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Ⅰ．はじめに

１９８３年西オーストラリアの病理学者Warren と

消化器内科医Marshall は，１３５名の慢性胃炎患者

の胃粘膜から，Small curve and S－shaped bacilli

を Campylobacter の培養方法で発見した１）。後に

菌はその形態からHelicobacter pylori（以下HP

と称する）と命名された。それまで慢性胃炎の原

因は不明であり，非特異的炎症と考えられてき

た。その理由は胃内が pH２と強酸性であり，こ

の中に細菌が存在することは不可能と思われてき

たからである。しかし，慢性胃炎が腸管感染症と

同じような細菌性感染症と判明すると，成因と治

療は大きく変わる可能性があった。１９８５年Mar-

shall は，自らこの菌を呑んだ。１週間後に感染

症様症状を発症，１０日後の内視鏡の生検組織は急

性胃炎の組織像を示した２）。１９８７年ニュージーラ

ンドのMorris も同様に自分でHP感染実験を行

い，胃内 pHの上昇を認め，急性胃炎を発症し

た。いずれもHP除菌治療を受けて，症状は消失

し組織像が改善した３）。１９９１年には胃がんと４），１９９４

年には胃リンパ腫５）との関連を Parsonnet らが発

表した。

我が国でも一部の感染症専門医がこれらの論文

に注目して，研究をはじめた。１９８８年日本での各

種胃・十二指腸疾患におけるHP発見の頻度につ

いて伊藤らは，慢性胃炎７７．４％，胃潰瘍５８．９％，

十二指腸潰瘍８０．０％，胃がん６２．５％と述べてい

る６）（表１）。このように，菌の発見後１０年間にHP

に関する知見が重ねられてきたが，１９９４年末まで

に千葉県内から発表されたHP関連の研究報告は

なかった。

細菌感染症は，培養法により菌を同定し，この

菌に対して適切な治療をすることが原則である。

各種胃・十二指腸疾患がHP感染症である事の証
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表１ 胃粘膜からのC. pylori 検出状況�

