従業員の定期健診も

これまでの

が

胃がん

2020年 春号

検診
！

変わります

「 が ん 」を

見つけるだけの検診ではなく

「 が ん 」に な る

リスクを知って、

早期発見できる検診へ

ご家族の健診も

特別版

来タ年ート度
ス

辛い、
苦しい、
検査の
バリウム
記憶・・・

従来の血液検査の中で
胃がんのリスクを
測ります

高リスクの方は内視鏡で
胃の状態、胃がんの有無を
確認します

時代によって健診の目的は変わりますが、一番大きな変化は

治療後や治療中も無理なく生活し仕事も続けられるよう、

メタボ健診の導入でした。
脳卒中や心血管障害にかかる人が

がん検診も「がんの発見」から「早期がんの発見」へシフトし

増えたため、
リスクとなる肥満、
高血圧、
脂質異常、
糖尿病、
喫

ています。特に胃がんの場合、ピロリ菌感染や萎縮した粘膜

煙を抑えようとするものです。
その後、
がんによる死亡の増加

から発生するがんが多いこと、バリウムよりも内視鏡検査の

に伴いがん検診も推奨され、
ムラタ健保も一部のがん検診を

方が早期がんの発見率が高いことが証明されています。
がん

導入しました。

の早期発見のためには確実に内視鏡検査を受けていただき

これは単純に私たちのかかりやすい病気が変わったからで

たい！ かといって検診ですからメリットの低い人にまでつら

はありません。
社員・家族のみなさんが健康を維持して生活し

い検査は行えない！ そこでムラタは「まず胃がんリスクを

働けるように、
病気を理由に退職することがないように、
病気

判定し、リスクの高い人に内視鏡を受けていただく」という

の予防や早期発見・早期治療をめざしています。

新しい胃がん検診に移行します。

コメント：津田 祐子 先生
（株式会社金沢村田製作所 専属産業医、
長年消化器がんの診療に従事）

ペプシノゲン検査

胃の萎縮（老化）の状態を調べる検査です。消化を助ける酵素である
ペプシンの素となる「ペプシノゲン」という物質が、血液中にどのれくら
い含まれているかを測定することで、
胃粘膜の萎縮状態を調べます。

胃の健康状態（胃がんの危険度）を
A～Dの４区分に分類します

B・C・D判定の場合
検査 ③

上部消化管内視 鏡検査

細く柔らかいチューブの先端についたカメラで、
モニターを見ながら
食道・胃・十二指腸の内部を直接観察し、
がんや胃潰瘍などの病変
の有無を調べる検査です。
小さな病変を発見でき、
同時に組織の一
部を採取することもできるため、
診断確定に役立ちます。

