
国立国際医療研究センター国府台病院消化器・肝臓内科
矢　田　智　之

（聞き手　池田志斈）

　24歳女性、H. pylori陽性の鳥肌状胃炎に対して除去治療を行い、成功しまし
た。今後のフォローアップの仕方などをご教示ください。

＜新潟県開業医＞

H. pylori除菌後のフォローアップ

　池田　矢田先生、鳥肌状胃炎という
のはH. pylori（ピロリ）陽性の患者さ
んでよく見られるのでしょうか。
　矢田　ピロリ菌感染を起こすといろ
いろな胃炎を起こすのですが、鳥肌状
胃炎は、その胃炎の一つのタイプにな
ります。特に若年者に多く、内視鏡を
行うと、胃の前庭部、胃の出口付近に
細かい顆粒状の隆起が密集したように
見え、あたかも皮膚に見られる鳥肌の
ように見えることから鳥肌状胃炎と呼
称されています。
　池田　なるほど、ああいう感じなの
ですね。一部だけに炎症が起こるわけ
ではないのですね。
　矢田　所見としては前庭部に多いで
すが、実際、炎症自体は胃粘膜全体に、
しかも強い炎症が起こることが多いで
す。

　池田　まだ24歳ということですが、
炎症が続いていくと、30歳、40歳と、
粘膜はどのように変化していくのでし
ょうか。
　矢田　炎症が続いていきますと、
徐々に萎縮性変化といって、胃粘膜が
薄く萎縮した状態、つまり胃粘膜の老
化が起こってくることが多いです。こ
のスピードに関しては個人差があるの
ですが、一番の問題点は、胃粘膜の萎
縮が進んでくる前に、鳥肌状胃炎の方
は未分化型胃がんができやすくて、ス
キルス胃がんにつながることが多いと
いわれているところです。
　池田　スキルス胃がんになるわけで
すね。若い女性でスキルス胃がんは教
科書的にはあるのですけれども、この
方は24歳ですが、10代で炎症は始まっ
ているのでしょうか。

　矢田　ピロリ菌は５歳頃までの幼少
期に感染を起こして、症状はないけれ
ども、胃粘膜自体にはずっと炎症は起
きているのです。それが10代、20代と
炎症が続くことによって様々な疾患が
起きやすい状態になってきます。
　池田　長い間潜んでいるように見え
るけれども、実際には炎症を起こして
いるのですね。顕在化してくるのが20
代以降ですね。そこで除菌を行うとい
うことになりますが、除菌の前に、こ
ういった症状がある方はピロリ菌に感
染しているかどうかをどのように診断
されるのでしょうか。
　矢田　現在、ピロリ菌感染に関して
は、まず内視鏡を行い、内視鏡的に胃
粘膜萎縮など、ピロリ菌に感染してい
るだろうという所見が認められた場合
に、保険診療を用いてピロリ菌のチェ
ックを行うことが可能になっています。
具体的には、いろいろな検査があるわ
けですが、内視鏡中であれば、迅速ウ
レアーゼ試験といって、胃から２カ所、
組織を取ってウレアーゼ活性を見る試
験があります。そういったものでピロ
リ菌感染を見ます。
　池田　その場合はその場で診断がつ
くわけですね。
　矢田　その場でわかります。あとは
血液の血清抗体をチェックしたり、呼
気テスト、便中抗原など、様々な検査
方法があります。
　池田　その幾つかを組み合わせるな

