
います。家族の方は、手術をするのと
手術をしないのと、どちらを選ぶかと
いうと、手術というのはどうしても侵
襲や危険性を伴いますので、できるだ
け手術なしで治って、しかも非常に形
がいい治りをするのであれば、そちら
を選ぶのではないかと思っています。
２歳までは保存療法で見ていって、そ

れでも治らない場合は仕方がないので
手術をしましょうという考え方ですね。
　池田　そういう意味では、先生はい
ろいろエビデンスをお持ちですので、
親御さんも安心して手術を受けられま
すね。それが２歳ということですね。
　土岐　そうです。
　池田　ありがとうございました。

　山内　咽喉頭異常感というのは日常
臨床でも非常によく遭遇する訴えの一
つです。現実問題としてストレートに
逆流性食道炎が原因になっていること
は多いのでしょうか。
　齋藤　食事の欧米化に伴って、世の
中で胃食道逆流は増えてきており、そ
の中には、のどの違和感を訴えられる
患者さんもいらっしゃいます。ですの
で、今はのどの違和感で耳鼻科を受診
される患者さんの半分ないしそれ以上
の方に、逆流性食道炎ないし胃食道逆
流が存在することが知られています。
　山内　存在するということと、実際
関係するというのはまた別でしょうか
ら、本当にそれが原因だとなると、逆
流性食道炎の治療をしたら治っていい
はずですね。そのあたりはどうなので
しょう。

　齋藤　それがまさに、この疾患の難
しいところというか、複雑なところで
す。我々は自らの施設でのどの違和感
を訴える患者さんを拝見していく中で、
耳鼻科的に内視鏡検査などをやっても、
はっきりした病変がない患者さんに、
胃カメラや食道の逆流、胃食道逆流を
スコアリングするような問診票で診断
をさせていただきました。その結果、
確かに６割ぐらいの患者さんに食道逆
流症が存在することがわかりました。
　ただ、実際にその方々に対して、プ
ロトンポンプインヒビターという薬で
治療してみても、実際にそれでのどの
違和感が治った方は半分ぐらいにとど
まったという経験があります。
　山内　そうしますと、実際問題とし
ては、多くの方が原因不明と考えてよ
いのでしょうか。

咽喉頭異常感と逆流性食道炎

杏林大学医学部耳鼻咽喉科学教授
齋　藤　康一郎

（聞き手　山内俊一）

　咽喉頭異常感症の原因の多くは逆流性食道炎とする考えがあるようですが、
そのエビデンスはどういったものがあるのでしょうか。

＜大分県開業医＞
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　齋藤　そうですね。我々耳鼻科医も
日々注意しなければいけないのですが、
こういった胃食道逆流が存在するから
といって、それがのどの違和感の原因
ですと断言していいかどうかは、先ほ
ど申し上げたように、なかなか疑問が
残るというか、難しいところです。
　山内　ただ、逆流性食道炎でそうい
った症状があることを頭にとどめてお
くのは悪くはないですね。
　齋藤　咽喉頭の粘膜は食道に比べて
知覚が鋭敏であることが知られていま
す。例えば、pHのモニタリングで４未
満という数字が、胃酸の食道逆流の指
標としてよく使われます。その一方で、
咽喉頭はpH４以上の液体でも違和感
を感じるような敏感な部位ですので、
胃食道逆流、逆流性食道炎の、のどの
違和感への影響も頭に置いて診ていく
ことは、大切だと思います。
　山内　よくこういった訴えには、昔
から漠然と、「魚の骨でも刺さったん
じゃないの」などと言っていたわけで
すが、そのようなことはありうるので
しょうか。
　齋藤　本日話題にしているのどの違
和感を訴えている患者さんは、非常に
長期間にわたって症状を抱えていらっ
しゃる患者さんが多いです。数カ月間
魚の骨が刺さりっぱなしというのは、
非常にまれだと思います。魚の骨のよ
うな異物がのどに刺さってしまった患
者さんの場合には、このときにこの食

