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　胃の機能性ディスペプシアを疑っていますが、診断や診断的治療などについ
てご教示ください。

＜千葉県勤務医＞

胃の機能性ディスペプシア

　山内　二神先生、最近は胃といいま
すとヘリコバクターの話題が中心にな
りがちですが、やはり胃の機能性障害
もそこそこの数いらっしゃるものなの
でしょうか。
　二神　機能性ディスペプシアという
病気は、先生がおっしゃっているよう
に、内視鏡的にはいわゆる胃炎程度の
所見しかないのですが、上腹部を中心
とした消化器症状を訴える患者さんに
なります。この機能性ディスペプシア
の患者さんは最近非常に増えていまし
て、一般外来で上部消化管疾患に限っ
ていっても、たぶんここ数年で一番増
えている疾患だと思います。
　山内　非常に重要なジャンルである
ことには変わりがないのですね。
　二神　そうだと思います。
　山内　診断はやはり除外診断と考え

てよいのでしょうか。
　二神　そうですね。先生がおっしゃ
るように、胃潰瘍とか、胃がんだとか、
いわゆる器質的な疾患がないことが基
本的には大前提となっています。それ
に加えて胃もたれとか胃痛に関係する
ような胆膵系の疾患も除外しなければ
いけないので、器質的な疾患を除外す
るための最低限の検査がどうしても必
要な疾患といえます。
　山内　もちろん内視鏡は大事なので
しょうが、先生の先ほどのお話ですと、
胃炎もディスペプシアの中に少し入っ
てしまうのでしょうか。
　二神　そこは非常に難しいところな
のですが、FDは臨床症状が前面に出
てきているいわゆる症候性胃炎という
わけです。それに対して、ピロリ胃炎
などを器質性胃炎と呼びます。僕らが
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のを非びらん性胃食道逆流症と呼んで
いるのですが、これと機能性ディスペ
プシアはオーバーラップする率が日常
臨床の中でも非常に高いといわれてい
ます（図１）。また先生が先ほどおっ
しゃったような、逆流性食道炎の患者
さんが訴えている症状が、実際のとこ
ろ、FD、機能性ディスペプシアの症
状である可能性も非常に高いと思いま
す。
　山内　症状なのですが、ディスペプ
シアと逆流性食道炎、ここをある程度
見当がつけられるような違いはあるの
でしょうか。
　二神　そこは非常に難しい部分でも
あるのですが、例えば胸やけ、あるい
は胃食道逆流症状を患者さんが訴えて
いて、これは逆流性食道炎の症状だと
言っている場合、例えばお水や牛乳で
もいい、そういうものを飲んでいただ
いて、症状がある程度取れてくるので
あれば、患者さんが訴えている症状が
酸の逆流に起因している可能性があり
ますし、それは逆流性食道炎による症
状だろうということでもあります。あ
るいは、症状を訴えておられる時間的
なもの、どのぐらい症状が持続するか
という持続時間なども、ある程度参考
になるかと思います。
　山内　持続時間は短いのですか、長
いのですか。
　二神　機能性ディスペプシアの患者
さんの症状は一般的に長いので、数分

程度の症状の逆流性食道炎の患者さん
とは違ってくると思います。
　山内　けっこう長いということです
が、１日に何回も来ることがあるので
すか。
　二神　はい、あります。何度も胃も
たれがあって、非常に辛いと訴える患
者さんがけっこういらっしゃいます。
　山内　痛みに関して特徴的なものと
いうのは何かあるのでしょうか。
　二神　機能性ディスペプシアの場合
は、心窩部痛、それから痛みと非常に
よく似ているジリジリとした感じの心
窩部の灼熱感、その２つが機能性ディ
スペプシアにおける痛みに関連した症
状になると思います。
　山内　我々はつい逆流性食道炎とい
うのは胃からのどに向かってこみ上げ
てくるような痛みがあるという、そう
いう説明をしがちなのですが、ディス
ペプシアの場合はいかがですか。
　二神　機能性ディスペプシアは、診
断の基準上、心窩部を中心とした、い
わゆる上腹部を中心とした症状になる
ので、本当に平たく言うと、横隔膜よ
り上に上がってくるような痛みとか症
状に関しては、逆流性食道炎の症状に
なるかと思います。横隔膜より下の上
腹部の症状が機能性ディスペプシアの
症状ということになります。
　山内　痛みとしてはけっこう強いも
のなのですか。
　二神　機能性ディスペプシアの方は

