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坪内　博仁
鹿児島市立病院長

アルコールと肝臓

１．はじめに
　鹿児島市立病院の坪内です。ご丁寧なご紹介ありがとうご
ざいました。
　鹿児島市立病院は、年配の方はご存じかもしれませんが、
初めて５つ子の赤ちゃんが生まれた病院で、今も周産期母子
医療に力を入れている病院です。昨年の５月に、この新しい
病院に新築移転いたしました（スライド１）。
　アルコールの話ということで、まず、わが国における都道
府県別のアルコール消費量を見てみました。私が住んでいる
鹿児島県はなんと第１位で、地域的には九州や東北のアルコー
ル消費量は多くなっています。私が驚いたのは、東京もアル
コール消費量が多く、第３位です（スライド２）。
　本日のお話ですが、まず、アルコールの分解、代謝とも言
いますが、アルコールが体の中で分解される仕組み、次に、
肝臓の病気の中でアルコール性の肝臓病が大事な理由につい
てお話しします。皆さん、ご承知のように、ここ 20 年～ 30
年は、B 型肝炎、C 型肝炎が重要な問題になっていました。そ
の治療の進歩は著しく、内服薬により、B 型肝炎は進行を抑
えられるように、C 型肝炎は治る時代になってきました。一方、
B 型肝炎でも C 型肝炎でもない病気があり、非 B 非 C と呼ん
でいます。非 B 非 C の肝臓病にアルコールがどのように関わっ
ているかをお話しします。最後に、主なアルコール性の肝臓
病についてお話をしたいと思っています（スライド３）。
２．肝臓におけるアルコールの代謝
（1）アルコールの代謝の仕組み
　まず、アルコールの分解、代謝の仕組みについてお話しし
ます（スライド４）。アルコールを飲むと、一部は胃で、大部分（約 80％）は他の栄養物と同じように
小腸で吸収され、肝臓に運ばれます。肝臓は、基本的にいろいろな物質の分解、代謝をしている臓器で、
アルコールに限らず、腸で吸収された栄養物や薬の成分を工場のように処理します。
　まず、アルコール、エタノールのことですが、これは肝臓で主にアルコール脱水素酵素（ADH）と
いう酵素の働きで、アセトアルデヒドに分解されます。アルコール脱水素酵素以外にも、カタラーゼや
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シトクロム P450 といった酵素もエタノールの分解
に関係しています。
　このアセトアルデヒドは非常に毒性の強い物質
で、これを速やかに分解しないと、その毒性が表れ
て来ます。アセトアルデヒドは２型アセトアルデ
ヒド脱水素酵素（ALDH ２）という酵素の働きで、
酢酸と水に分解されます。このようなプロセスで、
アルコールは毒性のない物質に変わっていきます。
　アルコールに弱い人でも、アルコールを毎日飲ん
でいると、アルコールを飲む量が増えることがあり
ます。以前は、お酒をたくさん飲む人は手術の時に
麻酔が効きにくいと言われていました。その理由ですが、アルコールの常習によりアルコールを代謝す
るシトクロム P450 という酵素が誘導されて、増えてきます。この酵素の働きが増えると、アルコール
の処理能力が高まります。麻酔薬も、アルコールと同様、体外から入る化学物質で、肝臓はアルコール
を処理するように麻酔薬も処理するので、アルコールの代謝が早いと、麻酔薬の代謝も早くなり、血中
濃度が低くなり、効きにくいということが起こります。しかし、アルコールを止めると、元に戻ります。
（2）２型アセトアルデヒド脱水素酵素の遺伝子型と特徴
　アルコールの分解、代謝の過程で最も重要な酵素は、２型アセトアルデヒド脱水素酵素（ALDH ２）
です。最近の医学では、遺伝子多型という言葉がいろいろなところで出てきます。遺伝子は DNA によ
り構成されていますが、その配列の個体差で、集団の１％以上の頻度で認められるものを言います。す
なわち、遺伝子多型は個体差に関係します。DNA の配列の一か所の塩基が別の塩基に変わっているも
のを一塩基多型、英語の頭文字をとって SNP（スニップ）と呼んでいます。スニップの頻度の多いタ
イプを野生型、少ないタイプを変異型と言います。
　２型アセトアルデヒド脱水素酵素は、タンパク質です。タンパク質はアミノ酸が順に結合して出来て
います。アミノ酸の並びは遺伝子という設計図により作られています。どのアミノ酸が組み込まれるか
は、３つの塩基の並びにより規定されています。
　２型アセトアルデヒド脱水素酵素の遺伝子のエキ
ソン 12 の、以前は 487 番目と言われていたようで
すが、最近の研究では 504 番目の塩基が G か A か
が重要で、G が野生型、A が変異型です。野生型の
G だとアミノ酸はグルタミン酸になり、変異型の A
だとリジンになり、タンパク質としての機能、すな
わち酵素としての活性が変わってきます。遺伝子
型は G ／ G（野生型）、G ／ A（ヘテロ欠損型）、A
／ A（ホモ欠損型）の３通りになります（スライド
５）。
　野生型の頻度は 50％強で、酵素活性は強いので
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（ＡＤＨ）
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遺伝子型 頻度 活性 飲酒 肝障害

