
愛知医科大学小児科教授
奥　田　真珠美

（聞き手　池田志斈）

　両親がH. pylori陽性の場合、家族（特に幼児、児童）に対してピロリ菌の検査、
治療などは、どのようにアプローチすればよいかご教示ください。

＜新潟県開業医＞

H. pylori陽性患者の家族に対しての検査と治療

　池田　奥田先生、両親がピロリ菌陽
性の場合、家族はどうすればよいかと
いう質問です。まず素朴な疑問ですが、
ピロリ菌というのはどういう感染の様
式なのでしょうか。
　奥田　どのようにして感染するかは
よくわかっていないのですが、家族間
で感染すると考えられています。だい
たい８割が家族内感染、家族外感染が
２割ぐらいとされています。では、ど
のようにして感染するのか。ピロリ菌
は小さな頃に感染しますが、小さなお
子さんは感染しても、全く症状が出な
いか、あるいは症状を訴えられないの
で、いつ、どのようにして感染したか
を知ることは非常に難しいです。
　池田　家族内が８割、家族外が２割
ということですね。先ほどおっしゃっ
た家族間で菌のDNA型か何かが違う

のですか。
　奥田　合わせてみると同じであるか
がわかるのですが、お母さんと一致す
ることが非常に多いことがわかってい
ます。
　池田　両親のうちお母さんと子ども
のほうが接触が濃厚なので、母親─子
どものほうが、父親─子どもよりも感
染しやすいという感じですね。
　奥田　はい。
　池田　産道感染というのは否定的な
のでしょうか。
　奥田　産道感染については、日本の
データはないのですが、海外からの報
告では、生まれたばかりの赤ちゃんの
便のDNAからピロリ菌を検出して、ず
っとフォローしていくと、ほとんどが
消えてしまう。新たに別のタイプのピ
ロリ菌に感染する、あるいはもともと

ピロリ菌に感染していなかった子たち
が、もう少し大きくなってから新たに
感染することから、産道感染というの
は否定されています。実際、感染時期
もそれほど早い時期ではなく、１歳前
後ですので、産道感染はないと思って
います。
　池田　生まれてすぐ感染していたの
ではなくて、半年ぐらいたって感染し
始めるのが正直なところなのですね。
　奥田　そうです。
　池田　逆に言うと、産道感染が否定
されていると、家庭内の何らかの要因、
あるいは家庭の外で、例えば幼稚園や
保育園に行ったというところで感染す
るイメージなのですね。
　奥田　はい。
　池田　逆に、そういった場所でどう
いったことで感染すると考えられてい
るのでしょうか。
　奥田　それが本当にブラックボック
スで難しいのですが、経口感染。おそ
らく口─口感染がまず最初に考えられ
ます。一番考えやすいのが離乳食など
を小さな赤ちゃんに親が口でかんであ
げる際、ピロリ菌も一緒にモグモグパ
ックンとうつしてしまうのではないか
と考えられていましたが、最近は虫歯
の予防もあり、できるだけ口移しの離
乳食はやめましょうということがあっ
て、感染率の低下につながってきてい
るかもしれません。
　池田　最近ですと、パック入りの離

乳食を食べさせますよね。ですから、
スプーンがきれいであれば、うつすこ
とはないですよね。そういう時代的な
変化も考えますと、ピロリ菌の感染率
というのは世代で違うのでしょうか。
　奥田　私たちが少し前に研究したデ
ータでは、小学生くらいまでだとだい
たい２～３％、中学生でも５％ぐらい
までと、ピロリ菌感染率は非常に低く
なっています。一方、60代以上だと50
％、60％と高い感染率です。
　池田　そういう目で見ると、その時
代の生活様式あるいは衛生度の問題が
だいぶ影響しているのでしょうね。
　奥田　生活習慣などが変わってきて
いるかと思います。
　池田　感染性胃腸炎、ノロウイルス
等にかかったときに、吐いたり、下痢
したものから偶然ほかの人にそれが受
け継がれることがありますね。そのと
きにピロリ菌も一緒に伝播してしまう
可能性はあるのでしょうか。
　奥田　先生がおっしゃるとおりで、
感染している方の嘔吐物からはピロリ
菌が培養されるという報告があります。
あるいは、下痢便でもピロリ菌が培養
されたという報告があるので、そうい
う感染性胃腸炎のタイミングで小さな
子どもにうつしてしまうのではないか
と考えられます。海外の報告ですが、
家族に感染性腸炎があると、その後、
お子さんのピロリ菌感染率が上がった
という報告がされています。
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スプーンがきれいであれば、うつすこ
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　池田　逆に昔だと、大家族で狭い部
屋にいっぱい集まって生活していまし
たが、そういう状態のほうがピロリ菌
もうつりやすいということですか。
　奥田　そうですね。一つの部屋にた
くさんの子どもたち、あるいは大人も
含めて大人数がいるほど感染率が高か
ったという報告もありますので、おっ
しゃるとおりだと思います。
　池田　だいたいイメージが湧いてき
たのですが、例えば両親がピロリ菌陽
性になると、お子さんの検査とか治療
はどういうタイミングで、どのように
行われるのでしょうか。
　奥田　非常に難しい質問かと思いま
すが、親御さんにピロリ菌感染がある
場合、現在のお子さんだと、だいたい
感染率は10～15％ぐらいではないかと
思っています。通常のお子さんがだい
たい数％ですので、それよりもちろん
高く、おそらく５倍以上の感染率では
ないかと思います。親御さんが感染し
ていると、お子さんの感染率が高い。
非常に心配されることは確かだろうと
思います。
　池田　５倍というのは高いですね。
実際に国内でそういった研究は行われ
ているのですか。
　奥田　以前、和歌山で行った研究で
すが、親が陽性である子どものピロリ
菌感染率は両親が陰性である場合の５
倍以上でした。一方、中学生同士で感
染しないかということですが、私たち

