食道裂孔ヘルニア

圧の上昇に伴い、胃が上へ入り込みや
すくなりますので、大きな食道裂孔ヘ
ルニアの原因として特に大切です。
池脇

木

（聞き手

秀

幸

池脇克則）

食道裂孔ヘルニアについてご教示ください。
患者は70歳女性、ときに食物がつかえる感じがあるようで、健診で食道裂孔
ヘルニアと診断を受けたようです。
＜愛媛県開業医＞

池脇 柏木先生、食道裂孔ヘルニア
ということで、逆流性食道炎の原因の

道裂孔ヘルニアです。
池脇 最初はタイトだったものが緩

一つというぐらいの理解ですが、まず
裂孔ヘルニアに関して、基本的なとこ
ろから教えてください。
柏木 今お話がありました食道裂孔
ヘルニア、要するにヘルニアとは、お

んでくるとなると、いろいろな要因が
あるのだろうと思うのですけれども、
どういう要因があるのでしょう。
柏木 ヘルニアの原因として、一つ
にはそこの結合織が、先天的といいま

なかの中にあるものがおなかの外側に
出てくる状態です。一般的によく知ら

すか、体質的に弱い人たちがいるので
はないかと考えられています。もう一

れているのが脱腸といいまして、鼠径
ヘルニアです。食道裂孔ヘルニアとい
うのは、胸とおなかの境に食道裂孔と
いうところがあります。食道が、そこ
を通っておなかの中へ入って、胃につ
ながっていきます。食道裂孔に食道と

つの原因として、おなかの圧が高くな
っている場合があります。今日、日本
人でも問題になっている肥満症が重要

胃の境が固定されているのですが、そ
の固定が緩んで、胃が上側といいます
か、胸の側に入り込んでいく状態が食
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滑脱型食道裂孔ヘルニア

確認ですけれども、高齢の女

性で骨粗鬆症であることは、脊椎が変
形して裂孔を広げてしまうということ
なのでしょうか。
柏木 まさにそのとおりだと思いま
す。

富士市立中央病院副院長

柏

図１

です。強く腹圧がかかっているような
仕事も関係しますが、もう一つ、特に
日本の高齢女性の場合、骨粗鬆症など
により、腰が曲がっていること（亀背）
が原因として重要です。腰が曲がって
きますと、裂孔の部分が広がって、腹
ドクターサロン58巻11月号（10 . 2014）

池脇 ヘルニアは、滑脱するという
ことですけれども、そういうものに関
しても幾つかのタイプがあるというこ
とですね。
柏木 食道裂孔ヘルニアは大きく分
けて、今、先生がおっしゃったような
滑脱型（図１）
、すなわち食道と胃の

図２

傍食道型食道裂孔ヘルニア

境の固定が緩くなって、そのまま全体
的にずれて上がっていくことがありま
す。このタイプは、特に成人に多く、
胃食道逆流症といいまして、胸やけだ
とか、いわゆる呑酸とかいわれる逆流
症状の原因として大切です。
もう一つのタイプが傍食道型（図２）
といいまして、食道と胃の境のところ
はあまり動いていないのに、裂孔があ
いてくることによって、その近くにあ
る胃のほうが先に入り込んでいくこと
があります。これが傍食道型というタ
イプです。

そのまま入り込んで、ひどい人の場合
は胃が全部入り込んでしまうことがあ
ります。胃が縦隔内でひっくり返って
しまうような巨大裂孔ヘルニアが見ら

先ほどお話ししました、特に高齢の
女性の方のヘルニアでは、両方とも見
られますが、特に傍食道型で、裂孔が
さらにあいてくることによって、胃が

れることがあります（図３）
。一方、
先ほどの滑脱型のほうがさらに進行し
た場合、胃から食道への逆流がひどく
なります。さらに、逆流の症状、胸や
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図３

巨大食道裂孔ヘルニア

池脇 食道裂孔ヘルニアの２つのタ
イプは、好発年齢や男女比に特徴があ
るのでしょうか。
柏木 食道裂孔ヘルニアの場合、好
発年齢というよりは、高齢になるほど
増えてきます。特に、女性の場合は腰
が曲がって、腹圧が上がってくるよう
になったときに、さらに増えていく可
能性があります。食道裂孔ヘルニアは
頻度の高い疾患ですが、特に女性では

