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はじめに 

 

大阪府立病院機構大阪府立成人病センター がん予防情報センター 
中山 富雄 

 
胃がんは、最も罹患率の高いがんであり、国民病としてがん医療の中でも大きな

ウエイトが置かれてきました。上部消化管の二重造影法は我が国で開発された経

緯があり、本法を用いた胃がん検診は 1960 年代に黒川らによって宮城県ではじめ

られ、その後老人保健法第一次計画により全国に普及しました。その後胃がんの年

齢調整罹患率は急激に減少を続けるものの、男女計での罹患数はいまだ最多の疾

患であり、その対策は重要です。早期発見の手法として胃 X 線検査を実施できる

施設・医師は減少を続け、代わりに胃内視鏡検査が普及してきましたが、いままで

は胃内視鏡検診としての有効性を示すエビデンスがなかったことから、対策型検

診としての実施は推奨されていませんでした。2014 年に｢科学的根拠に基づく胃

がん検診ガイドライン（2014）｣が公開され、胃内視鏡検診について推奨 B とし、

対策型検診としての実施が推奨されました。それをうけて厚生労働省の｢がん検診

のあり方に関する検討会｣では、胃内視鏡検診の実施を推奨する中間報告書がまと

められています。胃内視鏡検査自体を実施できる医療機関は多いものの、所要時間

が長く、また現時点では医療機関でしか実施できないことから、マンパワー不足を

懸念する声がみられます。 
この動きをうけて、今回の研修会では、 

①従来の胃 X 線検診の課題を明らかにすること②胃内視鏡検診の一般化の注意点

と課題を明らかにすること③胃内視鏡検査の対象・頻度の層別化に寄与するリス

ク層別化は可能か？という問題について、3 人の演者の先生方にご講演いただき、

その後総合討論において様々な問題点を議論することといたしました。 
実りある研修会となることを期待いたします。 
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胃がんの罹患率・死亡率の動向と胃 X線検診の課題 

 

公益法人大阪府保健医療財団 大阪がん循環器病予防センター 

山崎 秀男 

 

【はじめに】 

 胃がんは、我が国では男女とも最も多いがんであり、その対策は急務であった。

そのため、国は長年Ｘ線を用いた胃がん検診を施策として行ってきた。現在、胃が

んリスクの低いピロリ菌未感染者が、検診対象に加わってきたことに伴い、厚労省

の検討会は対象年齢の引き上げを答申した。さらに、胃がん検診ガイドラインにお

いて内視鏡検診の有効性が認定されたことを受け、国は内視鏡による対策型検診

を始めようとしている。 

 このように、胃がん検診を巡る状況は大きく変化している。そこで、本講演会で

は、胃がん罹患・死亡の動向と、胃がん対策の中心として行われてきたＸ線検診の

成績を概括し、課題と対策について述べる。 

【罹患と死亡の動向】 

①死亡：2014 年の我が国の胃がん死亡者数は、男性 31,483 人、女性 16,819 人。

男性では肺がんに次いで 2 番目に多く、女性では大腸がん・肺がんに次いで 3 番

目に多い。年齢調整死亡率は、戦後男女とも他のがんに比べ圧倒的に高かったが、

1970 年頃より急速に低下し、現在までその傾向が続いている。 

②罹患：大阪府癌登録によると 2009 年大阪府の胃がん罹患数は 7,109 人。男性で

は最も多く、女性では乳がん、大腸がんに次いで 3 番目に多い。胃がん罹患者数

は人口高齢化を反映し、男女とも現在なお増加し続けている。年齢調整罹患率は、

男性では胃がんが 1 位。2000 年以降は低下傾向がみられない。女性では乳がん大

腸がんに次いで 3 位。2000 年以降低下傾向が緩徐になった。 

【胃がん X線検診の課題】 

①技術・体制面：大阪府が公表するチェックリストの成績によると、認定資格を取

得した医師、技師が担当しているかの項目で最も成績が悪かった。個別検診での成

績が悪いことを反映したものと考えられる。読影医の高齢化と引退、それに替わる

若手医師不在による読影医の不足が現実の問題となりつつある。 

②診断精度：消化器がん検診学会の全国調査の成績によると、1 年前に受診歴のあ

る進行がんが全発見がん中 1 割程度ある。このような例の存在が、胃Ｘ線検査の

診断精度に対する信頼性を低下させる原因となっている。しかしこれは、胃がんの

中には深部中心に発育するがんが一定程度存在することを意味するものでもあり、

このような進展形式を示すがんは、内視鏡検査でも早期発見が難しいのではと推

測される。 

③ピロリ未感染者への対応：若年者では胃がん罹患リスクの低いピロリ未感染者
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が増え、検診対象の引き上げが必要となった。消化器がん検診学会では、ピロリ感

