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　Gastro-Esophageal Reflux Disease（GERD）についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

GERD

　池田　Gastro-Esopha geal Reflux Dis-
ease、GERDについて質問が来ている
のですが、いったいどのような病気な
のでしょうか。
　山道　GERDというのは、胃にある
内容物が食道のほうに逆流して、それ
で引き起こされる様々な病態を言いま
す。実際、胃内の内容物が逆流して起
こす病気すべてを言うのですが、その
中でも胃酸が引き金になって起こる病
態がメインだと考えられています。
　池田　症状としてはどのようなもの
でしょうか。
　山道　かなり多彩な症状が出るので
すが、代表的な症状は胸やけ症状と酸
逆流の２大症状です。ただ、これ以外
にも、食べ物がつかえる感じがすると
か、胸が痛い、喘息のような咳が続く
など、様々な症状が出現します。たま
に狭心症と間違えられたりします。症

状からGERDにすぐに結びつかない症
例も少なからずあると考えられていま
す。
　池田　人によっては、自分は狭心症
ではないかと心配される人もいらっし
ゃるのですね。
　山道　実際に循環器内科をまず受診
されるケースもありますね。
　池田　その症状というのは、例えば
１日のうちでいつごろ出てくるものな
のでしょうか。
　山道　一番多いのは夜間から朝方で
す。この時間帯は横になって寝ている
ため、重力の問題もあって逆流が起き
やすいことと、もう一つは夜間は唾液
分泌がほぼ止まってしまうため、食道
から胃への唾液の流れも止まってしま
うので、この時間帯の症状が一番多い
と考えられています。あとは、ストレ
スが強まる時間帯ということで、日中

や平日の仕事中などに出る方もいらっ
しゃいます。また、食事中～食後には
胃の内圧が高まるため、ここも症状が
出やすい時間帯です。
　池田　非常に難しい病態ですね。日
本でこの症状を訴える方は増えている
のでしょうか。
　山道　日本人の胃酸の濃度がどんど
ん上がってきていることが知られてい
て、それと間違いなく関連していると
予想されていますが、逆流性食道炎や
GERDも増え続けています。我々の施
設で行ったデータでは、1990年代初め
には逆流性食道炎は２％ぐらいの頻度
でした。これは人間ドックのデータで
すが、それが2010年以降は22％ぐらい
と、10倍以上の頻度まで増えていまし
た。通常の人間ドックを受ける健常者
のデータからも明らかですが、増え続
けている病気のひとつです。
　池田　どうして増え続けているので
しょうか。
　山道　これは様々な理由がいわれて
いるのですが、一つはストレス社会が
加速してきて、胃酸が濃くなってきて
いるということ。あとは胃内で、日本
人の場合、ピロリ菌を持っている方が
すごく少なくなっていることも原因の
ひとつです。ピロリ菌がいると慢性胃
炎によって胃粘膜の萎縮が起こって、
胃酸の分泌量が減ることが知られてい
ます。今、日本ではピロリ菌がいない
方が多くなってきていますので、その

結果として胃酸が濃くなってきていま
す。
　もう一つは、高齢社会を迎え、胃と
食道のつなぎ目の部分が緩い方が多く
なってきていることも、逆流を引き起
こしている原因だといわれています。
　池田　食生活との関係はいかがです
か。
　山道　食生活では、胃酸分泌を刺激
する食物、あるいは胃の中にたくさん
食べ物が入ってしまうような状況はリ
スクが高いといわれています。好まし
くない食習慣、特に最も大きく影響し
ているのは、夜食べてすぐに寝てしま
うことだといわれています。夜食べる
「夜食」、それから「大食い」と「早食
い」、この３つの悪い食習慣を避ける
べきとされています。
　池田　日本人の典型みたいですね。
　山道　そうですね。ただ、昔と比べ
ると、外に飲みに行かれる方が減って
いるため、食習慣自体が国民全体で悪
化していることはないと思われるので
すが。
　池田　例えば、夜寝る前、何時間ぐ
らい空けて食事をしたほうがいいので
しょうか。
　山道　理想的には横になって寝る３
時間前に食事を終えていただくのが理
想と考えられています。ただ、なかな
か難しいので、実際の臨床では「２時
間空けてください」と伝えているのが
通常です。
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　池田　外から帰ってきて、いきなり
お酒を飲みながら食べて、そのままこ
ろっと寝てしまうというのはいけない。
　山道　それはGERDには一番望まし
くない生活習慣ですね。
　池田　肥満との関係はいかがなので
しょうか。
　山道　逆流が生じるメカニズムとし
ては、胃側＝おなか側と、食道側＝胸
側の圧力のバランスで決まる部分が大
きいです。肥満が進んで、腹圧が高く
なって胃を圧迫してしまうと逆流が生
じやすくなります。このため、減量す
ることは逆流を抑える効果があると考
えられています。
　池田　となると、欧米人のほうが症
状が強かったり、頻度が高いのでしょ
うか。
　山道　はい。欧米のほうがはるかに
肥満の方が多いので、わが国も含めた
アジア圏と比べると、欧米は逆流を起
こす方が圧倒的に多いです。
　池田　NERDというのがあるとうか
がったのですが、これは何なのでしょ
うか。
　山道　GERDといわれる逆流で生じ
る病態のうち、内視鏡で異常があるも
のを逆流性食道炎、内視鏡で異常所見
が認められないけれども症状があるも
のをNERDといいます。NERDという
のはnon-erisive reflux diseaseの略で、
びらんがない胃食道逆流症という意味
ですが、実はこのNERDの方々が非常

