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がん検診には、市区町村中心となって実施される対
策型検診と人間ドックなどの任意型検診がある。対策
型検診ではがん検診ガイドラインや厚生労働省のがん
検診の指針に準拠することが求められており、長年に
わたって胃X線検診のみが推奨されてきた。それに対
して、臨床の現場ではスクリーニング検査においても
胃内視鏡検査だけが実施されるようになっている。外
科手術で完治できる胃癌の発見が目標であった年代か
ら、より早期の胃癌を内視鏡で見つけて内視鏡治療で
完治させる時代に変わったからである。一方では、胃
癌発症予防を目的に Helicobacter pylori（H.pylori）除
菌治療が広く行われるようになった。

そのような時代背景のなかで、「有効性評価に基づ
く胃がん検診ガイドライン2014 年度版」1）では、複
数の研究で死亡率減少効果を示す相応な証拠があると
認められて、対策型胃がん検診に胃内視鏡検査が認め
られた。そして、「がん検診のあり方に関する検討会中
間報告書」2）で、「検診方法は胃部X線検査または内視
鏡検査とする。対象年齢は50歳以上とする。検診間隔
は2年に1度とする」との提言がなされた。

さらに、2017年には日本消化器がん検診学会によ
って「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル」3）

が作成されて、全国各地で対策型検診への内視鏡検査
の導入が始まってきている。

日本消化器がん検診
学会の全国集計成績で
は、2014年度の胃X
線検診受診者総数は
6,668,592人でほぼ横
ばい状態である。発見
胃癌の実数は5,041例
（0.075%）である４）。
それに対して内視鏡検
診受診者の全国集計数
は、集計対象施設が限
定されているため2014
年度でも541,243人に
過ぎないが、実際は急
激に増加していることが想定される。

筆者が勤務している早期胃癌検診協会の過去30年の
実績をみると、X線検査は1996年までは2万件を超え
ていたが、その後は1万件台となり漸減傾向が続いて
いる。それに対して、内視鏡検査は年間 6,000件前後
でほぼ一定である。検査枠数に限界のために受託して
いる職域検診における内視鏡検診数拡大の希望の増加
に対応できていないのが実情である。50歳以上の人全
員を対象とする内視鏡検診が普及するとますます需要
に対応できなくなることが危惧される。

はじめに 胃がん検診受診者の推移
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胃がん検診ガイドライン2014 年度版1）では対策型
胃がん検診には認められなかったが、内視鏡検診の質
を保つためにも胃がんリスクを考慮した絞り込みは不
可欠であるのは言うまでもない。JPHCのコホート研
究５）でも胃癌発症に深く関与する因子は年齢とH.py-
lori 感染であることが報告されており、現実的対応と
して胃がんリスク層別化検査（ABC検診）6）を併用し
た内視鏡検診が望まれる。

雑誌「胃と腸」7）に掲載された職域検診で実施され
た胃がんリスク層別化検査の成績（みずほ健保2015
年11月集計）を図1に示すが、検診対象者69,034人
中、H.pylori 血清抗体3未満u/mlを陰性としたA群は
52,423人（75,9%）であった。B群と判定されたのは
5,551人（8.0%）であったが、うち1,343人はH.pylori
陰性高値（抗体価3～10未満u/ml）であった。H.py-
lori 、 ペ プ シ ノ ゲ ン 法 共 に 陽 性 の C群 は 1,773人
（2.6%）、そして自然除菌と推測されるペプシノゲン法
のみ陽性のD群は451人（0.7%）にすぎなかった。一
方、除菌治療に成功しているE群は7,640人（11.1%）
であった。酸分泌抑制薬服用中、腎機能障害、胃切除後
などで判定不適されたF群は1,196例（1.7%）であった。

H.pylori 感染者が年々減少していることは広く知ら
れているが、胃がん発症リスクが極めて低いA群が既
に職検診対象者の3/4を占めるという実態を、胃がん
検診においても無視はできない。特に胃がん内視鏡検

診において、胃がんリスクを考慮した絞り込み、すな
わち胃がんリスク検診の不可避であることを強調して
おきたい。

2013年2月21日付の厚労省保険局医療課長通知
“「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関
する取扱いについて」の一部改正について”によっ
て、除菌治療による胃癌の一次予防が保険診療におけ
るH.pylori 胃炎への除菌治療の適応拡大という形で実
質的に認められた8）。

2016年に公表された厚生労働省「がん予防重点健
康教育及びがん検診実施のための指針がん予防重点健
康教育」９）では胃がんに関する記載として、がん検診
を受診することの重要性に加え、「胃がん予防健康教
育を実施する場合は、胃がんの予防においては、食生
活の改善、禁煙、ヘリコバクター・ピロリの除菌等の
一次予防と二次予防（検診）とが共に重要な役割を担
うことから、胃がん検診と緊密な連携が確保された実
施体制を整備するなど、その効率的・効果的な実施に
配慮する」と記載されている。日本では、公的にも胃癌
予防を目的とした除菌治療が認められたわけである。

