飲酒と健康に関する講演会

飲酒と肝疾患、適正量の飲酒とは
浅部 伸一
自治医科大学附属さいたま医療センター消化器内科
どうも、ご紹介ありがとうございます。私は、自
治医科大学附属さいたま医療センターの消化器内科
で、肝臓を専門にしていました。現在は所属が変わ
りまして、製薬会社で薬の開発をしているのですけ

飲酒と肝疾患、
適正量の飲酒とは

れども、今回は肝臓の内科医、肝臓専門医として、
このお話をさせていただきたいと思います。（スラ
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イド１）
肝臓のしくみと検査
そちらのお手元の冊子とは、少しスライドの順番
が変わっています。内容は大体同じです。最初に簡

スライド 1

単な肝臓のしくみや、検査についてお話します。本
日はお酒と肝臓との関係はいろいろとあって怖いの

本日の講演内容

ですけれども、特に脂肪肝に注目しまして、少しそ
の点と肝硬変をお話します。最後に適正量というこ

肝臓のしくみと検査

とで、お酒をどう飲んでいこうかというお話を少し

飲酒と脂肪肝

だけします。
（スライド２）
まず復習なのですけれども、肝臓はとても大事な
臓器です。どのようなことをしているかといいます

脂肪肝・飲酒と肝硬変
適正量の飲酒と検査

と、代謝と言われている、これが一番大事な働きで
す。糖分やアミノ酸、脂肪分などをいろいろと調節
スライド 2

しているのです。取り込んだり、出したり、いろい
ろなほかのものに変えたり、そういう化学工場と言

肝臓のしくみ

われています。その過程でエネルギーもつくります。
その中で、今度は胆汁というあの茶色い液をつ
くって、これを腸に捨てます。胆汁をつくる、これ

肝臓の働き
脂質

代謝

解毒

糖

アルコール・薬物

アミノ酸

は消化を助けたり、いろいろな働きをします。また、
お酒と絡んでくるのは解毒です。体に入ってくる外

エネルギー

部のもの、アルコールを含む毒や薬を分解する働き
をしている臓器です。（スライド３）

胆汁産生と
分泌

胆汁

そのメインになるのは、肝細胞という細胞です。
これはたくさんあるのです。これがそういう働きを
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していて、ほかの臓器と少し違う特徴は、胆汁をつくりますので、胆管という別のものがあるのです。
そこにつくった胆汁を流していくという、細かい構造がたくさん集まって、肝臓ができています。（ス
ライド４）
これはまた後でもう一回やりますけれども、最初に、よく測る血液検査です。とても有名なガンマ
GTP（γ GTP）
、ALT や、AST を、よく測っています。この中でも、お酒を飲む人にとても関係が深
いのが、γ GTP なのです。
「γ GTP が高い、高い」とよく言われるのですけれども、γ GTP は、も
ともとは普通に、本来の肝臓の組織の中に入っている物質です。（スライド５）
これが、実は少し解毒に関係していますので、お酒や薬を飲んだときに、増えるのです。肝臓の中で
増えていきて、それが少し血液中にあふれてきますと、「血液で、γ GTP が少し上がっています」と
言われるわけです。
あるいは、それ以外に胆管の細胞中にもたくさん入っていますので、胆管の異常、例えば胆石や、胆
管炎や、胆管がんなどで上がることもある物質なのです。（スライド６）
もう一つ ALT は、こちらは、肝臓の先ほど言った一番大事な肝細胞の中にたくさん入っている物質
です。ですから、これが血液中に流れ出てくることは、肝臓の細胞が何らかの理由で壊れている、ダメー
ジを受けていると。代表的なのはウイルス肝炎ですけれども、お酒、アルコールもその原因になるとい
うことです。
（スライド７）

肝臓のしくみ

肝臓のしくみ
検査データの意味は？

肝臓の構造
肝細胞

肝細胞が肝機能の中心

 胆汁

γGT(GTP)

胆管細胞と肝細胞中に含まれる
胆汁の流れが悪いとき（胆石・腫瘍など)

肝細胞から胆管細胞
を経て胆汁が作られ
る

アルコールや薬物の影響
ALT (GPT)

肝細胞中に特に多く含まれる
肝細胞中がどれくらい壊れたかを反映

胆管細胞

AST (GOT)

血管

スライド 4

肝細胞中に含まれるが心臓や腎臓、筋
肉などにも

スライド 5

肝臓のしくみ

肝臓のしくみ

検査データの意味は？
γGTP(GT)

検査データの意味は？

健常時

ALT (GPT)

異常時
アルコール多飲時など

胆石、胆管炎など

健常時

異常時

 ウイルス、
アルコールなど

スライド 6

スライド 7

－ 44 －

飲酒と健康に関する講演会

つまりお酒を飲み過ぎたら、結局肝臓側からしてみますと、細胞にダメージが加わると。そこが、そ
の後どうなっていくかが問題なわけです。
飲酒でおこる、肝臓の病気について
本日は、アルコールに関係する肝臓の病気について、詳しく説明している時間はありません。ざっと
言いますと、多くの人が脂肪肝になります。お酒を飲むと、脂がたまるのです。その後、炎症が起こっ
てきます。肝臓の中で、肝炎という状態が起こって、
場合によっては肝硬変、肝臓が硬くなって、肝臓の
働きが悪くなってしまいます。
一度こうなってしまいますと、いろいろな病気が
起こります。がんもできやすいですし、大出血の原

アルコール性肝疾患
アルコール性脂肪肝

アルコール多飲

アルコール性肝炎

因になる食道静脈瘤が起こることもありますし、あ

アルコール性肝線維症

アルコール性肝硬変

肝がん

るいは、お酒の場合は特にあるのですけれども、急
にたくさん飲むと、もう肝臓が全然働かなくなって

食道静脈瘤・感染症

肝不全

しまう。急に倒れて亡くなってしまうこともある、

死亡

大変、恐ろしい過程を経ていくわけです。
（スライド

スライド 8

８）
脂肪肝とは？
その中で、最初によく起こるのが脂肪肝です。本

脂肪肝とは？

日は、少しこれについてお話しようと思うのですけ
れども、肝臓は赤い色の臓器、レバーです。脂肪が
たまると黄色に見えてきます。ここに脂がたまって
いるのです。別のところの講演で、ここにフォアグ
ラの写真を入れたら、「これは駄目です」と言われ
て、はねられましたけれども、フォアグラは人工的
に脂肪肝をつくって、「まったりしていておいしい」
と言って食べている状態になります。（スライド９）

スライド 9

脂肪肝は定義からしますと、肝臓の細胞に脂肪、
中性脂肪がたくさんたまってしまった状態になりま

脂肪肝とは

す。これが、この組織なのですけれども、肝臓の組
織を顕微鏡で調べますと、これは染めているのです

肝臓(肝細胞）に脂肪(特に中性脂肪）が蓄積した状態
組織検査

けれども、このピンク色の部分は細胞がぎっしり詰
まっている、これが正常な肝臓です。
この白い丸いものは、実はもともとここに脂がた
まっていたのです。脂が油滴状にたくさんたまって
いて、これは固定した組織なので脂はもう、今、見

