
ピロリ菌と胃がん 
―ピロリ菌の早期除菌で、胃がんは予防できる― 
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ナポレオンの死因は胃癌だった!? 













ピロリ菌って何ですか 

ピロリ菌は正式にはヘリコバクター・ピロリという細菌で、1983年にオーストラリアの 
ウォレンとマーシャルによって発見されました。ピロリ菌が胃・十二指腸かいようなどの 
原因になっていることがわかり、ウォレンとマーシャルは2005年にノーベル医学生理学
賞を受賞しています。 

ヘリコバクター・ピロリ（通称ピロリ菌）名前の由来 

「 ヘ リ コ 」 ：らせん・旋回 

「バクター」 ：バクテリア（細菌） 

「 ピ ロ リ 」 ：胃幽門部（ピロルス） 
い  ゆう  もん  ぶ 



     H.pylori の電顕像 

グラム陰性桿菌、ラセン状 

大きさ：約3mm×0.5mm 

極多毛性の鞭毛 

微好気性菌（O2：5%） 

強ウレアーゼ産生性 

尿素 アンモニア 炭酸ガス 

（NH2）2CO + H2O 2NH3 + CO2 

ウレアーゼ 

那須勝 ほか, Heliocobacter pylori 感染症, 中外医学社, 1995. 
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ピロリ菌はどうして胃の中で生きていられるのですか 

胃の中は胃酸が出ているため、通常の菌は死んでしまいます。ピロリ菌は特殊な酵素
をもっており、アンモニアを発生して、胃酸から身を守っているため、胃の中で生きるこ
とができます。 

アンモニアにより胃酸から身を守るピロリ菌 

胃酸の雨 

アンモニア 



どのように感染するのかはまだ充分わかっていませんが、口から感染すると考えられて
います。衛生状態が悪い途上国などでは水による感染も報告されています。日本も戦
中、戦後などには水から感染した可能性はありますが、現在は水から感染する可能性
はほとんどありません。 
接する機会が多い人から感染する可能性があり、親が感染しているとこどもの感染率
が高くなります。特にピロリ菌に感染しやすいのは乳幼児期と考えられています。 

ピロリ菌はどのように感染するのですか 
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あなたの胃にもピロリ菌が・・・ 

日本人は感染率が非常に高く、とくに、50歳以上では70～80％の人が感染 
していると推定されています。 
幼年期の衛生環境が悪かったためと考えられています。 

ピロリ菌に感染しているかどうかは、医療機関で検査をすればわかります。 

Asaka, M. et al.: Gastroenterology, 102, 760, 1992 
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ピロリ菌は胃・十二指腸かいようと
関係があるのですか 

ピロリ菌に感染すると胃に炎症を起こすことが確認されています。胃・十二指腸かいよ
うの患者さんでピロリ菌を検査すると、約90％の患者さんがピロリ菌に感染していて、
ピロリ菌が胃・十二指腸かいようの原因になっていることがわかっています。ピロリ菌が
いる場合には１度かいようの治療をしても1年後には60％以上の患者さんが再発して
しまいます。ピロリ菌を除菌することによって胃・十二指腸かいようの再発率は著しく低
下することが認められています。 

胃・十二指腸かいようの 
患者さんのピロリ菌感染率 

Asaka M. et al.: J. Gastroenterol. 38, 339, 2003 

1年間に再発する人の割合 
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ピロリ菌は胃・十二指腸かいようの再発原因 

胃・十二指腸かいようは再発を繰り返す病気で、胃酸を抑えるおくすりなどを
長期間のみ続けなければなりませんが、ピロリ菌を除菌すると再発が著しく 
減少します。 

●３年間に再発しない人の割合 
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ピロリ菌に感染している人と感染していない人に対して10年間の調査を 
行ったところ、感染している人では2.9％に胃がんが発見され、感染していない
人では胃がんは認められなかったという報告があります。 

●胃がんを認めない人の割合 

胃がんの発生 

ピロリ菌に感染していない人 （280名）  0名 

（1246名） 36名（2.9％） ピロリ菌に感染している人 
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Uemura, N., et al.: N Engl J Med, 345, 784, 2001 

ピロリ菌は胃・十二指腸かいようの他にどのような悪さをするのですか 

















早期胃がんで内視鏡的治療をした後に除菌治療
をするとどのようなメリットがありますか 

早期胃がんで内視鏡的治療を受けた患者さんの予後は良好です。しかし健康な人と 
比べると、胃がんの再発リスクは高いと考えられています。 
ピロリ菌は発がんリスク因子の一つのため、ピロリ菌に感染している早期胃がんで内視
鏡的治療を受けた後の患者さんに除菌を行うことにより、3年間のフォローで胃がんの
発生が約1/3に抑制され、再発を予防する効果があります。 

早期胃がん内視鏡治療後の異時性多発がん発生 
に対するH. pylori 除菌効果 

除菌群（255名） 
対象群（250名） 
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0  （年） 1 2 3 例  数 

除菌群 255 237 196 157 
対象群 250 250 213 167 

Fukase K. Kato M. Asaka M. et al.: Lancet. 372, 9636, 392, 2008 
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1/3に低下 

24名 

新しい胃がんの発生 

9名 









健常な胃 
胃粘膜もきれいでひ
だもなめらかである。 

炎症 
ピロリ菌の感染により
炎症を起こし、胃のひ
だも大きく乱れている。 

萎縮 
胃粘膜のひだも少なく
なり、粘膜には腸上皮
化生もみられる。 

PGⅠ  正    

PGⅡ  正 

PGⅠ/Ⅱ 正 
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ペプシノゲン法ハンドブック,編集：三木一正,MEDICAL VIEW,16-28,2001. 

