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論 文 内 容 の 要 旨 

 

 Helicobacter pylori（HP)感染は胃発癌に深く関与しており，本邦の胃癌の約 99%が HP 感染に起

因する慢性萎縮性胃炎を背景に発生することが報告されている。一方近年，HP 未感染胃癌(HPINGC:HP 

infection-negative gastric cancer)の報告が散見されるようになり，その存在が注目されている。

HP 感染者の減少により，今後さらに HPINGC の臨床的重要性が高まることが予想されるが，その発癌

機序や組織学的背景・特徴については不明な点が多い。本研究の目的は，早期 HPINGC 病変の内視鏡

画像と免疫組織染色に関する詳細な検討を行い，内視鏡所見や病理学的所見の観点から同病変の系統

的な分類・診断を行うことである。 

【方法】 

 2005 年 1 月から 2018 年 12 月にかけて，当院で内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)もしくは外科的切除

を施行した早期胃癌のうち，HPINGC と診断された病変の内視鏡的所見と免疫病理学的所見について

後方視的に検討した。胃癌の診断・分類は胃癌取扱い規約（日本胃癌学会編）を用いた。HP 未感染の

定義として，1)HP 除菌歴がないこと，2)臨床検査(病理所見，迅速ウレアーゼ試験，血清抗体，尿素

呼気試験)のうち一つ以上で陰性が確認できること，3)内視鏡的に胃粘膜の萎縮を認めず，胃角小弯

で regular arrangement of collecting venules（RAC)が陽性であること，4）病理組織学的に萎縮，

腸上皮化生を認めないことの 4 つをすべて満たすこととした。HPINGC の内視鏡所見は発生部位，色

調，形態について評価し，Narrow Band Imaging（NBI)を用いた拡大内視鏡観察により血管構造，腺

管構造について評価した。また免疫病理学的に MUC5AC，MUC6，MUC2，CD10，p53，MIB-1，pepsinogen-

I，H+/K+ ATPase，chromogranin A，E-cadherin，gastrin の発現について評価した。 

【結果】 

 観察期間中の早期胃癌患者 1528 人（1721 病変）のうち 19 病変（1.1%）が HPINGC と診断された。

年齢中央値 61（34-73)歳，性別は男 11 例，女 8 例であった。発生部位は U 領域 7 例，M 領域 5 例，

L 領域 7 例であった。腫瘍径の中央値は 15（4-53)mm で，肉眼型は 0-IIa 7 例，0-IIb 2 例，0-IIc 6

例，0-IIa+IIc 2 例，0-IIc+IIa 2 例であった。組織型は分化型が 14 例，未分化型が 5 例であった。

HP 感染群と比較すると HPINGC 群は有意に若年（P<0.001)で発生部位は U 領域に多く（P<0.01)，腫

瘍径は小さかった（P=0.038)。 

 内視鏡所見および免疫病理学的所見から，早期 HPINGC19 病変を①未分化型（5 例)，②胃底腺型（2

例)，③噴門腺型（1 例)，④幽門腺型（3 例)，⑤腺窩上皮型（5 例)，⑥混在型（3 例)の 6 型に分類

した。①未分化型は胃角周囲に好発する境界不明瞭な褪色調の 0-IIb 型病変で，粘液形質に特徴的な

所見は認めず，E-cadherin の発現は他型と比較し有意に低下していた（p<0.01）。②胃底腺型は胃体

上部に認める境界不明瞭な粘膜下腫瘍様の立ち上がりのある褪色から発赤調の 0-IIa 病変で，NBI 観



  

察では樹枝状の血管と拡張した腺管を認めた。粘液形質では MUC6，pepsinogen-Ⅰ，H+/K+ ATPase が

陽性であった。③噴門腺型は食道胃接合部に認める 0-IIc 病変で，MUC5AC，MUC6，pepsinogen-Ⅰが

陽性であった。④幽門腺型は前庭部に認める背景粘膜と同色調の 0-IIa+IIc 病変で，MUC6，CD10，

chromogranin A が陽性であった。⑤腺窩上皮型は胃体上部に認める境界明瞭な白色の 0-IIa 病変で，

MUC5AC が陽性であった。⑥混在型は胃体中部/下部に認める褪色調と発赤調の混在した 0-IIa+IIc 病

変で，統一性のある粘液形質は示さなかった。 

【考察】 

 胃は解剖学的に噴門腺領域，胃底腺領域，幽門腺領域に分類され，それぞれの領域が腺窩上皮や幹

細胞，さらには特徴的な胃腺を有する。HP 感染および未感染胃粘膜の大きな違いとして萎縮性変化

の有無があげられる。HP 感染胃癌は萎縮粘膜から発生するのに対し，HPINGC は萎縮のない組織構造

を保った粘膜から発生することが推測される。我々はこれらの発生母地の違いが，HPINGC の多様な

形態形成に関与すると考え，今回の研究では胃粘膜上皮の組織学的構造に着目し，HPINGC の内視鏡

所見および病理学的所見の特徴を検討した。以下に，本研究結果の考察を示す 

 ①未分化癌は胃粘膜の幹細胞由来の腫瘍であり，粘膜深部を発生の主座とするため癌細胞が正常粘

膜に覆われ，境界が不明瞭となる。また分化が未熟であることから，粘液形質に特徴的な分化傾向は

観察されない。②胃底腺型は胃底腺領域の胃腺由来の腫瘍であり，これも粘膜深部に発生するため境

界不明瞭な隆起性病変となり，胃底腺領域の特徴である MUC6，pepsinogen-Ⅰ，H+/K+ ATPase が陽性

となる。③噴門腺型は噴門腺領域の胃腺由来の癌であり，噴門腺の特徴を有した粘液形質となる。④

幽門腺型は幽門腺領域の胃腺由来の癌で，幽門腺に特徴的な長い腺窩が見られ，幽門腺の粘液形質の

マーカーとなる MUC6 が陽性となる。⑤腺窩上皮型は胃粘膜を覆う表層粘液細胞由来と考えられ，そ

のマーカーである MUC5AC が陽性となる。⑥混在型は上記の癌細胞が混在した腫瘍であり，構成され

た細胞によってその粘液形質が変化する。 

【結論】 

 内視鏡所見および免疫病理学的所見から，HPINGC はそれぞれの発生母地の組織学的性質を引き継

いでおり，それらの差異が内視鏡的所見を特徴づけている可能性が示唆された。当院の経験症例は①

未分化型，②胃底腺型，③噴門腺型，④幽門腺型，⑤腺窩上皮型，⑥混在型の 6 型に分類された。

HPINGC は内視鏡的に指摘することが困難であるため、系統的な分類を行うことで，同病変のより正

確な内視鏡的および病理学的診断を目指す必要がある。 

 

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

申請者 水谷 拓 は，内視鏡画像所見と免疫組織学的所見から早期 Helicobacter pylori 未感染

胃癌（HPINGC）の分類を試み，同癌が特有の画像所見を呈し，また発生母地の組織学的性質を引き継

いで形成される可能性を明らかにした。本研究成果は，本邦においてその増加が危惧されている

HPINGC の内視鏡的および病理学的診断の向上に資するものであり，今後の消化器病学および胃癌研

究の発展に少なからず寄与するものと認める。 
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