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胃食道逆流症および関連疾患の病態と治療
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消化器内科学

Pathogenesis and Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease and its Related Disease
Yasuhiro Fujiwara
(Department of Gastroenterology, Osaka City University, Graduate School of Medicine)

Abstract
I reviewed pathogenesis and treatment of gastroesophageal reflux disease and its related disease using our data. I
described epidemiology, clinical characteristics of non-erosive reflux disease, esophageal epithelial defense, efficacy of
treatment including multicenter trials, Barrett’
s esophagus and esophageal adenocarcinoma, extra-esophageal
manifestations including asthma and sleep disturbances, and eosinophilic esophagitis. Finally, I proposed future plan in
this research ﬁeld.

要

約

胃食道逆流症とその関連疾患の病態と治療について，教室の成績を総説した．疫学，非びらん性逆流症の特徴，食道
上皮防御機構，多施設共同研究を含む治療成績，バレット食道・食道腺癌，食道外症状，特に喘息と睡眠障害，好酸球
性食道炎について論じた．さらに今後の研究の展望について述べた．

1．はじめに

症状の頻度は毎日 124 人（2.1%）
，週に 2 日以上 275 人

胃食道逆流症（gastroesophageal reflux disease; GERD）

（4.6%）
，月に 2 日以上 773 人（12.8%）
，それ以下の頻度

は胃酸を含む胃内容物の食道への逆流により胸やけ・呑酸

1490 人（24.7%）であった ．週に 2 日以上の逆流症状の

などの煩わしい逆流症状を呈する疾患であり，食道粘膜傷

存在を GERD と定義したところ，GERD の有病率は 6.6%

害 を 認 め る び ら ん 性 GERD（erosive reflux disease;

であった ．リスク因子について解析したところ，男性で

ERD）と粘膜傷害を認めず症状のみを呈する非びらん性

は喫煙や中等量以上の飲酒が同定された ．2008-9 年に実

GERD（non-erosive reflux disease; NERD）に分けられ

施した調査では，機能性消化管疾患とのオーバーラップに

る ．近年，GERD はさらに幅広い疾患群として提唱され，

つ い て も 検 討 し た．2680 人 中 GERD は 207 人（7.7%）

1）

2）
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バレット食道や食道腺癌，非心源性胸痛，喘息，慢性咳嗽，

に認め，約半数に機能性ディスペプシアや過敏性腸症候群

咽頭炎・咽頭痛，閉塞性無呼吸症候群，睡眠障害とも関連

がオーバーラップしていた ．GERD と機能性消化管疾患

するとされる．本稿では GERD とその関連疾患に関する

のオーバーラップ群では健康関連 QOL，特に身体的 QOL

教室の研究成績をまとめて論じるとともに，今後の研究の

が低下しており ，喫煙が関連因子であった ．このような

展望について述べる．

GERD と機能性消化管疾患のオーバーラップについては

4）
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知覚過敏，消化管運動異常，精神的要因など様々な病態が

2．GERD の疫学

複雑に関与している ．しかしながら，このような単施設
6）

GERD は欧米に多く，日本を含むアジアでは比較的少

の疫学研究では本邦の GERD の特徴の一部を示している

ない疾患とされていた．2001 年に行ったわれわれの疫学

に過ぎない．そこで，本邦で報告された GERD の疫学に

調査では 6035 人中，胸やけや呑酸といった定型的 GERD

関する論文 120 編を包括的に解析した ．GERD の有病率

受付
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は 1900 年までは低かったが，1990 年代後半より著明に