G/G
（野生型）

50％強 強い 強い 起こしにくい

G/A
（ヘテロ欠損型）

40％弱 弱い 弱い 起こしやすい

A/A
（ホモ欠損型）

約5％ なし 飲めない 起こしにくい

エキソン12の504番目（以前は487番目）の塩基: 野生型（Ｇ）、変異型（Ａ）
アミノ酸としては野生型はグルタミン酸、変異型はリシン

２型アセトアルデヒド脱水素酵素（ALDH2)
の遺伝子型と特徴
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アルコールに強く、通常は肝障害は起こりにくいの
ですが、大量飲酒を持続することで肝障害が起こっ
たり、アルコール依存症になったりします。ヘテロ
欠損型の頻度は 40％弱で、酵素活性は弱いのでア
ルコールに弱く、肝障害を起こしやすいと言われて
います。ホモ欠損型は、約５％の頻度で最も少なく、
酵素活性がほとんどないので、アルコールは飲めず、
肝障害も起こりません。
　ALDH ２遺伝子多型は、最近、発がんリスクと
も関連していることがわかってきました。ここで
は飲酒者における ALDH ２遺伝子多型と食道がん
のリスクとの関連をお示しします（スライド６）。
ALDH ２遺伝子のヘテロ欠損型において食道がん
のリスクを活性型と比べると、お酒を飲まないある
いは機会飲酒者では 1.28 倍高くなり、中等度の飲
酒者、常習飲酒者と飲酒量が増えるにつれて、それ
ぞれ 3.12 倍、7.12 倍と著しく高くなっています。飲
酒を止めた人の食道がんリスクは 5.64 倍で、この
グループはもともとは常習飲酒者だと思いますが、
常習飲酒者と中等度飲酒者の中間の値になっていま
す。
　ALDH ２ヘテロ欠損型の常習飲酒者で食道がん
リスクが高くなる理由として、アセトアルデヒドを
処理できず、その食道のアセトアルデヒド濃度が高
くなることが考えられています。
（3）ALDH２遺伝子型の検査法
　ALDH ２の遺伝子型がアルコールを飲めるかどうかと関係しているので、自分はどの遺伝子型か知
りたいところですね。ALDH ２遺伝子型の主な検査法をお示しします（スライド７）。主な検査法とし
て、フラッシング問診法、パッチテスト、ALDH ２遺伝子検査法があります。フラッシング問診法は、
お酒を飲んだら赤くなりますか、気分が悪くなりますかということを問診して、遺伝子型を推定しよう
とするものです。この方法は、簡便で、受検者の負担が少ないという長所がありますが、精度が不十分
で、危険なホモ欠損型を見つけられないという短所があります。パッチテストは、絆創膏上のガーゼに
エタノールを滴下して、前腕に貼り、７分後にはがした時とその 10 分後に２回皮膚の状況を見て、判
定するものです。これも、精度に問題があります。ALDH ２遺伝子検査法は一番正確で、感度も特異
度も 100％ですが、特別の検査機器が必要で費用もかかります。
　最近、呼気中のアセトアルデヒドとエタノールを測定する機器が開発されました。これは京都大学病
院消化器内科の武藤先生などが研究を進めています。0.5％濃度のアルコール 100ml、エタノールとし

Yong SJ et al.  World J Gastroenterology 2010; 16: 4210‐4220
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判定法 検査精度 長所/短所

ALDH2遺伝子検査
感度；100％

特異度；100％

長所 高精度
短所 侵襲、コスト、設備が必

要、時間が掛 かる

パッチテスト
感度；72.4％

特異度；71.4％
長所；簡便、低侵襲
短所；判定精度が不十分

フラッシング問診法
感度；84.8％

特異度；82.3％
（食道癌患者）

長所；簡便、低侵襲
短所；判定精度が不十分
最も危険なALDH2欠損者を見逃
す

ALDH2遺伝子型の検査法
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ては 0.5 グラムを飲み、１分後に呼気を採取して、
その呼気中のアセトアルデヒドとエタノールを分析
して、遺伝子型を推定するものです（スライド８）。
エタノールの濃度には大きな差はありませんが、ア
セトアルデヒドの濃度は、野生型では低く、ホモ欠
損型では高く、ヘテロ欠損型はその中間になります

（スライド９）。アセトアルデヒドとエタノールの比
が 23.3 よりも大きければ非活性型、小さければ活
性型と判定します。
（4）アルコールの代謝のまとめ
　アルコールの代謝の話のまとめです（スライド
10）。アルコールは大部分が小腸で吸収され、肝臓
で処理されます。アルコールは、まずアルコール脱
水素酵素でアセトアルデヒドに分解され、次にアセ
トアルデヒドは２型アセトアルデヒド脱水素酵素で
酢酸と水に分解され、無毒化されます。アルコール
の分解にとって、２型アセトアルデヒド脱水素酵素
は最も重要な酵素で、その活性は遺伝的に決定され
ています。日本人の約半数は、ALDH ２の遺伝子
型がヘテロ欠損型で、肝障害が起こりやすい特徴が
あります。
　アルコールは肝臓で処理されることから、肝臓に
アセトアルデヒドが蓄積して、肝臓の障害を起こすと考えら
れています。アルコール性の肝障害がなぜ起こるかについて、
当初、アルコールの直接作用といわれている時期がありまし
たが、その後、アセトアルデヒドの重要性が明らかになりま
した。最近はそれに加えて、いろいろな物質が関与して、ア
ルコール性肝障害を発症させていることが推定されています。
３．アルコールと肝臓病
（1）肝がんの原因別に見た患者数の推移
　次に、アルコールと肝臓の病気の関連、とくに、アルコー
ル性の肝臓病が肝臓病全体の中でどういう位置を占めているかについてお話しします。私は 1972 年に
医学部を卒業しました。B 型肝炎ウイルスは、1964 年に発見されましたが、卒業したころは検査法も
普及しておらず、自分たちの研究室で測定していました。2000 年代になり核酸アナログが開発され、B
型肝炎を沈静化できるようになりました。1989 年に C 型肝炎の遺伝子が発見され、こちらは、1992 年
に検査法ができ、インターフェロン治療が導入されました。最近、経口の直接抗ウイルス薬が開発され、
ほとんどの患者さんでウイルスが駆除される時代になってきました。

