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は じ め に

心窩部痛や嘔気・嘔吐などの上部消化管疾患を疑

わせる症状を経験したことのない人は，皆無であろ

う。上部消化管疾患の代表的疾患とも言える胃潰瘍

や胃癌は日本人に多発する。１９８３年にそれまで無菌

状態と考えられていた胃から Helicobacter pylori（H.

pylori）が分離培養され，消化性潰瘍と言われる胃・

十二指腸潰瘍に対する考え方は一変した。

本稿では，H. pylori につき胃疾患とくに胃潰瘍と

の関係において述べる。

１．胃疾患の疫学

―日本人では胃潰瘍が多発し，４０歳以降に多くみ

られる。

胃潰瘍の有病率（人口１０万対）は１日当り３５３．９

（１９８５年），受診率（人口１０万対）は１日当り９１．４（１９９３

年）で１日あたりの推計患者数は入院１５，２００人，外

来９８，８００人であり，日常臨床でよく遭遇する疾患で

ある１，２）。十二指腸潰瘍と胃潰瘍の比は０．６：１であ

り，米国２．７：１（１９７７－８０年），ニュージーランド

（１９８０年）１．１：１，インド（北部）１７．１：１（１９８９年）

と，日本は外国に比し胃潰瘍が多い３）。胃集検によ

る発見率は１９７３年以降で胃潰瘍１．０～２．０％，十二指

腸潰瘍が０．４～１．２％で胃潰瘍と十二指腸潰瘍の比は

１．５～２．３：１である。胃潰瘍は４０歳以降の人に，十

二指腸潰瘍は１０～２０歳代の若年者に多くみられ

る３）。日本の胃・十二指腸潰瘍の死亡率（人口１０万

対）は３．１（２００１年），男女比は２．７：１（１９８４年）で男

性に多い３）。

日本の胃悪性新生物の年齢調整別死亡率（人口１０

万 対）は 男 性３０．１，女 性１２．４（２００１年）で，米 国 の

各 ４々．５，２．３，ドイツの１１．８，６．５，イタリアの１４．１，

６．７，ノルウエーの１０．２，５．１などに比し高い４，５）。す

なわち，胃癌も日本人に多い。

２．胃潰瘍の成因論の変遷

―ヘリコバクター・ピロリが分離培養される以前

は，胃潰瘍の成因としてバランス説（天秤説）が有力

であった。

上部消化管に発生する潰瘍は胃の壁細胞で産生さ

れる塩酸および主細胞で産生されるペプシンにより

消化管壁が消化・破壊されること，すなわち自己消

化が第一原因と考えられ，消化性潰瘍と呼ばれる。

消化性潰瘍は厳密には食道潰瘍や吻合部潰瘍も含む

が，通常胃および十二指腸潰瘍のみを指す５）。

胃・十二指腸潰瘍の成因に関して１９世紀より血管

障害説，胃液消化説などが提唱された。血管障害説

は，病理学の Virchow により提唱され，胃の動脈

硬化により胃の血流が減少し，胃潰瘍を生じるとい

う考え方である。胃液消化説は，前述の消化性潰瘍

の病名の由来であり，過酸を伴う十二指腸潰瘍の成
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因を説明し易い。しかし，胃潰瘍は十二指腸潰瘍と

