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ピロリ菌の除菌療法を
始める方へ

ピロリ菌を駆除する除菌療法は、患者さんが普通に暮

らしながら 1 週間薬を飲み続けるという治療です。

患者さんご本人が、服薬を管理し、自分の体調に気を

つけなければなりません。

薬の効果を十分に発揮させ、なおかつ安全に治療を進

めるために、本パンフレットが除菌療法のご理解の一

助となることを願っています。
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ピロリ菌って何者？

どのようにしてピロリ菌に感染するの？

どんな人に除菌が必要なの？

ピロリ菌は胃がんの原因になるの？

ピロリ菌の除菌はどのように行うの？

除菌療法に副作用はあるの？
副作用が起きたらどうしたらいいの？

除菌療法を行っている間の注意点は？

除菌の結果はいつわかるの？
除菌が上手くいかなかったら、どうなるの？　

除菌した後、気をつけることがあるの？

〈 服薬スケジュール表 〉
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ピロリ菌って何者？

ピロリ菌は、胃の粘膜に住みつく悪玉菌です。 ピロリ菌は口から入って感染します。
一度感染すると、除菌を行わない限り

一生涯感染し続けます。ピロリ菌は、胃の粘膜に生息しているらせん形をした悪玉菌で、正
式にはヘリコバクター・ピロリといい、主に胃や十二指腸などの病
気の原因になります。
酸性の強い胃の中には細菌はいないと考えられていましたが、
1982 年にオーストラリアの医師が初めて人の胃の粘膜に住むピロリ
菌を発見しました。
胃の中は強い酸性となっているので、
通常の細菌は生息できません。しかし、
ピロリ菌は「ウレアーゼ」という酵素
によりアンモニアを作り、このアンモニ
アで胃酸を中和して胃の粘膜表面に定
着します。胃粘膜表面は粘液層によっ
ておおわれ中性の環境なので、ピロリ
菌は住み続けることが可能なのです。

ピロリ菌の電子顕微鏡写真

ピロリ菌は鞭毛を何本か持っており、活発

に動き回ることができます。

どのようにしてピロリ菌に感染するの？

感染経路
①口～口感染
②飲料水からの感染
ピロリ菌は、飲み物や食べ物を通じて、人の口から体内に入ると
考えられています。親子間の口～口感染により胃酸分泌が弱く、
免疫が十分発達していない乳幼児期に多く起こると推測されてい
ます。母から子へなどの家庭内感染も疑われていますので、ピロ
リ菌に感染している大人から小さい子どもへの食べ物の口移しは
避けることが必要です。
上下水道の完備など生活環境が整備された現代日本では、生水
を飲んでピロリ菌に感染することはありません。また、成人にな
ると、コップの回し飲みなど日常生活では感染しないといわれて
いますので、ピロリ菌感染を気にすることはないでしょう。
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ピロリ菌は胃粘膜に炎症を引き起こし、ヘリコバクター・ピロリ感染
胃炎を生じさせます。ピロリ菌がいる限り炎症が続くため、萎縮性胃
炎や消化性潰瘍（胃潰瘍、十二指腸潰瘍）、胃MALTリンパ腫などの病
気を招きます。実際に胃潰瘍や十二指腸潰瘍の患者さんの約90％以
上は、ピロリ菌に感染しています。
胃や十二指腸などの消化管以外でも、特発性血小板減少性紫斑病や
子どもの鉄欠乏性貧血などの病気にも、ピロリ菌が関わっていること
が知られています。
ただしピロリ菌に感染していて、胃炎にかかっているのにもかかわらず、
症状がまったく現れない人も多くいます。
ピロリ菌が原因の病気と診断された場合、ピロリ菌を退治して胃の
中からピロリ菌を駆除するというのが除菌治療です。

除菌療法の対象となる病気

● 胃潰瘍、十二指腸潰瘍※

● 胃MALTリンパ腫※

● 早期胃がんに対する内視鏡的粘膜切除後胃※
早期胃がんを内視鏡で治療した後の胃

● 特発性血小板減少性紫斑病※

● ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎＊

どんな人に除菌が必要なの？ ピロリ菌は胃がんの原因になるの？

ピロリ菌の除菌が認められている代表的な病気は、
ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎および胃潰瘍、十二指腸潰瘍です。

胃がんとピロリ菌感染は密接に関係しています。

日本人の胃がんの98%がピロリ菌感染によって発病すると考えられ
ています。
ピロリ菌に感染すると必ず胃がんになるわけではありません。ピロリ
菌に感染した人の多くは何の症状もなく、また胃がんにもならず、一生
を過ごします。
ピロリ菌の除菌を行うことで胃がんのリスクを下げることができると
いわれます。しかし高齢者の場合は再発例も多く認められますので、
除菌後も定期的な検診が必要です。