内視鏡診断 検査件数 陽性検査 ％

胃炎 ５３ ４１ ７７．４

胃潰瘍 ３４ ２０ ５８．９

胃潰瘍瘢痕 ２０ １４ ７０．０

胃ポリープ １１ ３ ２７．３

胃がん ８ ５ ６２．５

十二指腸潰瘍 ５ ４ ８０．０

十二指腸潰瘍瘢痕 ４ １ ２５．０

十二指腸炎 １ １

胃びらん ２ １

その他 ７ ４

計 １４５ ９４ ６４．８

異常なし ２４ ３ ７．５

調査対象者：２２－８１歳
平均５３．５歳，男：女＝２．４：１

調査期間：１９８５～１９８７年

８１１
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明には，HP培養法を確実なものにしなければな

らない。当時，東京歯科大学市川総合病院（以下

当院と称する）で，試験的に行われたHP培養陽

性率は約３０％にしかすぎなかった。このような状

況で我々は，HPに関する臨床的検討を研究テー

マとして取り上げた。本論文では，HP培養法を

確実に行う事ができた経過と，培養法を至摘基準

とした他の診断法の役割を検討した２点につき報

告する。

Ⅱ．対象と試験方法

対象は１９９４年２月９日から１９９５年５月３１日に，

種々の腹部症状のために当院で上部消化管内視鏡

検査（EGD）を行った３９２検査である。これらの検

査では，EGD施行時に胃粘膜からのHP培養検

査を行った。３９２検査を時期的に４群に分けた。

Ⅰ群は杏林大学微生物教室で自家製スキロー培地

を使用した１９９４年２月９日－１９９４年６月２９日の７７

件。Ⅱ群は当院で自家製スキロー培地を使用した

１９９４年７月６日－１９９４年１２月７日の１５８件。Ⅲ群

は当院でより選択性を高めた培地を使用した１９９４

年１２月１４日－１９９５年２月２２日の８４件。Ⅳ群は一般

の臨床検査センターに委託し，選択性を高めた培

地を使用した１９９５年３月８日－１９９５年５月３１日の

７３件であった。各群間の年齢，性別に有意差を認

めなかった。Ⅰ群は特殊研究室，Ⅱ群，Ⅲ群は一

般病院研究室，Ⅳ群は全ての医療施設が利用でき

る臨床検査施設を代表している。すなわち，HP

培養検査が容易かつ確実に行われることで，一般

病院においてのHP治療が可能になることを目的

とした。１回の検査で６個の胃粘膜組織が採取さ

れ，HP培養検査，迅速ウレアーゼ検査（以下RUT

と称する），病理組織鏡検を行った。生検採取部

位は消化器病学会の指針に従った胃体部および前

庭部の大弯側２ヶ所であった。また，EGD施行

時には血清 IgG 坑 HP抗体検査（以下抗体検査）

も同時に行った。

Ⅰ群の分離培養の手順を図１に示す。生検材料

を採取後直ちにハンクス液に入れ，冷蔵して検査

終了後約６時間以内に杏林大学に輸送した。乳鉢

で乳化後，微好気条件下に自家製スキロー培地を

使い７日間分離培養。疑わしい集落をさらに培養

し形態学的観察と科学的性状で同定した。Ⅱ群は

当院内で培養したために，輸送時間がかからな

かった。Ⅲ群ではⅠ，Ⅱ群とは違い選択培地を使

用した。Ⅳ群ではⅢ群と同様の培地を使う方法で

あるが通常の輸送ルートで検査機関まで輸送し

た。

次に培養法を至適基準として，RUTおよび抗

体検査の有用性につき３９２検査において検討し

た。

本研究はヘルシンキ宣言を遵守し，倫理的に行

われた。

Ⅳ．結 果

研究開始当初の１９９４年２月から４月の３ヶ月間

の培養法による胃潰瘍，十二指腸潰瘍，慢性胃炎

のHP陽性率は，胃潰瘍７５％，その内活動期の潰

瘍は１００％，十二指腸潰瘍と胃炎は７５％と満足す

べき結果が得られた。

各群のHP培養陽性率を，図２に示す。培養陽

性率は杏林大学微生物学教室によるⅠ群６７．５％，

胃粘膜生検
↓

１．０mLハンクス液に採取
↓

冷蔵で６時間以内に輸送
↓

検体処理
↓

分離培養
↓ スキローの培地，３７℃

５－７日間微好気条件同定
｜

↓ ↓
グラム染色（陰性桿菌）

運動性
チトクロームオキシダーゼ陽性
カタラーゼ陽性
ウレアーゼ陽性
好気培養陰性
ナリジキシン酸３０µg 耐性
セファロジン３０µg 感受性

図１ 胃生検材料からのHPの分離培養方法

８１２ 荒川：胃・十二指腸疾患とヘリコバクター・ピロリ
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東京歯科大学のⅡ群６５．２％，東京歯科大学（選択

培地）のⅢ群７７．４％，検査センター（選択培地）の

Ⅳ群６５．８％であった。各群間に有意差を認めな

かった。すなわち培地の選択性を高めることで，

他の条件が変わってもⅠ群からⅣ群まで同様の陽

性率を得ることができた。この事は，HP培養は

研究室レベルの検査から検査センターレベルに移

行することができ，一般病院でのHP治療を可能

にした。

培養法を至摘基準としたRUTの結果を，陽性

率，一致率，感度，特異度，陽性予知率，陰性予

知率の順に図３に示した。培養陽性率は６８．４％に

対して，RUT陽性率は５３．６％であった。両者は

７７．６％で一致していた。RUT陽性者中の培養陽

性者は２１０検査中の１９５検査（９２．９％）と高く，RUT

陽性者には真の陽性者が含まれていた。培養法に

たいするRUTの陽性予知率が高いことより，

RUT陽性ならば抗生剤治療を始めても問題がな

いことを示唆している。

培養法を至摘基準とした抗体検査の結果を，図

４に示した。培養陽性率は６９．６％，抗体検査陽性

率８６．２％といずれも高値が得られたが，両者の一

致率は７４．０％にすぎなかった。培養陽性者２５２名

RUT

培 養

＋ － 計

＋ １９５ ７３ ２６８

－ １５ １０９ １２４

計 ２１０ １８２ ３９２

陽性率 RUT（％） ５３．６％
培養（％） ６８．４％

一致率（％） ７７．６％
感度（％） RUT（＋）／培養（＋） ７２．８％
特異度（％） RUT（－）／培養（－） ８７．９％
陽性予知率（％） 培養（＋）／RUT（＋） ９２．９％
陰性予知率（％） 培養（－）／RUT（－） ５９．９％

