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パキスタン高所住民における胃十二指腸病変

杉江知治
京都大学第一外科

パキスタン、フンザ地域に在住の高所住民104名を対象に胃内視鏡検査を行い、高所環境下における
胃十二指腸病変の検討を行った。男性42名、女性62名、平均年令41歳� (13-75歳)0104名中29名(28%)
に胃十二指腸病変をみとめた。このうち消化性潰蕩は5名� (胃潰濠2名、十二指腸潰蕩3名)にみとめ
たが急性胃粘膜病変はみとめなかった。また日本人高齢者に通常認められる萎縮性胃炎はほとんど認
めなかった。以上により� 1)高所住民には胃十二指腸病変が好発する2)病変のうち慢性胃炎が主である。� 
3)胃粘膜の自然経過が日本人と異なる などの知見をえた。� 

1 はじめに 影響を調べるため1991年ネパール、クンブ地方

低酸素が胃粘膜に与える影響に関しては様々な (標高3、500m)において胃内視鏡検査を行った。

研究がなされている。動物実験において� hypo- その結果、� 56名の高所住民のうち20名に胃十二指

volemic sb∞kや� hypoxiaに急J性胃粘膜病変が好発 腸病変を認めた。うち消化性潰蕩は� 9名であった

していることが報告されている1め。さらに1990 がそのすべてが十二指腸潰蕩であり、高所で日本

年シシャパンマペースキャンプ(標高5，020m)で 人隊員に認められた急性胃粘膜病変は認められな

の胃内視鏡検査の結果、日本人隊員22名中3名に かった。また加齢に従って通常日本人に認められ

急性胃粘膜病変をみとめ、急性低酸素に胃粘膜病 る萎縮性胃炎も全く認められなかった6)。これら

変が好発することが臨床例でも確認された5)。一 の結果をふまえ今回の調査では、地域、民族の異

方慢性呼吸不全患者に胃病変が好発するのも事実 なるカラコラム、フンザ地方(標高2、500m)の

であり、このような慢性低酸素が胃粘膜に与える� 高所住民を対象に胃内視鏡検査を行い高所住民の� 
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パキスタン高所住民における胃十二指腸病変{杉江知治)

胃十二指腸病変の検討を行った。� 

2対象並びに方法
パキスタン・カラコラム・フンザ地方に在住す

る104名の高所住民を対象とした。男性42名、女

性62名、平均年令41歳� (13-75歳)。いずれも検診

時消化器症状を訴えており、検査にあたっては充

分なimformedconcentを得ている。胃内視鏡、光

1990司製)を用いた。'AハW(オCLE-IO、p-20源は� 

1992まで内視鏡検査を行ったチベット、クンプ、

フンザの位置関係をFig.Hこしめす。� 

3結果� 

104名中29名(28%)に胃十三指腸病変を認めた。

表層性胃炎14名、ピラン性胃炎7名と慢性胃炎が

主であった。消化性潰蕩は胃潰蕩2名、十二指腸

潰纂3名に認められたが急性胃炎、急性胃潰濠な

どの急性胃粘膜病変� (AGML)は認められなかっ� 

Table 1 Results of endoscopic examination 

at high altitude 
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た。更に日本人高齢者に通常認められる萎綴性胃

炎は1名にすぎなかった。� 1991年のネパール・ク

ンプ地方での検査結果も含めTable1にしめす。

4考察

今回我々の行ったカラコラム・フンザ地方の住

民検診において高所住民が訴える愁訴の中で心禽

部痛、悪心、食欲不振といった消化器症状の占め

る割合は非常に高い。今回の内視鏡検査の結果で

も289もと高率に胃十二指腸病変を認めている。� 

1991年我々の行ったネパーJレ、クンプ地区での胃

内視鏡検査では36%に病変を認めており両者に有

意差はなかった。消化性潰濠の発生頻度を比較す

るとクンプ地方がフンザ地区に比べ消化性潰蕩が

有意に好発しており� (16%VS 5% : P<O.05)。また

ネパール圏内での比較では高所住民に消化性潰蕩

が好発している。これらの結果から胃十二指腸病

変は高所住民に多く認められ、慢性胃炎が主であ

るが消化性潰蕩(ほとんどが十二指腸潰蕩)は高

度が高くなるにつれ多くなる傾向にあるといえよ

っ。
急性胃潰蕩をふ くめた急性胃粘膜病変� (AGML)

の原因として低酸素の関与が指摘されており、動

物実験でも低酸素にAGMLが好発することが確認

されている。臨床例では1990年我々が報告してい

るよう に� 22名の登山隊員中� 3名(14%)にAGMLを認

めている。しかし今回のフンザでの調査では胃潰
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Gastroduodenitis i
n
L