事をしてからというエピソードが比較
的はっきりしていたりとか、あるいは
非常に明確に、のど、ないし頸部のこ
の部分が痛いという症状を具体的に訴
える患者さんが多いです。漠然と「何
かがのどにあるようだ」ですとか、「何
となく首の真ん中あたりに引っかかる
ものがあるような気がします」という
だけで、異物が原因ということはまれ
ではないかと私は考えています。
　山内　傷などがありますと、これは
持続的に痛むと考えてもよいですね。
　齋藤　そうですね。ただ、熱いもの
を一気に飲んでしまったですとか、非
常に硬いフランスパンの耳を飲み込ん
でしまったですとか、そういったこと
によってのどにやけどをしたり、傷が
ついてしまうケースは時々あります。
これらのほとんどの場合には、数日か
ら１週間ぐらいで徐々に症状が消えて
いきますので、それ以上痛みが続く場
合は、むしろ異物よりも、腫瘍のよう
な重篤な疾患を必ず頭に置いて診察し
ていくことが大切だと思います。
　山内　腫瘍が大きな鑑別点になるの
ですね。
　齋藤　そうですね。腫瘍の中でも、
私がよく拝見するような喉頭に発生す
る腫瘍の場合には、声の障害などの比
較的わかりやすい症状を自覚されて疾
患が見つかることもあります。しかし
ながら、位置は咽頭の隣ですが、食道
の入り口の下咽頭という部位に腫瘍が

できた場合など、疾患が進行しないと
自覚症状に乏しく、大きな潰瘍ができ
たりして強い痛みが出ないと、なかな
か自覚症状がないために腫瘍が見つか
らないようなこともあります。ですの
で、がん年齢の方、特に喫煙、飲酒の
多い中高年の男性で、そういった持続
的な違和感や痛みがある患者さんの場
合には、まずは下咽頭や食道などに腫
瘍性の病変がないかを見逃さないこと
は非常に大切だと思います。
　山内　口の中というのは比較的痛覚
が鈍いほうだと思うのですが、咽喉頭、
食道周辺の知覚はどうなのでしょう。
　齋藤　まさにおっしゃるとおりで、
口の中、ないし、いわゆる舌の付け根
のあたりは非常に感覚が鈍いことが確
かに知られています。ですので、よく
食事ないし水分が喉頭、気管に流れ込
むのを防ぐ役割をするといわれている
喉頭蓋といった部分の舌根付近に、囊
胞ができた場合、親指大より大きくな
っても、あまり強い痛みや違和感を訴
えないケースもあるぐらいです。した
がって、確かにそのあたりの感覚は、
よくも悪くも鈍いと思います。ですの
で、このような知覚が鈍い部分にでき
た場合、悪性の腫瘍でもかなり病変が
大きくならないと見つからないので、
怖い場所といえます。
　ただ、その一方で、今先生がおっし
ゃった喉頭とか、食道入り口部の隣の
披裂部といった、発声・呼吸器官の周

辺部分は、食べ物が入ると体にとって
は危険ですので、非常に感覚が鋭敏で、
身体防御機構として役割を果たしてい
ます。この部分に何かがあると、すぐ
にヒトはむせるわけで、そこは我々も
ひとくくりに「のど」といっても、き
ちんと区別して診療しないといけない
と思います。
　山内　患者さんがのどのあたり、周
辺部の違和感ということできますと、
ここは甲状腺というもう一つ大きな臓
器がありますね。甲状腺腫大で違和感
がくることもあるのでしょうか。
　齋藤　これは経験的になってしまい
ますが、今はインターネットなどで情
報が多いからか、確かに甲状腺の疾患
を気にされる患者さんも多いです。た
だ、甲状腺にかなり大きな腫瘍ができ
ても、飲み込むときの違和感を訴える
ことはまれだと思います。
　むしろ甲状腺全体が腫大するバセド
ウ病や、結節性甲状腺腫などの疾患は
患者さんも健康診断のときに診た医師
に「あなたはけっこう首が腫れていま
すね」と、言われて気づくようなこと
があるぐらいです。したがいまして、
食べ物ないし水分の通り道に、甲状腺
の疾患で症状が出てくることは少ない
と思います。
　山内　むしろそんなに多くないと考
えてよいですね。
　齋藤　はい。そう考えてよいと思い
ます。
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　齋藤　そうですね。我々耳鼻科医も
日々注意しなければいけないのですが、
こういった胃食道逆流が存在するから
といって、それがのどの違和感の原因
ですと断言していいかどうかは、先ほ
ど申し上げたように、なかなか疑問が
残るというか、難しいところです。
　山内　ただ、逆流性食道炎でそうい
った症状があることを頭にとどめてお
くのは悪くはないですね。
　齋藤　咽喉頭の粘膜は食道に比べて
知覚が鋭敏であることが知られていま
す。例えば、pHのモニタリングで４未
満という数字が、胃酸の食道逆流の指
標としてよく使われます。その一方で、
咽喉頭はpH４以上の液体でも違和感
を感じるような敏感な部位ですので、
胃食道逆流、逆流性食道炎の、のどの
違和感への影響も頭に置いて診ていく
ことは、大切だと思います。
　山内　よくこういった訴えには、昔
から漠然と、「魚の骨でも刺さったん
じゃないの」などと言っていたわけで
すが、そのようなことはありうるので
しょうか。
　齋藤　本日話題にしているのどの違
和感を訴えている患者さんは、非常に
長期間にわたって症状を抱えていらっ
しゃる患者さんが多いです。数カ月間
魚の骨が刺さりっぱなしというのは、
非常にまれだと思います。魚の骨のよ
うな異物がのどに刺さってしまった患
者さんの場合には、このときにこの食

