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飲酒と健康に関する講演会

松下　幸生
独立行政法人国立病院機構　久里浜医療センター　副院長

多量飲酒による健康被害のメカニズム

　どうもご紹介ありがとうございます。久里浜医療センターからまいりました松下と申します。よろし
くお願いいたします。今日はここにありますように、多量飲酒による健康被害のメカニズムということ
でお話をさせていただきたいと思います。
　私は精神科の医者なのですが、アルコールによる健康被害というと、大きく分ければ体の問題、それ
から心の問題、あるいは脳の問題といえると思うのですが、体の方の問題については、内科の先生から
だいぶスライドをお借りしてまいりました。そこをご紹介したいと思います。これからお話させていた
だくのは、アルコールが関わる病気について、主に体の病気と、それから脳への影響です。それからア
ルコールと老化の関係と書きましたが、皆さまあまりピンと来ないかもしれませんが、アルコール依存
症の患者さんを大勢診ていますと、大体ほとんどの方が実年齢より老けて見える方が多いのです。その
方を拝見して、年齢を調べてびっくりするということも決してめずらしくなくて、表面的に外見的には
かなりアルコールというのは老化を促進するのではないかとわれわれは思っていたのですけれども、そ
れについて少し触れていきたいと思います。
１．国内のアルコール消費量について
　（スライド１）まずこちらは前の先生がご紹介に
なっているかもしれませんが、これは国税庁がまと
めたアルコールの日本全体の消費量の推移でありま
す。大体 2002 ～ 2003 年ぐらいをピークにして、そ
こから少しずつ減ってきていますが、この先どう
なっていくかというのは、まだ少し不明な所があり
ます。少しずつ減ってきている原因としては、社会
の老化によると信じられています。ただアメリカあ
るいはヨーロッパの他の国を見ていても、この後ま
た再び上昇に転じるという可能性もあって、その推
移はまだ不明な所がありますが、アルコールに関連
した問題というのは、やはり一国の消費量にある程
度比例するというか、相関するといわれているので、
こういった統計も必要な情報になります。
　（スライド２）日本は他国にはない消費の特徴を
持っています。これは何かというと、成人人口全体
の 20 パーセントにあたる多量飲酒者がどのくらい
のアルコールを消費しているかというOECDがま
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とめた結果なのですが、日本の場合はたくさんお酒を飲む上から 20 パーセントの人が、全体の 70 パー
セントを消費しているといわれています。だからたくさん飲む人はかなり飲むけどあまり飲まない人は
ほとんど飲まないという、二極化の方向があるのではないかと考えられます。これは何パーセントぐら
い消費しているかという順番で、ハンガリー、アメリカに次いで日本は、OECD加盟国の中では３番
目に少量の多量飲酒者が飲む割合が高いと集計をされています。これは日本の飲酒の特徴の一つと言え
るかもしれません。
２．アルコール依存症、多量飲酒者数
　（スライド３）厚労省の研究費をいただいて、久
里浜医療センターの院長、樋口というのですが、今
まで３回全国調査、住民調査というのですが、住民
票からランダムに対象者を選んで、その方のご自宅
に伺ってアンケートに答えていただいて、どのくら
いのお酒を飲んでいるか、あるいは依存症の基準に
合致するかどうか。そのようなことを調査をしてい
ます。
　厚生労働省が把握をしているアルコール依存症、
依存症で受療されている方は、大体４万人ちょっといるだろうといわれています。一方 2013 年の住民
調査から ICD-10 という基準を使って推計されたアルコール依存症の数は大体 109 万人ぐらいと推計さ
れています。
　ただこれは氷山の一角で、その下には大勢の多量飲酒者がいます。多量飲酒というのはどういう飲酒
をしている人かというと、１日に 60 グラム以上の飲酒量です。60 グラムというのは、これは純アルコー
ルなので少しピンと来ないかもしれませんが、ビールで言うと大体 1.5 リッター、日本酒で言うと３合
弱ぐらい。そのくらいの飲料に含まれているアルコール量です。世界的には 60 グラム以上飲む人を多
量飲酒と定義することが多いのですが、そういう方が 980 万人ぐらいいるだろうといわれています。潜
在数としてはかなり多い。また、この 109 万と 4.4 万の比を見ていくと、実際には依存症であっても依
存症として受診をしていないという方が、非常に多くいらっしゃるという実態が推計されるというわけ
