・本書では、様々な疾患を 11 章のカテゴリーに分類しました。
・各章は疾患と検査の関係を理解する【疾患別・検査値活用のポイント】ページと、
その疾患カテゴリーでよく使われる検査データを理解する【検査データ】ページに
分かれています。

この 本 の 使 い方
疾患別・検査値活用のポイント

検査データ
疾患カテゴリーごとに、よく使わ
れる検査データをまとめました。

疾患の主要検査

それぞれの検査の基準値やしくみ、

疾患の診断に必要な主要検査と異

留意点を把握することで、検査値

常値が一目でわかります。

を読む力がアップします。

疾 患 別・検 査 値 活 用のポイント

慢性胃炎の診断・検査

陽性
（+）

P.27

Ⅰ値 70ng/mL 未満かつⅠ/Ⅱ比が 3 未満。

抗胃壁細胞抗体

陽性
（+）

抗内因子抗体

陽性
（+）

10％以上

異常値からわかること

胃粘膜が炎症を起こす疾患

炎症を起こした
胃の粘膜はどんな状態に
ですか？
なるのですか？

ヘリコバクター・ピロリ
胃粘膜にヘリコバクター・ピロリ菌が感染してい
ると、検査結果は陽性となります。ピロリ菌が胃の
粘膜に感染すると炎症が起こり、感染が長期化する
ことによって、胃粘膜への感染部位は広がっていき
ます。
ピロリ菌の感染によって、胃粘膜の組織は減少し
て萎縮します。すると萎縮性胃炎となり、胃液や胃

胃粘膜の萎縮がないか調べる
正常な胃粘膜

ペプシノーゲンとは、ペプシンという消化酵素を

見することができます。

胃粘膜の萎縮

ペプシノーゲンは萎縮性胃炎の目安
血液検査で
胃粘膜の萎縮を
調べることは
できない
のですか？
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胃炎や胃がんなどが疑われます。
胃酸分泌抑制の治療でプロ
検 査 時 の 留 意 点 トンポンプ阻害剤を内服中
の場合は、ペプシノーゲンが高値になりやすいため、この検査は
適していません。ペプシノーゲンの基準値には個人差があるため、
画像診断との併用を基本とします。

ノクローナル抗体を用いた便中 H.pylori 抗原測定

50 60 70
ペプシノーゲンⅠの値

PG 値

陽性度

PGⅠ70ng/mL 以上
またはPGⅠ/Ⅱ比3以上

陰性
（−）

PGⅠ70ng/mL 未満
かつPGⅠ/Ⅱ比3未満

陽性
（1＋）

PGⅠ50ng/mL 未満
かつPGⅠ/Ⅱ比3未満

中程度の陽性
（2＋）

PGⅠ30ng/mL 未満
かつPGⅠ/Ⅱ比2未満

強度の陽性
（3＋）
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基準値

15~100 ng/ml
低値で考えられる疾患

検査のしくみ

利点

慢性胃炎 P.10 、
胃がん P.166 、
肝硬変 P.22 など

・簡便で判定が早い
・特異度が高い

鏡検法

HE 法、ギムザ染色、免疫染色など
により顕微鏡で直接観察します。

・検体保存が可能
・胃粘膜の観察が可能

pepsinogen Ⅱ

培養法

分離培養により菌を確認します。培
養には 3〜7日かかります。

・菌株の保存が可能
・特異度が高い

ペプシノーゲンⅡ

の可能性が高まります。

検査のしくみ

利点

尿素呼気試験

診断薬
（尿素）を内服し、呼気中の
¹³CO² から感染診断を行います。

・簡便で判定が早い
・特異度、感度が高い

抗 H.pylori 抗体

血液、尿からH.pylori 感染を測定
します。

・簡便で安価

便中 H.pylori 抗原

H.pyloriに対する抗体を用いて、便
中の菌の有無を調べます。

・簡便で安価
・特異度、感度が高い

高値で考えられる疾患
胃・十二指腸潰瘍 P.12 、
ゾリンジャー・エリソン症候群、
腎不全 など

ⅠとペプシノーゲンⅠ / Ⅱ比が使われます。
検査時の留意点

生化学的検査

検査値のしくみ
ペプシノーゲンⅡは胃粘膜全域で分泌され、胃粘
膜の炎症や腎からの排泄低下によって血中濃度が上
昇します。ペプシノーゲンⅡが高値となる場合は消
化性潰瘍、低値となる場合は胃粘膜の萎縮が考えら
れます。

基準値

P.11

3~40ng/ml
低値で考えられる疾患

＊ プロトンポンプ阻害剤や一部の防御因子増強薬などで偽陰性となることがあります。
（抗 H.pylori
抗体検査を除く）
。
＊ 萎縮性胃炎や MALT リンパ腫では、偽陰性となることがあります。