その結果として、H.pylori 除菌治療を受けた内視鏡
検診受診者が急速な増加している。当施設における内
視鏡受診者の背景胃粘膜を、胃炎除菌保険認可前の
2010年7月、認可直後の2014年7月、そして直近の
2017年7月の3時点で比較検討した結果、H.pylori 除菌

H.pylori 除菌治療と胃がん検診

胃がんリスク層別化検査を利用した
胃がん検診

職域検診で実施された胃がんリスク層別化検査の成績（みずほ健保2015年11月集計　H.pylori 抗体 3未満u/mlを陰性と判定）図１

A：H.pylori 陰性、ペプシノゲン陰性
B：H.pylori 陽性、ペプシノゲン陰性
C：H.pylori 陽性、ペプシノゲン陽性
D：H.pylori 陰性、ペプシノゲン陽性
E：除菌治療成功後群
F：酸分泌抑制薬服用中、腎機能障害、胃切除歴がある群 （胃と腸：53:545-552,2018 から引用）
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治療成功患者の割合は7→23→31％と増加していた。
それに対して、当然のことながら、H.pylori 現感染者は
47→24→11％と低下していた。未除菌治療にもかかわ
らずH.pylori 検査陰性の自然除菌者は1.5％前後で変化
はなかった。一方、内視鏡的に萎縮を認めず未感染と診
断された症例は45→51→56%と漸増していた（図2）。

除菌治療後の患者が増加し続けている結果と考えら
れるが、当施設においても除菌後発見胃癌が年々増加
してきている。2012年度から2018年度までの間に胃
がんが診断された症例について背景胃粘膜を調べた結
果、現感染胃に発見された胃癌症例は68%から15%に
漸減したのに対して、大半は除菌治療後であった既感
染胃に発見された胃癌症例は21%から69％まで増加し
ていた（図3）。

除菌治療の普及による胃癌の発見率の減少は今のと
ころ我々の施設では確認されない。しかし、進行胃癌
が診断されることが年々減少して、わずかな凹凸を示
すだけの発見すら困難な除菌後早期胃癌が診断される
ことが多くなった。2012年以降に当施設発見胃癌の
なかで進行胃癌の割合は、2012年16%、2013年25%
であったのが、2017年は5％に減少して、2018年は
7月時点まででは0%であった。除菌治療後に発見され
た進行胃癌3例が除菌1～2年後に発見された症例であっ
たことからも、強力なプロモーション作用を持つH.pylori
が消失した後に成長する除菌後胃では、胃がんが発生
しても発育の遅いおとなしい病変になるのかも知れない。

一方、特に意識して探しているからかもしれないが、
全体の5％前後にH.pylori 未感染胃がんが診断されてい

ることは無視できない数字である（図3）。胃がんリ
スク層別化が基本となるが、未感染者についても勘案さ
れた効率的な胃がん検診の構築が望まれる。

胃内視鏡検診が本格的に始まろうとしている。胃内
視鏡検診を普及し発展させるためにも、胃がんリスク
層別化検査を導入した胃がん検診体制の構築が必要で
あると考える。一方、H.pylori 除菌治療後患者数が急
速に増加してきている今日では、ピロリ既感染患者で
あっても全員一律に扱うことは困難であり、既感染患
者の胃がんリスク評価法が待たれるところである。
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早期胃癌検診協会における内視鏡検査施行例の
背景胃粘膜のH.pylori 感染状況の推移

（各年共に7月単月の成績）
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早期胃癌検診協会で最近診断された胃癌症例の
背景胃粘膜―H.pylori 感染との関係で

（2018年は1～7月の集計）
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■ 平成30年度　ご支援のお願い
今年度も引き続き胃がん撲滅に向けて活動して参ります。みなさまのご支援をよろしくお願いいたします。

【寄附および賛助会費】平成30年度（平成30年4月1日～平成31年3月31日）
賛助会費（個人）1口 3,000円　　賛助会費（法人）1口 30,000円　
当機構は平成25年5月29日に認定NPO法人になり、ご寄附に対し税制上の優遇措置がございます。先ごろ東京
都より、当法人の賛助会費には任意性があり対価性がなく寄附金として差し支えないとの判断をいただき、
今年度より賛助会費も寄附金同様の税制上の優遇措置を受けられます。賛助会費・寄附金を納入いただいた
方には順次証明書類を発行いたします。

■ お振込み先

☆お振込の際、ご親族・職場等、複数の会員様でまとめる場合は、お手数ですが払込取扱票の通信欄に全員のお名前をご記入下さい。
■ 転居・所属変更・退会希望等は、お早めにFAX・メールにて事務局までお知らせ下さい。