正常肝

脂肪肝

えませんけれども、こういう組織があると「脂肪肝
です」とわれわれは言っています。（スライド 10）
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なぜ脂肪肝ができるかという厳密なことは難しい

どうして脂肪肝になるのか

のですけれども、要は、先ほど言いました、肝臓は

肝臓は脂肪の工場・発送中継所

脂肪も調節しているわけです。いろいろな食べたも
のの脂も取り込みますし、血液中からも取り込む、

エネルギー源として使われる
消費

脂肪酸プール

あるいはコレステロールをつくる、取り込む、ある

コレステロールに変わる
食事から吸収

中性脂肪

コレステロール
糖質・アミノ酸から作られる

いはそういう脂肪細胞、皆さまが憎んでいる皮下脂

LDL(コレステロール）
VLDL(中性脂肪・コレステロール）

肪や内臓脂肪に、脂肪を供給したりしています。
こういう代謝はすごく厳密に調節されて、バラン
スが取れているのです。それが何らかの理由で崩れ

筋肉（β酸化）

脂肪細胞
グルコース・アミノ酸

脂肪酸代謝のバランス
均衡が崩れると

カイロミクロン(中性脂肪）・脂肪酸

食事脂肪

ている、つまり肝臓が自分で取り込んだり、つくっ
ている脂肪に比べて、肝臓から外に出て行く、ある

脂肪肝

腸管

スライド 11

いは使う脂肪が少ない、そうすると、ありがたく
ない貯金がたまってきて、肝臓の中に脂肪がたまる
と。これが実際に起こっていることだろうと思われ

脂肪肝の検査

ます。
（スライド 11）

エコー(超音波）検査

皆さまがもし「脂肪肝」と言われるときは、エコー
検査、超音波検査が多いと思うのです。これは比較
的安全に、簡単に病院でできる検査で、肝臓を見て
いるわけです。この暗いところが、実は腎臓です。
肝臓はここです。肝臓と腎臓を、同時に見えるよう
に見ているのですけれども、本来同じぐらいの色合
いで見えるのに、肝臓のほうだけ、妙に白っぽく見
えます。この白っぽく見えているのが実は脂肪です

スライド 12

ので、エコーをやれば、あなたは脂肪肝ですとすぐ
に分かると。ただし、どれぐらいたまっているのか、ほかに病気があるのかは、なかなかエコーだけで
すべて分かるわけでもないのです。（スライド 12）
脂肪肝の分類と飲酒
われわれが脂肪肝を考えるときに、まずこのように分類します。１つがアルコール性です。
お酒がやはり原因になっている脂肪肝の人と、非アルコール性といって、お酒はあまり飲まないのだ
けれども、肥満やコレステロール、中性脂肪、糖尿病、これはメタボなのですけれども、メタボと関係
のある人です。最近はこれももちろん大きな問題になっています。お酒を飲まなくても、脂肪肝になっ
ていろいろな病気になります。非アルコール性の問題なのですが、もちろん、お酒でも脂肪肝が起こり
ます。
学会は定義をしています。かなりこれは多いのですけれども、１日のアルコール摂取量で 60 グラム
ぐらい飲んでいる人が脂肪肝だったら、これはアルコール性と言いましょうと。１日の摂取量が男性で
30 グラム以下、女性で 20 グラム以下ですと、アルコール性ではない、非アルコール性と言いましょうと。
この間もあるのですけれども、そういう人はその両方が多分関係しているだろうと、脂肪肝を分類して
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考えています。（スライド 13）
このときに、今、「60、30、20」などと言ってい
ますけれども、エタノールの量なのです。ですから、
計算することができます。
「60 グラム」と言います
と、日本酒で言うと３合弱ぐらいの量になります。
逆に「20 グラム」と言いますと、ビール大瓶１本

脂肪肝の分類
肝臓(肝細胞）に脂肪(特に中性脂肪）が蓄積した状態
・アルコール性

1日のアルコール摂取60g以上

・非アルコール性
1日のアルコール摂取量が男性30g以下女性20g以下

もないぐらいのアルコール、お酒となります。これ

肥満・脂質異常・糖尿病と関係
単純性脂肪肝

は、また後で出します。（スライド 14）

非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)

飲酒と脂肪肝との関係
アルコールで脂肪肝ができるいろいろな理由はあ

スライド 13

ると思うのですけれども、知っておくべきことは、
肝臓がアルコール、エタノールをどうしているかで
す。代謝、解毒するわけです。大体 90％は肝臓で
処理されます。エタノールは、これも結構皆さまは
よくご存じだと思いますけれども、アセトアルデヒ
ドという物質になって、その後、酢酸に変わります。
このアセトアルデヒドは、毒性が強くて、これが

お酒の中のアルコール量
アルコール(エタノール）量
種類

たまりますと顔が赤くなるので、フラッシャーと言

目安量(アルコール濃度） アルコール量
(g)

ビール

小瓶(4.5%, 334ml)

12.0

うのですけれども、よりいろいろな病気になりやす

大瓶(4.5%, 633ml)

22.8

日本酒

1合(15.5%, 180ml)

22.3

1合(16.5%, 180ml)

23.8

くなります。これがたまりやすいか、たまりにくい
かは、本日はその話はあまりしませんけれども、生
まれながらの酵素で体質として決まっています。

ウイスキー、 シングル(43%, 30ml)
ブランデー
ダブル(43%, 60ml)

10.3
20.6

焼酎

1合(25%, 180ml)

36.0

ワイン

1杯(12%, 150ml)

14.4

いずれにせよ、これがずっとあったのではたまっ
スライド 14

たものではないので、分解されていって、比較的安
全な、無毒な酢酸、ないしはこのアセチールコエン
ザイム A という物質に変わるのですが、そこから
先は、エネルギーとして処理されるか、脂肪酸にな
るのです。
（スライド 15）
脂肪酸は、実は脂肪の主たる成分です。このよう

アルコール（エタノール）の代謝

にできたものがエネルギーとしてどんどん使われる
こともあるのですけれども、余ったら、やはり脂肪
酸になってしまうわけです。ですから、お酒を飲む
と脂肪酸がやはりたまりやすい。あるいは脂分、食
べたものは、本来はここでエネルギーにしなければ
いけないのですけれども、お酒が入ってきている間

約90％が肝臓で代謝される
エタノール

二日酔い、臓器に負担
アルコール脱水素酵素

MEOS

アルデヒド脱水素酵素

MEOS

酢酸
エネルギー
アセチルCoA
脂肪酸

は、こちらがあまり進まないのです。エネルギーに
なりません。もうこちらにたっぷりあると、結局は
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(チトクローム） アセトアルデヒド 顔が赤くなる、発がん

