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lntheseriesorendoscoplCexaminationsorthepatientswithchronicliverdisease,I

roundthespeci丘cgastricmucosalchanges,namedredcoloredcaviarlikegastritis(RCC

gastritis). ThedistinctivefeaturesofRCCgastritiswereasfollows:1 Theywerethe

redspotsofgastricmucosahavingtheappearancejustlike"aredcoloredcaviar". 2.

Theseredspotsapperaredinthegastricareaandweresurroundedbya且newhitereti-

cularpatternseparatingtheareas. Thisgastritisoccuredmainlyonthefundalgland

reglOnSingreatercurvatureorgastricbody.

HistologlCal丘ndingsorRCCgastritiswereasfollows:Thereweredilatedvessels,

ectasiaorcapillariesandveinsintheredspots. Noacutein且ammatorychangeswere

observed,atall.

RCCgastritisrecognizedin29.4%outof218patientswithlivercirrhosisand29.1%

outof24patientswithprlmarybiliarycirrhosis. MeanICGR15levelswere29.6% in

45patientswithRCCgastritisand20.1形 in145patientswithoutRCCgastritis(stati-

sticallysigni丘cantp<0.01).

Percutaneoustranshepaticportographywasachieved24patientsinthisSeries.Under

theconditionofcollateralveinroutes,theywereclassifiedinto3types. RCCgastritis

wasrecogniヱedat71.4% intype1(paraesophagealrouteonly),33.3% intype2(paraeso-

phagealandotherroutes),noneintype3(othersexceptparaesophagealroutes). Mean
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portalveinpressuresinpatientswithRCC gastritiswere362±47mmH20 and286±86

mmH20inwithoutRCCgastritis(P〈O.05).

Insummary,RCCgastritiswaspathogeneticallycongestivegastropathy under the

conditionorportalhypertentionduetochronicliverdiseaseandwasconsideredtotake

partinthehemorrhagicgastricmucosallesionsinsuchclinicalfeatures.

Keywords:Chronicliverdisease.Hemorrhagicgastritis,Redcoloredcaviarlike

gastritis

慢性肝疾患,出血性胃炎,イクラ状胃炎

Ⅰ. 緒 言

慢性肝疾患における上部消化管病変について従来の報

告の多くは,食道静脈将や殻頼病変を中心に取り上げられ

てきた.それは,慢性肝疾患において,これらの病変が

出血源として予後を左右するためである.最近,その出

血源となる病変として,胃炎が加えられて注目されるよ

うになってきた.しかし.rIJf血性胃炎を適確に捕らえる

ためには.緊急内視鏡検査を行う必要があるだけでなく,

出血のために胃粘膜性状の観察が困難であることを克服

する必要がある.その上に,食道静脈癖や潰場による出

血と併発した場合には.上部消化管における出血姫とし

ての確認ばかりでなく病変としての認識すらできないこ

とがある.そのため出血性胃炎の病態を把握しようとし

ても.直接的観察を行うことが困難で,詳細な検討は不

日J能に近かった.

一方,慢性肝疾患患者の胃内視鏡所見には.特徴的な

発赤所見や特有な帖膜状態があるとの報告が散見される

ようになったH2I3).そして,これらは出血性胃炎の前後

に観察されるので.山血性病変を分析するためには検討

する必要があると考えた.そこで,慢性肝疾患に特徴的

な胃粘膜所見として.胃休部の斑状発赤をイクラ状胃炎

(RedColoredCaviar-likeGastritis:RCC_Gastr-

itis)と呼称し, その特徴を明らかにするとともに肝疾

患との関連性の検討を加え,両病変の関係を探ろうとし

た.

本研究ではこのイクラ状胃炎を中心に.基礎疾患であ

る肝疾患や門脈圧元超と上部消化管病変との関連他につ

いて検討したので,その大要を報告する.

