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はじめに
薬物性消化管傷害の原因とし
て、非ステロイド性抗炎症薬
（non-steroidal anti-inflammatory
drugs：NSAIDs）は最も頻度が高
いことが約30年前から指摘され
ていた。1979年Helicobacter pylori
（以下HP）の発見以降、HPと
NSAIDsは消化性潰瘍の二大原因
として認知されるに至り消化性
潰瘍の概念は大きな変遷をとげ、
本邦の胃潰瘍診療ガイドライン
にも記載された（図１）1）。HPは
5歳以下の幼少時に経口感染する
が、衛生状態の改善などにとも
ない、本邦での感染率は低下し
「NSAIDs潰瘍」
ている（図２）２）。
といえば、関節リウマチ（RA）
に合併する潰瘍が代表的であっ
たが、近年は抗リウマチ薬
（DMARDs）や生物製剤が積極的
に投与されるようになり、
NSAIDsの使用頻度が減少してい
る。一方で高齢化が進み、脳血

管障害、虚血性心疾患などが増
加し、抗血小板薬としてNSAIDs
の一つである、低用量アスピリン
（LDA:low dose aspirin）
が投与され
る機会が著増し、本薬物に起因
する消化管出血が増加している
（図3）3）。低用量が故に胃粘膜傷
害への認識は十分ではなく、詳細
な実態も不明であった。
本稿では、
NSAIDsやLDAによる潰瘍や出血
の実態と対策について解説する。

リスクファクター
NSAIDs潰瘍の確実なリスク因
子は、高齢、潰瘍の既往、糖質
ステロイドの併用、高用量ある
いは複数のNSAIDs内服、全身疾
患の合併、可能性のあるリスク
因子は、HP感染、喫煙、アルコ
ール摂取があげられている 4）。
LDAによる上部消化管出血のリ
スクを増加させる因子として、
潰瘍の既往歴、HP感染などがあ
げられており、一方減少させる
因子としては亜硝酸剤の併用や

図１．消化性潰瘍の病因

図３．出血性潰瘍の成因の推移

、
H2受容体拮抗薬（以下H2 RA）
プロトンポンプ阻害剤（PPI）な
どの酸分泌抑制剤の併用があげ
られている（表１）5）。抗血栓薬
での重篤な上部消化管出血のリ
スクはLDAと他剤の併用により
高まるとされている。

NSAIDs潰瘍の治療
消化性潰瘍ガイドライン6）で
の診療指針において、NSAIDs潰
瘍の治療は「NSAIDsは中止し、
抗潰瘍薬を投与する。NSAIDsの
中止が不可能ならばPPIあるいは
PG（プロスタグランジン）製剤
を投与する」とされている。
NSAIDs投与中に発生した潰瘍
は、NSAIDsの中止だけでも比較
的高率に治癒するが、臨床上問
題となるのは、RA患者などで
NSAIDsの中止により著しくQOL
が阻害される場合である。
NSAIDs継続投与下での潰瘍治療
では、PG製剤、PPIでの効果が多
数報告されている。LDA投与中
の潰瘍症例でも、LDAの中止に
より、血栓形成のリスクが増大
するため、
継続されることが多い。
LDA投与下での潰瘍治療について
の明確なエビデンスはないが、
NSAIDs潰瘍と同様の対応が妥当
である。HP除菌が潰瘍治癒を促
進するとのエビデンスはない。

NSAIDs潰瘍の予防

消化性潰瘍ガイドラインでの
診療指針におい
図２．本邦での H.pylori 感染率の経時的変化
て、
「NSAIDs潰
瘍の予防には、
高用量のNSAIDs
の投与を避け、
PG製剤、PPI、H2
ブロッカーを併
用する」
とされて
いる（表２、３）
。
本邦ではランソ
プラゾール15mg/
表１．低用量アスピリン投与中での出血性潰瘍の発生リスク 日とエソメプラ
ゾール20mg/日
が、LDA潰瘍、
NSAIDs潰瘍の再
発抑制として保
険適用を有して
いるが、H 2ブロ
ッカーでの保険
適 用 は な い 。
NSAIDsによる胃

潰瘍の発生予防を目的としたHP
除菌に関してのメタアナリシス
で、NSAIDs投与例全体では、除
菌により潰瘍発生は減少してい
た。この効果は、NSAIDs開始予
定者(NSAIDs-naïve)で明白である
が、NSAIDs継続投与中では期待
できず、PPI投与の方が有効であ
った7）。LDA投与例でのHP除菌は、
消化管出血例での再発予防効果が
示されている 8）。海外での報告で
は、COX-2選択的阻害薬（COX-2
阻害薬）の潰瘍、出血のリスク
は非選択的NSAIDsより低いとさ
れているが、本邦での大規模試
験は行われていない。欧米では
副作用として心血管障害の発生
が報告されたが、本邦での頻度
は低いとされている。現在使用
が可能なCOX-2阻害薬は、セレ
コキシブのみである。

おわりに
社会の高齢化が急速に進み、
消化性潰瘍の主たる成因は、HP
からNSAIDs、特にLDAへと変化
した。NSAIDs潰瘍の治療、予防
ともにPPI、PG製剤が中心である。
最近はカプセル内視鏡により小
腸病変が診断可能となり、
NSAIDs、LDAが原因とされる小
腸出血の実態が明らかとなった。
さらにNSAIDs、LDAは大腸憩室
出血のリスクを増加させるとの
報告もなされている。
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