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監修のことば

　今まさに必要とされているテキストである。
　ひと昔前であれば、胃がんを発見するには、胃がんの高リスク群である萎縮性胃炎や腸上皮化
生、さらに H. pylori感染が指標となった。しかしながら、最近経験される胃がん、特に早期胃が
んでは、H. pylori除菌後の胃、あるいは、H. pylori未感染の胃に発生する胃がんが大半を占める
ようになってきている。したがって、H. pylori除菌前後の胃粘膜をよくよく理解し、さらに、そ
の粘膜変化の中から除菌後胃がんを見つけていかなければならない。
　著者の面々を見ても、編集者である井上先生の豊富な人脈により、それぞれの項目の第一人者
により執筆されている。テキストのタイトルの中に「除菌後胃がんを見逃さない！」とあるが、
H. pylori未感染胃に発生する胃がんについても詳しく取り上げられており、この一冊で、まさ
に、新しい胃がんの診断学を学ぶことができる。

淳風会医療診療セクター副セクター長 /川崎医科大学特任教授

春間　賢
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はじめに

　胃がん発生に H. pylori感染が重要な役割を果たしていることに異論はないであろう。1983年
に発見された H. pyloriは、その後の多数の研究で消化性潰瘍のみならず、胃がん発生との強い関
連が示された。1991年に報告された複数の疫学的研究などをもとに 1994年には世界保健機関
（WHO）の下部組織である国際がん研究機関（IARC）は「H. pyloriは胃がんの “de�nite carcino-
gen”」とコメントした 1）。その後、Uemuraら 2）は 2001年に病院受診患者を対象としたコホート
研究で、H. pylori未感染者からの胃がん発生はなかったが、現感染者からは 0.5％/年の割合で胃
がんが発生したことを報告した。また、Matsuoら 3）は 3,161例の胃がん症例を対象として、H. 
pylori感染状態を既感染も含めて厳密に検討した結果、H. pylori未感染胃がんは 21例（0.66％：
95％信頼区間〈CI〉：0.41-1.01）にすぎなかったことを報告した。
　人における H. pylori除菌による胃がん発生予防効果に関しては、Uemauraら 4）の早期胃がん内
視鏡治療患者を対象とした、除菌による二次がん発生予防の報告が最初と思われる。その後、わ
が国で多施設共同無作為化比較試験を行い、早期胃がん内視鏡治療後患者においては、ハザード
比 0.339（95％CI：0.167-0.729）で二次がん発生率が低下することを示した 5）。そして、2014年
IARCは H. pylori除菌による胃がん予防策を推奨した 6）。また、「がん予防重点健康教育及びがん
検診実施のための指針（厚生労働省健康局長通知：平成 28年 2月 4日一部改正）」では、「胃が
んに関する正しい知識並びに胃がんと食生活、喫煙、ヘリコバクターピロリの感染などとの関係
の理解等について」健康教育を行うように、また、「除菌等の一次予防と二次予防（検診）を緊
密な連携を確保し」実施するように示されている。
　日本では、2000年に胃潰瘍・十二指腸潰瘍に対して H. pylori保険診療が認められ、2010年に
早期胃がん内視鏡治療後胃・胃MALT（mucosa associated lymphoid tissue）リンパ腫・特発性血
小板減少性紫斑病（現・免疫性血小板減少症）に適用拡大された。そして、2013年に保険適用
が慢性胃炎に拡大されてからは、多くの人が胃がん発生予防を期待して除菌治療を受けている。
　しかしながら、Kamadaら 7）は後ろ向き研究で除菌後の胃がん発見率は 0.2％/年であったと報
告し、Uemuraら 2）の報告の感染持続者の 0.5％/年に比べ半減しているものの、除菌後に発見さ
れる胃がんも少なくない。また、Fordら 8）はメタアナリシスで、胃がんや消化性潰瘍のない H. 
pylori胃炎のみに対する胃がん発生予防効果は有意差は認められたものの、リスク比は 0.66（95％
CI：0.46-0.95）と限定的であったと報告している。すなわち、除菌により医療終了でないことは
明らかであり、除菌後のサーベイランスの重要性を啓発しなければならない。
　一般財団法人淳風会の 3施設では日本消化器内視鏡学会の Japan Endoscopy Database（JED）登
録に参加している。その中では胃粘膜萎縮の程度（木村・竹本分類）とともに H. pylori感染状態
の記載は必須となっている。2019年 10月～ 2020年 3月の 6か月間に人間ドック・健診・検診
で内視鏡スクリーニングを行った 12,392例の H. pylori感染状態を図 1に示す。何らかの H. pylori
検査の陰性結果があり、内視鏡所見も未感染を示唆する受診者が 31％あった。また、H. pylori検
査未検が 29％を占めていたが、当施設では内視鏡で H. pylori感染を疑う受診者については以前
から積極的に H. pylori感染診断を行っており、この未検のほとんどが未感染と思われる。また、
H. pylori除菌成功後の受診者が 31％を占めていた。一方、H. pylori現感染者は 5％と非常に低い
割合となっている。この背景のもと、発見する胃がんの H. pylori感染状態をみても現感染例が減
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り、除菌後例が次第に多くなっている。胃がんスクリーニングのあり方の転換期を迎えていると
思われる。