らず，巧妙な胃粘膜防御機構が存在するため，胃粘膜傷害

増加していた．その原因として食生活の欧米化，H. pylori

はおきない．一方，食道においても弱いながら防御機構が

感染率の低下，日本人の酸分泌能の亢進，疾患概念の普及

存在することが報告されている．機能的食道上皮防御機構

などが挙げられた．日本人 GERD の 60% は NERD であ

は細胞増殖，restitution，バッファー機能，イオントラン

り，残りの ERD の中でもロサンゼルス分類 Grade A や

スポーターなどが含まれ，組織の恒常性維持や傷害粘膜の

Grade B のような軽症例が 87% を占めていた．GERD に

修復に重要な役割を担っている ．われわれは GERD に

関連する因子として高齢，肥満，食道裂孔ヘルニアが挙げ

おいて H. pylori 感染が少ないことに着目し，ラット急性

られるが，特に H. pylori 感染や萎縮性胃炎の存在は本邦

酸逆流性食道炎モデルを用いて H. pylori 培養上清液の食

の GERD に大きな影響を与えている．さらに，本邦独自

道上皮保護作用を検討した．しかしながら，培養上清液中

の特徴として，健診などで偶然見つかる無症候性 ERD や

には酸逆流に対して上皮保護作用を有する物質は存在して

自然史，消化性潰瘍に合併する GERD，除菌との関連 ，

いなかった ．急性酸逆流性食道炎の治癒過程を検討する

高齢者 GERD が挙げられる．GERD の有病率が高い疾患

と，上皮細胞の増殖とともに基底細胞過形成と上皮成長因

として，糖尿病，喘息，睡眠時無呼吸症候群が複数の研究

子受容体（epidermal growth factor receptor; EGFR）の

で証明されているほか，われわれは非アルコール性脂肪性

発現増加を認めた ．慢性逆流性食道炎モデルにおいても

8）
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17）

肝疾患でも GERD の頻度が高く，中性脂肪やコレステ

上皮細胞増殖ともに，EGFR 発現増加とそのリガンドで

ロール値と関連することを報告した ．

ある transforming growth factor-α の発現増加を確認し

9）

た．このように EGF を含む増殖因子が傷害粘膜の治癒に

3．NERD の特徴と病態

上皮細胞増殖刺激作用を介して中心的な役割を担っている

NERD と ERD とは単に酸逆流の程度の違いのみなら

ことが判明した．ラットにおいて EGF の主要産生臓器で

ず，異なる病態が想定される．NERD 89 人と ERD 164

ある唾液腺を摘出したラットでは慢性酸逆流性食道炎が増

人について臨床的特徴を比較検討したところ，NERD は

悪すること ，EGF は Ca-カルモジュリンや PKC シグナ

女性，低体重，非喫煙，食道裂孔ヘルニア非合併，胃粘膜

ルを介して Na /H exchanger-1（NHE-1）を活性化し，

萎縮の程度と関連することが判明した ．しかしながら，

酸曝露による細胞内 pH 低下に対して細胞内 pH の回復や

その後の様々な研究により NERD の heterogeneity が指

細胞生存率低下の改善作用を有すること ，EGF がタイ

摘されている．すなわち，NERD は病的な逆流がなく，

トジャンクション蛋白である ZO-1 の発現を増強すること

正常範囲の逆流に対して過敏反応を示す症例（過敏食道）

により，酸による食道上皮細胞抵抗の低下や上皮細胞間の

や逆流の関連しない症例（機能性胸やけ）が含まれている．

透過性亢進を改善すること

そこで，プロトンポンプ阻害薬（proton pump inhibitor;