異なり，酸の状態は正酸か逆に低酸であることが多

い。１９６３年 Shay と Sun は，バランス説（天秤説と

も言う）を発表した。これは種々の学説の組み合わ

せとも言える。粘液・血流・重炭酸など胃粘膜を防

御する因子と胃酸・ペプシンなどの胃粘膜を攻撃す

る因子の力のアンバランスすなわち攻撃力が防御力

を凌駕する時に胃潰瘍が発生するという考え方であ

る１）。臨床の場で患者さんに説明しやすく，長年多

くの研究者の支持を得ていた６～１２）。

今日でもバランス説は否定されるものではない

が，１９８３年 Warren と Marshall１３）によって H. pylori

がヒト胃粘膜より分離培養され，萎縮性胃炎や胃・

十二指腸潰瘍と関連することが指摘され１４），潰瘍の

成因・診断・治療における考え方は大きく変化し

た。

３．胃内細菌の歴史

―無菌状態と考えられていた胃からヘリコバク

ター・ピロリ菌が分離培養された。真実の探究は紆

余曲折を辿る。

胃に常時細菌が存在することは，１３０年前から報

告されていたが，後述のごとく５０年前からは胃は無

菌状態と考えられた。

１８７４年 Bottcher１５）は人の胃にらせん菌を，１８９３年

Bizzozero１６）は動物の胃にらせん菌を観察してい

る。１９０６年には Krienitz１７）が胃癌患者の胃粘膜にら

せん菌が存在することを報告したが，依然胃疾患と

の関連は不明であった。そして，Kasai and Koba-

yashi１８）は，イヌ，ネコ，野ネズミ，サルの胃内に

らせん菌がみられ，らせん菌に感染したウサギに狂

犬病固定ウイルスを接種すると，胃に点状出血や出

血性びらんが出現することを観察し報告した。さら

に，らせん菌に感染したマウスでサルバルサンによ

る除菌も行った。

Kobayashi すなわち小林六造先生は当時北里研究

所感染症研究室におられ，後に慶應義塾大学医学部

微生物学教授になられた。そのらせん菌は今日のヘ

リコバクター属の一つである Helicobacter felis と思

われるが，世界で初めて胃疾患とくに出血性胃炎へ

の関与を指摘し，しかも除菌を行った。

Doenges１９）は剖検材料としての胃粘膜を hemato-

xylin-eosin（H-E）による染色標本で光学顕微鏡によ

り調べたところ，２４２検体のうち１０３検体（４３％）にら

せん菌を観察していた。さらに，Freedberg ら２０）は

１９４０年胃・十二指腸潰瘍や癌患者の切除胃を H-E