図３ 迅速ウレアーゼ検査（RUT）の有用性

抗体検査

培 養

＋ － 計

＋ ２３５ １７ ２５２

－ ７７ ３３ １１０

計 ３１２ ５０ ３６２

陽性率 抗体（％） ８６．２％
培養（％）６９．６％

一致率（％） ７４．０％
感度（％） 抗体（＋）／培養（＋） ９３．３％
特異度（％） 抗体（－）／培養（－） ３０．０％
陽性予知率（％） 培養（＋）／抗体（＋） ７５．３％
陰性予知率（％） 培養（－）／抗体（－） ６６．０％

図４ 血清 IgG 坑 HP抗体検査の有用性

図２ 各群における培養陽性率

図５ 胃粘膜上皮とHP（電顕像）

歯科学報 Vol．１０１，No．９（２００１） ８１３
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中の抗体検査陽性者２３５名は，抗体検査の感度を

示しており，これは９３．３％と高かった。抗体検査

の感度が優れていることから，抗体検査はスク

リーニング検査として有用であることを示した。

本研究で得られたHPの画像を提示する。図５

は胃粘膜生検組織の位相差電顕像である。丸く見

える胃粘膜上皮の上に，桿状で片方に螺旋状の鞭

毛を持つ無数のHPが付着している。この菌は生

食内にいれて顕微鏡下に観察すると活発に動く。

図６はHP感染者の胃粘膜生検組織のHE染色像

である。極めて多数の円形細胞浸潤，腺の萎縮，

被蓋上皮の損傷という特徴的な慢性胃炎像を示

す。図７はギムザ染色による，同組織鏡検像であ

る。被蓋上皮に付着した桿状のHPが認められ

る。当初，HPを明らかにするためにはワルチ

ン・スタンレー染色法でなければ識別できないと

されていたが，このようにギムザ染色法でも容易

に認められ，HPの診断に生検組織鏡検が使われ

るようになった。図８はHP感染者の内視鏡像で

ある。胃角小弯線上に発赤した潰瘍瘢痕を認め

る。周囲の粘膜は萎縮しており，一部は肥厚して

全体には凹凸が著名である。これは，腸上皮化生

を伴った慢性胃炎に合併した陳旧性胃潰瘍の典型

的な内視鏡像である。これらの内視鏡像，顕微鏡

像はHP除菌治療によってHPが排除されると，

除菌に遅れること数ヶ月で，炎症のない胃上皮粘

膜像に復活する。

Ⅳ．考 察

胃・十二指腸潰瘍の成因として，Shay は酸を

中心とした攻撃因子と粘液中心の防御因子のバラ

ンスが破綻する説を唱えた７）。攻撃因子としての

胃酸は，潰瘍が発生する為に必要とされた（no

acid，no ulcer）。そのため潰瘍の予防と治療は，

胃酸を抑制することが主体であった。１９８０年代に

強い酸抑制作用を持つH２ブロッカーが合成さ

れ，１９９０年代にはさらに強力なプロトンポンプ・

インヒビター（PPI）が出現し，これらの薬剤治療

で，高い治癒率が得られるようになった。潰瘍は

図８ HP陽性胃潰瘍瘢痕と慢性胃炎の内視鏡像

図６ HP陽性慢性胃炎の顕微鏡像（HE染色）

図７ HP陽性慢性胃炎の顕微鏡像（ギムザ染色）

８１４ 荒川：胃・十二指腸疾患とヘリコバクター・ピロリ
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入院するだけでも６０％治癒するが，酸抑制治療を