スライド 15

ALDH2
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脂肪がたまるという流れが起こるのです。脂肪が最
初にたまりやすい場所が肝臓です。もちろん、これ

飲酒と脂肪の代謝

はその後肝臓から運ばれて、ほかの脂肪組織にも行
くわけです。
（スライド 16）

エタノール

酢酸

よく、お酒は太らないのではないか、
「お酒、ア
アセチルCoA

ルコールはエンプティカロリーだろう」と言われて
います。これは、ある意味では確かにそうです。エ

脂肪

TCA回路

脂肪酸

ATP

タノールは、体にとってはやはり毒なので、優先的

(エネルギー）

に代謝されます。ですので、なくなるのですけれど
も、やはりその間、脂肪はその分使わないのです。

スライド 16

アルコール依存症の方で、アルコールだけを飲んで
いる方は非常に不健康に痩せていますけれども、お
つまみやお食事などで、一緒にいろいろと食べると、
そちらはたまりやすいのです。使われません。
また、食欲が増進する効果もありますし、お酒自
体は、血糖値をあまり上げないのです。ですので、
血糖値が上がると、人間は満腹感を感じるのですけ

お酒を飲むと太る？
お酒を飲んでも太らない？“エンプティ・カロリー”

れども、血糖値が上がらないと、お腹がすいた状態

確かにエタノールは優先的に分解（代謝）される

が続いて食べてしまう、
そうすると太りやすいのです。

その間脂肪の代謝は抑制される

おそらく、飲んだ後に、締めにラーメンなどを食
べたくなるのも、実はたくさんカロリーを取ってい

お酒を飲むと食欲が増進する
血糖値を下げる作用もある
太りやすい状況にある

るのに血糖値があまり上がっていないので、お腹が
すいてしまうからでしょう。脳が麻痺しているのも

スライド 17

ありますけれども、そういう、やはり少し太りやす
いということを忘れないでいただきたいと。（スラ
イド 17）
脂肪肝のこわさ
これは、別にお酒だけではないのですけれども、
脂肪肝が、今、日本で非常に多いのです。これは、
通常の健康診断のデータを分析して、報告されたも

肥満にともなって脂肪肝は増加
90

のなのですけれども、BMI は、要するに身長と体

80

重の肥満の指数です。22 から 24 くらいが標準です

50

から、標準前後の方ですら、３割以上の人が脂肪肝

20

と診断されてしまいます。少し太っていると、もう
半分以上の人が脂肪肝です。（スライド 18）

70
60
40
30
10
0

BMI
< 23

BMI
23-25

BMI
25-28

8000名以上の健診受診者のデータ

もうそれぐらい多い病気なのです。あまりにも多
いので、
「脂肪肝はたいしたことがないのではない
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BMI
>28

total では

29.7%

Eguchi Y et al. J Gastrol

スライド 18

2012; 47:586-595.
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の」と。
「放っておいてもいいでしょう」と、以前
は言っていましたし、今も思っている人が多いので

脂肪肝の問題点

す。実際、放っておいてもいいのもあるのですが、
最近やはり問題になっているのは、脂肪肝をすべて

知らない間に肝硬変と進行する危険性がある

放っておくとまずいと分かってきました。（スライ
ド 19）

肝がんの原因となる、がんのリスクを上げる

いくつか理由があります。１つは、この後少し話
しますけれども、肝臓はあまり症状がないのです。

メタボリックシンドロームとして、多くの
病気の原因となる

知らない間にじわじわと進んで、肝硬変になってし
まう人が増えていますし、皆さまが長生きするよう
になってきて、より長時間こういう状態が続くと、

スライド 19

「肝硬変になる可能性がこれから増えるのではない
か」と言われています。
肝臓は再生力が高いし、最初は何も起こりません。
肝臓が実際にはダメージを受けているのですけれど
も、自分ではほとんど気付きません。元気です。け
れどもその裏で、炎症や、あるいは線維が増えて硬

肝臓がダメージを受け続けると？
肝臓は再生力が高いので、すぐには何も起こらない

くなることが少しずつ進むと、肝硬変になる人もい
ますし、やはり肝臓がんも明らかに増えてくるとい

炎症や線維化が少しずつ進むことがある

うことです。
（スライド 20）
ほとんど進まない脂肪肝もたくさんあるのですけ

肝硬変・肝がんに進行する

れども、進むものもあります。実は、これに注意し
なければいけないのです。アルコール性の脂肪肝は
進むのです。これは、よろしくない脂肪肝で、要注

スライド 20

意となります。がんも問題です。肝がんも、もちろ
んですし、実はそれ以外のがんも増えます。脂肪肝
の患者では肝臓がんが増えることは、もうはっきり
しています。
（スライド 21）
ただ肝臓がん以外も、これはなぜなのかがよく分

脂肪肝は放っておいてもよいのか？

からないのですけれども、大腸がんや卵巣がん、子

ほとんど病気が進まない脂肪肝は多い

宮がん、乳がんなど、いろいろながんが増えると報

単純性脂肪肝

告されています。直接、脂肪肝が原因ではない可能
性はあります。肥満など、いろいろなことが総合し
て関係しているのだと思うのですけれども、事実と
して、脂肪肝を持っている人ではがんが増えると分

炎症が続いて、肝硬変・肝がんを引き起こす
脂肪肝もある
アルコール性肝障害
非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)

かってきました。（スライド 22）
また、メタボリックシンドロームです。脂肪肝は、
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やはり脂がたまっている状態です。実は、私はいつ
も患者さんに説明していたのですけれども、肝臓は
内臓ですよね？

大きな内臓です。つまり脂肪肝は、

内臓脂肪ですと。最近、内臓脂肪は悪者になってい
ますけれども、やはり内臓に脂肪がたまるといろい
ろと起こってくるのです。

脂肪肝と発がん
脂肪肝患者では、肝がんが増える

肝がん以外のがんが増えることも報告されている
大腸がんの独立した危険因子

いろいろな病気が起こります。それが怖いのです。

咽頭・食道・腎・卵巣・子宮癌等との関連も示唆

糖尿病や、コレステロール・中性脂肪の異常、高血
圧という、生活習慣病と言われているような病気が
起こりやすくなります。何が怖いかと言いますと、

スライド 22

これを持っていると、結局、血管病変と言うのです
けれども、心筋梗塞や脳梗塞（こうそく）
、動脈硬
化です。つまり、体の血管が早く年を取るのです。
ですから、メタボは良くないと。脂肪肝は、実は「あ
なたはメタボです」と言っているようなものなので