どして診断をして、その後治療になる
わけですが、除菌のレジュメが３つぐ
らいあるとうかがいました。まず最初
のレジュメをやってみて、効いたかど
うか。これはまた呼気テストとか便中
抗原の検査で行うのでしょうか。
　矢田　ヘリコバクター学会で推奨さ
れているのは尿素呼気試験と便中抗原
のいずれかになっています。これはそ
の２つの検査がほかの検査に比べて感
度・特異度が高いからです。これもす
ぐに行うと偽陽性が起きますので、少
なくとも除菌終了後４週間以上空けて
検査するように推奨されています。
　池田　１週間のレジュメをのみ終わ
って、４週間空けてもう一回調べて、
それで正常域になっていると除菌成功
なのですね。
　矢田　そうです。
　池田　その次のフォローアップの仕
方ということで、年齢などにもよるの
でしょうけれども、炎症が強い症例や
萎縮が強い症例はおそらくハイリスク
群だと思います。こういったものには
どのようなフォローアップをしていく
のでしょうか。
　矢田　フォローアップ方法について
は、明確なガイドラインは決まってい
ません。ただ、除菌前の状態によって
除菌後の胃がんのリスクは変わってき
ます。例えば、除菌前に胃粘膜萎縮が
非常に強い症例、炎症が強い症例であ
れば除菌後も胃がんのリスクは高いま
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（聞き手　池田志斈）

　24歳女性、H. pylori陽性の鳥肌状胃炎に対して除去治療を行い、成功しまし
た。今後のフォローアップの仕方などをご教示ください。

＜新潟県開業医＞

H. pylori除菌後のフォローアップ

　池田　矢田先生、鳥肌状胃炎という
のはH. pylori（ピロリ）陽性の患者さ
んでよく見られるのでしょうか。
　矢田　ピロリ菌感染を起こすといろ
いろな胃炎を起こすのですが、鳥肌状
胃炎は、その胃炎の一つのタイプにな
ります。特に若年者に多く、内視鏡を
行うと、胃の前庭部、胃の出口付近に
細かい顆粒状の隆起が密集したように
見え、あたかも皮膚に見られる鳥肌の
ように見えることから鳥肌状胃炎と呼
称されています。
　池田　なるほど、ああいう感じなの
ですね。一部だけに炎症が起こるわけ
ではないのですね。
　矢田　所見としては前庭部に多いで
すが、実際、炎症自体は胃粘膜全体に、
しかも強い炎症が起こることが多いで
す。

　池田　まだ24歳ということですが、
炎症が続いていくと、30歳、40歳と、
粘膜はどのように変化していくのでし
ょうか。
　矢田　炎症が続いていきますと、
徐々に萎縮性変化といって、胃粘膜が
薄く萎縮した状態、つまり胃粘膜の老
化が起こってくることが多いです。こ
のスピードに関しては個人差があるの
ですが、一番の問題点は、胃粘膜の萎
縮が進んでくる前に、鳥肌状胃炎の方
は未分化型胃がんができやすくて、ス
キルス胃がんにつながることが多いと
いわれているところです。
　池田　スキルス胃がんになるわけで
すね。若い女性でスキルス胃がんは教
科書的にはあるのですけれども、この
方は24歳ですが、10代で炎症は始まっ
ているのでしょうか。

　矢田　ピロリ菌は５歳頃までの幼少
期に感染を起こして、症状はないけれ
ども、胃粘膜自体にはずっと炎症は起
きているのです。それが10代、20代と
炎症が続くことによって様々な疾患が
起きやすい状態になってきます。
　池田　長い間潜んでいるように見え
るけれども、実際には炎症を起こして
いるのですね。顕在化してくるのが20
代以降ですね。そこで除菌を行うとい
うことになりますが、除菌の前に、こ
ういった症状がある方はピロリ菌に感
染しているかどうかをどのように診断
されるのでしょうか。
　矢田　現在、ピロリ菌感染に関して
は、まず内視鏡を行い、内視鏡的に胃
粘膜萎縮など、ピロリ菌に感染してい
るだろうという所見が認められた場合
に、保険診療を用いてピロリ菌のチェ
ックを行うことが可能になっています。
具体的には、いろいろな検査があるわ
けですが、内視鏡中であれば、迅速ウ
レアーゼ試験といって、胃から２カ所、
組織を取ってウレアーゼ活性を見る試
験があります。そういったものでピロ
リ菌感染を見ます。
　池田　その場合はその場で診断がつ
くわけですね。
　矢田　その場でわかります。あとは
血液の血清抗体をチェックしたり、呼
気テスト、便中抗原など、様々な検査
方法があります。
　池田　その幾つかを組み合わせるな

