生活習慣病健診対象者全員が受診です。～

胃がんが発生しているかどうか、内視鏡検査で確認することで、胃がんの早期発見が可能
になります。分類に合わせ、定期的に胃の内視鏡検査を行いましょう。

3年に一度は内視鏡検査を！ 2年に一度は内視鏡検査を！ 毎年、内視鏡検査を！

生活習慣病健診での
血液検査

※健診機関によってはＡＢＣＤ判定が表示されて
　いる場合と、表示されない場合があります。　　　

イメージです。

受　診
健診後2週間～1ヵ月以内で

健診機関より送付

通常の健診結果
受診月が、8月～11月⇒翌年3月末頃
受診月が、1月～2月⇒6月末頃
健康保険組合より送付

〈ABC検診〉個人票

東京大学医学部附属病院
光学医療診療部・准教授 

藤城  光弘 氏
1995年東大医学部卒。97年国立がんセン
ター中央病院（当時）レジデント、2000年東大
医学部消化器内科。同助手、助教を経て09年
より同大准教授・光学医療診療部部長。専門分
野は消化器内視鏡学、特に消化管腫瘍の内視
鏡診断・治療。ESDの開発・改良にかかわり、国
内にとどまらずアジアを中心とした海外への
最先端内視鏡技術の普及活動を精力的に行っ
ている。日本消化器内視鏡学会学術評議員。

■ABCD分類に適さない方
胃の病気
治療中の方

胃を
切除された方

胃酸を抑える薬
を服用中の方

慢性腎不全
の方

ピロリ菌を
除菌された方

胃内視鏡検査を受けてください（医療機関）
※ピロリ菌の除菌についても医師にご相談ください。

胃内視鏡検査は、
特に必要ありません。
胃がんになる可能性は低いです
が、胃の不快感など感じる時は
医療機関を受診して下さい。

ピロリ菌除菌後や偽陰性の場合、誤っ
てA群に分類される場合があります。
次回、〈ABC検診〉までの間に、一度胃
の透視（X線）検査を受けることをおす
すめします。

定期的に胃内視鏡検査を受ける
※目安として、Ｂ群の方は、2～3年に1回　Ｃ・Ｄ群の方は、1年に1回

※具体的には医師と相談してください。
治　療

D群の方C群の方B群の方A群の方

胃内視鏡検査を受けてください（医療機関）
※ピロリ菌の除菌についても医師にご相談ください。

胃内視鏡検査は、
特に必要ありません。
胃がんになる可能性は低いです
が、胃の不快感など感じる時は
医療機関を受診して下さい。

ピロリ菌除菌後や偽陰性の場合、誤っ
てA群に分類される場合があります。
次回、ABC検診までの間に、一度胃の
透視（X線）検査を受けることをおすす
めします。

異常あり異常なし異常なし 異常あり

治療定期的に
胃内視鏡検査を受ける

D群の方C群の方B群の方A群の方

　上記の方は、リスク判定が困難であるため、〈ABC検診〉の実施は避けるべき
だと考えられています。
　例えば、胃切除をされた方は、ペプシノゲン値が低くでるので萎縮性胃炎と
判定されてしまったり、また、胃酸分泌抑制薬を服用されている方や、腎不全（ク
レアチニン値3mg/dl以上）の方で、食事療法、薬物療法、人工透析を受けてい
る方は、ペプシノゲン値が高く出るため萎縮性胃炎が無いと誤って判断されてし
まう危険性があります。ピロリ菌の除菌をされた方も見かけ上、A群に分類され
るため注意が必要です。

