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50歳以上の胃がん検診 において、除菌治療によるピ
ロリ菌検診は、ピロリ菌検診を実施しない場合、胃バ
リウム検査や胃内視鏡検査と比較して、費用対効果が
より優れていることを実証してきた。
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胃がんはピロリ菌感染
から始まる （文献１から引用）

に減らすことができる。
これまでに蓄積された科学的根拠に基づいて、日本
は、国民の命を胃がんから守るために、現在の胃がん
施策体系を抜本的に見直し、国の胃がん対策の根幹に
ピロリ菌除菌戦略を据えた新しい胃がん施策体系を早
急に確立する必要がある。今こそ、限られた予算の中
で、二次予防重視型の費用対効果の低い胃部X線検査
や胃内視鏡検査から、一次予防根治型の費用対効果の
高いピロリ菌除菌戦略による胃がん検診へ、大きく方
向転換を図らなければならない。同時に、ピロリ菌除
菌成功後の胃がんの早期発見のために、精度の高い胃
内視鏡検査による全国の検診体制の環境整備も早急に
進めていく必要がある。
日本は、費用対効果の高いピロリ菌除菌戦略をさら
に積極的に導入した胃がん政策を強力に推進して、す
べてのピロリ菌陽性の国民が除菌することを実現さ
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明らかになった。その確からしさを検証するために行
った一元感度分析と確率的感度分析から、結果は極め
て強固であることがわかった。
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ピロリ菌除菌戦略の経済効果と胃がん予防効果
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