染色で胃粘膜のらせん菌を調べ，胃癌患者１９名中９

名，胃潰瘍患者２名中２名，十二指腸潰瘍患者１４名

中２名，全体で３５名中１３名（３７％）が陽性であり，ら

せん菌と疾患に関連があると考えた。

ところが，１９５４年 Palmer２１）が吸引生検によるヒ

ト１，１４０例の胃粘膜組織を H-E 染色で検討し，胃に

らせん菌をはじめ常在菌は存在しないと発表した。

その後，強酸である胃内にはステロイド投与された

患者や免疫不全患者以外には細菌は存在せず無菌状

態と考えられた。そのため，Steer ら２２）の電子顕微

鏡による胃生検組織のらせん菌の観察，多形核白血

球との関連などの報告があったがほとんど無視さ

れ，約３０年間胃の細菌学研究は滞った。

上記の経過は，真実の探求や学問は時に紆余曲折

を経て寄り道をしながら進むものであること，そし

て当たりまえな正しいとされている事柄をも絶えず

見直す必要があることを教えてくれる。

前述のごとく，１９８３年西オーストラリアの臨床病

理医 Warren と内科研修医 Marshall によりヒト胃

粘膜から H . pylori が分離培養され１３），炎症細胞浸

潤を伴う慢性活動性胃炎，胃潰瘍，十二指腸潰瘍患

者の胃前庭部と十二指腸の胃上皮化生部位に存在す

ることが報告された１４）。

H. pylori は，分離当初 Gastric Campylobacter-like

Organism（GCLO）と呼ばれ，Campylobacter pyloridis

さらに Campylobacter pylori と命名された。そして，

らせんを意味する helix より Helicobacter 属が新設

され，１９８９年最初に分離培養された部位である幽門

pylorus をからめ，Helicobacter pylori と改名された。

４．ヘリコバクター・ピロリ

―ヘリコバクター・ピロリは胃の粘液層と粘膜上

皮に接して存在し，ウレアーゼを産生する。

H. pylori は長さ２．５～５．０μm，巾０．５～１．０μm の

グラム陰性のらせん状菌であるが，胃内ではカーブ

状・Ｓ字状の菌体が多い。菌端に数本の有鞘鞭毛を

持ち運動能はあるが，固形培地上ではほとんど遊走

しない。H. pylori は主に粘液層のなかと粘膜上皮に

歯科学報 Vol．１０５，No．１（２００５） ２３
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接して存在する（図１）。慢性胃炎患者の胃粘膜生検