脂肪肝の放置は怖い

す。
（スライド 23）
気付きにくい肝臓病の進行と検査の重要性

脂肪肝とは内臓脂肪の代表選手である

ここで、先ほどと同じ図ですが、お酒を飲み過ぎ

メタボリックシンドロームと密接に関係

ると脂肪肝になります。ですから、やはりこの脂肪
肝から、もう間違っても進まないように、できれば

糖尿病、脂質異常、高血圧などの関係

元に戻す、治すことを、われわれ専門医としては言っ

心筋梗塞・脳梗塞など動脈硬化の原因に

ていきたいというわけです。（スライド 24）
このときに、やはり必要なのが検査なのです。先

スライド 23

ほどからも言っていますけれども、肝臓は、沈黙の
臓器と言われていて、あまり痛んだりしないです。
「だるい」と言う人もいますけれども、ほとんどの人
は、だるさすら分からず、よほどひどくならないと、
全然、何も症状がないのです。それなのに、肝臓が

アルコール性肝疾患

ダメージを受け続けていると病気が進行することが
あって、いろいろな病気のリスクが高くなります。
また、そうやって知らない間にだんだん肝臓が弱っ
てくると、実はお酒の処理能力、アルコールの処理

！

アルコール多飲

アルコール性肝炎

能力も下がってくるのです。自分、本人は昔と同じ
ようなつもりで飲んでいる、つまり同じ量を飲んで

アルコール性脂肪肝

アルコール性肝線維症

アルコール性肝硬変

肝不全

食道静脈瘤・感染症

いると、
よりダメージが大きくなる可能性があります。
もちろん、これは個人差があって、ずっと強い人
もいますけれども、知らない間に実はお酒に対して、
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スライド 24

肝がん
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より弱くなっていることもありますので、これはご
本人、自分の調子だけでは判断できません。やはり

肝臓の検査の必要性

どこかで検査をして、見つけていかなければいけな
いのです。
（スライド 25）

肝臓は沈黙の臓器- 初期には症状が出ない

例えば、これは一人の方の例です。50 歳台の男

知らないうちに病気が進行していることも

性で、うちに来た人です。10 年前に、健診で、「肝

がんや糖尿病のリスクも高くなる

臓の機能が少しおかしい」と言われたのです。「脂

実はお酒に対する抵抗力が弱くなる

肪肝もあります」と言われたけれども、たいしたこ
とはないと思って、要は放っておいた。
実際には、
体重が結構増えているのです。年を取っ

スライド 25

て、太ってきました。お酒も結構飲みます。４年前
にも一回、健診で「肝機能がおかしいです」と言わ
れたけれども、またかと思って、検査を受けなかっ
た。最近、また健康診断で「肝機能がおかしいです」
と言われ、受診した先の先生が、「これは少しよろ

症例

しくないから、大きい病院へ行きなさい」と言って、
来たのです。
（スライド 26）

50歳台男性

10年前に肝障害・脂肪肝の指摘あり

これは専門的な数値ですので、全部をご理解して

一時、若い頃と比べて10kgの体重増(68→78kg)あり

いただく必要はないですけれども、先ほど言った

4年前にも肝障害、その後検査は受けず

AST や、ALT などという肝臓の機能が少し高いで

飲酒は日本酒換算で2－3合/日

す。すごく高くないのがポイントで、少しだけ高い
のです。γ GTP は 270 ぐらい、これも高いです。

健診異常で近医受診し、当院へ紹介

コレステロールは正常です。この血糖値はヘモグロ

スライド 26

ビン A1c と言って、糖尿病の方はよくご存じだと
思いますけれども、平均血糖値に当たるものです。
6.3 は少し高いです。軽い糖尿病です。
ただ、これだけを見ると、いわゆる少し異常とい
うぐらいなのですが、血小板が、肝硬変になると下

症例

がってきます。普通の人は 20 万ぐらいありますけ
れども、11 万しかなかったのです。また、α‐フェ
トプロテインも、肝臓がんで増える腫瘍マーカーな
のですが、やはり肝臓の病気が進んでくると上がっ

50歳台男性

初診時
AST 58

ALT 60 ALP 420 γGTP 272

てきます。これも、通常でしたら２や３ぐらいなの

LDL-C 126 TG 160 UA 7.2

が、16 弱です。（スライド 27）

血小板 11.6

これはおかしいぞと、詳しい検査をするわけです。

血糖 105 HbA1c 6.3

4型コラーゲン7S 14

αフェトプロテイン(腫瘍マーカー） 15.9

CT 検査をやりましたら、やはりちょっと肝硬変ら
しいと。肝臓のかたちが少しごつごつしています。
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肝生検と言いまして、肝臓に針を刺して、肝臓を少
し取ってきて詳しく調べてみましたら、この白いぶ
つぶつは脂肪です。脂肪肝の像もありますが、それ

症例
CT

50歳台男性

肝硬変・脾腫

よりも目立つのは、こういうコロンとした、こんな

肝生検

ものは本来、正常な肝臓にはないわけです。これは
結節、こういう結節が出来てくるのが肝硬変ですか
ら、この方は、もう診断は肝硬変なのです。（スラ
イド 28）
全然、症状はないのです。本人は何も自覚はあり
ませんし、ただ検査で引っかかったから来ましたと。

スライド 28

ですから、こういうふうにまったく症状がなくて進
んでしまう方がやはりいますので、少しそれはまず
いのではないのと。これは先ほどと同じです。検査
しましょうと。エコーもいいですし、これは CT で
す。CT は、お腹を輪切りにして見ているわけです。

脂肪肝の検査

これが肝臓です。

CT検査

こういうふうに肝臓を見ることができて、この方
は、こちらは実は肝臓が少し黒っぽく見えているの
ですけれども、これが脂肪肝であることを意味して
います。あるいはかたちで、こういうところがごつ
ごつしていると、実は少しこの方はごつごつしてい
るので、少し肝臓が硬いのではないのという判断を
します。
（スライド 29）
ただし CT だけでは、腫瘍、がんなどを見つける

正常肝

脂肪肝

スライド 29

のはとても優れているのですけれども、どれくらい、
この方の病気、肝臓が進んでいるのか、どれぐらい
肝臓が硬くなっているのかはなかなか分からないの
です。これはとても難しくて、先ほどのように肝生
検をやれば、確実に分かるのですけれども、入院も

脂肪CT

必要ですし、針も刺さなければいけませんので、な
かなか気楽に、簡単にできる検査ではないのです。
また、こちらは脂肪 CT と言って、これはもう肝
臓だけではなくて、太っている方全般に関係あるの
ですけれども、脂肪を CT で見ることができます。
この方の場合、この青いところが皮下脂肪、赤いと
ころが内臓脂肪です。両方ともオーバー、両方とも
多いとなります。（スライド 30）

スライド 30
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これは肝生検をしなくても、肝臓の硬さを知るこ
とができる、比較的新しい検査機械、フィブロスキャ

Fibroscan

ンと言います。結構、お値段が高いので、残念なが
らどこの病院でもあるわけではなくて、限られた病
院にしかないのですけれども、保険も利きます。要
は、これは体の外から、肝臓に少し力を加えてやっ
て、肝臓がどれくらいぶるぶると揺れるのかで、硬