　今後も、スクリーニングにおいて胃がんリスクが高い H. pylori現感染例の内視鏡観察はもちろ
ん重要であるが、増加している H. pylori除菌後例への対応もさらに大切であり、本書を上梓する
こととなった。その編集において、胃粘膜状態や胃がんについて卓越した学識を有し、除菌後胃
がんを多数経験している先生方に執筆をお願いした。明日からの検診や健診、人間ドックのスク
リーニング、また、診療の最前線で活用いただけるものと期待している。

　　2021年 3月
　淳風会健康管理センターセンター長

　井上和彦

参考文献 1） International agency for research on cancer. IARC monographs on the evaluation of carcinogenetic risks to 
humans. Schistosomes, liver �ukes and Helicobacter pylori. 1994; 61: 218-220.

2） Uemura N, et al. Helicobacter pylori infection and the development of gastric cancer. N Engl J Med. 2001; 
345: 784-789.

3） Matsuo T, et al. Low prevalence of Helicobacter pylori-negative gastric cancer among Japanese. Helicobacter. 
2011; 16: 415-419.

4） Uemura N, et al. E�ect of Helicobacter pylori eradication on subsequent development of cancer after 
endoscopic resection of early gastric cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 1997; 6: 639-642.

5） Fukase K, et al. E�ect of eradication of Helicobacter pylori on incidence of metachronous gastric carcinoma 
after endoscopic resection of early gastric cancer: an open-label, randomized controlled trial. Lancet. 2008; 
372: 392-397.

6） IARC Helicobacter pylori working group: Eradication as a strategy for preventing gastric cancer. 
International Agency for Research on Cancer; 2014 (IARC Working Group Reports, volume 8).

7） Kamada T, et al. Clinical features of gastric cancer discovered after successful eradication of Helicobacter 
pylori: results from a 9-year prospective follow-up study in Japan. Aliment Pharmacol �er. 2005; 21: 1121-
1126.

8） Ford AC, et al. Helicobacter pylori eradication therapy to prevent gastric cancer in healthy asymptomatic 
infected individuals: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMJ. 2014; 348: 
g 3174.

図 1 内視鏡スクリーニング受診者 12,392例の H. pylori感染状態（2019年 10月～2020年 3月）
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食道胃接合部がん
（Barrett腺がんを除く）

広島市立安佐市民病院消化器内科　 向井伸一、永田信二

Point
●食道胃接合部腺がんには Barrett腺がん、H. pylori感染胃がんのほかに噴門部胃がん
が存在する

●噴門部胃がんの発生母地、要因など詳細な病態は不明である
●上部消化管内視鏡検査（内視鏡）では、食道胃接合部（esophagus cardiac junction：
ECJ）を見下ろし観察で深吸気、送気下にて観察することに加えて、反転で噴門部小
彎を意識して観察することが重要である