は中学校１年生と３年生で、ピロリ菌
検査をするコホートスタディを実施し
ています。
　池田　今のところどのような結果な
のですか。
　奥田　だいたい３年間で1,000人の中
学生で１年生と３年生で検診をしよう
としており、今２年間終わっています
が、新たな感染は見つかっていません。
　池田　気になるのは、感染している
子どもたちの胃の症状が将来的にどう
なっていくかということですが。
　奥田　ピロリ菌は小さなころに感染
し、感染したときから炎症を起こして
いきます。その炎症の速度はお子さん
によって違うと思うのですが、早いお
子さんだと中学生のころには萎縮性胃
炎が出来上がっているという場合もあ
りますので、幼児期、学童期に検査を
して除菌するべきかどうかは非常に議
論があるところです。少しでも早く炎
症を止めてあげようという気持ちはも
ちろん私たちも持っています。しかし、
小さな頃はピロリ菌に感染しても、ピ
ロリ菌関連の症状が出ない、疾患がほ
とんど出ません。無症状ですし、検査
の難しさ、治療の難しさを考えると、
幼児期、学童期は症状がない場合は待
ってもいいかと思っています。
　池田　ということは、小学校は待っ
て、中学校になって、同意が得られた
場合には検査してみるというのが現状
ですか。

　奥田　現時点では、それが一番受け
入れられやすいと思います。
　池田　両親にとってみれば、ピロリ
菌がついているのは自分のせいだとい
う考えもありますよね。ですから、ど
うしても検査してほしい。もし陽性な
ら治療してほしいということになるの
ですが、実際にそういうことはあるの
でしょうか。
　奥田　親御さんは、ご自身が除菌を
していると、子どもにうつしていない
かどうかでよく相談に来られます。内
視鏡をしなければ保険診療はできませ
んとか、そういうことだけお話をして、
今のところは少し待っていただいてい
るという状態です。
　池田　中学生になったらやってみる
ということはあるのでしょうか。
　奥田　もちろん保険は通らないので
すが、最近、将来の胃がんを予防する
ということから中学生に対してピロリ
菌検診をし、陽性の子には二次検診と
して詳しい検査をし、確実にピロリ菌
のいる子に対して、除菌治療をする自
治体がかなり増えてきています。
　池田　実際に行われているのですね。
　奥田　兵庫県篠山市では2014年から
実施していて４年以上経ちますし、佐
賀県では県全体の中学３年生に対して
ピロリ菌検査を行っていて、希望者に
公費で除菌治療を行っています。
　池田　それは進んでいますね。全部

自治体がお金を出すのですね。
　奥田　すべてお金を出してくれます。
　池田　将来的に胃がんの発生率が減
れば、自治体にとっても十分なメリッ
トがあるという判断ですね。
　奥田　そうです。しかも費用もそれ
ほどかかりませんので、スクリーン・
アンド・トリートといいますが、そう
いう事業をしていくところが非常に増
えてきています。
　池田　そういった自治体の例がモデ
ルケースとなって、それが日本全国に
広がると医療制度的にもいいですね。
　奥田　私たちはそう思っているので
すが、一方、除菌をして、本当に一生
涯、胃がんが出ないのかという意見も
ありますし、安全に治療ができるのか
どうか。様々な意見を持っている方が
いますので、集約して国全体としての
事業として成り立たせていくまでには、
まだまだ時間がかかると思います。ピ
ロリ菌の検査をしてほしいという方に
平等にしてあげられるような状態をつ
くるには、やはりそういう政策に向か
わないといけないのかなと思っていま
す。
　池田　いろいろな意見があるとは思
いますが、実際、ご両親とお子さんの
ことを考えれば、このまま進めていく
のがいいのですね。
　奥田　そうですね。
　池田　ありがとうございました。
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　池田　逆に昔だと、大家族で狭い部
屋にいっぱい集まって生活していまし
たが、そういう状態のほうがピロリ菌
もうつりやすいということですか。
　奥田　そうですね。一つの部屋にた
くさんの子どもたち、あるいは大人も
含めて大人数がいるほど感染率が高か
ったという報告もありますので、おっ
しゃるとおりだと思います。
　池田　だいたいイメージが湧いてき
たのですが、例えば両親がピロリ菌陽
性になると、お子さんの検査とか治療
はどういうタイミングで、どのように
行われるのでしょうか。
　奥田　非常に難しい質問かと思いま
すが、親御さんにピロリ菌感染がある
場合、現在のお子さんだと、だいたい
感染率は10～15％ぐらいではないかと
思っています。通常のお子さんがだい
たい数％ですので、それよりもちろん
高く、おそらく５倍以上の感染率では
ないかと思います。親御さんが感染し
ていると、お子さんの感染率が高い。
非常に心配されることは確かだろうと
思います。
　池田　５倍というのは高いですね。
実際に国内でそういった研究は行われ
ているのですか。
　奥田　以前、和歌山で行った研究で
すが、親が陽性である子どものピロリ
菌感染率は両親が陰性である場合の５
倍以上でした。一方、中学生同士で感
染しないかということですが、私たち

