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　梅の花が満開の 2013 年 3 月 16，17 日に，滋賀県大津

市において「第 1 回ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診

研究会」が開催されました．会場は琵琶湖が目の前に広

がる「ピアザ淡海」と筆者の勤務する社会保険滋賀病院

でした．

 

　さて，ピロリ菌（Helicobacter pylori：H. pylori）と胃が

んとの関係および除菌による胃がん抑制効果が明らかに

なり，胃がん検診に H. pylori 感染の有無を考慮しなけれ

ばなりません．2013 年 2 月 22 日には H. pylori 感染胃炎

に対する保険適用も認められ，感染者全員が保険で除菌

療法を受けられるようになりました．このような状況で

今までの胃がん検診をそのままつづけてよいわけはあり

ません．胃 X 線検診をなくすべきだという意見さえ出て

います．しかし，残念ながら検診関連学会の対応は遅れ

ています．そこで，胃がん検診を今後どのようにしてい

くべきかを徹底的に話し合い，できればコンセンサスを

得ることができるような，学会をリードする研究会を設

立したいという趣旨で，全国の 16 人の専門家が集まり，

本研究会が設立されました（研究会抄録集 URL 参照：

http:／／shigabyouin.jp／topics／program.pdf）．

 

　第 1 回研究会は代表世話人の筆者が企画・主催する

こととなり（写真 1），日本の地理的中心・大津市に集

まってもらうこととしました．滋賀は天智天皇の時代と

織田信長の時代には正に日本の中心でしたが，今は一地

方都市に過ぎません．このようなところで研究会を開催

しても人が集まらないのではないかと危惧されました

が，実際ふたを開けてみますと多くの人が来てくださり

（2 日間で延べ 114 人参加），本研究会のテーマに対する

関心の高さがわかりました．

 

　会の内容ですが，初日はまず，主題 1 としてパネル
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写真 1　代表世話人として筆者より挨拶
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ディスカッション「ピロリ菌感染者全員除菌時代の胃が

ん検診はどうあるべきか？」を開催しました．司会は 

KKR 高松病院健康医学センター安田貢先生と筆者が務

めさせていただきました（写真 2）．また，主題 2 として

パネルディスカッション「ピロリ菌感染胃と未感染胃の

画像による区別―ゴールドスタンダードはどのような所

見か？」を開催しました．司会は，山形市の大泉胃腸科

内科クリニック大泉晴史先生と徳島県総合健診センター

青木利佳先生にしていただきました．各パネリストの発

表内容と司会者のまとめを本レポートのあとに掲載しま

すので，ご覧ください．なお，詳しい抄録は，抄録集の 

URL（http:／／shigabyouin.jp／topics／program.pdf）からダウ

ンロードしてください．

 

　第 1 日目の研究会の後は，ホテルピアザの琵琶湖を見

下ろす展望浴場で和やかに汗を流し，その後は懇親会，

そして，さらにその後は大部屋で「エンドレスの会」を

開催しました．エンドレスの会では，差し入れのお酒を

飲みながら大部屋で膝を付き合わせ，午後 11 時半ごろ

まで真剣な議論が交わされました．「日本のこれからの胃

がん検診をわれわれが作っていくのだ」という熱気が感

じられるたいへん有意義な時間でした．大部屋で複数の

者が一緒に寝るという機会は最近あまり経験しなくなり

ましたので，たまにはこのような機会もよいと思いまし

た．もちろん部屋からの眺めも最高でした（写真 3）．と

くに夜景と早朝の琵琶湖の景色は抜群でした．雁が群れ

をなして早朝の琵琶湖につぎつぎと飛んでくる様子，「落

雁」が見られました．

 

