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Abstract
The basic plan to promote cancer control programs of the Government was renewed in 2013. The
plan indicates that H. pylori is an infectious cause of gastric cancer. National health insurance covers H.
pylori eradication therapy for chronic gastritis thereafter. Thus, the preventive measure for gastric cancer
must be same as the preventive measure for liver cancer, focusing on hepatitis viruses. Thus, we just now
enters the first year of gastric cancer extermination. First of all things to do in gastric cancer screening
is a test for H. pylori infected or not, thereafter having chronic gastritis or not. The ABC classification
by serum H. pylori antibody and serum pepsinogen levels for chronic gastritis is contemporary the best
rational measure. After the ABC classification, endoscopy in individuals having serum H. pylori infected or chronic gastritis individuals (group B, C, D) is mandatory for diagnosis of H. pylori -related
chronic gastritis or gastric cancer. All H. pylori infected individuals can get eradication therapy. Further,
eradicated individuals are mandatory to take regular surveillance endoscopy for residual-cancer risk.
Thus, the measure for gastric cancer to reduce cancer-mortality must shift the secondary prevention by
discovering early cancer with stomach radiography or endoscopy to the primary preventive measure as
an infection.
It means the end of the population based mass screening for gastric cancer using stomach radiography and endoscopy
Keywords: gastric cancer risk (ABC, gastritis) screening, mass screening for gastric cancer,
H. pylori -eradication
る。今また、1983 年に発見されたヘリコバクター・ピ

はじめに

ロリは、2005 年にノーベル賞が授与され、これまでの

これまでノーベル医学生理学賞を受賞したペニシ

ノーベル賞と同様にヘリコバクター・ピロリ感染症で

リンやインシュリンなどの科学的発見は臨床応用され

ある胃十二指潰瘍、胃炎や胃癌の診断と治療パラダイ

医療を劇的に変え、人類に多大な恩恵をもたらしてい

ムを大きく変え、人への恩恵をもたらしてきている。
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2013 年 2 月 21 日「ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎」

