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日本消化器病学会では、日常臨床の場でよく遭遇する消化器 6 疾患（胃食道逆流症、消
化性潰瘍、クローン病、肝硬変、胆石症、慢性膵炎）について、最新の科学的根拠に基づ
いた医師向けの診療ガイドラインを作成しました。しかし、これらの病気で悩んでおられ
る患者さんやその家族、また広く一般の市民の方々が、これらの病気がどのような原因で
おこるのか、病気を防いだり、悪化させたりしないためにはどうしたらよいのか、また根
拠に基づいた最適な治療にはどのようなものがあるのか、などについてよく理解すること
がきわめて重要であるというのが、現在の医療の基本的な考え方のひとつとなっています。
つまり、病気は医療者だけで治すものではなく、患者さんや社会全体が一体となって防ぎ、
治療していくことが重要なのです。日本消化器病学会が、医師向けの診療ガイドラインだ
けではなく、市民向けのガイドブックを発刊するのはこのような意図からです。
本書は、それぞれの疾患に関連した質問に対して専門家が科学的な根拠に基づいて回答
をおこなうという形式で記載されていますが、患者さんやその家族ならびに市民の方々の
すこしでも参考になることを願って簡潔に、またたくさんの図表を用いて読みやすくなる
よう心がけました。このため、日本消化器病学会の 6 疾患の診療ガイドラインとは内容も
体裁も異なります。病気のことをさらに詳しく知りたいとお考えの方は、医師向けの学会
の診療ガイドラインもご参考になさっていただければ幸いです。
本書の記事は、執筆時点での最新の科学的根拠に基づいて書かれていますが、推奨して
いる診断や治療法は、すべての人に一律に適用できるとはかぎりません。患者さんの病状
をよく把握しておられる主治医が標準的医療とは異なる治療を、病状に応じておこなって
いる場合もあると思います。また、その後の医学の進歩で、本書に記載されている根拠や
考え方が変わっている場合もありうると思います。自分の受けている診療上の疑問点につ
いては、よく主治医から説明を受け、自分の病気や治療内容をよく理解し、納得のうえで
主治医と一緒に病気に立ち向かっていくことが重要です。
日本消化器病学会では、このガイドブックを日本消化器病学会一般市民向けホームペー
ジでも公開し、市民の方々からのご意見やご質問にお答えできるよう設計する予定にして
います。寄せられたご意見やご質問は、新しい医学的根拠とともに次回の改訂に生かして
いきたいと考えています。ぜひ多くの方々がご利用いただきますようお願い申し上げます。

2010 年 9 月
日本消化器病学会ガイドライン委員会委員長

日本消化器病学会理事長
菅野　健太郎

日本消化器病学会「患者さんと家族のためのガイドブック」の刊行にあたって
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11
消化性潰瘍の
理解のために



胃や十二指腸がなぜ傷つくのか？
胃は、摂取した食物を殺菌・消化するために、塩酸やペプシンなどの消化酵素を
分泌しています。それでは、なぜ胃自体は塩酸やペプシンで消化されないのでしょ
うか。それは、胃の粘膜から粘液などを分泌することによって、粘膜の表面にある
細胞（上皮細胞

じょうひさいぼう

）を守っているからです。たとえ粘膜の一部が少し傷ついても、新し
い細胞が次々につくられたり、傷ついていない細胞がそこに移動したりして、胃を
守っているのです。ただ、強い粘膜傷害性のある物（強いアルコールなど）を摂取し
たり、消化管の粘膜を傷つけるような薬（NSAIDs など）を服用したりすると、目に
みえるほどの大きな傷ができることがあります。また、ピロリ菌（正式には「ヘリ
コバクター・ピロリ菌」といいます）に感染している人では、胃に炎症がおこり、胃
を守る粘液の分泌が減ったり、血液の流れが悪くなったりして、胃を守る力が不十
分になってしまうので、粘膜に傷ができやすくなります（「よくある質問 11」参照）。
胃や十二指腸にできた傷は、その深さによって「びらん」と「潰瘍

かいよう

」に分けられま
す。びらんは粘膜の比較的浅い部分（粘膜筋板

ねんまくきんばん

）までの傷をいい、粘膜下層よりも深
くまで傷ができた場合には潰瘍とよびます（図参照）。

1
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よくある質問 11

お答えします

消化性潰瘍とはどのような病気でしょうか？

消化性潰瘍
しょうかせいかいよう

とは、胃や十二指腸に深い傷ができることを指します。
その原因は、ピロリ菌によるものが大部分で、次に非ステロイド抗炎症
薬（NSAIDs）によるものがあります。消化性潰瘍があると、その部分
より出血して、血を吐いたり、真っ黒な便が出ることがあります。ま
た、重症になると、胃や十二指腸の壁に穴があいてしまうこともあり
ます（穿孔

せんこう

とよびます）。

解　説



消化性潰瘍の原因は？
日本での消化性潰瘍の原因は、ピロリ菌によるものが大部分で、その次に多いの
が NSAIDs によるものです（「よくある質問 8」「よくある質問 11」参照）。潰瘍が
あると、そこから出血して、血を吐いたり（吐血

とけつ

）、真黒な便（タール便）が出たりす
ることがあります（出血性潰瘍

しゅっけつせいかいよう

）。また、胃や十二指腸の壁に穴があいて（穿孔）、
食物などが外に漏れ出して腹膜炎

ふくまくえん

（穿孔性腹膜炎
せんこうせいふくまくえん

）をおこして手術が必要になること
もあります（「よくある質問 27」参照）。
ピロリ菌が発見されるまでは、酸や消化酵素による消化作用（自己消化）によって

潰瘍がおきると考えられていたため、今でも胃や十二指腸にできる潰瘍をまとめて
「消化性潰瘍」とよびます。胃癌などの悪性の病気でも、組織の一部に潰瘍ができる
ことがあります。この場合の潰瘍（癌性潰瘍

がんせいかいよう

）は、一般的には消化性潰瘍とはよびま
せん。消化性潰瘍と癌性潰瘍は、内視鏡検査だけでは区別がつきにくいことがある
ので、潰瘍の周囲の粘膜から組織の一部を採取（生検）して、悪性の潰瘍かどうかを
きちんと鑑別することが重要です（「よくある質問 10」参照）。

2
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図　消化性潰瘍の模式図と内視鏡写真
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病気と遺伝との関係
病気には、①遺伝との関係が深いもの、②遺伝とは関係なく環境や感染（細菌や
ウイルスなどにかかること）などによっておこるもの、③遺伝と環境などの両方が関
係しているもの、などがあります。
遺伝的な情報は遺伝子が決定しています。人間の遺伝子は約 2 万個存在します。
ひとつの遺伝子が原因で病気となるもの、いくつかの遺伝子が原因で病気となるも
のなどがあります。

ピロリ菌の感染や消化性潰瘍への遺伝の影響（図参照）
消化性潰瘍の原因の中でもっとも重要なものがピロリ菌の感染です（「よくある質

問 11」参照）。潰瘍になった人の大部分がピロリ菌に感染しています。ただし、ピ
ロリ菌に感染してもかならず潰瘍になるとはかぎりません。また、ピロリ菌とは関
係のない潰瘍もあります。
ピロリ菌に感染しているかどうかを双子間でくらべた研究があります。親から受
け継ぐ遺伝的な性質は、一卵性双生児の間ではまったく同じです。二卵性双生児は、
兄弟姉妹と同様に遺伝的によく似てはいますが、同じではありません。その研究で

2
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よくある質問 22

お答えします

消化性潰瘍は遺伝性が関係しますか？

消化性潰瘍になりやすいかどうかについて、遺伝子の影響はみとめ
られます。しかし、親子、兄弟姉妹であっても潰瘍になる人とならな
い人がいます。現時点では、遺伝子を調べて潰瘍になるかどうかを判
別することはできません。潰瘍の発生には遺伝子のほかにピロリ菌や
環境、生活習慣が複雑に関係しています。

解　説



は、一卵性双生児は二卵性双生児よりも感染の有無が一致していることが多いとい
う結果でした。
また、ABO 式血液型と消化性潰瘍の関係を調べた研究があります。その研究で
は、O 型の人はほかの血液型よりも潰瘍になる人が少しだけ多かったという結果で
した。また、ルイス式血液型に関係のあるルイス b 抗原を持っている人は、ピロリ
菌が胃粘膜に付着しやすいという報告もあります。
つまり、ピロリ菌に感染しやすいか、潰瘍になりやすいかには遺伝子の影響がみ
とめられます。しかし、遺伝子を調べることによって、潰瘍になるかどうかをはっ
きりと区別できるようなものは知られていません。もちろん親子、兄弟姉妹の中で
あってもピロリ菌に感染する人と感染しない人、潰瘍になる人とならない人がいま
す。

消化性潰瘍はいろいろな要因がからみあっておこる
ピロリ菌に感染しやすいかどうか、消化性潰瘍になりやすいかどうかには遺伝子
が関係していますが、いくつかの遺伝子の性質だけで決まるような単純なものでは
ありません。消化性潰瘍はさまざまな遺伝子、ピロリ菌、環境、生活習慣（喫煙）な
ど複雑に要因がからみあっておこる病気と考えられています（「よくある質問 9」「よ
くある質問 11」参照）。
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図　消化性潰瘍の原因となるもの
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胃潰瘍と胃癌はまったく異なる病気
一言でいえば胃潰瘍が癌化することはありません。2 つの病気はまったく異なる
病気です。消化性潰瘍は、胃や十二指腸の粘膜上皮が粘膜下層にいたるまで慢性の
炎症や薬物の作用を背景に胃酸・ペプシンによって消化され、欠損する病気です（「よ
くある質問 1」参照）。一方、癌は上皮細胞が遺伝子の変化を背景に癌細胞へと変化
し増殖する病気です（図参照）。つまり、2 つの病気はまったく異なっていますが、
胃透視検査
いとうしけんさ

や上部消化管内視鏡検査
じょうぶしょうかかんないしきょうけんさ

では一見明瞭に区別しにくい場合もあり、組織
検査で鑑別診断をおこないます。鑑別診断がむずかしい場合でも、潰瘍から癌化し
ているわけではありません。

潰瘍とまぎらわしい癌もあるので注意が必要
バリウムによる胃透視検査や上部消化管内視鏡検査だけでは、区別できないほど
まぎらわしい潰瘍や癌があるので、組織検査をおこなったり、経過を観察してふた
たび組織検査をおこなう場合があります。とくに早期胃癌で、潰瘍の周囲に癌組織
がわずかに存在している場合には、一見潰瘍であっても周辺の癌細胞が増殖してはっ
きりとした癌に成長する場合もあるので、潰瘍が治癒しても注意深く観察したり、
ふたたび組織生検をおこなって癌の有無を調べる場合があります。この場合でも潰

2
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よくある質問 33

お答えします

消化性潰瘍から癌化することはありますか？

消化性潰瘍と癌
がん

はまったく異なる病気で、潰瘍から癌になるという
ことはありません。ですが、潰瘍も癌も長期間にわたる慢性の胃炎を
背景に発症するため、潰瘍がある患者さんは胃癌になるリスクがある
ということに注意する必要があります。

解　説



瘍から癌化しているわけではありません。

胃潰瘍と胃癌はそれぞれ慢性胃炎を背景に発症する異なる病気
胃潰瘍のかなりの部分（70％ぐらい）はピロリ菌の感染によって生じる慢性胃炎
を背景に発症します（「よくある質問 11」参照）。ピロリ菌が胃粘膜に生着している
ため白血球やリンパ球が胃粘膜に集まり炎症が生じるのです。ピロリ菌の毒素やア
ンモニアに加えて白血球によって胃粘膜が傷害を受け、その結果、上皮は胃酸やペ
プシンによって消化されるのです。これが胃潰瘍ですが、このような炎症が長期間
にわたってつづくと、胃粘膜には一定の変化が生じます。胃酸分泌能が低下し、胃
粘膜上皮細胞の一部が変化してしまいます。このようにピロリ菌による胃炎が進展
した状態を慢性萎縮性胃炎といい、胃癌はこのような胃粘膜から発症しやすくなる
ことが最近明らかにされました。ですので、進展した慢性胃炎を背景に発症した胃
潰瘍の場合、胃粘膜の変化の程度によっては胃癌が発症するリスクも考慮する必要
があります。2 つの病気は異なる病気ですが、もとはといえば長期間にわたる胃炎
を背景に発症するので、胃潰瘍の患者さんは胃癌になるリスクがあることに注意す
る必要があるといえるでしょう。