組織を電子顕微鏡で観察すると，全体の H. pylori

（１８４）のうち粘液層に浮遊する H. pylori が６６％，粘

膜上皮細胞の形質膜に面して存在するものが２１％，

“adhesion pedestal”を形成して上皮に接着してい

るものが１０％で，好中球に貪食された H. pylori が

３％にみられた２３，２４）。

H. pylori は生化学的性状としてオキシダーゼ陽

性，カタラーゼ陽性，ウマ尿酸塩水解陰性，硝酸塩

還元陰性である。特徴的なことはウレアーゼを産生

することである。ウレアーゼは尿素を分解しアンモ

ニアを生成し周囲局所の pH を上昇させ酸度を低下

させ，H. pylori が強酸の胃内で生存することを可能

にしている。

５．ヘリコバクター・ピロリと胃疾患との関係

―日本人全体の５０％，胃・十二指腸潰瘍患者の

８０％以上，胃癌患者の７０％がヘリコバクター・ピロ

リに感染している。除菌により胃・十二指腸潰瘍の

再発は抑制される。

分離培養を報告した Marshall ら２５）は，自ら H. py-

lori を経口摂取しヒト感染実験を行った。H. pylori

摂取（０日）後１日目に腹鳴亢進，７日目腹部膨満感

と心窩部痛の出現，１０日目の内視鏡検査の際には急

性胃炎の所見がみられ H. pylori の胃内存在が確認

された。しかし，１４日目の内視鏡検査では H. pylori

は消失し，H. pylori 抗体も陰性であった。Morris

ら２６）の感染実験では摂取（０日）後，２日目に心窩部

痛が出現，５日目の内視鏡検査で急性胃炎に移行し

H. pylori 感染は持続した。１０３日目にビスマスによ

り除菌されたが，H. pylori 抗体は陽性化した。

日本では現在５０歳以上の年代では７０％以上が，全

体では５０％の国民が H. pylori 陽性である。H. pylori

に感染しても必ずしも胃・十二指腸潰瘍や胃癌を発

症するわけではない。しかし，H. pylori の感染率は

胃潰瘍や十二指腸潰瘍患者では８０％以上であり，胃

癌や低悪性度胃 MALT（mucosa-associated lym-

phoid tissues）リンパ腫でも７０％以上を呈する２７）。

H. pylori の除菌治療により胃潰瘍の再発が抑制さ

れることが確認されている２８，２９）。ランソプラゾール

（LPZ）／アモキシシリン（AMPC）／クラリスロマイシ

ン（CAM）３剤併用治療１年後の胃潰瘍の累積再発

率は，除菌成功群では１１．４％であるのに対して，除

菌治療不成功群では６４．５％と有意に高い（ｐ＜

０．０００１）再発率を示した３０）。すなわち，除菌により

胃・十二指腸潰瘍は維持療法なしに潰瘍再発が抑制

され，さらに H. pylori 陽性低悪性度胃 MALT リン

パ腫の５０～８０％は除菌によって病理組織学的所見の

改善，内視鏡的所見の改善，リンパ腫の退縮もみら

れると言う。

１，５２６人の胃・十二指腸潰瘍疾患患者を平均７．８年

経過追跡した Uemura ら３１）の報告では，H. pylori 陰

性患者からは胃癌の発生３２）がみられなかったが陽性

患者では２．９％にみられる。高度の胃粘膜萎縮，体

部胃炎，腸上皮化生などの病理組織変化，また non

-ulcer dyspepsia（NUD），胃潰瘍，胃過形成性ポ

リープを呈する患者に胃癌発生のリスクが高いと言

う。十二指腸潰瘍患者に胃癌発生はなかった。H. py-

lori による胃潰瘍，胃癌の実験的作成の報告があ

る。Hirayama ら３３）はスナネズミに H. pylori を経口

接種しその６～１２ヶ月後に前庭部と体部の中間に腸

上皮化生を伴った胃潰瘍がみられた。Watanabe

ら３４）は，やはりスナネズミに H. pylori を経口接種し

接種後２６週後に慢性活動性胃炎，胃潰瘍，腸上皮化

生を認め，６２週までに３７％のスナネズミに分化型腸

型の胃癌を認めた。

しかし，後述のごとく H. pylori によるヒト胃癌

発生の可能性や除菌による発生抑制については，未

だ結論は出ていない。

図１ H. pylori は胃の粘液層や腺窩に棲息し，一部は胃粘
膜上皮細胞に固着している２４）
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６．ヘリコバクター・ピロリ感染症の診断と治療

