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　潰瘍性大腸炎
　潰瘍性大腸炎は大腸の粘膜・粘膜下層に限局する非特異性炎症疾患です。発症原因は不明で、治療には抵抗性であり、
慢性的に経過し、完治することが少ない。炎症は直腸から連続的に口側結腸に及び、罹患範囲や炎症の程度により、さ
まざまな症状を呈します。通常、慢性の下痢、粘血便が主訴となりますが、種々な程度の全身症状を合併することがあり、
長年にわたり全大腸の炎症が持続すると大腸癌を合併することがあります。

■大腸炎の分類
罹患範囲による分類 病期による分類 経過による分類

　直腸炎型
　直腸Ｓ状結腸炎型
　左側大腸炎型
　全大腸炎型

　活動期
　寛解期

　再燃寛解型
　慢性持続型
　急性電撃型
　初回発作型

■潰瘍性大腸炎の重症度分類 （厚生省下山班）
重　　　症 中　等　症 軽　　　症

⑴排便回数  6 回以上

  重症と軽症  
との中間 

4 回以下
⑵顕血便 （＋＋＋）   （＋）～（－）  
⑶発熱 37.5℃以上 なし
⑷頻脈 90 回 / 分以上 なし
⑸貧血   Hb10g/dℓ以下  なし
⑹赤沈 30㎜ /h 以上 正常

注：● 重症とは⑴および⑵の他に全身症状である⑶または⑷のいずれかを満たし、かつ６項目のうち４項目以上を満たすものとする。 
　　●軽症は 6項目全てを満たすものとする。
　　●重症の中でも特に症状が激しく重篤なものを劇症とし、発症の経過により、急性劇症型と再燃劇症型に分ける。
　　●劇症の診断基準：以下の５項目を全て満たすもの
　　　⑴重症基準を満たしている。
　　　⑵ 15 回／日以上の血性下痢が続いている。
　　　⑶ 38℃以上の持続する高熱がある。
　　　⑷ 10,000 ／μℓ以上の白血球増多がある。
　　　⑸強い腹痛がある。

■潰瘍性大腸炎治療に向けた診断的アプローチ（厚生科学研究班編、2006）

病歴①：主症状
持続性・反復性の血性下痢・粘血便

病歴②： 最近の海外渡航歴、服薬、
喫煙、家族歴等を聴取

身体所見： 貧血、体重減少の徴候、
腹部診察、直腸診察

重症例では病状安定まで待機を考慮
施設の状況により

注腸Ｘ線造影で代用も可

診断的検査
大腸内視鏡検査

病変範囲
「直腸炎型」、「遠位大腸炎型」、
「左側大腸炎型」、「全大腸炎型」

重症度
「軽症」、「中等症」、「重症」

状態把握と鑑別診断
CBC、CRP、腹部Ｘ線等の一般検査

細菌学的・寄生虫学的検査
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　胃潰瘍・十二指腸潰瘍
　食べ物の通り道である消化管（口から肛門まで）の内側は、粘膜で覆われている。粘膜の下には粘膜筋板、粘膜下層、
筋層、漿膜といった部分で構成されており、消化管の壁を形成している。「潰瘍」とは、このような消化管の壁がさまざ
まな原因によって傷つけられ、えぐられた状態を示す。一般的に、このような粘膜の傷が粘膜下層より深くなった状態
を「潰瘍」、粘膜下層に達しない状態を「びらん」と呼んでいる。従って、胃潰瘍と十二指腸潰瘍はそれぞれ胃や十二指
腸にできた潰瘍ということになる。

■胃潰瘍診療のフローチャート（EBMに基づく胃潰瘍診療ガイドライン、2003）

■H. pylori 検査法の長所・短所
検　　査 簡便性 判定時間 費用 初回検査 除菌判定

侵襲的検査
培養法 ○ △ △ ◎ ○
組織鏡検法 ○ △ × ○ ○
迅速ウレアーゼ試験 ◎ ◎ ○ ◎ ×

非侵襲的検査
抗体測定法 ◎ ◎～○ ○ ◎ ×
尿素呼気試験 ◎ ◎ × ◎ ◎
便中抗原測定法 ◎ ◎～○ △ ◎ ○

◎：優れている  ○：良好  △：平均  ×：劣っている

■H. pylori 除菌治療の適応疾患（H. pylori 感染の診療と治療のガイドライン、2009）
2009年、ピロリ菌感染者すべてに抗菌剤による除菌治療を強く推奨する（推奨度A) としました。