1 H. pylori未感染胃がんの定義

H. pylori未感染胃がんの定義は報告によって様々であり、その頻度は 0.42～ 5.4％と
報告されている 1-3）。しかし成人症例では若年時の“偶然除菌”など H. pylori既感染の
可能性を否定し得ないため、厳密に H. pylori未感染を証明することは困難である。筆者
らはMatsuoらの定義に従い、①除菌歴がない、②血清抗体、尿素呼気試験などの 2種
以上の検査が陰性、③組織学的に胃炎、萎縮、腸上皮化生がない、④内視鏡的に RAC
（regular arrangement of collecting venules）を伴う非萎縮胃の 4項目を満たす胃がんを H. 

pylori未感染胃がんとした 1）。ただし、手術症例に関しては後方視的検討のため、H. pylori
感染検査が 1種以上陰性に定義を緩和した。これまで非噴門部の H. pylori未感染胃がん
に関しては進行胃がんの報告は少なく、その多くが早期胃がんで発見されており臨床的
な悪性度が低いことが考慮される。一方で、噴門部胃がんは H. pylori未感染胃でも進行
がんで発見されることを経験し、H. pylori感染胃がんや Barrett腺がんと同様の悪性度を
有することが推測される。

2 噴門部胃がん

1 噴門部胃がんの定義

Gertlerらは食道胃接合部腺がんには食道がん、胃がん以外に噴門部がんが存在する

1

Ⅳ 未感染胃がん、
その他の内視鏡所見 1 未感染胃がんの特徴と内視鏡所見
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ことを報告している 4）。また Yamadaらは食道胃接合部腺がんを解析し Barrett腺がん、
H. pylori感染胃がん以外に第 3のがんが 12％存在することを報告している（図 1）5）。
これらの報告からも H. pylori未感染胃で噴門部胃がんが存在することが疑われる。

噴門部胃がんについては、特に進行がんを中心に内視鏡的、病理学的に Barrett腺が
ん、食道固有腺由来の腺がんなどとの鑑別が困難な症例がある。CK7、CK20による免
疫組織学的な検索が Barrett腺がんとの鑑別に用いられているがその有用性は限定的と
され 6）、腫瘍の存在部位から推定する他ないのが現状である。我々は噴門部胃がんの定
義として、臨床病理学的に明らかなBarrett 腺がんを除く、ECJから胃側 2cmに腫瘍
の中心がある食道胃接合部がんと定義した。Barrett腺がんは内視鏡的に柵状血管下端
を確認できる Barrett上皮内に腫瘍が存在する病変、または病理学的に EGJを 3指標
（粘膜筋板 2重化、食道腺、扁平上皮島）で確認し、それより食道側に腫瘍の中心が存
在する病変とした。

2 H. pylori未感染・噴門部胃がんの頻度

2008年 1月から 2020年 2月までに当科で内視鏡治療を施行した早期胃がん 1,727病
変および当院消化器外科で手術を施行した胃がん 1,023病変（内視鏡治療後、消化管間
質腫瘍〈GIST〉などは除外）の計 2,750病変のうち H. pylori未感染の食道胃接合部腺
がんは 17例（0.6％）であった。17例のうち Barrett腺がん 4例、食道腺がん 3例を除
く、10例（0.4％）を噴門部胃がんと判定した。

図 1  食道胃接合部腺がん
（Yamada M, et al. Di� erent histological status of gastritis in super� cial adenocarcinoma of the esophagogastric junction. Jpn J 
Clin Oncol. 2014; 44: 65-71より作成）

食道

胃
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3 噴門部胃がんの病態

噴門部胃がんの詳細な病態については不明である。発生母地については食道扁平上皮
と胃底腺円柱上皮の境界に存在する噴門腺由来であることが疑われているが、明らかで
ない（図 2）。要因については肥満、喫煙などのほかに、噴門腺粘膜の胃酸、胆汁酸曝
露や腺境界の粘膜特有の性質などが想定されているが詳細は不明である。

3

図 2  食道胃接合部の組織構造

噴門腺 Barrett 上皮

胃底腺

噴門腺

Barrett 上皮

食道扁平上皮

胃底腺円柱上皮 食道扁平上皮境界領域
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4 噴門部胃がんの診断、内視鏡所見

