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【はじめに】 

1994年に世界保健機構がHelicobacter pylori（以

下 H.pylori)を胃癌の危険因子と認定し、その後の動

物炎験1）,や臨床研究2)によってもH.pyloriが胃癌の

原因であることが証明された。また、日本の胃癌の99%

以上が H.pylori 感染によるものであることが報告さ

れた 3)4)。H.pylori の持続感染成立は 5 歳頃までの感

染が原因5)とされ、さらに、30歳までに除菌すること

で胃癌発生をほぼ100%抑制出来ると予測されている6)。 

感染源としては衛生環境が整ったわが国ではその多

くが家族からの感染で、とくに母子感染が主な感染ル

ートとなっている7)。 

よって若年者に対する除菌治療は本人の胃癌予防だ

けでなく次世代への感染を防止することにもつながる。 

以上より渡島医師会は平成 26 年度より地域の胃癌

撲滅を目指して医師会の事業として中学生に対するH.

pylori検診（ピロリ菌検診）を開始した。 

 

【対象と方法】 

1. 対象 

対象は当管内(1市9町）の中学生。初年度は2、3年

生に実施し、2年目からは2年生を対象とする。 

2. 方法（図1) 

1) 事前準備 

事前の準備として各自治体の教育委員会でピ

ロリ菌検診の趣旨説明を行い、協力を依頼した。

その後、保設者宛てに趣旨説明文、検診希望調

書（同意書）を配布し検診の希望を募った。 

2) 一次検査 

検査方法は尿中H.pylori抗体検査（ウリネリ

ザ®、大塚製薬）を使用した。 

検診時期としては可能な限り学校健診と同時

に実施するように働きかけたが、学校によって

は学校健診とは別の時期にピロリ菌検診のみを

単独で実施した学校もあった。 

検査結果はプライバシーを考慮して個別に文

書で通知し、陽性者には担当医療機関で二次検

査を受けるよう勧奨した。 

3) 二次検査 

一次検査陽性者のうち二次検査に同意した生

徒全員に尿素呼気試験を行った。またJGSG若年

者ヘリコバクターピロリ除菌研究（以下JGSG研

究）に登録した症例は血清抗体検査、便中抗原

検査、血清ペプシノゲン検査を行った。 

4) 除菌治療 

二次検査陽性者のうち希望者に対して治療の

効果と副作用について説明し、本人、保護者の

同意を得た生徒に対し除菌治療を行った。治療

薬剤についてはPAC:PP (ランソプラゾール）+A

MPC(アモキシシリン）+CAM(クラリスロマイシン）

と PAM:PPI+AMPC+MNZ(メトロニダゾール）のう

ち JGSG 研究登録症例についてはランダムに割

り当てられた薬剤を、その他の症例は一次除菌

薬であるPACを使用した。 

 

【結 果】 

検診の結果については平成 26 年度にピロリ菌検診

を実施した5町について、また除菌治療の結果につい

ては平成 24 年度から先行して実施された福島町の結

果8)を含めて報告する 

1. 検診受診率（表1) 

対象者は合計784人、そのうち354人が受診し、受

診率は 45%だった。検診時期の迎いによって受診率に

大きな開きがあり、学校健診と同時に実施した3町の

受診率は 81%で、別の時期に単独で実施した 2 町の受

診率は35%だった。 

2. 陽性率（表2) 

354人の受診者のうち一次検査陽性者は28人、陽性

率は7.9%だった。二次検査を行った24人中16人の結

果が陽性で残りの 8 人が一 次検査偽陽性と判断され

た。 

一次検査陽性者が全員二次検査を受けた4町につい
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て評価するとH.pylori感染率は6.3%だった。 

3. 除菌治療成禎（表3) 

除菌症例15人の結果を示した。一次除菌薬剤として

PACで治療した5人のうち3人が除菌不成功で、PAMに

よる二次除菌で除菌に成功した。最初からPAM で治療

した10人は全員が除菌に成功した。 

4. 内視鏡所見（図2) 

内視鏡検査を行った症例はごく限られるが、症例は

15歳女性（症例No.4)で胃角部から前庭部に未分化型

胃癌の発生母地とされる結節性胃炎の所見が見られた。 

 

【考 案】 

平成 26 年度より医師会事業として中学生に対する

ピロリ菌検診を開始したが、初年度は1市9町のうち

5町の参加にとどまった。また受診率は5町全体で45%

と低く、学校健診と同時に実施した町の受診率が 80%

前後と高かったのに対して、別の時期に単独で実施し

た町の受診率が 35%と低かったことより、今後の受診

率向上のためには全ての学校で学校健診と同時に実施

することが望まれる。 

感染診断については尿中抗体検査による一次検査お

よび尿素呼気試験による二次検在の結果、感染率は6.

