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【要旨】 

自己免疫性胃炎(AIG)は抗壁細胞抗体(PCA)により胃底腺が障害され、逆萎縮と称される胃体部優位の萎縮が起こ

る疾患であるが、H. pylori感染胃炎との関連についてはまだ明確になっていない。H. pylori感染胃炎と診断さ

れ、除菌治療後に粘膜萎縮が進展しAIGと診断された症例を報告する。 

 

【キーワード】：自己免疫性胃炎、H. pylori感染、除菌療法、逆萎縮 

 

【症例】 

60歳代、男性 

主訴：尿中H. pylori抗体陽性 

現病歴：2010年頃健診で尿中H. pylori抗体陽性を指

摘されていた。2016年8月に当科受診、尿素呼気試験

(UBT)陽性（6.0‰）のため同 9月に上部消化管内視鏡

検査(EGD)を施行した。内視鏡所見上、びまん性発赤と、

木村・竹本分類で O-3の粘膜萎縮及び胃体部までの腸

上皮化生を認めH. pylori現感染と診断された。ボノ

プラザンフマル酸塩・クラリスロマイシン・アモキシ

シリン水和物による除菌療法を施行、同11月のUBT陰

性(1.1‰)で一次除菌が成功と判定された。以降1年ご

との上部消化管内視鏡検査で経過観察されていた。 

既往歴：高血圧症  

生活歴：習慣飲酒者(1合/日)、現喫煙者(15本/日 20

年間) 

家族歴：特記事項なし 

現症：身長 171 cm、体重 85 kg。 

血液検査（初診時）：白血球数 5,600、好中球 52 %、

リンパ球 36.2 %、単球 7.4 %、好酸球 3.4 %、赤血球

数 5.07×10^6、血色素量 14 g/dl、血小板数 245×1

0^3、総蛋白 6.9 g/dl、LDH 167 IU/l、AST 39 IU/l、

ALT 60 IU/l、ALP 204 IU/l、LAP 54.0 IU/l、γ-GTP

 36.0 IU/l、T-bil 0.92 mg/dl、Amy 73 IU/L、Na 14

2 mEq/l、K 4.0 mEq/l、Cl 107 mEq/l、尿素窒素 13.

8 mg/dl、クレアチニン 0.85 mg/dl、CRP 0.06 mg/d

l、CEA 1.8 ng/ml、CA19-9 6.9 U/ml、AFP 2.2 ng/ml 

血液検査(除菌後 3年)：抗壁細胞抗体 20倍、抗内因

子抗体陰性、ガストリン 169 pg/ml、ペプシノゲン(P

G)I 7.5 ng/ml、PGⅡ 2.1 ng/ml、PGⅠ/Ⅱ 3.6、 

EGD（2016.09）(図 1):萎縮は軽度で O-3、びまん性赤

発、体部まで腸上皮化生を認めHP現感染と診断し、こ

の後除菌療法施行し除菌成功となった。 

EGD（2017.05）(図 2)：萎縮は軽-中等度で O-3、部分

的 RAC消失、体部まで腸上皮化生で地図上赤発あり、

過形成ポリープありでHP既感染。 

EGD（2018.05）(図 3)：萎縮は軽-中等度で O-3、部分

的 RAC消失、体部まで腸上皮化生で地図上赤発あり、

過形成ポリープありでHP既感染。 

EGD（2019.06）(図 4)：萎縮は軽-中等度で O-3、部分

的 RAC消失、体部まで腸上皮化生で地図上赤発あり、

ポリープなしでHP既感染。 

EGD（2019.12）(図 5)：萎縮は高度で O-P、体下部–胃

角RAC、体部まで腸上皮化生で地図上赤発ありでHP既

感染。初診時比で明らかな萎縮の程度及び範囲の拡大

を認めた。 

病理組織診断（除菌後3年）：前庭部から体部にかけm

ild chronic inflammation, patchy intestinal meta

plasiaを伴うatrophic mucosaを認め、AIGとして矛

盾のない所見であった。 

 

【考察】 

 自己免疫性胃炎は壁細胞のプロトンポンプ(H+/K+ A

TPase)に対する自己抗体産生により胃粘膜の萎縮をき

たし、それを反映した高ガストリン血症を呈する。免

疫応答に関しては Th1型免疫反応の関与が示唆されて

いる。粘膜萎縮は胃体部の萎縮が強く，前庭部の萎縮

は無いか軽度であり、いわゆる逆萎縮の様相を呈する
1)。病理組織では壁細胞消失、腸上皮化生，胃底腺萎縮

や ECL 細胞の過形成がみられる 2)。血液検査では血中

に抗胃壁細胞や抗内因子抗体が高率に認めることが知

られている。現時点で根治的な治療法はなく、悪性貧
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血や神経症状に対する対症療法が基本となる。本邦で

は有病率0.004%程度の稀な疾患とされていたが，近年

H. pylori の感染率低下により発見頻度は上昇してお

り、有病率は0.5〜0.85％、女性に限れば2％を超える

との報告もあり 3)、従来の通説よりも有病率が高い可

能性が示唆されている。 

自己免疫性胃炎においては Th1型優位の免疫反応が、

HP感染においてはTh2型優位になることが知られてお

り、AIG発症マウスへの H. pylori感染実験では、ピ

ロリ感染により Th2型の免疫反応が有意となることが

示されている 4,5)。角らもH. pylori除菌後に萎縮が進

行した自己免疫性胃炎を報告している 6)。今回の症例

の除菌後の粘膜萎縮の進展は、H. pylori 感染時は免

疫応答の拮抗により自己免疫性胃炎の病態が抑制され

るが、除菌後はこの拮抗が崩れることで自己免疫性胃

炎による粘膜萎縮が進展するためと考えられた。H. p

ylori 感染と自己免疫性胃炎の合併例では、除菌後に

体部萎縮が進展することからH. pylori感染が自己免

疫性胃炎の病態に抑制的に影響を及ぼしている可能性

が示唆された。 

除菌後の定期内視鏡検査においては萎縮の程度及び

範囲の拡大、特に逆萎縮の所見の出現に留意する必要

があると考えられた。 

 

【結語】 

 H. pylori 除菌後に体部萎縮が進展する症例は、自

己免疫性胃炎が存在する可能性があり注意が必要であ

る。 
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図1 EGD（2016.09） 
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図2 EGD（2017.05） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 EGD（2018.05） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4 EGD（2019.06） 
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図5 EGD（2019.12） 

 