　研究会 2 日目は，社会保険滋賀病院で医師研修会を開

催しました．これは，日本消化器がん検診学会近畿地方

会の医師研修会に本研究会がサポート（後援）をすると

いう名目で同時開催させていただいたものです．出席者

は 35 人でした．今回の医師研修会では，研究会の主題 

3 として「胃 X 線検査によるピロリ菌感染診断とその応

用」を掲げ，筆者が講師を務めました．研修会は 10 症

例のプレテストで始まり，講義 1 では「胃 X 線検査によ

る Helicobacter pylori 感染診断」を，講義 2 では「Helico-

bacter pylori 除菌後の胃 X 線画像の変化」を解説しまし

た．昼ごはんは滋賀の観光弁当を用意しました．滋賀の

名物ばかりが揃えられた珍しいお弁当でした．午後から

写真 2　パネルディスカッション（主題 1）の様子

写真 3　ホテルピアザからのすばらしい琵琶湖の眺め



Helicobacter Research vol.　17 no.　3 2013
83（255）

は 4 グループに分かれて 20 症例の読影実習をおこなっ

てもらいました．今回の試みは H. pylori 感染診断につい

てのはじめての演習でしたし，解答用紙を回収して点数

をつけることもあり，参加者の皆さんは真剣そのもので

した．実習の症例は標準的なきれいな写真ばかりでなく，

実戦的な症例ばかりでしたので少しむずかしかったので

すが，本研修会を受けたらすぐにでも慢性胃炎の読影が

できるようになってもらおうと思って症例を吟味しまし

た．講習会の最後には，点数がよかった先生を発表しま

した（賞品はありません）．最後まで参加者の皆さんが熱

心に受講してくれましたので，講師としてもやりがいの

ある研修会でした（写真 4）．

 

　研修会に引きつづき，奈良県立医科大学放射線科の伊

藤高広先生と KKR 高松病院健康医学センターの安田貢

先生のご司会で討論会が開催されました．この討論会は，

今回の医師研修会が本研究会の認定医講習会として認め

られるか，あるいは今後どのような点を改善していくべ

きかに関して意見を述べてもらう会です．要するに，講

師の私への評価です．本研究会は，H. pylori 感染診断の

できる医師を全国で養成したいと考えていますので，そ

の講習会の原型にしたいという思いがあり，このような

医師研修会を企画しました．参加者の多くは胃がん検診

のエキスパートでしたので，辛口の意見も多く，講師と

してたいへん勉強になりました．

 

　研修会後のアンケート調査では，回答者全員が「非常

に役に立った」と「役に立った」と回答しました（回収

率 79.4％）．また，H. pylori 感染診断に「かなり自信がつ

いた」と「少し自信がついた」が約 80％でした．今回の

医師研修会が胃 X 線検査での慢性胃炎診断に有効であ

るということが示されたのではないかと思います．

 

　「第 2 回ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診研究会」

は，2013 年 6 月 9 日（日）に仙台で開催する予定です．

日本消化器がん検診学会総会の次の日です．8 日（土）

の夜は再び「エンドレスの会」を開催したいと思ってい

ます．ご興味ある方は，ぜひご参加ください．研究会の

ホームページは以下の URL です．第 1 回研究会の抄録

集もダウンロードできます．第 2 回研究会の案内も掲載

していますのでぜひご覧ください．

　本研究会 URL

　http:／／hp－igan－kenshin.kenkyuukai.jp／about／

　第 1 回研究会 URL

　http:／／shigabyouin.jp／topics／kenkyuukai.html

写真 4　胃 X 線検査によるヘリコバクター・ピロリ
感染胃炎診断のための研修会
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「第 1 回ピロリ菌感染を考慮した
胃がん検診研究会」　抄録より

