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背景: 胃がん検診の新たなスクリーニング方法である胃がんハイリスク検診 (ABC検診) は，胃癌
撲滅に向けての新たな対策として期待されている。今回，北里大学病院・北里大学東病院で新たに

導入された胃がんハイリスク検診 (ABC検診) について，検診成績および臨床的有用性について検

討した。

方法: 2011年6月に当職域で実施した定期健康診断対象者のうち，2011年12月までに40歳以上となる
1,669名を対象とした。血清抗H. pylori抗体，血清pepsinogen値を測定し，両者の値によって胃癌発

生リスクをABCDの4群に層別化した。A群を低リスク，B群を中間群，C・D群をハイリスク群と
し，BCD群を精検対象とした。
結果: ABC検診受診率は1,543名 (92.5%)，BCD群となった要精検者は390名 (25.3%) であった。精

検対象のBCD群が年代別に占める割合は，年代が上昇するに従い要精検者の割合も増加した。要精
検者のうち現在までに精検済みの者は188名 (48.2%)，診断された疾患の内訳は胃癌3名，胃潰瘍13
名，十二指腸潰瘍54名，萎縮性胃炎156名であった。

結論: 当職域検診にABC検診を導入する事で，従来の胃がん検診対象者を約1/4に絞り込む事ができ
た。胃癌発見率は0.19%で，職域検診の全国集計0.031%を上回る結果となった。受診者への負担が
少なく，実施施設の制約も少ないABC検診は病因論に基づいた，集約的・効率的な胃がん検診であ

ると期待される。
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序　　文

　これまでの本邦における胃がん検診は，従前より胃

X線検査での検診方法が推奨されており，現在も多く

の自治体や検診施設で実施されている。国立がん研究

センターがん予防・研究センターより公表された，

『有効性に基づく胃がん検診ガイドライン』では，死

亡減少効果の根拠に基づいた対策型および任意型検診

としては胃X線検査が推奨されている1,2。しかし，胃X

線検診での胃がん検診の受診率はいまだ低迷し，検査

前の食事制限，放射線被曝などの受診者への負担も懸

念されている。したがって，技術と経験を要し適切な

教育を得た医師・技師の養成が必要である。

　胃癌の主たる原因がHelicobacter pylori (H. pylori) 感

染症であり，除菌治療によりその発症が有意に抑制さ

れることが既に報告されている3-5。そして，胃癌の早

期発見と同時に，H. pylori除菌対象者の抽出・除菌治

療による胃癌発生の予防という2つの意味をもつ胃がん

のリスク別検診 (ABC検診) は，2007年に厚生労働省研

究班 (三木班) から報告されて以降，国内においては

徐々に普及している。今後，本邦における胃癌撲滅の

対策法として，重要な契機となることが考えられてい

る6。

　今回，我々は北里大学病院・北里大学東病院で行わ

れた教職員対象定期健康診断において，40歳以上の教

職員を対象に胃がん検診として胃がんハイリスク検診

(以下，ABC検診) を導入し，初年度の成績および臨床

的有用性について検討した。

対象と方法

　2011年6月に北里大学病院・北里大学東病院の教職

員に実施された定期健康診断を受診した計3,570名 (平

均年齢38.63 ± 1.52歳・男性1,326名，女性2,244名) の

うち，2011年12月31日までに40歳以上となる教職員

1,669名を対象としてABC検診を実施した。
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　検体は定期健康診断時に採取する血清を用い，血清

抗H. pylori (Hp)  IgG抗体でHp感染の有無，血清ペプシ

ノゲン値 (pepsinogen I: PG I，pepsinogen II: PG II) によ

り萎縮性胃炎を診断した。さらに，両者の結果から胃

癌の発癌リスクをA〜Dの4段階に層別化した7。なお，

過去にH. pylori除菌治療を受けた受診者はE群とし，検

討の対象から除外した (Figure 1)。

　血清PG I，PG IIをLZテスト‘栄研’pepsinogen I，

II: LA凝集法で，血清抗H. pylori IgG抗体 (Hp) をEプ

レート‘栄研’H. pylori抗体: ELISA法で測定した。

PG I ≦ 70μg/lかつI/II比 ≦ 3をPG陽性 (+)，抗Hp抗体

≧ 10 U/mlをHp陽性 (+) とし，A群 [Hp (-)・PG (-)]，B

群 [Hp (+)・PG (-)]，C群 [Hp (+)・PG (+)]，D群 [Hp (-)・

Figure 1.  Details of patients who underwent the ABC method in our specialty

Table 1.  Evaluation criteria for screening patients at high risk for gastric cancer (ABC method)