リコバクター・ピロリの発癌機構も分子生物学的に明

1）

に対する除菌療法の保険適用が拡大されたことは 、

らかにされてきた 10 ～ 12）。これら臨床的、分子生物学

ヘリコバクター・ピロリ感染症、とりわけ胃癌の撲滅

的証拠を基に、アジア太平洋地区会議、ヨーロッパ

に向けた世界初の施策であり、浅香が述べているよう

3 学会合同会議および欧州ヘリコバクター学会のマー

に 今年（2013 年）を日本の胃がん撲滅元年と位置づ

ストリヒト・フィレンツエコンセンサス会議において、

けることができる。結果、これまで半世紀余り行われ

ヘリコバクター・ピロリが胃癌の原因と証拠レベル

てきた胃 X 線法による胃がん検診 もいずれ終焉を迎

Ia、推奨レベル A として追認された 13 ～ 15）。

2）

3）

えることになろう。

ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎への

がん対策基本法とがん対策推進基本計画

保険適用の拡大と胃がん検診

がん検診は、がん対策基本法 4）の法令に基づき、2

胃 X 線による胃がん一次検診は対策型検診として

次予防として対象集団全体の死亡率を減少させること

1982 年より正式に実施され、2005 年からは有効性評

を目的とし利益と不利益のバランスを考慮し、公的資

価に基づく胃がん検診ガイドライン 3）として実施され

金による対策型検診として実施される。一方、健診は

てきた。しかし、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎へ

個人のレベルで利益と不利益のバランスを判断し、個

の除菌療法の保険適用 1）は、内視鏡検査による胃炎

人の死亡リスクを下げる目的で行われる 5）。がん対策

の診断とヘリコバクター・ピロリ感染診断を義務付け

を総合的かつ計画的に推進するために、2006 年 6 月に

ており、胃 X 線による胃がん検診の終焉をもたらそう

成立、翌 4 月に施行された「がん対策基本法」 には、

としている。事実上の保険診療による胃炎検診、つ

4）

「がんの予防及び早期発見の推進」が盛り込まれてい

まり、除菌療法による胃がん予防と胃がん検診となっ

る。2012 年の「がん対策推進基本計画の見直し」で、

た。胃 X 線による一次検診は胃癌の発見を目的として

癌の原因としてウイルスや細菌への感染などとして胃

いたが、同時に胃炎の診断も必要とされることになっ

6）

癌と関連するヘリコバクター・ピロリが明記された 。

た。胃炎が保険診療でヘリコバクター・ピロリ感染診

さらに「感染に起因するがんへの対策」として除菌療

断と除菌療法ができる疾患であり、感染者には胃がん

法による予防の可能性にも一歩踏み込んだ。この基

リスクがあることの説明義務責任が生じる。これに違

本計画の見直しにより、ヘリコバクター・ピロリ感染

反すれば、将来、医療訴訟となる可能性がある。しか

胃炎への保険適用の拡大がはかられた 。つまり、国

し、胃 X 線検査で胃炎を診断しても、保険診療のため

の方針は X 線や内視鏡の胃がん検診による二次予防

には、再度内視鏡検査が義務付けられており、二重

から、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎の除菌療法に

手間や煩雑さのために胃 X 線検査の受診者はさらに低

よる一次予防へ、胃がん対策が胃がん検診から胃炎

迷する 16, 17）。一方、胃がんリスク（ABC、胃炎）検診

検診へと大転換されたことになる。これはヘリコバク

でヘリコバクター・ピロリ感染が判明している場合に

ター・ピロリ感染胃炎の予防・診断・治療による「感

は、再度の感染診断は必要とせずに内視鏡による胃炎

染症としての胃がん」対策となり、まさに肝炎対策基

の診断で除菌療法が可能である 18）。すなわち検診（マ

本法 7）に準じる施策となった。

ススクリーニング）は胃がんリスク（ABC、胃炎）検診

1）

までで、その後は保険診療による内視鏡検査、除菌治

ヘリコバクター・ピロリ感染症と胃癌

療の流れとなり（図 1）
、胃 X 線受診者の低迷が加速す

1994 年に WHO の下部組織である国際がん研究機

る。職域検診や人間ドックでこの胃がんリスク検診の

構（IARC）が国際的なコホート研究を基にヘリコバク

採用が加速しており、最終的には、ヘリコバクター・

ター・ピロリを胃癌の明白な原因と位置付けた 。そ

ピロリ感染者が総除菌されることになろう 19）。除菌成

の後、上村らはヘリコバクター・ピロリ未感染者と感

功者は胃癌のリスクが低下するものの、残存リスクが

染者を内視鏡検査で約 8 年間追跡し、未感染者からは

あり 20）、保険診療での内視鏡検査によるサーベイラン

1 例も胃癌が発生しなかったと報告した 9）。一方、ヘ

スが必要であり 19）、胃 X 線の存在意義がますますなく

8）
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図1

なる。このような胃 X 線検診の受診者のさらなる低迷
は、これまでの胃 X 線検診システムの崩壊を加速する
ことになる。つまり、胃 X 線による胃がん検診が終焉
を迎えることになる（図 2）
。

ヘリコバクター・ピロリと ABC 検診
ヘリコバクター・ピロリ感染頻度の高い日本など
においては ABC 検診が国際的なコンセンサスであり、
エビデンスレベルが Ia で、推 奨レベル B となってい
る 13, 15）。高崎市では 2006 年から医師会が中心となり、
ヘリコバクター・ピロリ感染と萎縮性胃炎をスクリー
ニングする血清 ABC リスク分類により低リスク群（A
群）を二次検診（内視鏡）から除外する胃がんリスク
検診を導入して好成績を収めてきた 21 ～ 23）。しかし、

1. 従来の画像（X 線または内視鏡）による胃がん検診を
廃止する。
2.「ABC（胃炎）検診」と「特定健診」をセットにして受
診率の向上をはかる。
3. ABC（胃炎）検診で A 群（超低リスク群）を除いた B、
C（D）群は保険診療の対象とし内視鏡検査→ H. pylori
除菌を行い、その後 follow up する。
4. 行政の一次検診費用が大幅に削減され消化器内視鏡
医も多忙となる。
5. 国民側からみても
H. pylori 未感染者→無駄な画像検診を受けずに済む
感染者→ 保険診療として除菌治療が受け
られる。
逆に ABC の層別化を行わず従来の画像検診を続ければ、
検診費用が膨らむだけで、感染診断を期待している受
診者からのクレームがつくなど検診と保険診療の乖離
が起こり、結局継続不可能となる。