早期がんの 2例を提示する。

症例1
80 代男性、H. pylori未感染、噴門部小彎の早期胃がん（0-Ⅱa、tub1、M）

■ H. pylori除菌歴はなく、血清 H. pylori抗体陰性（＜ 3 U/mL）、便中 H. pylori抗原陰性、
H. pylori鏡検陰性。

■見下ろし観察で食道胃接合部の 5時方向に径 10 mmの凹凸不整を伴う平坦隆起性病
変を認め病変の指摘は容易であった。反転観察で噴門部小彎に発赤調隆起性病変を認
めた（図 3abc）。

■噴門側胃切除を施行し深達度 T1a（M）、ly0、v0、高分化型腺がんであった。免疫染
色ではMUC5AC陽性、MUC6陽性の胃型であった。

■背景胃粘膜は萎縮のない正常胃であり H. pylori未感染に矛盾しない（図 3def）。

4

図 3  H. pylori未感染、噴門部小彎の早期胃がん
a：見下ろし観察で食道胃接合部の 5時方向に径 10 mmの凹凸不整を伴う平坦隆起性病変を認める
b：反転観察で噴門部小彎後壁に発赤調隆起性病変を認める
c：インジゴカルミン散布像
d：前庭部に線状発赤を認める
e：反転観察で胃角小彎は正常胃粘膜
f：胃体部は正常胃粘膜

b c

f

a

ed
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症例 2
80 代女性、H. pylori未感染、噴門部小彎の早期胃がん（0-Ⅱc、tub1＞tub2、
SM2）

■ H. pylori除菌歴はなく、血清 H. pylori抗体陰性（＜ 3 U/mL）、H. pylori鏡検陰性。
■鎮静下の内視鏡観察のため見下ろし観察では食道胃接合部の拡がりが不十分で病変を
指摘できなかった。反転観察で噴門部小彎に発赤調陥凹病変を認め 0-Ⅱcと診断した
（図 4abc）。
■ ESDで切除し深達度 T1b（SM2）、ly2、v0、高分化型腺がんであった。免疫染色では

MUC5AC強陽性で胃型（腺窩上皮型）であった。高齢のため追加手術は行わず経過
観察とした（予後不明）。

■背景胃粘膜は萎縮のない正常胃であり H. pylori未感染に矛盾しない（図 4def）。

図 4  H. pylori未感染、噴門部小彎の早期胃がん
a：鎮静下の内視鏡観察のため見下ろし観察では食道胃接合部の拡がりが不十分で病変を指摘できない
b：反転観察で噴門部小彎に発赤調陥凹病変を認める（矢印）
c：インジゴカルミン散布像
d：前庭部にびらん、線状発赤を認める
e：幽門前庭部に軽度の発赤を認める
f：反転観察で胃体部は正常胃粘膜

b c

f

a

ed
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次に、進行がんの 2例を提示する。

症例 3
50 代男性、H. pylori未感染、食道浸潤を伴う噴門部の進行胃がん（3型、tub2＞
por2、SI）

■ H. pylori除菌歴はなく、H. pylori鏡検陰性。
■食道胃接合部の見下ろし観察で 1/2周性の凹凸不整な隆起性病変、反転観察で噴門部
小彎に周堤を伴う潰瘍性病変を認め、食道浸潤を伴う噴門部小彎の 3型進行がんと診
断した（図 5abc）。