事をしてからというエピソードが比較
的はっきりしていたりとか、あるいは
非常に明確に、のど、ないし頸部のこ
の部分が痛いという症状を具体的に訴
える患者さんが多いです。漠然と「何
かがのどにあるようだ」ですとか、「何
となく首の真ん中あたりに引っかかる
ものがあるような気がします」という
だけで、異物が原因ということはまれ
ではないかと私は考えています。
　山内　傷などがありますと、これは
持続的に痛むと考えてもよいですね。
　齋藤　そうですね。ただ、熱いもの
を一気に飲んでしまったですとか、非
常に硬いフランスパンの耳を飲み込ん
でしまったですとか、そういったこと
によってのどにやけどをしたり、傷が
ついてしまうケースは時々あります。
これらのほとんどの場合には、数日か
ら１週間ぐらいで徐々に症状が消えて
いきますので、それ以上痛みが続く場
合は、むしろ異物よりも、腫瘍のよう
な重篤な疾患を必ず頭に置いて診察し
ていくことが大切だと思います。
　山内　腫瘍が大きな鑑別点になるの
ですね。
　齋藤　そうですね。腫瘍の中でも、
私がよく拝見するような喉頭に発生す
る腫瘍の場合には、声の障害などの比
較的わかりやすい症状を自覚されて疾
患が見つかることもあります。しかし
ながら、位置は咽頭の隣ですが、食道
の入り口の下咽頭という部位に腫瘍が

できた場合など、疾患が進行しないと
自覚症状に乏しく、大きな潰瘍ができ
たりして強い痛みが出ないと、なかな
か自覚症状がないために腫瘍が見つか
らないようなこともあります。ですの
で、がん年齢の方、特に喫煙、飲酒の
多い中高年の男性で、そういった持続
的な違和感や痛みがある患者さんの場
合には、まずは下咽頭や食道などに腫
瘍性の病変がないかを見逃さないこと
は非常に大切だと思います。
　山内　口の中というのは比較的痛覚
が鈍いほうだと思うのですが、咽喉頭、
食道周辺の知覚はどうなのでしょう。
　齋藤　まさにおっしゃるとおりで、
口の中、ないし、いわゆる舌の付け根
のあたりは非常に感覚が鈍いことが確
かに知られています。ですので、よく
食事ないし水分が喉頭、気管に流れ込
むのを防ぐ役割をするといわれている
喉頭蓋といった部分の舌根付近に、囊
胞ができた場合、親指大より大きくな
っても、あまり強い痛みや違和感を訴
えないケースもあるぐらいです。した
がって、確かにそのあたりの感覚は、
よくも悪くも鈍いと思います。ですの
で、このような知覚が鈍い部分にでき
た場合、悪性の腫瘍でもかなり病変が
大きくならないと見つからないので、
怖い場所といえます。
　ただ、その一方で、今先生がおっし
ゃった喉頭とか、食道入り口部の隣の
披裂部といった、発声・呼吸器官の周