主題 1　「ピロリ菌感染者全員除菌時代の胃がん検診はどうあるべきか？」

司会　KKR 高松病院健康医学センター　安田　貢／社会保険滋賀病院総合診療科　中島滋美

　主題 1 では，ヘリコバクター・ピロリ（Hp）感染胃炎の検査と除菌治療が保険適用とされたことを受け，これからの胃が

ん検診方法，およびそのシステム全体像がどうあるべきかについての発表，討論がおこなわれた（主題 1－Ⅰ～Ⅶ）．

　今回のパネルディスカッションの討論で得られたコンセンサスは，現時点あるいは今後も胃 X 線検診が必要であるという

点，また，対策型検診における ABC 分類活用がさまざまな問題点のために遅々として進まない現状では，胃 X 線検診は Hp 

除菌時代に対応するべく変化を遂げる必要があるという点，であった．では，胃がん検診はどのように変わればいいのか？　

これについては以下のようなコンセンサスが得られた．「今後は背景胃粘膜診断を積極的に活用し，胃炎の所見があれば『異

常なし』とはせず，たとえば『慢性胃炎（Hp 感染胃炎疑い）』というように受診者に通知する．また，Hp 検査や ABC 分類

の併用で Hp 未感染者（真の A 群）と診断された受診者は，以後胃がん検診の対象者から除くようにするべきである」．

Ⅰ．ヘリコバクター・ピロリ感染を考慮した 
　　これからの胃がん検診とは？

社会保険滋賀病院総合診療科　中島滋美

　ヘリコバクター・ピロリ（Hp）感染胃炎の除菌が保険適用

になり，胃がん予防のための除菌ができるようになったので，

胃がん検診も変わる必要がある．�1 これからの胃がん検診は

除菌が必要な患者の供給源として背景胃粘膜診断をおこなう

よう読影基準を変更し，慢性胃炎（疑い）と判定された人を

積極的に保険診療に送り込み，除菌症例を増やすべきである．

また，除菌後に定期的内視鏡検査を受けない人を胃 X 線検診

でフォローアップする必要がある．�2 検診を受けない人を検

診に向けさせる方法に ABC 法がある．ABC 法は血液検査だ

けで個人の胃がんリスクを知らせ，有リスク者（BCD 群）に

積極的に内視鏡検査を勧めることが可能である．A 群と判定

された人の約 2 割に現在または過去の感染者（＝偽 A 群）が

含まれているので，真の A 群と偽 A 群を分別し，偽 A 群に

は定期的画像検査を勧め，真の A 群は検診対象者からはずす

べきである．A 群の鑑別には胃 X 線検診が利用できる．

　Hp 感染者全員除菌時代には背景胃粘膜診断をすべきであ

る．胃の検診を受ける人を増やすには ABC 法を導入すべき

だが，胃 X 線検診の担う役割もある．

Ⅱ．胃がんリスク評価の ABC 分類による対象集約型 
　　検診とピロリ菌感染胃炎の除菌治療の課題

宮城県対がん協会がん検診センター　加藤勝章

　対策型検診に ABC 分類を導入する場合，血液データと画

像検査をリンクさせ，総合的にリスクを判定して事後指導に

役立てることが重要である．自治体が実施する各種健診にお

いて，採血の場として利用できるのは特定健診や循環器病健

診などがある．しかし，その受託機関は入札によって決定さ

れるため，画像検診と採血時期がずれていたり，健診ごとに

受託機関が違っていたりする場合があり，検査結果の個人

データの取り扱いが大きな障害となる．

　さらに，ABC 分類をもとに検診間隔やスクリーニング方法

を変えることを想定した場合，次年度以降の事後管理のため

の新たなシステムの構築が必要であり，自治体に更なる負担

を強いることになる．加えて，胃がんリスク評価による検診対

象集約は住民の受診機会の公平性を奪うことにならないか，

といった点に関しても住民の納得のいく説明が必要である．

　また，除菌すれば胃がんにならないといった誤った情報が

広まり，除菌後の経過観察を怠ることがあれば，むしろ逆効

果になりかねない．住民，自治体，医師の正しい啓発が重要

である．

Ⅲ．胃がん撲滅時代の胃がん検診の役割
北海道大学光学医療診療部　間部克裕

　胃がんの原因は Helicobacter pylori（Hp）感染であり，Hp 感

染が関与しない胃がんは 1％未満である．Hp 除菌による胃が

ん予防効果が示されたが，一定の年齢以上で除菌した場合，

その後も胃がんが発見されるため長期の経過観察が必要であ

る．50 歳未満では Hp 感染率が先進国なみに低く，胃がん罹

患数，死亡数は明らかに減少しており，70 歳代以上では増加

している．胃がん撲滅プロジェクト：胃がん＝Hp 感染症であ

り感染対策が重要になる．若年者対策は最も重要であり，感

染検査と除菌療法により胃がん予防と同時に同胞や子供への

感染を予防する．それ以上の年代では経過観察による二次予

防が重要となる．二次予防：除菌成功後も定期的な内視鏡検

査が必要だが，内視鏡検査のキャパシティ（とくに地域格差），

除菌後の内視鏡受診率低下などの問題がある．胃 X 線検査に

よる胃がん検診は，医療機関の乏しい地方でも可能で，行政

による管理体制が整っているため除菌治療後の検査として有

効に活用すべきである．胃がん撲滅時代にあっても二次予防

としての胃がん検診の重要性は変わらず，新時代に合わせた

改革（Hp 未感染者の除外，対象年齢の引き上げ，胃炎の診断

と周知など）をおこなう必要がある．
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Ⅳ．胃がん X 線検診へのヘリコバクター・ピロリ感染 
　　に関する問診導入の初期成績と今後の展望