染診断を加えた新しい診断基準を作成した。これを抗体検査など他の感染診断と

併用すれば未感染・現感染の診断が可能になり、その後の受診者管理に役立つこと

が期待される。 

④低受診率：平成 24 年度大阪府の胃がん検診受診率は 5.8%と低く、平成 25 年度

国民生活基礎調査の都道府県順位で胃がんは全国最下位。平成 24 年度地域保健・

健康増進事業報告でも都道府県順位 43 位と低かった。しかし、市町村別受診率を

みると、25%以上 1 市、25％未満-15％以上 3 市町、10％以上-15%未満 4 市町と、

高い受診率を達成した市町もある。また、共済・組合健保加入者では高い受診率を

実現している。これは、胃Ｘ線検診でも受診しやすい環境が整えば高い受診率を達

成できることを意味する。 

⑤Ｘ線検査のイメージが悪い：胃の診断・治療に関しマスコミ等で大きな影響力を

もつのは内視鏡医である。彼らは X 線検査の画像や読影の精度レベルの向上を認

識せず、昔の観念で X 線を判断し、被曝の影響を過大に宣伝するなど、X 線検査

に対し批判的な者が多い。内視鏡の細経化や経鼻挿入法の導入、鎮痛・鎮静剤使用

等により内視鏡検査が楽になったこともあり、Ｘ線検査に対する一般のイメージ

が悪くなっている。 

【おわりに】  

 内視鏡検診は、感染対策が煩雑で偶発症に対する備えが必要なため施設・場所が

限られる。また、内視鏡医も不足している上、医師一人あたりの処理人数が少なく、

費用もＸ線の数倍と高価であることより、対策型検診において現在のＸ線検査に

替わるものとはなりえない。しかし、Ｘ線検査の処理数も現状より増やすのは難し

い現状であることから、現在で最も低い胃がん検診受診率を上げるには、Ｘ線と内

視鏡を併用する体制をうまく構築することが必要である。 
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胃内視鏡検診のエビデンスと課題 

 

国立がん研究センター がん予防・検診研究センター 検診研究部 

濱島ちさと 

 

主に有症状で有病率が高く自発的に医療機関を受診する｢患者｣を対象とした｢診

療｣の場合、診断のための介入（検査）の利益はそれほど厳密なチェックが要求

されていないが、偶発症などの不利益については少なくとも事前に説明と同意が

必要とされている。一方、がん検診は、無症状で有病率の低い健常者を対象にし

ていることから、介入による｢利益｣の厳密な評価が不可欠であり、更に｢不利益｣

とのバランスが容認されたものにのみが推奨される。がん検診の場合、｢利益｣に

関するエビデンスとは受診者集団の当該がん死亡率減少効果が質の高い複数の疫

学研究で示されることである。 

｢有効性評価に基づく胃がん検診ガイドライン｣は、このような観点から 2005年

に作成されたものであるが当時は胃内視鏡検診についてのエビデンスが皆無であ

り推奨されなかったが、その後の研究の進捗を踏まえて、このたび 2014年版と

して改定をした。 

胃内視鏡検診については国内で 7編の研究が行われ、それぞれ解析に問題がみら

れたものの、韓国での大規模な症例対照研究の結果も踏まえて、死亡率減少効果

を示す相応な証拠があると判断した。不利益については様々な報告があるが、胃

内視鏡検診に特化した報告では少なくとも死亡例は報告されていない。 

対象者として、胃がんの若年者への罹患率が激減していること、利益と不利益の

バランスを年齢階級別に評価した結果を踏まえて、50歳以上とし、また検診間隔

に関しては、複数の研究が 0～35ヶ月程度まで統計学的有意な死亡率減少効果を

示していることから、検診間隔は 2-3年に延長することが可能であると考えられ

た。 

本ガイドラインは、国立がん研究センターによる政策提言であり、厚生労働省の

見解や政策を示すものではない。本ガイドラインを資料として、厚生労働省｢が

ん検診のあり方に関する検討会｣が行われており、すでに中間報告書が公表され

ていることから、自治体での対策型がん検診への導入に関しては、そちらを参照

いただきたい。 
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ペプシノゲン法によるリスク層別化の経験と課題 