どして診断をして、その後治療になる
わけですが、除菌のレジュメが３つぐ
らいあるとうかがいました。まず最初
のレジュメをやってみて、効いたかど
うか。これはまた呼気テストとか便中
抗原の検査で行うのでしょうか。
　矢田　ヘリコバクター学会で推奨さ
れているのは尿素呼気試験と便中抗原
のいずれかになっています。これはそ
の２つの検査がほかの検査に比べて感
度・特異度が高いからです。これもす
ぐに行うと偽陽性が起きますので、少
なくとも除菌終了後４週間以上空けて
検査するように推奨されています。
　池田　１週間のレジュメをのみ終わ
って、４週間空けてもう一回調べて、
それで正常域になっていると除菌成功
なのですね。
　矢田　そうです。
　池田　その次のフォローアップの仕
方ということで、年齢などにもよるの
でしょうけれども、炎症が強い症例や
萎縮が強い症例はおそらくハイリスク
群だと思います。こういったものには
どのようなフォローアップをしていく
のでしょうか。
　矢田　フォローアップ方法について
は、明確なガイドラインは決まってい
ません。ただ、除菌前の状態によって
除菌後の胃がんのリスクは変わってき
ます。例えば、除菌前に胃粘膜萎縮が
非常に強い症例、炎症が強い症例であ
れば除菌後も胃がんのリスクは高いま
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まですし、逆に胃粘膜萎縮が軽い症例
や炎症が軽い症例だと除菌後の胃がん
リスクは低いことになります。リスク
の高い症例だと、１年に１回、内視鏡
検査を行うのがよいかと思います。
　池田　実際に除菌して成功したこと
がわかるのが、レジュメ内服終了後、
大まかに４週間後ですね。あとになっ
て再発している可能性のある人とか、
あるいはもう一回感染してしまったり
とか、そういうことはあるのでしょう
か。
　矢田　再陽性化は除菌した方全体の
１％程度に見られるといわれています
が、その多くが検査の偽陰性です。完
全には消えていないけれども、検査の
感度以下になった場合に、ピロリ菌は
消えたと判定されるのですが、時間が
経つとだんだんピロリ菌が増えてきて、
少し時間を空けて検査をすると再陽性
化することがあります。あとは、頻度
は多くないのですけれども、成人して
から再感染するケースもあります。
　池田　おそらくほとんどが偽陰性な
のでしょうけれども、偽陰性というの
は検査上は陰性だということですが、
再活性化を疑う臨床症状は何かあるの
でしょうか。
　矢田　特に症状はないのです。ピロ
リ胃炎は症状を起こさないことがほと
んどですので、気づくきっかけとなる
のは内視鏡検査です。除菌すると別人
のように胃がつるつるになりますが、

除菌したにもかかわらず、胃粘膜が赤
かったり、粘液がべたっとついていた
り、そういった汚い所見があると、再
度感染した、陽性化した可能性がある
と考えています。
　池田　自覚症状では無理なのですね。
　矢田　そうですね。自覚症状が出る
と、進んだ進行がんや、何かしら消化
性潰瘍があったり、そういったことが
多いと思います。
　池田　いったん「あなたは検査上は
もう大丈夫ですね」と言われても、や
はり内視鏡を受け続けないと、偽陰性
も否定できないのですね。
　矢田　そうですね。
　池田　例えば、ピロリ菌陽性で除菌
をした場合でも、例えば萎縮が残って
いる方たちは１年ごとに検査を受けて
いると、どのように内視鏡の所見が変
わっていくのでしょうか。
　矢田　１年後に速やかに変わる所見
と、時間をかけて徐々に変わってくる
所見があります。速やかに変わってく
る所見は炎症に伴う所見です。例えば、
赤みが強かったり、あと粘液がべたっ
とついていたりといった所見は、１年
後には必ず改善していますし、逆に胃
粘膜の萎縮や腸上皮化生はかなりの時
間をかけて、ゆっくりゆっくり改善し
ていくので、なかなか短期間ではその
違いはわかりづらいかと思います。
　池田　診断は発赤がメインなわけで
すね。