H. 対 象

対象症例は,新潟大学付同病院第三内科に入院し,肝

組識診断を受けた症例に限った.すなわち1980年 1月か

ら1984年12Jlの5咋間に得られた症例は658例であり,

この中から同時期に上部消化管内視鏡検査を受けた429

例を本研究の対象とした.

日. 方 法

イクラ状胃炎とは.内視鏡的に観察された特徴的斑状

発赤を指し, その所見がイクラ ("RedColoredCa_

viar")に似ているところから命名したものである.以

下にその特徴を示す.

1) 内視鏡的に認めた胃枯膜の斑状発赤所見で.多く

は珊湿性に見られる (redspotsresembling"aRed

ColoredCaviar":Figurelカラー付図).

2) 胃休部大学の胃底腺領域に多く認められ.発赤は

胃小区模様を呈 しその境界は白色網状のコウラ模様を示

す (aBnewhitereticularpatternseparatingthe

areas:Figure2カラー付図).ただし,萎縮性変化の強

い領域,特に胃休部小骨での胃小区模様は不鮮明である

(Figure3カラー付図4I).

3) この斑状発赤の内視鏡所見は空気注入量により左

右されることはない.臨床的には,非代償性肝硬変への

移行の前後, 食道静脈癖に対する手術や硬化療法の前

後51,など経過観察の過程で,程度の増減や出没といっ

た差異を認めることがある.そして,時には発赤から漏

'LIi性出血を生 じることがある6)(Figure4カラー付陳i).

4) 唱吐放射による胃等蔭部の食道への滑脱などが原田

で生じた斑状発赤や,内視鏡などの機械的刺激による発

赤は除く.

以上の特徴を示す胃粘膜所見をイクラ状胃炎と呼称し,

多少にかかわらず認められた症例を陽性者として,以下

の観点から分析検討した.

I. イクラ状胃炎の光顕所見と粘液状況

胃粘膜生検標本の光顕像及び拡大内視鏡所見から見た

発赤と,枯液染色所見について検討した.

2. 背景因子としての肝疾患

イクラ状胃炎陽性者の頻度と肝組織診断や肝機能成績
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との関係を比較して.肝疾患との関連性を検討した.

3. イクラ状胃炎と門脈圧克進

経皮経肝門脈造影 (PTP:Percutaneoustranshe_

paticportography)所見,門脈圧測定値および食道

静脈膚の程度とイクラ状胃炎との関連件を検討した.

lV.成 績

1) イクラ扶胃炎の光帝所見と粘液状況

A.イクラ状胃炎の生検組織像

典型的なイクラ状胃炎を示す胃体中部大背からの生検

組織の HE(HematoxylineEosin)染色像では (Fig-

ure5 カラー付図),ほとんど萎縮のない胃底腺領域の

所見を呈し,粘膜から粘膜下層にかけ極 く表層に著明に

拡張した細血管を多数認めた.イクラ状胃炎の生検組織

像には.萎縮や細胞浸潤の程度に一定の傾向はなく,既

存の胃炎分類の範鴫に収めることはできなかった.発赤

に一致する所見としては,各々の標本に拡張した細血管

を認め,これが発色の主たる要因と考えた.また,この

発赤は炎症所見に乏しく,そのためか内視鏡的には境界

が鮮明となり胃小区単位で斑状に見えるが,その様子は拡

大内視鏡により一層明かであった (Figure6カラー付図).

B.イクラ状胃炎の粘液染色像

粘膜の状態を知るために生検組織像に枯液染色 (FAS

+AIcianBrue染色)を施し, その粘液量を比較した

結果では.肝硬変症例の胃粘膜帖液量には症例によりか

なりの差異があった (Figure7カラー付図).とくにイ

クラ状胃炎の所見を経過中に度々認めた症例に枯液量の

少ない傾向があったが,発赤の消長に伴う枯液量の増減

はあまりなく.短期間の経過においてほ帖液の状態は各

症例毎にほほ一定であった.したがって,発赤と粘液量

の間に直接の関係は確認できなかった.