EGF は細胞増殖刺激作用のみならず，NHE-1 や ZO-1 を

10）
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＋

＋
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20）

を報告した．このように

PPI）抵抗性 NERD を対象に食道インピーダンス pH モ

介して食道防御機構に作用していることが判明した．逆流

ニタリング法で病態を検討したところ，真の NERD と過

性食道炎では炎症による防御機構の破綻がみられる．ラッ

敏性食道，機能性胸やけの鑑別ができうる有用な検査法で

ト 逆 流 性 食 道 炎 で は 正 常 食 道 に 比 べ て IL-1β，TNF-α，

あることが明らかになった ．症状を伴う逆流は近位食道

MCP-1，MIP-1α，CINC-2α などのサイトカイン発現が

への逆流（proximal migration）が有意に多いこと

増加し，様々な炎症細胞浸潤や関連する接着分子発現の増

11）

や酸

11）

逆流に関与する病態では基礎インピーダンス値が低値であ

加を認め，これらは PPI の投与により改善した ．一方，

ることが判明した ．一方，NERD は内視鏡的に Grade

炎 症 局 所 で は cyclooxygenase-2（COX-2） が 誘 導 さ れ

12）

21）

M（minimal change）を認めるが，その意義については

prostaglandin E2（PGE2）が産生されることで知られて

不明な点が多い．Grade M 49 例と Grade N（正常粘膜）

いる．ラット慢性逆流性食道炎でも COX-2 や microsomal

66 例について比較検討したところ，Grade M では Grade

PG synthase-1（mPGES-1）の発現増加，PGE2 量増加，

N に比較して病的な酸逆流の頻度が高く，逆流の程度を示

上皮細胞増殖が確認された．COX-2 阻害薬投与により急

す所見である可能性を報告した ．その他の内視鏡所見と

性期病変は抑制されないが，慢性期病変を有意に抑制し，

して，われわれは食道胃接合部以外の部位に着目して，食

そ の 機 序 と し て，COX-2，mPGES-1 由 来 の PGE2 が

道中部の血管構造を検討したところ，NERD では proximal

EP4 受容体を介して上皮細胞増殖刺激や炎症細胞浸潤に

migration と食道中部の血管増生所見とが相関することを

関与することを証明した ．

13）

22）

見出した ．
14）

5．GERD に対する治療
4．食道防御機構とその破綻
胃粘膜は細胞傷害性の強い酸に晒されているにもかかわ

GERD 治療の第一選択は PPI であることはガイドライ
ン で推奨されている．F スケールは簡便で GERD の重
1）
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症度を反映し，治療効果判定にも有用な質問紙票であ
り ，F スケールのスコアが低いと PPI に反応性が低いこ
23）

とを報告した

6．バレット食道・食道腺癌
バレット食道は慢性の胃食道逆流により食道重層扁平上

．GERD においては薬物治療に加えて

皮が円柱上皮に置き換わった状態であり，食道腺癌の発生

様々な生活習慣改善が重要である．われわれは禁煙による

母地として重要である．本邦では食道の柵状血管下端を食

GERD 症状改善効果を前向きに検討したところ，禁煙成

道胃接合部（esophago-gastric junction; EGJ）とし，重

功群では 1 年後の GERD 症状改善率は 43.1% と禁煙失敗

層円柱上皮境界（squamo-columnar junction; SCJ）の間

群 18.2% に比較して有意に良好であった ．多施設臨床試

をバレット食道と内視鏡的に定義している．3 cm 以上の

験では rabeprazole 10 mg，4 週間投与での GERD 症状完

バレット食道を LSBE，long segment Barrett’
s esophagus，

全 消 失 率 は ERD 55.4% に 比 較 し て NERD 35.8% と 低

3 cm 未満を SSBE，short segment Barrett’
s esophagus

かった ．しかし，famotidine と omeprazole の比較試験

と分類できるが，東アジア 6 か国の調査では LSBE は欧

24,25）

26）

27）

で は H. pylori 陰 性 NERD で は PPI の 効 果 が 高 く，H.