※ ピロリ菌感染が前提の場合。
＊ 除菌に保険を適用するには、除菌治療の前

に、ピロリ菌の検査に加えて、内視鏡検査
で胃炎であるかどうかを確認する必要があり
ます。
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（280人）
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（1,246人）
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日本人の80%以上

Uemura N.: N. Engl. J. Med. 345,784, 2001 より作図

Asaka M. et al.: Int J Cancer. 132, 1272, 2013 より一部改変
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（ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎）
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ピロリ菌の除菌はどのように行うの？
ピロリ菌の検査

すべての治療が終了した後、4週間以上経過してから、ピロリ菌を除
菌できたかどうかの検査を行います。この検査でピロリ菌が残ってい
なければ、除菌成功です。正しくお薬を服用すれば除菌療法は75～
80％前後の確率で成功します。
除菌が不成功になる原因の一つは、ピロリ菌が抗菌薬のクラリスロ
マイシンに耐性を持っていることです。確実にピロリ菌を除菌するた
めに、除菌療法を成功させるためのコツは、指示されたお薬は必ず
服用することです。 自分の判断でお薬を飲むのを中止したり、お薬を
飲み忘れたりすると、除菌がうまくいかず、治療薬に耐性をもったピ
ロリ菌があらわれて、薬が効かなくなることがあります。

胃潰瘍、十二指腸潰瘍の患者さんには
まずピロリ菌の検査を受けてもらい、

ピロリ菌が陽性の場合、除菌療法を行います。

1次除菌が失敗した場合、2次除菌が行われます。この療法もわが国
では保険で認められています。1次・2次除菌を合わせると、85～95%
が除菌に成功します。

ピロリ菌の除菌療法

診断と治療の手順

1日
2回
1週間

1日
2回
1週間

3種類の薬を１日2回（朝食後・夕食後）、
1週間服用します。
薬は、抗菌薬（ピロリ菌を全滅させる作
用を持つ薬）2種類と、胃酸の分泌を抑
える薬1種類です。 陽性

陽性

二次除菌

陰性

陰性

内視鏡を使う検査
内視鏡検査時に採取した少量の組織
中のピロリ菌を調べます。

たとえ、1次除菌がで
きなくても2次除菌で
はほとんどの方が除
菌に成功します。

内視鏡を使わない検査
●吐き出した息を調べます（尿素呼気

試験）。
●ピロリ菌の抗体を調べます。
（血液、尿のピロリ菌の抗体）

●便中ピロリ菌抗原

除菌治療開始

除菌後感染診断（尿素呼気試験）

除菌成功

除菌薬服用終了後
4週間以上経過

75～80%前後
除菌成功
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除菌後感染診断（尿素呼気試験）

除菌成功

除菌薬服用終了後
4週間以上経過

75～80%前後
除菌成功
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除菌療法に副作用はあるの？
副作用が起きたらどうしたらいいの？

除菌療法を行っている間の
注意点は？

多い副作用は下痢と軟便

除菌療法を始めると、軟便、下痢、味覚異常などの
副作用がおこる場合があります。

このような副作用については症状が軽いことが多いので、我慢できる程
度であれば薬を1週間飲み続けるようにしてください。大抵の場合、1週
間の服薬期間が終われば自然に治ります。
※抗生剤で下痢をした経験がある人は医師に相談しておきましょう。

飲み始めて早い段階（数分から数時間以内）で
現れる症状には注意！

頻回の下痢、発熱、重症の発疹、喉のつまりや息苦しさ（咽頭浮腫）、
　呼吸困難、血の混じった下痢（出血性腸炎）など

知っておきたい重篤な副作用のこと

上記の症状が起こる率は少ないのですが、万一「何か変だな」と感じたら
すぐに服用を中止して主治医に連絡をし、救急受診も考えてください。
※以前に薬で過敏反応が起きたことがある人は、必ず事前に主治医にそ

のことを伝えておいてください。
※ペニシリンアレルギーの方は、発疹などの副作用がでますので必ず除

菌前に申し出てください。ペニシリン系薬剤を使わない除菌法もありま
すので医師の指示に従ってください。

指示されたお薬は必ず服用すること。

確実にピロリ菌を除菌するために、除菌療法を成功させるためのコ
ツは、指示されたお薬は必ず服用することです。 自分の判断でお薬を
飲むのを中止したり、お薬を飲み忘れたりすると、除菌がうまくいか
ず、治療薬に耐性をもったピロリ菌があらわれて、薬が効かなくなる
ことがあります。
除菌療法中に他の医師にかかって薬を処方された場合は、必ず除菌
療法中であることを医師や薬剤師に伝えましょう。薬によっては、飲み
合わせで作用が強まったり弱まったりすることがあるからです。

