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【要旨】 

好酸球性胃腸炎（Eosinophilic gastroenteritis : EGE）は、消化管壁内への好酸球浸潤により消化管機能不全

をきたす炎症性疾患である。今回我々は、心窩部痛や貧血を契機に診断された 5 例の EGE を経験したので報告す

る。年齢は 10代から 80代まで、初診時に 5例中 4例に心窩部痛と貧血 4例を認めた。内視鏡検査では浮腫・発

赤・びらんなどの炎症所見が食道1/5例、胃3/5例、十二指腸3/5例、小腸1/5例、回腸1/5例、大腸1/5例に認

め、生検標本の病理組織学的検査においては食道から大腸の粘膜に20細胞/HPF以上の好酸球を認めた。治療に関

しては、1例は PPI治療のみで改善が認められたが、他 4例では副腎皮質ホルモン治療が行われ症状が改善した。

難治性十二指腸潰瘍を呈した小児EGDの1例では、安全性とDDSの観点から粉砕ブデソニドが用いられ、顕著な潰

瘍治療効果と症状改善が認められた。 
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【はじめに】 

 好酸球性胃腸炎(Eosinophilic gastroenteritis : 

EGE）は、胃から大腸にかけての消化管壁内への好酸球

を主体とした炎症細胞浸潤により消化管機能不全をき

たす炎症性疾患である。今回我々は、心窩部痛や貧血

を契機に発見された 5例のEGE症例を経験したので報

告する。 

 

【症例】 

当科で経験したEGE 5症例の要約を表1に示す。年

齢内訳は10代1例、40代2例、70代1例、80代１例、

男女比は男性 3例に対し女性2例であった。初診時の

臨床症状としては、心窩部痛4/5例、貧血4/5例、胃

もたれ1/5例、嘔気1/5例、体重減少2/5例であった。

H. pylori感染については未感染3/5例、除菌後が2/5

例、アレルギー疾患については 4/5例では既往がなか

ったが、40代女性の症例1のみ気管支喘息の既往を有

していた（35歳時発症）。血液検査では好酸球比率の高

値（>5%）が3/5例で認められ、CT・エコー検査では消

化管の壁肥厚を3/5例、少量の腹水貯留を1/5例で認

めた。上下部消化管内視鏡検査において浮腫・発赤・

びらんなど炎症所見を認めた部位は、食道 1/5例、胃

3/5 例、十二指腸 3/5 例、小腸 1/5 例、回腸末端 1/5

例、大腸 1/5例であった。十二指腸に病変が認められ

た3例のうち、症例4と5では十二指腸潰瘍が認めら

れた。 

一方、内視鏡生検の病理組織学的検査において、20

細胞/HPF以上の好酸球浸潤が認められた部位は、食道

1/5例、胃4/5例、十二指腸4/5例、回腸末端2/5例、

大腸 2/5 例であった。治療に関しては、症例 2は PPI

投与のみ、それ以外の症例では副腎皮質ホルモン内服

治療（症例1,3,4:プレドニゾロン、症例5:粉砕ブデソ

ニド）が行われ、臨床症状および内視鏡炎症所見の改

善が認められた。これらのうちブデソニドが奏功した

小児EGEの症例51)を提示する。 

＜症例5＞ 

患者：10代、男性 

主訴：心窩部痛、嘔気、体重減少 

現病歴：3週間持続する心窩部痛、嘔気、体重減少を主

訴に前医受診。軽度の鉄欠乏性貧血と上部内視鏡検査

で十二指腸球部に2箇所の潰瘍を認めた。H. pyloriは

陰性で原因は不明、各種 PPI治療で潰瘍が改善しなか

ったことから、当院紹介となった。 

既往歴：アレルギー性鼻炎 

家族歴：父親 H. pylori胃炎・十二指腸潰瘍、母親 小

児喘息 

入院時検査所見：血液検査において鉄欠乏性貧血（Fe 

7.0μg/dL、Hb 11.7g/dL、MCV 79.8fL、MCHC 30.8g/dL）

とガストリン高値（215 pg/mL）、好酸球比率高値（9.1%）

を認めた。上部消化管内視鏡では十二指腸球部に 2箇
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所の潰瘍を認め（図1）、十二指腸粘膜の生検組織に著