胃潰瘍、十二指腸潰瘍 除菌治療が第一選択、潰瘍瘢痕も除菌すべき
萎縮性胃炎 除菌治療を推奨
早期胃癌の内視鏡治療後 除菌治療を推奨、異時性胃癌には注意が必要
胃過形成性ポリープ 除菌治療が勧められる
逆流性食道炎 症状増悪のリスクを考慮しても除菌すべき
胃：MALTリンパ腫 除菌治療が第一選択
特発性血小板減少性紫斑病 除菌治療が第一選択
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■H. pylori 感染診断と除菌判定（H. pylori 感染の診療と治療のガイドライン、2003）
１）H. pylori 感染診断は除菌治療を前提として行われるべきである。
２） 除菌治療前および除菌治療後のH. pylori 感染の診断にあたっては、下記の検査法のいずれかを用いる（複数であれ
ば感染診断の精度はさらに高くなる）。それぞれの検査法には長所や短所があるので、その特徴を理解した上で選択
する。

３）除菌判定は除菌治療薬中止後４週以降に行う。
４）検査法
　　内視鏡による生検組織を必要とする検査法
　　①迅速ウレアーゼ試験　②鏡検法　③培養法
　　内視鏡による生検組織を必要としない検査法
　　①尿素呼気試験　②抗H. pylori 抗体測定　③便中H. pylori 抗原測定

■消化器疾患検査項目
検査項目 解　　説

便ヒトヘモグロビン

糞便中のヘモグロビン量は、消化管中、特に下部消化管の出血性病変を伴う疾患において
増大する。従って、糞便中のヘモグロビン量を測定することは、大腸癌などの出血を伴う
下部消化管の疾患の早期発見・治療のためのスクリーニング検査として、有効な方法とさ
れている。定量検査によりより精査が可能となる。

ペプシノーゲン

胃粘膜内で産生されるペプシノーゲンの血中に流入する機序は不明であるが、その１％は
血中に流入し、99％が胃内腔に分泌される。血清ペプシノーゲンⅠ及びⅡ値は、主に胃粘
膜内主細胞量を反映する。血中ペプシノーゲンの排泄は腎からなされるが、代謝機序の詳
細は不明である。健常人ではペプシノーゲンⅠのみ尿中に認められる。消化性潰瘍、胃癌、
胃粘膜の萎縮をともなう胃疾患などで異常となる。

抗ヘリコバクターピロリ IgG抗体

抗H. pylori 抗体は、血清、全血、尿あるいは唾液を用いて測定可能である。抗体が陰性
の時は、感染初期や免疫不全などの特殊な場合を除き、H. pylori 感染陰性と診断できる。
小児では、精度が低下する。除菌成功後も抗体の陰性化あるいは有意な低下には１年以上
を要することがあるため、除菌の成否を早く知りたい場合には適さない。しかし、抗体の
陰性化が証明できれば除菌成功の可能性はより高いと判断できる。

尿素呼気試験

非侵襲的、簡便で感度、特異度ともに高い。小児の検査が可能である。尿素呼気試験陰性
の場合は、除菌成功の信頼性は高い。潰瘍治療薬の服用中および服用中止直後には偽陰性
をみることが少なくない。除菌判定時の尿素呼気試験の測定値がカットオフ値近傍の陽性
値を示す場合には、偽陽性症例があるので除菌判定にあたって、他の検査法の併用、ある
いは経過観察を行い尿素呼気試験により再検することが望ましい。

ヘリコバクターピロリ培養
H. pylori の唯一の直接的証明法である。特異性に優れ、菌株の保存が可能で、菌株のタ
イピングや抗菌薬の感受性試験検査が可能である。感受性試験は可能な限り行うことが望
ましい。

便中H. pylori 抗原測定
非侵襲的、簡便で、小児の検査が可能である。除菌前の感染診断においては感度、特異度
ともに高いとされている。除菌判定においても信頼性が高いが、偽陰性例がおこりうるの
で注意が必要である。
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