奈良県立医科大学放射線科　伊藤高広，吉川公彦

奈良県健康づくりセンター　田畑昌子，中川泰二，大石　元

大和高田市健康推進課　草野かな，小野和美，岡崎　友，高野由子

　Helicobacter pylori（H. pylori）に関する知識は一般住民にも

普及しており，H. pylori 除菌療法への保険適用を受けて，胃

がん検診に Hp 感染に関する問診導入が必要である．奈良県 

Y 市の胃がん検診受診者 1,457 名に Hp 検査・Hp 除菌既往

を問診，X 線所見上の Hp 感染所見と照合した．　1．問診：

Hp 検査既往は 196 名（13.4％），Hp 陽性 134 名（9.2％）・陰

性 62 名（4.2％）．除菌既往 92 名（6.3％）中判定済は 6 名の

み．　2．X 線所見：1）問診 Hp 陰性（非除菌）62 名中 X 線 

Hp 陽性所見 42，陰性所見 20．2）問診 Hp 陽性非除菌 42 名

中 X 線 Hp 陽性所見 39，陰性所見 3．3）問診 Hp 陽性除菌 

92 名中 X 線 Hp 陽性所見 86，陰性所見 6．問診・X 線の乖離

は 51 名（26.0％）で問診 Hp 陰性・X 線 Hp 陽性が 42 名を占

めた．今後の対策型胃がん検診では Hp に関する対応が必要で

ある．

　奈良県では実施要綱を改訂し，X 線 Hp 陽性例を良性・要

経過観察として独立した管理区分とし，問診事項に Hp 感

染・除菌に関する項目を追加した．

Ⅴ．人間ドックにおける胃の健康度検査（ABC 分類） 
　　の現状と課題

京都第二赤十字病院健診部　小林正夫，望月直美，西大路賢一

　当院人間ドックでは，2010 年 4 月から胃の健康度検査を開

始した．本法は A 群中に胃がんリスクをもつ偽 A 群とすべき

除菌群，D 群に分類されるべき群の混入が存在するという問

題点がある．

　2 年間の胃の健康度検査の結果の解析により，今後の胃が

ん検診のあり方について検討した．対象は，2010 年 4 月から 

1 年間，同日に胃の健康度検査および内視鏡検査を受けた 

346 名，および 2011 年 4 月から 1 年間，胃の健康度検査を

受けた 423 名．2010 年度 346 名の内訳は，A 群 189 名，B 

群 67 名，C 群 77 名，D 群 13 名．A 群のうち，内視鏡上，

木村・竹本分類 C2 以上を Helicobacter pylori（Hp）感染あり

とすると，30 例（15.9％）が偽 A 群で，うち 5 名に O2O3 の

高度萎縮を認めた．2011 年度 423 名の内訳は，A 群 288 名，B 

群 58 名，C 群 64 名，D 群 13 名．偽 A 群として，PGⅠ≦35 

または PGⅡ≧15 を抽出した．その結果，PGⅠ≦35 は 80 名，

PGⅡ≧15 は 16 名の計 96 名（33.3％）存在した．この 16 名

中に胃癌 ESD 後 1 例を含んでいた．

　ABC 分類は簡便な胃がんリスク評価法だが，A 群中にリス

クをもつ偽 A 群が混在するため，ABC 分類を用いる場合は画

像診断の併用が必須である．