明な好酸球浸潤を認めた（図 2）。感染症に関しては、

H. pylori は血中・尿中抗体、便中抗原、尿素呼気試

験、迅速ウレアーゼ試験、生検いずれも陰性で、サイ

トメガロウイルスの血中抗原・抗体も陰性であった。

NSAIDs服用はなく、使用薬剤に対するリンパ球刺激試

験は陰性、各種食物アレルゲン特異的 IgEも陰性であ

った。CT 画像では十二指腸壁の肥厚を認めたが、

Zollinger-Ellison 症候群を示唆する腫瘤病変を認め

ず、上下部消化管内視鏡においてクローン病を示唆す

る肉眼所見、病理所見を認めなかった。以上のことか

らEGEに伴う難治性十二指腸潰瘍の診断となった。 

入院後経過：入院後、クローン病治療薬であるブデソ

ニド腸溶性顆粒充填カプセル（ゼンタコート）を粉砕

した剤型で投与開始した（3カプセル相当9 mg、1日1

回朝食後）。適応外使用にあたっては国立病院機構函館

病院倫理委員会の承認を得て実施した。ブデソニド投

与10日後には速やかな潰瘍改善傾向が認められ、投与

開始前に活動期 A2 ステージであった病変は治癒過程

期 H1ステージに、治癒過程期 H2ステージであった病

変は瘢痕期S2ステージへと移行した。投与開始8ヶ月

後には両病変共に完全な瘢痕化を認めた（図3）。また、

末梢血中好酸球比率は投与開始 8ヶ月後には基準値レ

ベルまで減少し（図4）、鉄欠乏性貧血についても、消

化器症状改善に伴い血清鉄が 68μg/dL まで回復する

とともに、ヘモグロビン値も 17.2g/dL まで上昇した

（表2）。ブデソニド投与によると考えられる副作用は

認めなかった。 

 