Further evaluation Further evaluation
not required required

Group A Group B Group C Group D

Pepsinogen method Negative Negative Positive
Helicobacter pylori antibodies Negative Positive Positive Negative
Risk of gastric cancer Low Slightly high High

PG (+)] の4群に分類した7,8(Table 1)。

　対象となるABC検診受診者のうち，明らかな消化器

症状を有する者あるいは上部消化器疾患で通院加療中

の者 (3名)，腎不全 (血清クレアチニン値が3 mg/dl以上)

を有する者 (1名)，計4名を今回の検討から除外した。

　実際の集計は上記ABCDの4群について検討したが，

受診者への通知，検診後の受診勧奨などに関してはC

およびD群を合せてC群として通知した。そして，A群

を低リスク群，C群をハイリスク群，B群を中間群とし

た。低リスク群であるA群を精検対象から除外し，Bお

よびC群を精検対象とした。なお，今後の当職域健診

におけるABC検診の再検診については，過去推奨され

ているように7,9，除菌治療をしない限り5年に1回を目
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(内視鏡的粘膜剥離術) が施行され，完全切除が可能で

あった。また，進行胃癌と診断された1例は外科的治療

が施行された。

　今回，ABC検診後に医療機関を受診して新たに除菌

治療を受けた職員は，110名 (BC群の28.2%) であった。

除菌治療の結果に関しては，除菌成功88例 (80.0%)，除

菌判定待ち16例 (14.5%)，除菌不成功6例 (5.5%) であっ

た。

Figure 2.  Evaluations of 1,488 patients who underwent the
ABC method in groups A, B, C, and D Figure 3.  Age distributions in groups A, B, C, and D

安として施行する予定とした。

結　　果

　北里大学病院・北里大学東病院における平成23年度

教職員定期健康診断において，今回初めての胃がん検

診としてABC検診を導入した。全体でのABC検診受診

率は92.5% (全対象者1,669名中1,543名) であった (Figure

1)。

　過去に除菌歴を有するE群55名がA群1,153名の中に

含まれていたため，A群より除外した結果，A群は

1,098名となった。検討の対象となる1,488名の判定結

果の内訳は，A群1,098名 (73.8%)，B群188名 (12.6%)，

C群175名 (11.8%)，D群27名 (1.8%) で，要精検となっ

た教職員はABC検診総受診者1,543名のうち，390名

(25.3%) であった (Figure 1，2)。

　年代別にABC検診の判定の内訳をみると，精検対象

となるB群およびC・D群の占める割合は，40歳代で

18.6% (820名中153名)，50歳代で28.6% (560名中160名)，

60歳代で47.1% (153名中72名) 70歳代で50.0% (10名中5

名) と年齢が増加するに従い増加した (Figure 3，4)。

　要精検者のうち，平成24年4月現在までに医療機関

を受診し精密検査を受けた者は188名 (要精検者の

48.2%，男性67名・女性121名，平均年齢53.10 ± 7.34

歳) であった。精密検査を受けて診断された主な疾患の

内訳は，胃癌3名 (早期胃癌2名，進行胃癌1名)，胃潰瘍

13名，十二指腸潰瘍54名，萎縮性胃炎156名，びらん

性胃炎35名，鳥肌状胃炎4名，表層性胃炎8名であっ

た。ABC検診要精検者390名における各種疾患の発見

率は，胃癌1.0%，胃潰瘍6.9%，十二指腸潰瘍28.7%，

萎縮性胃炎83.0%であった (Figure 5)。

　胃癌の内訳は，早期胃癌2例，進行胃癌1例で病理組

織型は分化型癌2例 (66.7%)，低分化型1例 (33.3%) で

あった。発見胃癌症例すべてがハイリスク群であるC

群であった。早期胃癌と診断された2例は内視鏡的治療
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Figure 4.  Results of evaluation of groups according to
age

Figure 5.  Results of diagnosis in 188 patients who received further evaluation
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　要精検者390名のこれまでの精検受診率を年代別に

検討した結果，40歳代で47.8% (153名中73名)，50歳代

で49.4% (160名中79名)，60歳代で52.8% (72名中38名)