　矢田　活動性炎症の所見が、一番ピ
ロリ菌感染をとらえる所見になってく
るかと思います。
　池田　萎縮はどうしてそこに起こる
といわれているのですか。
　矢田　炎症が続くと、だんだん焼け
野原みたいになってきて、胃粘膜が薄
くなってきます。
　池田　例えば、私は皮膚科ですけれ
ども、瘢痕、ケロイドというものがあ
りますが、あれは表面というよりは、
その下の真皮の部分のコラーゲンとか
弾性線維の変化によって起こります。
もちろん粘膜も薄くなるのでしょうけ
れども、粘膜下層の変化もあるのでし
ょうか。
　矢田　粘膜下層の変化はほとんどな
くて、腺窩上皮と、上皮の下にある固
有胃腺の量がだんだんと減っていきま
す。それによって胃粘膜がどんどん薄
くなっていくかたちです。
　池田　粘膜の変化が中心ということ
ですね。
　矢田　そうです。
　池田　一方、腸上皮化生はどういっ
た状態なのでしょうか。
　矢田　胃粘膜の上皮は、もちろん胃
粘膜なので、胃に特徴的な上皮をして
いますが、それが炎症を繰り返すと、
だんだん腸型に形質が変わっていきま
す。そこで、顕微鏡を見ると、腸で見
られるような杯細胞が見られるなどの
変化が出てきて、こういった所見が認

められる胃粘膜は胃がんのリスクが高
くなるといわれています。
　池田　いわゆる胃の粘膜の上皮では
なくて、腸の上皮に変わっていくので
すね。
　矢田　そうですね。
　池田　恐ろしいことですね。stoma
の周りで、stomaの腸の上皮と表皮の
細胞が混ざってしまって、両方見られ
るという経験をけっこうしているので
すが、そうではなくて、完全に胃の粘
膜から腸の粘膜に変わってしまうとい
うことですね。
　矢田　厳密にいうと混在している状
態です。胃の上皮と、その中に腸型の
上皮が混ざってくる状況です。
　池田　これは、ピロリ菌とその炎症
によって遺伝子発現が変わって、細胞
層の性質が変わってしまうということ
ですね。
　矢田　そうですね。
　池田　そういう意味では、そこがが
んの母地になるのですね。そこが消え
ていけば、がんになりにくくなる。
　矢田　そうですね。
　池田　実際に腸上皮化生が起こって
いるところは内視鏡的に区別がつくの
でしょうか。
　矢田　内視鏡を行うと、腸上皮化生
の部分は白やグレーとして映ってくる
ことが多いです。
　池田　先生が同じ患者さんをずっと
見られていると、明確にその部位が、