2) 背景国子としての肝疾患

A. イクラ状胃炎出現頻度と肝組織診断

対象のうち424例の肝組織診断は,肝硬変 (LC:Li-

verCirrhosis)218例,慢性肝炎活動性 (CAH:Chr-
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onicActiveHepatitis)57例,慢性肝炎非活動惟(CIH:

ChroniclnactiveHepatitis)～正常82例,アルコー

ル性肝線維症 (AlcoholicHepaticFibrosis)43例,

原発性胆汁性肝硬変 (PBC:PrimaryBiliaryCir-

rhosis)24例であった.これらの症例のなかでイクラ状

胃炎の出現耕度は.LC64例 (29.4%),CAH6例(10.5

形),CIH～正常1例 (1.2%),AlcoholicHepaticFi-

brosis4例 (9.3%),PBC 7例 (29.1%)であり LC

と PBC においてLLIJ.現率は有意に高く(p<0.05),肝病

変の悪化に1､机､抑度が高くなる傾向を示した (Table1).

B. イクラ状胃炎と ICG 停滞率

対象症例のうち同時期の ICG 停滞率 (氏15)の値の

得られた症例は 190例であった.これらをイクラ状胃炎

の認められた群45例と認められなかった群 145例に分け,

各々の ICG 停滞率を比較すると,29.6±14.5% :20.1

±12.6堵となり, 二群間には有意の差を認めた (p<

0.01).

また逆に lCG-氏 15の値からイクラ状胃炎のEti現率

を比較してみた.10%以下41例中2例 (4.9%),10%～

20%61例中13例 (21.3%),20%～30%41例中12例 (29.3

港),30%～40%23例中8例 (34.8%),40%以上24例中

11例 (45.8%),と lCG 停滞率の上昇に作ってイクラ状

胃炎の出現頻度も有意に (pく 0.05)増加していた (Fig-

ure8).

3) イクラ状胃炎と門脈圧瓦進

A. イクラ状胃炎と側副血行

PTP所見により側副血行路の方向を検討した24例に

ついて,イクラ状胃炎の.出現頻度との関係をみた.PTP

像から側副血行路を傍食道方向 (Type1)とそれ以外の

方向 (Type2)に分けると, Typelは14例でそのう

ちイクラ状胃炎を認めるものか10例 (71.4%)であった.

Typelと Type2の二方向に例副血行路を持つ症例は

3例でイクラ状胃炎は 1例 (33.3%)にのみ見た.一方.

Type2のみが造影された症例 7例には 1例もイクラ状

胃炎を認めなかった rFigure9).

Table1 RedColoredCaviarlikeGastritisandLiverHistology



800

lCG R15

Type 1

新潟医学会雑誌 第 101巻 第12号 昭和62年12月

Red Colored

Caviarfike

Gastritis

ト) (+)

Red CoJored Caviar like Gastritis

Type1-2

Type2

～10 -20 -30 -40 40-

ICG R15

Figure8 RedColoredCaviarlikeGastritisandlCG R15

Type1:Paraesephageal Route

Type2:TheOthers

tcjE車重:RedcoloredCaviarrlkeGastritis

Figure9 CollateralVeinandRedColored
CaviarlikeGastritis

B. イクラ状胃炎と門脈ri:.

pTP施行時に測定した門脈圧にTl､て検討 した.イク

ラ状胃炎を認めた12例の門脈Ft:Iは 362±47mmH20で,

イクラ状胃炎の認められない 9例の 286±86mmH20

に比べ有意に高かった (pく 0.05).また.イクラ状胃炎

の頻度の高い PBC症例 4例の門脈圧は.LC症例の門

脈圧に比べ史に高い傾向にあった (Figure10).
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Figure10 RedColoredCaviarlikeGastritis
andPortalVeinPressure

c. イクラ状胃炎と食道静脈癖

イクラ状胃炎と食道静脈帝の関係を検討する目的で.