・呼気中の微量アセトアルデヒドおよびエタノール濃度を測定することにより
アルコール代謝能を数値化し、ALDH2遺伝子型を判定する

・長所は高精度、低侵襲、簡便、短所は特殊な機器が必要、費用

新しい遺伝子型測定法；呼気中アセトアルデヒド/
エタノール測定器“エアロクロマ”
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野生型 ヘテロ欠損型 ホモ欠損型

エアロクロマ；ALDH2遺伝子型と呼気分析パターン

１分後の呼気中アセトアルデヒド/エタノール比で判定 >23.3 非活性型、<23.3 活性型
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• アルコールは大部分が小腸で吸収され、肝臓で分解さ
れる。

• アルコールは、まずＡＤＨでアセトアルデヒドに、アセト
アルデヒドはＡＬＤＨ２で酢酸と水に分解される。

• ＡＬＤＨ２の活性は遺伝的に決まっている。

• 日本人の約半数は活性が弱く、そういう人では肝障害
が起こりやすい。

アルコールの分解（まとめ）

スライド 10
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　B 型肝炎や C 型肝炎が問題なのは、肝がんの原
因となるからです。これは、九州の大学病院など主
な病院が肝がんのデータをまとめたものです（スラ
イド 11）。以前は C 型肝炎が原因の肝がんが最も多
くて、肝がんの約 70％を占めていました。次に、B
型肝炎が多くて約 20％で、それ以外の非 B 非 C は
約 10％というような状況でした。この図を見ると
わかりますように、B 型はほぼ横ばいですが、C 型
は減ってきて、非 B 非 C 型の肝がんが著しく増加
して、約 30％になっています。
　では、非 B 非 C 型とは何なのでしょうか。ご承
知かもしれませんが、通常、肝がんは、肝炎ウイル
スが陰性であれば、肝臓が正常な人にできることは
ありません。肝がんは、肝硬変や慢性肝炎など肝臓
が悪い人に起こり、とくに肝硬変は肝がんの大きな
リスクファクターです。
（2）非 B非 C型肝硬変とアルコール
　そこで、肝がんの背景である肝硬変の原因を見て
みましょう（スライド 12）。2011 年日本肝臓学会大
会の際の全国調査では、肝硬変の原因は C 型が最
も多く 60％を超え、B 型は 12％で、非 B 非 C 型は
26％です。
　肝がんを発症した非 B 非 C 肝硬変を対象に、そ
の原因を調べてみると、アルコール性が 53％を占
めており、アルコール性は非 B 非 C 型肝硬変に発
症する肝がんの最も大きな原因となっています（ス
ライド 13）。
　また、非 B 非 C 型肝硬変の原因を調べてみると、
約 55％がアルコール性です（スライド 14）。　最近、
肥満に関連して脂肪肝が増えています。この脂肪肝
が進んだ非アルコール性脂肪肝炎（NASH）は、確
かに２番目に多くて 14.5％ですが、アルコール性と
は大きな差があります。非 B 非 C 型肝硬変の半数
以上がアルコール性であるというのは、大変重要なことです。
　非 B 非 C 型肝硬変は男性が約２/ ３、女性が１/ ３の比率で男性が多くなっています。男性と女性に
分けて非 B 非 C 肝硬変の原因をみると、男性ではアルコール性が極端に多く、73％を占めていますが、
一方、女性では 20％です（スライド 15）。
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鈴木康秋ら. 我が国における非B非C肝硬変の実態. 高後 裕監修、
我が国における非B非C肝硬変の実態調査2011, P6‐16, 響文社

肝がんの背景である肝硬変の約1/4は 非B非Cである
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鈴木康秋ら. 我が国における非B非C肝硬変の実態. 高後 裕監修、
我が国における非B非C肝硬変の実態調査2011, P6‐16, 響文社

肝癌を発症した非B非C肝硬変の半数以上が
アルコール性である

スライド 13
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（3）肝臓病とアルコールの関係のまとめ
　今の話をまとめますと、肝がんの原因として非 B
非 C が増えてきています。肝がんを発症した非 B
非 C 型肝硬変の約 50％がアルコール性です（スラ
イド 16）。また、非 B 非 C 型肝硬変の約４分の１が
アルコール性です。非B非C型肝硬変は男性が多く、
とくに男性では約 70％がアルコール性肝硬変です。
以上お話したように、現在でもアルコールは重要な
肝臓病の原因であることがわかっていただけたと思
います。
４．アルコール性肝障害
（1）アルコール性肝障害の診断
　続いて、アルコール性の肝臓病のお話をします。
　まず、アルコール性肝障害の診断ですが、日本ア
ルコール医学生物学研究会が 2011 年にまとめてお
り、現在でも多くの施設で使われています（スライ
ド 17）。
　アルコール性肝障害は、長期（通常５年以上）に
わたる過剰な飲酒が肝障害の主な原因と考えられる
病態で、３つの条件を満たすものを言います。最初
に、過剰な飲酒とは、純エタノールで平均１日 60g
以上の飲酒です。これは常習飲酒家と言えます。純
エタノール 60g は、清酒だとおよそ３合に相当します。ただ
し女性や ALDH ２活性欠損者では、１日 40g 程度の飲酒でも、
アルコール性肝障害を起こすことがあります。女性は男性に
比べアルコール性肝障害を起こしやすいということです。
　次に、禁酒により血清の AST、ALT およびγ―GTP 値が
明らかに改善することです。AST や ALT は、肝臓が悪いか
どうかの指標に使われる酵素で、健診でもよく検査されます。
γ―GTP はアルコール性の肝臓病でとくに上昇するので、必
ず検査します。アルコールを止めることにより、上昇してい
たγ―GTP 値は速やかに改善します。
　３番目として、B や C の肝炎ウイルスマーカー、抗ミトコンドリア抗体、抗核抗体がいずれも陰性
であることです。これらの検査は、それぞれ、ウイルス性疾患、原発性胆汁性胆管炎、自己免疫性肝炎
を除外するための検査です。
　また、肥満者では 60 グラム未満でもアルコール性肝障害が起こりえること、さらに、肝炎ウイルスマー
カー、抗ミトコンドリア抗体、抗核抗体などが陽性であっても、病理組織検査でアルコール性の変化が