Ⅵ．ピロリ菌感染者全員除菌時代を迎えた胃がん検診の 
　　過渡期の問題

四谷メディカルキューブ消化器内科　伊藤慎芳

　胃がんリスクに応じた検診体制を整備することが必要であ

るが，想定される問題点を検討した．

　�1 ABC 法の問題：リスク分類の有用性は認知されてきた

が，検査で生じる偽陽性・偽陰性に留意し，数値を読んだ弾

力的な対応が求められる．�2 各群の割合の変動：従来は B，

C＞A であったが，現在は A＞B＞E（除菌治療後）＞C から A

＞E＞＞B＞C となっている．新規に検診を受ける世代の 70％

以上が検診不要な超低リスクの A 群となっている．�3 胃がん

リスク群についての画像検査は内視鏡にて丁寧におこなうこ

とが望ましいが，レントゲン検査のこれまでの実績や施設の

実情を踏まえた対応を考慮する．今後，精査対象が絞られ，

内視鏡検診の明らかな優位性が実証されるまでは，共存の道

を探るべきである．�4 「胃がんリスク検診＋内視鏡精査と Hp 

除菌治療」モデルの普及に際しては，比較的小規模な企業検

診や人間ドックで実績を上げ，地域へ展開することが現実的

と思われる．�5 検診受検前の若年者を除菌することで，さら

にリスクの低減をはかることが望まれる．

Ⅶ．ピロリ菌感染者全員除菌時代の胃がん検診は 
　　どうあるべきか？

徳島県総合健診センター　青木利佳

　胃がん原因菌の Helicobacter pylori（Hp）感染率は急速に低

下し，また除菌率も増えているが，さらに慢性胃炎が保険適

用となり Hp 感染者全員除菌時代を迎えつつある．今回，当

院施設検診のデータで Hp 感染者の現況を把握し，今後の胃

がん検診の在り方を検討する．

　H23 年度に人間ドックを受診した 2,943 例を対象に ABC 

分類をおこなった．また 4 ヵ月間に内視鏡検診を受けた 327 

例で，A 群中の胃角を越え萎縮がある症例，すなわち Hp 既

感染（E 群）の割合を検討した．平均年齢は 55.1 歳で，A 群

は全体の 71.1％を占めた．内視鏡検診受診者中，A 群は 

76.2％であった．生誕年別に，真の A 群と E 群はおのおの 

1935～39 年では 15.4，33.3％，1940～44 年は 30.9，40.0％，

1945～49 年は 55.6，26.7％，1950～54 年は 55.4，25.0％，

1955～59 年は 55.8，23.3％，1960～64 年は 61.1，11.1％，

1965～69 年は 78.3，8.7％，1970～74 年は 83.3，4.2％，

1975～80 年は 100，0％であった．

　Hp の感染率・除菌率は年代間格差があり，40 歳以上に一

律に X 線検査をおこなう検診は効率的ではない．しかし，E 

群が増加し ABC 分類による対象集約がむずかしくなった現

状をふまえ，ABC 分類と画像診断を組み合わせた生誕年ごと

の検診システムを再考する必要がある．
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主題 2　ピロリ菌感染胃と未感染胃の画像による区別―ゴールドスタンダードはどのような所見か？