けだけでなく、ひどくなると今度は呼
吸器症状といいますか、夜間の咳だと
か、喘息様症状、咽喉頭症状も起こっ
てきます。ですから、ヘルニアのタイ
プによって症状の出方がかなり違うこ
とになります。
池脇 夜間の咳の原因が、食道裂孔
ヘルニアの場合があるのですね。そう
すると単純に２つのタイプがあって、
裂孔が大きければ傍食道型になるとい
うわけでもないのでしょうか。
柏木 一つは、裂孔が大きくなって
きたときに、食道と胃の境のところと
椎体側の固定がしっかりしているかど
うかにも関係すると思います。
池脇
すか。

そういうところが大きいので

柏木 食道の裂孔への固定が緩い人
たちは、食道と胃の境が全体的に胸の
側といいますか、頭側に上がってきま
す。これが典型的な滑脱型で裂孔部の
固定が重要です。
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加齢とともに増加します。さらに逆流
性食道炎という、胃酸が上がるという
現象も、女性では高齢になってくるほ
ど増えるというのが特徴の症状です。
池脇 次は診断のアプローチですが、
これはどうでしょうか。
柏木 まず、質問の内容にもありま
すように、健診で食道裂孔ヘルニアと
診断されています。通常、今日の健診
ですと、消化管造影といいまして、バ
リウムによる検査が行われます。がん
診断では内視鏡検査のほうが優先され
ることも少なくないのですが、食道裂
孔ヘルニアの形だとか程度を見るには
バリウムによる検査が一番適切に評価
できると思います。
池脇 バリウムがはからずも食道裂
孔ヘルニアの診断に関しては内視鏡よ
りも適しているということで、今回も
健診で裂孔ヘルニアと画像的に診断を
受けて、その後、症状があるなしで、
治療するかどうかも変わってくると思
うのですけれども、今回の症例では高
ドクターサロン58巻11月号（10 . 2014）

齢の女性で、物がつかえるという感じ、
こういった症状のとき、さあどうしよ
うかということですね。
柏木 食道の症状に関して、一般的
には逆流性食道炎では胸やけのような
逆流症状が、食道の運動障害や食道が
んとかですと、つかえるという症状が
見られます。ただ、食道というのはい
ろいろな症状を出してくる臓器で、逆
流性食道炎でも胸痛やつかえ感が出る
ことがあります。この場合、まず胃食
道逆流症、逆流性食道炎があるかどう
かという診断が重要になります。そう
なりますとバリウム検査ではなくて、
内視鏡検査が非常に有用になります。
池脇 それはどういう意味で必要な
のでしょうか。
柏木 内視鏡検査で逆流性食道炎が
認められれば、この患者さんが訴えら
れているつかえというのは、逆流性食
道炎に伴う付随症状として出ている可

柏木 一方において、逆流症による
症状だと思って漫然とPPIを投与する
ということがないともいえないですね。
特に、今日では、胃食道逆流症という
概念が普及していますので、PPIのよ
うな薬剤を投与されることはいいので
すけれども、それでは効かない病気が
あるということを知っているのが大切
だと思います。
池脇 今回の場合には健診で、どち
らのタイプかというのはおそらくわか
っていますが、逆に日常診ている患者
さんで、症状があって、なかなか検査
にまで至らないで、漫然とPPIという
場合には、ある時点でバリウム検査、
内視鏡検査でもいいかもしれません。
それが必要だということでしょうか。
柏木 そうですね。薬を投与して症
状が変わらないのであれば、検査を行
うことです。がんが原因として隠れて
いることもあります。手術で修復すれ