図2

血清 A 群に約 10 ％の除菌例や自然排菌に伴う内視鏡

これからの胃癌対策

的萎縮例が含まれることが明らかになった 19）。これら
を極力排除するために、除菌歴や PPI 服用などの偽 A

や PPI 使用を除くと血清 A 群の癌は三木基準では 3 例

群の可能性のある問診を厳密に行い

含まれたが、高崎基準では 1 例（1.1％）のみに減少し

、真の低リスク

24）

群であるヘリコバクター・ピロリ未感染者を絞り込む
必要がある。ABC 分類におけるペプシノゲン値の三

た 27）。
ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎に対して除菌治療

木基準は胃癌の高リスクを拾い上げる基準であり 、

の適応が拡大された 1）ことにより、今後、除菌者や除

その基準値を見直した。高崎市の行政主導となった

菌未判定者、すなわち血清偽 A 群の増加が見込まれ、

2011 年より、ヘリコバクター・ピロリ抗体は≧ 10 ng/

ヘリコバクター・ピロリ抗体や PG 法の基準値の見直

ml 陽性（E プレートʻ 栄研 ʼ H. ピロリ抗体）を変えない

しが迫られている。この対策として、我々は背景胃粘

で、PG の基準値を見直し PGI 70 以下かつ PGI/II 比 4

膜が血清 ABC 分類による胃がんリスクと整合するよ

以下を PG 陽性とする高崎基準を導入した

。その

うに内視鏡 ABC 分類を提唱した 26, 28）。内視鏡 ABC 分

結果、血清 A 群と血清 D 群が増加した。一方、胃癌

類は Sydney 内視鏡診断基準や regular arrangement of

149 例の検討では、血清 A 群の癌は 20 例で、除菌例

collecting venules（R AC）
、木村―竹本の内視鏡的萎

25）

22, 26）
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縮の grade をスコア化して総合的に評価して行う。最