司会　大泉胃腸科内科クリニック　大泉晴史／徳島県総合健診センター　青木利佳

　このパネルディスカッションでは，胃 X 線画像および胃内視鏡画像において，どのような所見が未感染胃と感染胃（現感

染と既感染）の判別に有用であるか，読影の標準化を目指して討論された．

　胃 X 線画像の注目点は，皺襞と胃小区（胃粘膜表面像）ということはコンセンサスが得られた．皺襞は，太さが細いこと，

分布の範囲が体下部小彎まで残存していること，形態はスムーズであること，かつ，明らかに胃小区が認められない滑らか

な粘膜表面像は未感染と診断できることは共通した意見であった．未感染と現感染については比較的明瞭に分けられるが，

現感染と既感染，未感染と既感染についての詳細は，時間の制限から決められなかった．

　内視鏡でも同様で，未感染胃の所見の必要条件として胃角 RAC 陽性はコンセンサスが得られた．内視鏡では X 線画像と

違い色調の変化を捉えられるので，現感染と既感染については比較的判定が容易であるが，おのおのに特徴的な内視鏡画像

を表現する際の用語の統一も重要な課題ということになった．

Ⅰ．胃がんリスク分類と X 線造影所見の関連に関する 
　　検討―A 群を中心に―

奈良県立医科大学放射線科　伊藤高広，吉川公彦

高の原中央病院放射線科　阪本雅則，植村明日香，小林真衣，

西村卓也，齊藤弥穂　　　　　　　

　抗 Helicobacter pylori（Hp）抗体，PG 法を用いた ABC 分類

と胃 X 線検査について A 群を中心に考察した．

　ABC 分類と胃 X 線造影を施行した 318 例を A：Hp－

PG－，B：Hp＋PG－，C：PG＋に分類，cut－off 値は Hp 抗

体：10.0 U／ml，PG：PGI 70 ng／ml・Ⅰ／Ⅱ 3.0（栄研化学社）．

胃 X 線像で胃体部皺襞の分布範囲（背臥位で胃体部を 4 分割

した場合の皺襞分布区域数）・皺襞幅を計測．1）A 群を画像

上の典型像と非典型像に分類，Hp 抗体価を比較．2）A 群を 

Hp 抗体価で分類し，X 線所見の相違を検討．

　結果は，皺襞分布（4 区域中の分布区域数）A：3.5，BC：

2.1，幅（mm）A：3.0，BC：4.6 でいずれも有意差あり．1）

A 群で X 線上非典型像は 13 名（5.9％）．皺襞分布：典型 3.6，

非典型 2.3，幅：典型 2.9，非典型 4.3（mm）．Hp 抗体価は典

型 1.3 U／ml，非典型 3.6 U／ml．2）A 群で抗体価 3.0 U／ml 未

満 209 名（A－1），3.0－9.9 U／ml11 名（A－2）．A－1：A－2 の皺

襞分布は 3.6：2，幅は 2.9：4.6（mm）．

　A 群の 5.9％が X 線上非典型像を呈し，Hp 抗体は高値で

あった．Hp 抗体価高値群の X 線所見は BC 群に類似してい

た．ABC 分類は初回検査として胃 X 線診断を併用し，A 群を

慎重に判定すべきである．

Ⅱ．H. pylori 既感染症例の診断は可能か
KKR 高松病院健康医学センター　安田　貢，前田　剛，尾立磨琴

香川県立がん検診センター　山ノ井　昭

　今回われわれは，X 線検査で既感染例の診断が可能かどう

か検討した．対象は 2009 年 9～12 月の人間ドックにおける

直接胃 X 線検査受診者のうち，過去に Helicobacter pylori（Hp）

除菌治療が成功しかつ読影に値する治療前後の X 線像が得

られた 11 名．皺襞の幅，径の不同と蛇行の有無，胃小区の

形態と大きさ，小区間溝の変化を検討項目とし，除菌前後の

写真を比較した．除菌前に皺襞が存在した 10 例はすべてそ

の幅が 3 mm を超えていたが，除菌後では 9 例が 3 mm 以下

となり，蛇行や径不同がみられた 8 例はほぼ直線化した．胃

底腺領域の多角形胃小区は除菌によって粗大型から小型化

し，強い萎縮領域である顆粒状胃小区は目立たなくなる傾向

を示した．小区間溝も半数以上で改善していた．

　以上の除菌前後の X 線所見の変化を念頭に置いておけば，

過去に比較し得る X 線写真がなくても Hp 既感染群の診断が

ある程度可能になるものと考えられた．

　今後，Hp 既感染群の適切な取り扱いを考慮した，標準的な

胃がん検診システムが一刻も早く構築されることが望まれる．

Ⅲ．ABC 分類の A 群における胃 X 線像の検討
山形大学第二内科　吉澤和哉，阿部靖彦，上野義之

同公衆衛生学　成松宏人，深尾　彰

大泉胃腸科内科クリニック　大泉晴史

　ABC 分類の有用性が報告されているが，Helicobacter pylori

（Hp）既往感染者の A 群への誤分類が危惧されている．そこ

で A 群の X 線像について検討した．

　2011 年 6～8 月に一般住民を対象とした胃 X 線検診と 

ABC 分類を受けた連続 522 名のうちの A 群 220 例を対象と

した．X 線像の�1 体部の胃小区の形態（平滑，多角形・顆粒

状の二つに分類），�2 襞の範囲（背臥位正面像で胃体部を 4 

分割し皺が存在する領域数）について検討した．

�1 判断困難例を除く 200 例では，Hp 陰性を示唆する平滑な

胃小区は 62％（124 例），萎縮性胃炎を示唆する多角形・顆

粒状胃小区は 38％（76 例）であった．

�2 判断困難例を除く 216 例の襞の範囲は，Hp 陰性を示唆す

る 3～4 領域の例は 50％（108 例）で，萎縮性胃炎を示唆す

る 0～2 領域の例は 50％（108 例）であった．

　A 群でも X 線像からは萎縮性胃炎が疑われる例が比較的
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高頻度に存在し，画像検査の重要性が示唆された．