慢性胃炎のない胃潰瘍もあるの？
慢性胃炎は胃潰瘍や胃癌の発症につながる可能性がありますが、慢性胃炎がない
のに潰瘍になる場合もあります。非ステロイド抗炎症薬（NSAIDs）や抗血小板薬（ア
スピリン）服用による消化性潰瘍です（「よくある質問 8」参照）。これら薬物による
潰瘍は全胃潰瘍の約 30％とされています。背景に慢性胃炎がない潰瘍は、とくにこ
れら薬物による潰瘍を考慮する必要があります。つまり、背景胃粘膜がまったく正
常の潰瘍については、癌が併存したり、その後に癌が発症するリスクはきわめて低
いものと思われます。

4
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1 ：消化性潰瘍の理解のために
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図　胃潰瘍と胃癌

胃潰瘍 胃　癌

粘膜上皮
粘膜筋板

潰瘍の壊死組織

筋層

癌組織



慢性閉塞性肺疾患
まんせいへいそくせいはいしっかん

（COPD）
呼吸器の病気で、肺気腫などの慢性閉塞性肺疾患とよばれる病気は、潰瘍をひき
おこす頻度が高いことが知られています。肺気腫

はいきしゅ

では、動作時の息切れ、痰、咳な
どの症状がみとめられますが、長期間の喫煙が主な原因と考えられています。肺気
腫の患者さんの 30％近くが潰瘍を併発すると報告されています。喫煙習慣が潰瘍
発生に関係しているだけでなく、肺疾患による低酸素や高炭酸ガスも影響している
と考えられています（「よくある質問 5」参照）。

肝硬変
かんこうへん

肝硬変は、肝細胞の壊死の結果、肝臓の構造が壊れて、著しい線維化とともに再
生した肝細胞が結節性の集団となる状態を指します。肝機能の低下をひきおこし、
黄疸
おうだん

、腹水
ふくすい

や意識障害などをきたします。日本では C 型肝炎ウイルスや B 型肝炎
ウイルスの持続感染によるものが多いですが、次いで長年の飲酒によるアルコール
性肝硬変が多いです。肝硬変の人は、健常者にくらべ潰瘍の頻度が 10 倍高いと報
告されています。

2
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よくある質問 44

お答えします

消化性潰瘍を併発しやすい病気はありますか？

以前より消化性潰瘍を高い割合で併発することが知られている病気
があります。それらの病気自体が、全身的に影響して消化管に潰瘍を
形成すると考えられています。以下の持病がある患者さんには、潰瘍
がひきおこされることがあるので注意が必要です（図参照）。

解　説



慢性腎不全
まんせいじんふぜん

慢性腎不全とは、腎臓の機能低下により血液透析などが必要になる状態です。老
廃物が腎臓から排泄できなくなると、尿毒症

にょうどくしょう

とよばれる状態になりますが、潰瘍の
おこしやすくすることが知られています。しかしながら、透析治療の普及により、
腎不全のコントロールが良好であると潰瘍の発生率は健常者と差がないとも報告さ
れています。

副甲状腺機能亢進症
ふくこうじょうせんきのうこうしんしょう

副甲状腺は甲状腺に 4 個存在し、副甲状腺ホルモンはカルシウムの体内調節をお
こなっています。副甲状腺機能亢進症では、潰瘍の発生頻度は 2 倍になるとの報告
があります。また、通常の潰瘍治療で潰瘍の治りが悪い人をよく調べると、副甲状
腺機能亢進症を合併していたということもあります。

そのほかの病気との関連
血糖のコントロールの不良な糖尿病患者さんや、心筋梗塞などの虚血性心疾患に
おいても潰瘍の頻度が高いとの報告がありますので、それらの病気をしっかり治療
することが大事です。

5
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1 ：消化性潰瘍の理解のために
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図　消化性潰瘍を併発しやすい病気

腎不全 副甲状腺機能亢進症

潰 瘍潰 瘍

慢性閉塞性肺疾患 肝硬変



ピロリ菌と非ステロイド抗炎症薬（NSAIDs）は消化性潰瘍の主要な原因で、ピロ
リ菌の感染がなく、NSAIDs の投与もなく発症する消化性潰瘍の頻度はきわめて少
ないとされています（「よくある質問 8」「よくある質問 11」参照）。
喫煙による胃粘膜への影響については、胃酸分泌、胃粘膜血流、胃粘液分泌など
に関してこれまで研究されてきました。喫煙は胃粘膜血流を低下させると報告され
ています。このほか、喫煙により胃粘膜内のプロスタグランジンが減少することが
明らかにされています。また、ストレスが加わると、自律神経を介して胃粘膜の血
流の低下や胃酸分泌の亢進が生じることが明らかにされています（図参照）。ストレ
スは精神的なストレスや肉体的なストレスなど多種多様で、人によってストレスへ
の感受性も異なります。ひどい火傷を負った人や頭部の手術を受けると潰瘍が発症
することがあります。しかし、これまでストレスや喫煙は潰瘍の発症や再発に重要
とされてきましたが、明らかな証拠はありません。ピロリ菌の感染がある場合には
胃粘膜の防御機能が低下しているため、喫煙やストレスにより潰瘍が発生しやすい
ことが明らかにされています（「よくある質問 9」「よくある質問 14」参照）。一方、
ピロリ菌に感染していない人では、これらはかならずしも発症の原因にならないこ
とが報告されています。
さて、急性胃粘膜病変

きゅうせいいねんまくびょうへん

（AGML）という病気があります（図参照）。この病気は突
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よくある質問 55

お答えします

たばこやストレスは消化性潰瘍の原因となりま
すか？

たばこ（喫煙）やストレスは消化性潰瘍の発生の直接的な原因になる
ものではありませんが、ピロリ菌の感染がある場合などでは潰瘍を発
生しやすくさせます。また、急性胃粘膜病変という、強いストレスや
薬剤、ピロリ菌の感染などが原因で突然発生する病気もあるため、喫
煙と過度なストレスは避けるべきです。

解　説



然、上腹部痛、嘔吐
おうと

などの症状で発症し、早期に内視鏡検査をおこなうと胃や十二
指腸の粘膜に多発のびらん、発赤、出血、多発する浅い潰瘍が観察されます。身体
的ストレスあるいは肉体的ストレス、NSAIDs などの薬剤、ピロリ菌の急性感染、
食物などがこの疾患の原因となります。この発生機序も胃粘膜の血流低下によるも
のと考えられています。いずれにしても、喫煙と過度のストレスは避けるべきです。

1 ：消化性潰瘍の理解のために
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図　たばこやストレスが潰瘍の原因になる？

急性胃粘膜病変（AGML）の内視鏡写真



これまでの原因の考え方―バランス説
これまで胃潰瘍、十二指腸潰瘍の原因は、以下のように考えられていました。胃
は、胃酸、そして強力に蛋白質

たんぱくしつ

を分解する消化酵素であるペプシンを分泌すること
で蛋白質の消化吸収に重要な役割を果たしていますが、胃でつくられる胃酸やペプ
シンは大変強力で、時として胃の壁も溶かしかねないくらいです。この胃酸やペプ
シンで傷つくことを回避する目的で、胃は粘膜を守るシステムを備えています。胃
潰瘍、十二指腸潰瘍の原因は、胃酸、ペプシンなど胃粘膜を傷つける攻撃因子と、
胃粘膜を守るシステムを構成する防御因子とのバランスが崩れることにより潰瘍が
できるとする「バランス説」（別名「天秤

てんびん

説」）で理解されてきました。攻撃因子と
防御因子のバランスが保たれていれば、潰瘍は発生しませんが、両者のバランスが
崩れたときに潰瘍が発生するという考え方です。この説では、攻撃因子である胃酸
やペプシンが過剰に分泌されていても、胃を守る防御因子が健全に働いていれば潰
瘍は発生しないことになります。一方、胃酸の分泌が正常ないし低下していても、
防御因子に問題があれば潰瘍が発生することになります。一般に、十二指腸潰瘍は
胃酸分泌が過剰で攻撃因子の働きが強い状態で発生し、胃潰瘍では多くの場合、胃
酸分泌は正常あるいは少ない状態にあり、防御因子の働きが低下した状態にあるこ
とが原因と考えられています。

1
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よくある質問 66

お答えします

胃潰瘍と十二指腸潰瘍とは原因が異なるのでしょ
うか？

胃潰瘍と十二指腸潰瘍とも、胃の攻撃因子と防御因子のバランスが
崩れることやピロリ菌の感染、薬剤の影響などが原因になることは同
じです。しかし、患者さんの胃の状態によって、胃潰瘍になるか、十
二指腸になるかが変わってきます。

解　説



潰瘍の原因はピロリ菌？
これまでは、精神的ストレスなどが潰瘍の主な原因と考えられてきましたが、最
近になってピロリ菌が発見され、胃潰瘍、十二指腸潰瘍の原因に対する考え方は大
きく変わりました。図に胃潰瘍、十二指腸潰瘍の原因を示します。日本ではピロリ
菌が原因となって発生する胃潰瘍は全体の約 70％、十二指腸潰瘍では全体の約
95％と考えられています。ピロリ菌の除菌に成功すると、その後は潰瘍に罹

かか

らなく
なることから、ピロリ菌がこれらの潰瘍の原因であることは明らかです（「よくある
質問 11」参照）。ピロリ菌は胃粘膜に感染して胃炎をおこすことで、胃粘膜が胃酸
によって傷つきやすい状態をつくり出していると考えられます。ピロリ菌以外の原
因として薬剤、とくにアスピリンなどの非ステロイド抗炎症薬（NSAIDs）が重要で
す。NSAIDs は風邪や関節リウマチの治療に使われていますが、防御因子の調節を
おこなっているプロスタグランジンの合成を抑えることで、潰瘍ができやすい状態を
つくります。胃酸が少なくなっている高齢者ほど薬剤を服用することが多くなるの
で、NSAIDs は十二指腸潰瘍よりは胃潰瘍の原因として重要です。それ以外にも潰
瘍の原因はたくさんありますが、それらは 5％以下であまり多いものではありませ
ん。

2
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図　消化性潰瘍の原因

ピロリ菌
70％

NSAIDs
25％

NSAIDs 5％

その他 3％

その他 5％

ピロリ菌
92％

胃潰瘍 十二指腸潰瘍

（Marshall BJ. Am J Gastroent 1994 ; 89 : S116-S128より）



上腹部痛
胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍の症状として、もっとも多いものは上腹部あるいは
みぞおちの痛みです。十二指腸潰瘍では右上腹部痛、胃潰瘍では左上腹部痛が特徴
的といわれますが、あまり明らかな違いはありません。どちらも鈍い、疼

うず

くような、
あるいは焼けるような痛みが持続することが特徴的です。一般的には、胃酸の分泌
が多い十二指腸潰瘍では、とくに空腹時、夜間の痛みが多くみられ、胃潰瘍では食
後 60～90 分ころに痛みが出ることが多いといわれています。そして、十二指腸潰
瘍では、胃潰瘍にくらべて制酸薬（胃酸を中和する重曹

じゅうそう

など）の服用あるいは食事
（とくにミルクなど）を摂ることで痛みが軽くなるとされています。しかし、図に示
すように、胃潰瘍、十二指腸潰瘍のどちらも約半数近くが空腹痛を訴え、食事を摂
ることで改善する傾向があり、かならずしも絶対なものではありません。むしろ同
様にみぞおちあるいは上腹部の痛みを訴える、胆嚢

たんのう

炎、胆管炎、膵炎などでは痛み
が食事によって強くなることが特徴で、食事を摂ることで上腹部痛が改善する場合、
これらの病気と潰瘍とを区別するのに役立ちます。また、背部痛が十二指腸潰瘍の
特徴といわれていますが、胃潰瘍でもみられます。一般的に腹痛は、若い世代に強
く、高齢者では軽度の傾向にあります。胃潰瘍が、十二指腸に近い場所にできるほど、