保険適用あり

200点

さを判断してやろうと。
豆腐の揺れかたと、コンニャクの揺れかたは違う
と。それで、どれくらい硬いかを、直接刺さなくて
も分かるという機械です。（スライド 31）

スライド 31

あるいは MRI です。これはいろいろなものに使
う大きな検査機械なのですけれども、ここにオプ
ションを付けることで、やはりこれも同じ原理です。
この肝臓の場所の上に装置を置いて、振動を与えて、
どれくらい肝臓が揺れているかで、硬さを見るとい

MRE (MR Elastgraphy)

う MR エラストグラフィという検査も、最近ではで
きるようになってきました。（スライド 32）
これはその結果で、やはり MRI も、CT と同じ
ような輪切りの図が得られます。これが肝臓です。
いろいろとコンピューター処理をしますと、この赤
いところほど硬いですと。緑のところは硬くない、
そういうことが分かる検査も最近はできるように
なっていますので、疑わしい人は検査を受けなけれ

GE Healthcare

スライド 32

ばいけないということです。（スライド 33）
もちろん、血液検査も必要になります。本当にお
酒が原因なのかを、簡単に決めつけることはできま
せんので、肝炎のウイルスがいないか、ほかの病気
がないかも調べる必要があります。また、この後少

MRE (MR Elastgraphy)

しお話しますけれども、糖尿病もよく起こしますの
で、糖尿病がないか、潜んでいないかを調べる必要
もあります。
また、肝硬変になってしまうと、先ほど少し話し
ましたけれども、食道静脈瘤（りゅう）といって、
食道に血管のこぶができて、これが破裂すると、吐

GE Healthcare

血という大量出血です。命にかかわるような出血を
することがありますので、必ず胃カメラをやります。
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もしあれば治療ができますので、それがないかどう
かも確認しますし、残念ながらと言いますか、お酒

検査の必要性

を飲む人は食道がんも多い、それも調べましょうと。
もちろん肥満も調べなければいけないという検査を

血液検査－

C型肝炎が潜んでいると進行しやすい
他の肝炎等がないか

して、一度評価をしましょうということです。（ス

血液検査－

糖尿病を合併しやすい

ライド 34）

内視鏡検査－

肝硬変と糖尿病
肝硬変になってしまうと、とても高い確率で糖尿

食道静脈瘤、食道がん

体組成・肥満度チェックー 肥満は無いか、
栄養不良は無いか

病が起こってきます。それは、実は肝臓の働きと密
接に関係があります。先ほど、「肝臓の働きは代謝
です」と言いましたけれども、糖分、ブドウ糖も、

スライド 34

実は肝臓が調節しているのです。
腸で吸収した栄養をたっぷり含んだ血液は、門脈
という血管を通って、まず肝臓に入ってきます。肝
臓はそこで、例えばブドウ糖をどんどん取り込むの
です。グリコーゲンというものをとりあえずつくり
ます。これは短期的な貯金のようなもので、普通預
金のような感じで、短期的にためておくわけです。
これが余ったら、長期の預金で脂肪に変えてしまう
のですけれども、とりあえずグリコーゲンに変えま
す。こういう能力が肝硬変の人は落ちますので、食
べた後、血糖値が急に上がりやすくなってしまうの
です。
（スライド 35）

肝硬変と糖尿病
肝グリコーゲン合成能の低下
グルコース

 グリコーゲン 

食後高血糖

門脈-大循環シャントの増加
インスリン分解の低下
高インスリン血症
インスリン分泌の遅延
膵β細胞の疲弊（長い病期・高血糖）

スライド 35

余談ですけれども、肝臓はそういう門脈の血液がたくさん流れてきます。腸から、実は血液がたくさ
ん流れているのです。今、牛のレバ刺しは禁止になっていると思いますけれども、あれは牛の腸の中に
O157 などの病原性大腸菌がいて、それがたまたま血液に入ると肝臓に流れてきて、ここでつかまるの
です。実は、肝臓はそんな働きもしています。体に入ってきた細菌を、ここで一度つかまえる働きもし
ていますので、それを生で食べると危ないとなるわけです。これは直接、今のお話とは関係ないですけ
れども。
もう一つ、肝臓が悪くなると、今度はそのグリコーゲンをためておく働き自体が悪くなってしまうの
です。そうすると、肝臓は実はお腹がすいたとき、ご飯を食べていないときに、今度は、糖をつくる働
きをしているのです。その働きが落ちてしまいますから、肝硬変の方は、お腹がすいているときは逆に
血糖値が下がってしまって、むしろ栄養状態が悪い状態になってしまいます。逆に、たんぱく質を分解
してしまう問題があることが分かっています。（スライド 36）
つまり、食べた後は大きく血糖値が上がるけれども、お腹がすいたら逆に下がります。下がったとき
は、アミノ酸、たんぱく質を分解してしまいますので、かえって筋肉が落ちるという、非常にバランス
の崩れた状態をつくりやすくなります。（スライド 37）
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これは良くない、体にとってかなり負担であると
分かっています。血糖値が大きくぶれるわけです。

肝硬変と糖尿病

また、これは実際に消化器や、肝臓を専門にして

高インスリン血症

いない先生でもよく分かっていないこともあるので

肝グリコーゲン量の低下

すけれども、糖尿病が見つかりにくいのです。例え

空腹時低血糖

糖新生の低下

ば健康診断などを受けるときは、お腹がすいた状態
で採血をすることが多くて、空腹時血糖を測ってい

糖質利用の低下・タンパク異化の促進

るのです。肝硬変の方は空腹時血糖が低いので、引っ

タンパク質低栄養状態(PEM)

かからないのです。HbA1c という平均血糖値も低
めになります。ですので、糖尿病が見逃されやすい

スライド 36

です。ですから、逆にとても注意が必要となります。
これは、お酒を飲む方ではないです。C 型肝炎で、
不幸にも肝硬変になってしまった方で、肝がんがで
きて、何回か入院していたのですけれども、入院す
ると血糖値を測ります。この方は、別に糖尿病の数

肝硬変と糖尿病

値としてはたいしたことはないのです。ヘモグロビ
ン A1c という平均血糖値が、このとき 6.5 でした。

食後高血糖

少し高いかという状態で、6.5 ぐらいでは、普通は

空腹時低血糖

すぐにお薬を飲んだりしないです。空腹時血糖値も

糖質利用の低下・タンパク異化の促進

100 以下ぐらいです。これだけ見ていたら、ひどい

タンパク質低栄養状態(PEM)

糖尿病だと分からないのです。

12時間の絶食は健常人の3日間に相当とも

ところが、肝臓が悪いものですから、入院して測っ
てみたらお昼は 400 もあるのです。朝ごはんを食べ

スライド 37

ただけで、大きく上がってしまうと分かりました。
２年半後ぐらいにもう一回入院されたのですけれど
も、やはりあまり変わらない、むしろ悪くなってい
ます。もっと血糖値が上がっています。けれども、
A1c は 7.2 でたいしたことがないのです。（スライ

