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【Ⅰ.はじめに】 

わが国の胃がん検診の始まりは、1960年頃の宮城県

で東北大学の黒川利雄教授が中心となって胃がん検診

用のＸ線装置を載せたバスを工夫し、巡回検診で始ま

ったといわれている。その後、千葉大学の白壁・市川

らによってバリウムによる胃の二重造影法が開発され、

消化管の微細な粘膜病変をとらえることができるよう

になった結果、早期胃がんの診断に画期的な成果をも

たらし、わが国の胃がんのＸ線画像診断が飛躍的に進

歩した。1982年に老人保健法が定められると保健事業

の集団検診として受診者数が増えていったが、1998年 

に国庫補助が廃止され一時受診者が減少した。2008年

以降は健康増進法に基づく事業として市町村が主体的

に行うことになった。 

 このＸ線検査法は対策型検診として国が唯一認める

方法だったが、検診者の伸び悩みと固定化、検診費用

の財源不足、精度管理の劣化などが指摘され、がん対

策推進基本計画のがん検診受診率を 50%にという設定

目標にはほど遠く、しかもＸ線検査による胃がん検診

が導入された以後も数十年にわたって年間約5万人の

死亡者数を記録し、ここ数年その数の減少傾向がみら

れるものの依然として高止まりという課題を抱えてい

る。 

 一方、国は 2016 年 4 月から胃内視鏡検査（胃カメ

ラ）による胃がん検診を承認した。胃カメラによる検

診は50歳以上で2年に1回受診できるとした。先行実

施している一部の自治体では受診率の向上につながり、

がん発見率も高いという好効果が得られているが、マ

ンパワーの問題がある。個別検診をするとなれば、ダ

ブルチェック問題などの他に、医師数が絶対的に少な

い地方の自治体では年間の実施件数にも限界が生じる。

であるなら、内視鏡検査を必要とする胃がんリスクの

ある群を層別化することで計画的に余裕を持って胃カ

メラ検査を行うことが可能である。これからの高齢者

社会においては負担感が少なく効率的な胃がんリスク

検診（ABC検診）（①）という新しい検診方法が注目さ

れてきている。 

 

【Ⅱ.目的】 

 渡島管内福島町は人口4,500 人以下の津軽海峡に面

した小さな町で、胃がん標準化死亡比（SMR）は男性が

153.2、女性は101.9で、ともに全道平均（男性93.6、

女性90.6）を大きく上回っている（図-1）。がんの早期

発見につながる高い検診率が望まれるが、依然として

受診率の低迷が続いているため、国の指定する胃バリ

ウム検診だけでなく、胃カメラ検査でも苦痛の少ない

鼻からの胃カメラによる検診を町独自で３年間行った。

検診率は上がったものの、受診者が固定化し、新規に

受診する町民が少なく、しかも萎縮の少ない胃炎のリ

ピーターが多いという状況が続いたため、ABC 検診を

導入し、効率の良い検診が行われるか否かを検討する

ことにした。 

 

【Ⅲ.方法】 

 ABC検診対象者は40歳以上の町民であれば年齢の上

限なく、年3回（5月、10月、1月）の集団検診を受診

できるとした。はじめは、5年毎に再検診をするとした

が、成人の再感染率は稀とわかり、一回のみの検診で

ABC分類の群別を決めた。 

検診受診時に丁寧な問診を行い、①胃切除の手術歴

のある人、②胃・食道・十二指腸の疾患で通院中の人、

③プロトンポンプ阻害薬（PPI）を服用中の人、④腎機

能障害のある人、⑤明らかにピロリ菌除菌成功の人は

対象外とした。 

検査法は、㈱SRLの「ABC検診」検査を使用し、当初

は血清ヘリコバクター・ピロリIgG抗体検査（Hp検査）

の10.0U/ml以上をピロリ菌感染としたが、ピロリ菌抗

体価の陰性高値が明らかになった時点で、途中から3.

0U/ml以上を陽性に変更した（表-1）。Ａ群を「A-1」（H

p3未満、PGⅡ15未満、Ⅰ/Ⅱ4以上）と「A-2」（Hp3以

上10未満、PGⅡ 15以上、Ⅰ/Ⅱ4未満）に二分し、平

成 24 年の初年度（2012 年）からの集計もすべて見直

した。 

初年度の要精検者はＡ群以外のB・C・D群とした。

問診で⑤としたが、除菌確定の記憶が不確かな人もい

るので、除菌群をE群として区分けし要精検者とした。 

 要精検としての二次検診は、胃バリウム検査または

鼻からの胃カメラ検査を行う方法を取り入れて「胃が

ん住民健診」とした（表-2）。 

町の検診担当保健師がABC 分類の結果説明と同時に
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二次検診（要精密検査）の胃カメラ検査を受けるよう