胃がん健診のスクリーニングでは、ペプシノーゲン

胃粘膜全域の胃粘膜と胃酸分泌の状態を調べる。

検査時の留意点

11

ペプシノーゲンとは、胃粘膜でペプシン（消化酵
ーゲンの量が増えるため、消化性潰瘍や萎縮性胃炎

＊ プロトンポンプ阻害薬の使用により数値が
上昇するため、検査前には 1 〜 2 カ月の服
用中止が必要です。
＊ 腎不全により数値が上昇します。

H.pyloriのウレアーゼ活性により生
じるアンモニアのpHを測定します。

低値
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なり、その数値を下回った場合（陽性）は、萎縮性

40

（ng/mL）

検査値のしくみ
素）を作る物質です。胃が炎症を起こすとペプシノ

萎縮性胃炎によって胃がんのリスクが高まるため、

除菌判定の際には、感度の高い尿素呼吸試験かモ

迅速ウレアーゼ試験

検査方法

3

率を調べることで、胃粘膜が萎縮している程度や胃

ペプシノーゲンの値は
萎縮性胃炎の
目安と
なります

います。

一般検査

陰性（−）

シノーゲン検査では、2 種類のペプシノーゲンの比

ペプシノーゲンⅠとⅡの比率は 3.1 が基準値と

検査方法

ペプシノーゲンの判定

って、ペプシノーゲンⅠとⅡに分類されます。ペプ

粘膜の炎症の有無などがわかります。

ます。除菌判定は、除菌治療薬中止後４週以降に行

内視鏡生検検査

プロトンポンプ阻害剤の使
検 査 時 の 留 意 点 用後は、偽陰性（ヘリコバ
クター・ピロリ菌除外が失敗していても、除菌できたと判定）に
なる可能性が高くなります。除菌療法にプロトンポンプ阻害剤を
使った場合は、使用中止後 4 週間以上あけて効果判定を行います。

中程度
強度の陽性 の陽性 陽性
1 （3＋）
（2＋） （1＋）

ペプシノーゲンは、胃のどこで分泌されるかによ

の検査を組み合わせることで、検査の精度が高まり

が適しています。

んなどに進行していくこともあります。

高値で考えられる疾患
胃・十二指腸潰瘍 P.12 、
ゾリンジャー・エリソン症候群、
腎不全 など

高値

その濃度を測定することによって、萎縮性胃炎を発

、

どの症状につながり、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃が

ペプシノーゲン
作る物質です。ペプシンの約 1％は血中に入るので、

色があせてみえる
粘膜の下の血管が透けてみえる

泌などがうまくいかなくなると、食欲不振や胃痛な

ペプシノーゲン
ⅠとⅡの比率

萎縮した胃粘膜

この状態を
萎縮性胃炎
といいます

P.12

検査は内視鏡生検検査と一般検査に大別され、６
つの検査方法があります（詳細は下表参照）
。複数

陰性

基準値

酸を分泌する機能などが衰えていきます。胃液の分

検査値のしくみ

陽性で考えられる疾患
慢性胃炎 P.10 、
胃・十二指腸潰瘍
胃がん P.166 など

1

胃底腺領域の胃粘膜と胃酸分泌の状態を調べる。

低値

慢性胃炎は
ピロリ菌感染などが原因で
胃粘膜に炎症が
起こった状態です

内視鏡検査をすると、
胃の粘膜が
萎縮しているのが
わかります

ヘリコバクター・ピロリ菌の感染や除菌判定に用いる。

章

ペプシノーゲン

生化学的検査

ペプシノーゲンⅠ

第

・胃粘膜の萎縮が認められる
・上腹部に胃痛や不快感 など

pepsinogen Ⅰ

高値

診断

1

陽性
（+）

P.26

免疫学的検査

ヘリコバクター・ピロリ
＋陽性

ヘリコバクター・ピロリ

章

原因

異常値

でよく使 う 検 査 値
Helicobacter pylori

消化器系疾患／検査データ

検査

・大部分がヘリコバクター・ピロリ菌の感染
・自己免疫的機序の関与 など

第

異常値一覧

消化器系疾患／慢性胃炎

慢性胃炎

消 化 器 系 疾 患

慢性胃炎の主要検査

慢性胃炎 P.10 、胃切除後、
胃がん P.166 など

ペプシノーゲンⅠ/Ⅱ比

検査時の留意点
＊ プロトンポンプ阻害薬の使用により数値が
上昇するため、検査前には 1 〜 2 カ月の服
用中止が必要です。
＊ 加齢と共に数値が高くなる傾向があります。
＊ 腎不全により数値が上昇します。
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疾患の診断・検査

検査値からわかること

検査時の留意点

検査値のしくみ

疾患の特徴と共に診断・検査をサ

疾患ごとの検査値の意味と検査時

検査の際に注意すべき点や、踏ま

検査方法や異常値が出るメカニズ

クッと把握できます。

に注意すべきポイントがわかりま

えておきたい事項をまとめました。

ムの理解に役立ちます。

す。
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