■胃全摘術を施行し pT4b（SI）、N3、P1 pStageⅣと診断した。免疫染色はMUC5AC、
CD10陽性で混合型。術後 9か月で原病死した。

■背景胃粘膜は萎縮のない正常胃であり H. pylori未感染に矛盾しない（図 5def）。

図 5  H. pylori未感染、食道浸潤を伴う噴門部の進行胃がん
a：食道胃接合部の見下ろし観察で 0時方向に約 1/2周性の凹凸不整な隆起性病変を認める
b：反転観察で噴門部小彎に周堤を伴う潰瘍性病変を認める
c：食道へ直接浸潤する 3型進行胃がんと診断した
d：前庭部に軽度の発赤を認める
e：胃角小彎に RACを認める
f：反転観察で胃体部は正常胃粘膜

b c

f

a

ed



C 食道胃接合部がん（Barrett 腺がんを除く）

245

症例 4
30 代男性、H. pylori未感染、食道浸潤、肝転移を伴う噴門部の進行胃がん（3型、
tub2＞sig、por2、MP）

■ H. pylori除菌歴はなく、血清 H. pylori抗体陰性（＜ 3 U/mL）。
■食道胃接合部の見下ろし観察で 3～ 4時方向に食道粘膜下浸潤を伴う隆起性病変を認め
た。反転観察で噴門部小彎に周堤を伴う陥凹性病変を認め、食道へ直接浸潤する噴門部
小彎の 3型進行胃がん、cT3（MP）、N0、H1、M0 cStageⅣと診断した（図 6abc）。

■化学療法を施行したがトル－ソー症候群を合併し診断 9か月後に原病死した。
■背景胃粘膜は萎縮のない正常胃であり H. pylori未感染に矛盾しない（図 6def）。

3 噴門部胃がんの内視鏡スクリーニングとサーベイランス

内視鏡で噴門部胃がん、特に早期がんを見逃さないために、見下ろし観察でECJを
深吸気、送気下で観察することが基本であり、ECJ近傍に存在する噴門部がんは容易に
診断可能である。しかし鎮静下での内視鏡観察や、食道蠕動、嘔吐反射が強い患者で

図 6  H. pylori未感染、食道浸潤、肝転移を伴う噴門部の進行胃がん
a：見下ろし観察で食道胃接合部の 3～ 4時方向に食道粘膜下浸潤を伴う隆起性病変を認める
b：反転観察で噴門部小彎後壁に発赤調隆起性病変を認める
c：腹部造影 CT検査で多発肝転移を認める
d：前庭部に軽度の発赤を認める
e：胃角小彎に RACを認める
f：反転観察で胃体部は正常胃粘膜

b c

f

a

ed
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は、見下ろし観察で ECJを十分に観察することが困難な場合がある。このため反転で
噴門部小彎を意識して観察することが必要である。通常スコープを用いて反転で噴門小
彎を観察する場合は、多めに送気し視野を確保したうえでアップアングルを最大限かけ
て体上部小彎にスコープ先端を置き観察する。しかし噴門小彎とスコープの距離がとれ
ない症例では観察が困難である。このような場合はさらに右アングルを加えることで噴
門小彎が観察可能となる（図 7）。

一方、経鼻スコープを用いる場合は、通常スコープに比べて反転による噴門部小彎の
観察は容易である（図 8）。

当院のデータでは H. pylori未感染胃における食道胃接合部腺がんの頻度は約 0.6％で
あり、さらに噴門部胃がんは約 0.4％と極めて稀であった。今後、生活習慣の変化など
により H. pylori未感染の食道胃接合部腺がんの増加が予想されるが、頻度としては稀で
ありこれらをいかに効率的に拾い上げていくかが課題である。H. pylori未感染者に対し
て年 1回の内視鏡を一律に行うことは、病変診断の効率性の点で非合理的であり、医療
経済性の観点からも困難である。このため将来的には H. pylori未感染者に対して、リ
キッドバイオプシー（liquid biopsy）7）などの簡便かつ非侵襲的なスクリーニング方法が

図 7  通常スコープによる噴門小彎の反転観察
a：反転による観察で噴門部後壁は観察可能
b：噴門部小彎はアップアングルを最大限かけても観察困難
c：さらに右アングルを加えることで噴門小彎が観察可能（丸囲み部分）

b ca

図 8  経鼻スコープによる噴門小彎の反転観察
a：反転による観察で噴門部後壁～小彎が観察可能
b：アップアングルで噴門部小彎とスコープの距離がとれるため観察可能
c：噴門小彎にさらに近接することも可能

b ca
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普及し、精密検査として内視鏡が行われることが期待される。
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