米と比較して極めて稀であったのに対して，SSBE は日本

pylori 陽性 NERD では PPI と H2 受容体拮抗薬はほぼ同

でのみ有病率が高かった．その理由は上述の定義によるも

等の効果であった．このことは本邦の NERD の特徴とし

のと考えられている ．われわれの検討でも，548 人の上

て挙げられる胃粘膜萎縮（H. pylori 陽性患者）により酸

部消化管内視鏡検査を施行した症例中，SSBE は 67 例

36）

分泌能が低下しているため，H2 受容体拮抗薬でも十分効

（12.2%）に認め，病的な gastro-esophageal flap valve と

果が得られる可能性を示している．しかし，GERD 治療

関連していた ．基礎的な研究では，空腸食道吻合による

における PPI の有効性は揺るぎないものであり，現状で

ラットバレット食道モデルを用いた検討により，バレット

37）

は PPI 抵抗性 GERD，特に NERD に対する治療戦略が課

食道において IL-4，IL-10，IL-13 といった Th2 サイトカ

題である．東アジア 6 か国の調査では PPI 抵抗性 GERD

インが増加していたこと，さらにバレット食道の腸上皮化

に対して，韓国，フィリピン，タイでは PPI 用量増加を

生と関連する CDX-2 の発現ピークより IL-4 が先に増加

第一選択とするのに対して，日本，インドネシア，中国で

することから，初期の段階における IL-4 の重要性を見出

は PPI と他剤との併用を第一選択とするアンケート結果

した ．しかし，バレット食道において Th2 系免疫応答

は興味深い ．多施設臨床試験の結果では PPI の用量を増

を誘導するトリガーは不明であったことから，食道マイク

量していくことにより症状が改善するという結果

と PPI

ロバイオームに着目して検討した．バレット食道の発生す

と六君子湯を併用することが有効であるという結果を報告

る過程において，Clostridium は増加し，Lactobacillales

している ．GERD 診療ガイドライン 2015 では，標準用

は減少をみとめた．腸内細菌構成を変化させるレバミピド

量 PPI で症状の改善しない又は内視鏡的に粘膜傷害が治

を投与すると，食道マイクロバイオーム構成を正常に近づ

癒しない症例を PPI 抵抗性 GERD の定義し，PPI 倍量を

ける傾向を認めるとともに，バレット食道の発生率を 1/3

推奨，PPI 変更または PPI と漢方薬または消化管運動賦

に減少させた ．以上より食道マイクロバイオームがバ

活薬との併用が提案している ．PPI 間の胃酸分泌抑制効

レット食道発生に何らかの役割を担うことが判明した．次

果の違いについては様々な検討が行われているが，健常ボ

に食道マイクロバイオームがバレット食道からの発癌に与

ランティアを対象とした rabeprazole と esomeprazole 投

える影響について検討した．抗生剤投与によりラット食道

与のクロスオーバー試験では食後投与による 2 剤の酸分

腺癌発生率は低下したが，有意ではなく，食道マイクロバ

泌抑制効果はほぼ同等であることを報告した ．一方，

イオーム変化を来す充分量の抗生剤でなかった可能性など

PPI 長期内服による合併症（肺炎，骨折，消化管感染症，

が示唆された ．バレット食道由来の食道腺癌株を用いた

カルチノイド，ミネラル吸収障害など）が危惧されている

in vitro の検討では，食道腺癌において強い peroxisome

が ，小腸細菌過増殖症については議論が多い．ラクツロー

proliferator-activated receptor-γ（PPAR-γ） 発 現 と そ の

ス水素呼気試験を用いた検討では，PPI 長期内服患者と非

リガンドであるトログリタゾンや PGJ2 がオルニチン脱

内服患者では小腸細菌過増殖症の有病率に有意差はなかっ

炭酸酵素活性低下を介して細胞増殖抑制，細胞周期 G1 停

29）

30）

31）

1）

32）

1）

38）

39）

40）

た ．さて，本来 GERD を根本的に治療するには逆流防

止，アポトーシス誘導がみられことを確認した．PPAR-γ

止術が必要である．しかし，腹腔鏡下噴門形成術は熟練し

リガンドによる食道腺癌の抗腫瘍効果を初めて報告し

た外科医の技術が必要であることから ，過去に内視鏡治

た ．

33）

1）

41）

療が欧米で広く用いられるようになった．当科では内視鏡
的噴門形成術（エンドシンチ ）の第一例を経験し ，ま
®

34）

7．GERD の食道外症候（喘息と睡眠障害）

たラジオ波凝固療法（ストレッタ ）の良好な治療成績を

GERD に関わる食道外症状・症候として様々なものが

報告してきた ．しかし，現在ではデバイス入手が困難な

挙げられるが，喘息，咽頭痛，咳嗽，胸痛，睡眠障害は代

状況となっている．

表的なものである．喘息と GERD について，われわれは

®

35）
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興味深い基礎研究を行った．ラットに慢性酸逆流性食道炎