です。
　（スライド４）
　では次に、アルコールによる体への影響というところに移っ
ていきたいと思います。こちらはアルコールが関係する体の病
気です。いちいち数えていくと 60 を超えるのだそうです。上
からみていくと、脳萎縮あるいは脳梗塞、脳の病気や脳血管障
害です。あとはもの忘れ、それから不眠症の原因にもなります。
それから心臓、すい臓、肝臓、胃腸。それから末梢神経もそう
ですし、あるいは整形外科の疾患、大体骨頭壊死ですとか、骨
粗鬆症もアルコールが関係する場合があります。その他にも高
血圧ですとか不整脈。ホリデーハートシンドロームといって、
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週末にバカ飲みした後に、週明けに不整脈が表れるというケースもあります。酒は百薬の長というのは
昔からいわれていますが、徒然草には「酒は百薬の長とはいへど万の病は酒よりこそ起これ」と続くの
だそうです。
３．アルコールの代謝と体質について
　（スライド５）
　日本人を含めて東洋人の場合、モンゴロイドと呼ばれている
人たちの中には、アルコールを代謝する、分解する酵素に遺伝
的な多型があります。お酒を飲まない方でも、お酒に強い、弱
いという体質があるのはご存知だと思うのですけれども、その
理由が明らかになっています。こちらは肝臓でのアルコールの
分解の過程を示しています。飲んだアルコールは、胃から３割
ぐらい、小腸から７割ぐらい吸収されるのですが、吸収されて、
まず肝臓に運ばれます。そこからアルコール脱水素酵素という酵素の働きによってアセトアルデヒドに
分解されます。このアセトアルデヒドというのが非常に不安定で有害な物質で、環境の中に含まれて、
排気ガスとか、そういう中にも含まれる、非常に有害な物質です。二日酔いの原因になると考えられて
いますし、この後お話するように発がん性があるということも認められています。このアセトアルデヒ
ドが体にたまってくると、顔が赤くなったり、胸がドキドキしたり、あるいは頭痛が起こったりして、
不快な反応につながります。これを分解するのがアルデヒド脱水素酵素という、ALDHと略すのですが、
この酵素がアセトアルデヒドを酸化して、無害な酢酸に変えていきます。
　最終的には水と二酸化炭素に分解されるのですが、アルコールの代謝に関わるADH、ALDHの２つ
の重要な酵素には、それぞれ日本人の場合にはタイプがあって、酵素の働きの強い人、弱い人、あるい
は代謝の早い人、遅い人というのがいます。ちなみにこちらのALDH、アルデヒドがうまく酸化され
ない、この酵素が弱いと例えばビールコップ１杯ぐらいのアルコールでも、アセトアルデヒドが体にた
まって、顔が赤くなったり、胸がどきどきしたりします。今日ここにいらっしゃる方でも、おそらく４
割ぐらいの方はそういう体質を持っていらっしゃるはずなのです。そういったわりと分かりやすい症状
というか現象を起こします。このアセトアルデヒドの分解の悪い人、それからアルコールの分解の早い
人、遅い人というのが、アルコールと病気の関係に少し関わってくるのです。だから今少しお話をして
います。
　（スライド６）
　遺伝子はどれもそうなのですけれども、父親と母親から１つ
ずつもらいます。例えばお父さんかお母さんかどちらかから顔
が赤くなるタイプの遺伝子をもらってしまうと、顔が赤くなる
のです。両方とも赤いとこれは真っ赤になってしまって、いわ
ゆる奈良漬でよっぱらってしまうというような、ほとんどアル
コールを受け付けない体質になります。大体そういう方は日本
人の中では７パーセントぐらいいらっしゃるのではないかと
考えられています。
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　（スライド７）
　少し赤くなる方も、赤くなるけど飲めないというわけではな
くて、飲んでいる間にだんだん、最初顔は赤くなるのですが、
少し飲んでいる間に赤みが抜けてくるという、そういう現象を
起こします。アルコールを少量、ビールコップ１杯ぐらいで顔
が赤くなるという体質はいわゆる赤型体質です。酵素の活性の
弱い人ということになります。弱い人も、少し弱いというぐら
いだと、ある程度飲酒はできるのですけれども、かなり強く赤
くなってしまうという方だと、もう体質的にアルコールには合わないということですから、これはもう
無理をしないのが一番いい。遺伝で決まっていることですから、鍛えようが何しようが、これは変わり
はありません。
　（スライド８）
　こういう体質を持った人が世界の、どこにどのくらいいらっ
しゃるかというのがこの地図です。色が濃いところがこういっ
たタイプの遺伝子を持っている人の割合の高いところなので