ペプシノゲン（PG）は、胃の粘膜でつくられる消化酵素（ペプシン）の前駆物質です。一方、

胃がんの前駆病変ともいわれる萎縮性胃炎ではこのペプシノゲンの分泌量が減少しま

す。つまり血清ペプシノゲン検査とは、血液中のペプシノゲン濃度を測ることによって、萎

縮性胃炎の進行渡、つまり胃がん発生の危険度を推定するものです。 

ペプシノゲン法とは？ 















ピロリ菌は胃マルトリンパ腫と関係があるのですか 

胃マルトリンパ腫は胃に発生する悪性度の低いリンパ腫という病気です。 
胃マルトリンパ腫の患者さんの約90％はピロリ菌に感染しており、ピロリ菌の感染によ
る慢性胃炎が原因であることがわかっています。 
国際的なガイドラインにおいても、ピロリ菌の除菌が第一選択の治療法で、ピロリ菌の
除菌により60～80％が改善します。改善した場合の長期予後は良好です。 

ピロリ菌は特発性血小板減少性紫斑病（ITP）と関係がある
のですか 

ITPは、明らかな原因や疾患なしに血小板が減少してさまざまな出血症状を起こす病
気で、ピロリ菌の感染率は約60％です。原因はまだ解明途中ですが、ピロリ菌に感染
している慢性（6ヵ月以上）のITP患者さんに除菌を行うと、40～60％で血小板が増加
し、効果は長期間維持されます。 



内視鏡で胃の組織の一部を取って、次のいずれかの方法で検査します。 

内視鏡検査を伴う方法 

ピロリ菌の検査はどのようにするのですか  ① 
ピロリ菌の検査法  大きく分けて内視鏡（胃カメラ）検査を必要とする方法と、

必要としない方法があり、全部で6つの方法があります。 

●培養法 

 ピロリ菌を培養します。 

ばい   よう   ほう 

ばい   よう 

●迅速ウレアーゼ法 
 ピロリ菌がもつウレアーゼのはたらきで 
作られるアンモニア（NH3）の有無を調べ
ます。 

じん   そく ほう 

●組織鏡検法 
 顕微鏡でピロリ菌がいるかどうかを調べ
ます。 

そ   しき  きょう  けん  ほう 

＊保険適用でピロリ菌の検査が行えるのは胃・十二指腸かいよう、胃MALTリンパ腫、特発性血小板
減少性紫斑病、早期胃がんに対する内視鏡的治療後胃の患者さんです。 



内視鏡検査を行わず、次のいずれかの方法で検査します。 

内視鏡検査を伴わない方法 

●尿素呼気試験法 
 呼気（吐き出した息）を採取して 
調べる方法です。ピロリ菌がもつ 
ウレアーゼのはたらきで作られる 
二酸化炭素（CO2）の量を調べます。 

にょう   そ    こ    き    し   けん  ほう 

●抗体測定法 
 尿や血液のピロリ菌に対する抗体の有無
を調べる方法です。 

こ う  た い  そ く  て い  ほ う 

●抗原測定法 
 糞便中のピロリ菌に対する抗原の有無を
調べる方法です。 

こ う  げ ん  そ く  て い  ほ う 

ピロリ菌の検査はどのようにするのですか  ②  

＊保険適用でピロリ菌の検査が行えるのは胃・十二指腸かいよう、胃MALTリンパ腫、特発性血小板
減少性紫斑病、早期胃がんに対する内視鏡的治療後胃の患者さんです。 

注意点：どんな検査も100％正しいとは限りませんので、１種類の検査を１回だけ行う場合には間違
う可能性があります。検査の選び方や結果の解釈については、医師にお尋ねください。 





ピロリ菌はやっつけられるの 

２種類の抗生物質と胃酸を抑えるおくすりの３種類のおくすりを、 
朝と夕方の１日２回１週間続けてのむだけで、約80～90％の方は
ピロリ菌を除菌できます。ただし、除菌できない場合や、ごくまれ 
ですが再感染することがあります。 

※保険適用によるピロリ菌の感染診断、除菌治療は、内視鏡検査またはX線造影 
検査で胃・十二指腸かいよう、胃MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、 
早期胃がんに対する内視鏡的治療後胃と確定診断された場合に限られます。 