肝硬変と糖尿病

ド 38）

症例：70歳台女性

この方はいろいろと薬を工夫して良くなりました
けれども、そういう目で見ないと見逃されてしまい
ます。血糖値が朝低いので、たいしたことないと。
肝硬変はそういう意味でも怖い病気なのです。

400
300
200
100

朝

病気が進行してしまったとき。依存症のこわさ
こういう検査をして、肝臓が不幸にもかなり悪い
となりますと、残念ながらあまり良い治療法があり
ません。お酒で肝臓が悪くなってしまったら、とり
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HbA1c: 6.5 (GA 24%)

HbA1c: 7.2

HbA1c: 7.2

治療薬変更

肝硬変の人は空腹時血糖値もHbA1c も低めのため、
糖尿病の重症度が見過ごされやすい

スライド 38

夕

飲酒と健康に関する講演会

あえず、まず禁酒していただくしかありません。進
んでしまったら、もう後、この悪くなってしまった

病気が進んでいたら

肝臓をいかに大事に使いながら、長持ちさせていく
かですので、お酒はもってのほかとなります。（ス

禁酒しか選択肢無し

ライド 39）

栄養状態に注意、食事に注意

もちろん先ほども言いました、糖尿病もなりやす
いですし、逆に筋肉が落ちやすい。最近は、筋肉が

静脈瘤やがんの検査を定期的に受ける
アルコール依存症がないか確認

落ちた状態をサルコペニアと言って、特に年を取っ
てこられると、「それが寿命と関係する」とまで言
われています。そういう意味でも、普通の人以上に

スライド 39

注意が必要です。いろいろな病気、合併症が起こり

ますから、静脈瘤やがんの検査などを定期的に受けていくことも必要になります。
また、もう一つ大事なのは、先ほどのお話でも少しありましたけれども、アルコール依存症です。依
存症がある方は、自分の力ではまずやめられないのです。われわれの外来でも、非常に苦労します。基
本的には精神科の禁酒外来や、依存症外来に行かないと治らない。本人にいくら「やめろ」と言っても、
やめられないです。
ただ、なかなか苦労します。紹介状を書いて「ここへ行きなさい」と手紙を全部書いて渡しても、受
診してくださらないこともあって、深刻な問題なのですけれども、これがあると少しまた違うので、大
丈夫なのか考える必要がありますし、不安だったらきちんと専門家に相談することが大切です。でも、
嫌がる人が多くて、大変です。
このように進んでしまったら、なかなか治らない
のです。脂肪肝の状態から、炎症が起こってきて、

アルコール性肝疾患

もうこれでかなり危ないのですけれども、硬くなっ
てきてしまったら、もうお酒はやめるしかないとな
ります。

アルコール多飲

アルコール性脂肪肝

アルコール性肝炎

ただ、まだ初期の段階でしたら、間に合うわけで

アルコール性肝線維症

アルコール性肝硬変

す。そこから先に進まないようにすることを、やは
り私たちとしては勧めていますし、その原因がお酒
なのであれば、それは多すぎるので、お酒を減らす、
やめるしかないと。もうこっちへ行ってしまったら、
もう一生飲めませんので、ここで上手くリカバリー

肝不全

肝がん

食道静脈瘤・感染症

死亡

スライド 40

しましょうと、今、主張しているお話です。（スラ
イド 40）
適量の飲酒とは
本日はこういう話がもう出ていると思うのですけれども、適量はどのぐらいなのということです。一
応、望ましいのは、１日平均 20 グラムのアルコールで、かつ、やはり女性は体も小さいですし、女性
や高齢者はもっと少ないほうがいいと。
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これは、結構厳しいのです。やはりお酒を飲む人
にとってはかなり厳しくて、ビールは中瓶１本、お

飲酒量と健康

酒、日本酒でしたら１合弱です。これぐらいだった
ら大丈夫と、それで話を終わってもいいのですけれ
ども、お酒好きだと、少しあまりにも悲しいので、
何とか、飲める人はもう少し飲めないかと考えるわ

適量とは？
1日平均20グラム程度
女性や高齢者はより少ないことが望ましい

けです。
（スライド 41）

厚生労働省

健康日本21

先ほど言ったアルコール性脂肪肝の基準もそうで
すけれども、１日 60 グラムを飲んでしまうと、こ
れはもう明らかに多い、となります。いろいろな研
究、エビデンスに基づくと、やはりこの１日男性で

スライド 41

40 グラム、女性で 20 グラムぐらいを日常的に飲ん
でいくと、いろいろな病気が増えると分かっていま

飲酒量と健康

す。
（スライド 42）
リスクですので、ゼロか 100 ではないのです。あ
るところで急に駄目になるわけではなくて、だんだ
ん危なくなっていくということなので、それは個々
の人が判断すべきことなのですけれども、これぐら
いのところを超えないのが目安であろうと。

多量飲酒者とは？
1日平均60グラムを超える飲酒者
生活習慣病のリスクを高める飲酒とは？
男性1日40グラム、女性20グラム
ただし個人差が大きい

ただし、個人差が大きいです。その個人差には、
やはりいろいろな要因があります。持って生まれた
体質、遺伝子、これも違います。エタノールを分解

スライド 42

する能力は個人差がかなりありますし、体の大きさや年齢、性別で、明らかに差があります。
もちろん肝臓以外にも個人差があります。本日はまったく話しませんけれども、膵炎などもお酒で起こ
るのです。そこはやはり起こす人と、起さない人がいて、それには個人差があります。
検査と健康管理の重要性
もちろんその方の食生活も関係ありますし、肥満
だと、より悪い傾向があります。太っている人は、
同じお酒の量を飲んでも、より脂肪肝になりやすい

飲酒量が多すぎるのでは？

ことが容易に想像できますので、そういうことも影

エタノール代謝には個人差がある

響するだろうと。脂肪肝に今なっている状態で言い

肝臓への影響にも個人差がある

ますと、やはり少し飲酒量も多いのかと考えます。

食生活や肥満度も影響

「適正量を知る」と言っていますけれども、いわゆ

脂肪肝なら飲みすぎ？

る自分の健康管理自体をやっていかなければいけま
せんので、やはり検査をしましょうと推奨していま

適正量を知るにはどうすればいいか？

す。
（スライド 43）
これは先ほどの図とまったく同じです。γ GTP、
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ALT、AST は、大体の健診で測る、一番基本的な項目に入っています。（スライド 44）お酒は、最初
は少し飲み過ぎたら、γ GTP が上がってくる人が多いのです。もちろん、ほかの病気もありますので
油断は禁物ですけれども、γ GTP が上がってくるということは、やはり肝臓が反応しているのです。
飲んでいるお酒に対して、一生懸命何かやっていることを意味していると思ってください。アルコール
を分解するために肝臓内で増えている可能性が高いのです。（スライド 45）
もちろん、ほかの原因もありますので、どんどん上がってくる、お酒をやめても全然下がらないとき、
あるいは症状がある、痛いなどのときは、病院できちんとした CT やエコーなどの検査を受けないと駄
目です。健診で少し引っかかったというぐらいで、少しお酒が多いというときは、お酒をやめると下が
ることが多いのです。（スライド 46）
ですので、一応黄色信号と考えましょう。健診で「γ GTP が高い」と言われたということは、少し
飲み過ぎているのではないかと。実は、産業医などの方はよくご存じですけれども、企業で健診をする
と、ものすごく高い方がたくさんいるのです。大体、２ケタが正常値のはずなのですけれども、300 や
500 などという人がいて、それはやはり少し高すぎるのではないかと思っています。すぐに禁酒までい
かなくても、まずは減らしてみたらどうですかという感じになっています。（スライド 47）