クター・ピロリ感染者数および感染率は急速に低下

終的には内視鏡 ABC 分類を基準として胃がんリスク

し、現在は検診対象者の約 40％に低下した 34）。将来、

を評価することで、血清 A 群に含まれる偽 A 問題も解

さらにヘリコバクター・ピロリ感染者数および感染率

消できる。今後は、行政によるヘリコバクター・ピロ

は低下していくことは明らかである 34）。逆に胃癌発生

リ感染の有無、除菌の有無、血清 ABC 分類と内視鏡

のリスクの低いヘリコバクター・ピロリ未感染者は約

ABC 分類および内視鏡検査歴などのデータベース化

60％以上となり、40 歳から 50 歳代はヘリコバクター・

による胃癌のリスク管理が必要となろう 。

ピロリ感染頻度や胃がん罹患率、死亡率が 1990 年代

29）

の 1/2 から 1/3 に減少しており、この年代を含む 40 歳

ヘリコバクター・ピロリの除菌療法と

から 74 歳の対象年齢で一律に胃 X 線検査や内視鏡検

ヘリコバクター・ピロリ感染症の撲滅

査を強いることは住民に対する不利益ばかりでなく、

すでに、ヘリコバクター・ピロリ感染疾患の原因療

医療資源や医療費の無駄でもある。

法による予防や治療効果は消化性潰瘍で実証ずみで

2010 年度の胃の悪性新生物の総患者数は約 21 万

ある。十二指腸潰瘍の約 95％、胃潰瘍の約 70％がヘ

人、国民医療費は約 3,200 億円であり 35）、うち新規患

リコバクター・ピロリ感染が起因とされている。2000

者の約 11 万人分は約 1,600 億円と推計した。胃がんリ

年ヘリコバクター・ピロリの除菌療法が保険適用とな

スク（ABC）検診に変更し、ピロリ菌除菌療法を行う

り、1999 年の十二指腸潰瘍罹患数は 18.6 万人、胃潰

と単年度で約 360 億円、5 年間で約 4,200 億円の医療

瘍は 81.7 万人であったが、2011 年現在ではおのおの

費削減と 33）、逸失利益も約 5,000 億円から約 3,000 億

4.2 万人および 35.5 万人と激減した 30）。当然、ヘリコ

円への圧縮が見込まれる 36）。

バクター・ピロリ感染の原因療法により胃炎が予防さ

若年者へのピロリ菌検診・除菌療法による胃癌一

れ、胃癌発生のイニシエーションとプロモーションが

次予防の経済効果は、全員を対象として 10 ～ 19 歳、

抑制されることで 31）胃癌は確実に予防される。特に若

10 歳～ 29 歳代、10 歳～ 39 歳代で実施をすれば胃が

年者へのヘリコバクター・ピロリ対策が重要である

ん診断・治療費はおのおの約 1,800 億円、6,500 億円、

32）

ことは後項で述べる。

12,200 億円の削減が見込まれる。さらに今後増大する
であろう抗血小板薬や NSAIDs による胃炎や潰瘍の予

経済効果

防効果を勘案すれば、その医療経済効果は計り知れな

胃がん検診には、日本消化器がん検診学会報告

16）

の受診者で算出すると毎年約 600 億円（胃 X 線検診の
機器導入や減価償却費や人件費などを勘案しない）が
投じられている 33）。厚労省の国勢調査に基づく検診
受診者では約 2,000 億円となっている。近年ヘリコバ
表1

結論

1. 二次予防（早期発見・早期治療）のみを目指している
現状の画像による胃がん検診は廃止すべきである。
2. 肝炎総合対策と同様に胃がんリスク（ABC、胃炎）検
診を基にした H. pylori 感染症対策による胃がん撲滅
を目指そう。
3. 除菌による胃がんの一次予防効果が大きい若年（40
歳未満）での対策が強く望まれる。
4. 胃がん撲滅対策はいわゆる団塊の世代が がん年齢に
突入した今や時間との闘いでもある。
急がなければならない！

いものがある 33）。

まとめ
紙面の都合ですべてをいいつくせないが、結論は表
1のようになる。
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本年（2013 年）2 月 21 日「ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎」に対する除菌療法が保険適用となったことで、今
年を胃がん撲滅元年と位置づけることができる。すなわち胃がんリスク（ABC、胃炎）検診で胃がんリスクを層別
化した後、超低リスク群（A 群）を除外したリスク群（B、C、D 群）に対して保険診療で内視鏡検査を施行し、胃
癌の有無を確認後、除菌療法を行う。その後は内視鏡で厳重な経過観察をするという一連の流れで胃癌死は確実
に減少するからである。このことは当然従来の二次予防（早期発見・早期治療）のみを目指した「画像による胃
がん検診」の終焉を意味する。
胃癌の原因がヘリコバクタ－・ピロリ感染と特定された現在、今後の胃癌対策は従来の二次予防から肝癌対
策同様の感染症由来癌対策として、一次予防にシフトすることは当然のことであろう。すなわち検診（マススク
リーニング）は胃がんリスク（ABC、胃炎）検診まで（できれば特定健診とセットにし受診率をあげることが肝要）
とし、その後は専門医による保険診療に移行する。これにより行政や企業の検診費用は著しく減少し、受診者に
とっても現在増加しつつある超低リスク群に無用な画像検査を強いることなく、リスク群には保険診療で除菌が
できることになり、双方に大きなメリットがもたらされる。今まさに関係者は「心開いて」新しい時代を迎え入れ
るべきである。
キーワード：胃がんリスク（ABC、胃炎）検診、胃がん検診、H. pylori 除菌
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Abstract
The goal of cancer screening is the reduction of cancer-mortality. In Japan, gastric cancer mass
screening using stomach radiography has been mandated for long time for aiming to secondary prevention (early detection and treatment). However, shortage of doctors and technicians responsible
for stomach radiography is a major problem, in addition to decrease of examinee by concerns such as
radiation exposure. Stomach radiography is not routine in daily practice already. And many gastric cancers have been found by endoscopy. This tells us exactly that there is a large gap in the gastric cancer
screening and daily medical practice. Currently the main cause of gastric cancer has been identified as
H. pylori infection, it is the time to change strategy to the primary preventive measure for gastric cancer,
which is as same as liver cancer control, focusing on hepatitis viruses. In other words, the gastric cancer
screening by images could be ceased. Then, the risk of gastric cancer by introducing the serum ABC
classification is an alternative mass screening, and both primary care doctors and patients share the gastric cancer risk together with endoscopic ABC classification is truly beneficial for daily practice.
Keywords: mass screening for gastric cancer, serum ABC screening, daily medical practice