胃が ん 危 険 度

ＡＢＣＤ ・・・ってどん な 状 態？？

正常
判定分類結果

ムラ タ の従 業 員・家 族 の胃 が ん検 診 が 変 わ り ま す ！

検査 ②

2021年

大人になってからの感染は稀です。

ムラタ 新胃がん検診
スタート！

への感染は、
幼少期
（4～5歳）
頃までに成立することがほとんどで、

来年度

の粘膜に炎症を起こし、
粘膜を徐々に萎縮させていきます。
ピロリ菌

れた方は胃がんの有無を診る内視鏡（胃カメラ）検査

胃がピロリ菌に感染していないかを調べる検査です。ピロリ菌は胃

ピロリ菌の有無を調べる検査と胃粘膜の萎縮度（ペ

ピロリ菌抗体 検査

を組み合わせて実施する検診方法です。

検査 ①

プシノゲン）を調べる検査を血液検査で行い、
２ つの

血液検査

検査の結果から胃がんになりやすい状態かなりにく

い状態かを分類し、胃がんのリスクが高いと分類さ

「ムラタ胃がん 検 診」とは？？

A群

異常

B群

C群

D群

ピロリ菌抗体検査

陰性（－）

陽 性（＋）

陽 性（＋）

陰性（－）

ペプシノゲン検査

正常（－）

正常（－）

異常（＋）

異常（＋）

胃の状態
胃がん等のリスク

注意事項

健 康的な胃の状 態です

ピロリ菌感染はありますが、
粘膜の萎縮は進んでいない
状 態です

ピロリ菌感染があり、
粘膜の萎縮も進んだ弱った
胃の状 態です

ピロリ菌も住めなくなるほど、
粘膜の萎縮が進んだ
状 態です

胃がんの可能性は

A 群に比べ、約10 倍

A 群に比べ、約 2 0 倍

A 群に比べ、約12 0 倍

低いと言えます

胃がんリスクが 高いです

胃がんリスクが 高いです

胃がんリスクが 高いです

現在・将来において胃がんにな
る可能性は低く、無症状であれ
ば内視鏡検査を受ける必要は
ないと考えられます。ただし特
殊なタイプの胃がん（噴門部が
ん）は発生することもあります。
なおピロリ菌の除菌後や偽陰性
の場合のリスクはA群と異なる
ため、この限りではありません。

将来にわたり、観察が必要です。
必ず専門の医療機関（消化器科）で定期的に内視 鏡検査を受けましょう。
ピロリ菌感染があれば除菌治療が必要です。
Ｂ・Ｃ・Ｄ群に分類され、
内視鏡検査で胃がんが見つからなかった場合も油断せず、
継続的、
定期
的に内視鏡検査を受けることが重要です。
胃がんはいつ発生するかわかりません。
今回は大丈夫でも、
将来の発生リスクは継続します。

「 ムラタ胃が ん 検 診 」
「ムラタ胃がん検診」に
変えるメリットは？
バリウム検査との違い
（メリット）
❶ 胃の健康度・胃がん危険度が明確になるため、
高リスク者の方
▶

内視鏡検査で、胃がんを早期発見

Ｑ ＆Ａ
ピロリ菌と胃がんの
関係って？

ピロリ菌は胃粘膜に潜み、胃粘膜を攻撃して弱らせ、
慢性胃炎や胃潰瘍・十二指腸潰瘍、
胃がんの主な原因
となり、
最近では 胃がん患者の90％以上がピロリ菌
感染者であると報告されています。よって、ピロリ菌

低リスク者の方

感染の有無と胃粘膜の

▶

状態を見ることで、胃が

ムダな検診を受けなくても済む

❷ バリウムを飲まなくていい
排便の心配をしなくてもいい

んの発生リスクを判断で

❸ 放射線被ばくがない

ある方は、除菌治療が

❹ ピロリ菌の感染がわかる
▶

胃潰瘍

きます。ピロリ菌感染の
胃がん

必要です。

慢性胃炎

除菌治療ができる

❺ 従来の血液検査の中で実施できる

「ムラタ胃がん検診」で
異常が発見されなければ、

がんの心配はない？
血液検査の結果、”異常なし・Ａ群”の方も「胃がんのリ

除菌治療とは

スクが低い」との判定であり、
「胃がんにならない」とい

どんな治療ですか？

できるわけではありませんので、気になる自覚症状が

抗生物質と胃酸分泌抑制薬を１週間服用して、その

”異常あり・BCD群”と判定された方は、1回の内視鏡

４週間以降に「尿検査」
「便検査」
「呼気検査」
などで

検査で胃がんが見つからなかった場合も油断は禁物

除菌が完了したか判定を行います。まれに耐性ピロ

です。除菌をした方も胃がんのリスクはゼロになるわ

リ菌に感染している場合があり、除菌に失敗すること

けではありません。今回の内

もありますが、抗生物質を変えて二次除菌を行い、

視鏡検査で胃がんは見つから

95％程度は除菌が完了します。

なくても 1年後、5年後、10年

除菌できなかった場合は三次除

後、20年後に胃がんが発症す

菌を行います。
このように耐性菌

る場合があるため、医療機関

感染の可能性もあるため、除菌

で継続的、定期的に内視鏡検

の判定
（確認）
は必須です。

査を受ける必要があります。

うものではありません。
検診ではすべての胃がんが発見
出れば、
速やかに医療機関を受診 してください。

「ムラタ胃がん検診」についての詳しい検診の方法や対象者などの案内は、
事業所と協力し今後も順次発信していきます。ぜひご確認ください。