に多いことが今、わかっています。
　池田　NERDの診断は内視鏡的なこ
とだけではなくて、患者さんの症状プ
ラスですね。
　山道　NERD自体の診断は実はかな
り難しいのです。一般には先ほどお話
しした逆流症状とか胸やけ症状がある
かどうかと、内視鏡で異常がないこと
でおおむねの診断はできるのですが、
正確に診断する場合は、食道内に本当
に逆流が生じてきているか、pHモニ
タリングという特殊検査を行うことが
必要になります。ただ、そこまでやら
なくても、症状と内視鏡所見がないこ
とで、おおむねの診断はできるように
なっています。
　池田　NERDとGERDはどちらが多
いのですか。
　山道　わかりやすく言うと、NERD
と逆流性食道炎を合わせるとGERDに
なります。逆流性食道炎自体も多いの
ですが、NERDの患者数はこれをやや
上回ります。これはわが国だけでなく、
世界のほとんどの先進諸国で同じ傾向
が報告されています。
　池田　NERDも頭に置いておかなけ
ればいけないのですね。
　山道　そうですね。昔は内視鏡検査
で異常がないと「病気がありません」
と帰されてしまう方が多かったのです
が、これを見落としてはいけないとい
うことが、専門医の間では常識になっ
ています。

　池田　GERDがあって、以前ならこ
れは良性のものなので、あとはPPIで
ものんで様子を見たら、ということに
なるのですが、最近では考え方が変わ
ってきているのでしょうか。
　山道　以前は命にかかわらない病気
と軽んじられる傾向にありましたが、
最近はこの逆流性食道炎から「バレッ
ト食道」といわれる特殊な食道の変化
が起こり、この部分から食道腺がんが
増えるのではないかということが懸念
されています。わが国ではまだあまり
増えてはいないのですが、欧米諸国で
はこのバレット食道から食道腺がんが
たくさん発症しており、今は食道がん
の半数以上がバレット食道由来の食道
腺がんになっています。わが国もその
ような症例が増えるのでは、と現在懸
念されています。
　池田　食道であれば、扁平上皮がん
ですよね。バレット食道からのがんは
腺がんですね。バレット食道というの
はどのような状態になっているのでし
ょうか。
　山道　バレット食道とは、食道の下
部の粘膜が胃酸で攻撃を受けて、それ
が治る過程で、もともと食道の扁平上
皮に戻ればいいのですが、誤って胃の
円柱上皮に置き換わってしまう現象を
言います。このバレット食道の部分は、
食道と胃の２つの臓器が移行する場所
であり、分化の不安定性からがんが出
やすいのではないかといわれています。