いた．夜間逆流の特徴として睡眠時の逆流は液体逆流が多

を作成するとともに卵白アルブミン（ovalbumin; OVA）

く，proximal migration が少なかった．また覚醒エピソー

感作・吸入曝露を行い，喘息を誘導した．肺胞洗浄液を用

ドの内，逆流関連は 11% に過ぎなかった ．この結果から，

いて検討したところ，喘息では細胞数とともに好酸球数増

夜間逆流の起こる時相やその特徴が明らかとなったが，結

加，IL-5，IL-13 など Th2 サイトカイン増加がみられたが，

局，睡眠障害が先か，GERD が先かは解決できない課題

逆流性食道炎を合併することにより好酸球数やサイトカイ

であった．ヒトでは様々な因子が睡眠障害と関連している

ン濃度は更に増加し，このような増悪は PPI 前投与によ

ため，GERD と睡眠障害との直接的な関連性を証明する

り廃絶された．酸逆流による喘息悪化の機序を基礎的に証

のは困難である．そこで，ラット逆流性食道炎モデルを用

明した研究として評価されている ．一方，GERD と睡眠

いて検討したところ，逆流性食道炎ラットでは明期（ヒト

障害は密接な関連があることが欧米から報告されている．

では夜間に相当）において NREM 睡眠時間の減少，覚醒

42）

48）

134 人の GERD 患者（うち 82 人の NERD 患者）につい

時間の増加，NREM 睡眠の断片化，睡眠質の低下が確認

てピッツバーグ睡眠質問紙票を用いて睡眠障害について検

された．さらに PPI を投与すると睡眠障害は改善し，PPI

討したところ，70%（52.2%）に睡眠障害を認め，関連す

を中止すると再度睡眠障害が誘導されたことから，酸逆流

る因子は NERD であった（OR＝2.18） ．また睡眠障害

が直接的に睡眠障害を惹起させることが判明した ．では，

43）

49）

を合併する GERD 患者の方が合併しない患者に比べて

このような睡眠障害を伴う GERD 患者にはどのような治

GERD 症状が強いことが判明した．GERD 以外の患者と

療が必要であろうか？生活習慣改善，PPI，GABAB アゴ

比較した研究でも同様に，睡眠障害は GERD 患者群で非

ニスト，睡眠薬，逆流防止術などが挙げられるが，大規模

GERD 患者に比べて有意に高かった．さらに睡眠障害を

なプラセボ対照比較試験において PPI の有効性が証明さ

有する患者では GERD の有無に関らず，うつや不安の頻

れている ．生活習慣については，就寝前の飲食禁止，頭

度が高かったことから，うつや不安は GERD 患者の睡眠

位拳上，左側臥位が提案されている．われわれの検討では

障害に特徴的でないことが判明した ．睡眠障害を有する

夕 食 か ら 就 寝 前 ま で の 時 間 が 短 い ほ ど（3 時 間 未 満 ）
，

患者では健康関連 QOL が妨げられていたが，特に GERD

GERD のリスクが高くなることを報告しており ，生活習

群では身体的 QOL が妨げられており，日中の眠気の頻度

慣の指導も重要と言える．われわれの行った臨床試験の成

が高かったことが特徴であった ．433 人の PPI 維持療法

績として，rabeprazole 10 mg，8 週間投与は睡眠障害ス

中 の GERD 患 者 に お け る 検 討 で は，222 人 の 患 者 が

コアや F スケールスコアを有意に改善すること

44）

44）

50）

51）

43）

や PPI

GERD 症状のコントロールが充分でなく，その関連因子

維持療法中で GERD 症状がコントロール不十分な症例に

として夜間症状（OR＝2.56）
，日中眠気（OR＝1.64）
，睡

対 し て rabeprazole 10 mg の 倍 量 分 割 投 与 を 行 う と

眠質低下（OR＝1.67）が挙げられたことから，睡眠障害

GERD 症状の改善のみならず睡眠障害も改善することを

は PPI 抵抗性とも関連することが判明した ．さて，この

報告した ．海外の報告では PPI は主観的睡眠障害を改善

ような GERD と睡眠障害はどのような機序が関連してい

するが，客観的睡眠障害の指標は改善しないとされてい

るのであろうか？一般には夜間の逆流により胸やけを自覚

た ． そ こ で，13 人 の GERD 患 者 に esopmeprazole 20

し，睡眠時相により入眠困難，中途覚醒，早期覚醒と繋が

mg を 4 週間投与してアクティグラフを用いて客観的睡眠

ると考えられる．しかし，このような機序は全体の一部に

指標を検討したところ，PPI は GERD 症状改善に加えて，