γGT(GTP)

肝臓のしくみ

肝臓のしくみ

検査データの意味は？

検査データの意味は？
γGTP(GT)

胆管細胞と肝細胞中に含まれる

健常時

異常時

胆汁の流れが悪いとき（胆石・腫瘍など)

アルコール多飲時など

アルコールや薬物の影響
ALT (GPT)

肝細胞中に特に多く含まれる
肝細胞中がどれくらい壊れたかを反映

AST (GOT)

肝細胞中に含まれるが心臓や腎臓、筋
肉などにも

スライド 44

検査値

スライド 45

γGTP

検査値

γGTP

γGTPが上昇する
γGTPが高い
アルコールを分解するために肝内で増加
黄色信号：やや飲みすぎ
肝細胞、胆管細胞の障害
γGTPが上がってくる
お酒が原因の場合は止めると下がることが多い

酒量を減らす

胆石、胆管がん、薬物性など他の理由も考えられる
上昇が続くとき、禁酒でも下がらないとき、他の
症状があるときは早めの受診・検査を

スライド 46

スライド 47
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次は ALT です。肝臓の細胞が壊れていることを
意味していますので、これは要注意です。肝臓の細

肝臓のしくみ

胞が壊れて出てくるわけですから、肝臓にダメージ

検査データの意味は？

があるわけです。肝細胞が傷害されているというこ

ALT (GPT)

となので、状況としてはより問題だろうと思ってい

異常時

健常時

ます。
（スライド 48）

 ウイルス、
アルコールなど

もちろんほかの原因、まったくお酒と関係のな
い肝炎や、腫瘍などもありますので、決めつける
ことはできませんけれども、もしお酒が原因で上
がってきたとしたら、かなり問題であると言えます。

スライド 48

ALT が高いのはやはり赤信号であって、お酒を減
らしていただきたいと思っています。もちろん一時
的にやめてみることも、場合によっては必要かもし
れないと思います。（スライド 49）
特に「γ GTP が少し高いのだ」などと言ってい

検査値

たら、ALT も上がってきたときはより怪しいです。
過剰サインです。黄色信号が出てきて、赤信号が出
てきたということは、私もお酒は好きなのですけれ

ALT

ALTが高い
赤信号：肝臓が壊れている

ども、ここで病気が進んでしまったら、飲めなくなっ
てしまいますから、私としては、もうちょっとここ

酒量を減らす

は皆さまに考えていただきたいと思っています。

特にγGTPが上がって、ALTが上がってきたとき

AST も、よく測ります。これは ALT の親戚とも
いえる、肝臓に含まれている物質です。大体、意味

スライド 49

合いとしては同じなのですけれども、強いて言うな
らば、AST のほうが、ALT よりも上がってくると
きは、もしかしたら少し違う原因があるかもしれな
いので、別の注意が必要です。アルコールの場合は、
この AST が高くなってくると、実は肝硬変に進ん
でいる、病気が進んでいる可能性があって、より深
刻です。

検査値
ASTが上昇する

あるいは、全く別の病気が隠れている恐れもあり
ます。肝臓以外でも上がりますので、筋肉や、心筋
梗塞などはほかの症状があるでしょうから、大体気
付くでしょうけれども、そういう他の病気のあるこ
とがあります。AST が高い場合は、専門家に少し

AST

AST>ALTの場合

アルコール性肝障害がより進んでいる可能性が
ある
→ 肝硬変など
アルコールによって他の臓器がダメージを
受けている可能性も
肝臓以外の原因もチェックが必要
筋肉痛、心筋梗塞、胆石症、溶血性貧血など

相談してもらって、しかるべき検査を受けていく必
要があるかと思っています。（スライド 50）

スライド 50
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そして、注意点なのですけれども、皆さまにいつ
も強調していることがあります。お酒が原因の方は、

注意点

初期の間はやめると良くなります。お酒、アルコー
ル性肝障害の特別な治療薬は、残念ながらないので

病気が進んでいないうちは
禁酒・節酒でデータは改善

す。今、これを飲めば、アルコール性の肝臓の病気

特にγGTPは1－2週間で低下

が良くなるという薬は、まだありません。
けれども、一番良い薬といいますか、治療法は、
お酒をやめることなのです。それが診断にもなるぐ

健診前も普段通りの生活、飲酒量で
健診・ドック前だけ節制することは勧めません

らいです。肝臓の数値が悪いから、お酒をやめて少
し様子を見てみましょうといって、データが下がっ
てくるようだったら、やはりお酒ですというぐらい

スライド 51

で、下がりやすいです。特にγ GTP のほうが、すっ
と下がる人が多いです。（スライド 51）
ただし、これは初期の場合です。先ほど言いましたような、肝硬変など、肝臓が硬くなって進んでし
まうと、もうちょっとお酒をやめたぐらいだけでは、戻らないのです。元の肝臓には戻ってきませんの
で、なかなか数値は良くなりません。大切なのはそこまで行くのではなくて、もっと早い段階で見つけ
ることですので、そういう段階だったら良くなってきます。
ですので、もちろん治療として、ここのところ飲み過ぎたと思ったら減らす、やめる、これは非常に
重要です。
ただ、健診を受けるときに、私の友人でもとても多いのですが、健康診断や人間ドックがもうすぐあ
るから、しばらくやめているのだと。それはダメです。試験勉強ならまだしも、これはテストではない
のですから、ドック前だけ良い生活をして、数値だけ良くして、はいオッケー、とはまずいでしょう。
普段飲んでいるのですから、普段通りやってくださいと。前の日ぐらいは絞っていただいていいと思う
のですが、２週間など、ドックのためにお酒を控えたりすると、嘘の数値が返ってきます。それですと、
今話してきたような、自分の肝臓の異常をいち早く見つけるという目的に合いませんので、私は皆さま
に言っています。
「もう普段通りに、自分がこういう生活をしたいという量でやってください」と。そ
れで引っかかったらしょうがないです。引っかかったら、あなたにとってその量は多いので、少し減ら
すしかないとなります。（スライド 51）
二日酔いについて
また、一つ参考にしているのが二日酔いです。酒飲みにとっては、二日酔いは非常に不快なものです。
皆さまも一生懸命ドリンクなどを飲むのですけれども、要は、二日酔いになるのはお酒が残っているこ
とがほとんどです。
先ほども言いましたように非常に個人差がありますけれども、エタノールを分解するのにはかなりの
時間がかかるのです。そんなに、すぐには分解できません。例えば、標準的な方だと、３合を飲んでし
まいますと、12 時間ほどかかります。体の中に残っているわけです。
アルコールが体の中に残ったり、一部、分解されて最も不快な症状を起こすアセトアルデヒドが残る。
また、お酒を飲むと、実は尿がたくさん出るので、脱水になりやすいのです。ですので、そういうこと
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を全部ひっくるめて、気持ち悪い、頭が痛い、だる
いなどの二日酔いの症状になるわけです。（スライ

