
といわれている食事は、特に肉でも赤
身の肉や加工肉などが、メタ解析で少
し悪さをするのではないかといわれて
います。また、肥満の方でカロリー摂
取が高い方が特になるのですが、脂肪
摂取を少なくしても大腸がん発症の減
少効果はみられませんでした。
　山内　何となく脂肪摂取、食事の欧
米化ということで、つい脂肪食がと思
っていたのですが、実際ははっきりと
したデータは出ていないのですね。
　今枝　最近、高脂肪食によりマウス
の腸幹細胞や前駆細胞の増殖が直接促
進され、発がんに関与すると報告され、
注目されています。高カロリーの摂取
と肥満には注意が必要です。
　山内　それ以外に何かありますか。
　今枝　お酒自体もたくさん飲み過ぎ
ると大腸がんの発がん率が上がるとい
われていますし、喫煙も悪さをすると
いわれています。
　山内　生活習慣病と絡むようなもの
が多いですね。
　今枝　そうですね。
　山内　逆に、多少なりとも抑制する
のではないかといわれるものには、ど
ういったものがあるでしょうか。
　今枝　食事の中で食物繊維、特に野

菜類や果物を取るとよいのではないか
という報告もありますし、牛乳やカル
シウムの摂取もよいのではないか。あ
とは、例えばコーヒーも４杯以上飲む
と少し差があるのではないか。もう一
つは、緑茶も10杯以上飲むとよいので
はないかという報告もありますので、
いろいろなデータは出ています。
　山内　これもまた逆にいうと、いず
れも生活習慣病の対策と重複するとい
うか、かぶるところもあるので、何か
そういったものが絡むのが大腸ポリー
プ、大腸がんの特徴かという気もしま
すね。
　今枝　生活習慣病自体の影響は大き
いと思います。
　山内　そうしますと、運動などもい
いのでしょうか。
　今枝　運動自体も大腸がんの抑制に
効果があると報告されていて、逆に運
動不足自体が悪さをするともいわれて
います。
　山内　生活習慣病にかなり近い印象
もあるので、そういった対応を今後行
っていったほうがいいということです
ね。
　今枝　そうですね。
　山内　ありがとうございました。

慶應義塾大学医学部医学教育統轄センター教授
鈴　木　秀　和

（聞き手　池田志斈）

　10年以上の長期間にわたって逆流性食道炎のため、PPI（パリエット10㎎/日）
を服用している75歳男性です。BMI 22〜23で、肥満はありませんでしたが、
50代の頃（勤務中）から重度の粘膜病変を認めるGERDがありました。この数
年バレット食道も指摘され、毎年胃食道内視鏡検査を受けています。昨年の再
検査は胃底腺領域のポリープがやや目立ちますが問題ないとの結果でした。ガ
ストリン（空腹時）測定で500pg/mL（＜200）と上昇していました。また、Zn 
87（66〜118）、ビタミンB12 429（233〜914）、フェリチン（CLIA）240.1でし
た。ガストリン上昇に対して、今後どのように対応すればよいでしょうか。

＜京都府開業医＞

長期治療の逆流性食道炎（GERD）

　池田　鈴木先生、逆流性食道炎にて
長期にプロトンポンプインヒビター
（PPI）を使っている方についての質問
で、副作用を心配されているのですが、
PPIの長期投与によって起こる副作用
にはどのようなものがあるのでしょう
か。
　鈴木　PPIの長期投与が徐々に増え
てきましたが、その副作用として考え
られている病態のうち、酸分泌抑制作
用に関係するリスクとしては、胃のカ
ルチノイド腫瘍、これは、最近は神経
内分泌腫瘍（neuroendocrine tumor：

NET）と呼称するようになったのです
が、このNETが発生する可能性が指摘
されています。また、胃のポリープが
多発してきたり、クロストリジウム・
ディフィシル感染症が起こったり、骨
粗鬆症や、鉄やビタミンB12等の吸収障
害が出てくるなどの副作用が考えられ
ます。
　一方で、酸分泌抑制作用に関係しな
いリスクとしては、腎障害、collagenous 
colitis、汎血球減少症、認知症などが
考えられています。
　池田　けっこう、いろいろなものが
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　鈴木　空腹時測定で500pg/mLとい
うことですが、ガストリン値は日内変
動があり、食事との関係で上がったり
下がったりします。原則的には、空腹
時の測定で比較していくことになりま
す。
　ただし、早朝空腹時となると、どち
らかというとPPIの効果が、一番抑え
られてくる時間帯です。そうすると、
この方はパリエットの10㎎を服用して
いるということですが、比較的ガスト
リン値が過小評価されてしまっている
可能性もあるわけです。酸分泌抑制が
弱いとガストリン値はあまり上昇しな
いわけで、ガストリン値は酸分泌抑制
の強さに左右されます。
　しかし、いずれにしても空腹時で500
を超えるというのは十分に高ガストリ
ン血症といえますし、PPIの長期使用
の場合には起こりうる値と考えられま
す。時には、PPI等の長期使用によっ
て1,000以上まで上昇している方もいま
す。特に最近、発売されたPCABでは
より高値となる方もいるようです。
　池田　この患者さんはガストリン値
が高くても、先ほどのお話ですと、カ
ルチノイド腫瘍の発生はあまり心配し
なくていいかと思ったのですが、その
他に、例えばカルチノイド腫瘍などの
発生する因子などはありますか。
　鈴木　これまでの報告では、ガスト
リン値が高いということだけではNET
の発生には十分でないといわれていま