LC症例 218例について F因子毎のイクラ状胃発出現

率を示 した (Figurell).食道静脈僻を認めない44例中

5例 (ll.4%)や Fl症例 100例中19例 (19.0%)に比

べF2以上の74例中40例 (54.1%)は有意に高い出現率

であった (p<0.05).
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∩:100

H F, F2-3

:Red Colored Caviarlike Gastritis

Figurell RedColoredCaviarlikeGastritis
andEsophagealVarices

また,食道静脈櫛に伴う発赤所見である R-Csignと

の関係をみた (Figure12).イクラ状胃炎は,RICsign

のない339例のうち33例 (9.7%)に認められるに過ぎ

ず. 氏-Csignの認められた90例中44例 (48.9%)に比

べ有意に低率であった (相関係数 Cr:0.407).同様に

LC症例についてもR-Csignのない142例中22例 (15.5

%)と,氏-Csignを認めた76例中42例 (55.3%)の間

にも有意の差を認めた (Cr:0.406).

V.考 按

従来から.慢性肝疾患における胃粘膜の発赤所見の報

告はいくつかあったが7),その病的意義については推測

の域をでていない.しかも発赤所見の内視鏡的特徴につ

いての記載はまちまちで,表現も噴味であったため,各

々の成績を比較することは困難であった.具体的には,

表層性胃炎81に特徴的とされる櫛状発赤を含むものや.

萎縮性胃炎9)時に強調される胃底線領域の溺漫性発赤な

どとの異同が明らかでないなどである.

ここでは,イクラ状胃炎と診断した胃休部の斑状発赤

についてその所見の特徴を明らかにし,これを慢性肝疾

801

A II cases
n:339 n:90

｡_C H _a .,

Cr:0.407

LCcases

n:142 ∩:76

R_C _, R_a .,

Cr:0.406

団 Red Colored Carviarlike Gastritis

Figure12 RedColoredCaviarlikeGastritis

andRedColorSignonVarices

恵に関連のある所見としてとらえ,出血性胃炎に発展す

る可能性が高い胃粘膜所見として位置づけようとした.

1) 慢性肝疾患と出血性胃炎

出血性胃炎の臨床的意義について,1982年 1月から

1984年12月までの間に当教室で扱った死亡例96例のうち,

出血を死因とするか死亡前4過以内に大量ILLJJ血をおこし

た,32例についてその基礎疾患と出血源を調査した(Ta_

ble2).すなわち基礎疾患では肝疾患が圧倒的に多く,

Table2 MassiveHemorrhagewithin4Week

PriortoDeath (1982.1.-1984.12.)

HepatocellularCarcinoma 13Cases

PrimaryBiliaryCi汀hosis(PBC) 4Cases

MetastaticLiVerTumor 4Cases

LiVerCirrhosis 3Cases

Others 8Cases

Total 32Cases

BleedingFocus 17Cases(53.1%Hemo汀hagicGastritis

Esophagea1Varices 8Cases(25.0%
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出血惟病変としてはHJ,血性胃炎が大半 (53.1%)を占め

ていた.この出血性胃炎には多発性ピランなど限局惟病

変からの出血は含まず,潮漫性出血に限った.実際には

ストレス等にみられる前庭部型の急性胃枯膜病変 (AG

ML:AcuteGastricMucosalLesion)はなく,休

部型 AGML とでも呼ぶべき瀧浸性出血が多かった.

これらの病変の検討には.lL血直後のfii検杏や剖検によ

る他の.Ltj血源の否定をおこなっている.,LH血源としての

出血性胃炎の粒度は他の報告に比べて高いが,死亡例を

対象にしたためばかりでなく,実際にもかなり高率に発

生 しているものと考えた.