【考察】 

 EGEの診断については厚労省研究班による診断指針

が示されており2)、これによると腹痛、下痢、嘔吐等の

症状を有し、なおかつ胃、小腸、大腸粘膜内の好酸球

主体の炎症細胞浸潤（20細胞/HPF以上、他の炎症性疾

患を除外）または腹水中の多数の好酸球の存在が必須

となる。さらに参考項目としては、喘息などアレルギ

ー疾患の病歴、末梢血中の好酸球増多、CT検査で胃、

腸管壁の肥厚、内視鏡検査で胃、小腸、大腸の浮腫・

発赤・びらん、グルココルチコイドが有効、の5項目が

挙げられている。 

今回の5例においては、必須項目に該当する臨床症状

（心窩部痛、嘔気、体重減少）を認め、4/5例では貧血

も認めた。内視鏡検査で浮腫・発赤・びらんなど炎症

所見を認めた部位と、生検で200細胞/HPF以上の好酸球

浸潤を認めた部位は、ともに胃・十二指腸が最多であ

ったが、その理由としては、EGEによる強い炎症が胃・

十二指腸で起こりやすい可能性に加え、今回の5症例が

心窩部痛や胃もたれといった上部消化管症状を契機に

診断されたことによる選択バイアスが介在している可

能性も考えられた。 

内視鏡検査所見と病理所見の関連に着目すると、内

視鏡検査で何らかの炎症所見を認めた部位と20細胞/H

PF以上の好酸球浸潤を認めた部位の多くは一致してい

たが、症例2および症例5では、内視鏡検査で炎症所見

を認めない部位の生検組織にも20細胞/HPF以上の好酸

球を認めた（症例2:十二指腸、大腸、症例5:胃、回腸、

大腸）。消化管粘膜中の好酸球数の正常範囲は、解剖学

的位置により異なり食道〜十二指腸に比較して回腸〜

大腸では数値が高く、成人の十二指腸では19細胞/HPF

以下である一方で、回腸ではそれより高い40細胞/HPF

以下、大腸ではさらに高く50細胞/HPF以下と言われて

いる3)。そのため、症例2の十二指腸や症例5の胃につい

ては肉眼で確認出来ないミクロな炎症が起こっている

ことが考えられるが、症例2の大腸や症例5の回腸・大

腸については病的な炎症反応を反映したものではない

可能性がある。消化管組織における炎症の全体像を評

価し、臨床症状を来たすリスクのある部位を把握する

目的においては、内視鏡レベルの炎症所見を認めない

部位からも生検を行うことは有用と思われるが、回盲

部より肛門側では20細胞/HPFのカットオフ値のみなら

ず、絶対数の多寡も考慮に入れる必要があると考えら

れる。 

参考項目に該当する所見としては、CT検査において

3/5例で消化管の壁肥厚を認め、血液検査で好酸球比率

の高値（>5%）も3/5例で認めた。ただし後者は、症例

により数値は0.3%〜24.2%とばらつきが大きく、PPIの

みで改善した症例2で最も数値が高い(24.2%)ことも考

えあわせると、EGEの重症度や消化管粘膜局所の炎症反

応の強さを反映していない可能性も考えられる。 

EGEの治療に関しては、食物アレルギーが判明してい

るケースへの食事療法（原因食物除去など）、副腎皮質

ステロイド、プロトンポンプ阻害薬、ロイコトリエン

受容体拮抗薬（モンテルカスト）など様々な治療法が

試みられているが、未だエビデンスの高い治療法は確

立されていない2),4)。現在最も広く用いられているプレ

ドニゾロンでは寛解も期待でき、今回の症例でも3例（

症例1,3,4）に用いられ症状改善が得られているが、長

期投与による安全性の懸念や、寛解後の投与中断によ

る再発の問題もある2),4)。 

そのため海外では長期投与を想定した局所的なステ

ロイド治療の試みもなされている。ブデソニドは初回

通過効果が大きく肝臓で低活性の代謝物に代謝される

副腎皮質ステロイドで、全身への作用が少ないことが

期待される。クローン病治療薬ゼンタコート®（海外販

売名Entocort®）は、主に回腸～上行結腸でブデソニド

を徐放するよう設計された製剤で、海外ではEGEに対す
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る効果を調べた研究が数多く存在する。十二指腸が関

与するケースに対しては、腸溶性コーティングしてい

ない錠剤を投与し2年以上の寛解が得られた症例報告5）

や、1～17歳の小児患者8人に未加工のカプセル剤、カ

プセル内容物、カプセル剤粉砕の3つの形態を組み合わ

せてブデソニド9 mg相当を投与し粘膜組織の好酸球浸

潤減少が認められた報告がある6）。 

 症例51)の患者は10代であり、全身性ステロイド投与

による副作用が強く懸念されたため、ブデソニドによ

る治療が計画された。潰瘍病変は十二指腸球部に存在

するため、胃～十二指腸で作用することを期待しカプ

セル剤を粉砕した形で投与が行われた。用量について

は9 mg/dayで治療開始し、寛解後6 mg/dayに減量し維

持療法を行うのが一般的である4)。本症例でも9 mg/da

yで投与開始、治療開始8ヶ月後には潰瘍は完全に瘢痕

化、貧血や消化器症状も改善し、血中好酸球比率も正

常レベルまで低下した。しかしながら、十二指腸粘膜

の一部には依然として200/HPF程度の強い好酸球浸潤

が認められ、組織学的寛解には至らなかった。そのた

め、減量は行わず9 mg/dayで投与継続中である。 

Greuterらの報告によれば7)、ステロイド治療により

「深い寛解」（6ヶ月間以上、臨床的かつ内視鏡的かつ

組織学的に寛解）を認めた症例であっても、78 %が投

与終了後に再発を来す（再発までの中央値22週）こと

が示されており、どのタイミングで減量や投与中断を

行うのか、またステロイド以外のどの代替治療を選択

するのかなどは、今後に残された課題である。 

今回、我々は心窩部痛や貧血を契機に診断されたEG

E 5例を経験した。炎症部位としては胃・十二指腸が最

多であり、PPIのみで改善した1例を除く4例では副腎皮

質ステロイドが有効であった。難治性十二指腸潰瘍を

呈する小児EGEの症例に対しては粉砕ブデソニド製剤

が奏功し、今後プレドニゾロンより安全性の高い療法

として有用なオプションとなる可能性が示唆された。 

 

本論文内容に関連する著者の利益相反なし 
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表1 各症例の要約 

 
 

表2 ＜症例5＞ 治療後の鉄欠乏性貧血改善 

 

 

 

図1 ＜症例5＞ 十二指腸球部の内視鏡像       図2 ＜症例5＞ 十二指腸粘膜への好酸球浸潤 
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図3  ＜症例5＞ ブデソニドによる潰瘍改善効果 

 

 

図4  ＜症例5＞ 末梢血中好酸球比率の推移 