すけれども、日本は比較的に高いところになります。一番高い
のは中国の南の方なのです。お隣韓国はやや少ないのです。韓
国は日本よりもアルコール依存症の数が多いのではないかと
いわれていますけれども、特に男性の多量飲酒が今問題になっ
ているところで、私も先日韓国、釜山というところに行ってきたのですが、夜おつきあいで宴会になっ
たのですけれども、小さなグラスに焼酎を入れて、それをビールの中にドボンと落として、何か面白い
飲み方をしていました。まあ結構強い人がどうも多いようです。それはこういったアルコールを代謝す
る遺伝子の影響がかなり強くあるだろうと思います。
　（スライド９）
　もう一つ、こちらのADHはアルコールを分解してアセトア
ルデヒドに変える方です。こちらにもタイプがあって、早い人
と遅い人があります。これは遺伝子型の表記の仕方なのですが、
２という、アレルという対立遺伝子というのですが、２のアレ
ルを持っていると、酵素の代謝スピードというのはかなり速く
なります。だからかなり早くアセトアルデヒドが産生されてし
まうので、それが影響するということです。こちらの方は遅い
方はアルコールがゆっくり分解されてアセトアルデヒドができていきますので、比較的アルコールを楽
しめる時間が長いのです。そういう意味では得な体質なのかもしれませんが、これは赤いバーと青いバー
は何かというと、赤はアルコール依存症の人でこの遺伝子を持っている人の割合。ブルーは依存症じゃ
ない人でこの酵素を持っている人の割合。ということで見ていただくと、アルコール依存症の方では３
割ぐらいの方がこのタイプの遺伝子を持っています。アルコール依存症じゃない人ではせいぜい７パー
セントぐらい。ですから、見ていただいてお分かりのように、このタイプの遺伝子を持っていると、ア
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セトアルデヒドがゆっくり産生されるから、アセトアルデヒドによる不快な反応は起こしづらいのです
が、その分アルコール依存症のリスクが高くなるということになります。こちらも後ほどお話しますが、
やはりアルコールと病気の関係に関わってくるので、それでここでお示しをしています。
　（スライド 10）
　ADHのこのようなタイプの方は、世界にどのくらいいらっ
しゃるか。先ほどの図と同じようにアルコールの分解の速い遺
伝子を持っている人の割合が高いほど、色が濃くなります。や
はりアジアの系統に多いのと、それからどうも中近東のほうに
も多いらしいのです。シルクロードでつながっているのではな
いかという話もあるらしいのですが、たぶん、起源はアジアだ
ろうと思われます。ヨーロッパ、アメリカ、南米、オーストラ
リアは少しいらっしゃるのですが、そちらにはほとんど遅い人
ばかりです。それから先ほどのアセトアルデヒドの方は、アジア中心の世界地図なのでこちらは出てい
ないですけれども、アメリカやヨーロッパには、飲んで顔が赤くなる人というのはいらっしゃらないの
です。だからこれは東洋人の特異的な遺伝子といえます。
４．アルコールによる肝障害
　（スライド 11）
　アルコールによる体の病気というのは、先ほどのスライドに
あったように、いろいろな病気がありますが、一番よく知ら
れているのは肝障害です。アルコールによる肝障害のことに
ついて、少しお話をしたいと思います。過剰な飲酒が原因で、
まず起きてくるのは脂肪肝です。お酒好きのお父さんだとそう
いうふうに言われたという方が多いのではないかと思うので
すが、大体過剰な飲酒をすると大体９割以上の方が脂肪肝を起
こすといわれます。ここでとどまっていれば、お酒の量を控
えるとか、しばらくやめるとかすれば、正常な肝臓に戻るのですけれども、ずっと過剰な飲酒を続ける
と、その中から大体３～４割の方が肝線維症といって肝臓の線維化を起こしてきます。線維化というの
は、例えば、傷口はふさがるときに少し硬くなるのですけれども、そのときに硬くなっている部分が線
維です。線維によって傷口がふさがるわけですが、似たようなものが肝臓の中にもたくさんできてくる
のです。これが進んでいくと、だんだん肝硬変の方に進展をし
ていきます。脂肪肝のその中の１～２割の方がアルコール性の
肝炎という、肝臓の中で強い炎症が起きてくるのですが、肝炎
も、劇症型になると、お亡くなりになる方もいらっしゃいます。
肝炎を繰り返していると、だんだん肝硬変の方に近づいていっ
て、肝硬変で亡くなる方もいらっしゃるし、肝硬変から肝がん
を経て亡くなる方もいらっしゃるということです。
　（スライド 12）
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スライド 10