2) イクラ状胃炎と出血性胃炎

それでは斑状発赤を壬とする特徴的枯膜所見であるイ

クラ状胃炎は,tLJ.血を起こす病変の母地になり得るか否

か.イクラ状胃炎から出血性胃炎-の移行を直接内視鏡

的に確認できるのは梅く柿であるので.推測の域を出な

いが,まず生検組織像からは発赤の主たる安閑でもある

細血門の拡張所見があげられ,これらはMcCormacklO),

足立2),加藤1)らの報告とも一致 した. さらに, 加藤日

によれば電顕的検討からも有窓毛細血管小孔の増加拡大

など漏出性出血の生 じ易い状況にあるといわれる.また,

内視鏡的に白色網状にとらえられる浮腫に対応する組織

所見に細胞浸.H肌よほとんどなく,これも加藤1)や足立2)

らの成績とけ)l様で,門脈圧rL進や A-Ⅴ シャントなどに

よる局所の静脈TF.元進や世血状態などの循環不全状態

(HypodynamicState)によると考えた川 .

これらの組織所見は,そのままイクラ状胃炎の内視鏡

所見に一致 している.そして発赤所見については,紳血

管内の血液最によりその消長を生 じるものと考えた.し

たがって,発赤の消失した場合も,イクラ状胃炎の端本

的状況に大差はなく,注意深い観察によりその特徴的内

視鏡所見をとらえることが可能であり,CongestiveGa-

stropathyと考えている10㌧

イクラ状胃炎の生検組織標本の粘液染色からは,帖液

量の減少を認め,胃粘膜病変発生の準備状態と考えた.

また,胃粘液を主たる胃粘膜防御朗tと考え机 王,防御

機能低 ド状態にあると考えた.

3) イクラ状胃炎と肝疾患

耗礎疾患としての肝疾患によるイクラ状門炎のtli現粗

度を.肝組織診断の方向から検討したが,肝硬変とPBC

においてほ有意に高率であった.同様に ICG 停滞率に

ついての比較でも,停滞率の遅延とともにrIJ.現頻度は増

していた.このように,イクラ状胃炎は肝疾患の重症度

や慢性度が増すに連れて増加する傾向にあ一Jた.

4) イクラ状胃炎と門脈圧冗進

pTPによる側副血行の検討では, 借金道方向-の短

絡路とイクラ状胃炎の関係が深か-'た.門脈Jl三との関係

は明らかで,圧Jt進がイクラ状門…尉ti現の重要な背景因

子と考えた.

vl. 結 ■論

慢作肝疾患患薪のtt-1'休上部に.胃小区単位に見える斑

状発赤と白色網状所見を,その仰視鏡所見からイクラ状

胃炎 (RedColoredCaviarlikeGastritis:RCC-

Gastritis)と呼称し検討した.

1) イクラ状胃炎は臨床的には出血性胃炎との関連性

があり,出血性胃炎-と移行するHJ能性が高い.また,

慢性肝疾患に伴う出血性胃炎ほ休部型 AGMLの形態

をとった.

2) 生検組織からの検討により,イクラ状胃炎の発赤

は,紬血管の増加拡張によるものであり炎症によるもの

でほなく,G7)所循環不全状態にある CongestiveGast-

ropathyと考えた.

3) イクラ状胃炎は,基礎疾患である肝疾患の重症度

や慢性度の進行に伴って多く認められた.

4) イクラ状胃炎は,傍食道方向-の短絡路の形成と,

門脈Jj三rL進状態 Fに多く認められた.

稿を終るにあたり.御指導,御校閲を賜りました

市111文弘教授に深甚なる謝意を表します.また,御

助言を噴きました冨沢峰雄先生.成沢林太郎先生な

らびに清水武昭先生と PTPを御担当くださいまし

た大野隆史先生に深謝いたします.

r.i.'],本論文の要旨は第3OLr1日1本消化器内視鏡学会

総会 (松汀)シンポジウム "肝疾患と消化管病変

(食道静脈軌 ま除く)"において発表した.
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