70歳代で20.0% (5名中1名) であった。70歳代を除くと

年齢が増加するに従い精検受診率が増加した (Figure

6)。

考　　察

　H. pylori感染は胃十二指腸潰瘍，慢性胃炎，胃癌な

どの主たる発生原因として認識されており，H. pylori

除菌治療により胃癌発生リスクが有意に抑制されるこ

とが報告されている3,4。北里大学病院・北里大学東病

院の職域健診において，平成23年度初めて胃がん検診

としてABC検診を導入したが，全体でのABC検診受診

率は92.5%で，胃癌検診受診率は100%に届かなかっ

た。今回のABC検診の未受診者126名 (7.5%) について

は，今後予定される職域健診においてABC検診対象者

として受診勧奨を行っていく必要がある。

　ABC検診総受診者のうち，要精検となった教職員は

B群・C群・D群全てでは390名 (25.3%) であった。40歳

以上を胃がん検診の対象とした場合，A群は74.7%で

あった。ABC検診の導入により，従来の胃がん検診対

象者を約75%削減することができた。平成18年にがん

対策基本法が制定され，科学的根拠に基づいた死亡減

少効果が明らかにされている2。現在，各自治体および

各職域における胃がん検診の多くは，40歳以上を対象

に胃X線検査による逐年検診が行われている。他方，

ABC検診は，胃がんのリスクを層別化してハイリスク

群を抽出できる有効な方法になり得ると期待されてい

る10-15。

　また，A群と判定された1,153名のうち，過去に除菌

治療を受けたことのある受診者55名 (4.8%) が含まれて

おり，それらの割合はABC検診受診者全体の3.6%に相

当した。検診受診時に除菌治療歴を聴取することによ

り，A群へのH. pylori既感染者の混入を回避できる。な

お，過去に除菌治療を受けた既往のある受診者の取り

扱いについては，今後の検討課題と考えられる。

　要精検者のうち，2012年4月現在までに医療機関を

受診して精密検査を受けた職員は188名 (要精検者の

48.2%) であった。精密検査を受けて診断された主な疾

患は，胃癌3名 (早期胃癌2名，進行胃癌1名)，胃潰瘍13

名，十二指腸潰瘍54名，萎縮性胃炎156名であった。

ABC検診要精検者390名での各疾患の発見率はそれぞ

れ，胃癌1.0%，胃潰瘍6.9%，十二指腸潰瘍28.7%，萎

縮性胃炎83.0%であった。当職域検診におけるABC検

診受診者全体での胃癌発見率は，0.19%を示した。本

結果は，高崎市医師会が行ったABC検診での胃癌発見

率 (0.26%) より低率であった。しかし，日本消化器が

ん検診学会の胃X線撮影法による地域検診の全国集計

(0.156%) および職域検診の全国集計 (0.031%) に比べ，

高率を示した16(Table 2)。

　要精検者で，現在までに未受診もしくは受診結果未

報告者に対しては，精検受診勧奨を複数回行ってき

た。しかし，2012年6月の集計時点では，要精検者の

約半数 (51.8%) が精検未受診もしくは受診結果未報告

の状態であった。今後，最終的に胃癌と診断される検

Figure 6.  Rate of receiving further
evaluation according to age

北里大学病院・北里大学東病院における胃がんハイリスク検診 (ABC検診) の成績および臨床的有用性に関する検討
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診受診者は，これまで診断された3名を超える可能性が