る人であれば誰もが知っていることである。そもそも

はじめに

胃癌の原因が H. pylori 感染症と特定された現在、こ

表記の演題でシンポジストとして講演するよう依頼

の感染診断を無視した胃 X 線検診をわが国のみで対

を受けてから、いろいろ考えてみたが、現状の X 線法

策型検診として推進継続してゆく科学的根拠は低い。

による胃がん検診と日常診療にはほとんど接点が無い

今回はその現状と問題点、さらに胃癌を感染症ととら

ことの認識が強くなった。日常診療での胃の検査は内

えた新しい視点からの「胃がん対策」と日常診療のか

視鏡が標準であり、X 線検査とはほとんど無縁である

かわりについて述べたい。

からである。胃 X 線検診による癌発見率といっても、
多くの異所チェック（やぶにらみ）を含んだ内視鏡検
査によるものであることは、胃がん検診に携わってい

胃がん検診の現状と問題点
対策型としてのがん検診は、科学的根拠に基づき、

受稿 2013 年 10 月 1 日 受理 2013 年 11 月 1 日
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利益と不利益を勘案し、より多くの人に、より安全

果の科学的根拠がないばかりか、放射線被曝量、コ

に、より正確に、より安いコストで行うことが基本で

ストベネフィット、癌発見率、等々看過しがたい多数

ある。現在、国の指針として「科学的根拠に基づい

の問題を含んでいる（表 2）
。これらの理由から、これ

て」行われている「胃 X 線法による胃がん検診」の現

まで胃がん検診を担ってきた胃 X 線検診は今後、段階

状はどのようなものであろうか。日常診療との接点は

的に中止していくべきであろう。

あるのか考えてみた。

日常診療では「胃の検査」といえば胃内視鏡検査の

最新の胃がん検診（X 線）の受診者は約 700 万人 /

ことであるが、胃がん検診は X 線検査（間接あるいは

年で、受診率は 10 ％を下回り、地域がん登録から推

直接）であり、内視鏡検査は精査と位置付けられてい

計された年間胃がん罹患数のうち、検診発見癌の割

る。
「胃がん検診ガイドライン」2）によれば、死亡率減

合は 5％に満たない（図 1）
。また、老人保健法が施行

少効果が科学的に不明であるから対策型としての胃が

された昭和 57 年（1982 年）以降だけをみても、胃がん

ん検診には推奨しないとされている内視鏡検査で精検

検診費用に 1 兆数千億円の公的巨費を投じながら、実

を行うというのも理論的におかしな話である。実際の

際の胃癌死亡数や死亡率は減少しておらず、毎年 5 万

日常診療では、胃 X 線検査でひろいあげられた所見で

人もの尊い生命が失われている 。さらに、その逸失

精検と称する内視鏡検査を行い、いわゆるやぶにらみ

1）

利益を勘案すれば、その損失は膨大なものになる。

（異所チェック）癌が数多く発見されていることは胃が

現状の胃 X 線検診における不利益も無視できない

ん検診に携わる関係者の周知の事実である。胃 X 線法

（表 1）
。特に近年「死亡率減少効果あり」とされた間

が胃がん検診にそぐわなくなってきた理由は、少なく

接 X 線法に代わって個別検診や人間ドックで行われて

とも 4 つあげられる（表 3）
。このように、時代背景や

いる直接 X 線法（デジタル法を含む）は死亡率減少効

疾病構造の変化、長足な医学の進歩等により胃 X 線法

6.0
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胃癌数
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頻度
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ノーベル賞
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図1
表1

胃がん検診受診率（X 線）と検診発見癌の胃癌罹患数に対する割合の推移
＊

バリウム検査の PMDA（Pharmaceuticals and Medical Devices Agency） への副作用報告
患者から救済措置を求める申告
企業から副作用として申告

症例数

年度

2009 年 2010 年 2011 年

計

消化管穿孔

23

48

54

125

腹膜炎など

33

41

37

111

腸閉塞

3

7

13

23

上村直実：The Mainichi Medical Journal, June 2013

症例数

年度

消化管穿孔

2009 年 2010 年 2011 年
3

5

6

計

14
5 例は死亡

腹膜炎など
＊

PMDA：独立行政法人
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による胃がん検診は、日常診療と大きく乖離
してしまった。