10~20%

90~100%

30~40%

10~30%%10~30%

スライド 11

�
�
�
�

スライド 12



－ 36 －

飲酒と健康に関する講演会

　線維化が起きてくると、基本的には肝臓の線維化というのはそう簡単には治らないのですが、肝炎の
レベルで止まっていると、お酒をやめることで治癒は可能ということになります。肝炎の症状としては
黄疸です。黄疸はご存知のように体が黄色くなることですけれども、一番肝心なところは白目です。白
目が黄色くなる。それから発熱が出て、腹水が出て、それから肝圧痛。右の肋骨の下の辺りを押さえる
と少し痛くなる。そういう症状が見られます。肝炎を起こしているかどうか、あるいは少し重症の肝炎
を起こしているかどうかという一つの目安には、お小水の色を
見るという方法があって、肝炎を起こしている人ですと、大体
濃い烏龍茶みたいな色のお小水が出ます。それが一つの目安に
なるのですが、重症になると肝硬変と区別がなかなか難しいと
いうケースもあります。
　（スライド 13）
　こちらは実際の肝臓の写真ですけれども、正常な肝臓がこち
らで下の２枚が肝硬変です。よく見ていただくと、こちらの右
側の方が肝硬変としては典型的なのですけれども、表面がでこ
ぼこしていて、少し全体的に黄色味がかかっていて、これは黄
疸のせいです。こちらもそうですけど、よく見ると表面がでこ
ぼこして、鳥肌みたいに見えます。こういうのを再生結節といっ
て、肝硬変の特徴的な所見です。こちらは脂肪肝ですけれども、
脂肪に覆われていて、肝臓の中にも脂肪がたまっています。
　（スライド 14）
　肝生検といって肝臓に細い針を刺して肝臓の細胞を調べる
方法があるのですが、これはコラーゲン、先ほど言った線維が
肝臓の細胞と細胞の間に張り巡らされてしまって、正常な細胞
が島のように取り残されているという状態になってきます。こ
れが肝硬変の人の所見ということになるのですが、このために
肝臓そのものがかなり硬くなります。肝臓というのはお肉屋さ
んで売っているレバーと一緒で、結構弾力があるものなのです
けど、肝硬変の人の肝臓を触ると、これは生きている人でも触
ることはできるのですが、かなり硬い、石のように硬いという
特徴があります。
　（スライド 15）
　体の症状としては、手掌紅斑というのですが、手の平のと
ころが少し赤みを持っているのです。ご自身の手を見ていた
だくと、特に親指とか小指の付け根の辺りが赤くなるという
特徴があります。
　（スライド 16）
　もう一つ体に現れる変化としては、クモ状血管腫といって、 スライド 16
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少し写真が、色が暗いので分かりづらいかもしれませんが、ク
モが足を広げたみたいに細い血管が浮き出しています。
　（スライド 17）
　こちらは腹水です。いわゆる太鼓腹というやつなのですけれ
ども、水がたまるとこのようになります。それから水がたまっ
てお腹が膨らんでいるだけではなくて、腹壁静脈、がかなり浮
だっているのが見えると思います。
　（スライド 18）
　こちらは女性化乳房です。これは女性の胸じゃなくて男性の
胸なのですけれども、一般的には男性でも女性ホルモンという
のは少量分泌されるのですが、肝臓が悪いせいで女性ホルモン
が分解されないので、乳腺がだんだん腫れてきてしまうのだと
説明をされています。
　（スライド 19）
　肝硬変で一番問題なのは食道静脈瘤です。こちらは静脈瘤が
ない食道。これは胃カメラで口から胃の方を見ているところな
のですけれども、ここに大きな血管のコブが浮き上がっていま
す。例えば採血のときなんかに腕をギュッと縛ると静脈が浮き
出してきますけれども、そのようなものが食道の中にできてい
ます。これは通常は血液、特に腸や下半身の方にいった血液と
いうのは、いったん肝臓のところを通って心臓に戻るのですけ
れども、肝臓が硬くなってしまっているので、そこを通れない
ので肝臓を通らないで血液が心臓に戻ろうとするのですが、そ
のためにバイパスが血液の渋滞を起こしてしまって、それで普
段はぺちゃんこの静脈が膨れ上がっている状態です。食道静脈
瘤があることそのものは何の症状もありません。何か食事がつ
かえるとか、そんな症状はまったくないのです。しかし、吐血
の原因になります。洗面器かバケツ１杯ぐらいの血を吐きます
ので、運が悪いとこれで出血死ということになります。これが
一番恐ろしいです。
　（スライド 20）
　アルコール性肝硬変があると、これはアルコール依存症の方
の調査なのですけれども、やはりお酒をやめるかやめないかと
いうのは、命がけになります。ずっと断酒を継続された方が、4.4
年後に生きている割合というのが大体９割近く。お酒をやめていれば生き残るのですが、お酒を飲んで
いると 4.4 年後、わずか 4.4 年後に生きている人は４割いないと。ですから６割～７割ぐらいの方はお
亡くなりになるということになります。
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スライド 19
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　（スライド 21）
　肝硬変になると治らないと言われますが、治らないわけでは
ないようだというのがこちらのスライドなのですが、この黒く
染まっているところは、線維化してしまっているところなので
すが、お酒をやめる前です。やめて３年ぐらいたってくると、
この黒い所が少し減ってきて、６年もたつとかなり減ってきて
います。９年もたつとほぼ正常になっています。だから肝硬変
と言われるとほとんどの方はショックを受けるわけですが、お
酒を根気強くやめていると、かなり回復をしてくるということ
がいえます。
　（スライド 22）ただ気を付けないといけないのは、肝硬変を
ベースにして、その中から肝臓がんが出てきます。10 年間で
10 パーセントの確率で肝臓がんが起こるといわれています。
　ただC型とかB型の肝炎のウイルスで肝硬変になってしまっ
た人に比べると、かなり少ない数字です。アルコールによる肝
硬変は、比較的がんのリスクはほかのウイルスによるものより
は少ないだろうといわれています。
　（スライド 23）
　一方、こちらは脳のMRI の写真なのですが、これは肝硬変
の人の脳のMRI の写真です。一応比較のために肝硬変ではな
い人の脳のMRI を挙げてあるのですが、これとこれを比べて
いただくと、肝硬変の人には少し特徴があるのです。われわれ
は精神科医ですから、普段肝臓の検査はしないのですけれど
も、脳のMRI は診るのです。MRI を診ていると、この人は肝
臓が悪いというのは、脳のMRI を撮ると分かるのです。それ
はどれかというとここなのです。ここにハの字のような白いも
のが映っていると思うのですけれども、こちらの人にはないで
す。こういうのがあると、この人は肝臓が悪い。慢性の肝障害があるか、あるいは肝硬変を疑う所見に
なります。これは通常ですと肝臓の中に蓄えられるマンガンという、体の中に含まれる微量な金属なの
ですが、それが肝硬変のために肝臓に蓄積できないので、脳の淡蒼球という場所にたまってくると説明
されているのですが、CTでは分からないのですが、MRI を撮るとこういうふうに写ります。ですから
肝臓の悪い人は肝臓のことだけ心配していればいいわけじゃなくて、脳への影響にも注意が必要です。
肝硬変のある人は認知機能にも影響があり、集中力が落ちたりとか、あるいは場合によっては肝性脳症
というのですが、一時的に寝ぼけたような状態になってしまうことがあります。だから脳の方にもかな
り強い影響があるということがわかっています。
　（スライド 24）
　先ほどのアルコールの代謝酵素を肝硬変の人、それから肝硬変ではない人で比べてみたのがこの表で