辺部分は、食べ物が入ると体にとって
は危険ですので、非常に感覚が鋭敏で、
身体防御機構として役割を果たしてい
ます。この部分に何かがあると、すぐ
にヒトはむせるわけで、そこは我々も
ひとくくりに「のど」といっても、き
ちんと区別して診療しないといけない
と思います。
　山内　患者さんがのどのあたり、周
辺部の違和感ということできますと、
ここは甲状腺というもう一つ大きな臓
器がありますね。甲状腺腫大で違和感
がくることもあるのでしょうか。
　齋藤　これは経験的になってしまい
ますが、今はインターネットなどで情
報が多いからか、確かに甲状腺の疾患
を気にされる患者さんも多いです。た
だ、甲状腺にかなり大きな腫瘍ができ
ても、飲み込むときの違和感を訴える
ことはまれだと思います。
　むしろ甲状腺全体が腫大するバセド
ウ病や、結節性甲状腺腫などの疾患は
患者さんも健康診断のときに診た医師
に「あなたはけっこう首が腫れていま
すね」と、言われて気づくようなこと
があるぐらいです。したがいまして、
食べ物ないし水分の通り道に、甲状腺
の疾患で症状が出てくることは少ない
と思います。
　山内　むしろそんなに多くないと考
えてよいですね。
　齋藤　はい。そう考えてよいと思い
ます。
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　山内　結局、除外、除外でいくと、
最後は心療内科的なものもかなり多い
とみてよいのでしょうね。
　齋藤　私の経験でも、のどの違和感
を訴える患者さんの１割程度の方が、
心療内科を受診した結果、疾患ありと
診断されました。これまで述べてきま
したように、これもまた、診断された

精神神経科疾患が唯一の原因と言い切
ってよいかは別として、そういったも
のも関与しているといえるでしょう。
胃食道逆流も関与しているし、心理的
なものも関与しているというのが正し
いのではないかと考えています。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　中村　南学先生、先生に企画いただ
いた腎・尿路疾患診療の最新情報のシ
リーズが始まります。その１回目とし
て、まず総論的な話をうかがいたいと
思います。テーマとして「国民病とし
ての腎・尿路疾患」を挙げられたので
すが、国民病とは、その病気が多いか
らという意味なのでしょうか。
　南学　ご指摘のとおりで、腎臓病は
なかなか症状が出にくく、症状が出た
時点ではもう透析が必要というような
病気なので、あまり気づかれません。
しかし、現時点で全国で透析を必要と
する腎不全の方は31万人以上、さらに
その母体となる、いわゆる慢性腎臓病
といわれる方は1,300万人いると推定さ
れています。こういった方々は末期腎
不全に至るのみならず、心血管系の合
併症を起こしやすいということがいわ
れており、患者さんの予後、QOLなど
様々な観点から非常に大きな問題で、
早期発見、早期に治療介入することが
重要だといわれています。
　さらに、こういった内科的な腎臓病

に加えて、腎・尿路疾患となると、い
わゆる外科系の泌尿器科的な病気が含
まれてきます。がんであったり、結石
であったり、男性だと前立腺肥大であ
ったり、排尿障害、こういった様々な
重要な問題が含まれてきます。これら
を併発している患者さんになると、さ
らに数が多くなるので、まさに国民病
といってもいいのではないかと考えて
います。
　中村　わかりました。私たちは、こ
ういった病気を見るときは、一般に、
先生が指摘された慢性腎臓病、いわゆ
るCKDと略されているような、GFR
から見た分類をした場合、病態から例
えばネフローゼや腎炎などが一部では
混乱しているような印象を持つのです
けれども、治療する場合には、どちら
にせよ、病態から見ていくのですね。
　南学　ご指摘のとおりで、CKDとは
腎機能低下という観点から見た、もの
すごく大ざっぱな分類になります。ま
ず、尿の異常だとか、糸球体ろ過の低
下、こういった異常がある状態から、

腎・尿路疾患診療の最新情報（Ⅰ）

東京大学腎臓・内分泌内科教授
南　学　正　臣

（聞き手　中村治雄）

国民病としての腎・尿路疾患
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