3%であり、これまでの報告と同等であった。 

本人の胃癌予防と次世代への感染防止の観点から若

年者に対する H.pylori 検査や除菌治療の必要性につ

いて検討され 9)、学校健診への導入についての報告も

散見される10)11)。 

対象年齢については地域の特性を考慮する必要があ

り、北海道のへき地を含む地方を担当する当医師会で

は中学生を対象とした。地方では中学を卒業すると地

元を離れる生徒がいることと中学校の学校健診と同時

に実施することで受診率を上げられることがその理由

である。 

感染診断の方法としては尿中抗体検査が安価で簡便

というだけでなく、精度の面でも評価されており 12)13)

スクリーニング検査としての一次検査に適している。

二次検査については最も精度が高いとされている尿素

呼気試験(UBT)を使用したが、他の検査方法に比べて費

用が高いこと、検査前の抗菌薬服用に注意が必要なこ

と、さらに二次検査の受診率を上げるために、最寄り

の医療機関で二次検査を受けるとした場合に、地方で

は対応出来ない医療機関があるという問題点がある。

今後は二次検査として便中抗原検査についても検討し

たい。 

除菌治療については 15 人中 3 人が二次除菌を必要

としたが、結果として全員が除菌に成功した。 

小児ではCAM の使用頻度が高いため、成人に比べて

H.pyloriのCAM耐性率が高い可能性がある。今回の結

果でも除菌治療としてCAMを使用した5例のうち3例

が一次除菌に失敗したのに対し MNZ を使用した 10 例

は全例が一次除圏に成功した。この結果より小児に対

する一次除菌にはCAMよりもMNZを使用した組み合わ

せの方が適していることが示唆された。JGSGによる未

成年者を対象にした試験では有意にMNZ を含む二次除

菌薬の除菌率が高く、今後は二次除菌薬を最初に使用

することを検討している。 

今回はほとんどの症例が JGSG 研究に登録して直ち

に除菌を行ったが、除菌治療の時期については今後検

討する必要がある。次世代への感染防止のために、女

性は妊娠前まで、男性は結婚前までが適切と考えられ、

また高校生を対象にした検討では H.pylori 陽性者の

内視鏡検査で、すでに萎縮性胃炎が存在する症例や既

感染に相当する症例が存在すると報告されていること

から10)。可能であれば中学生での除菌が望ましい。し

かし薬剤による副作用の問題や保険外診療により費用

がかかる点、除菌薬剤の選択など、検討すべき課題が

ある。副作用の問題についてはまだ副作用発症例が少

ないため、今後は日本ヘリコバクター学会が開始した

全国の中高生に対する除菌症例の全例登録事業に参加

し、副作用や除菌率など早期に情報を得て適切な対応

が出来る体制とする。 

 

【おわりに】 

わが国では2013年よりH.pylori感染胃炎に対する

検査・除菌治療が保険適応となり、これまでの胃がん

検診に加え、除菌治療による積極的な胃癌予防が行わ

れるようになった。 

しかし将来の胃癌発生を抑制して胃癌を撲滅するた

めには若い世代の除菌治療がきわめて効果的である。

当医師会のピロリ菌検診事業はまだ始まったばかりで

あり、初年度の受診率は低く、満足出来る結呆ではな

かった。今後はさらにH.pylori検査を学校健診の必須

項目とすることなど、受診率向上を目指して地域住民

への啓蒙活動や自治体への働きかけを行う。 

最後に本事業に参加協力いただいた自治体、学校関

係者に感謝申し上げる。 

（平成27 年度はすでに1 市 9 町全てが本事業に参加

した。） 
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