鈴木康秋ら. 我が国における非B非C肝硬変の実態. 高後 裕監修、
我が国における非B非C肝硬変の実態調査2011, P6‐16, 響文社

非B非C肝硬変の半数以上が
アルコール性である

スライド 14

鈴木康秋ら. 我が国における非B非C肝硬変の実態. 高後 裕監修、
我が国における非B非C肝硬変の実態調査2011, P6‐16, 響文社

非B非C肝硬変の原因には性差がある-男性では
アルコール性の頻度が高い

スライド 15

• 肝がんの原因として非ウイルス性が増えてきてい
る。

• 肝がんを発症した非ウイルス性肝硬変の約50%が
アルコール性である。

• 非ウイルス性肝硬変の約1/4がアルコール性であ
る。

• 非ウイルス性肝硬変は男性が多く、とくに男性では
約70%がアルコール性である

肝臓病の中でアルコールの占める位置（まとめ）

スライド 16
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強い場合には、アルコール性肝障害と診断してよい
ことが付記されています。これは、例えば、C 型肝
炎の人が、アルコールを過剰に飲むと、当然アルコー
ル性の肝障害も起こってくるわけで、そういう時に
はアルコール性肝障害と診断してよいということで
す。
　アルコール性肝障害を起こしやすい人としては、
大量かつ持続飲酒者、女性、ALDH ２ヘテロ欠損者、
すなわち ALDH ２活性が低い人があげられます。
（2）アルコール性肝障害と種々のアルコール飲料
　アルコール性肝障害の診断には、摂取している純
エタノールの量が大事になります。純エタノール
60g は、アルコール飲料では具体的にどの程度にな
るかを見てみましょう（スライド 18）。アルコール
飲料の種類として、ここではビール大瓶、清酒１合、
焼酎１合をあげました。ワインを加えないといけな
いかもしれませんが、ワインは 10 ～ 15％の範囲な
ので、15％に近ければ、清酒１合に近いことになり
ます。
　アルコール１単位は、純アルコールで 20g です。
アルコール１単位のおおまかな目安は、500ml の
ビール中ビン１本、清酒だと１合、焼酎だと 0.6 合
になります。
（3）アルコール性肝障害の進展様式
　アルコール性肝障害ですが、過剰飲酒が続くと、
まず肝臓に脂肪がたまって脂肪肝になります（スラ
イド 19）。さらに、過剰飲酒が続くと、とくに大量
飲酒により、アルコール性肝炎を起こします。アル
コール性肝炎の中には、重篤な重症型アルコール性
肝炎があります。重症型アルコール性肝炎では、肝
臓の働きが極端に障害されて、肝不全という状態に
なり、死亡することもあります。肝不全状態では、
黄疸が強くなり、おなかに水がたまった腹水、消化
管出血、意識障害などがみられます。また、アルコール性肝炎を繰り返しながら、肝硬変に移行します。
肝硬変ではもともと肝臓の働きが低下していて、それにアルコール性肝炎が加わると容易に肝不全にな
ります。アルコール性肝炎、肝硬変、肝不全は関連し合って、アルコール性肝臓病を形成します。
　肝硬変は、B 型肝炎、C 型肝炎、自己免疫性肝炎などいろいろな肝臓病の終末像です。したがって、

「アルコール性肝障害」とは、長期（通常5年以上）にわたる過剰の飲酒が肝障害の
主な原因と考えられる病態で、以下の条件を満たすものを指す

１．過剰の飲酒とは、１日平均純エタノール６０ｇ以上の飲酒（常習飲酒家）をい
う．ただし、女性やALDH2活性欠損者では1日４０ｇ程度の飲酒でもアルコール
性肝障害を起こしうる．

２．禁酒により血清AST, ALTおよびγ-GTP値が明らかに改善する。
３．肝炎ウイルスマーカー, 抗ミトコンドリア抗体, 抗核抗体がいずれも陰性である。

<付記>
1. 肥満者では１日平均純エタノール60gに満たなくてもアルコール性肝障害を起こし

うる。
２．肝炎ウイルスマーカー, 抗ミトコンドリア抗体, 抗核抗体などが陽性であって

も、病理組織でアルコール性の変化が強い場合、これらの病因を付記してア
ルコール性肝障害と診断できる

アルコール性肝障害診断基準 2011年版
(日本アルコール医学生物学研究会；JASBRA)

大量・持続飲酒者 女性 ALDH2活性欠損者

スライド 17

アルコール含量 5％ 15度 25度

純アルコール量 25ｇ 22ｇ 36ｇ

アルコール１単位相当 中びん1本 1合 0.6合

酔いがさめるまでの時間 約3時間 約3時間 約5時間

肝臓が働いている時間 約9時間 約9時間 約11時間

ビール 大びん / 633ｍｌ 焼酎1合/180ml

種々のアルコール飲料

清酒 1合 / 180ml

・アルコール１単位は純アルコール 20g相当
・酔いがさめるまでの時間はアルコールがアセトアルデヒドに、肝臓が働いている時間は
アセトアルデヒドが酢酸と水に分解されるまでの時間と想定