ドクターサロン61巻５月号（4 . 2017） （329）  98 （328） ドクターサロン61巻５月号（4 . 2017）

1705本文.indd   8-9 17/04/18   15:13



まですし、逆に胃粘膜萎縮が軽い症例
や炎症が軽い症例だと除菌後の胃がん
リスクは低いことになります。リスク
の高い症例だと、１年に１回、内視鏡
検査を行うのがよいかと思います。
　池田　実際に除菌して成功したこと
がわかるのが、レジュメ内服終了後、
大まかに４週間後ですね。あとになっ
て再発している可能性のある人とか、
あるいはもう一回感染してしまったり
とか、そういうことはあるのでしょう
か。
　矢田　再陽性化は除菌した方全体の
１％程度に見られるといわれています
が、その多くが検査の偽陰性です。完
全には消えていないけれども、検査の
感度以下になった場合に、ピロリ菌は
消えたと判定されるのですが、時間が
経つとだんだんピロリ菌が増えてきて、
少し時間を空けて検査をすると再陽性
化することがあります。あとは、頻度
は多くないのですけれども、成人して
から再感染するケースもあります。
　池田　おそらくほとんどが偽陰性な
のでしょうけれども、偽陰性というの
は検査上は陰性だということですが、
再活性化を疑う臨床症状は何かあるの
でしょうか。
　矢田　特に症状はないのです。ピロ
リ胃炎は症状を起こさないことがほと
んどですので、気づくきっかけとなる
のは内視鏡検査です。除菌すると別人
のように胃がつるつるになりますが、

除菌したにもかかわらず、胃粘膜が赤
かったり、粘液がべたっとついていた
り、そういった汚い所見があると、再
度感染した、陽性化した可能性がある
と考えています。
　池田　自覚症状では無理なのですね。
　矢田　そうですね。自覚症状が出る
と、進んだ進行がんや、何かしら消化
性潰瘍があったり、そういったことが
多いと思います。
　池田　いったん「あなたは検査上は
もう大丈夫ですね」と言われても、や
はり内視鏡を受け続けないと、偽陰性
も否定できないのですね。
　矢田　そうですね。
　池田　例えば、ピロリ菌陽性で除菌
をした場合でも、例えば萎縮が残って
いる方たちは１年ごとに検査を受けて
いると、どのように内視鏡の所見が変
わっていくのでしょうか。
　矢田　１年後に速やかに変わる所見
と、時間をかけて徐々に変わってくる
所見があります。速やかに変わってく
る所見は炎症に伴う所見です。例えば、
赤みが強かったり、あと粘液がべたっ
とついていたりといった所見は、１年
後には必ず改善していますし、逆に胃
粘膜の萎縮や腸上皮化生はかなりの時
間をかけて、ゆっくりゆっくり改善し
ていくので、なかなか短期間ではその
違いはわかりづらいかと思います。
　池田　診断は発赤がメインなわけで
すね。

　矢田　活動性炎症の所見が、一番ピ
ロリ菌感染をとらえる所見になってく
るかと思います。
　池田　萎縮はどうしてそこに起こる
といわれているのですか。
　矢田　炎症が続くと、だんだん焼け
野原みたいになってきて、胃粘膜が薄
くなってきます。
　池田　例えば、私は皮膚科ですけれ
ども、瘢痕、ケロイドというものがあ
りますが、あれは表面というよりは、
その下の真皮の部分のコラーゲンとか
弾性線維の変化によって起こります。
もちろん粘膜も薄くなるのでしょうけ
れども、粘膜下層の変化もあるのでし
ょうか。
　矢田　粘膜下層の変化はほとんどな
くて、腺窩上皮と、上皮の下にある固
有胃腺の量がだんだんと減っていきま
す。それによって胃粘膜がどんどん薄
くなっていくかたちです。
　池田　粘膜の変化が中心ということ
ですね。
　矢田　そうです。
　池田　一方、腸上皮化生はどういっ
た状態なのでしょうか。
　矢田　胃粘膜の上皮は、もちろん胃
粘膜なので、胃に特徴的な上皮をして
いますが、それが炎症を繰り返すと、
だんだん腸型に形質が変わっていきま
す。そこで、顕微鏡を見ると、腸で見
られるような杯細胞が見られるなどの
変化が出てきて、こういった所見が認