1
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よくある質問 77

お答えします

胃潰瘍と十二指腸潰瘍とは症状が異なるのでしょ
うか？

胃潰瘍と十二指腸潰瘍の症状としては、腹痛がもっとも多くみられ、
胃潰瘍では食後に痛みが、十二指腸潰瘍では空腹時、夜間に痛みが出
ることが多いといわれています。そのほかの症状としては、腹部膨満
感や悪心、嘔吐、胸やけ、ゲップなどがありますが、胃潰瘍と十二指
腸潰瘍であまり違いはありません。

解　説



十二指腸潰瘍のように痛みが強くなり、空腹痛、夜間痛を訴えるともいわれます。

そのほかの症状
潰瘍の患者さんは腹痛以外に、腹部膨満感、悪心、嘔吐、胸やけ、ゲップなどの
症状を訴えますが、悪心や胸やけが十二指腸潰瘍にくらべて胃潰瘍でやや多くみら
れる程度で、あまり大きな違いはありません。腹痛、悪心、嘔吐が強い患者さんで
は、どちらの潰瘍でも食欲不振がおこりますが、とくに胃潰瘍で目立ち、十二指腸
潰瘍ではかえって空腹感を強く訴える場合もあります。潰瘍の合併症として主なも
のは、出血、穿孔

せんこう

、狭窄
きょうさく

がありますが、出血があると患者さんには、吐血
とけつ

（通常は血
液が胃酸と混じってコーヒーの残りカス状に変化したものが吐き出されますが、大
量の出血がおこると真っ赤な血液が吐き出されます）、あるいは下血

げけつ

（タール便とよ
ばれる黒い便が排出されますが、この場合も大量出血では赤い血液が出てきます）な
どの症状があらわれてきます。このような場合、どちらも大至急、救急外来を受診
する必要があります。吐血は若い世代の十二指腸潰瘍、高齢者の胃潰瘍に、下血は
十二指腸潰瘍に生じる傾向にあります。また、穿孔（潰瘍が深くなり穴があいた状
態）、狭窄（潰瘍が治る過程でヒキツレが生じ、食べ物の通過が悪くなった状態）の
どちらも十二指腸潰瘍でおこりやすい状態で、これらも緊急処置が必要な状態です。
最後に、症状について注意が必要な点は、潰瘍患者さんのかなりの人がまったく
無症状であることです。病院に受診している潰瘍患者さんの 8～12％、胃癌検診
で発見された胃潰瘍の 24～32％が無症状であることが報告されています。とくに
高齢者や、非ステロイド抗炎症薬（NSAIDs）などの薬剤を服用している場合に無症
状の人がみられるので注意が必要です。

2
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図　胃潰瘍と十二指腸潰瘍の自覚症状

  十二指腸潰瘍
 
  13 （16.3％）
  42 （52.5％）
    2 （  2.5％）
  27 （33.8％）
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NSAIDs は、変形性関節症などの整形外科の病気、関節リウマチなどの膠原病
こうげんびょう

、熱
性疾患や頭痛に対し医師から処方されますが、薬局で購入もできます。最近、アスピ
リンが低用量（薬品名：バイアスピリンなど）で血小板の働きを抑えることから、心
筋梗塞や脳梗塞/一過性脳虚血発作などの再発予防に使われる機会も増えています。
しかし、重大な副作用として消化管粘膜障害をおこします。NSAIDs は主に上部消化管
（食道、胃、十二指腸）の障害をひきおこしますが、下部消化管にも病気をおこします。

上部消化管の病変
NSAIDs を内服している患者さんの上部消化管の病気について、日本リウマチ財
団の報告をお示しします（図参照）。3 ヵ月以上、なんらかの NSAIDs を内服してい
る関節リウマチの患者さん 1,008 人に内視鏡検査をおこなったところ、胃潰瘍が
15.5％、十二指腸潰瘍が 1.9％に発見されました。健常者での頻度は、胃潰瘍で約
1％、十二指腸潰瘍で 0.5％前後ですので、NSAIDs による潰瘍発生のリスクは相
当高いといえます。潰瘍があると、過半数に心窩部

しんかぶ

（みぞおち）の痛み、吐き気、腹
部膨満感などの症状がみられます。しかし、NSAIDs を内服していると、痛み止め
としての作用もあるため、症状を自覚しないこともあり、いきなり潰瘍からの出血
などで発症することがあります。出血がおこると、新鮮な血液やコーヒーの残りカ

1
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よくある質問 88

お答えします

非ステロイド抗炎症薬やアスピリンなどの薬に
よる胃腸障害と消化性潰瘍は関係があるのでしょ
うか？

非ステロイド抗炎症薬（NSAIDs）やアスピリンといった薬が原因と
なって消化性潰瘍をおこすことがあります。潰瘍だけでなく、小腸や
大腸にも病変をおこすことが知られています。これらの薬を服用して
いて、腹痛や吐き気、腹部膨満感などの症状がある場合には病院を受
診してください。

解　説



スのような胃内容物を吐いたり（吐血）、黒色便（タール便）が排泄されます（下血）。
出血量によっては、血圧が低下し意識がもうろうとなります。このような場合、救
急治療を受ける必要があります。深い潰瘍が胃の壁を貫くこともあり（穿孔）、上腹
部に激痛がおこり手術などの緊急治療が必要になります（「よくある質問 27」参照）。

NSAIDs による消化性潰瘍発生の危険因子
NSAIDs 潰瘍は、① 65 歳以上の高齢者、②過去に潰瘍に罹

かか

った人、③心筋梗塞
または脳梗塞でアスピリンなどの抗血小板治療を受けている人、④大量の NSAIDs
を内服している人、⑤ピロリ菌陽性者、などでおこりやすくなります。長期内服で
は、潰瘍ができても無症状のことがあり、定期的に内視鏡検査を受けることがのぞ
まれます。中高年者では、胃癌などの悪性の病気がみつかるきっかけにもなります。

下部消化管の病変
最近、カプセル内視鏡検査により、NSAIDs が小腸や大腸にも病変をおこすこと
が知られてきました。下部消化管障害のデータは少ないのですが、NSAIDs 服用後
に約 70％の患者さんにびらん、潰瘍などの小腸粘膜障害がおこることや、長期間
内服すると大腸に潰瘍と狭窄が生じて、通過障害をおこすこともあります。
上部または下部消化管に病変が発見された場合には、可能ならば NSAIDs を中止
します。その後の治療については、よくある質問 17、よくある質問 23～25 をご参
照ください。

3
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1 ：消化性潰瘍の理解のために
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図　NSAIDs 服用者の消化管病変の発生頻度
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　　　内視鏡検査を受けた1,008例の統計



刺激物の多量摂取
昔から、コーヒー、紅茶、香辛料などは胃酸の分泌を増やし、牛乳などは逆に胃
酸を中和する作用があることが知られています。以前は潰瘍の治療法として、食事
療法が厳しくおこなわれていましたが、現在では胃酸の分泌を抑える H2 受容体拮
抗薬（H2RA）やプロトンポンプ阻害薬（PPI）などを飲んでいれば、食事による胃内
酸度の影響はほとんどないとされています。したがって、潰瘍の患者さんはきちん
と薬を飲んで治療すれば、厳しい食事制限はあまり必要ないでしょう。もちろんカ
フェインや香辛料などの刺激物を多量に摂取することは避けるべきです（「よくある
質問 14」参照）。

大量の飲酒
アルコールは急性胃潰瘍の原因のひとつで、胃潰瘍が大量飲酒によっておこるこ
とがあります。慢性の消化性潰瘍とアルコールの関係は明らかではありませんが、
適度の飲酒は問題ないものの、飲みすぎはもちろん胃腸に悪い影響を及ぼします。
また、ピロリ菌の除菌治療にメトロニダゾールという薬を用いるときは禁酒が必
要です。メトロニダゾールはアルコールの代謝にかかわるアルデヒド脱水素酵素の
働きを妨げて、アセトアルデヒドという毒物の濃度を上昇させるためです（「よくあ

2

1

●●● 18 ●●●

よくある質問 99

お答えします

食事内容や生活習慣は消化性潰瘍と関係がある
のでしょうか？

カフェインや香辛料などの刺激物、またアルコールの大量摂取は、
消化性潰瘍の発症の危険性を高めます。消化性潰瘍予防のために厳し
い食事制限は必要ありませんが、刺激物の多量摂取は避けましょう。
また、多量飲酒も胃腸の負担となるので避けることがのぞましいです。

解　説



る質問 14」参照）。

生活習慣の改善
潰瘍を治療したり予防したりするためには、厳しい食事制限をする必要はないか
も知れませんが、カフェインや香辛料などの刺激物の多量の摂取は避けたほうがよ
いでしょう。大量飲酒は胃腸の負担となるので避けるべきですが、適量の飲酒なら
問題ないでしょう。ただし、ピロリ菌を除菌する際に、薬によっては禁酒が必要な
場合もありますので、主治医とよく相談してください。

3

1 ：消化性潰瘍の理解のために
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図　消化性潰瘍と生活習慣

飲酒（過度）

コーヒー（刺激物）

喫  煙



自覚症状から消化性潰瘍と診断する場合
消化性潰瘍に特有な症状としては、食事によって軽快する空腹時の心窩部痛

しんかぶつう

がもっ
とも多いのですが、心窩部ではなく背部痛や腰痛を訴えたりする場合や、胸やけや
腹部膨満感などの不定愁訴を有する場合もあります（「よくある質問 7」参照）。こ
のような自覚症状を訴える患者さんで、潰瘍の既往などにより経験的に消化性潰瘍
を強く疑う場合、種々の検査をせずに、症状から消化性潰瘍と診断ないしは推測し
て潰瘍治療薬を処方することもあります。しかし、癌によって生じる症状が潰瘍治
療薬により軽快することもあるので、経過中に一度は内視鏡検査を受けることをお
勧めします。

バリウムを用いた消化性潰瘍の診断
自覚症状から上部消化管の病気を疑った際に、バリウムを用いたレントゲン検査
をおこなう場合もあります。バリウム検査は影絵による診断方法ですので、胃壁の
キズがニッシェ（バリウムのたまり）や粘膜ヒダの集中（ひきつれ）として描出される
ことで消化性潰瘍と診断されます。診断の精度は内視鏡検査のほうが優れています
ので、通常はバリウム検査で消化性潰瘍と診断された場合には、確定診断のための
内視鏡検査をおこなうことが多いです。

2
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よくある質問 1010

お答えします

消化性潰瘍はどのように診断するのでしょうか？

医師が消化性潰瘍を診断する手順としては、患者さんの自覚症状を
考慮して、上部消化管のバリウム検査や内視鏡検査を用いることが多
いです（図参照）。内視鏡検査では癌などの悪性病変との鑑別を正確に
おこなう必要があります。

解　説



内視鏡を用いた消化性潰瘍の診断
最近では、消化性潰瘍の診断は、重篤な症状である吐血や下血を訴える患者さん
に対する緊急内視鏡検査はもとより、診断精度の面から内視鏡検査が最優先されて
います。
正確な診断とは、併せて治療方針を決定するものでなければなりません。したがっ
て、「本当に潰瘍病変があるのか？」「潰瘍であれば治療の必要な病期＊であるのか？」
「本当に癌ではないのか？」などの疑問に正確に答えるためには、内視鏡検査が必須
といえます。

良性の消化性潰瘍と確定診断するためには
消化性潰瘍の内視鏡診断でとくに重要なことは胃癌などの悪性病変の鑑別を正確
におこなうことです。胃癌の中には良性潰瘍とまぎらわしい内視鏡像を呈するもの
があります。一見、良性潰瘍にみえても潰瘍の辺縁にごくわずかな癌が存在するこ
ともあります。ですので、消化器内視鏡の専門医は、潰瘍の辺縁から組織を一部採取
して（生検）、顕微鏡で癌でないことを確認することもあります。さらに、潰瘍の治療
後に、もう一度内視鏡検査をおこなって悪性でないことを確認することも重要です。

脚注＊：消化性潰瘍の病期とは、治療の必要な「活動期」および「治癒期」と放置可能な「瘢痕
はんこん

期」
に分類されています（「よくある質問 13」参照）．

4

3

1 ：消化性潰瘍の理解のために
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図　消化性潰瘍の診断方法