T1
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スライド 22

スライド 21



－ 39 －

飲酒と健康に関する講演会

す。これが代謝の遅い人、この２つ、高活性と書い
てあるのは早い人なのですけれども、肝硬変じゃな
い人、肝硬変の人というふうに比べると、遅いタイ
プの遺伝子を持っている人に肝硬変で少ない。早い
タイプを持っている人が肝硬変の人に多いというこ
とで、肝臓の中でかなりアルコールを速いスピード
で代謝していくというのは、肝臓には結構負担にな
るようで、それが肝硬変になりやすい理由の一つだ
と考えられます。一方ALDHの活性型というのは
顔が赤くならないタイプで、欠損型というのは顔が
赤くなる人ということなのですが、やはり顔の赤くならない人、要はアルコールに強いといわれる方で
肝硬変になる人が多いということです。こうしたアルコールの代謝酵素のタイプも肝硬変になりやすい
かどうかということに関わってくるようです。
　（スライド 25）
　一方、肝硬変ではない人も、４型コラーゲンとい
う、これは先ほどの線維化のマーカーなのですが、
この４型コラーゲンがたくさん血液中に含まれてい
ると、線維化が進んでいると判断するのですが、線
維化が進んでいる人で、ADHの分解の遅い人が少
なく、早い人が多いということが分かっています。
また、こちらの肝硬変の重症度。A、B、Cと進む
につれて重症になるのですが、重症の人の方が、や
はり代謝の速い人が多い。アルコール分解するス
ピードが速いタイプの人はアルコールによって肝臓に負担をかけやすいと考えられます。
　今日のタイトルがメカニズムということなので、アルコールがなぜ肝障害を起こすかという、そのメ
カニズムというのは、実は内科の先生に聞いてもあまり明解な答えはないのです。それぞれ、どうも結
構いろいろな仮説があるみたいです。ただアルコールが代謝をされていく中で酸化状態になるのですが、
酸化状態がかなり肝臓に負担をかけていて、それが肝障害を引き起こすメカニズムの１つだろうと言わ
れています。あと３つか４つぐらいのメカニズムを教えていただいたのですが、どうもあまりよく理解
できなかったので、ここでは端折りたいと思います。
５．アルコールとがん
　（スライド 26）
　次にがんに付いて紹介したいと思います。アルコールが原
因になるがんというのは、WHOが認めていて、口の中、咽頭、
喉頭、食道、肝臓、それから大腸と、女性の場合には乳がんが
アルコールが原因になります。アルコールそのもの、それから
アルコールが分解されてできたアセトアルデヒド、両方ともヒ スライド 26

ADH1B ALDH2
N *1/*1 *1/*2 *2/*2      p *1/*1 *1/*2 p

1543 28.6% 32.2% 39.2% 83.5% 16.5%

359 20.9% 35.7% 43.5% 0.005 88.0% 12.0% 0.045

1 1.57 1.59 1.43 1

Yokoyama A. et al. Alcohol Clin Exp Res, 2013

スライド 24

ADH1B
N *1/*1 *1/*2 *2/*2      

p

IV <200 ng/ml 461 37.3% 28.2% 34.5% - (referent)