スライド 18

竹井謙之 「今日の臨床サポート」

アルコール性肝障害の進展様式

スライド 19
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原因の如何を問わず、肝硬変になると肝がんが発生するリス
クが高くなります。
　一方、脂肪肝のレベルで禁酒・節酒をすると、治癒する、
あるいは病態が改善します。肝硬変になると、なかなか元通
りにはならないので、ならないようにすることが大事です。
　アルコール性の肝臓病の進展には、飲酒量が最も大きく関
係しますが、それに加えて性差、栄養状態、遺伝的な素因も
関係していると考えられています。
５．アルコール性脂肪肝
（1）アルコール性脂肪肝の特徴
　それでは、いくつかの主なアルコール性の肝臓病
について詳しくお話しします。（スライド 20）まず、
アルコール性脂肪肝です。アルコール性脂肪肝は飲
酒者に見られる初期の肝障害で、ほとんど自覚症状
はありません。ごく軽度の血液検査の異常がありま
す。血清 ALT、AST, γ GTP の軽度上昇。総コレ
ステロールの増加などがみられます。診断には腹部
の超音波検査が有用です。飲酒が持続してアルコー
ル性肝炎を起こしたり、肥満などの生活習慣が加
わって脂肪肝炎を起こしたり、また、肝炎が持続す
ると肝硬変に進行します。
（2）脂肪肝の診断と種類
　脂肪肝の診断に有用な超音波検査の所見について
説明します（スライド 21）。この患者さんは 25 歳
の男性、アルコール性ではなく非アルコール性の脂
肪肝ですが、脂肪肝の所見は同じです。超音波検査
では、肝臓の輝度が高く、ここではきらきらして白
くなっています。肝臓の深い場所では、エコーが減
衰して暗くなっているのも特徴です。さらに、肝臓
と腎臓のコントラストがはっきりとすることも脂肪
肝の特徴です。
　腹部エコー検査は患者さんへの侵襲が少ないので、脂肪肝の診断にまず行う検査ですが、確定診断に
は肝臓に針を刺し、採取した肝組織を顕微鏡で見る肝組織検査が必要です（スライド 22）。脂肪がた
まっている肝臓の細胞は、空胞化して見えます。
　スライド 23 に示すように、脂肪肝に炎症細胞の出現、肝細胞の風船様の変化、線維化などがおこると、
脂肪肝炎という状態で、肝硬変に進行するリスクが高くなります。脂肪肝炎の診断には肝生検による組
織検査が必須になります。

• 飲酒者に見られる初期の肝障害

• 自覚症状はなく、軽度の血液検査異常（ＡＬＴ，ＡＳ
Ｔ，γＧＴＰの軽度上昇、総コレステロールなど脂質
の上昇）

• 診断には腹部超音波検査が有用

• 飲酒持続によるアルコール性肝炎や肥満などの
生活習慣が加わり、脂肪肝炎がおこり、それらが
持続すると、肝硬変に進行する

アルコール性脂肪肝

スライド 20

症例 25歳の男性。検診で肝機能異常を指摘され、鹿児島大
学病院受診。HBs抗原、HCV抗体、抗核抗体すべて陰性。

肝臓の輝度が高い
超音波が深部まで届かない

肝臓と腎臓のコントラストが明瞭

肝臓
腎臓

脂肪肝の診断は、まず腹部超音波検査

スライド 21

脂肪肝の確定診断には肝生検が必要
～脂肪滴の存在～

スライド 22
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　脂肪肝には、アルコール性の脂肪肝と非アル
コール性の脂肪肝があります（スライド 24）。アル
コール性の脂肪肝炎は ASH（アッシュ）と呼ばれ
ています。また、非アルコール性脂肪性肝疾患は
NAFLD（ナッフルド）と呼ばれ、非アルコール性
脂肪肝炎は NASH（ナッシュ）と呼ばれています。
NAFLD や NASH は大きな話題になっています。
ASH や NASH は、肝硬変へ進み、肝がんが発生す
ることがあるので、重要です。
（3）飲酒と脂肪肝の発生との関係
　私たちは、検診受診者を対象に、飲酒と脂肪肝の
発生との関係を調べてみました。（スライド 25）飲
酒と死亡率の関係は J カーブになっている、すなわ
ち、過剰に飲酒している人の死亡率が最も高く、適
量の飲酒をしている人の死亡率は最も低く、全く飲
まない人よりも低いというカーブです。飲酒頻度が
同じであれば、１日の飲酒量が増えるにつれて脂肪
肝の頻度は増えますが、同じ飲酒量だと飲酒回数が
増えるにつれて脂肪肝の頻度は減少します。１日の
飲酒量が１合未満の人では、飲酒頻度が多くなるに
伴って、脂肪肝の頻度は減少し、１月 20 回以上の
飲酒回数の人では全く飲まない人よりも脂肪肝の頻
度は低くなるというデータです。脂肪肝だけで見る
と、１日の飲酒量を１合未満で、１月 20 回以上の
飲酒する人が脂肪肝の発生は少ないということで
す。このような成績は私たちの施設だけではなく、
他の施設からも報告されています。
６．アルコール性肝炎
（1）アルコール性肝炎の特徴
　次にアルコール性肝炎のお話をします（スライド
26）。アルコール性の肝炎は、大量飲酒を契機とし
た急性の肝臓病で、急性肝炎の症状および検査成績
を示します。自覚症状としては全身倦怠感、食欲不
振、黄疸などがあり、血液生化学検査では急性肝炎
と同じように、血清 ALT、AST、γ GTP が著しく上昇し、ビリルビンも上昇します。大事なのは肝
炎ウイルスマーカーが陰性で、ウイルス性ではないことです。