Ⅳ．H. pylori 未感染・現感染・既感染の鑑別において 
　　注目すべき内視鏡所見の検討

加古川東市民病院消化器内科　鈴木志保

　Helicobacter pylori（Hp）未感染，現感染，既感染を鑑別す

る内視鏡所見を検討した．未感染 18 例，現感染 129 例，既

感染 153 例を対象に（1）未感染と現感染（2）現感染と既感

染の鑑別に有用な内視鏡所見の感度，特異度を求めた．（1）

未感染鑑別に有用な所見は，胃角 RAC（感度 83.3％，特異度 

99.2％，以下同様），櫛状発赤（27.8％，98.4％），ヘマチン付

着（16.7％，89.9％）．現感染では，びまん性発赤（DE）（97.7％，

94.4％），滲出液（Ex）（61.2％，100.0％），皺襞腫大（91.5％，

100.0％），皺襞減少（15.5％，100.0％），点状発赤（72.9％，

94.4％），血管透見（65.9％，88.9％），鳥肌状粘膜（10.9％，

100.0％），腸上皮化生（IM）（17.8％，100.0％），黄色腫（13.2％，

100.0％）．（2）現感染では，DE（85.3％，81.0％），Ex（58.9％，

98.0％），皺襞腫大（91.5％，33.3％），皺襞減少（18.3％，86.3％），

点状発赤（72.9％，84.3％），鳥肌状粘膜（21.7％，92.8％），

IM（12.2％，86.3％）．既感染では，発赤消退粘膜（96.1％，

98.5％），斑状発赤もしくは発赤陥凹（60.1％，90.7％）．未感

染は胃角 RAC，現感染は DE，Ex，点状発赤，既感染は発赤

消退粘膜，斑状発赤・発赤陥凹であった．

Ⅴ．ピロリ菌感染胃と未感染胃の画像による区別 
　　―ゴールドスタンダードとは？

社会保険滋賀病院総合診療科　中島滋美

仁生会甲南病院　山岡水容子

　胃 X 線検査と内視鏡で Helicobacter pylori（Hp）感染診断の

ゴールドスタンダードを提案する．

　血清 Hp 抗体検査と便中 Hp 抗原検査の結果が一致した症

例を Hp 感染のゴールドスタンダードとして胃 X 線所見と対

比すると，胃粘膜表面像が平滑型でひだの形が正常型，ひだ

の分布が萎縮なし，ひだの太さ＜4.5 mm が Hp 陰性と有意に

関連した．つぎに内視鏡検査で前庭部大彎，胃体部大彎，胃

角小彎の 3 点生検をし，病理学的背景胃粘膜診断の結果を

ゴールドスタンダードとして内視鏡所見と対比すると，病理

学的に胃粘膜正常の内視鏡所見は表面平滑，ひだ正常，RAC 

陽性，萎縮なし（C－0）であった．

　Hp 感染者全員除菌時代のこれからは，Hp 感染歴のある胃

（現在または過去の感染者）と正常胃（未感染者）を画像診断

で見分ける必要がある．Hp 陰性正常胃のゴールドスタンダー

ドとして，胃 X 線検査では胃粘膜表面像が平滑型でひだの形

が正常型，ひだの分布が萎縮なし，ひだの太さ＜4.5 mm を，内

視鏡検査では表面平滑，ひだ正常，RAC 陽性，萎縮なし（C－

0）を提案する．

主題 3　「胃 X 線検査によるピロリ菌感染診断とその応用」

司会　奈良県立医科大学放射線科　伊藤高広／KKR 高松病院健康医学センター　安田　貢

　医師研修会終了後，胃 X 線検査によるピロリ菌感染診断とその応用をテーマに医師研修会の感想・反省を含めた討論がお

こなわれた．胃 X 線検査によるピロリ菌感染診断自体は目新しいテーマではないが，必ずしも標準化はされておらず，学会

主催の講習会としてははじめての試みであるうえ，除菌後の診断にまで踏み込んだ点が特筆される．今回はお一人で講師，

出題，解説を担当された中島会長の持論が色濃く展開された研修会であり，参加者からは判定基準や用語の定義，演習問題