―胃潰瘍と十二指腸潰瘍が診断・治療の保険適応

である。診断には内視鏡による生検を必要とする検

査法と必要としない検査法がある。治療は胃酸分泌

抑制薬と抗生物質の３剤併用１週間経口投与で８０％

以上の除菌率を呈する。

除菌治療前および除菌治療後の H. pylori 感染の

診断にあたっては，下記の検査法のいずれかによっ

て行われる。内視鏡による生検組織を必要とする検

査法に①迅速ウレアーゼ試験 ②鏡検法 ③培養法が

あり，内視鏡による生検組織を必要としない検査法

には，①尿素呼気試験 ②血中抗 H. pylori 抗体測

定３５） ③便中抗 H. pylori 抗体測定などがある。

日本ヘリコバクター学会は H. pylori 除菌治療が

勧められる疾患は胃潰瘍，十二指腸潰瘍，胃 MALT

リンパ腫，除菌治療が望ましい疾患は早期胃癌に対

する内視鏡的粘膜切除術（EMR）後の胃，萎縮性胃

炎，胃過形成性ポリープ，除菌治療の意義が検討さ

れている疾患として NUD，胃食道逆流症（Gastro-

esophageal reflux disease, GERD）および消化管以

外の疾患を挙げている２７）。しかし，現在保険適用は

胃潰瘍と十二指腸潰瘍の２疾患のみである。

H. pylori 除菌治療の第一選択は，胃酸分泌抑制薬

であるプロトンポンプ阻害薬（PPI）すなわち LPZ

またはオメプラゾール（OPZ）２８）と抗生物質である

AMPC および CAM を１週間投与する３剤併用療

法である。

現時点で保険で認められている治療は，以下の

Ａ，Ｂの２法である。

Ａ法

１．LPZ（３０mg） １Cap を１日２回

２．AMPC（２５０mg） ３Cap（錠）を１日２回

３．CAM（２００mg） １錠または２錠を１日２回

以上１～３の３剤を朝，夕食後に１週間投与する。

（なお，この処方では，１日の服用分すべてが１

シートに納められたパック製剤がある。）

Ｂ法

１．OPZ（２０mg） １錠を１日２回

２．AMPC（２５０mg） ３Cap（錠）を１日２回

３．CAM（２００mg） ２錠を１日２回

以上１～３の３剤を朝，夕食後に１週間投与する。

現在世界的にも，PPI と抗菌薬２剤を用いた PPI

-based triple therapy が H. pylori 除菌治療の主流で

あり，８０－９０％の除菌率が報告されている。LPZ３０

mg を１日２回（Ａ群），LPZ３０mg＋AMPC７５０mg

＋CAM２００mg を１日２回（Ｂ群）な い し CAM４００

mg を１日２回（Ｃ群）１週間投与の Full Analysis

Set の除菌率は，それぞれ胃潰瘍で０％，８７．５％，

８９．２％，十二指腸潰瘍で４．４％，９１．１％，８３．７％で

あった２７）。OPZ２０mg＋AMPC７５０mg＋CAM４００mg

の１日２回１週間投与の除菌率はそれぞれ７５．９

％，８１．８％であった。

除菌治療に伴う副作用が１４．８～６６．４％に報告され

ている。最も多いものが下痢，軟便で約１０～３０％，

味覚異常，舌炎，口内炎が５～１５％，皮疹２～５％，

その他腹痛，放庇，腹鳴，便秘，頭痛，頭重感，肝

機能障害，めまい，掻痒感等の報告がある。また２

～５％に下痢，発熱，発疹，咽頭浮腫，出血性腸炎

などの治療中止となるような程度の強い副作用が発

生している。

本邦では CAM 耐性菌の頻度は１０～１５％とされて

おり，近年増加傾向にある。耐性菌感染例では除菌

率が著明に低下し，また除菌不成功後には CAM 耐

性獲得が生じることが報告されている。安易に不十

分な除菌治療が行われることは，耐性菌の出現を増

加させることが考えられる。さらに，過去にマクロ

ライド系薬剤の長期使用があった症例は，菌が

CAM に対して薬剤耐性を獲得している可能性が高

く注意を要する。

除菌成功後に萎縮性胃炎の改善，胃液酸度の回復

による GERD や食欲の増進によると思われる肥満

の出現，血中コレステロールの増加などが報告され

ている２７）。しかし，とくに萎縮性胃炎の改善につい

てはまだ多くの疑問が残されている。

７．ヘリコバクター・ピロリによる胃粘膜障害の

機序

１）自然免疫機構から―好中球を中心に

―ヘリコバクター・ピロリによって活性化された

胃粘膜中の好中球は，活性酸素を産生し胃粘膜障害

を引き起こす。ヘリコバクター・ピロリ自体が産生す

るアンモニアと好中球が出す次亜塩素酸から作られ

るモノクロールアミンはとくに強い障害性をもつ。
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H. pylori の病原因子としては，H. pylori のもつウ

