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研究成果の概要（和文）：重症心身障がい児における胃排出遅延は、胃食道逆流の直接的病因となっている可能
性は否定的と考えられた。六君子湯や胃瘻造設術により酸性胃食道逆流が減少したのは、胃の適応性弛緩の改善
によって経腸栄養製剤の胃内での保持がよくなり、buffering 効果が高まったことが原因と推測された。
重症心身障がい児では酸性と非酸性GERがほぼ同程度であったが、異常GERの児では正常GERの児に比べて酸性GER
が増加していた。その原因として胃底部受容性弛緩不全によるbuffering actionの障害の関与が推測された。

研究成果の概要（英文）：Neurologically impaired(NI) patients showed a wide range of gastric emptying
 rates without any significant causal relationship between delayed gastric emptying and 
gastroesophageal reflux(GER). The results suggest that the proximal gastric accommodation, which is 
caused by adaptive gastric relaxation, is a more important factor for controlling GER than the 
acceleration of gastric emptying. 
There was an increase in acid GER in NI pediatric patients with abnormal GER, whereas acid and 
nonacid GER were comparable in NI pediatric patients without abnormal GER. Although the underlying 
mechanism of our findings could not be fully explained, physiologically appropriate therapeutic 
approaches for GER disease in NI patents should include the reduction of acid GER to that of nonacid
 GER rather than the complete prevention of all GER. 

研究分野： 小児外科
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様 式 Ｆ－１９－２ 

１．研究開始当初の背景 
重症心身障がい児は、神経症状だけではなく
様々な消化器症状を呈するが、胃食道逆流症
(Gastroesophageal Reflux Disease:GERD)は、
経口摂取障害、嘔吐、誤嚥性肺炎などの原因
となるとされている。その結果として生じる
蛋白栄養障害のために褥瘡が生じたり、反復
性呼吸器感染のために肺障害が進行して入
退院を繰り返すようになり、重症心身障がい
児の Quality of Life を低下させる。申請者
は重症心身障がい児の GERD の治療として積
極的に腹腔鏡下噴門形成術を行ってきたが、
術後に胃内ガスをおくびとして出しにくく
なるため腸管内ガスが増加して消化器症状
や重篤な腸閉塞の原因となった。更に、呼吸
器症状の残存や GERD 再発などの点もあり、
重症心身障がい児の GERD に対する外科治療
は問題点が多いとの結論に至った(Kawahara 
H, et al. J Pediatr Surg, 2004)。 
重症心身障がい児の GERD の病因は多彩で、
その背景にある消化管 motility 異常につい
ては不明な点が未だ多い。しかし、消化管
motility 異常の解明が GERD の生理学的に合
目的な治療に求められる。従来の検査法では
小児の上部消化管 motility に関して得られ
る情報が非常に限られていた。申請者は High 
Resolution Videomanometry、食道インピー
ダンス pH モニタリング、13C 呼気試験胃排
出検査などを導入して、重症心身障がい児だ
けではなく先天性食道疾患や横隔膜ヘルニ
アの術後患児の GERD の病態の解明を続けて
きた。 
２．研究の目的 
重症心身障がい児の胃食道逆流(GER)の発生
の主なメカニズムは噴門の一過性弛緩
(transient lower esophageal sphincter 
relaxation:TLESR)であることを明らかにし
た (Kawahara,et al. Gastroenterology, 
1998)。更に、重症心身障がい児で腹腔鏡補
助下胃瘻造設術(Kawahara, et al. J Pediatr 
Surg,2010)や六君子湯(Kawahara, et al. 
Pediatr Surg Int, 2007)が酸逆流時間率を
低下させることも明らかにした。しかし、重
症心身障がい児における非酸性GERについて
は不明な点が多かった。更に、重症心身障が
い児における胃排出遅延とGERとの因果関係
についても明らかにされていない。本研究に
おいて、重症心身障がい児の酸性 GER と非酸
性 GERの両方の GERの病態を明らかにするこ
とが主たる目的である。同時に治療としての
六君子湯や腹腔鏡補助下胃瘻造設術の酸性
GER と非酸性 GER に対する影響についても解
明する。更に、GER の病因としての胃排出遅
延の意義について解明するために、GER 
parameter と胃排出 parameter の相互関係を
分析する。これらを分析する方法として、こ
れまでに研究してきた食道インピーダンス
pH モニタリングと 13C 呼気試験胃排出検査
などを用いる。 
３．研究の方法 

【食道インピーダンス pH モニタリング】 
従来の食道 pHモニタリングでは食道内 pHが 
４未満となる酸逆流しか評価できないため、
非酸逆流を評価することはできなかった。欧
米では食道マルチチャンネルインピーダン
ス pH モニタリングが普及し、我が国でも
2013 年に薬事承認された。本法を用いて、
食道管腔内のインピーダンス（抵抗値）の変
化から物理的な逆流（液体、ガス）と、逆流
内容の pH を測定から酸性及び非酸性逆流を
検知できる。 
【13C 呼気試験胃排出検査】  
自然界に存在する 13C を含む酢酸ナトリウ
ム を食事や経腸栄養製剤と一緒に摂取させ
ると、十二指腸以下で吸収されて呼気中に
排出される。呼気中 13C の量を経時的に測
定することによって胃排出能を非侵襲的に
測定できる。 
４．研究成果 
1) 六君子湯の小児 GERD に対する作用機序 
六君子湯は平均酸逆流時間を低下させたが
bolus clearance time は不変で、食道クリア
ランスではなく酸性逆流量に影響したと推
測された。インピーダンス pH 評価の acid 
reflux の回数と時間率が有意に低下したこ
とから、六君子湯が酸性胃内容の逆流を減少
させることが示唆された。(論文１） 
2) 腹腔鏡下胃瘻造設術による上部消化管

motility の変化 
胃瘻造設術の上部消化管 motility に対する
影響は、術前の酸逆流の程度により相反する
結果となった。酸逆流正常ないし軽度例では、
胃の固定が胃の motility に悪影響を及ぼし
て酸逆流が増加したと推測された。酸逆流高
度例では、胃の位置変化や捻転防止が過度の
酸逆流や胃排出遅延に好影響をもたらした
と推測され、GER の病因としての胃の位置や
形態の重要性を示唆する所見と考えられた。
（論文２） 
3) 重心児者の GER の病因としての胃排出遅

延の意義 
重心児者における胃排出遅延は、胃食道逆流
の直接的病因となっている可能性は否定的
と考えられた。六君子湯や胃瘻造設術により
酸性胃食道逆流が減少したのは、胃の適応性
弛緩の改善によって経腸栄養製剤の胃内で
の保持がよくなり、buffering 効果が高まっ
たことが原因と推測された。（論文３） 
4) 重心児者における GER の病態の解明 
 重症児全体でみると酸性と非酸性 GER がほ
ぼ同程度であったが、異常な GER がみられる
児では GER が正常範囲内の児に比べて酸性
GER が増加していた。その原因として胃底部
受容性弛緩不全による buffering action の
障害の関与が推測された。(論文４） 
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