バリウム検査 内視鏡検査

胃が痛い！ もたれる！
症状からの診断



ピロリ菌時代まで
消化性潰瘍の原因は、粘膜への攻撃因子（酸やペプシンなど）の増加と粘膜の防御

因子（粘膜血流、粘液など）の減少という両因子の総合の結果であると長い間考えら
れてきました（「よくある質問 6」参照）。しかし、強い酸性の胃内に、ピロリ菌が生
息していることが 1982 年に発見され、さらに潰瘍の患者さんの胃には高頻度にピ
ロリ菌が存在すること、ピロリ菌を除菌するとそれまで繰り返し再発していた潰瘍
がほとんど再発しなくなることが明らかになって、ピロリ菌が潰瘍の原因として大
きくクローズアップされました。また、そのころから消化性潰瘍のもうひとつの大
きな原因として、非ステロイド抗炎症薬（NSAIDs）が注目されるようになり、今日
ではピロリ菌と NSAIDs が潰瘍の 2 大原因とされています。

ピロリ菌による潰瘍の発症機序
ピロリ菌による潰瘍の発症機序について、多くの病原因子のうち有名なものをご
く簡単に紹介します（図参照）。
①細菌側の病原因子
●ウレアーゼ（アンモニアの産生）：胃内は分泌される塩酸によって強い酸性を呈

2
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よくある質問 1111

お答えします

ピロリ菌が消化性潰瘍の原因といわれますが、
どうしてピロリ菌が潰瘍をおこすのですか？

胃から分泌される胃酸は強く、胃内は強酸性を示します。ピロリ菌
はその中で生息するために、酵素を出してアンモニアを産生し、胃酸
を中和しています。そのアンモニアが胃粘膜を傷害すると考えられて
いるほか、さまざまな原因物質が潰瘍の原因として考えられています。
しかし、潰瘍発生の機序は完全には解明されていません。

解　説



するので、細菌は定住できないと長年考えられてきました。しかし、そこにピロリ
菌が感染して定着していることがわかったのです。ピロリ菌がウレアーゼという酵
素を持っていて、粘液中の尿素を分解してアンモニアを産生し、胃酸を中和してピ
ロリ菌の棲

す

める環境にしているためと考えられています。また、産生されたアンモ
ニア自体が粘膜を傷害する作用を持つと考えられています。
●ピロリ菌自身の持つ毒素：ピロリ菌はさまざまな毒素を持つことが知られてい
ます。しかし、日本人の持つピロリ菌は潰瘍のあるなしにかかわらずほとんどがこ
れら毒素を持っているので、潰瘍発生に強くかかわっている可能性は低いのではな
いかと現在は考えられています。
②そのほかの要因
ピロリ菌は通常では胃粘膜にしか定住できませんが、十二指腸球部に強い胃酸が
繰り返し流入すると、十二指腸球部に胃粘膜様の変化が生じ、そこにピロリ菌が定
着して十二指腸潰瘍をおこすと考えられています。

潰瘍発生の要因とされるものをいくつか述べましたが、ほかにも多数の因子が複雑
に絡み合っていて、潰瘍発生の機序は今なお十分明らかになっているとはいえません。
また、ピロリ菌感染の結果と考えられる胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃癌そのほかの
疾患の発症頻度が、全感染者のわずか数％に過ぎない理由や、発生するピロリ菌関連
疾患がいろいろに分かれる原因もなお明らかでなく、今後の解明が待たれています。

1 ：消化性潰瘍の理解のために
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図　ピロリ菌による潰瘍発生機序（仮説）の一部
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内視鏡を用いる検査法
内視鏡検査の際に胃の組織を一部採取してピロリ菌の感染の有無を判定する方法
の概略を記します。
①培養法
ばいようほう

直接ピロリ菌を培養する方法で、結果判定までに 1 週間くらいを要するので、通
常はあまり使用されません。しかし、ピロリ菌に対する抗菌薬の効きやすさを調べ
ることができるので、ピロリ菌除菌治療で除菌に失敗した場合、その患者さんのピ
ロリ菌に効果のある薬剤を決めるために使用することがあります。
②鏡検法

きょうけんほう

採取した組織を顕微鏡で観察してピロリ菌の存在を確認する検査です。組織学的
な炎症や胃粘膜の老化の程度から胃癌のリスクも推測できることが長所ですが、判
定の結果を得るまでの時間が長いことが欠点です。
③迅速
じんそく

ウレアーゼ試験
ピロリ菌がつくり出すウレアーゼという酵素の有無を調べる方法で、すぐに判定
できる点が大きな長所です。しかし、ピロリ菌の量が少ない場合には偽陰性

ぎいんせい
＊に注意

1
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よくある質問 1212

お答えします

ピロリ菌の感染はどのように診断するのでしょ
うか？

ピロリ菌に感染しているかどうかを調べるには、内視鏡検査の際に
同時におこなう方法と、内視鏡を必要としない方法があります。内視
鏡を使用しない方法では、血液・尿・便を用いる検査に加えて、吐く
息を使う尿素呼気試験

にょう そ こ き し け ん

などさまざまな方法があります。それぞれの検
査法には長所と短所があり、正確な判定のためには 2 つ以上の検査で
確認することが推奨されています。

解　説



する必要があります。

内視鏡を用いない検査法
①血清抗体法および尿中抗体法
血液や尿を用いる検査法です。簡単に調べられる点が長所で、ピロリ菌が少ない
場合も偽陰性となることが少なく、検診や若い人にはお勧めの検査法です。一方、
抗菌薬で除菌されていても、すぐには陰性と判定されないことが多く、除菌治療の
効果判定（除菌判定）には適していません。
②便中抗原法
便を用いる検査法です。ほかの検査法と同様に、ピロリ菌の量が少なくなってい
る胃粘膜を有する人では、偽陰性を呈することに注意が必要です。長所としては、
除菌判定にも使用できる点です。
③尿素呼気試験
吐く息、すなわち呼気を用いてウレアーゼ活性を調べる検査法です。施設によっ
ては、検査当日に結果が判明することが長所であり、また胃全体のピロリ菌を反映
する検査法であるので、除菌治療後の除菌判定に多く用いられています。短所は、
ピロリ菌の量が少なくなった老化した胃や、胃酸を抑える薬剤を用いている場合に
は、偽陰性を示すことがあることです。

＊脚注：偽陰性とは、本当は陽性であるのに検査では間違って陰性と判定されることです．
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図　ピロリ菌感染の診断

●内視鏡を用いた判定法（生検組織に用いる）
　　①培養法
　　②鏡検法（顕微鏡でみる）
　　③迅速ウレアーゼ試験

●内視鏡を使用しない検査法（血液などによる）
　　①血中・尿中抗体法
　　②便中抗原
　　③尿素呼気試験
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内視鏡検査の意義
胃潰瘍や十二指腸潰瘍の診断のために上部消化管内視鏡検査（いわゆる胃カメラ）

が施行されます（「よくある質問 10」参照）。内視鏡検査では、食道から胃、十二指
腸の半分ぐらいまで調べます。レントゲン検査と違って、直接粘膜を観察しますの
で、小さな病変も見つけ出すことができます。内視鏡検査で潰瘍が発見されると、
潰瘍の病期、つまりできたばかりか（活動期）、治りかかっているのか（治癒期）、も
う治っているのか（瘢痕

はんこん

期）、がわかります（図参照）。また、潰瘍からの出血の有無
もわかり、出血していれば、多くの場合、そのまま内視鏡による治療で止血されま
す（「よくある質問 15」参照）。さらに、悪性（癌）かどうかの鑑別にも内視鏡検査
は重要です。そのためには、粘膜の組織の一部を採取して（生検）、病理組織検査を
おこない、癌かどうかの診断をします。ピロリ菌の検査も、内視鏡検査における生
検でできます（「よくある質問 12」参照）。

内視鏡検査のリスク
通常の上部消化管内視鏡検査によるリスクはきわめて少なく、安全な検査です。
しかし、前処置として用いる薬剤に対する異常反応や、術中操作における出血や穿

2
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よくある質問 1313

お答えします

内視鏡検査について注意すべき点はなんですか？

内視鏡検査は安全な検査ですが、前処置の薬剤に対する異常反応や、
術中操作における偶発症がわずかながら報告されています。検査の前
には医師が検査の意義やリスクについてインフォームドコンセントを
おこないます。現在、経口内視鏡のほかに、経鼻内視鏡も使用されて
いますが、どちらも長所と短所があります。

解　説



孔などの偶発症の発症率が 0.012％、死亡率が 0.00076％と若干ながら報告され
ています（日本消化器内視鏡学会の全国調査による）。また、高血圧、心筋梗塞、糖
尿病、脳梗塞など、消化器疾患以外の基礎疾患（持病）を持っている場合は、さまざ
まな薬剤を服用していることが多いので、内視鏡検査前の準備について医師の指示
を受けてください。内視鏡検査前には、検査の意義やリスクについて、インフォー
ムドコンセントがおこなわれます。

苦痛の軽減
日本においては、普段の上部消化管内視鏡検査では、咽喉頭（のど）の表面麻酔だ
けで、静脈注射による鎮静はおこなっていない施設が多いです。苦痛の軽減のため
に、静脈注射による鎮静を希望する人もいますが、鎮静薬を用いることで呼吸抑制
などの偶発症が生じることがありますので、医師と十分相談してください。

経鼻内視鏡
最近、口から内視鏡を挿入する（経口内視鏡）かわりに、鼻から細い内視鏡を入れ
る経鼻内視鏡が普及してきました。通常の経口内視鏡にくらべ、経鼻内視鏡は苦痛
が少ないといわれています。経鼻内視鏡検査のほうが苦痛が少ない理由として、舌
の奥（舌根

ぜっこん

部）の刺激が避けられ、嘔吐反射を避けることができるためです。検査中
に会話も可能です。ただ、鼻腔が狭い人では、鼻の違和感が強いことや鼻出血を生
じる場合もあり、すべての人に可能ではありません。経鼻内視鏡は内視鏡が細いこ
とで、機能的に不十分な点も残っており、通常スクリーニングとして用いられてい
ます。精密検査の場合は通常の経口内視鏡を用います。

4
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図　胃潰瘍の病期（活動期、治癒経過期、瘢痕期）
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胃にやさしい食事は必要か？
消化性潰瘍の治療は、昔から心身の安静、喫煙・飲酒の制限などの生活指導や食
事制限が基本としておこなわれてきました。食事に関して、胃酸分泌を促進するよ
うなコーヒー、紅茶、香辛料などの摂取を控え、逆に胃酸に対して緩衝作用のある
牛乳などの摂取が推奨されていました。しかし、潰瘍治療におけるこれらの食事の
注意は、ほとんどがよく吟味された研究に基づいたものではなく、経験論や多くの
観察的な検討によるものでした。潰瘍の原因の多くはピロリ菌の感染、非ステロイ
ド抗炎症薬（NSAIDs）の内服によることが明らかになり、ピロリ菌の除菌治療や、
強力に胃酸を抑制するプロトンポンプ阻害薬（PPI）が出現し、適切な薬物治療がお
こなわれるようになった現状では、潰瘍治療における生活指導や食事制限の意義は
大きく変わってきました。
酸分泌抑制薬
さんぶんぴよくせいやく

を内服していると、食事による胃内酸度への影響はほとんどありま
せん。実際、出血している潰瘍でも、H2 受容体拮抗薬（H2RA）または PPI 投与下
では、食事をした人と絶食した人で、胃内酸度に差はみとめられていません。また、
ピロリ菌の除菌治療の効果に食事成分が関与するとの報告もなく、適切な潰瘍治療
がおこなわれた場合は、食事制限の役割は非常に低く、コーヒー、紅茶も過度でな

1

●●● 30 ●●●

よくある質問 1414

お答えします

消化性潰瘍になったら食事に注意することはあ
りますか？

ピロリ菌の除菌治療や薬物治療などで適切な消化性潰瘍の治療がで
きている場合には、厳しい食事制限は必要ないですが、一般的に嗜好
品は適度にして胃腸にやさしい食事が好ましいです。また、アルコー
ルは、ピロリ菌の除菌に用いる薬剤によっては禁酒が必要になります。
喫煙はピロリ菌の除菌率を低下させますので、禁煙が重要です。