胃がんに似た腺がんが食道上に出現し
ますが、これをバレット腺がん、ある
いは食道腺がんと言います。
　池田　食道の一部の細胞の性質が扁
平上皮から円柱上皮になる。遺伝子発
現の変化なども相まって、場合によっ
ては腺がんになるのですね。
　山道　そのとおりです。
　池田　海外ではこれが多いのですね。
　山道　ほとんどの欧米諸国では食道
腺がんが食道がんの50％を超えていま
す。
　池田　今、日本の食道がんはどれぐ
らいですか。
　山道　食道がんになる人は年に２万 
2,000人程度、亡くなるのは半分の１万 
1,000人程度です。日本では現在も、喫
煙や飲酒がリスクファクターである扁
平上皮がんが90％以上を占めています。
食道腺がんはまだ５％以内であり、今
後増えるかどうかはわからないところ
ですが、慎重に経過を見ていく必要が
あります。
　池田　それも合わせて考えますと、
例えばGERDなど診断がついた方は内
視鏡的にどのようなフォローアップの
経過をするのでしょうか。
　山道　ここはまだ専門医でも意見が
分かれているところですが、少なくと
もバレット食道が大きく広がっている
方に関しては、がんのリスクを考えて、
１年に１度の内視鏡を勧めるドクター
が多いですね。
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　池田　外から帰ってきて、いきなり
お酒を飲みながら食べて、そのままこ
ろっと寝てしまうというのはいけない。
　山道　それはGERDには一番望まし
くない生活習慣ですね。
　池田　肥満との関係はいかがなので
しょうか。
　山道　逆流が生じるメカニズムとし
ては、胃側＝おなか側と、食道側＝胸
側の圧力のバランスで決まる部分が大
きいです。肥満が進んで、腹圧が高く
なって胃を圧迫してしまうと逆流が生
じやすくなります。このため、減量す
ることは逆流を抑える効果があると考
えられています。
　池田　となると、欧米人のほうが症
状が強かったり、頻度が高いのでしょ
うか。
　山道　はい。欧米のほうがはるかに
肥満の方が多いので、わが国も含めた
アジア圏と比べると、欧米は逆流を起
こす方が圧倒的に多いです。
　池田　NERDというのがあるとうか
がったのですが、これは何なのでしょ
うか。
　山道　GERDといわれる逆流で生じ
る病態のうち、内視鏡で異常があるも
のを逆流性食道炎、内視鏡で異常所見
が認められないけれども症状があるも
のをNERDといいます。NERDという
のはnon-erisive reflux diseaseの略で、
びらんがない胃食道逆流症という意味
ですが、実はこのNERDの方々が非常

に多いことが今、わかっています。
　池田　NERDの診断は内視鏡的なこ
とだけではなくて、患者さんの症状プ
ラスですね。
　山道　NERD自体の診断は実はかな
り難しいのです。一般には先ほどお話
しした逆流症状とか胸やけ症状がある
かどうかと、内視鏡で異常がないこと
でおおむねの診断はできるのですが、
正確に診断する場合は、食道内に本当
に逆流が生じてきているか、pHモニ
タリングという特殊検査を行うことが
必要になります。ただ、そこまでやら
なくても、症状と内視鏡所見がないこ
とで、おおむねの診断はできるように
なっています。
　池田　NERDとGERDはどちらが多
いのですか。
　山道　わかりやすく言うと、NERD
と逆流性食道炎を合わせるとGERDに
なります。逆流性食道炎自体も多いの
ですが、NERDの患者数はこれをやや
上回ります。これはわが国だけでなく、
世界のほとんどの先進諸国で同じ傾向
が報告されています。
　池田　NERDも頭に置いておかなけ
ればいけないのですね。
　山道　そうですね。昔は内視鏡検査
で異常がないと「病気がありません」
と帰されてしまう方が多かったのです
が、これを見落としてはいけないとい
うことが、専門医の間では常識になっ
ています。

　池田　GERDがあって、以前ならこ
れは良性のものなので、あとはPPIで
ものんで様子を見たら、ということに
なるのですが、最近では考え方が変わ
ってきているのでしょうか。
　山道　以前は命にかかわらない病気
と軽んじられる傾向にありましたが、
最近はこの逆流性食道炎から「バレッ
ト食道」といわれる特殊な食道の変化
が起こり、この部分から食道腺がんが
増えるのではないかということが懸念
されています。わが国ではまだあまり
増えてはいないのですが、欧米諸国で
はこのバレット食道から食道腺がんが
たくさん発症しており、今は食道がん
の半数以上がバレット食道由来の食道
腺がんになっています。わが国もその
ような症例が増えるのでは、と現在懸
念されています。
　池田　食道であれば、扁平上皮がん
ですよね。バレット食道からのがんは
腺がんですね。バレット食道というの
はどのような状態になっているのでし
ょうか。
　山道　バレット食道とは、食道の下
部の粘膜が胃酸で攻撃を受けて、それ
が治る過程で、もともと食道の扁平上
皮に戻ればいいのですが、誤って胃の
円柱上皮に置き換わってしまう現象を
言います。このバレット食道の部分は、
食道と胃の２つの臓器が移行する場所
であり、分化の不安定性からがんが出
やすいのではないかといわれています。