す。実際にNETが発生するためには、
高ガストリン血症のみではなく、例え
ばMEN１という遺伝子の欠失変異など
の遺伝子異常がある場合や、H. pylori
感染などにより非常に強い胃粘膜の炎
症病変を伴う場合といった、さらなる
背景因子が必要ではないかといわれて
います。
　しかし、現時点ではPPIの長期使用
がNET発生に促進的に作用する可能性
を完全に否定するのは難しいので、今
回の患者さんのように重症の逆流性食
道炎があって、PPIを長期に使わざる
を得ない、休薬できない場合には、上
部消化管内視鏡検査を定期的に実施し、
NETの有無についても注意深く観察す
る必要があると思います。
　池田　カルチノイド腫瘍については
わかりましたが、ほかにもPPIによっ
て胃のポリープができるとうかがった
のですけれども、これはどのようなも
のなのでしょうか。
　鈴木　PPIの使用で胃底腺ポリープ
や過形成性ポリープが発生したり、も
しくは増加したり、あるいは増大した
りすることは広く知られています。
　胃底腺ポリープががん化することは、
通常非常にまれですが、近年、胃底腺
ポリープが腫瘍化した例の報告も出て
きていますので、胃底腺ポリープに増
大傾向がある場合には注意すべきだと
思います。
　一方で過形成性ポリープ、これはポ

ありますね。長い投与期間の方はちょ
っと心配になりますね。この方はガス
トリン値が高いという質問が来ている
のですけれども、ガストリン値が高い
ということは何か支障があるのでしょ
うか。
　鈴木　H2ブロッカーが登場して以来、
酸分泌を低下させること、これが酸関
連疾患の治療では非常に重要と考えら
れてきたのですが、酸分泌が抑制され
たことで、逆に胃の幽門前庭部の粘膜
に存在するG細胞からのガストリンの
分泌が、酸分泌を促そうと亢進してく
るわけです。これによって高ガストリ
ン血症が起こってきます。高ガストリ
ン血症が起こると、腸クロム親和性細
胞様細胞（enterochromaffin like cell：
ECL細胞）が増殖し、腫瘍化する可能
性があると考えられています。これが
カルチノイド腫瘍、つまりNETです。
高ガストリン血症により、NETが発生
するのではないかという点が、強力な
酸分泌抑制療法に伴う問題点として危
惧されてきたことは確かです。
　池田　PPIが上市されて随分時間が
経っていますが、実際にはどうなので
しょうか。
　鈴木　H2ブロッカーにはじまり、そ
の後、PPIや、最近上市されたカリウ
ムイオン競合型アシッドブロッカー
（PCAB）等の強力な酸分泌抑制薬が
登場して、さらに高ガストリン血症が
助長されることがわかってきました。