肝炎を伴う脂肪肝（脂肪肝炎）は肝硬変に進行する

スライド 23

アルコール性
脂肪肝

非アルコール性
脂肪性肝疾患（NAFLD)

非アルコール性
脂肪肝炎
（NASH）

肝硬変

肝細胞がん・肝不全

アルコール性
脂肪肝炎
（ASH）

脂肪肝：アルコール性と非アルコール性

スライド 24

脂肪肝の発生率

飲酒頻度

: 1合/日未満
:

: 3 合/日以上

飲酒量

(日/月)

1 合/日以上、

3合/日未満

0

25

50
(%)

0 1-10 11-20 21-

Hiramine K, et al. J Gastroenterol 2011;46:519-28.

飲酒頻度 (日/月）
1–10 (n=1,953)
11–20 (n=863)
21– (n=5,939)

P value

オッズ比
1.0 (referent)
0.92[0.76,1.13]
0.62 [0.54,0.71]
< 0.001##

男性の脂肪肝は飲酒量の増加に伴い増加するが、
飲酒頻度の増加に伴い減少する

スライド 25
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（2）重症アルコール性肝炎
　先にお話ししたように、アルコール性肝炎を繰り返し、肝
硬変のように肝予備能が低下している場合には、重症アルコー
ル性肝炎となり、亡くなることがあります。この場合には、
劇症肝炎という非常に重篤な病態がありますが、それと同じ
ように、集学的な治療をすることになります。
　これは私がまだ大学にいたころの患者さんです。2009 年の
症例ですから、少し前になりますが、筋肉内に大きな血腫を
作った重症アルコール性肝炎の患者さんです。（ス
ライド 27）当時、25 歳の女性で、その５年ほど前
からアルコールを多飲するようになり、１日 1.5 合
～３合、アルコール依存症と診断されています。６
カ月間、断酒治療をおこないましたが、退院後はま
た飲酒を継続して、飲酒量が増え、倦怠感、発熱、
黄疸が出て、私たちの大学病院に転院してきました。
　検査成績は、ビリルビンが 23.5mg/dl と著しく上
がって、プロトロンビン時間は 36％と著しく低下
していました。血液の凝固にかかわるタンパク質は、
ほぼ肝臓で作られていて、プロトロンビン時間が
40％以下に低下していることは、血液が固まりにく
いということ、すなわち出血しやすい状態であると
ことを示しています。同時に、肝臓の働きが極端に
悪いことを示しています。
　エコー検査では肝臓と腎臓のコントラストがはっ
きりして、CT検査でも脾臓とのコントラストがはっ
きりして、典型的な脂肪肝の所見を呈していました。
　この患者さんは、左上腕から体幹にかけて広範な
筋肉内血腫を起こしてしまい、この治療に苦労しま
した（スライド 28）。この患者さんは、集中治療室

（ICU）で治療しました。血圧はマンシェットを腕
に巻いて測るわけですが、１週間後には左上腕部に出血が起こり、組織が壊死して、このような状態に
なりました。
　CT 検査でも、上腕部の筋肉内の出血が認められています。ひどい状態で、きれいに治るだろうかと
心配しましたが、集学的な治療をして、血清タンパク質も上がって、８週後にはこのように綺麗になり
ました。

・ 大量飲酒を契機とした急性肝障害で、急性肝炎の臨床像を

呈し、自覚症状は全身倦怠感、食欲不振、 黄疸など

・ 急性肝炎の血液検査パターン（ＡＬＴ・ＡＳＴ、ＡＬＰの上昇、

γＧＴＰの上昇、総ビリルビンの上昇）で、肝炎ウイルスマー

カー陰性

・ アルコール性肝炎を繰り返し、肝予備能が低下している場合

には、重症アルコール性肝炎となり、予後不良

・ 重症アルコール性肝炎では、急性肝不全としての集学的な治

療が必要

アルコール性肝炎

スライド 26

症例：25歳の女性
症状：黄疸、発熱、倦怠感
経過：2004年頃からアルコールを多飲(1.5～3合/日)するようになり，2008年ア

ルコール依存症と診断され，11月より６か月間断酒治療を行なったが，退
院後も飲酒を継続していた．2009年 8月頃より飲酒量が2～3合/日に増
加し，12月初旬から倦怠感、発熱，黄疸が出現し、急性肝不全の診断で
入院

血液検査：白血球 13,870/ul, Hb 10.1 g/dl. 血小板 8.7万/ul, 総ビリルビン
23.5 mg/dl, ALT 135 IU/l, AST 20 IU/l 総蛋白 4.8 g/dl, アルブミン
2.0 g/dl, プロトロンビン時間 36%, CRP 3.57 mg/dl, 肝炎ウイルスマー
カー陰性