内視鏡を行っても、特に何もない、潰
瘍もがんもないのです。患者さんに「ど
うでした？」と聞かれると、「まあ胃
炎程度ですね」という言い方をするの
ですが、まさしくそのような患者さん
で、しかし症状がずっと続くのです。
胃痛や胃もたれもあって、なかなか治
らない。こういう場合に機能性ディス
ペプシアと診断し、症状が持続するの
で胃炎の方からみると、症候性胃炎と
いうわけです。
　山内　胃炎の徴候があるけれども、
内視鏡的にはほぼ正常とみてよいので

すね。
　二神　そうですね。
　山内　ここで一番鑑別に出てくるの
は逆流性食道炎（GRED）だろうと思
われますが、逆流性食道炎でも全く症
状のない方もけっこういらっしゃいま
す。中には逆流性食道炎が内視鏡的に
はあるのだけれども、実は症状はディ
スペプシアで出てきているケースがあ
ってもおかしくない気もしますが。
　二神　おっしゃるとおりで、今、機
能性の消化管障害の中で、いわゆる逆
流性食道炎の中でも粘膜障害がないも

図１　Overlap syndrome

The prevalence of gastroesophageal reflux disease (GERD), functional 
dyspepsia (FD), and irritable bowel syndrome (IBS), and their overlaps 
among 2,680 Japanese adults.

（Kaji M, et al. Prevalence of overlaps between GERD, FD and IBS and 
impact on health-related quality of life. JGH, 2010, 25, 1151-1156）
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のを非びらん性胃食道逆流症と呼んで
いるのですが、これと機能性ディスペ
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臨床の中でも非常に高いといわれてい
ます（図１）。また先生が先ほどおっ
しゃったような、逆流性食道炎の患者
さんが訴えている症状が、実際のとこ
ろ、FD、機能性ディスペプシアの症
状である可能性も非常に高いと思いま
す。
　山内　症状なのですが、ディスペプ
シアと逆流性食道炎、ここをある程度
見当がつけられるような違いはあるの
でしょうか。
　二神　そこは非常に難しい部分でも
あるのですが、例えば胸やけ、あるい
は胃食道逆流症状を患者さんが訴えて
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もいい、そういうものを飲んでいただ
いて、症状がある程度取れてくるので
あれば、患者さんが訴えている症状が
酸の逆流に起因している可能性があり
ますし、それは逆流性食道炎による症
状だろうということでもあります。あ
るいは、症状を訴えておられる時間的
なもの、どのぐらい症状が持続するか
という持続時間なども、ある程度参考
になるかと思います。
　山内　持続時間は短いのですか、長
いのですか。
　二神　機能性ディスペプシアの患者
さんの症状は一般的に長いので、数分

程度の症状の逆流性食道炎の患者さん
とは違ってくると思います。
　山内　けっこう長いということです
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たれがあって、非常に辛いと訴える患
者さんがけっこういらっしゃいます。
　山内　痛みに関して特徴的なものと
いうのは何かあるのでしょうか。
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よく似ているジリジリとした感じの心
窩部の灼熱感、その２つが機能性ディ
スペプシアにおける痛みに関連した症
状になると思います。
　山内　我々はつい逆流性食道炎とい
うのは胃からのどに向かってこみ上げ
てくるような痛みがあるという、そう
いう説明をしがちなのですが、ディス
ペプシアの場合はいかがですか。
　二神　機能性ディスペプシアは、診
断の基準上、心窩部を中心とした、い
わゆる上腹部を中心とした症状になる
ので、本当に平たく言うと、横隔膜よ
り上に上がってくるような痛みとか症
状に関しては、逆流性食道炎の症状に
なるかと思います。横隔膜より下の上
腹部の症状が機能性ディスペプシアの
症状ということになります。
　山内　痛みとしてはけっこう強いも
のなのですか。
　二神　機能性ディスペプシアの方は