下痢・
軟便

味覚
異常

発疹・
かゆみ

1日
2回
1週間

1日
2回
1週間

薬を飲み忘れたり、

薬を飲むのを中止すると…

薬の効きにくい
ピロリ菌（耐性菌）が
あらわれる

除菌がうまく
いかない

7日間しっかり服用。飲み忘れを防ぐための工夫。
■ カレンダーや記録表を利用し、お薬を飲んだらチェックしましょう。
■ カレンダーやお薬を、目につきやすい場所に置きましょう。
■ 高齢の患者さんへは、ご家族の声掛けをお願いします。

※このパンフレットの最後のページに、「服薬スケジュール表」があります
　ので、飲み忘れ防止にぜひご利用ください。

発熱
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除菌の結果はいつわかるの？ 除菌した後、気をつけることがあるの？

除菌が上手くいかなかったら、どうなるの？

薬を飲み終わっても、除菌の結果はすぐにはわかりません。服薬期間
の終了直後ではピロリ菌の数が少なくなっているため、除菌が失敗
した場合も誤って陰性の判定になる心配があるからです。
判定は、原則として尿素呼気試験または便中ピロリ菌抗原測定で
行ってください。
抗体検査は除菌後、１～２年経ってからでないと判定できません。

除菌療法後、少なくとも4週間経ってから
ピロリ菌の検査を行います。

1次除菌が不成功になった原因の一つは、ピロリ菌が耐性菌になっ
たためと考えられます。そこで、抗菌薬のクラリスロマイシンをメトロ
ニダゾールという薬剤に替えた除菌療法（2次除菌）が行われます。1
次除菌と2次除菌を行うと、ピロリ菌感染者のほとんどで除菌が成功
するといわれています。
2次除菌も保険診療で行うことができます。なお、1次除菌を受けずに
2次除菌を先に受けることはできません。

最初に行う除菌療法は1次除菌と呼ばれ、
1次除菌が不成功の場合、2次除菌が行われます。

ピロリ菌の除菌療法が成功しても、
定期的な検査を受けましょう。

ピロリ菌の除菌療法が成功すると、ピロリ菌が関係している様々
な病気のリスクは下がりますが、ゼロにはなりません。除菌後
もきちんと医師と相談の上、定期的な検査を続けましょう。

除菌療法後、胸やけがする…（逆流性食道炎）

除菌療法に成功した患者さんのうち、少数の方で逆流性食道炎
が報告されています。これは、ピロリ菌の除菌によって、それ
まで低下していた胃液の分泌が正常に戻ったために、一時的に
起こると考えられています。症状がひどい場合は、主治医また
は薬剤師に相談してください。
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服薬スケジュール表 除菌療法以外でいま飲んでいる薬の名前

除菌療法終了後の再検査の日程は　　　　月　　　日

飲み忘れに気がついたときは
できるだけ早く1 回分の薬を飲んでください。
飲み忘れに気がついた時刻が次の服薬時間に近いときは、次の服薬時間から
きちんと飲んでください。
２回分の薬をまとめて飲んではいけません。

除菌療法を始めるときは、注意事項をよく確認して、確実にお薬を服用できる
ように「服薬スケジュール表」でしっかり記録をとりましょう。

飲み忘れ予防に役立つヒント
薬袋を食卓など身近で見えるところに置いておく。
薬を１回分ずつ小分けにして、ピルケースに入れ
たり、カレンダーに貼ったりしておく。

注意事項
除菌療法を含むすべての治療が終了した後、４週間以上経過してからのピロ
リ菌を除菌できたかどうかの検査は必ず受けて、結果を確認しましょう。
２回目の除菌療法の間は、アルコールの摂取（飲酒）を避けてください。
除菌療法の間に気になる症状を感じた場合は、主治医または薬剤師に相談し
てください。気になる症状については、９ページ（副作用）をご確認ください。

１日目 月　　日（　　曜日）
朝

服薬したら
チェック（　  ）
しましょう

メモ
体調の変化、体の気になっ
たことなどを書いておきま
しょう

夜

２日目 月　　日（　　曜日）
朝

夜

３日目 月　　日（　　曜日）
朝

夜

４日目 月　　日（　　曜日）
朝

夜

５日目 月　　日（　　曜日）
朝

夜

６日目 月　　日（　　曜日）
朝

夜

７日目 月　　日（　　曜日）
朝

夜
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