説得したが、未受診者にはハガキや電話などを利用し

て胃カメラ検査による要精検の必要性を強く訴えた。 

 

【Ⅳ.結果】 

4 年間の検診受診者は町内のがん検診の対象者（40

歳以上）の約2割に相当する693人だった（表-3）。そ

の内、初年度の受診者が61% を占めていて、年々減少

した。男性対女性は1対2で女性が多く、年代はいず

れも 60 歳代をピークに受診している（表-4）。4 年間

の各群の割合はA-1 が28%、A-2 が 15％であった。ピ

ロリ菌感染の明らかなB群＋C群は45％で、D群、E群

の各 6％及び A-2 の検診者とともに経鼻胃カメラ検査

による二次検診の対象（要精検）とした（図-2）。 

 初年度（2012年）は424名の検診受診者があり、そ

の中から初年度のみ二次検診対象をB群、C群、D群の

229名として要精検の案内をしたが、109名しか胃カメ

ラ検査を受けなかったので、精検受診率は47.6％と低

率であった（表-5）。だが、年度内に1例の胃がん患者

が発見され、胃がん発見率は0.23％、胃がん陽性反応

的中度は0.44％であった。4年間をまとめると、初回

検診から1年後、3年後、4年後の胃カメラ検査で胃 

がんが発見されたケースもあったので合計9人の胃が

ん患者が発見され、がん発見率は４年間をまとめると

1.29％と極めて高率であった（表-6）。その内、8人が

早期胃がん（早期がん率89％）で、男性は5名、女性

は4名であり、一人が二重癌であった（表-7）。 

 