内視鏡を行っても、特に何もない、潰
瘍もがんもないのです。患者さんに「ど
うでした？」と聞かれると、「まあ胃
炎程度ですね」という言い方をするの
ですが、まさしくそのような患者さん
で、しかし症状がずっと続くのです。
胃痛や胃もたれもあって、なかなか治
らない。こういう場合に機能性ディス
ペプシアと診断し、症状が持続するの
で胃炎の方からみると、症候性胃炎と
いうわけです。
　山内　胃炎の徴候があるけれども、
内視鏡的にはほぼ正常とみてよいので

すね。
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　山内　ここで一番鑑別に出てくるの
は逆流性食道炎（GRED）だろうと思
われますが、逆流性食道炎でも全く症
状のない方もけっこういらっしゃいま
す。中には逆流性食道炎が内視鏡的に
はあるのだけれども、実は症状はディ
スペプシアで出てきているケースがあ
ってもおかしくない気もしますが。
　二神　おっしゃるとおりで、今、機
能性の消化管障害の中で、いわゆる逆
流性食道炎の中でも粘膜障害がないも

図１　Overlap syndrome

The prevalence of gastroesophageal reflux disease (GERD), functional 
dyspepsia (FD), and irritable bowel syndrome (IBS), and their overlaps 
among 2,680 Japanese adults.

（Kaji M, et al. Prevalence of overlaps between GERD, FD and IBS and 
impact on health-related quality of life. JGH, 2010, 25, 1151-1156）

ドクターサロン62巻12月号（11 . 2018） （883）  32 （882） ドクターサロン62巻12月号（11 . 2018）

1812本文.indd   3 2018/11/14   10:11



　二神　日本人の場合、特にピロリ菌
の感染率が高いので、先ほど申し上げ
たような内視鏡で「胃炎程度でしたよ」
と言っても、実際のところ、ピロリ感
染を起こしている、いわゆる器質性胃
炎ということもあるのです。けれども、
ピロリ菌を除菌して本当に機能性ディ
スペプシアの症状が取れるかというと、
非常に少数派であるといわれていて、
たとえば、13人、機能性ディスペプシ
アの方がいて、全員がピロリ菌に感染
していたとして、全員除菌に成功した
としても、症状がよくなる方は１人ぐ
らいしかいないだろう。13人中12人は
解消しないといわれています。
　山内　ただ、一部で改善してしまう
ケースもあって、ややこしいところが
まだ若干残っているとか。
　二神　先生が今言われたように除菌
してよくなる方というのは、ピロリ関
連性ディスペプシアと呼んでいて、こ
れもごく最近出てきた新しい概念だと
思います。
　山内　最後に治療ですけれども、実
際、どういったものからスタートする
のでしょうか。
　二神　2014年に機能性ディスペプシ
アのガイドラインが出まして、それに
よりますと、機能性ディスペプシアの
治療は２段構えになっています（図２）。
初期治療としてはいわゆる酸分泌抑制
薬であるPPIもしくはH2ブロッカーか

運動改善薬、あるいは両剤の併用がす
すめられています。それがうまくいか
ないときは、漢方薬とか、あるいは抗
うつ剤などを使う。それが二次治療と
なります。そういう流れになっていま
す。
　山内　機能性ですから、安定剤、抗
うつ剤も出てきうるのですね。
　二神　そうですね。消化管運動改善
薬に関しては、今保険適用になってい
るアコチアミドが、機能性ディスペプ
シアの治療でいえば非常に中心的な役
割を果たしているといえると思います。
　山内　それは主に胃専門の薬と考え
てよいのですか。
　二神　そうですね。アコチアミドは
アセチルコリンエステラーゼ阻害薬で
あり、消化管運動を改善する作用をも
っていますので、機能性ディスペプシ
アの患者さんに対する治療ということ
になります。
　山内　古くから例えばモサプリドの
ようなものもありますが、あれはどう
なのでしょう。
　二神　モサプリドは消化管運動を改
善するデータがあるので、モサプリド
あるいはイトプリドも、機能性ディス
ペプシアの治療薬としては候補に上が
ってくると思いますが、機能性ディス
ペプシアの保険適用薬としては、アコ
チアミドのみとなります。
　山内　ありがとうございました。