二日酔いとは

ド 52）
ですから、もちろん水分をたくさん取る、お酒を
ゆっくり飲むなど、いろいろな方法はあるのですけ
れども、私がいつもアドバイスしているのは、やは
り二日酔いになるのは多すぎるのではないですか
と。先ほども言いましたけれども、年齢でも変わり

翌日までにエタノールを処理できていない状態
エタノールの分解には時間がかかる
1時間あたり4-5g程度とされている
3合飲むと12時間かかる計算
残存したエタノールやアセトアルデヒド、脱
水状態などで症状が出ると考えられている

ます。若いころと同じ量を飲めていると思ったら大
間違いで、年を取ってくると、この処理能力が落ち

スライド 52

てくるわけで、残るわけです。結局、処理能力が落
ちるから翌日二日酔いになると。ですから、「二日
酔いが出ることは、飲み過ぎです」と言っています。
ですから、適正量ではないとなります。
自分にとって適正な飲酒量を見つける

自分にとっての適正量

厚労省が言う適正量以下のお酒でいい人は、何の
問題もないです。お酒は飲まなくて、ほとんど問題

γGTP ALTが上がっていない

はありません。問題は飲みたい人です。それでも飲

体重が増えていない

みたい人はどうしましょうということで、私が推奨

糖尿病になっていない

しているのが、少なくとも検査値のデータが上がっ

翌日にお酒が残らない、二日酔いにならない

てこないこと、肝臓の数値が上がってくるのは黄色

体調によって、年齢によって変わる

信号ですと。また、どんどん体重が増えて太ってい
ないと。これは肝臓だけの問題ではないのですけれ
ども、脂肪肝になる可能性が非常に高いです。

スライド 53

糖尿病、これも要注意です。糖尿病だから、絶対にお酒を飲んではいけないことはないのですけれど
も、糖尿病が起こってくるのは、やはり少し考えなければいけないでしょう。また、二日酔いにならな
い程度。お酒が残る、不調が残るのは、その人にとっては飲酒量が多過ぎるということです。適正量は
いつも同じではありませんし、残念ながら、年を取ると減ってきます。だんだん弱くなってきます。そ
のことを認識しつつ、自分が飲める量を考えていくと。（スライド 53）
本日は、休肝日の話は詳しくはしませんけれども、休肝日をつくることに関しては、いろいろな意見
があります。ただ休肝日自体は、とても良いことです。体からウオッシュアウトできますし、例えば１
週間で飲むアルコールの量を、減らすことができます。やってはいけないのは、休肝日だったからといっ
て、次の日にがぶ飲みするのは駄目なのですけれども、それさえなければ、上手く休肝日をつくって、
お酒の量を自分にとって適正な量に合わせていくことが、大事ではないかと思っています。
薬、サプリと肝臓
また、結構お薬、サプリなどに頼ろうとする人も多くて、よく相談を受けます。ただ我々は、肝臓の
患者を診ていますから、世の中でそんなにたくさんいるわけではないのですけれども、薬物性肝障害と
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いって、お薬などが原因で肝臓が悪くなる人もたくさん診ているわけです。
実はもともと肝臓が少し悪い人、例えばお酒を飲む人、脂肪肝がある人は、起こりやすいのです。何
となく分かるような気はしますけれども、正確なメカニズムは分かりません。事実として、そういう人
はお薬による副作用が出やすい。もちろん、いろいろな調査はされていて、抗生物質、抗がん剤や、痛
み止めなどの薬が原因になることが圧倒的に多いのですが、サプリも原因になります。
つまり、病院でもらう薬以外も原因になることがあって、実はウコンが有名です。いわゆるウコンド
リンクなどは、多分大丈夫だと思うのですが、私が経験した人は、自分で煮出したりしていました。ウ
コンを通販で買って煮だして、一生懸命、肝臓に良いだろうと思って、毎日飲んでいたら肝障害になっ
て、入院した人がいます。ですので、皮肉なことに、肝臓が悪い方はウコンには要注意です。必ず悪く
なるわけではないですけれども、注意が必要です。
漢方薬も結構、肝障害を起こします。これもいろいろな成分が入っていますので、とても複雑で難し
いですが、漢方だから大丈夫ということはありません。サプリやお薬は絶対飲むなというわけではない
ですけれども、もうそれを長期間飲み続けるときは、普通のお薬と同じような注意、ときどき検査をす
る、病院へ行くことが必要かと思います。
また、シジミサプリ。多分、シジミはアミノ酸が
豊富だということで、肝臓に良いと人気があるので
すが、中には鉄分をたくさん含んでいるサプリがあ

薬物・サプリの影響

ります。ウコンもそうです。ウコンも全部鉄分が多

肝疾患がある人は薬物性肝障害も多い傾向がある

いわけではないのですけれども、鉄が多すぎると、

多いのは、抗菌薬、抗がん剤、鎮痛剤など

実は脂肪肝は悪くなります。炎症がより強く起こっ

ウコンは肝障害の原因にもなり得るので推奨しない

てしまうのです。生理のある女性は血液として鉄を

漢方薬も要注意

失いますので、めったに鉄過剰になりませんけれど

シジミサプリなど、鉄分の多いサプリも注意が必要

も、男性は要注意です。ということで、これも皆さ
まにいつもお話しています。（スライド 54）

スライド 54

長くお酒を楽しむために
どういうふうに飲もうかということで、お酒は体
に悪いですけれども飲みたいので、少しでも自分の
適性を知って、病気を進めないようにして、おいし

結語

く長く飲みましょう。異常を早期に見つけましょう
ということです。症状がなくても検査を上手く使い

飲酒と肝障害、適正量の飲酒

ましょう。そして危なかったらお酒を減らす、これ

・健診などをうまく使って異常を早期発見

しかないです。ただ、必要に応じてきちんと専門医

・飲酒量をコントロール(休肝日も活用)

で精密検査を受けていただいて、長く、自分の健康
を考えながら、お酒を楽しめたらいいと思っていま

・必要に応じて精密検査
・長く健康的にお酒を楽しみましょう

す。
（スライド 55）
どうも、ご清聴ありがとうございました。

スライド 55
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