200 ng/ml 1056 25.3% 33.7% 41.0% 0.0002 1.67 (1.32-2.11)

Child-Pugh class A 202 24.8% 34.7% 40.6% 0.008 1.81 (1.24-2.63)

class B 126 16.7% 34.9% 48.4% <0.0001 2.97 (1.79-4.93)

class C                     31          12.9% 45.2% 41.9% 0.029 4.32 (1.48-12.6)

Yokoyama A. et al., Alcohol Clin Exp Res, 2013

スライド 25
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トに発がん性があるという十分な証拠があるとWHOでは認
めています。
　（スライド 27）
　食道がんの原因はアルコールとたばこなのですけれども、ア
ルコールによる発がんが非常に多いということが知られてい
ます。この２つ、これは毎日飲酒する人と書いてありますが、
これは依存症ではない人で、食道がんで治療を受けた人。こち
らはわれわれの施設で、依存症で治療を受けている人で、がん
が見つかった人ということなのですが、依存症じゃない人でも
毎日飲酒する人で食道がんがあった方の中で、少量の飲酒で
顔が赤くなるという体質を持っている人が７割、がんがなかっ
た人で毎日飲酒する人の中で顔が赤くなる体質を持っている
人が２割弱ということです。このように見ていただいても、顔
の赤くなる人が、毎日飲酒していると、食道がんのリスクが上
るということがお分かりいただけると思います。
　（スライド 28）
　アルコール依存症の人で見ても同じことがいえます。食道の
ほかにも口腔、咽頭、食道で、顔の赤くなる人が、どのくら
い顔の赤くならない人と比べてがんを起こしやすいことかと
いうことなのですが、オッズ比を見ていくと、大体 14 倍～ 30
倍近くということで、顔の赤くなる人が習慣的に飲酒をすると
いうのは、こういったがんのリスクを高めるということになり
ます。
　（スライド 29）
　こちらは久里浜でのデータなのですが、アルコール依存症の
方を入院中にがんのスクリーニングをして、がんがなかった人
のその後の経過です。黄色い方は顔が赤くならない人、ピンク
の方は顔の赤くなる人なのですが、入院中の検査でがんがな
かったからといって安心していると、こうやって追いかけてい
る間に、かなり高い割合でがんが発生をしてきます。ただこれ
は、多くは再入院になってしまっている人なので、結局は入院
してもお酒をやめられずにずっと飲み続けたか、あるいはしば
らくやめてまた飲み始めたかという方が多いのですが、やはり
顔の赤くなる人が飲酒を続けていると、がんが発生する割合が
非常に高いということがお分かりいただけると思います。
　（スライド 30）
　これは飲酒量に従ってどのくらいリスクが高まるかという
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ことなのですが、顔が赤くならなくてほとんどお酒飲まないと
いう人が食道がんになる割合を１とすると、顔が赤くならない
人でも、たくさん飲むと、週に日本酒を 30 合も飲めば 12 倍ま
で跳ね上がるのですが、顔の赤くなる人はもっとそれよりも桁
違いにがんのリスクが上るということが分かっています。
　（スライド 31）
　これは食道がんにどういった生活習慣が関わっているかと
いうことですが、やはり飲酒、特に強いお酒。ウイスキーとか
焼酎。そういった濃いお酒を飲むこと。それからたばこを吸う
こと、それから野菜が不足していること、果物の摂取が不足し
ていること、こういった生活習慣を合わせると、大
体食道がんの 98 パーセントですから、ほぼ全部こ
ういった生活習慣が関係していると推定されていま
す。もし顔の赤くなる人が 1.5 合未満の飲酒者だっ
たとすれば、食道がんの約半分が予防できたと、計
算上は推計されるのだそうです。ですから、やはり
顔の赤くなる人がたくさんお酒を飲むということ
が、いかにがんにつながりやすいかということなの
です。
　（スライド 32）
　あとALDHの方だけではなくてADHの方も実は関係があっ
て、先ほど肝障害の方ではアルコールの代謝が早い方がなり
やすいというお話をしましたが、こちらのがんの方は逆にゆっ
くりの方がリスクを上げます。
　（スライド 33）
　我々の施設で受診をされている依存症の人は、そうした多
量飲酒の代表選手ですから、非常によくがんが見つかります。
検診をすると、口の中、それから食道、胃がん、これは一般
の検診で見つかる割合とは比べ物にならないです。100 倍から
1000 倍ぐらい多いです。非常に高い割合でがんが見つかりま
す。なので、アルコールとがんの関係も非常に密接です。
　（スライド 34）
　ただ早い段階で見つかれば、こうやって胃カメラの中で悪い
所だけ浮かせて切除するという方法が取れるので、早く見つけ
ることが大切なのです。
　（スライド 35）
　これはガンのリスクを上げる要因と下げる要因を示してい スライド 34
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ます。野菜、果物を取る、それから運動をすると、
腸のがんとか口の中、食道のがん、胃がんというの
は予防できる可能性が高いと考えられています。生
活習慣がこうしたところのがんにはかなり大きく影
響するということです。
６．アルコールと脳
　（スライド 36）
　続いて脳の方に、こちらが本来の私の専門なので
すけれども、アルコール依存症の方ですと脳萎縮が
多い、脳が小さい、軽いということは、ずいぶん前
からよく知られていました。これは一つのサンプル
として、50 歳の依存症の方と、それから依存症ではない 60 近
い方のMRI を比較したものです。上下で比べていただくとか
なり上の人の方が、黒い所が多くて、脳が小さくなっていると