胃がんに似た腺がんが食道上に出現し
ますが、これをバレット腺がん、ある
いは食道腺がんと言います。
　池田　食道の一部の細胞の性質が扁
平上皮から円柱上皮になる。遺伝子発
現の変化なども相まって、場合によっ
ては腺がんになるのですね。
　山道　そのとおりです。
　池田　海外ではこれが多いのですね。
　山道　ほとんどの欧米諸国では食道
腺がんが食道がんの50％を超えていま
す。
　池田　今、日本の食道がんはどれぐ
らいですか。
　山道　食道がんになる人は年に２万 
2,000人程度、亡くなるのは半分の１万 
1,000人程度です。日本では現在も、喫
煙や飲酒がリスクファクターである扁
平上皮がんが90％以上を占めています。
食道腺がんはまだ５％以内であり、今
後増えるかどうかはわからないところ
ですが、慎重に経過を見ていく必要が
あります。
　池田　それも合わせて考えますと、
例えばGERDなど診断がついた方は内
視鏡的にどのようなフォローアップの
経過をするのでしょうか。
　山道　ここはまだ専門医でも意見が
分かれているところですが、少なくと
もバレット食道が大きく広がっている
方に関しては、がんのリスクを考えて、
１年に１度の内視鏡を勧めるドクター
が多いですね。
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　池田　バレット食道の面積にもよる
のでしょうか。
　山道　これはlong segmentとshort 
segmentに分類しますが、long segment
のバレット食道はリスクが高いと考え
られています。long segmentは３㎝以
上のバレット上皮を言いますが、これ
は特に危ないと考えられていますので、
厳重フォローするのが今のスタンダー
ドになりつつあります。

　池田　３㎝いかなければ、例えば２
年に１回とかですか。
　山道　バレット食道が短い方が安全
かどうかは、実はまだ意見が分かれて
いて、結論は医学的にもついていませ
ん。
　池田　なかなか難しいですね。今後
の疫学調査によることになるのですね。
ありがとうございました。

埼玉医科大学腎臓内科教授
岡　田　浩　一

（聞き手　池脇克則）

　職場健診で検尿は必須ですが、その検尿で軽微な血尿、あるいは尿潜血のみ
陽性の方は割合多く見られます。専門医受診でも異常なし、体質的血尿、菲薄
基底膜症候群などで経過観察でよいと言われます。多くはその後も血尿、尿潜
血は持続するため、再度の受診チェックを勧めても、どうせ「異常なし」と言
われるとのことで、なかなか受診してもらえません。この場合、血尿の増強や
蛋白尿出現のない限り、検診での経過観察継続でよいのかどうかご教示くださ
い。
 ＜奈良県勤務医＞

血尿・尿潜血陽性者への対応

　池脇　血尿の質問をいただきました。
どういう状況かといいますと、健診で
尿潜血のみの陽性を多く見ますと。こ
ういう状況、いわゆるチャンス血尿は
健診での頻度は高いように思うのです
が、どうなのでしょうか。
　岡田　女性は特に多いですし、高齢
女性だと、ある報告では30％近くの方
が何らかのかたちで尿潜血陽性を指摘
されるといわれています。その方々が
皆さん、何か腎臓や尿路系に病気を持
っているというわけではないので、適
切に病気をお持ちの方をスクリーニン
グしていくプロセスが重要だと思いま

す。
　池脇　多くないにしても、一部の方
は尿路系に疾患をお持ちなので、それ
をいかに効率よく見つけ出すか。チャ
ンス血尿に対する健診での対処の仕方
という話になるかと思うのですが、ガ
イドラインでも目安はあるのでしょう
か。
　岡田　多くの健診では検尿は試験紙
法によって検査されますので、血尿と
いっても潜血反応です。ですので、本
当に赤血球が尿中に出ているかどうか
を再検査する必要があります。なので、
健診で尿潜血陽性という指摘を受けた
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