レアーゼ，それによって産生されるアンモニア，鞭

毛接着因子，lipopolysaccharide（LPS），カタラー

ゼ，superoxide dismutase（SOD），vacuolating cyto-

toxin（Vac）A，cytotoxin associated gene（Cag）A，

cag pathogenicity island（PAI）の関与，熱ショック

蛋白，顆粒球の遊走・活性化を促すサイトカイン

（TNF‐α，IL-６，IL-８），neutrophil activating pro-

tein（NAP）などが挙げられる。

活性化された好中球は活性酸素を放出しながら胃

をはじめとする臓器に潰瘍性病変３６～４５）や癌４６～４８）を引

き起こす。

H. pylori 感染に伴う胃粘膜障害が，局所の好中球

との関係から検討された４９）。H. pylori 感染の胃粘膜

局所には好中球が多数集簇している。それらの好中

球が活性化されると，superoxide（Ｏ２
－），過酸化水

素（H２O２），好中球が活性化された時脱顆粒をして出

てくる myeloperoxidase（MPO）と過酸化水素の反

応によって発生する次亜塩素酸（HOCl）などの活性

酸素が産生される。さらに次亜塩素酸と H. pylori

が作るアンモニアとの反応からモノクロールアミン

（NH２Cl）という広義の活性酸素も作られる。

家兎の胃粘膜の培養細胞で２，７‐bis-carboxyethyl

‐５�‐carboxyfluorescein（BCECF）を用いた in vitro

の実験では，H. pylori だけを胃粘膜細胞に添加した

時には変化はないが，好中球さらに好中球と H. py-

lori を一緒に添加した時に，胃粘膜の細胞障害がみ

られる。この時，好中球からの活性酸素の産生能を

chemiluminescence（ChL）activity を用いてみると，

H. pylori を好中球に加えた時に，好中球の活性酸素

の産生能が有意に亢進する。また過酸化水素，ある

いは次亜塩素酸，モノクロールアミンなどの活性酸

素によっても直接細胞障害が起こる。活性酸素のス

カベンジャーを添加してみると，superoxide のス

カベンジャーである SOD は抑制しないが，過酸化

水素やモノクロールアミンのスカベンジャーである

カタラーゼ，タウリンは好中球と H. pylori によっ

て起こる胃粘膜細胞障害を有意に抑制する。以上の

ことをまとめると，① H. pylori がまず好中球を活

性化させる。②活性化された好中球は，胃粘膜細胞

に対して障害性を持つ。③胃粘膜細胞は，活性化さ

れた好中球や H. pylori から出るアンモニアを介し

て作られる過酸化水素さらに次亜塩素酸，モノク

ロールアミンなどの活性酸素によってより高度に障

害を受ける。④この胃粘膜細胞障害は，過酸化水素

のスカベンジャーであるカタラーゼや次亜塩素酸と

モノクロールアミンのスカベンジャーであるタウリ

ンによって抑制される５０）（図２）。

ヒトの H. pylori 陽性胃疾患についても検討し

た。H. pylori 陽性のヒト胃粘膜組織の活性酸素産生

能は陰性例に比して有意に高い。その時に胃粘膜組

織中の好中球数と活性酸素産生能の間には，有意の

相関がみられた。すなわち，H. pylori 陽性で好中球

がより多い胃粘膜組織で活性酸素産生能が亢進して

いる。そこで，H. pylori 陽性胃炎の患者１２名にタウ

リンを投与して，胃炎がどのように変化するかを検

討した。１日６ｇのタウリンを４週間経口投与し，

その前後で胃内視鏡を施行し，生検も行った。胃粘

膜の発赤はタウリン投与群で非投与群に比し有意に

軽減し，浮腫状変化も軽減傾向を示した。胃生検組

織の好中球と活性酸素産生能をみると，タウリンの

投与前に比し投与後に粘膜組織中の好中球数も活性

酸素産生能も有意に低下していた。さらに，６年間

にわたってタウリンを内服したヒト H. pylori 陽性

胃潰瘍９例の非再発率は，７７％に及んだ５１）。基礎的

検討結果は，ヒトにも当てはまることが判明した。

図２ H. pylori によって活性化された胃粘膜中の好中球
は，モノクロールアミン（NH２Cl）などの広義・狭義の
活性酸素を介して上皮細胞傷害をひきおこす４９）５０）。
NH３：ammonia，アンモニア
Ｏ２：oxygen，酸素
O２

－：superoxide anion，スーパーオキシドアニオン
H２O２：hydrogen peroxide，過酸化水素
HOCl：hypochlorous acid，次亜塩素酸
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２）獲得免疫機構から―自然免疫機構と関連して