腹部エコー検査、ＣＴ検査

診断
重症アルコール性肝炎

筋肉内血腫を起こした重症アルコール性肝炎

肝臓

腎臓

肝臓

スライド 27

入院時 １週後 ＣＴ所見

５週後 ８週後

筋肉内血腫の経過

左上腕部から体幹にかけて広範な筋肉内血腫、静脈性出血であることから
保存的治療で約２か月後改善

スライド 28
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７．アルコール性肝硬変
（1）アルコール性肝硬変の特徴
　次に、アルコール性肝硬変の話をします。アルコー
ル性肝硬変は、大量飲酒による肝障害の終末像です。
肝機能が低下し、肝硬変の血液検査パターンを示し
ます。すなわち血小板が減少し、血清の総蛋白やア
ルブミンが低下し、場合によっては、総ビリルビン
が上昇します。大量飲酒を契機に、容易に急性肝不
全へ移行し、合併症として腹水、肝不全、静脈瘤、
肝がんがあります。左から順に、CT 検査での腹水
の所見、内視鏡検査での食道の静脈瘤、CT 検査で
の肝がんを示しています（スライド 29）。このよう
な合併症は、アルコール性肝硬変だけではなく、原
因が何であれ、肝硬変で起こってきます。
（2）肝硬変の腹水の新規治療薬
　腹水は利尿薬（尿を出させる薬ですが）で治療し
ますが、なかなかコントロールできない、難治性の
腹水があります。最近、新しい利尿薬が出ましたの
で、紹介します（スライド 30）。この薬は、何十年
ぶりかに発売された新しい作用機序の利尿薬で、ト
ルバプタンという薬です。患者さんは 57 歳の男性
で、１日５合焼酎を飲む常習飲酒家で、アルコール
性肝硬変と診断されています。体重の増加があり、
CT 検査で著明な腹水が認められて、入院しました。
体重は腹水の量を反映します。従来の利尿薬では十
分な体重の減少が得られず、トルバプタンを追加し
ました。この薬は、腎臓で水が再吸収されるところ
を抑制する薬で、作用する機序がはっきりした薬で
す。開始すると、約３週間で腹水が消失し、体重は
15Kg 減り、退院しました。
８．飲酒と肝がん
（1）飲酒とがん
　最後に、飲酒と肝がんの話をします。一般的に飲
酒はがんのリスクを高めることは、皆さん方もご承知だと思います。
　これは厚労省研究班の多目的コホート研究の成果ですが、時々飲む人のがんのリスクを１とした場合、
飲酒量が増えると、がんリスクがそれに応じて高くなっています（スライド 31）。とくに、１日２～３合、
あるいは３合以上飲むような人は、1.4 倍、1.6 倍とがんのリスクが高くなっています。このような大量

• 長期の大量飲酒による肝障害の終末像

• 肝機能が低下し、肝硬変の血液検査パターン（血球
減少、総蛋白・アルブミンの減少、総ビリルビンの上
昇、凝固検査異常）

• 大量飲酒を契機に、容易に急性肝不全

• 合併症の出現；腹水、肝不全、食道静脈瘤、肝がん

アルコール性肝硬変

スライド 29

【症例】 57歳の男性
【現病歴】 かかりつけ医で肝機能障害を指摘され、経過観察されていた。
2016年2月腹部の張りを自覚するようになり、腹部CT検査を行ったところ、
腹水の貯留を指摘されたため、精査・治療目的に3月当院へ入院となった。

【生活歴】 飲酒：1日あたりビール700ml＋焼酎5合
【現 症】 身長164cm、体重89.5kg
黄疸なし、腹部膨隆あり、下肢浮腫あり

腹水を伴ったアルコール性肝硬変‐新しい利尿薬が奏功
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スライド 30

40-59歳の男性35,000人。追跡9-12年/ がん罹患数1,904人。
年齢、地域、飲酒、緑黄色野菜、運動を調整。
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1日2-3合
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1日3合以上
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1日1合未満
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12.5%：1日2合以上の飲酒を避ければ防げるがんの割合

飲酒量

厚生労働省研究班による多目的コホート研究の成果2008

過剰の飲酒は全がんリスクを高める（男性）

スライド 31
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の飲酒者を、減少させることが出来たら、がん患者
が減らせる可能性があるということで重要なデータ
だと思います。もう一つは、時々飲む人のがんリス
クは全く飲まない人よりも低いということで、死亡
率と同様、J カーブになっています。
（2）飲酒と肝がん
　では、飲酒と肝がんの関係はどうでしょうか。こ
れは、日本人男性について、飲酒と肝発がんのリ
スクを調べたコホート研究の成績です（スライド
32）。横軸が飲酒量、縦軸が肝がんのリスクです。
たまに飲むグループを１として、飲酒量が増えるに
つれ、とくに、１日 69g 以上だと、肝がんのリスク
が 1.5 倍以上に高くなっています。69g のエタノー
ルは、清酒３合以上に相当します。　
　また、全く飲まない人の肝がんリスクの方が、時々
飲む人より高くなっていて、ここでも J カーブ現象
がみられています。J カーブについては、本当に全
く飲まないグループの肝がんリスクが、時々飲むグ
ループよりも高いのか、その集団の詳細な解析が必
要です。全く飲まない集団には、以前は常習飲酒家
で体調が悪くなって、飲めなくなった人などが含ま
れているのではないかという議論もあります。
　先ほどの成績は男性でしたが、女性では１日の飲
酒量が 23g を超えると、肝発がんリスクが高くなり
ます（スライド 33）。女性においては、男性に比べ
少量の飲酒で発がんリスクが高くなるということが
分かります。
　私たちが患者さんを診ていてよく遭遇するのは、
C 型肝炎や B 型肝炎の患者さんが、飲酒するケー
スです。B 型肝炎の患者さんは、適切な治療を受け
なければ、肝硬変や肝がんに進行することがありま
す。これは B 型肝炎の発がんリスクを調べた成績
です（スライド 34）。リスクスコアが高いほど、肝
がんが発生しやすいことを示しています。リスクスコアが最も高いのは HBV DNA ５log 以上でリスク
スコア７、次に HBe 抗原陽性で６です。その他、男性、高齢、肝がんの家族歴あり、ALT 高値なども
リスクになっており、飲酒有りのリスクスコア２点です。
　飲酒が B 型肝炎の発がんに与える影響は、このリスクスコア２点のもつ意味ということになります。