－吹田市ペプシノゲン胃検診の経験から、対策型検診としてのリスク層別化検診の問題点を考

察する－ 

 

一般社団法人 吹田市医師会 
相馬 孝 

 
平成 11 年当時、吹田市の X 線胃がん検診は受診率が低迷し、受診者が固定化し

てしまっていた。このような現象は、当時から現在に至るまで全国の自治体が抱え

ている共通した悩みであり、藁をもつかむ思いでの何らかの打開策を求めてきた。

自治体検診は、原則、厚労省に認められた根拠あるシステムの元に行われなければ

ならない。しかし、時に政治的圧力や、話題の新システムの魅力とそれによる受診

率向上が見込めるのではという誘惑にかられて採用されることもある。かく言う

吹田市も、ペプシノゲン胃検診（以下 PG 法）を、X 線検診を補うものとして平成

12 年度より導入し現在も継続中である。 
吹田市 PG 検診は、受診初年度の癌発見率は X 線法とほぼ差がなく、かつ早期

癌の割合が多く、精検受診率も 80%前後と高く、良く管理された検診にみえる。

しかし、我々が管理精検と定義している、PG 法陽性者精検で癌と診断されなかっ

たものに 5 年間連続して行う胃内視鏡精密検査は、予算と人手不足により受診者

管理が充分にできず、受診率が 10～20%と非常に低かった。12 年間の成績を管理

精検分も含めて算出した癌発見率は同時期の X 線法より高く、市民に充分貢献し

ていると考えているが、実際には検診の不利益の存在に加え、振り返ってみれば、

管理精検マネージメントは失敗し、「やりっ放し検診」と批判されても反論できな

い状況であり、現在、改善策を策定中である。我々の経験から、PG 法のようなリ

スク層別化検診は、少ない費用と労力で導入できる反面、その後に必要な管理と維

持には相当な予算と人手が必要であり、その管理に失敗すれば｢胃癌高リスク者で

あることを把握しながら放置する｣という大問題を引き起こす別の意味での“リス

ク”のある検診であり、対策型検診として新規導入し成立させるにはかなりの覚悟

をもって取り組む必要があると進言せざるをえない。 
今年になり、胃内視鏡検診がようやく推奨グレード B と認定され、各自治体が

実施に向け検討を開始していることと思われる。そこで、確実に生じるであろう内

視鏡検診の処理能力不足を補うための篩い分け検診として理想的に見えるリスク

層別化検診、とりわけ、現在主流となっている ABC(D)検診が大きく注目されるこ

とが予想される。しかし、この検診は受診者を 3～4 群に層別化することから、す

べての受診者管理が 2 群層別化の PG 単独法とは比べものにならない程複雑化す

るうえ、現状では、血液検体のみでの完全無欠の A 群判定（除菌後でリスクが残

存する偽 A 群を除く）が困難で、必ず何らかの画像診断の併用が必要だと言われ
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ている。そうなると、「血液検査で胃癌がみつかる」という売り文句による受診者

増が逆に仇となり、篩い分けどころか逆に自治体には多大な負担がのし掛かるで

あろうことは想像に難くない。よって、完全無欠の A 群判定が可能になるまでは

採用するには明らかに時期尚早であり、現時点では、内視鏡胃がん検診の受診者管

理と精度管理に精一杯注力した方が結果として検診実施機関ならびに自治体事務

方の人的負担も経費も低く抑えられるのではないだろうかと愚考する。 
行った検診には必ず責任が生じるという事を忘れず念頭に置き、より多くの情

報を収集し、その検診の意義についてしっかりと熟慮した上で市民の健康に貢献

でき、かつ実務可能な検診システムを構築していかなくてはならない。 
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