間接撮影法 直接撮影法（個別検診、
（集団検診）
人間ドックなど）

胃 X 線検査法

3,866,862

胃がん発見率（％）
（2008 年）

1,236,602

胃がん 1 件発見費用（万円）

331

709

がん検 診ガイドライン 2013 年 版ドラフト 」

放射線被曝線量（mSv/ 回）

0.6

3.7 ～ 4.9

は、胃 X 線法のみを科学的根拠があると推奨

＊ 1996 ～ 2006 年のデータで算出

たといわざるを得ない。しかし、最近、
「胃

＊

し、内視鏡や胃癌リスク（ABC）検診を推奨
しないとして公開され、パブリックコメントを求めた。
これに対し、私たち NPO は、2005 年のガイドライン

これからの胃癌対策と日常診療のかかわり

が科学的に検証されず、また前述した胃 X 線検診の現

臨床的知見、疫学的知見、実験的知見および分子

状を無視していること、科学的根拠として引用された

生物学（遺伝子）的知見より、胃癌が H. pylori 感染症

論文の対象集団が現在および将来と大きく乖離してい

であることは明らかである 4, 5）。H. pylori 未感染者はほ

ること、さらに、検診受診者や検診現場の意見が反

とんど胃癌にはならないことがわかっている。松尾ら 6）

映されていないことを主としたパブリックコメントを

によれば、厳格に H. pylori の持続感染や既感染を否

提出し、2013 年版ドラフトの抜本的な再考を求めて

定した H. pylori 陰性胃癌の割合は 0.66％であると報告

いる 。

されている。この頻度は 2009 年の日本乳癌学会報告

3）

に基づく男性の乳癌の頻度と同程度である。このほと
んど胃癌にならない H. pylori 未感染者をふるいわける
表 3 胃がん検診に胃 X 線法がそぐわなくなった 4 つ
の理由
1. 受診希望者が減少（内視鏡を望む人が多い）
日常診療では内視鏡が主流
2. 診断精度の問題（早期胃がんの示現率 39 ％。都立が
ん検診センター、西沢ら）
撮影技師、読影医の個人格差が大きい
3. X 線法による被曝やバリウムの副作用など不利益の
存在
4. 胃 X 線検査に興味を持つ若手医師と指導医の減少
さらに 40 歳以上人口の約 50％が胃癌リスクのほとんど
ない H. pylori 未感染者である現状で一律に被曝を強いる
ことは医の倫理に反する。

方法として、血清 H. pylori 抗体と胃粘膜萎縮のマー
カーである血清ペプシノゲン値を同時測定する血清
ABC 分類が有用である 7）。高崎市では 2006 年より全

国に先駆けて胃癌リスク（ABC）検診を導入し実績を
あげてきた 8 ～ 10）。
わが国では 1999 年に日本肝臓学会の肝癌撲滅運動
が始まり、2009 年に肝炎対策基本法が成立した。こ
の運動と対策の流れのなかで肝癌の罹患人数は 2003
年より横ばいとなり、2009 年には肝癌死亡が減少に転
じた 11）。2013 年 2 月にヘリコバクター・ピロリ感染胃
炎に対して除菌治療の適用が拡大されたことにより、
これからの胃癌対策は、この

表4

肝炎総合対策をそのままなぞ

肝癌対策と胃癌対策

癌対策

肝癌対策

胃癌対策

りH. pylori 感染症対策を行っ

検診

肝炎検診

胃炎検診

肝炎ウイルス未感染者の除外

ピロリ菌未感染者の除外

ていく方 向になった（ 表 4）
。

感染診断

C 型・B 型肝炎ウイルス

H. pylori 胃炎（ABC 検診）

画像診断

超音波検査・CT 検査など

内視鏡検査など

日常診療

専門医による囲い込み

専門医による囲い込み

治療・一次予防

インターフェロン療法など

ピロリ菌除菌療法

胃炎）検診によりH. pylori 未

肝癌発生の予防

胃癌発生の予防

肝癌の早期発見

胃癌の早期発見

感染者を除外し、胃癌未発症

経過観察・二次予防
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すなわち、胃癌を H. pylori 感
染 症ととらえ、 血 清 ABC 分
類による胃 癌リスク（ABC、

である H. pylori 感染者に対し
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0.06
11,311

検診単価（円）
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0.1
4,116
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間）胃がん検診の主役であった「胃 X 線検査
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約半世紀にわたり（筆者にとっては 47 年
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ては除菌による一次予防を行う。H.