解　説



ければ差し支えないです（「よくある質問 9」参照）。

お酒は飲んでよいか？
アルコールは、急性胃潰瘍の重要な病因のひとつにあげられていますが、慢性の
消化性潰瘍の原因となる証拠はありません（「よくある質問 9」参照）。また、ピロ
リ菌の除菌治療に関しても、除菌率に飲酒は関係しないとされています。過度のア
ルコール摂取は慎む必要はありますが、通常の潰瘍の治療において飲酒を制限する
必要はないものと思われます。ただし、ピロリ菌の二次除菌治療で使われるメトロ
ニダゾールは血中アセトアルデヒド濃度を上昇させるため、いわゆる｢悪酔い、二日
酔い｣をひきおこしますので、二次除菌治療中は禁酒が必要です（「よくある質問 20」
参照）。

たばこはすってよいか？
喫煙は、胃の粘膜の血流を低下させ、胃潰瘍の危険因子のひとつと考えられてい
ます（「よくある質問 5」参照）。ピロリ菌の除菌治療では、喫煙が除菌率を低下さ
せることが明らかになっています。喫煙の重大な健康被害を考えると、潰瘍の患者
さんに限らず厳重な禁煙指導は大変重要です。

3
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図　潰瘍治療中の注意

潰瘍の治療中な
ので、コーヒー
は控えめにね ！



潰瘍からの出血
胃潰瘍や十二指腸潰瘍の症状は多くが心窩部

しんかぶ

痛、胃部不快感、吐き気などです。
しかし、時に出血をきたすことがあります。出血量が多いと、口から血液を吐く（吐
血）や黒色の便（タール便）が出る（下血）といった症状がみられます。出血した血液
が黒色を呈するのは、血液が胃内の胃酸により黒色に変色するためです。しかし、
出血量がさらに多くなると、赤色のままで排出されることもあります。胃潰瘍と十
二指腸潰瘍では、胃潰瘍のほうが出血をきたす頻度は高いと報告されています。

内視鏡による治療の有効性
吐血や下血を呈する疾患には、潰瘍のほかに胃癌、胃炎などの多数の病気があり
ます。このため、出血の症状をきたして来院した患者さんには全身状態が許せば、
出血の原因を調べる目的で直ちに内視鏡検査（緊急内視鏡検査）をおこないます。そ
れぞれの病気に合った治療法をおこなうためです。
潰瘍からの出血の場合には、内視鏡による治療（内視鏡的止血法）の適応の有無を

判定します。適応があると診断されれば、ひきつづいて内視鏡的止血法をおこない
ます。内視鏡的止血法の適応は、出血をしている潰瘍や露出血管を有する潰瘍です。
このような潰瘍に内視鏡的止血法をおこなうと、持続・再出血、緊急手術への移行

2
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よくある質問 1515

お答えします

消化性潰瘍からの出血に対する内視鏡治療はど
のようなものでしょうか？

消化性潰瘍の出血に対して内視鏡による治療がおこなわれるのは、
出血をしている潰瘍や露出血管がある潰瘍に対してです。機械的止血
法、薬物局注法、熱凝固法、薬物散布法といった方法があり、医師は
出血の状況に応じて最適の方法を選択します。

解　説



が少ないことや、内視鏡的止血法をおこなわないより治療効果が高いことが明らか
にされています。

内視鏡的止血法の方法
内視鏡的止血法には大きく分けて 4 つの方法があります。それは、①機械的止血
法、②薬物局注法、③熱凝固法、④薬物散布法です。これらの方法は、内視鏡内に
装着されている鉗子孔

かんしこう

という細い管に処置具を入れて、胃や十二指腸内で治療をお
こないます。
機械的止血法とは、出血する血管を直接機械的に絞扼

こうやく

する方法で、クリップ法や
結紮
けっさつ

法などがあります。クリップ法とは、金属製の洗濯ばさみのような器具で出血
している血管を直接はさんで止血します（図参照）。薬物局注法とは、止血効果のあ
る薬剤を出血部に直接注射して止血する方法です。熱凝固法とは、熱での焼灼によ
る組織の凝固作用を利用して止血します。薬物散布法とは、止血効果のある薬剤を
潰瘍部に散布する方法です。これらの方法は単独で用いるだけでなく、併用するこ
ともあります。また、薬物散布法を除いて、止血効果には明らかな差がありません。

内視鏡による治療後
出血性潰瘍に対して内視鏡的止血法により止血が得られたあとには、消化管運動
を抑制する目的で絶食にして酸分泌抑制薬を投与します。このため入院で治療がお
こなわれます。完全に出血がないと判断されれば通常の潰瘍治療が開始されます（「よ
くある質問 16」参照）。

4
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図　内視鏡的止血法（クリップ法）



酸分泌抑制薬
出血性潰瘍に対しては、内視鏡による止血術をおこなったあと、通常は再出血を
予防する目的で胃薬の一種である酸分泌抑制薬を投与します（図参照）。酸分泌抑制
薬にはプロトンポンプ阻害薬（PPI）と H2 受容体拮抗薬（H2RA）の 2 種類があり、
前者のほうがより強力に胃酸分泌を抑制する作用があります。PPI の投与は、投与
しない場合にくらべ、再出血率の減少、輸血量の減少、入院期間の短縮、外科手術
移行率を減少させる効果があることが証明されています。一方、H2RA の投与は、
投与しない場合にくらべ、再出血率や死亡率には差はないものの、外科手術移行率
を減少させる効果があることが証明されています。
内視鏡治療後の PPI と H2RA の効果を比較した研究では、前者は後者にくらべて

再出血率が低い、輸血量が少ない、入院期間が短い、外科手術移行率が低いことが
証明されており、海外では PPI のほうが優れていると評価されています。しかし、
日本における研究では、両者間にはほとんど差がないと報告されています。海外と
日本の間で PPI と H2RA の評価に差があるのは、①海外研究の多くが高用量（日本
での使用量の 2 倍）の PPI が使用されていること、②内視鏡治療における止血手技
の差（日本のほうが内視鏡による止血がより確実におこなわれている）、の 2 つの理
由が考えられています。

1
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よくある質問 1616

お答えします

出血性潰瘍の内視鏡治療後は、胃薬はいらない
のでしょうか？

出血性潰瘍の内視鏡治療後は、しばらく酸分泌抑制薬による治療が
必要です。これは、再出血の予防や外科手術への移行を減少させるた
めです。またその後、ピロリ菌の感染がある場合には、出血性潰瘍の
再発予防のために除菌治療が推奨されています。

解　説



酸分泌抑制薬の投与には静脈内投与（注射）と経口投与する方法がありますが、内
視鏡を用いて止血をおこなったあと、数日間は静脈内投与をおこない、その後に経
口薬に切り替えるのが一般的です。

防御因子増強薬
潰瘍治療薬には、酸分泌抑制薬のほかに、粘膜の修復の促進や保護作用のある防
御因子増強薬があります。内視鏡による止血をおこなったあと、酸分泌抑制薬と併
用して一部の防御因子増強薬が用いられる場合がありますが、防御因子増強薬の再
出血の予防効果に関する科学的根拠は乏しいのが現状です。

ピロリ菌の除菌治療
出血性潰瘍が治癒したあと、ピロリ菌の感染をみとめる患者さんでは、出血性潰
瘍の再発予防の目的で除菌治療をおこなうことが推奨されています。出血性潰瘍は
いったん治っても、その後無治療で経過をみると前回できた潰瘍のすぐ近くに再発
して再出血することがしばしばあります。ピロリ菌を除菌することによる潰瘍の再
発とともに再出血に対する予防効果が研究で証明されています。一方、出血性潰瘍
が治癒したあと、酸分泌抑制薬の継続服用も再発予防に有効ですが、ピロリ菌を除
菌（除菌に成功したあとは無治療で経過をみる）するほうが費用対効果

ひようたいこうか

に優れていま
す。
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図　出血性潰瘍に対する治療戦略

内科的治療
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出血性潰瘍 内視鏡治療
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NSAIDs による出血の場合
どうしても痛み止め（NSAIDs）を必要とする場合を除き、一般的には休薬するべ
きでしょう。出血がない潰瘍であったとしても休薬は必要です。NSAIDs は潰瘍治
癒に重要な役割を果たすプロスタグランジンという物質を抑制してしまうので、プ
ロスタグランジンによって潰瘍周囲につくられる新たな血管や上皮細胞の形成が抑
えられてしまいます。その結果、潰瘍治癒が著しく遅れてしまいます。これまでの
多くの研究により、NSAIDs 服用者は非服用者にくらべて上部消化管の出血リスク
は 5 倍前後にのぼることがわかっています。
では、どうしても NSAIDs が必要な場合どうすればよいのでしょう。この場合、
消化器内科の医師や NSAIDs を処方した医師と相談する必要があるでしょう。内視
鏡検査で確実に止血が得られているなら、粘膜傷害性の少ない NSAIDs（たとえば
アセトアミノフェン）への変更も可能です。どのような NSAIDs も潰瘍治癒を遅ら
せてしまうので、NSAIDs を変更、再開するにあたっては消化器内科医と相談し、
再出血予防のための潰瘍治療薬の服用が必要です（「よくある質問 23～25」参照）。

1
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よくある質問 1717

お答えします

非ステロイド抗炎症薬やアスピリンなどの薬に
よって生じた出血と診断された場合、その薬は
やめるべきでしょうか？

非ステロイド抗炎症薬（NSAIDs）やアスピリンによって生じた出血
性潰瘍の場合、一般的には休薬することが重要です。しかし、それら
の薬によって予防される疾患（心筋梗塞や脳梗塞）との兼ね合いもあり
ますので、患者さん自身で勝手に薬をやめず、NSAIDs やアスピリン
を処方した医師、また消化器内科医に相談することが重要です。

解　説



アスピリン服用にともなう出血の場合
アスピリンは心筋梗塞、脳梗塞予防のために処方される抗血小板薬で、このよう
な病気の再発予防が必要な患者さん、あるいは病気発症の危険性がある患者さんで
は服用のメリットが明らかにされています。一方で、NSAIDs と同様に粘膜傷害性
と血小板機能（止血に必要な機能）抑制作用があるため、アスピリン服用者では非服
用者にくらべ 3～5 倍の上部消化管の出血リスクがあります。アスピリン服用にと
もなって消化管出血が生じた場合、それを休薬すべきか否かは、休薬した場合にア
スピリン服用で予防している病気が発症する危険性もあり、患者さん自身で決める
べきではありません。心筋梗塞の既往があり、冠動脈ステントを留置しているため
にアスピリンを服用している患者さんは、個人の判断で休薬した場合、冠動脈ステ
ント再梗塞の可能性があるために危険です（図参照）。アスピリンを処方した循環器
内科や神経内科の医師と、消化器内科の医師による判断が重要といえるでしょう（「よ
くある質問 23～25」参照）。

そのほかの抗血小板薬による消化管出血
アスピリン以外の抗血小板薬も血管梗塞予防のために用いられています。アスピ
リンにくらべ消化管の出血リスクは少ないとされていますが、予防する疾患によっ
てはアスピリンに加えてもう 1 種類、抗血小板薬を服用している場合があります。
この場合の消化管出血についても、抗血小板療法をおこなっている診療科と消化器
内科医が相談し、治療方針を決定する必要があるでしょう。

3
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図　アスピリン服用のメリットとデメリット

抗血小板薬アスピリンは梗塞予防にどうしても必要な場合があり、
消化管出血の場合であっても服薬を中断するかどうかは主治医と
の相談が必要です。

心臓 胃

アスピリン服用による
消化管出血

アスピリンによる冠動脈
ステント再梗塞予防



いつピロリ菌の除菌をするか？
消化性潰瘍を生じさせる 2 大要因は、ピロリ菌感染と非ステロイド抗炎症薬

（NSAIDs）の服用です（「よくある質問 8」「よくある質問 11」参照）。潰瘍が生じ、
出血がある場合には出血を止めることをまず優先します。出血を止めたあと、
NSAIDs を飲んでいた場合は、NSAIDs が原因の潰瘍の治療を優先します。
NSAIDs を飲んでおらず、ピロリ菌が陽性の場合にピロリ菌の除菌治療を開始しま
す（図参照）。ピロリ菌除菌治療の服薬期間は 1 週間です。通常、胃潰瘍の場合では
治療開始 8 週後、十二指腸潰瘍の場合には治療開始 6 週後を基準として、潰瘍が
治っているかどうかを内視鏡検査などで確認します。日本の保険診療では 1 週間の
ピロリ菌除菌治療のあと、胃潰瘍では 8 週間まで、十二指腸潰瘍では 6 週間まで酸
分泌抑制薬による潰瘍治療を追加することがみとめられています。しかし、十二指
腸潰瘍の場合には 1 週間のピロリ菌除菌治療のあと、さらに酸分泌抑制薬などの潰
瘍治療を追加しても潰瘍が早く治ることはないことが明らかにされています。一方、
胃潰瘍の場合は 1 週間のピロリ菌治療のあと、無治療よりもなんらかの潰瘍治療薬
（酸分泌抑制薬を含む）を追加したほうが潰瘍が早く治ることが明らかにされていま