過ぎない．大部分の夜間逆流は症状が伴わないパターンで

覚醒時間の減少，睡眠潜時の短縮，睡眠率の増加が認めら

あり，短時間覚醒による睡眠断片化や覚醒のないためクリ

れたことから ，客観的にも睡眠障害を改善することが期

アランス低下によって ERD が重症化するパターンであっ

待できる．

45）

50）

45）

51）

た．一方，睡眠時間の短縮は食道粘膜知覚過敏を誘導し症
状増悪因子としても働くことから，GERD と睡眠障害は
相互関連にある

8．好酸球性食道炎

．夜間逆流がおこるためには一過性下

好酸球性食道炎（eosinophilic esophagitis; EoE）は食

部食道括約筋弛緩（transient lower esophageal sphincter

物抗原に対する慢性のアレルギー性疾患であり，食物のつ

relaxation; TLESR）が必須であるが，TLESR は覚醒時

まり感，嚥下困難などの食道機能障害に基づく症状と生検

におこることが以前より報告されている．17 人の GERD

にて食道上皮内好酸球浸潤が 15/HPF 以上認める症例と

46,47）

患者について食道インピーダンス pH モニタリングと小型

定義される．本邦では稀な疾患とされているが，当科では，

脳波計を用いて検討したところ，夜間逆流は 46% が睡眠

31 歳女性，狭窄を伴う EoE の一例

覚醒時，23% が入眠前覚醒時，7% が早朝覚醒時であり，

例を集積している．最近，EoE 類似病態を呈するが PPI

大半は覚醒時に起こっていたことが判明した．残りの

が有効な症例があり，PPI 反応性食道好酸球浸潤（PPI

15% は NREM 睡眠期に，8% は REM 睡眠期に起こって

responsive esophageal eosinophilia; PPI-REE）と呼ばれ

52）

を経験して以来，症
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ている．多施設共同研究の結果，上部消化管内視鏡検査を

るのか？ LSBE，SSBE，ERD の発症を規定する因子

施行した 13634 例中，有意な好酸球浸潤は 7 例に認め，

があるはずである．

無症状の 2 例を除く 5 例に対して PPI と投与したところ，

⑧なぜ食道への逆流が他の臓器に影響を及ぼすのか？特に

3 例（0.02%） は PPI が 有 効 な PPI-REE，2 例（0.01%）

睡眠障害は様々な消化管疾患（機能性消化管疾患）に影

が EoE であった ．実際の臨床では GERD との鑑別が重

響しているはずである．

54）

要であり，逆流性食道炎患者に EoE に特徴的とされる縦
走溝や白斑のような内視鏡所見が見られることから注意が
必要である ．有意な好酸球浸潤を来しても他疾患の除外
55）

が必要であり，当科の経験でも自己免疫性食道炎
なタイプとして下部限局型 EoE

57）

⑨ GERD 関連疾患で何か重要な内視鏡所見を見逃してい
ないか？
⑩ PPI-REE は GERD の一亜型なのか？

や特殊

56）

文

も見られる．病態とし

献

ては様々なアレルギー機序が想定されるが，われわれは
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9．おわりに
当科で行ってきた GERD およびその関連疾患の研究成
果をまとめた．GERD は良性疾患で予後は良好である．
多くは PPI で充分な効果が認められ，残された課題は少
ないかもしれない．しかしながら，まだまだ様々な疑問点
や解決すべき問題があり，今後の研究が必要である．
① GERD は今後増えるのか？また欧米のようにバレット
食道～食道腺癌は増えるのか？むしろ食道胃接合部癌
は増えるか？
② GERD 症状はどのように起こるか？逆流＝ 症状ではな
い．メカニズムが解明できれば PPI が無効な NERD 症
例の治療につながる．
③真の NERD と過敏食道や機能性胸やけを区別する簡便
なバイオマーカーはないか？
④食道上皮の傷害修復機序はもう充分に解明されている
か？
⑤ PPI 長期内服のリスクが指摘される中，日本人に必要
な適切な胃酸のコントロール方法は？新しいクラスの
酸分泌抑制薬である potassium channel acid blocker
の PPI 抵抗性 GERD の治療戦略における位置づけは？
⑥デバイスを欧米に頼るのではなく，画期的な GERD 内
視鏡治療を本邦から発信すべきである．
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