PPIに関していえば、臨床の現場で使
用されるようになってから四半世紀以
上経過していて、その長期使用の成績
も多数報告されています。しかし、こ
れまでにPPIによるNETの発生を明確
に示した直接的な証拠は認められてお
らず、実際の臨床上ではそれほど大き
な問題にはなっていません。
　さらに、神経内分泌細胞の過形成が
前段階として考えられるわけですが、
これまでにPPI使用のみで過形成が起
こってくるという直接証拠も、実際に
はないといわれています。
　ただし、PPIを長期に使用中の、あ
るいは長期に使用した後の患者さんに
胃カルチノイドなどのNETが診断され
た数例のケースレポートはあるようで
す。これについては、ケースレポート
なので、PPIの使用と腫瘍発生との因
果関係を直接的に証明できるものでは
ありません。
　池田　四半世紀の時点では、今のと
ころは問題ないだろうということです
ね。
　鈴木　臨床の現場のコンセンサスと
してはまず、注意深く経過をみていく
必要があるものの、服薬を止めるほど
の問題はないのではないかという考え
方が多いと思います。
　池田　この患者さんは、ガストリン
値が500pg/mL上昇したとのことです
けれども、どのような値なのでしょう
か。
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　鈴木　空腹時測定で500pg/mLとい
うことですが、ガストリン値は日内変
動があり、食事との関係で上がったり
下がったりします。原則的には、空腹
時の測定で比較していくことになりま
す。
　ただし、早朝空腹時となると、どち
らかというとPPIの効果が、一番抑え
られてくる時間帯です。そうすると、
この方はパリエットの10㎎を服用して
いるということですが、比較的ガスト
リン値が過小評価されてしまっている
可能性もあるわけです。酸分泌抑制が
弱いとガストリン値はあまり上昇しな
いわけで、ガストリン値は酸分泌抑制
の強さに左右されます。
　しかし、いずれにしても空腹時で500
を超えるというのは十分に高ガストリ
ン血症といえますし、PPIの長期使用
の場合には起こりうる値と考えられま
す。時には、PPI等の長期使用によっ
て1,000以上まで上昇している方もいま
す。特に最近、発売されたPCABでは
より高値となる方もいるようです。
　池田　この患者さんはガストリン値
が高くても、先ほどのお話ですと、カ
ルチノイド腫瘍の発生はあまり心配し
なくていいかと思ったのですが、その
他に、例えばカルチノイド腫瘍などの
発生する因子などはありますか。
　鈴木　これまでの報告では、ガスト
リン値が高いということだけではNET
の発生には十分でないといわれていま

す。実際にNETが発生するためには、
高ガストリン血症のみではなく、例え
ばMEN１という遺伝子の欠失変異など
の遺伝子異常がある場合や、H. pylori
感染などにより非常に強い胃粘膜の炎
症病変を伴う場合といった、さらなる
背景因子が必要ではないかといわれて
います。
　しかし、現時点ではPPIの長期使用
がNET発生に促進的に作用する可能性
を完全に否定するのは難しいので、今
回の患者さんのように重症の逆流性食
道炎があって、PPIを長期に使わざる
を得ない、休薬できない場合には、上
部消化管内視鏡検査を定期的に実施し、
NETの有無についても注意深く観察す
る必要があると思います。
　池田　カルチノイド腫瘍については
わかりましたが、ほかにもPPIによっ
て胃のポリープができるとうかがった
のですけれども、これはどのようなも
のなのでしょうか。
　鈴木　PPIの使用で胃底腺ポリープ
や過形成性ポリープが発生したり、も
しくは増加したり、あるいは増大した
りすることは広く知られています。
　胃底腺ポリープががん化することは、
通常非常にまれですが、近年、胃底腺
ポリープが腫瘍化した例の報告も出て
きていますので、胃底腺ポリープに増
大傾向がある場合には注意すべきだと
思います。
　一方で過形成性ポリープ、これはポ

ありますね。長い投与期間の方はちょ
っと心配になりますね。この方はガス
トリン値が高いという質問が来ている
のですけれども、ガストリン値が高い
ということは何か支障があるのでしょ
うか。
　鈴木　H2ブロッカーが登場して以来、
酸分泌を低下させること、これが酸関
連疾患の治療では非常に重要と考えら
れてきたのですが、酸分泌が抑制され
たことで、逆に胃の幽門前庭部の粘膜
に存在するG細胞からのガストリンの
分泌が、酸分泌を促そうと亢進してく
るわけです。これによって高ガストリ
ン血症が起こってきます。高ガストリ
ン血症が起こると、腸クロム親和性細
胞様細胞（enterochromaffin like cell：
ECL細胞）が増殖し、腫瘍化する可能
性があると考えられています。これが
カルチノイド腫瘍、つまりNETです。
高ガストリン血症により、NETが発生
するのではないかという点が、強力な
酸分泌抑制療法に伴う問題点として危
惧されてきたことは確かです。
　池田　PPIが上市されて随分時間が
経っていますが、実際にはどうなので
しょうか。
　鈴木　H2ブロッカーにはじまり、そ
の後、PPIや、最近上市されたカリウ
ムイオン競合型アシッドブロッカー
（PCAB）等の強力な酸分泌抑制薬が
登場して、さらに高ガストリン血症が
助長されることがわかってきました。

