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膵臓の代表的な疾患は急性膵炎、慢性膵炎、糖尿病、膵癌、ランゲルハンス島腫瘍などがあり、それぞれの疾患に特有
な病態を呈します。

 
■一次スクリーニング検査（臨床検査のガイドライン　2005 ／ 2006、一部改変）

疾　　患 検 査 項 目 注 意 事 項

①急性膵炎

・血中および尿中膵酵素
　（pアミラーゼまたはリパーゼ）
・超音波検査
・末梢血、CRP、T-Bil、ALP、γGT、
AST、ALT、血糖、Ca

・臨床的に膵炎が強く疑われるときにはアミラーゼが偽陰性の可能性
も考え、エラスターゼ１やリパーゼなどの血中半減期が長い酵素を
同時に測定する。

・臨床的に重症化が疑われる場合はこの表に挙げた検査項目を最初か
ら全て測定すべきであり、速やかに動脈血ガス分析、CTスキャン
を行う。

・マクロアミラーゼ血症が疑われる場合には、電気泳動法によるアミ
ラーゼアイソザイムの測定を行う。

②慢性膵炎
・腹部単純Ｘ線、超音波検査や腹部CT
検査など

・FBS、HbA1c、FDP検査

・血液検査でのスクリーニングは困難。
・超音波検査は腸管ガスにより後腹膜にある膵臓または描出困難な例
が多い。

・膵疾患が疑われる際の腹部CT検査は膵臓を中心に 5mmスライス
にて行い、造影も行うことが望ましい。

・慢性膵炎の非代償期には、血中酵素活性は高値とならないことも多
い。

③膵癌

膵管の異常や嚢胞のある時には膵癌も除外する必要がある。膵癌ではスクリーニングが難しく、高リ
スクグループを十分に設定できないことが問題となっている。従って、腹痛や黄疸があり、膵酵素な
どが高い症例や血糖コントロールが急速に悪化した例では積極的に腫瘍マーカー（CA19-9、CEA、
DUPAN2など）の測定、画像検査（超音波およびCTスキャン）、超音波内視鏡を行う必要がある。膵
管に異常が疑われる際には、膵管の情報をえるためERCP（内視鏡的胆管膵管造影法）が行われてきたが、
近年MRI が進歩しMRCP（MRによる胆管膵管造影法）という形で膵管を造影剤なく侵襲も少なく描
写できる。

■膵疾患の診断と経過観察の流れ

１～5を
総合的に判断
して

膵疾患の疑い

1．胸・腹部単純Ｘ線

急性膵炎

慢性膵炎

膵癌 膵動脈造影

5．超音波検査
　　CTスキャン

１～5を
総合的に判断
して

経過観察

膵石あり

慢性膵炎・膵癌の疑い

2．血清・尿アミラーゼ
　　ACCRの評価
3．血算
4．血清生化学、電解質、特にCa

１．上部消化管
　　胆道Ｘ線検査
2．P-Sテスト
　　（細胞診）
3．OGTT
4．CEAその他の腫瘍マーカー
5．ERCP
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■急性膵炎
　急性膵炎は膵臓の出血、壊死、浮腫などを主体とした膵局所の病変として発症します。致命率が高く、男性の発症頻
度が高く、30 ～ 50 才が比較的多くみられます。

急性膵炎の臨床診断基準
（厚生省特定疾患難治性膵疾患調査研究班　1990 年）
①上腹部に急性腹痛発作と圧痛がある。
②血中、尿中あるいは腹水中に膵酵素の上昇がある。
③画像で膵に急性膵炎に伴う症状がある。
　上記３項目中２項目以上を満たし、他の膵疾患及び急
性腹症を除外したものを急性膵炎とする。但し、慢性膵
炎の急性発症は急性膵炎に含める。また手術または剖検
で確認したものはその旨を付記する。
　注： 膵酵素は膵特異性の高いもの（P- アミラーゼなど）