健康保険組合より送付

おすすめコンテンツ①

■ご注意（下記に該当される方は、正しい判定がでていない可能性があります）

※検診の実施時に・・・

胃の病気治療中の方／胃を切除された方／胃酸を抑える薬を服薬中の方／慢性腎不全の方／過去、ピロリ菌を除菌された方

引き続き、医療機関を受診し、医師の判断に従ってください。

ABC 検診とは・・・

胃の健康状態を調べる新しい検査方

法です。血液検査で、ピロリ菌感染の

有無と、胃粘膜の萎縮度(ペプシノゲ

ン)をチェックし、胃がんリスクの大小

をA・B・C・Dで判定します。

群でした。

胃がんハイリスク検診 ABC検診結果通知書

B

様

事業所コード

所属名

事業所名

ヤマト運輸株式会社

ヤマト 太郎
○○○○営業部
000000

あなたの判定結果は…

胃粘膜の萎縮が進行し、ピロリ菌が住めなくなった状態です。

Aに比べ、約120倍の胃がんリスクがありますので、

早期（以降は毎年）胃内視鏡検査を受けてください。

ピロリ菌に感染し、かつ胃粘膜の萎縮が進んでいます。

Aに比べ、約20倍の胃がんリスクがありますので、

早期（以降は2年に1度）胃内視鏡検査を受けてください。

ピロリ菌感染はありますが、胃粘膜の萎縮は進行していません。

Aに比べ、約10倍の胃がんリスクがありますので、

今後3年に1度は、胃内視鏡検査を受けることをおすすめします。

胃は健康で、胃がんの可能性はとても低いといえます。無症状であれば、内視鏡検査を

受ける必要がないと考えられています。ただし特殊なタイプの胃がん（噴門部癌）は発生

することもあり、また、ピロリ菌除菌後や偽陰性の場合などはその限りではありません。 

A
B
C
D

－
（正常）

＋
（異常）

＋
（正常）＋

（異常）

－
（陰性）－

（陰性）＋
（陽性）－

（陽性）

判定結果
ヘプシノゲン値

ピロリ菌
解説

判定結果の見方

ヤマトグループ健康保険組合　担当：○○　TEL：03-0000-0000

ヘリコパクター
・ピロリ抗体

U/mL

153

ng/mL

35.8

ng/mL

29.2

ペプシノゲンⅠ

ペプシノゲンⅡ

TEL：03-3543-4271

平成24年度版

社員と家族の安心と健康のために

TEL：03-3543-4271

平成24年度版

社員と家族の安心と健康のために

ヘリコパクター・ピロリ抗体

10.0 U/ml以上

ペプシノゲン

ペプシノゲンⅠ値が70.0 ng/ml以下かつペプシノゲンⅠ/Ⅱ比が3.0以下

陽性の判定基準



Q&A

 

TEL：03-3543-4271
平成24年度版

社員と家族の安心と健康のために

 

■ 眼底検査とは？
　眼底検査結果で動脈硬化、高血圧、糖尿病、高血圧性眼底、高血圧性網膜症、腎臓病などを疑うことができます。その他、
日本人成人の失明原因のトップ（40歳以上の20人に1人）と言われる緑内障をチェックすることができます。

－ 平成24年度は、新たに『眼底検査』も加わります。－

検査後の運転への影響はありません。

血液検査と内視鏡で異常が
なければ、次の検査まで胃
がんの心配はないの？

胃がんになるリスクが低いと判
断されますが、胃がんの心配が
まったくないわけではありませ

ん。また、すべての胃がんが発見できるわ
けではありませんので、症状等があれば速
やかに医療機関で受診してください。

A

Q
B・C・D群と判定されたら、
将来、胃がんになってしまう
の？

B群で0.15％程度、C・D群で2％
程度の胃がんが発見されるとの
報告が見られています。（三木一

正：胃がんスクリーニングのハイリスクスト
ラテラジーに関する研究　第3次対がん総
合戦略研究事業　厚生労働省）。〈ABC検
診〉後は、必ず精密検査（胃内視鏡検査）を
受けてください。

A

Q
血液検査で本当に胃がんの
高リスク者が判定できるの？

各検査機関の人間ドックや自治
体の検診でも胃がんハイリスク
検診が広く行われており、評価

が高まっています。判定に応じたサイクル
で胃内視鏡検査を受けてい
ただくことにより、胃が
んの早期発見ができる
と考えられております。
ただし、ABCD分類に
適さない方（前頁参照）
は、その限りではあり
ません。特に除菌され
た方は注意が必要です。

A

Q

〈ＡＢＣ検診〉に変更になった
ので、健診当日に食事をとっ
てもいいですか？

〈ABC検診〉で検査する項目は、
食事により影響が出る事はあり
ませんが、他の検査項目（空腹時

血糖検査・腹部エコー検査）は食事をとる
と正しい結果が出ません。健診案内をご確
認ください。

A

Q
内視鏡検査やピロリ菌除菌はど
こで受けたらいいですか？費用
はどれくらいかかりますか？

健診結果、健康保険証を持参し、
内視鏡検査ができる最寄りの消
化器内科を受診してください。

費用につきましては、健康保険適用で3割
が自己負担となります。ピロリ菌の除菌に
ついては、保険適用とならない場合があり
ますので、医師にご相談ください。
また、ピロリ菌について詳しく知りたい方、
保険適用外でも除菌したいという方は、ピ
ロリ菌外来を開設しているクリニックや病院
で説明をお聞きになるとよいと思います。

A

Q
胃潰瘍や十二指腸潰瘍も血
液検査でわかりますか？

ピロリ菌が胃粘膜に感染すると
まず炎症を起こし、それに食事
など様々な環境要因が加わって

胃粘膜萎縮が出現し、進行します。ピロリ菌
は胃内環境を変化させることで胃潰瘍、十
二指腸潰瘍、胃がん、胃腺腫、胃過形成性ポ
リープ、胃リンパ腫などを発生させます。一
方で、ピロリ菌に感染していない人の胃粘
膜に慢性炎症や萎縮が出現することはまれ
です。

A

Q

¥?,???

 胃がんハイリスク検診

〈ABC検診〉に関する
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