いう様子がお分かりいただけると思います。このようにアル
コール依存症の方には、非常に高い頻度で脳萎縮が見られま
す。
　（スライド 37）
　これは、依存症ではない人を飲まない人、少し飲む人、た
くさん飲む人に分けて、前頭葉のボリュームを測っ
ているのですけれども、見ていただいて分かるよう
に、多量に飲む人というのは 30 代、40 代、50 代だ
と、たくさん飲む人の方で前頭葉が小さくなってい
ることが示されています。依存症だからということ
ではなくて、たくさんお酒を飲むから脳が小さくな
るということなのです。
　（スライド 38、39）
　このように多量のアルコールは脳を萎縮させるわ
けですが、このスライドは１人の患者さんなのです
けれども、入院したときと３年間お酒をやめた後を比べると、
この中の黒い所がだいぶ小さくなっているというのが分かる
と思うのですが、このようにお酒をやめれば元へ戻ります。た
だ飲み続ければ脳萎縮が進むというのは、これは非常に分かり
やすい話です。
　（スライド 40）
　このようなアルコールによる脳の変化を真面目に研究した
人がいて、１人の人に８カ月の間を開けて、２回MRI を受け スライド 38
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てもらって、それぞれ脳の容積を測って、どれくらい変化した
かというのを調べた人がいて、これがその結果です。○▽□と
いうのは、○は依存症ではない人です。ほとんど、機会飲酒
といって、何か機会があるときに飲むだけという、あまり普
段お酒を飲まない人です。□と▽はアルコール依存症の人で、
□はちゃんとお酒をやめた人、▽は残念ながら飲んで再発して
しまった人です。これは１回目、２回目に比べて、１回目の
結果に比べて２回目にどのくらい脳の容積が変わったか。こ
の線より上はプラスですから、容積が増えたということです。
線より下はマイナスですから、逆に１回目の方よりも２回目の
方が減ってしまったということなのですが、見ていただくと分
かるように、お酒をやめれば依存症の人はかなりボリュームが
回復することが分かります。一番上の人ですと２割を超えてい
ますので、たぶん見た目にも大きく違うだろうと思います。こ
の下向きの三角、再発するとやはり、飲み続けると萎縮は進む。
非常に分かりやすい結果になっています。
　（スライド 41）
　脳の萎縮をするだけではなくて、実際に依存症の方の中に
は、やはり認知機能があまりよろしくない方が結構多くて、こ
れはMMSEというのですが、もの忘れ外来なんかでよく使う、
記憶を含めた一般的な認知機能の検査なのですけれども、30
点満点で 24 点取れればギリギリ合格ということになるのです
が、24 点取れない人の割合です。緑が依存症で、ブルーは一
般の、これは老人会に協力してもらって調べたものなのです
が、老人会なので、こちらの 50代以下はいないのですけれども、
依存症の人ですと、50 代でも一般の 60 代の人よりも取れない
人の割合が高い。40 代でも結構いるのです。60 代～ 70 代以上
になるとこのように依存症の人だとMMSEの点数が非常に悪
い人が多いということが分かります。
　（スライド 42）
　アルコール性認知症という名称があるのですが、若年、特に
高齢の場合にはアルツハイマーとかほかの病気が増えてくる
のであれなのですが、若くて認知症になる人の中で、アルコー
ルが原因と考えられる人が、上から原因順に並べていくと４番
目に多いということが知られていて、アルツハイマー病、脳血
管性認知症、前頭側頭型認知症に次いで４番目の順位ということですから、決して少なくないというこ
とが分かっています。
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　（スライド 43）
　こういった萎縮だけではなくて、アルコールというのは血圧
を上げますので、どうしても脳血管障害を起こしやすいので
す。これはラクナ梗塞、黒い所が脳梗塞を起こしてしまってい
る場所なのですが、こういった脳梗塞を持っている人も依存症
には非常に多いです。
　（スライド 44、45）
　コントロールと比べると依存症の人の方にラクナ梗塞を
持っている人が多いとか、脳梗塞があると当然MMSEの点数
もだんだん下がっていってしまいます。
　（スライド 46、47）
　深部白質病変は脳の中心近くの血流が悪くなることですが、
こちらもアルコール依存症の人の方が重症の人が多くて、こち
らも重症度に応じてMMSEの点数が下がっていくので、こう
いったようなことも脳萎縮だけではなくて、脳血管性障害も依
存症の人にMMSEの点数が低い理由の一つだろうと考えられ
ます。
　（スライド 48）
　ちなみにそれだけではなくて、依存症の人に見られる脳の
病気、こちらは慢性硬膜下血腫と、これはけがですけれども、
頭をぶつけて、脳の中で、頭の中で出血をして、頭の中に血が
たまる。これも非常に多いです。あとこれは橋中心髄鞘崩壊
症という、少しなかなか聞きなれない名前だと思うのですが、
脳幹のところに脱髄を起こす病気ですとか、これはウェルニッ
ケ脳症といって、これはビタミンの不足が原因になる病気なの
ですが、こういった脳症、脳の病気はアルコールの人に非常に
多く見られるということが分かっています。
７．アルコールと老化
　（スライド 49）
　最後にアルコールと老化について見ていきたいと思います。
先ほどの脳萎縮のこともそうなのですけども、あるいはがんと
かアルコール依存症の人、アルコールをたくさん飲む人には、
こういった生活習慣病もそうですが、加齢によって起きてくる
病気が非常に多いということがよく分かっていて、どうもアル
コール依存症の人、アルコールをたくさん飲む人というのは、どうも体が実年齢よりもかなり早く老化
するのではないかと考えられています。なかなか実際にその人が年取っているかというのは、実年齢以
外に体の老化を測るものさしというのはなかなかかかったのですけれども、最近はテロメアという、こ