の形式などをめぐって忌憚のない意見が多く出されたが，開催の意義自体は高く評価され，全国に広げてもらいたいという

声があがった．また，胃 X 線検査によるピロリ菌感染診断の応用について，具体的な管理区分の設定から除菌診療との関連

にまでテーマが広がり，今後の課題が明らかとなった．最後に，本研究会としてピロリ菌感染診断についての胃 X 線画像ア

トラスを作成することが提案された．

略語の説明

PG：ペプシノゲン

ABC 分類（ABC 法）：血清抗 H. pylori 抗体検査と血清 PG 検査の併用による胃がんリスク評価法（胃の健康度評価）
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INFORMATION

第 2 回ピロリ菌感染を考慮した
胃がん検診研究会のご案内

　このたび，第 2 回「ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診研究会」を下記要項で開催することになりました．

現在，胃がんリスク評価の ABC 分類や内視鏡検診の有効性，ピロリ菌除菌による胃がん一次予防の可能性

について盛んに議論されておりますが，いまだ検討すべき課題が山積しております．他方，従来型の胃 X 線

検診には，ピロリ菌感染の有無による胃がん罹患リスクの違いや除菌治療とのかかわりといった視点が欠け

ており，ことに，ピロリ菌未感染者に対する逐年検診の必要性については重要な検討課題と考えます．今年

の 3 月の第 1 回研究会では，これらの問題が討議され，「ピロリ菌感染を考慮して胃がん検診のあり方は変

わるべき」というコンセンサスが得られました．

　そこで，第 2 回研究会では「ピロリ菌感染胃炎除菌時代に胃 X 線検診に新たに求められるもの―ピロリ菌

感染胃炎の X 線診断のポイントと問題点―」をテーマにパネルディスカッションを開催し，胃 X 線検査に

よる胃炎診断のポイントと問題点を整理し，理論的背景を明らかにして，初心者にも理解できる簡便な診断

基準の策定へ向けた議論をおこない，統一した基準の下，多施設共同で科学的検証に耐え得るデータの集積

が図れることを目指したいと考えております．

　　

日時：6 月 9 日（日）9：00～12：00　（第 52 回日本消化器がん検診学会の翌日）

場所：トラストシティカンファレンス・仙台 5 階　ルーム 1
アクセス URL：http:／／www.mori－trust.co.jp／tcc－s／access.html

当番世話人：宮城県対がん協会がん検診センター　加藤勝章

パネルディスカッション
　　ピロリ菌感染胃炎除菌時代に胃 X 線検診に新たに求められるもの
　　　―ピロリ菌感染胃炎の X 線診断のポイントと問題点―

　　　司会：間部 克裕（北海道大学病院光学診療部）

　　　　　　加藤 勝章（宮城県対がん協会がん検診センター）

　　　パネリスト：

　　　　　　中島　滋美（社会保険滋賀病院総合診療科）

　　　　　　安田　　貢（KKR 高松病院健康医学センター）

　　　　　　伊藤　高広（奈良県立医科大学放射線科）

　　　　　　入口　陽介（東京都がん検診センター消化器内科）　

　　　　　　笹島　雅彦（NPO 法人 日本胃がん予知・診断・治療研究機構）

なお，大変恐縮ではありますが，当日会費として 1,000 円（医師以外は 500 円）を徴収させて頂きます．

連絡先
〒 980－0011 仙台市青葉区上杉 5－7－30　宮城県対がん協会がん検診センター

Tel：022－263－1581，Fax：022－262－3775，E－mail：kkato@cat－v.ne.jp（加藤勝章）

研究会 URL：http:／／hp－igan－kenshin.kenkyuukai.jp／about／