ピロリ菌の除菌に関して詳しく知りたい方は、医師にご相談下さい。 



2種類の抗生物質と胃酸を抑えるおくすりの3種類のおくすりを朝と夕方の1日2回1週
間しっかりと続けてのむことで約80～90％の患者さんはピロリ菌を除菌できます。1回
目の除菌治療（1次除菌）で除菌が出来なかった場合にはおくすりを変えて再度除菌
治療を行うことが可能です。 

ピロリ菌の除菌治療はどのようにするのですか 

＊保険適用でピロリ菌の除菌治療が行えるのは胃・十二指腸かいよう、胃MALTリンパ腫、特発性 
血小板減少性紫斑病、早期胃がんに対する内視鏡的治療後胃の患者さんです。 





ピロリ菌の２次除菌治療 

１回目の除菌治療で除菌が出来なかった場合にはおくすりを変えて再度除菌治療
（2次除菌）を行うことが可能です。２回目の除菌治療では約90％の患者さんで除
菌ができます。除菌が成功したかどうかは除菌治療終了後４週間以上あけて検査
をすることでわかります。1次除菌、2次除菌、および、それに伴う検査は保険ででき
ます。 
万が一、2次除菌にも失敗したら、主治医やピロリ菌治療の専門医に相談してみ
てください。保険適応ではありませんが、自費で、3次除菌の治療法があります。 

3次除菌は、尾西病院でもできます。 

 

１回目と 
違うおくすり 





ペニシリンアレルギーといわれたことのある方は、薬を飲み始める前に

必ず主治医に相談してください。 

他に服用中の薬がある場合は、除菌の薬が影響することがありますの

で、必ず主治医にお知らせ下さい。 

ピロリ菌の除菌治療を始める前の注意点 



除菌治療薬の服用時・服用後の注意点 

● 確実にピロリ菌を除菌するために、おくすりは必ず指示されたとおりに服用するよ
うにしてください。 

●自分の判断でおくすりを減らしたり、服用を中止してはいけません。自分の判断 
  で薬を減らしたり服用を中止したりすると、除菌に失敗する率が増え、抗生物質 
  が効かない耐性菌を作る可能性があります。 

 

  必ず、同時に３種類のおくすり（２種類の抗生物質と胃酸の分泌を 
抑えるおくすり）を１日２回（朝と夕）、７日間続けてのむようにして 
ください。 

   また、除菌できなかった場合は潰瘍が再発することがあります。除菌 
  治療の成否により、治療方法が大きく異なりますので、除菌の判定は必ず 
  受けてください。 
      除菌が成功した後でも、胃がんが発見されることがありますので、定期 
    的に胃の内視鏡検査や胃がん検診を受けるようにして下さい。 



除菌治療の主な副作用として以下のものが報告されています。いずれも除菌治療時の 
一時的なものであると考えられています。 

除菌治療による副作用はどのようなものがありますか 

下痢・軟便 （10～30%の方に起こる） 
下痢を起こしたり、便がゆるくなったりします。 

味覚異常 (5～15%の方に起こる） 
食べ物の味を苦く感じたり、おかしいと感じたり 
することがあります。 

AST（GOT）・ALT（GPT）の変動 
肝機能の検査値が上がることがあります。 

皮膚の異常 
皮膚に異常が現れることがあります。 

1 

2 

3 

4 

※ ２～５％の頻度で、便に血がまじる、皮膚のひどい異常などが起こることがあります。
このような場合は、薬の内服を中止して、すぐに主治医に相談してください。 



副作用発生時の対処法 

● 便がゆるい・軽い下痢・食べ物の味が分からない、おかしいと感じる。 

その他、気になる症状を感じた場合 
には、自分の判断でおくすりを減らし 
たり中止せずに主治医または薬剤師に
ご相談ください。 

● 発熱・腹痛をともなう下痢、便に血が 
混じる。  

  すぐにおくすりをのむのを中止 
して、主治医または薬剤師に 
ご連絡ください。 

  自分の判断でおくすりを減らしたり中止 
せずに、残りのおくすりをのみ続けてください。
ただし、症状がひどくなるようでしたら、 
主治医または薬剤師にご相談ください。 

除菌治療を行うにあたって 



除菌治療の後に生じる逆流性食道炎 
 ぎゃく りゅう せい しょく どう えん 

ピロリ菌を除菌した患者さんの５～10％で逆流性食道炎が起こることが報告されています。
これはピロリ菌の除菌によって低下していた胃酸の分泌が正常に戻ることによって起こると
考えられていますが、一時的・軽微な場合が多く、治療が必要となるケースはまれです。 

除菌治療の後に生じる問題はありますか 



除菌治療時の禁煙 （1次除菌＆2次除菌時の両方で） 

喫煙をすることにより胃粘膜の血流が低下し、除菌治療の成功率が低下するという
報告があります。除菌治療時は禁煙をお奨めいたします。 

除菌治療時の注意事項 



2次除菌除菌治療時の禁酒 

2次除菌治療で使用するメトロニダゾールはアルコールと相互作用が報告されて
おります。2次除菌治療中はアルコールの摂取（飲酒）を避けてください。 

除菌治療時の注意事項 