PPIに関していえば、臨床の現場で使
用されるようになってから四半世紀以
上経過していて、その長期使用の成績
も多数報告されています。しかし、こ
れまでにPPIによるNETの発生を明確
に示した直接的な証拠は認められてお
らず、実際の臨床上ではそれほど大き
な問題にはなっていません。
　さらに、神経内分泌細胞の過形成が
前段階として考えられるわけですが、
これまでにPPI使用のみで過形成が起
こってくるという直接証拠も、実際に
はないといわれています。
　ただし、PPIを長期に使用中の、あ
るいは長期に使用した後の患者さんに
胃カルチノイドなどのNETが診断され
た数例のケースレポートはあるようで
す。これについては、ケースレポート
なので、PPIの使用と腫瘍発生との因
果関係を直接的に証明できるものでは
ありません。
　池田　四半世紀の時点では、今のと
ころは問題ないだろうということです
ね。
　鈴木　臨床の現場のコンセンサスと
してはまず、注意深く経過をみていく
必要があるものの、服薬を止めるほど
の問題はないのではないかという考え
方が多いと思います。
　池田　この患者さんは、ガストリン
値が500pg/mL上昇したとのことです
けれども、どのような値なのでしょう
か。
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自体が非常にまれであり、３㎝までに
ならない、short segment Barrett eso-
pha gus（SSBE）がほとんどですので、
発がん頻度はさらに低いと考えられま
す。
　それから、バレット食道の発生には
胃酸や胆汁酸が食道へ逆流することが
重要であるといわれていて、重症の粘
膜障害を伴う逆流性食道炎の場合には、
リスク因子として十分に考えられます。
この患者さんはBMIが22～23で、体格

的には肥満ではないようですが、高齢
ですので、亀背になっていたりする可
能性も考えられます。できるだけ背筋
を伸ばし、腹圧をあまりかけないよう
にして食事をしていただくことが大切
です。食事療法としては、高脂肪、高
糖質、つまり高浸透圧食や、香辛料、
柑橘類などの摂取を控えることも重要
であり、このような生活習慣上の注意
も併せて行うべきと考えます。
　池田　ありがとうございました。

リープの色合いが赤みが強く、胃底腺
ポリープとはだいぶ違うのですが、こ
の腫瘍化はまれではないので、経過中
に新しく過形成性ポリープが出現した
場合や、あるいは増大してきた場合に
は、内視鏡検査時に生検をして、組織
学的な評価を積極的に行っていく必要
があります。
　このように増加、増大したポリープ
は、PPIの内服の中止によってほとん
どは消退するので、投薬の必要性によ
って中止の判断や、もう少し弱めの酸
分泌抑制薬、例えばH2ブロッカーへの
変更が可能かどうかを考慮する必要が
あるかもしれません。
　池田　亜鉛やビタミンB12、フェリチ
ンについても質問がありますが、どの
ような関係があるのでしょうか。
　鈴木　胃は、栄養素の吸収において
も非常に重要な臓器です。そして、食
品中のカルシウムや鉄は胃酸によって
イオン化修飾を受けることにより、小
腸で吸収されるのです。このため、酸
分泌が低下すると、鉄欠乏が起こるこ
ともあります。この方の場合はフェリ
チンが240.1であることから、鉄の吸収
障害はないと考えられます。
　一方、ビタミンB12の吸収には壁細胞
から分泌される内因子が重要な役割を
持っています。抗壁細胞抗体が主たる
原因であるA型胃炎という病気があり
ますが、この場合は鉄欠乏性貧血（小
球性貧血）やビタミンB12吸収低下によ

る悪性貧血（大球性貧血）をきたすこ
とが知られています。
　この患者さんの場合は、ビタミンB12
は429と正常域で、ビタミンB12吸収低
下も否定できます。一方で、PPI長期
使用による骨折のリスクの増加につい
ては、メタ解析ですでに指摘されてい
ます。背景としてカルシウムの吸収障
害による骨粗鬆症がある可能性が十分
に考えられます。また75歳という高齢
ですので、カルシウム値の評価や骨密
度の測定などの骨粗鬆症の検討に加え、
通常の生活指導の中で骨折の予防も指
導する必要があると思います。
　さらに、亜鉛の吸収にも胃酸が必要
であり、胃酸により食物中の亜鉛がイ
オン化し、小腸で吸収されやすくなり
ます。この患者さんの場合は、亜鉛の
値が87と正常域ですので、亜鉛の吸収
障害もないと考えられます。
　池田　代謝に関しては、もう少しカ
ルシウムや骨密度の測定がいるという
ことですが、もう一つ、バレット食道
がこの症例では見られる、という質問
ですけれども。
　鈴木　この患者さんは、逆流性食道
炎に加えてバレット食道があるとのこ
とですが、バレット食道は全周の長さが
３㎝以上に広がるような、long segment 
Barrett esophagus（LSBE）と呼ばれ
るバレット食道からの発がんの頻度が
高いといわれています。高いといって
も、米国で年率0.4％で、日本ではLSBE

ドクターサロン61巻９月号（8 . 2017） （649）  98 （648） ドクターサロン61巻９月号（8 . 2017）

1709本文.indd   9 17/08/10   14:18



自体が非常にまれであり、３㎝までに
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障害もないと考えられます。
　池田　代謝に関しては、もう少しカ
ルシウムや骨密度の測定がいるという
ことですが、もう一つ、バレット食道
がこの症例では見られる、という質問
ですけれども。
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