―好中球のみならずヘリコバクター・ピロリ感染

により誘導された細胞傷害性Ｔリンパ球（CTL）が，

アポトーシスを介して胃粘膜障害を引き起こす。

H. pylori 感染胃粘膜を観察すると，好中球やマク

ロファージとともにリンパ球がみられる。前述の好

中球を主体とした自然免疫に加え，細胞傷害性 T

リンパ球（cytotoxic T lymphocyte, CTL）を中心に

獲得免疫の面より H. pylori と胃粘膜障害の関係を

検討した。

H. pylori 感染胃粘膜では，IgA，IgG 含有細胞が

多くみられ，インターロイキン（IL）‐４や IL‐１０の産

生が盛んである。ヘルパーＴ細胞（Th）は IL‐２，TNF

‐α などを産生するタイプ１ヘルパー T 細胞（Th１）

と IL‐４，IL‐５，IL‐６，IL‐１０を産生するタイプ２ヘ

ルパーＴ細胞（Th２）に分けられる。H. pylori 感染

胃粘膜は Th２優位である。一方，びらんや潰瘍な

どの胃粘膜障害部では IL‐２，TNF‐α などの産生が

非粘膜障害部に比して有意に高く，障害部局所の免

疫学的極性は Th１優位にシフトしている５２）。Re-

verse transcription polymerase chain reaction（RT

－PCR，逆転写 PCR）では，胃潰瘍辺縁に perforin

と Fas の発現がみられる。FasL はみられない。イ

ムノブロット法では caspase３の発現がみられる。

そして，胃潰瘍辺縁には免疫組織化学でアポトーシ

スが観察され，perforin，granzymeB 陽性の CTL

がみられる。免疫電子顕微鏡で検討すると，CTL

のアズール顆粒から標的細胞に向かって perforin

が放たれている像と標的細胞膜に小孔が形成された

像が観察された。そして，この小孔からセリンプロ

テアーゼである granzymeB が標的細胞内に流入し

て，次々に細胞質や血球細胞を破壊している像が観

察される５３）。すなわち CTL による perforin/gran-

zymeB 系を介するアポトーシスにより胃粘膜細胞

障害がひきおこされている。しかも，これらの現象

は H. pylori 陽性のみならず H. pylori 陰性の胃潰瘍

辺縁でもみられたことは，注目される。

近年，炎症・免疫反応のなかで自然免疫分子であ

る Toll-like receptor（TLR）やβ-defensin（BD）の存

在とその意義が注目されている。BD は従来，殺菌

ペプチドとしての生理作用のみが報告されていた

が，マウスの系で BD は殺菌ペプチド作用以外にも

肥満細胞の遊走とヒスタミンの放出，プロスタグタ

ンジン生成の誘導などのさまざまな生理作用を有す

ることも報告されている。BD には BD１～４のサ

ブタイプがあり，胃においては BD１，BD２，BD

４の存在が確認されている。そのうち BD１は con-

stitutive peptide であり，炎症性変化で誘導される

い わ ゆ る inducible peptides は BD２と BD４で あ

る。現在までの臨床例での報告は，BD２に関する

報告のみである。粘膜炎症・免疫反応において重要

な働きをしている細胞は，樹状細胞（dendritic cell,

DC）である。TLR により粘膜表層の刺激が粘膜下

の DC に伝達されるが，抗原提示細胞である DC は

ペプチド構造を持った物質（抗原性物質として働く

可能性を持つ物質）の介在なしに粘膜表層部に遊走

してくることは考えにくい。TLR よりの刺激によ

り転写因子である核内因子κB（nuclear factor κB，

NFκB）を介して産生される種々のサイトカインが

関与することが想像される。

BD２と BD４の発現とその転写因子の検討を

PCR 法とイムノブロット法で検討すると，BD２，

図３ H. pylori 自体あるいはその誘導物質が胃粘膜上皮の
Toll-like receptors（TLRs）に認識されることから始ま
り，細胞傷害性Ｔリンパ球（CTL）により標的細胞で
ある胃粘膜細胞は傷害される５８）。
TLRs：Toll-like receptors
Epi：epithelium，上皮
NF-κB：nuclear factorκB，核内因子κB
hBD：human β-defensin
DC：dendritic cell，樹状細胞
IL：interleukin，インターロイキン
TNF：tumor necrosis factor，腫瘍壊死因子
nCD４＋T cell：naive CD 4 positive T cell，ナイー

ブ CD４陽性Ｔ細胞
Th１：type１ helper T cell，Th１細胞
Th２：type２ helper T cell，Th２細胞
CTL：cytotoxic T lymphocyte，細胞傷害性Ｔリンパ球
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４の発現は H. pylori 感染に関わらず急性胃炎や潰