められる胃粘膜は胃がんのリスクが高
くなるといわれています。
　池田　いわゆる胃の粘膜の上皮では
なくて、腸の上皮に変わっていくので
すね。
　矢田　そうですね。
　池田　恐ろしいことですね。stoma
の周りで、stomaの腸の上皮と表皮の
細胞が混ざってしまって、両方見られ
るという経験をけっこうしているので
すが、そうではなくて、完全に胃の粘
膜から腸の粘膜に変わってしまうとい
うことですね。
　矢田　厳密にいうと混在している状
態です。胃の上皮と、その中に腸型の
上皮が混ざってくる状況です。
　池田　これは、ピロリ菌とその炎症
によって遺伝子発現が変わって、細胞
層の性質が変わってしまうということ
ですね。
　矢田　そうですね。
　池田　そういう意味では、そこがが
んの母地になるのですね。そこが消え
ていけば、がんになりにくくなる。
　矢田　そうですね。
　池田　実際に腸上皮化生が起こって
いるところは内視鏡的に区別がつくの
でしょうか。
　矢田　内視鏡を行うと、腸上皮化生
の部分は白やグレーとして映ってくる
ことが多いです。
　池田　先生が同じ患者さんをずっと
見られていると、明確にその部位が、
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例えば面積が減ったなとか、正常に見
えつつあるとかもある程度はわかると
いうことですね。
　矢田　腸上皮化生ができる状態だと、
かなり胃粘膜の老化が進んでいる状況
ですので、そういう場合は改善がゆっ
くりなのです。ですので、毎年みてい
ってすごく変化が出るかというと、必
ずしもそうではない。時間をかけて、
５年ぐらいかけて比較するとやっとわ
かるぐらいでしょうか。
　池田　いずれにしても、ピロリの除
菌がうまくいったと思っても、１～２
年に１回は必ず内視鏡検査を受ける。
ピロリ菌がいなくなっても発がんする

ことも十分あるのですね。
　矢田　基本的には胃がんの99％はピ
ロリ菌感染者から出るといわれている
のですけれども、１％にはピロリ菌が
ついていない未感染者からも発がんが
ありますので、それをどこまで拾うか
という問題もあります。
　池田　あまり安心しないで、きちん
とフォローアップするということです
ね。
　矢田　除菌をしても胃がんはゼロに
はなりませんので、そこは注意が必要
かと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

東海大学医学部付属東京病院病院長
赤　石　　誠

（聞き手　池脇克則）

　プライマリケア医が必要なUCG検査についてご教示ください。携帯型UCGが
売り出されている一方で、血流ドプラー、eʼを含む詳細なUCG結果が病院より
かえっています。また、最近は、心臓周囲の脂肪厚を測定しφ６㎜以上は心血
管病のリスクともいわれます。
　１．その測定方法
　２． 高齢者の心雑音（部位によりASまたはASRと明らかにわかるもので、

BNP/NT-proBNPが基準内）を、UCG検査する必要性はどうなのでしょ
うか。

＜京都府開業医＞

プライマリケア医に必要なUCG検査

　池脇　心臓超音波検査（UCG）は、
先生のご専門の一つだと思うのですけ
れども、血流ドプラー、あるいはイー
プライム（e’）といった、以前だった
ら聞かないような、細かな心臓の機能
を含めたパラメーターがUCGでわかり、
携帯型のものも出てきた。いろいろな
情報が検査でわかるような時代になっ
てきたということなのでしょうか。
　赤石　つい15～20年前は、心エコー
図検査（心エコー）というと、心臓が
よく動いているか、動いていないか、
壁のどこが動いていないか、心筋梗塞

になっているのではないかという診断、
そして、弁がよく開いているか、開い
ていないか、心膜液がたまっているか、
たまっていないかといった診断が心エ
コーの最も重要な情報でした。確かに、
それは非常に有用な情報でしたし、今
でも有用です。
　ところが、心臓がよく動いているの
に心不全になってしまう人がいる。こ
うしたことが話題になってきて、動い
ているだけでは心臓の評価はできない
ということになってきまして、血流を
指標にして議論しようということにな
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