年齢＜40 歳で警告徴候＊なし

pylori（ 既）感染者に対しては定期

H. pylori 検査（尿中抗体）

的な内視鏡検査による経過観察を
行い、胃癌早期発見者に対しては
内視鏡手術（ESD）や低侵襲手術で
対応する。このような予防・診断・
治療の三位一体の胃癌対策をすす
めることで、日常診療の果たす役割
は大きくなる。
そして、H. pylori 感 染 胃 炎に対
する除菌療法の適用拡大により除

陰性
治療（PPI など）

新 F スケール
など

不成功

上部消化管内視鏡検査・生化学検査
腹部超音波検査などを考慮

陽性
上部消化管内視鏡検査・生化学検査
腹部超音波検査などを考慮
治療（H. pylori 除菌、PPI 投与など）

＊ 警告徴候：出血、貧血、早期食満感、説明できない体重減少（＞ 10％体
重）
、進行性の嚥下困難、嚥下痛、持続する嘔吐、消化管癌の家族歴、
胃食道の悪性腫瘍の既往歴、明らかな消化性潰瘍の既往歴、リンパ節腫
脹、腹部腫瘤

図2

菌後の胃癌症例や除菌未判定率の

上部消化管症状を訴える若年者への対応

増加が見込まれる。また、胃癌の
低リスク群を除外する血清 ABC 分類では偽 A 群が増

感染胃炎に対する除菌療法が保険適用となった現在、

えることも新たな問題となろう。これからは血清 ABC

「これからの胃癌対策」は二次予防のみを目指してい

分類と内視鏡所見を照らしあわせ、H. pylori の未感

る「画像による胃がん検診」から、一次予防に直結す

染、持続感染、既感染を客観的に（内視鏡的 ABC 分

る胃癌リスク（胃炎）検診へ転換すべきである。すな

類との対比）判定し、そのリスクに沿った対応をして

わち、死亡率減少を目的とする「がん検診」から予防

いくことがきわめて必要である 。このように今後の

による死亡率減少をはかる「感染症対策」への転換で

胃癌対策には日常診療がますます大きくかかわってく

ある。胃癌リスクをリスク検診結果と内視鏡所見を対

ることになる。

比したうえで本人とかかりつけ医が共有することで、

12）

真に日常診療に役立つ検診（mass screening）となる。

若年者への対応

これはまさに肝炎検診により肝癌をはじめとする多く

日常診療における上部消化管疾患の診断では、ま
ず問診が重要となり、改訂 F スケール 13）も重用して
いる。その後は、血液・尿検査（Pepsinogen 値、H.
pylori 抗体を含む）や上部消化管内視鏡検査、腹部超
音波検査などを行い診断・治療へと進んでいく。しか
し、高齢者と比べ器質的疾患の少ない若年者に対して
一律にこれらの検査を行うことは医療経済や医療資源
の有効活用、患者負担などにおいて非効率的である。
当クリニックでは若年者に対しては図 2 に示すフロー
チャートを用いた診療を基本としている。H. pylori 感
染の有無が検診でわかれば日常診療はきわめて効率的
となる。若年者に対する H. pylori 検診を国策として行
うことで、その後の除菌療法とあいまって将来の胃癌
発生を減少させるだけでなく、胃・十二指腸潰瘍など
他疾患の予防にも大きく貢献することが期待される。