を測定することが望ましい。

2003 年１年間に発症した急性膵炎患者の全調査で集計された急性
膵炎 1,779 例の初発症状（難病情報センターHPより引用）

初発症状 頻度
腹痛 93.2％
嘔気・嘔吐 22.2％
背部痛 13.9％
食思不振 6.0％
発熱 5.7％
腹部膨満感 4.2％
下痢・軟便 2.1％
全身倦怠感 1.7％
黄疸 1.6％
腸閉塞 0.8％

■血清・尿アミラーゼの異常
１．血清及び尿アミラーゼが高値
　ａ．膵疾患：急性膵炎、慢性膵炎、膵癌など
　ｂ．唾液腺疾患：急性耳下腺炎など
　ｃ．肝・胆道：肝炎、胆嚢炎、胆石症など
　ｄ． 消化管疾患：消化器潰瘍（穿通または穿孔）、腸

管閉塞または破裂
　ｅ．その他の腹部疾患：子宮外妊娠破裂、卵巣腫瘍
　ｆ． 術後、ショック、外傷、モルフィンなどの薬物投

与後
２．血清アミラーゼ正常、尿アミラーゼ高値：
　　急性膵炎の軽症例又は回復期、慢性膵炎など
３．血清アミラーゼ高値、尿アミラーゼ正常又は低値：
　　 マクロアミラーゼ血症、腎不全、唾液腺型高アミラ
ーゼ血症

４． 血清及び尿アミラーゼ低値：膵癌の末期、進行した
慢性膵炎

５倍

４

３

２

１
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急性膵炎における酵素の変化

尿中アミラーゼ

血中
アミラーゼ

正常範囲

発病後の日数

ア
ミ
ラ
ー
ゼ
活
性
率

重症急性膵炎

構造蛋白の破壊

重要臓器への好中球の
集積と活性化

局所組織破壊
（自己消化）

サイトカインの
誘導

感染
エンドトキシン血症

DIC

重要臓器の機能不全

■ 重症膵疾患における重要臓器の機能不全の
発症機序
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■慢性膵炎
　慢性膵炎は膵実質細胞（膵腺房細胞）が脱落し、線維化組織に置き換わっている。アルコール性のものは男性に多く
胆道原性のものは女性に多くみられます。年齢別では 30 ～ 60 才まで広く分布しており、10 才以下は遺伝性のものが多
くみられます。

慢性膵炎の臨床診断基準 （日本消化器病学会　1983 年）
①膵組織像に確診所見がある。
②膵に確実な石灰化像がある。
③膵外分泌に確実な機能障害がある。
④膵管像または膵画像に確定所見がある。
⑤ 膵酵素逸脱を伴う上腹部痛・圧痛が 6ヶ月以上持続ま
たは継続し、膵機能、膵管像、膵画像あるいは膵組織
像に細則に示す異常所見がある。

　①～④の項目を１つ満たせば慢性膵炎（Ⅰ群）、⑤を満
たすものは慢性膵炎（Ⅱ群）とする。
　なお上記の診断基準を満たさないが、自・他覚所見、
細則に示す参考所見、治療効果、除外診断などを総合し
て慢性膵炎を否定しがたい例は臨床的疑診とする。上記
の診断基準を満たす場合でも、膵領域腫瘍及びそれに随
伴する病変は除くものとする。

■膵腫瘍
  膵臓の良性腫瘍は少なく大部分が悪性腫瘍で、しかもその大部分が腺癌です。膵癌発見の契機となるものは、まず臨床
症状で、最近では検診で発見される例も増加しています。また早期一次スクリーニング検査として腹部超音波検査と血
液生化学検査があげられます。
初発症状（頻度） 既往歴（頻度） 膵癌の検査所見と異常頻度