加えると８０％に上昇する。しかし，胃酸分泌抑制

剤治療は潰瘍治癒には有効であるが，再発が多い

ことが知られていた。当院での PPI を使用した

潰瘍治癒率は９６％であるが，１年以内の再発率は

７０％に達している。１９８３年に発見されたHPによ

り，潰瘍の発生として感染説が唱えられるととも

に，HP除菌治療後の潰瘍再発の少なさにも注目

された。Grahamは，HPを除菌した例では潰瘍

の再発生がほとんどないが，除菌不成功例では

７５％に再発していると報告した。彼は胃・十二

指腸潰瘍の原因をHP，Zollinger Ellison syn-

drome，消炎鎮痛剤の３因子としている８）。HP

による胃粘膜障害機序の仮説には，NH３によるH

イオンの逆拡散説１０）や胃内 pH上昇によりガスト

リン高値が持続して胃酸分泌亢進する説１１）等があ

る。HPは５×３µmのグラム陰性の螺旋状ない
しＳ状の桿菌で，両極または単極に鞭毛を持ち活

発に運動する。微好気条件で発育するが，嫌気的

条件での発育は悪く，好気条件では発育しない。

オキシダーゼ，ウレアーゼ，カタラーゼ陽性であ

る。アモキシシリン，エリスロマイシン，テトラ

サイクリンに高い感受性を持っている１２）。HP除

菌治療は抗生物質と酸抑制作用を組み合わせて行

う。Marshall ら は 十 二 指 腸 潰 瘍 患 者 に ci-

metidin，tinidazol，Colloidal bismus subcitrate

を使用したHP除菌治療を行った。１２ヶ月後の潰

瘍再発は除菌成功群２１％（５／２４）に対して除菌不

成功群８７％（３７／４４）であった。これらの知見から

１９９０年代に欧米ではHP除菌治療が潰瘍治療の中

心となった９）。ビスマス製剤，メトロニダゾー

ル，抗生物質（テトラサイクリン，クラリスロマ

イシン）の３者療法で９０％以上の除菌率，抗生物

質をアモキシシリンに変えた３者療法では８０％以

上の除菌率であった。また，オメプラゾールとア

モキシシリン２者療法では８０％以上の除菌率が報

告されていた。

感染症の治療は，原因菌を同定し，適切な抗生

物質を使用する原因療法である。胃・十二指腸潰

瘍をHP感染症と診断し治療するため，我が国で

は培養によりHPを確実に証明することが求めら

れた。当初HP培養は，低い陽性率しか得られな

かった。この原因として胃生検材料採取部位（前

庭部または胃体部，大弯か小弯），輸送液（生食水

かハンクス液か選択性輸送培地），輸送法（常温か

冷蔵），培地（キャンピロバクター用のスキロー培

地か選択性培地）等の問題点が指摘されたが，そ

れぞれ適切に処理された。問題点は，コストとの

兼ね合いで検討されなければならなかった。すな

わち，特殊な研究機関で陽性率が高くても，一般

検査室で同様の結果が得られなければ診断治療の

普及は難しかった。われわれは研究機関である杏

林大学微生物学教室でスキロー培地を使用して十

分な陽性率を得てから，１９９５年５月３１日には選択

性を高めた培地を使いどのような病院でも一般検

査センターを使って菌の証明ができる体制を作り

上げた。

HPの診断には抗原検査と抗体検査がある（表

２）。抗原検査には直接的に菌を証明する検査（培

養検査，組織鏡検，RNA検査）とHPの産生した

物質の性質を利用した間接的検査（RUT，染色検

査，胃液検査）がある。これらの直接的検査は内

視鏡を経由して胃粘膜切片を採取する侵襲的方法

である。これに対して尿素呼気検査は，非侵襲的

にHPが産生する尿素を測定する間接的抗原検査

である。抗体検査は非侵襲的な間接的検査で，HP

に対する血清坑 IgG 抗体を測定する１３）。筆者らは

表２ HPの診断法

侵襲方法 非侵襲方法

抗原検査

直接的検査

培養検査

組織検査

RNA検査

間接的検査

RUT

尿素呼気試験内視鏡時の染色法

胃液検査

抗体検査 間接的検査 血清 IgG抗体測定
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感染症診断，治療の至摘基準である培養法をもと