のAGMLも認めなかった。クンプでの調査でも胃
Miscellanenous 

十二指腸病変の発生頻度はチベットでの登山隊員

TσfAL(%) 29(28) 20(36) と有意差は認められなかったがAGMLは認められ

ず消化性潰擾のほとんどが十二指腸潰露であった� 

Table 2 Gastroduodenallesions at high altitude 

Erosive gastritis 
Atrophic gastritis 
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蕩2例を認めているものの急性潰蕩ではなく慢性

潰蕩であり、しかも急性ピランや出血性胃炎など

NO.of 
Sub炉α A幽ude n E副首oduo(j.田all田i %叩� 

(m) (AGML) 

Japanesemo凹旬並teer 5，020 22 13(3) 59 (14) 

Nepalesehigt血nder 3，500 56 20(0) 36 ( 0)1 

P法istanihigh1組.der 2，500 104 29(0) 28it(0)1 
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(Table2)。以上のことより登山隊員をはじめとす

る低地住民が高所環境に入った場合、低酸素をは

じめとするストレス因子によりAGMLが発生しやすい

が、従来低酸素環境に適応している高所住民の場

合、高度にしたがって十二指腸潰蕩をはじめとす

る消化性潰蕩は好発するがAGMLは認められず、

慢性低酸素とAGMLとの関連を示唆される結果は

得られなかった。高所における胃病変を論ずるに

あたっては急性低酸素、慢性低酸素の影響をわけ

で考える必要があろう。

慢性胃炎に関してクンプ、フンザ両地方に共通

していえることは萎縮性胃炎や腸上皮化生が極端

に少ないということである。日本の高齢者には通

常認められるこれらの胃粘膜の変化がなぜ少ない

かは不明であるが民族性、食習慣の違いなどがあ

げられよう。前回にもふれたように萎縮性胃炎や

腸上皮化生は悪性腫審の発生母地になることが多

く、日本人に胃癌が多いひとつの理由になってい

る。フンザの医師に悪性腫蕩の発生頻度をきいて

みると肺癌、大腸癌が多く、予想通り胃癌は少な

いという返事がかえってきた。慢性胃炎、消化性

潰蕩の頻度に比べ胃癌が少ないのも、慢性胃炎の

うち萎縮性胃炎や腸上皮化生が少ないためといっ

てよいだろう。つまりこれら高所住民の胃粘膜細

施の自然経過が日本人のものと異なっているので

ある。

胃内視鏡検査は今回の住民検診のなかで最も侵

襲性の強い検査である。しかし検査を希望する人

は多く、また現地の医師からも是非場所を移動し

て内視鏡検査をしてもらいたいとの要請があり、

グJレミットからパス、アリアバードにその検査範

囲をひろげた。この傾向はネパール・クンプ地方

にもいえることでかれらの検査に対する認識は日

本人にくらべ異常に高い。とにかく採血は拒否し

でもカメラは飲むのである。その理由として1)日

頃悩んでいる愁訴に対する検査である2)検査の内

容が単純で被験者にもわかりやすい3)すぐに結果

がわかるの診断にもとづいて内科治療が可能であ

るの現地でも大都市ではうけられる検査であるが

時間もかかり交通費、検査費が高くつく などが

あげられる。研究調査、医療活動の両面でこの内

視鏡検査がフンザ地方でも有用であったことは研

究面での新しい展開にむけておおいな自信となっ

た。� 

5最後に

フンザ地方ではアガハーン財団の医師達がそれ

ぞれヘルスポストを中心に臨床医学、公衆衛生、

予防医学、周産期医療の分野で献身的な活動をし

ており、われわれの活動を好意的にうけいれてく

れた。我々の診療が一時的なものである以上、検

査結果はすべて地元に還元し、現場の医師達の手

助けをする域を脱しないことがこのような医学研

究、診療を続けるうえで必要なことであろう。
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Summary 

Gastro-Duodenal Lesions in Pakistani Highlanders 

Tomoharu Sugie 
First Department of Surgery, Faculty of Medicine, Kyoto University 

We endoscopically examined the gastro-duodenal mucosa of Pakistani highlanders in Hunza. One hundred and 

four highlanders served as subjects. The mean age of 42 male and 62 female was 41.4 years old (range: 13-75 ). 

Twenty nine (28%) subjects had some gastro-duodenal lesions, including 5 peptic ulcers. But there were no acute 

gastric muosal lesions. Moreover, atrophic gastritis, which are common among old Japanese men, were very few. 

These results indicate as follows. l)A high incidence of gastro-duodenal lesions was observed in Pakistani 

highlanders. 2)Chronic gastritis· was common. 3) Natural course of the gastric mucosal cells in Pakistani 

highlanders are different from that in Japanese. 
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