（ 日本膵臓学会膵癌登録委員会
全国膵癌登録調査報告
 1992年）

腹痛 35.0 糖尿病　　 19.8
腹部超音波検査 低エコー腫瘤像、尾側膵管の拡

張、胆管拡張、胆嚢腫大黄疸 15.3 消化性潰瘍 7.1
腰背部痛 9.2 胆石症 5.9

血液生化学検査

異常率
食欲不振 7.8 慢性膵炎 4.0 体尾部癌 頭部癌
体重減少 5.3 アミラーゼ 8 41
嘔吐 2.5 エラスターゼ 31 89

CEA 54 15
CA19-9 85 59
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■関連検査と臨床的意義
検 査 項 目 臨 床 的 意 義 高　　　値 低　　　値

アミラーゼ
急性膵炎、慢性膵炎、膵癌などの初診時の
診断や経過観察に役立ちます。

急性膵炎、慢性膵炎、膵癌、
耳下腺炎、消化性潰瘍

膵癌の末期、進行した慢性膵
炎、肝硬変、高度な糖尿病

リパーゼ
アミラーゼと同時測定することにより膵疾
患の診断補助に有用です。

急性膵炎、慢性膵炎、膵癌、
慢性腎炎、腎不全

慢性膵炎の極期、膵全摘

エラスターゼ
膵から血中への逸脱量の増減により膵障害
の存在を推測することができます。スクリ
ーニング検査として有用です。

急性膵臓炎、再燃の慢性膵炎、
膵癌、一過性に膵が刺激され
た場合、膵嚢胞、膵外傷

膵全摘、慢性膵炎、進行膵癌

トリプシン

十二指腸に分泌されて消化酵素としての働
きを示します。血液中にも逸脱しますが血
中での生理的意義は十分解明されていませ
ん。

急性膵炎、慢性膵炎の一部、
慢性再発膵炎、膵癌の一部

膵全摘、膵線維症

膵PLA2

急性膵炎を中心に、膵の重症度と組織破壊
の指標に応用されます。膵炎の診断、経過
観察に適しています。

急性膵炎、活動期の慢性膵炎
膵全摘、膵組織の破壊、膵外
分泌機能障害

グルカゴン
膵α細胞により合成されるホルモンで膵機
能を反映します。

グルカゴノーマ、急性膵炎
慢性膵炎（重症型）、原発性
グルカゴン欠乏症、膵全摘

アミラーゼ
アイソザイム

膵疾患以外にもアミラーゼの上昇がみられ
ることがあり、由来臓器の鑑別に有効です。

Ｓ型アミラーゼ上昇：流行性耳下腺炎
Ｐ型アミラーゼ上昇：慢性膵炎、急性膵炎

Span-1
良性膵疾患との鑑別、治療効果の判定、経
過観察、再発予知のモニターとして用いら
れます。早期膵癌の診断補助にも有効です。

膵癌、胆道系癌、肝硬変症、
慢性肝炎

PSTⅠ
膵疾患の重症度の判定や経過観察に有用で
す。

急性膵炎、進行膵癌、再燃慢
性膵炎

SLX 膵癌の診断、治療効果に利用します。 膵癌、肺癌、卵巣癌

NCC-ST-439 特異性に優れています。 胆道癌、大腸癌、膵癌
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http://www.medic-grp.co.jp/cgi-bin/db/database.cgi?keys3=1108
http://www.medic-grp.co.jp/cgi-bin/db/database.cgi?keys3=1110
http://www.medic-grp.co.jp/cgi-bin/db/database.cgi?keys3=4260
http://www.medic-grp.co.jp/cgi-bin/db/database.cgi?keys3=4256
http://www.medic-grp.co.jp/cgi-bin/db/database.cgi?keys3=4264
http://www.medic-grp.co.jp/cgi-bin/db/database.cgi?keys3=4254
http://www.medic-grp.co.jp/cgi-bin/db/database.cgi?keys3=1603
http://www.medic-grp.co.jp/cgi-bin/db/database.cgi?keys3=4370
http://www.medic-grp.co.jp/cgi-bin/db/database.cgi?keys3=4257
http://www.medic-grp.co.jp/cgi-bin/db/database.cgi?keys3=4368
http://www.medic-grp.co.jp/cgi-bin/db/database.cgi?keys3=5387