1

●●● 38 ●●●

よくある質問 1818

お答えします

ピロリ菌によって生じた消化性潰瘍はどのよう
に治療するのでしょうか？

ピロリ菌による消化性潰瘍では、出血がある場合には、まずは止血
治療を優先します。止血治療後は、ピロリ菌の除菌治療を開始します。
ピロリ菌の除菌治療後は、胃潰瘍の場合は潰瘍治療薬を追加投与する
ことで早く潰瘍が治りますが、十二指腸潰瘍の場合はその効果は明ら
かではありません。ピロリ菌除菌の成否の確認は、胃癌にともなう潰
瘍かどうかの確認も含めて重要です。

解　説



す。はじめに通常の酸分泌抑制薬による潰瘍治療をおこない、潰瘍が治ったあとに
1 週間のピロリ菌除菌治療をしてもよいのですが、この方法を選択する医学的な根
拠はありません。

ピロリ菌の除菌治療のあとはどのようなことに気をつけるか？
1 週間のピロリ菌の除菌治療を受けると、ピロリ菌が除菌されていない場合であっ

ても多くの潰瘍は治るものの、一部治らない潰瘍があったり、またピロリ菌が陽性
のままではいずれ潰瘍は再発します。ですから、1 週間のピロリ菌の除菌治療のあ
と、できるだけ早期にピロリ菌除菌の成功、失敗を知ることは大変重要となります。
胃潰瘍、十二指腸潰瘍ともに、除菌治療後にもっとも強力な酸分泌抑制薬であるプ
ロトンポンプ阻害薬（PPI）を服用する医学的意義は上記のとおりですが、気をつけ
なければいけないことは PPI の服用はピロリ菌除菌の成功、失敗の判定に影響を与
えることです。もっとも正確なピロリ菌除菌判定法である尿素呼気試験は、PPI 服
用中止 4 週以降に実施しなければ正確な判定ができません（「よくある質問 12」参
照）。このような点も考慮して 1 週間のピロリ菌の除菌治療後の潰瘍治療法、治療
薬剤を選択しなければいけません。1 週間のピロリ菌の除菌治療を受けると、ピロ
リ菌除菌に失敗しても多くの場合、潰瘍による痛みなどの症状は消失するため、通
院を中断しがちですが、ピロリ菌治療後にはかならず正確な除菌成功、失敗の判定
まで通院することが重要です。また、胃潰瘍の場合、まれに胃癌にともなう潰瘍で
あることもあり、ピロリ菌の除菌治療後には除菌の判定とともに、良性の潰瘍であ
ることの確認も含めて、可能であれば内視鏡検査などで潰瘍の治癒を確認すること
がのぞましいです。
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図　潰瘍発生の仕組みとピロリ菌除菌による再発の防止
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海外におけるピロリ菌除菌後の潰瘍再発の研究結果
ピロリ菌が原因の消化性潰瘍では、ピロリ菌を除菌して潰瘍が治ると、再発はほ
とんどしなくなることがわかっています。
ピロリ菌除菌後の潰瘍の再発についての海外での研究では、十二指腸潰瘍の再発
率は、除菌成功例で 6％、不成功例で 67％で、胃潰瘍の再発率は、除菌成功例で
4％、不成功例で 59％とされています。ピロリ菌除菌の成功例では潰瘍再発率が
とても低いので、除菌治療後の除菌成功の判定を持って、潰瘍が治ったとしてよい
と考えられています。
また、ピロリ菌除菌後の長期間での潰瘍再発率については、胃酸を抑える薬をつ
づけて内服した人やアスピリンや NSAIDs を服用した人は除いて、十二指腸潰瘍の
除菌成功の患者さん 141 人、胃潰瘍の除菌成功の患者さん 45 人を、半年から 10
年間、平均して約 2 年半の間観察した海外の研究があります。この研究では、なん
と潰瘍の再発は 0 人でした。アスピリンや NSAIDs 服用がなければ、除菌後の潰
瘍再発は、ほぼ完全に抑えられるということになります。

日本におけるピロリ菌除菌後の潰瘍再発の状況
日本でのピロリ菌除菌後の潰瘍の再発についての状況はどうでしょうか。日本に

2
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よくある質問 1919

お答えします

ピロリ菌除菌治療が成功すれば、もう消化性潰
瘍は再発しないのでしょうか？

ピロリ菌除菌治療が成功した場合は、消化性潰瘍の再発はほぼあり
ません。ただし、アスピリンや非ステロイド抗炎症薬（NSAIDs）を服
用している場合は再発の可能性が高くなります。また、喫煙やアルコー
ル摂取がある場合も再発率が高くなります。

解　説



おける最近の研究では、潰瘍再発率は 3.02％でした。年間での再発率は、胃潰瘍
2.3％、十二指腸潰瘍 1.6％、胃・十二指腸潰瘍 1.6％で、NSAIDs 服用者を除く
と、再発率はそれぞれ、胃潰瘍 1.9％、十二指腸潰瘍 1.5％、胃・十二指腸潰瘍
1.3％に低下しました。喫煙者、飲酒家、NSAIDs 服用者の再発率は、十二指腸潰
瘍再発例よりも胃潰瘍再発例で高いという結果でした。つまり、日本においてもピ
ロリ菌除菌後の潰瘍の再発率は非常に低いということです。

ピロリ菌除菌治療後の潰瘍再発の原因
以上のように、除菌後の潰瘍再発は非常にまれですが、再発の原因としては、
NSAIDs やアスピリンの服用、非ピロリ菌・非 NSAIDs 潰瘍（NSAIDs 以外の薬剤、
過酸性など）、ピロリ菌の再燃あるいは再感染などがあります。日本での除菌成功後
のピロリ菌再感染率は、1～2％/年とされています。除菌後に潰瘍が再発した場合
には、これらの原因があるかを調べる必要があります。
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ピロリ除菌成功
で安心です ！



ピロリ菌の除菌治療とは
ピロリ菌の除菌治療とは、抗菌薬を一定期間（約 1 週間）服薬し、ピロリ菌を退治

することです。使用する薬剤は、これまでの多くの研究により、標準的にはプロト
ンホンプ阻害薬（PPI）、アモキシシリン（AMPC）、クラリスロマイシン（CAM）の
3 つの薬剤を使用するのが効果的とされています。また、最初におこなう除菌治療
を「一次除菌」とよび、もし一次除菌が失敗に終わった場合に薬剤を変更しておこ
なわれる次の治療を「二次除菌」とよびます。二次除菌でもピロリ菌が除菌できな
かった場合におこなう治療を「三次除菌」とよびますが、この場合には保険診療が
適用されません。

二次除菌の実際
一次除菌の不成功の最大の原因は、CAM 耐性菌＊といわれています（「よくある質

問 21」参照）。ですので、二次除菌で CAM を含んだ方法でおこなっても、低い除
菌率しか期待できません。日本では CAM 耐性率は 20～30％とされていて、同じ
くらいの割合の患者さんで一次除菌が不成功になります。

2
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よくある質問 2020

お答えします

ピロリ菌除菌治療に失敗した場合はどうするの
でしょうか？

ピロリ菌の除菌治療が失敗した場合には、最初の除菌（一次除菌）で
使用した薬剤の一部を変更して、新たな除菌治療をおこないます（二
次除菌）。一次除菌での除菌が失敗する確率は 20～30％とされてい
ます。二次除菌をおこなえば高い確率で除菌が成功しますが、それで
も除菌されない場合は三次除菌を検討します。

解　説



つまり、PPI＋AMPC＋CAM での一次除菌が不成功となった場合の二次除菌法
では、CAM をメトロニダゾール（MNZ）という薬剤に変更した方法が有効とされて
います。この方法は保険診療でもみとめられています。約 1 週間の治療で除菌率は
82～97％です。副作用については主なものは下痢ですが、軽度のものが多く、服
用中止にいたった人や服用に影響が生じた人はわずかとされています（「よくある質
問 21」参照）。

三次除菌の実際
二次除菌をおこなった場合でも不成功となる人は 4～18％くらい存在します。こ
れらの患者さんには三次除菌をおこないますが、まだ確実な方法は定まっていませ
ん。わが国では候補として、レボフロキサシン（LVFX）3 剤療法や高用量 AMPC＋
PPI などが検討されていますが、今後いっそうの研究が必要とされています。

＊脚注：耐性菌とは、菌が変化をして本来効果のあるはずの薬剤が効かなくなった菌のことを指し
ます。

3
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一次除菌の副作用
プロトンポンプ阻害薬（PPI）＋AMPC＋CAM の一次除菌治療では、約 1/3 の

患者さんに血液検査の異常を含めた副作用をみとめています。主なものは下痢、軟
便を約 20％、苦味などの味覚異常を約 4％、かゆみ、発疹などの皮膚症状を約 4％
にみとめています。また、検査値異常としては白血球減少、好酸球増多、肝機能異
常、尿蛋白陽性などを 3～4％にみとめています。出血性大腸炎や喉頭浮腫など投
与中止となる重篤な副作用が 2～5％にあります。
下痢の原因として、抗菌薬による腸内細菌叢

さいきんそう

のバランスの変化や腸管刺激作用が
考えられています。軟便または軽度の下痢の場合は、確実に除菌するために薬剤を
最後まで継続して服用することが必要です。日ごろより軟便気味の患者さんには、
整腸剤を一緒に内服することが有用とされています。ただし、下痢に粘液や血液を

1

●●● 44 ●●●

よくある質問 2121

お答えします

ピロリ菌の除菌治療にともなう副作用はありま
すか？

ピロリ菌の除菌治療は薬剤の量が多く、かつ 1 週間つづけて内服す
るので、副作用が比較的多くあります。そのことを十分に理解したう
えで治療を開始することが大切です。まず、除菌治療に使用される薬
剤をこれまでに服用したことがある場合、薬剤に対する過敏症（薬剤
アレルギー）の有無を確かめます。除菌薬にアレルギーをおこしたこ
とがある場合は、その薬剤を使用した除菌はおこなえません。また、
アモキシシリン（AMPC）は伝染性単核球症の患者さん、クラリスロマ
イシン（CAM）は心電図異常をひきおこす可能性のある薬剤を投与中
の患者さん、メトロニダゾール（MNZ）は妊娠の可能性のある患者さ
んには使用できません。

解　説



ともなったり、発熱や強い腹痛が出現したときは治療を中止して、適切な処置が必
要となります。苦味などの味覚異常は、CAM が唾液より分泌されることによって
発現する副作用で、服薬中止により消失します。
65 歳以上の患者さんを対象にした調査では、副作用頻度は高齢者でとくに高い
ということはありませんでした。ですので、高齢者でも副作用を心配して除菌を控
える必要はないと考えられています。

二次除菌の副作用
二次除菌治療（PPI＋AMPC＋MNZ）の副作用は、下痢、舌炎、悪心

おしん

、しびれ感
などが 10～60％にみとめられています。重い副作用の報告は少ないですが、1 週
間の内服直後に肝機能の一時的な異常があります。また、MNZ 特有の副作用とし
て、飲酒によりアセトアルデヒドという物質が体内蓄積し、腹痛、嘔吐、ほてりな
どがあらわれることがあるので、MNZ 内服中は飲酒を避けなければいけません。さ
らに、MNZ の作用により、ワルファリンの作用を増強し出血などがあらわれるこ
とがあるので注意が必要です。

耐性菌とは？
耐性菌とは抗菌薬が効きにくくなった菌のことです。CAM 耐性菌は最近急激な
増加傾向をみとめています。CAM を含むピロリ菌の除菌治療が失敗した患者さん
では、半数以上が耐性菌に変化するとされており、安易に不十分な除菌治療がおこ
なわれることは、耐性菌の出現を増加させます。
服薬率の低下は除菌が失敗する原因となるだけではなく、抗菌薬に対する耐性菌
の出現につながります。また、以前にマクロライド薬を長期に服用したことがある
患者さんでは、胃内のピロリ菌が CAM 耐性となっていることが疑われ、一次除菌
が困難な場合があります。