瘍粘膜辺縁部，H. pylori 感染慢性胃炎に発現が認め

られたが，H. pylori 陰性の内視鏡的正常粘膜部には

発現はみられなかった。BD２，４の発現粘膜の全

てに NFκB の発現が認められた。連続切片での免

疫組織学的検討では，BD２は被殻上皮部に，DC

は被殻上皮直下の粘膜上皮層に局在が認められ

た５４）。H. pylori 感染に際し，NFκB を介して BD

２，４が発現している可能性が示された。

TLR が H. pylori あるいは H. pylori により誘導さ

れた物質を認識し，NFκB を活性化し，BD２，４

を発現させ，DC やマクロファージからサイトカイ

ンを誘導する。ナイーブ CD４陽性Ｔリンパ球は Th

１と Th２に分化し，さらに CTL へ分化誘導さ

れ，標的細胞たる胃粘膜細胞に障害をひきおこす。

H. pylori 除菌治療は胃粘膜中単核球にアポトーシス

をひきおこす５５～５７）。H. pylori 感染は CTL を介して

胃粘膜障害を惹起すると考える５８）（図３）。

８．今日の問題

―ヘリコバクター・ピロリ陽性胃粘膜障害はヘリ

コバクター・ピロリが唯一または直接の原因なの

か？除菌療法の効果はヘリコバクター・ピロリの除

去のみによるのか？

特発性血小板減少性紫斑病（ITP），鉄欠乏性貧

血，慢性蕁麻疹，レイノー現象，虚血性心疾患，偏

頭痛，ギランバレー症候群等の消化管以外の疾患に

対しても H. pylori 除菌治療が有効とする報告があ

るが，その機序については不明である２７，５９，６０）。

前述のごとく，H. pylori 除菌治療が胃潰瘍と十二

指腸潰瘍の再発を抑制することは確実である。しか

し，同時に近年 H. pylori 陰性潰瘍や“idiopathic ul-

cer”の存在とそれらの増加６１，６２）が指摘されている。

H. pylori 除菌に成功したが再発する症例は，北米の

十二指腸潰瘍で８～４０％６３），国内では成功後１２ヶ月

間の経過観察で胃潰瘍１１．４％，十 二 指 腸 潰 瘍

６．８％３０），４８ヶ月間の経過観察で胃潰瘍９．３％，十二

指腸潰瘍６．２％，胃十二指腸潰瘍６．４％にのぼる６４）。

逆に，除菌に失敗したにもかかわらず再発しない症

例は，胃潰瘍２５～４３％，十二指腸潰瘍０～５３％６５），

十二指腸潰瘍３５～５７％６３）である。また，胃 MALT

リンパ腫以外で除菌治療により退縮した H. pylori

陽性十二指腸 MALT リンパ腫６６），逆に H. pylori 陰

性にもかかわらず除菌治療により退縮した直腸

MALT リンパ腫の症例６７）も報告されている。さら

に，最近，H. pylori 除菌が胃癌発症率に影響しない

という Wong ら６８）の報告もあった。

上記の報告は，H. pylori の病原性や疾患成立への

関与に多少疑問を投げかける。H. pylori 関連疾患で

H. pylori が直接原因なのか？H. pylori のみが病原因

子なのか？H. pylori 除菌治療の効果は H. pylori 除

去のみによるのか？

これらの疑問解明には，前述の著者らの自然およ

び獲得免疫機構からの検討が役立つと思われる。す

なわち，H. pylori は直接というよりも H. pylori が

誘導した他の何らかの物質を介して TLR により認

識され，転写因子である NF-κB が活性化され hBD

が DC を遊走・集合させる。Th１優位となった胃

粘膜局所で CTL が胃粘膜障害を惹起すると考え

る。そして，除菌治療の成功とは H. pylori の除去

とともに，CTL にアポトーシスを誘導しているこ

とによると考える。好中球に関しても，サイトカイ

ンのみならず H. pylori と好中球活性化の中間に位

置する物質の存在が想像される。

お わ り に

H. pylori と上部消化管疾患さらに消化管以外の疾

患との関連が示唆され，H. pylori 除菌治療は胃潰瘍

と十二指腸潰瘍の再発を抑制することが判明した。

そして，いわゆる H. pylori 関連疾患の成因・病態

の検討や診断・治療は落着したかのような印象すら

与えている。しかし，H. pylori がこれらの疾患にど

のようにどこまで関与しているかは，未だ充分解明

されていない。この疑問を解く努力が，一見理解し

尽くされた印象を与える胃潰瘍をはじめとする種々

の疾患の発症機序解明やより良い治療に繋がると考

える。著者らは，さらに TLR をはじめとする自

然・獲得免疫機構から検討する。
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