示唆される。今後も引き続き，精検未受診者と受診結

果未報告者に対しては，精検受診勧奨を継続すること

が重要と考えられた17。

　これまでの我々の追跡調査によると，今回実施した

ABC検診後に医療機関を受診して，除菌治療を新たに

受けた職員は110名 (BC群の28.2%) であった。それら

の除菌成績は除菌成功88例 (80.0%)，除菌判定待ち16例

(14.5%)，除菌不成功6例 (5.5%) で除菌成績は比較的良

好であった。H. pylori除菌治療による胃癌発生抑制効

果については，既に多くの研究報告がなされている。

したがって，ABC検診後の除菌治療による胃癌一次予

防への効果が期待される3,4,18。

　今後，当職域での定期健康診断におけるABC検診の

予想受診者数は，毎年約120名程度と予想されてい

る。H. pylori感染者は減少傾向にあり，胃がんローリ

スク群と考えられるA群の割合が増加することで，将

来的な胃がん検診対象者が減少・集約されることが期

待されている9,19。職域検診での胃がん検診受診率およ

びハイリスク群の精検対象者の内視鏡検査受診率の向

上が，今後のABC検診の大きな課題の一つであると考

えられた。

　本邦においては，現在までに多くの自治体および医

療施設でX線撮影での胃がん検診が実施されてきた。

しかし，胃X線検査に関しては，検査前の食事制限，

放射線被曝，バリウム誤嚥，排便遅延，バリウムによ

る便秘およびイレウス，前投薬による偶発症など受診

者への負担が懸念されており，現状での胃X線撮影を

用いた胃がん検診受診率は低迷している。一方，胃内

視鏡検査による胃がん検診については，現時点では死

亡率減少効果を示す科学的根拠が不十分であり，対策

型胃がん検診としては推奨されていない1,2,3。さらに，

検査前の食事制限，前投薬による偶発症，極めてまれ

に出血・穿孔等の偶発症があるという問題点に加え

て，対策型検診を受け入れるための医療施設と医療マ

ンパワーの不足，費用対効果が著しく悪いという問題

点が挙げられる。しかし，内視鏡検査による胃がん検

診については，胃X線検査に比べ胃がん発見率が高

い。よって，より大きな死亡率減少効果を持つ可能性

があり，今後の研究による評価が望まれる。

　ABC検診は，2007年に導入され，国内での実施施設

は増加傾向を示す。そして，胃X線検査や内視鏡検査

に比較して受診者への負担が少なく，安全性も高い。

さらに，実施可能施設の制約も少なく，費用対効果も

良好と考えられている20,21。

　本邦における胃癌の死亡者数は毎年約5万人で，直近

10年間の年次推移でほぼ横ばい傾向を示す2。ABC検診

導入から約5年の経過であり，有効性に関しては決定的

な結論には至っていない。しかし，地域検診や職域検

診における胃がん検診の受診率および発見率の向上，

胃癌の主たる原因であるH. pylori感染者の抽出，効率

的な除菌治療による胃がん対策などは急務であると考

えられる。以上より，ABC検診は，我が国における胃

癌撲滅に向けた重要な対策法の一つとなる可能性が期

Table 2.  National data on radiographic examination and comparison with detection rates of gastric cancer in patients who
underwent the ABC method in Kitasato University Hospital and Kitasato University East Hospital

National data
Kitasato University

(Indirect, direct, and digital radiographic examination for cancer)

Regional examinations Specialty examinations ABC method in
Total (radiographic (radiographic our

examination) examination) specialty

No. of patients examined 6,093,665 2,755,722 3,337,943 1,543

No. of patients requiring
484,669 264,155 220,514 390

  further evaluation

Rate of requiring
8.0% 9.6% 6.6% 25.3%

  further evaluation

No. of patients undergoing
306,684 212,541 94,143 188

  further evaluation

Rate of undergoing
63.3% 80.5% 42.7% 48.2%

  further evaluation

No. of patients in whom
5,359 4,312 1,047 3

  gastric cancer was detected

Detection rate 0.088% 0.156% 0.031% 0.190%

竹澤　三代子，他
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待される。
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Clinical usefulness of gastric cancer riskscreening (the ABC method) in
Kitasato University Hospital and Kitasato University East Hospital
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Background: Medical examinations according to gastric cancer risk (ABC method) are a new screening
method for gastric cancer.  This novel countermeasure is expected to contribute to the crusade against gastric
cancer.  We studied the outcomes and usefulness of the ABC method, which was initially introduced to
Kitasato University Hospital and Kitasato University East Hospital.
Methods: Among individuals who underwent periodic medical check-ups at Kitasato University Hospital and
Kitasato University East Hospital in June 2011, we studied 1,669 subjects who became 40 years or older by
December 2011.  Levels of Helicobacter pylori antibodies and pepsinogen in serum were measured and used
to stratify the subjects into 4 groups, designated as A, B, C, and D, according to the risk of gastric cancer.  The
A group was considered low risk, the B group intermediate risk, and the C and D groups high risk.  The B, C,
and D groups underwent further evaluation.
Results: Among the 1,669 subjects, 1,543 (92.5%) underwent the ABC method, and 390 (25.3%) belonged to
the B, C, and D groups and required further evaluation.  Higher age was associated with higher proportions of
subjects requiring further evaluation.  Among subjects requiring further evaluation, 188 (48.2%) have completed
follow-up examinations to date, and the following diseases were diagnosed: gastric cancer, 3 cases; gastric
ulcer, 13 cases; duodenal ulcer, 54 cases; and atrophic gastritis, 156 cases.
Conclusions: By introducing the ABC method to medical examinations in our specialty, the number of
subjects undergoing examinations for gastric cancer has been decreased to about one fourth of that previously.
The detection rate was 0.19%, which is higher than the national detection rate of 0.031% in specialty
examinations.  The ABC method was evaluated to be an intensive, efficient, and promising screening technique
based on etiologic factors, associated with minimal burden to subjects and few facility-related restrictions.
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