3
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消化性潰瘍の治療方針（図参照）
消化性潰瘍と診断されたら、まず潰瘍を治す治療（初期治療）が始まります。通常、
治療が始まってから胃潰瘍では 8 週間、十二指腸潰瘍では 6 週間程度で潰瘍はほぼ
治りますが、ピロリ菌に感染している場合は、潰瘍が治ったからといってそこで治
療をやめてしまうと、その後 1 年間で 70％近くが再発してしまいます。そのため、
たとえ潰瘍が治ったとしても、ピロリ菌に感染している場合は潰瘍の再発を防ぐ治
療（維持療法）をその後も受けつづけることが大切です。

薬剤による治療
潰瘍治療薬にはさまざまな種類がありますが、現在もっとも多く使われているの
は、胃酸を抑えて潰瘍を治す酸分泌抑制薬です。ほかには、粘膜を保護する働きを
持つ防御因子増強薬などがありますが、潰瘍を治す力が酸分泌抑制薬とくらべると
弱いために、これらは単独で処方されるよりも、酸分泌抑制薬とあわせて処方され
ることが多いです。
初期治療では、酸分泌抑制薬で胃酸をしっかりと抑えることが、痛みを素早く取

2
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よくある質問 2222

お答えします

ピロリ菌除菌ができなかった、あるいはできな
い場合の消化性潰瘍の治療はどうするのでしょ
うか？

ピロリ菌に感染している患者さんで、ピロリ菌を除菌できなかった、
あるいは除菌治療薬に副作用があって除菌治療が受けられない場合の
消化性潰瘍の治療は、潰瘍がどのような状態にあるかで治療の内容が
異なってきます。また、ピロリ菌に感染していると、潰瘍が治っても再
発しやすいため、潰瘍がどのような状態であっても、生活習慣の改善
や食生活の工夫などの薬剤によらない治療がいっそう重要となります。

解　説



り除き、さらには潰瘍を早く治すために大変重要です。酸分泌抑制薬にはさまざま
な種類がありますが、治療効果の高い酸分泌抑制薬［プロトンポンプ阻害薬（PPI）、
H2 受容体拮抗薬（H2RA）］を優先して処方することが勧められています。
維持療法では、初期治療ほど強く胃酸を抑えなくても、再発を防ぐにはほぼ十分
なので、H2RA を初期治療の半分量で処方することが勧められています。

薬剤によらない治療
ピロリ菌に感染していると、いったん潰瘍が治ったとしても再発しやすいことも
あり、薬剤による治療だけではなく、薬剤によらない治療も大変重要です。
まず、ピロリ菌以外の原因（非ステロイド抗炎症薬、ストレス）を可能なかぎり取

り除くことが重要です。また、禁煙や過度の飲酒を避けるなどの生活習慣の改善や、
あっさりとした消化のよいものをよく噛んで食べるなどの食生活の工夫もするとよ
いでしょう（「よくある質問 5」「よくある質問 8」「よくある質問 9」「よくある質問
14」参照）。

3

2 ：ガイドラインによる消化性潰瘍診療の理解のために

●●● 47 ●●●

図　消化性潰瘍の治療方針

検　査

消化性潰瘍と診断

初期治療の開始

検　査

治癒したと診断

維持治療に移行

〈初期治療〉
〈潰瘍を治す治療、通常6～8週間程度〉

〈維持療法〉

酸分泌抑制薬★★
（＋防御因子増強薬、消化剤など）

酸分泌抑制薬★
（＋防御因子増強薬、消化剤など）

原因の除去、生活習慣の改善、食生活の工夫など

〈潰瘍の再発を防ぐ治療、通常6～8週間以降〉

★ プロトンポンプ阻害薬あるいはH2受容体拮抗薬が処方されることが多い
★★ 初期治療の半分量のH2受容体拮抗薬が処方されることが多い

薬剤による
治療

薬剤によらない
治療



NSAIDs で生じた潰瘍治療
消化性潰瘍と診断されたときには、関節リウマチ、関節炎、腰痛などで処方され
ていた NSAIDs は極力中止することがのぞまれます。そのまま継続していると潰瘍
が悪化し、出血をきたし、吐血や黒色便（タール便）が出現することがあります。場
合によっては、潰瘍が深く掘れて穴があく（穿孔）こともあります（図参照）。出血や
穿孔を生じた場合には、まずはそれらの治療（内視鏡的止血法や緊急手術）が優先さ
れます（「よくある質問 15」「よくある質問 27」参照）。重症の潰瘍では入院し数日
間の絶食のうえ、点滴をおこない PPI や H2 受容体拮抗薬（H2RA）などの酸分泌抑
制薬の注射による治療をおこないます。安静にしていると関節痛や腰痛などは和ら
ぐので、NSAIDs は中止可能なことが多いです。潰瘍の程度が軽い場合は、PPI、
H2RA などの飲み薬による通常の潰瘍治療をおこない、ピロリ菌の除菌治療もおこ
ないます。NSAIDs の中止が可能であれば、潰瘍は比較的容易に治癒しますが、ど
うしても痛みが強く、NSAIDs の中止が不可能な場合には、PPI や PG 製剤を用い
ながらの治療がもっとも効果があります。

1
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よくある質問 2323

お答えします

非ステロイド抗炎症薬やアスピリンなどの薬に
よって生じた消化性潰瘍の治療はどうするので
しょうか？

可能ならば非ステロイド抗炎症薬（NSAIDs）やアスピリンを中止し、
通常使用されている潰瘍治療薬で治療します。それらの薬剤の中止が
不可能なときにはプロトンホンプ阻害薬（PPI）やプロスタグランジン
（PG）製剤で治療します。とくに低用量アスピリンは重要な薬ですの
で、自己判断で中止しないでください。

解　説



アスピリンで生じた潰瘍治療
狭心症や脳梗塞の治療後の再発予防に低用量アスピリンが広く用いられています。
低用量アスピリンは、たとえ潰瘍が見つかっても安易に中止すると危険です。なぜ
ならば狭心症や脳梗塞が再発する危険があるからです。しかし、出血がひどく絶食
での治療が必要な場合は、やむなくアスピリンの中止を余儀なくされることもあり
ますが、アスピリンを処方している循環器内科、神経内科などの専門医と相談しな
がら、慎重に対応する必要があります（「よくある質問 17」参照）。

NSAIDs とアスピリンの併用で生じた潰瘍治療
高齢の患者さんは、整形外科と循環器内科など複数の診療科を受診していること
が少なくありません。整形外科から NSAIDs、さらに循環器内科から低用量アスピ
リンが処方されているようなケースもあります。このように薬が重なると潰瘍発生
のリスクが高まります。潰瘍が重症であれば NSAIDs も低用量アスピリンも中止す
る必要がありますが、前述した理由により低用量アスピリンの中止はそれを処方し
た専門医と相談のうえ、慎重におこなうべきです。

潰瘍治療後の留意点
NSAIDs や低用量アスピリンで潰瘍や出血をおこした患者さんは、再発の危険性が

あります。そのため潰瘍治療薬を長期に継続する必要がありますが、自己判断で服
薬を中止しないよう留意してください。

4
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図　穿孔、出血

穿　孔 出　血



NSAIDs のみ服用している場合
NSAIDs と PPI や PG 製剤を併用することが、ふたたび潰瘍をひきおこすこと
を予防します。また、NSAIDs を COX-2 選択的阻害薬という薬に代えることが潰
瘍からの再出血を予防します。さらに、ピロリ菌の除菌治療が NSAIDs によって生
じる潰瘍発生を減少させます。これらから、潰瘍の治療後に NSAIDs を服用すると
きには、ピロリ菌の除菌治療に加えて、PPI や PG 製剤を併用することや、NSAIDs
を COX-2 選択的阻害薬へ変更して、潰瘍や出血の再発予防を図れば、服用が可能
です。しかし、それでも再発がおこりえますので、慎重に経過観察をする必要があ
ります。

アスピリンのみ服用している場合
以前に出血性胃潰瘍や十二指腸潰瘍をおこしたことのある患者さんが、アスピリ
ンを服用すると潰瘍や出血をふたたびみとめることが多くなります。また、アスピ
リンによる出血性潰瘍の治療後の再出血は、ピロリ菌の除菌治療が出血の再発予防

2
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よくある質問 2424

お答えします

非ステロイド抗炎症薬やアスピリンなどの薬に
よって生じた消化性潰瘍の場合、治療後その薬
はもう服用できないのでしょうか？

非ステロイド抗炎症薬（NSAIDs）やアスピリンにより一度潰瘍や出
血などの合併症を経験した患者さんが、NSAIDs やアスピリンをふた
たび服用する場合には、潰瘍や出血が再発しやすいといわれています。
しかし、ピロリ菌の除菌治療に加えて、潰瘍治療薬のプロトンポンプ
阻害薬（PPI）やプロスタグランジン（PG）製剤を併用することで潰瘍
の再発を予防しながらふたたび NSAIDs やアスピリンの服用は可能で
す。

解　説



となりますが、ピロリ菌除菌治療に加えて、PPI を服用することが、アスピリンに
よる出血性潰瘍の再発をさらに抑えます。したがって、潰瘍治療後にアスピリンを
服用するときは、ピロリ菌の除菌治療に加えて PPI を併用することで再発予防を図
りながらふたたび服用が可能です。

NSAIDs とアスピリンを服用している場合
NSAIDs とアスピリンを併用している場合は、1 種類のみ服用している場合より
潰瘍や出血のリスクが高くなります。しかし、アスピリンに併用する NSAIDs を
COX-2 選択的阻害薬に変更すると、従来の NSAIDs を併用する場合にくらべて消
化管での潰瘍および出血のリスクが下がります。また、ピロリ菌の除菌治療は
NSAIDs やアスピリンによる潰瘍出血の再発を予防します。したがって、潰瘍治療
後に NSAIDs とアスピリンを併用する場合は、ピロリ菌の除菌治療に加えて PPI
を服用することで再発予防を図りながら NSAIDs とアスピリン服用することが可能
です。

NSAIDs やアスピリンを服用することで潰瘍や出血を生じたことがある場合は、
再発の予防をしてもふたたび潰瘍や出血を生じるリスクが高く、完全に予防するこ
とができないのが現状です（「よくある質問 25」参照）。また、潰瘍の予防としての
潰瘍治療薬の併用は保険が適用されませんので、予防の内容については専門の医師
と相談してください。
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プロトンポンプ阻害薬な
どの潰瘍治療と一緒に内
服できそうです。



NSAIDs 潰瘍の危険因子
NSAIDs 潰瘍の危険因子として、とくに重要なものは、①潰瘍あるいは潰瘍出血
の既往歴で、次いで、②複数の NSAIDs の内服（アスピリンなどの抗血小板治療を
受けている人）、③大量の NSAIDs の内服、④ 65 歳以上の高齢者、⑤ピロリ菌の
感染、などがあげられます。これらに該当する人が NSAIDs を服用する場合には、
とくに注意が必要です（図参照）。

NSAIDs 潰瘍の予防
図に示した危険因子を持った人には、潰瘍発生を予防するための対策が推奨され

ています。NSAIDs 服用による潰瘍は、胃酸分泌を抑制する PPI や H2RA によっ
て予防できます。ただし、H2RA は胃潰瘍の予防には通常の倍量が必要になります。
また、プロスタグランジン（PG）製剤でも予防できます。これらの薬によって完全
に予防できるわけではありませんが、潰瘍発生のリスクを 50～70％減らすことが
できます。最近では COX-2 選択的阻害薬が消化性潰瘍をおこしにくい NSAIDs と
して処方できるようになり、これを胃に優しい NSAIDs として使用する方法もあり
ます。ただし、いずれの NSAIDs も、とくに心筋梗塞などに罹

かか

ったことのある人に

2
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よくある質問 2525

お答えします

非ステロイド抗炎症薬やアスピリンなどの薬に
よって生じる消化性潰瘍に対しては予防策がな
いのでしょうか？

非ステロイド抗炎症薬（NSAIDs）やアスピリンなどの薬による消化性
潰瘍は、プロトンポンプ阻害薬（PPI）や H2 受容体拮抗薬（H2RA）、プロ
スタグランジン（PG）製剤を併用することによって予防できます。また、
NSAIDs を COX-2 選択的阻害薬に代えることで予防する方法もあり
ます。潰瘍を発症する危険因子（リスク）に応じて、予防法を選択します。