けっこう痛がるのです。よく私たちは
たとえで言うのですけれども、当直中
にすごい痛みを訴える患者さんが来ら
れて、これはたいへんだから早速翌日
に内視鏡をやりましょうとお伝えした
り、あるいはその場ですぐに内視鏡を
行うぐらいの、七転八倒するような非
常に強い痛みで、しかし内視鏡をやっ
てみると何もなかった。先生方も過去

に経験があると思いますが、そうした
痛みが以前からたびたびあれば機能性
ディスペプシアということになりまし
て、痛みのタイプとしてはそのぐらい
痛い場合もあるのです。
　山内　ディスペプシアは本来機能性
の異常だと認識しておりますが、実は
ヘリコバクターピロリとも関連してい
るという話もありますね。

図２　FDの診断と治療 プライマリーケアでの対応

（機能性消化管疾患診療ガイドライン2014─機能性ディスペプシア）
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の感染率が高いので、先ほど申し上げ
たような内視鏡で「胃炎程度でしたよ」
と言っても、実際のところ、ピロリ感
染を起こしている、いわゆる器質性胃
炎ということもあるのです。けれども、
ピロリ菌を除菌して本当に機能性ディ
スペプシアの症状が取れるかというと、
非常に少数派であるといわれていて、
たとえば、13人、機能性ディスペプシ
アの方がいて、全員がピロリ菌に感染
していたとして、全員除菌に成功した
としても、症状がよくなる方は１人ぐ
らいしかいないだろう。13人中12人は
解消しないといわれています。
　山内　ただ、一部で改善してしまう
ケースもあって、ややこしいところが
まだ若干残っているとか。
　二神　先生が今言われたように除菌
してよくなる方というのは、ピロリ関
連性ディスペプシアと呼んでいて、こ
れもごく最近出てきた新しい概念だと
思います。
　山内　最後に治療ですけれども、実
際、どういったものからスタートする
のでしょうか。
　二神　2014年に機能性ディスペプシ
アのガイドラインが出まして、それに
よりますと、機能性ディスペプシアの
治療は２段構えになっています（図２）。
初期治療としてはいわゆる酸分泌抑制
薬であるPPIもしくはH2ブロッカーか

運動改善薬、あるいは両剤の併用がす
すめられています。それがうまくいか
ないときは、漢方薬とか、あるいは抗
うつ剤などを使う。それが二次治療と
なります。そういう流れになっていま
す。
　山内　機能性ですから、安定剤、抗
うつ剤も出てきうるのですね。
　二神　そうですね。消化管運動改善
薬に関しては、今保険適用になってい
るアコチアミドが、機能性ディスペプ
シアの治療でいえば非常に中心的な役
割を果たしているといえると思います。
　山内　それは主に胃専門の薬と考え
てよいのですか。
　二神　そうですね。アコチアミドは
アセチルコリンエステラーゼ阻害薬で
あり、消化管運動を改善する作用をも
っていますので、機能性ディスペプシ
アの患者さんに対する治療ということ
になります。
　山内　古くから例えばモサプリドの
ようなものもありますが、あれはどう
なのでしょう。
　二神　モサプリドは消化管運動を改
善するデータがあるので、モサプリド
あるいはイトプリドも、機能性ディス
ペプシアの治療薬としては候補に上が
ってくると思いますが、機能性ディス
ペプシアの保険適用薬としては、アコ
チアミドのみとなります。
　山内　ありがとうございました。

けっこう痛がるのです。よく私たちは
たとえで言うのですけれども、当直中
にすごい痛みを訴える患者さんが来ら
れて、これはたいへんだから早速翌日
に内視鏡をやりましょうとお伝えした
り、あるいはその場ですぐに内視鏡を
行うぐらいの、七転八倒するような非
常に強い痛みで、しかし内視鏡をやっ
てみると何もなかった。先生方も過去

に経験があると思いますが、そうした
痛みが以前からたびたびあれば機能性
ディスペプシアということになりまし
て、痛みのタイプとしてはそのぐらい
痛い場合もあるのです。
　山内　ディスペプシアは本来機能性
の異常だと認識しておりますが、実は
ヘリコバクターピロリとも関連してい
るという話もありますね。

図２　FDの診断と治療 プライマリーケアでの対応

（機能性消化管疾患診療ガイドライン2014─機能性ディスペプシア）
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