おわりに
胃 癌の原因が H. pylori 感 染と特 定され、H. pylori

の肝疾患のリスクを日常診療のなかで受診者とかかり
つけ医が共有する肝炎対策とまったく同様である。
文 献
1） 乾 純 和， 大 和 田 進， 乾 正 幸： わ が 国 の 胃 癌
対 策 に つ い て － そ の 現 状 と 将 来 展 望 －．THE GI
FOREFRONT: 2011, （
7 2）
: 23-5.
2） 平成 17 年度厚生労働省がん研究助成金 がん検診
適切な方法とその評価法の確立に関する研究班（主
任研究者 祖父 江友 孝）
．有効性評 価に基づく胃
が ん 検 診 ガ イド ライン．2005.（Accessed at http://
canscreen.ncc.go.jp/）
3） 認定 NPO 法人：日本胃がん予知・診断・治療研究
機構．有効性評価に基づく胃がん検診ガイドライン
2013 年版・ドラフトに対するパブリックコメント．
2013（
. Accessed at http://jrf-pdt-gc.org/messages/）
4） IARC monographs on the evaluation of carcinogenic
risks to humans. In: Schistosomes, liver flukes and
Helicobacter pylori. L yon, France: IARC; 1994: 177240.
5） Malfer theiner P, Megraud F, O'Morain CA, et al.:
Management of Helicobacter pylori infection - the
Maastricht IV/ Florence Consensus Report. Gut: 2012,
61（5）: 646-64.（gutjnl-2012-302084［pii］10.1136/

日本がん検診・診断学会誌

Vol.21 No.3

日本がん検診・診断学会誌 21
（3）
：281-285、2014

わが国では長らく胃 X 線検査による二次予防（早期発見・早期治療）を目的とする胃がん検診が行われてきた。
しかし、被曝などの問題もあり受診者が減少しているだけでなく、胃 X 線検査を担う技師や医師も減少している
ことは大きな問題である。すでに胃 X 線検査は日常診療でほとんど行われず内視鏡検査が主流となり、数多くの
胃癌が発見され内視鏡治療されている。まさに日常診療と胃がん検診に大きな乖離があることを物語っている。
胃癌の原因が H. pylori 感染と特定され、H. pylori 感染胃炎に対する除菌療法が保険適用となった現在の「これか
らの胃がん対策」は、二次予防のみを目指している「画像による胃がん検診」から、肝癌対策と同様に「感染症対
策」として一次予防に直結する胃癌リスク（胃炎）検診へ転換すべきである。検診（mass screening）は胃癌リス
ク（ABC）検診までとし、胃癌のリスクを本人とかかりつけ医が共有することで、真に日常診療に役立つ検診と
なる。
キーワード：胃がん検診、ABC 検診、日常診療

日本がん検診・診断学会誌

原 著

10）吉川守也，乾 純和，大和田進，ほか：胃癌リスク
検診の現況－高崎市住民検診における試み．臨床消
（8）
: 1117-23.
化器内科：2013, 28
11）全がん死亡数・粗死亡率・年齢調整死亡率（1995 年
．国立がん研究センターがん対策情報
～ 2011 年）
．Accessed at
セ ン タ ー， が ん 情 報 サ ー ビ ス，2013（
http://ganjoho.jp/professional/statistics/index.html）
12）乾 正幸，乾 純和，大和田進，ほか：経鼻内視鏡
スクリーニングの実態と問題点－住民検診の立場か
（6）
: 927-37.
ら－．胃と腸：2012, 47
13）Kusano M, Hosaka H, Kawada A, et al.: Development
and evaluation of a modified Frequency Scale for the
Symptoms of Gastroesophageal Reflux Disease to
distinguish functional dyspepsia from non - erosive
reflux disease. J Gastroenterol Hepatol: 2012, 27（7）:
1187-91（
. 10.1111/j.1440-1746.2012.07121.x.）

特 集

要旨

285

講 演

gutjnl-2012-302084.）
6） Matsuo T, Ito M, Takata S, et al.: Low prevalence of
Helicobacter pylori -negative gastric cancer among
Japanese. Helicobacter: 2011, 16（6）: 415-9（
. 10.1111/
j.1523-5378.2011.00889.x.）
7） 胃がんリスク検診（ABC 検診）マニュアル．胃がん撲
滅のための手引き．東京：南山堂；2009.
8） 乾 純和，吉川守也，安部 純，ほか：住民検診に
おいて Helicobacter pylori 検 査 はど のように 活 用さ
れるか？－血清 H. pylori 抗体価，血清ペプシノゲン
値同時測定による胃がん検診（ABC 検診）の試み－．
Helicobacter Research: 2007, 11: 554-61.
9） 大和田進，乾 純和，乾 正幸，ほか：Helicobacter
pylori 抗体、Pepsinogen による胃健（検）診 ― ABC 健
（検）診―．日本ヘリコバクター学会：2010, 12（1）:
12-8.

2014