は中学校１年生と３年生で、ピロリ菌
検査をするコホートスタディを実施し
ています。
　池田　今のところどのような結果な
のですか。
　奥田　だいたい３年間で1,000人の中
学生で１年生と３年生で検診をしよう
としており、今２年間終わっています
が、新たな感染は見つかっていません。
　池田　気になるのは、感染している
子どもたちの胃の症状が将来的にどう
なっていくかということですが。
　奥田　ピロリ菌は小さなころに感染
し、感染したときから炎症を起こして
いきます。その炎症の速度はお子さん
によって違うと思うのですが、早いお
子さんだと中学生のころには萎縮性胃
炎が出来上がっているという場合もあ
りますので、幼児期、学童期に検査を
して除菌するべきかどうかは非常に議
論があるところです。少しでも早く炎
症を止めてあげようという気持ちはも
ちろん私たちも持っています。しかし、
小さな頃はピロリ菌に感染しても、ピ
ロリ菌関連の症状が出ない、疾患がほ
とんど出ません。無症状ですし、検査
の難しさ、治療の難しさを考えると、
幼児期、学童期は症状がない場合は待
ってもいいかと思っています。
　池田　ということは、小学校は待っ
て、中学校になって、同意が得られた
場合には検査してみるというのが現状
ですか。

　奥田　現時点では、それが一番受け
入れられやすいと思います。
　池田　両親にとってみれば、ピロリ
菌がついているのは自分のせいだとい
う考えもありますよね。ですから、ど
うしても検査してほしい。もし陽性な
ら治療してほしいということになるの
ですが、実際にそういうことはあるの
でしょうか。
　奥田　親御さんは、ご自身が除菌を
していると、子どもにうつしていない
かどうかでよく相談に来られます。内
視鏡をしなければ保険診療はできませ
んとか、そういうことだけお話をして、
今のところは少し待っていただいてい
るという状態です。
　池田　中学生になったらやってみる
ということはあるのでしょうか。
　奥田　もちろん保険は通らないので
すが、最近、将来の胃がんを予防する
ということから中学生に対してピロリ
菌検診をし、陽性の子には二次検診と
して詳しい検査をし、確実にピロリ菌
のいる子に対して、除菌治療をする自
治体がかなり増えてきています。
　池田　実際に行われているのですね。
　奥田　兵庫県篠山市では2014年から
実施していて４年以上経ちますし、佐
賀県では県全体の中学３年生に対して
ピロリ菌検査を行っていて、希望者に
公費で除菌治療を行っています。
　池田　それは進んでいますね。全部

自治体がお金を出すのですね。
　奥田　すべてお金を出してくれます。
　池田　将来的に胃がんの発生率が減
れば、自治体にとっても十分なメリッ
トがあるという判断ですね。
　奥田　そうです。しかも費用もそれ
ほどかかりませんので、スクリーン・
アンド・トリートといいますが、そう
いう事業をしていくところが非常に増
えてきています。
　池田　そういった自治体の例がモデ
ルケースとなって、それが日本全国に
広がると医療制度的にもいいですね。
　奥田　私たちはそう思っているので
すが、一方、除菌をして、本当に一生
涯、胃がんが出ないのかという意見も
ありますし、安全に治療ができるのか
どうか。様々な意見を持っている方が
いますので、集約して国全体としての
事業として成り立たせていくまでには、
まだまだ時間がかかると思います。ピ
ロリ菌の検査をしてほしいという方に
平等にしてあげられるような状態をつ
くるには、やはりそういう政策に向か
わないといけないのかなと思っていま
す。
　池田　いろいろな意見があるとは思
いますが、実際、ご両親とお子さんの
ことを考えれば、このまま進めていく
のがいいのですね。
　奥田　そうですね。
　池田　ありがとうございました。
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