【Ⅴ.考察】 

1983 年オーストラリアで胃粘膜からHelicobacter 

pylori（Hp；ピロリ菌）が発見され（②）、胃炎、胃・

十二指腸潰瘍や胃がんなどの発症に深い関連があるこ

とが分かっている。わが国の胃がんは99% 以上がピロ

リ菌感染によるものと言われ（③④）、WHOの国際がん

研究機関もピロリ菌を胃がんの明らかな発癌物質と位

置付けている（⑤）ということを考え併せると、血清 

ABC 分類を用いて胃の健康度をチェックする ABC 検診

は病因論的・検診効率的にも理にかなったものと言え

る。 

 ABC 分類とは血清ピロリ菌抗体（Hp抗体）と胃粘膜

の萎縮の程度を表す血清ペプシノゲン（PG）法を組み

合わせたもので、Hp抗体価10U/ml以上をHp陽性、PG

Ⅰ70ng/ml以下かつPGⅠ/Ⅱ比3.0以下をPG法陽性と

し、A、B、C、D群の4群に分類するものである（⑥）。

一瀬らは、10年間のコホート研究からHp抗体（－）・

PG法（－）のA群は胃がんの低リスク群、Hp抗体（＋）・

PG法（－）のB群は中等度リスク群、Hp抗体（＋）・

PG法（＋）のC群およびHp抗体（－）・PG法（＋）の

D 群は高リスク群となり胃がんリスクを層別化できる

とし、Hp感染陽性者のみから胃がんが発生したと報告 

した（⑦⑧）。さらに、井上らも人間ドックの受診者の

10年間の追跡調査の結果からA群に胃がん発生はなか

ったとしている（⑨）。 

この ABC 分類を検診に応用したものが、ABC 検診と

いわれ、認定NPO 法人日本胃がん予知・診断・治療研

究機構の三木一正理事長によれば、2017 年の時点で2

41の自治体が導入し、すでに多くの成果を上げている

（⑩）。 

福島町では2012年（平成24年）からABC検診を採

用した。その前段階として3年間、胃がん検診として

単に胃カメラ検診を行ったが1例の胃がんも発見され

なかった。そのため、初めにABC分類を実施し、Hp感

染があり、かつ萎縮性胃炎のある群のリスクを層別化

して二次検診（要精検検査）としての胃カメラ検査を

行うと、初年度の受診者数424 人中１例の早期胃がん

が発見された。要精検率は54％、精密検査受診率は4

7.6%と低かったが、胃がん発見率は0.23％、陽性反応 

的中度は0.44％だった。初年度についていえば１年後、

４年後にも胃がん患者が発見されているので胃がん発

見率は0.70%、陽性反応的中度は1.31%まで上昇する。

Ｘ線検診による胃がん発見率が全国レベルで 0.077％

といわれていることを考えると大きな値である。今ま

でABC検診を導入し、検診結果を発表している8自治

体（東京都目黒区、品川区、京都市伏見区、西東京市、

横須賀市、宮崎市、町田市、鎌倉市）の集計でも、胃が

ん発見率は0.48％でX 線検診より5倍ほど高い。費用

対効果についても町田市の場合、ABC 検診の胃がん発

見率は0.52% でＸ線検診の4倍で、１人あたりの費用

は決算額で5分の1、精密検査費用を含めても40％ほ

どで済み、がんの早期発見に有用だとしている（⑪）。 

 次に、三木らの基準のA群は、Hp抗体価が10以上

をHp感染陽性としているが、3以上10未満の中にも

Hpの現感染や既感染者が混在していることが判ってき

た。いわゆる陰性高値という問題で、当初いわれてい

たようにＡ群からの胃がん発生はないと断言できなく

なった。 

 「胃がん住民健診」の目的のひとつに、Hp除菌（が

んの一次予防）がある。B群+C群は判定を説明後、胃

カメラ検査を実施し「Hp 感染胃炎」が確認でき次第、

除菌を行なうことができる。だが、平成29年の4月か

らは、Eプレート‘栄研’Ｈ．ピロリ抗体Ⅱの測定値で

のHp感染状態の判定で、陰性高値（Hp抗体3以上10

未満）がＢ群の中にひとまとめになった。井上らの「A

BC 分類運用ワーキンググループ」によると、6,446 例

を対象に検討した陰性高値の1,132 例のうち既感染が

76.7%と大部分を占め、現感染は9.3%であり、Hp抗体
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が 10 以上では 94.5％が現感染で既感染は 5.4％であ

ったと報告しているので、従来のB群の中にHpの既感

染者がより多く混じってしまうことになった。従って、

B群では今まで以上に胃カメラ検査で「Hp感染胃炎」

を確認し、さらに尿素呼気試験などを行って現感染を

慎重に確認し除菌することになる。病院を複数回受診

しなければならないので、仕事で多忙な人や交通の便 

の悪い地方などでは負担が増してくる。その点、A群を

Hp感染が無い「A-1」とHp感染のチェックが必要な「A

-2」に2分しておけば、検診工程はスムーズなものに

なる。先の「ABC分類運用ワーキンググループ」でも、

検診で用いるABC分類においては、Hp未感染の胃がん

リスクの低いグループと Hp 現感染＋既感染の胃がん

リスクのあるグループに分けることが重要であるとし

ている（⑫）。ABC分類を基盤にした胃がん検診を実施

している岡山県下の自治体では、これらに相当する場

合（陰性高値）にはA*群と判定し、内視鏡を行い、Hp

感染状態の有無をチェックしている（⑬）。今後は胃炎

の萎縮度をあらわす PG 値が検討されていくことで判

定がより明快になるだろうが、福島町でも今のところ 

「A-1」と「A-2」のように区分けしておくことが検診

を運用する上で必要だと考えている。 

 次に、今回のABC検診で主な課題が2つある。(1)初

年度の検診受診者数は 424 名と多かったが、2 年目以

降は二桁の数字に著減していること（表‐3）。(2)精検

受診率の低迷である（表‐5）。この課題に対し、5年目

（Ｈ28年）からは定期集団検診のほかに、年度内は随

時実施することができる個別検診を併用したことと、

ABC 検診の 1 年～4 年経っても胃がんが発見されてい

るので、「住民健診台帳」を基にして要精密検査者に胃

カメラ検査を受けるよう通年で連絡を取る現在のフォ

ローアップ体制を継続していくことが大切だと考えて

いる。5 年目の受診者は 236 人に増え、前年度（Ｈ27

年）の約3倍となった。4月から12月までの検診者1

69人のうち要精検者（A-2，B，C，D，E 群）は86人

で、そのうち69人が胃カメラ検査を受けたので、要精

検受診率は初年度の48％から80％までアップした（表

‐8）。勧奨は主に電話と面談で行ったが、個別検診の

方が胃カメラ検査に積極的で 10 ポイントの差がつい

て多かった（⑭）。 

今後の福島町の検診では、Hp未感染のA-1の割合が

多くなってくるが、5 年間のあいだに一度は X 線か胃

カメラの画像検査を受けるように説明している。B群+

C群、及びA-2とD群のHp 現感染には除菌を行い、表

-9の流れに沿った検診行程でフォローアップを行って

いけるよう提案している。 

 

【Ⅵ.おわりに】 

 医療資源の少ない地域では予防医療が必要と考えら

れる。除菌による胃がんの一次予防と早期発見に結び

つく二次予防を兼ねて行うことができるABC 検診は、

簡便な血液検査で胃がんの低リスク群を判定し、精密

検査から除外することができる。そのABC 検診を活用

した住民の胃がん検診は、効率的で費用対効果の面で

も有用であると評価できる。今後、より多くの道内の

自治体が導入することを期待したい。 

 尚、今年になって三木一正らのNPO 法人は「胃がん

リスク検診（ABC検診）」の呼称を、よりその検査を明

確にするために「胃がんリスク層別化検査」とすると

発表している（⑮）。 
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