に，RUT検査と抗体検査の有用性につき検討し

た。非侵襲的な抗体検査は感度が９３．３％と高い。

図９は血清抗体の推移を時間の経過とともに示

し，Y軸は血清抗体価を示している。１９９４年６月

８日の初回検査時には培養法，RUT共に陽性で

あり，抗体価は１．８EVと高値であった。PPI と

抗生物質２者治療（DUAL）では一時的な抗体価の

低下を認めているが，症状は消失せず再び抗体価

の上昇を認めた。１９９５年３月１日に再度の検査の

後，PPI，抗生物質，ビスマス剤の３者治療を

行った。治療直後に症状が消失し，３ヵ月後には

培養法，RUTで抗原は陰性化した。抗体検査で

は，抗体価が低下し，８ヵ月後には陰性化した。

このように，血清抗体価は除菌治療で抗原が消失

したあとも陽性を示すことや，無症候性保菌者も

含まれるために陽性予知率は７５．３％にとどまって

いた。しかし，感度の高さから抗体検査はスク

リーニング検査として優れ，内視鏡による侵襲的

検査に進むグループの絞込みに有用である。一

方，内視鏡検査時のRUTは９２．２％と高い陽性予

知率を示した。図の１０は当院で作成したRUT検

査である。容器の中央に認めるのは，胃内視鏡検

査時に採取した胃粘膜組織である。左側の容器の

薄い褐色は陰性結果を示している。右側の容器は

ピンク色に変色しており，陽性結果を示してい

る。HPは強いウレアーゼ活性を持っているの

で，尿素を含んだ培地の上に乗せると周辺にアン

モニアが産生されて pH指示薬の色が変わってい

る。この変色は採取後１５分程度から発色し始める

が，２４時間後に最終的判定をする。培養検査は結

果判明まで約１０日必要である。それ故，数時間以

内に結果が判明するRUTは，迅速性に優れかつ

陽性予知率が高いことから，陽性者は直ちに治療

をはじめるべきである。以上をまとめると，抗体

検査はスクリーニング検査として有用，RUTは

治療開始の指標として有用と考えられた。そして

治療非反応例には分離培養同定感受性試験を行

い，治療内容の変更が必要と考えられた。

Ⅴ．まとめ

１９８３年に発見されたHPが胃・十二指腸疾患の

成因と治療に重要な関与をしている事は次第に明

らかになり，ようやく２０００年１１月に厚生省は除菌

治療の保険適応を認めた。筆者らがHPに関する

学長奨励研究を始めた１９９４年の我が国の臨床で

は，HPの診断と治療に困難を伴っていた。本研

究で筆者らは研究室レベルでしか行われていな

かったHPの診断治療が，一般臨床レベルで可能

となる体制作りを行った。HP培養検査は培地の

選択性を改善することにより，どのような施設で

も一定の陽性率を得ることができるようになっ

た。同時にスクリーニング検査としては抗体検査

が有用であり，治療対象者を絞り込むことができ

る事，また，有症状者には内視鏡検査時にRUT

が有用であり，陽性者には直ぐに治療に入ること

図９ 血清抗体検査の治療による推移

図１０ RUT検査（左：陰性，右：陽性）

８１６ 荒川：胃・十二指腸疾患とヘリコバクター・ピロリ
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ができることを示した。

本稿は平成６年度東京歯科大学学長奨励研究報告と
して，第２５８回東京歯科大学学会例会（１９９６年６月１日，
千葉）において発表した。本論文の一部は第１回Helico-
bacter pylori 勉強会（１９９３年１２月１８日，東京），第２回
Helicobacter pylori 勉強会（１９９４年６月１１日，東京），
第３６回日本消化器病学会大会（１９９４年１１月１日，仙
台），第３回Helicobacter pylori 勉強会（１９９４年１２月１
日，東京），第１回千葉Helicobacter pylori 研究会『学
術講演会』（１９９５年７月１５日，千葉），第１０回東葛地区
消化器疾患研究会（１９９５年１０月２８日，松戸）において発

表した。
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