解　説



長期投与することは避けたほうが安全です。ピロリ菌陽性者では、除菌治療により
潰瘍の発生率は低下しますが、除菌治療単独では潰瘍の発生を十分には予防できま
せん。

アスピリン潰瘍の予防
アスピリンによる潰瘍の予防については、H2RA と PPI の投与の有効性が示され

ています。リスクが中程度の高齢者などでは、H2RA が胃潰瘍、十二指腸潰瘍の発
生を予防するとされています。しかし、潰瘍や出血の既往があるような高リスクの
患者さんでは、H2RA では十分には予防できず、PPI の投与が必要であるとされて
います。これらを強く推奨できる多くの医学的な根拠があるわけではありませんが、
現時点ではリスクの程度に応じて予防対策をおこなうことになります。また、ピロリ
菌の感染がある場合には、除菌治療をおこなうと潰瘍のリスクは低下しますが、除
菌治療単独では十分とはいえず、除菌に加えて PPI を投与したほうがより有効です。

予防の適応
NSAIDs やアスピリンを内服する患者さんのすべてに潰瘍や出血の予防をおこな
うことは、医療経済的に合理的であるかどうかは不明です。また現時点では、薬剤
の予防的な投与は保険診療では認可されていません。薬剤の内服による潰瘍と合併
症のリスク因子を十分に評価して、NSAIDs やアスピリンによる潰瘍のリスクの高
い人に対しては予防的投与を考慮することが実際的です＊。

＊脚注：低用量アスピリン投与時の胃潰瘍または十二指腸潰瘍の再発抑制には一部の PPI 投与が保
険認可されました（2010 年 7 月 23 日、効能効果承認）．
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図　NSAIDs 潰瘍をおこす危険因子

確実な危険因子

①高齢（年齢とともに増加）
②潰瘍の既往
③糖質ステロイドの併用
④高用量あるいは複数のNSAIDs併用
⑤抗凝固療法の併用
⑥重篤な全身性疾患
⑦ピロリ菌感染

可能性のある危険因子

①喫煙
②飲酒



薬剤そのものによっておこる副作用
①酸分泌抑制薬
●プロトンポンプ阻害薬（PPI）：重篤な副作用がおこる頻度は比較的まれで 0.1％

未満ですが、①ショック、アナフィラキシー反応（全身発赤、呼吸困難など）、②汎
血球減少、無顆粒球症、溶血性貧血、血小板減少、③間質性腎炎、急性腎不全、④
皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死症、⑤重篤な肝機能障害、急性肝不全、⑥間質
性肺炎、⑦視力障害、⑧横紋筋融解症

おうもんきんゆうかいしょう

、などがあります。そのほかに、過敏症、肝
機能障害、便秘や下痢、嘔気などの副作用がありますが、頻度は 0.1～5％未満と
さほど高くはありません。
● H2 受容体拮抗薬（H2RA）：重篤な副作用がおこる頻度は比較的まれで 0.1％未
満ですが、①ショック、アナフィラキシー反応（全身発赤、呼吸困難など）、②再生
不良性貧血、汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少、③間質性腎炎、急性腎不全、
④皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死症、⑤重篤な肝機能障害、黄疸

おうだん

、⑥房室ブロッ
クなどの心ブロック、⑦意識障害、痙攣

けいれん

、⑧横紋筋融解症、などがあります。その

1
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よくある質問 2626

お答えします

潰瘍治療薬の副作用はどのようなものですか？

潰瘍治療薬だけではなくほかの薬剤でもいえますが、薬剤の副作用
には大きく分けて、①薬剤そのものによっておこる副作用と、②複数
の薬剤の相互作用（いわゆる“飲みあわせ”）によっておこる副作用、の
2 つがあります。潰瘍治療薬にはさまざまな種類の薬剤がありますが、
処方機会の多い酸分泌抑制薬のプロトンポンプ阻害薬（PPI）と H2 受
容体拮抗薬（H2RA）、そして防御因子増強薬の主なものについて、副
作用の代表例を紹介します。

解　説



ほかに、過敏症、腎機能障害、肝機能障害、頭痛や眩暈
めまい

、月経不順や女性化乳房、
便秘や下痢、嘔気などの副作用がありますが、頻度は 0.1～5％未満とさほど高く
はありません。
②防御因子増強薬
多くの防御因子増強薬には重篤な副作用がなく、比較的安全な薬剤と考えられて
います。薬剤によって若干の違いはありますが、一般的な副作用として、便秘、下
痢、嘔気、腹部膨満感などの消化器症状や、過敏症、肝機能障害などがあります。
いずれも頻度は 0.1～5％未満と低く、程度も軽くてすむことが多いです。
ミソプロストールは NSAIDs 潰瘍の予防や治療に大変有用ですが、副作用として

下痢や腹痛がおこる頻度がやや高いことが知られています。また、子宮収縮作用に
よって流産をおこす危険性があるため、妊婦や妊娠の可能性がある女性には禁忌です。

複数の薬剤の相互作用によっておこる副作用
頻度はあまり高くはありませんが、同時に飲む薬剤の肝臓での代謝・分解を遅らせ
ることによってその薬剤の血中濃度が高くなり、副作用がおこる場合があります。ま
た、厳密には副作用とはいいがたいのですが、胃内の酸性度（pH）の低下や薬剤同士の
反応などによって、薬剤の活性や吸収が低下し、血中濃度が低くなる場合もあります。
上記のような理由から、潰瘍治療薬と併用してはいけない薬剤、併用することで
薬剤の効果が弱くなる薬剤がありますので、複数の薬剤を服用している場合には、
かならず専門の医師に相談してください。

副作用の予防
医療機関で新たな薬剤を処方された際は、医師や薬剤師にお薬手帳をみせるなど
して、今まで飲んでいた薬とあわせて飲んでも問題ないかどうかをかならず確認し
ましょう。また一般に、高齢者、肝臓や腎臓に持病がある人は、副作用が出やすく
なる場合がありますので、医療機関を受診する際は、ご自身の病状をあらかじめき
ちんと伝えるようにしましょう。副作用が出てしまった場合は、直ちにその薬を飲
むのをやめて、速やかに主治医に相談して適切な処置を受けてください。
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おくすりは
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潰瘍からの出血が内視鏡治療では止まらないとき
潰瘍からの出血はまず内視鏡治療で止めようとしますが、それでも止まらないと
きや、いったんは止まってもまた出血してしまうときには外科手術をおこなうこと
があります。外科手術の前に血管造影という方法で出血を止める場合もありますが、
これができる条件は限られています。外科手術をおこなう前に内視鏡による止血は
2 回くらい試みるのが普通ですが、高年齢であったり、持病がある場合には、早め
に外科手術をおこなったほうが安全です。
手術の方法は、可能であれば出血しているところの近くの消化管の壁をあけて、
出血しているところを縫い止める手術をおこないますが、場合によっては胃や十二
指腸を取ることもあります。

潰瘍のために胃や十二指腸の壁に穴があいてしまったとき
深い潰瘍では胃や十二指腸の壁に穴があいてしまうことがあります。このときは
胃や十二指腸の中身がお腹の中に漏れ出して、腹膜炎という状態になってしまい、
緊急の対処が必要です。ただ、お腹が痛くなってからの時間が短く、痛みがお腹全

2
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よくある質問 2727

お答えします

消化性潰瘍に対して外科手術もあるのでしょう
か？　どのようなときに手術するのでしょうか？

よい潰瘍治療薬の登場やピロリ菌除菌治療の出現などにより、以前
にくらべると消化性潰瘍に対する外科手術はかなり減ってきました。
ただ、それでも、消化性潰瘍に対して外科手術をしなくてはならないと
きがあります。具体的には潰瘍から出血が止まらないときや、潰瘍が
深く胃や十二指腸の壁に穴があいてしまった場合（穿孔）、また潰瘍を
繰り返したために胃や十二指腸が狭くなってしまった場合（狭窄）です。

解　説



体には広がっておらず、胃の中にあまり食べ物が入っていないときには、手術しな
いで様子をみることもあります。いったん、様子をみても、だんだん症状が悪くな
るときはやはり手術をおこなうこともあります。高齢であったり、持病がある場合
には早めに手術をおこなったほうが安全です。
手術の方法はあいてしまった穴を縫い閉じて、そこにお腹の中にある脂肪のよう
な大網

だいもう

という臓器をあててきます（図参照）。ただ、この手術がむずかしい状況で
あったり、大網がなかったりする人の場合には胃や十二指腸を取ることもあります。
胃や十二指腸の中身が漏れてしまったお腹の中はよく洗って、手術のあともお腹の
中の汚いものが外に出るようにプラスチックの管をお腹に入れます。
手術のあと、お食事が摂れるようになったら、潰瘍の再発予防のためにピロリ菌
の除菌治療が勧められています。

潰瘍のために食べ物の通り道が狭くなってしまったとき
潰瘍を繰り返すと、だんだんとその部分が硬くなり、食べ物の通る道が狭くなり、

食事が摂れなくなってしまうことがあります。こういうときはまず内視鏡を用い、
狭くなったところを風船をふくらますなどして、広げる努力をしますが、それでも
狭いときには外科手術をします。
手術の方法は、狭くなってしまった部分を切り取り、残った消化管をつないで食
べ物の通り道をつくる方法と、狭くなってしまった部分を切り取らずにその前後に
穴をあけてこれ同士をつなぐバイパス手術とがあります。食べ物が通らなくなって
しまうような潰瘍はきちんとお薬を飲まなかった人に多くみられます。処方された
お薬はきちんと服用することが重要です。

3

2 ：ガイドラインによる消化性潰瘍診療の理解のために

●●● 57 ●●●

図　十二指腸潰瘍で穿孔がある場合の手術方法

十二指腸潰瘍で壁に
穴があいた部分

十二指腸

胃

十二指腸
糸

胃

大網

十二指腸潰瘍で十二指腸壁に穴があいてし
まったときの閉鎖と大網でおおう手術
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胃潰瘍と十二指腸潰瘍は消化性潰瘍とよばれています。消化性潰瘍に罹患すると、胃壁
や十二指腸壁に深い潰瘍（欠損）を生じ、みぞおちの痛み、食欲不振などの症状や、時には
出血を生じることがあります。消化性潰瘍の原因の考え方や治療法は以前と大きく変わっ
てきました。以前はストレスやたばこが原因といわれていましたが、胃内に生息するピロ
リ菌が大きく関与していることがわかり、現在ではピロリ菌の除菌治療が広くおこなわれ
ています。また、痛み止めとして用いる薬剤（非ステロイド抗炎症薬： NSAIDs）も発症に
かかわっています。治療法では、これまでは食事療法や入院加療が不可欠でしたが、酸を
強力に抑える薬剤の開発により著しく変化しました。このため、出血などの合併症がない
場合には、通常では入院しなくても治療することが可能になっています。
日本消化器病学会では質の高い論文を検証し、医師向けに「消化性潰瘍診療ガイドライ
ン」を作成しました。そして、消化性潰瘍の内科的治療、外科的治療、予防、合併症の治
療などについて日常の診療に役立てることを目的に、多くの勧告をおこなっています。な
お、この勧告は標準的なもので、患者さんの個々の状態に従いその対応が勧告と異なるこ
とがあります。本書は「消化性潰瘍診療ガイドライン」の姉妹版というべきものです。第
1 章「消化性潰瘍の理解のために」、第 2 章「ガイドラインによる消化性潰瘍診療の理解
のために」の 2 章から成り、患者さんやその家族の方に、「消化性潰瘍診療ガイドライン」
にてまとめた内容だけでなく、消化性潰瘍という病気を解説することをめざして作成しま
した。本書は、質問とそれに対する解説という形式で、図や表を多用してできるだけわか
りやすくなるようにと企画しています。ご一読いただき胃潰瘍と十二指腸潰瘍の現在の姿
をご理解いただき、医師とともにこの疾患に対処していただければと願っております。

2010 年 9 月
日本消化器病学会消化性潰瘍診療ガイドライン作成委員長

芳野　純治

編集後記
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