%

χ2 = 31.2, df = 3, p < 0.0001
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MMSE

MMSE 

P value

26.5 2.7 24.1 4.6 25.6 3.9 0.02
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0% 50% 100%

SBI (+)
SBI (-)

70

(N = 194)

(N = 115)

Alcoholics Controls P-value

Age (range)(yrs) 62.5 3.5 (57-69) 62.9 3.7 (48-69) 0.27

SBI (+), n/N 89/194 (45.9%) 21/115 (18.3%) 0.001
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れは染色体の端っこにあるものなのですが、細胞が分裂を繰り
返していくと、テロメアがだんだん、だんだん短くなっていく
のです。テロメアの長さを測ると、どのくらい細胞が分裂して
いるか、あるいはここがだんだん短くなっていくと、分裂でき
る回数が減ってくるので、この細胞がどのくらい生きるかとい
う目安になるわけです。寿命を測っているみたいなものなので
す。ですからここが短いと、生物学的にかなり老化していると
いうことの一つの目安になります。
　（スライド 50）
　このテロメアの長さを、依存症の人と依存症ではない人で比
べてみたらどうなるかというのを少しやってみました。血液
を使って、白血球からDNAを取り出して、そのテロメア長を、
テロメアの長さを依存症の人と依存症でない人で比べていま
す。当然年齢の影響が強く起きますので、年齢で補正する。そ
れから年齢だけではなくて、喫煙も影響するということで知ら
れているので喫煙。それから飲酒量。補正をしても大体依存症
の人は依存症ではない人の半分ぐらいのテロメア長だという
ことが分かっています。なので、アルコール依存症の人が非常
に老化が早いというのは、実際にこういった目安、マーカーを
使ってもいえるだろうということです。ということでアルコー
ルは、いろいろな病気のもとになっていることはよく分かって
いるのですが、実際なんでそうなっているのかというのは、実
はよく分かっていないことも多いのです。ただ老化を促進する
というのも、こういった病気が多い、アルコールをたくさん飲
む人に多いということのメカニズムの一つになるのかもしれ
ません。ということで最後の方、かけ足になって申し訳ありま
せんでしたが、これでスライドは終わりになります。どうもご
清聴ありがとうございました。

DWML Grade p

61.6 (3.5) 62.7 (3.5) 63.0 (3.6) 62.5 (3.4) 0.21

MMSE 26. 0 (3.2) 25.7 (4.1) 24.9 (4.3) 22.2 (4.5) 0.01

13.5% 14.1% 32.0% 35.7% 0.02

0.6 (1.2) 1.0 (1.5) 1.8 (2.5) 3.6 (2.2) <0.001
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-----------TTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGG-3’
----------AATCCCAATCCCAATCCC-5’

Telomeric DNA

スライド 49

6.88 0.13 12.84 0.39 < 0.0001

6.87 0.26 12.86 0.27 < 0.0001

6.81 0.30 13.97 0.40 < 0.0001

スライド 50