能性があるからです。そうであれば、

ば治る病気が原因となっていることも
逆流症に対する薬が非常に有効ですし、 あるということです。
薬によって患者さんの訴えがとれる可
池脇 先生は外科のお立場で、手術
能性もあります。一方において、逆流
ということで治療されることになるの
症ではなくて、あくまでもヘルニアに
ですね。
よる変形、食道から胃に入るところの
柏木 はい。
変形によって起こってくる症状であっ
た場合には、薬による症状の改善が期
待できないことになります。
池脇 確かにそうですね。逆流症に
よる症状なのか、いわゆる通過障害に
よる症状かで、全くそれは違いますね。
ドクターサロン58巻11月号（10 . 2014）

池脇 今、どんな治療が一般的に行
われているのでしょうか。
柏木 20年ぐらい前から、手術自体
はおなかを開ける手術に代わり、腹腔
鏡を用いた手術が行われるようになり
ました。腹腔鏡手術は、いろいろな領
（809）9
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域、がんの領域でも普及してきていま
すが、食道裂孔ヘルニアに対する腹腔
鏡手術というのは、腹腔鏡手術が導入

を行う場合、腹腔鏡の手術、ヘルニア
の再発に注意するようなかたちで手術
を行うようにしています。

された当初から行われているのです。
食道裂孔ヘルニアで手術しなければ
いけない人たちに対し、腹腔鏡手術で

手術の目的というのは、患者さんの
症状を取り除くことです。がんのよう
に病気を取り除くというよりも、患者

も安全に行うことができるということ
がわかってきて、普及してきました。
一方において腹腔鏡手術は癒着が起こ
りにくいという特徴があります。腸閉
塞とかが起こらない点ではいいのです

さんのつかえ感だとか、訴えられてい
る症状を手術でとれるかどうか、術後
に他の症状が出ないかどうかにかかっ
てきます。食道裂孔ヘルニアには、薬
が効かない症状、特に逆流症以外の症

状は手術でしかとれない場合があると
いうことです。
池脇 内科的な治療で奏効しない場
手術で指摘されるようになっています。
合には、外科的なものが必要かどうか、
一方において侵襲を抑えることができ
判断する必要があるということですね。
ます。今回のお話のような食道裂孔ヘ
柏木 はい。
ルニアは特に高齢者で問題になります
池脇 ありがとうございました。
ので、より有用です。高齢の方に手術
が、開腹手術の場合よりもヘルニアの
再発が起こりやすいというのが腹腔鏡

高リン血症

東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科講師

大城戸

（聞き手
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郎

池脇克則）

健診等で電解質の検査をすると、ときどき高リン血症が認められます。症状
もなく他の電解質異常もなく、ホルモンや代謝異常も認められないときの成因
はどんなものが考えられるのでしょうか。ご教示ください。
＜奈良県勤務医＞

池脇

高リン血症というと、腎障害、

特に腎不全での高リン血症が一般的な
のですが、質問は、健診で高リン血症
が認められ、特に、ほかの電解質、ホ
ルモン、代謝異常もない。おそらく心
不全もない。そういう方で高リン血症
を呈する症例です。全く私はわからな
いのですが、リンの血中濃度が制御さ

10（810）

一

正常範囲というのは違ってくるのでし
ょうか。
大城戸 小児の場合は正常値が４〜
７㎎/㎗と、かなり高値を示しまして、
これは成長過程とともにだんだん下が
ってきて、15歳ぐらいで私たち成人と

れているのは、いろいろな要因がある
と思うのですけれども、まず最初にそ
のあたりから教えてください。

同じ血中レベルになるとされています。
このような年齢での変化は成長ホルモ
ン、性ホルモン、そして甲状腺ホルモ
ンなどが関与しているといわれていま
す。特に成長ホルモンは尿のリン排泄

大城戸 非常に難しい質問だと思い
ます。一般的に血液中のリンは、①食
事から腸管の吸収、②骨からの遊離、
③腎臓からの再吸収、で制御されてい
ます。正常の成人の血中のリン濃度は
2.5〜4.5㎎/㎗に制御されています。
池脇 これは性別、年齢等々で多少

を低下させる作用がありますので、成
長期にはこれらが非常に大きな影響を
与えていると思います。
池脇 生理的な意味でホルモンが変
動すると、それがリンの濃度に影響す
るということですね。
大城戸 そうですね。
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