認定NPO法人 日本胃がん予知・診断・治療研究機構
電話  03-3448-1077 　FAX  03-3448-1078 E-mail : info@gastro-health-now.org

＊三菱ＵＦＪ銀行   目黒駅前支店　普通預金 No. 0008527
特定非営利活動法人 日本胃がん予知・診断・治療研究機構 理事長 三木 一正

＊郵便振替　 00130-9-429200　 日本胃がん予知・診断・治療研究機構

Lタイプワコー　H.ピロリ抗体・J の外注先情報
施設名：(株)江東微生物研究所
お問い合わせ先：右記QRコードより最寄りの営業所にお問い合わせください。

第10 回 白金カンファレンス
日　　時 ： 2018 年 12 月 14 日（金） 18：25～20：30  
場　　所 ： 東京グランドホテル 桜の間（東京都港区芝 2-5-2   都営三田線  芝公園駅 A1 出口 徒歩２分）
対　　象 ： 医療関係者・検診担当者および一般の方　定員 150 名  先着順  満席はホームページでお知らせします
参 加 費 ： 無料

参加申し込みはメールまたは FAX でお願いします
Ｅ-mail：info@gastro-health-now.org     FAX：03-3448-1078

◆ 特別講演Ⅰ：「統計から見た胃がんのリスク層別の可能性」
講師　国立がん研究センターがん対策センターがん統計・総合解析研究部部長 片野田耕太先生

日本人のがんの特徴は、喫煙などの生活習慣だけでなく、感染と関連するがんが多い点である。その代表的なものが、
ヘリコバクターピロリ菌による胃がんである。感染要因はその有無によってがんリスクが大きく異なり、また感染対
策により一定のコントロールが可能であるため、リスク層別や個別化が適している。例えば、ピロリ菌感染と萎縮性
胃炎を組み合わせたいわゆる ABCD 分類では、胃がんの生涯累積罹患リスクが男性で最大 35.5%から最小 2.4%
まで、女性で最大18.0%から最小1.2%まで異なる。本講演では、胃がんを中心に統計データからリスク層別の可
能性を考察したい。

◆ 特別講演Ⅱ：「厳密なピロリ感染診断に基づくピロリ抗体 6 キット同時測定評価」
講師　青山内科クリニック胃大腸内視鏡/IBD センター院長 青山伸郎先生

ピロリ感染を軸にした胃癌診療体系は重要であるが、頻用されている栄研化学 E プレート法は陰性高値の問題から
ABC 分類では 2017 年 4 月から 3U/mL 以上が陽性と表記されるようになった。一方、続いて出た同社ラテック
ス法は同様に陰性高値があり、かつ、未感染で 3U/ml 未満になる割合が有意に低く（96%. vs 80% P<0.01）両
者は異なった分布であることを我々は報告した（日本ヘリコバクター学会誌 2017）。病理組織評価を加味した厳密
なピロリ診断を行った未感染 293 例、現感染 194 例、除菌後 269 例を対象に本邦で使用可能な３社 6 キットで
同時測定した。6 キットの未感染・現感染抗体価分布、至適 ROC 比較に加えて、現感染では菌量・炎症・萎縮・化
生、除菌後では時間経過の関与を詳細に示し今後の抗体運用に言及する。

告知
設立10周年記念

おかげさまで、当法人は設立10周年を迎
えることができました。厚く御礼申し上
げます。東京大学、東邦大学で10年間

継続した厚生労働省研究班（三木班）の胃がんリスク層別化に
関する研究報告は、平成17年朝日がん大賞、第37回高松宮妃癌
研究基金学術賞をいただくことができ、この賞金をもとに、これ
までの成果を社会に還元すべく、当法人を設立いたしました。
このたび、日本の胃がん検診の総本山ともいえる「早期胃癌検
診協会」の榊信廣先生から、胃がんリスク層別化の手法が、こ
れからの胃がん検診に有用であるというご提言をいただき、意
を強くしております。

「1）ピロリ菌感染に由来する、2）胃粘膜萎縮が  3）胃がん
のリスクであるという理論を、検診に応用する」―10年間、私

たちがやってきたことは、たったこれだけですが、
1）ピロリ菌感染診断キットが複数出回るようになり、全ての

キットに対しての胃がんリスク層別化に最適な基準を設定
できていない

2）胃がんリスク層別化に最適な胃粘膜萎縮診断の手法を確立
できていない

3）胃がんリスクの層別化を検診に応用する具体的手法を提案
できていない

というのが現状です。ゴールが見えているようで、実は道半
ば、それどころか、ようやくスタートラインに立てたという気
持ちでおります。この10年の成果は「解決しなくてはならない
課題が明らかになった」ということです。残された時間をこれ
らの課題の解決に捧げ、胃がんリスク層別化の手法を、完成さ
れた形で次世代に伝えることをお約束いたします。       （Ｍ）

あとがき