日本人における飲酒と肝発癌リスクの関係を調べた17.5万人のコホート研究。
「飲むグループ」について、１日当たりの飲酒量に分け、「たまに飲むグループ」を１として
比較した。平均10.4~13.6年の追跡期間中に男性605人、女性199人の肝がん発生。

ハザード比

男性

Shimizu T, et al. Int J Cancer 130; 2645-53, 2012

スライド 32

リスク因子
リスク
スコア

性 女性
男性

0
2

年齢 30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

0
1
2
3
4
5
6

肝癌の家族歴 No
Yes

0
2

飲酒の習慣 No
Yes

0
2

リスク因子
リスク
スコア

ALT値(U/L) <15
15-44
≥45 

0
1
1

HBe抗原 陽性 6

HBe抗原
かつ

HBV DNA量
(copies/mL)

陰性

<300 (Undetectable) 
300以上 －4.0log未満
4.0log以上－5.0log未満
5.0log以上－6.0log未満

6.0log以上

0
1
4
7
7

J Gastroenterol Hepatol. 2011; 26:628-38. 

飲酒はB型肝炎の発がんリスクの一つ

スライド 34

飲酒は肝発がんのリスクを増加させる

女性

Shimizu T, et al. Int J Cancer 130; 2645-53, 2012

ハザード比

スライド 33
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すべてのリスクスコアの合計が 10 点まではほとん
ど肝がんのリスクはありませんが、10 年後の発が
んリスクは 10 点を超えると急激に高くなり、20 点
ではほぼ 100％になります（スライド 35）。スコア
の合計点が低い時には、飲酒の２点の意味は軽いの
ですが、合計点が 10 点以上ではこの２点の加算の
意味は大きいことになります。
９．おわりに
　本日のお話をまとめますと（スライド 36）、アル
コールの分解能力には個人差があり、遺伝的に規定
されています。日本人の約半数はアルコールを分解
する酵素 ALDH ２の働きが弱いタイプです。アル
コールは、今でも肝臓病の重要な原因の１つです。
　アルコール性肝臓病の発生には、大量飲酒、女性、
ALDH ２酵素欠損などが関係します。アルコール
性の肝臓病は、脂肪肝や軽度の肝炎から始まり、飲
酒を持続することで肝硬変へ進行します。肝硬変に
進行すると、肝不全や肝がんも発生します。過剰の
飲酒は肝がん含め、いろいろながんのリスクを高め
ます。
　アルコールの代謝には大きな個体差があるので、
自分に適量なアルコール量を知り、肝臓を守りなが
ら上手に飲むことが大事だと思います。
　アルコールの代謝を抑制する従来の禁酒薬に加えて、最近では中枢神経系に働いてアルコールを飲も
うという欲望を抑制する薬も出てきているようです。肝臓病の専門の医療施設では、通常アルコール依
存症の治療はしていません。私にはそのような薬を使った経験がありませんので、そのような治療の話
は、今日は割愛いたしました。
　ちょうど時間になりましたので、私の話はこれで終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとうご
ざいました。

《質疑応答》
質問者：どうもありがとうございます。大変勉強になりました。特に関心を持ちましたのは J カーブの
ことです。肝がんでも何かそのような知見が見られるということですけれども、最初の話に戻りますが、
シトクロム系が不活化されるということがやはり説明としては成り立つのでしょうか。
坪内：代謝という観点から言いますと、アルコールをずっと継続して飲んでいますと、肝細胞の滑面小
胞体に存在するシトクロム P450 が誘導されて活性が高くなり、アルコールの処理能力は高くなります。
　シトクロム P450 は発がん性の物質の代謝にも関係するので、飲酒と発がんにシトクロム P450 系が

• アルコールの分解能力は個人差があり、遺伝的に規定されていま
す。

• 日本人の約半数は、アルコールを分解する酵素の働きが弱いタイ
プです。

• アルコールは、今でも肝臓病の重要な原因の一つです。

• アルコール性肝臓病の発生には、大量飲酒、女性、ＡＬＤＨ２欠損
などが関係します。

• アルコール性肝臓病は、脂肪肝や肝炎から始まり、飲酒の持続に
より肝硬変に進行、肝硬変になると肝がんも発生します。

• 過剰の飲酒は、肝がんを含めいろいろながんのリスクを高めます

• 上手にアルコールを飲んで、肝臓を守ってください。

本日のまとめ

スライド 36
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0 0.01 0.03
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3 0.05 0.13

4 0.08 0.21

5 0.13 0.36

6 0.22 0.62

7 0.38 1.05
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11 3.13 8.51

12 5.27 14.05
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16 36.54 71.96

17 53.89 88.52

18 73.23 97.49

19 89.39 99.81

20 97.81 100.0
J Gastroenterol Hepatol. 2011; 26:628-38. 

飲酒はHBVキャリアの5年目、10年目の
肝癌リスクを相乗的に高める

スライド 35
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関係している可能性はあるかもしれませんが、そういう観点からの成績は無いように思うので、わかり
ません。
　J カーブについては、私どもの脂肪肝のデータでは、まったく飲まない人より１日１合以下のアルコー
ルを頻度多く飲んでいる人の方が、脂肪肝の発生は少なかったのです。最近は、男性の脂肪肝の頻度は
極めて高く、BMI が 23 ～ 25 の一見健康な男性にも脂肪肝は多く、BMI が 25 を超えると、50％以上に
なります。適度の飲酒は、そのような脂肪肝の発生を抑制しているというデータです。
　それがどのようなメカニズムで起こっているかについて、研究を進めている状況です。


