
とか、こういったものを食べた方では
比較的報告が多いという状況もあるの
で、このようなものを食していなかっ
たかというあたりを聞くことが多いと
思います。
　山内　あと、肉ではないですけれど
も、アニサキス、これはどちらかとい
うとサバというイメージが強いですが。
　砂川　そうですね。例えばシメサバ
とか、こういったものの中に比較的ア
ニサキスの虫体が観察されることがあ
り、専門的に研究されている先生方が
おられます。市中で売られているそう
いったものを取って調べてみると、例
えば７％とか10％とか、そのぐらいの
確率で虫体が見つかったことがあると
いう情報もあります。
　ただ、そういった情報を聞くと、刺
身とか寿司が怖くなってしまうことも
あるかもしれませんが、例えば冷凍さ
れたものは基本的には安全ですし、非

常に慣れた調理をされる方は、そうい
ったものが混ざらないように、また、
最近は処理をきっちり行うことで、感
染を起こりにくくしていると思います。
　山内　一般的に生肉は、冷凍すると
かなり感染率が違ってくると考えてよ
いですね。
　砂川　そうですね。先ほど話が出ま
したカンピロバクターなども、例えば
2014年の厚生労働省の調査を見ると、
町中で売られている生の鶏肉などに、
多いところでは半分ぐらいに感染が見
つかる例があるのですが、輸入された
肉で見ると、これが２割ぐらいに減っ
たりするのです。その理由の一つとし
ては、海外で少ないのではなくて、お
そらく冷凍された状況で入ってきて、
いったん解凍しているので、そこで確
率が減ったのだろうといわれたりして
います。
　山内　ありがとうございました。

国立国際医療研究センター肝炎免疫研究センター
肝炎情報センター肝疾患研修室長

是　永　匡　紹
（聞き手　山内俊一）

　脂肪性肝障害と考えられる73歳女性のヒアルロン酸の上昇についてご教示く
ださい。BMI 24.6、臍周囲径90.6㎝、20年以上糖尿病でエクア50㎎：メトグル
コ1,000㎎/白で、A1cは6.2％、FBS 116㎎/dLです。AST/ALTは25/36〜43/63と
体重が1.0〜３㎏増減すると並行してAST/ALTが上下します。γ-GTPは42、ALP 
173、A1b 4.2、ウイルス性肝疾患はHBC抗体、HCVともに陰性です。その他、
併存疾患としては、高脂血症あり、リバロ２㎎で加療中です。４型コラーゲン
７Sが4.9（＜6.0）でしたが、ヒアルロン酸が126.6（＜50）と高値でした。ヒ
アルロン酸上昇に対してのご考察と今後経過をみるうえでの注意点をご教示く
ださい。

＜京都府開業医＞

脂肪性肝炎のヒアルロン酸上昇

　山内　是永先生、ヒアルロン酸とい
いますと、一般的には関節に絡むよう
なものというイメージがあるのですが、
肝臓に関してはどういった位置づけに
なっているのでしょうか。
　是永　ヒアルロン酸は、関節の潤滑
油的な役目や、しわを伸ばすといった、
どちらかというと、健康にいいような
イメージがあると思うのですが、ヒア
ルロン酸は線維をつくる細胞、肝臓で
いうと伊東細胞が分泌するとされ、肝
細胞の間（細胞外マトリックスと呼ば

れる）に存在します。ですので肝硬変
といって肝臓が硬くなってくると、ヒ
アルロン酸が伊東細胞から多く分泌さ
れるようになります。通常であると肝
臓が取り込んでくれて、分解・代謝し
てくれるのですが、肝硬変では肝臓が
傷んだ状態で十分に分解できないので、
血中に流れてくる。そういった意味で、
ヒアルロン酸が高くなると、肝臓が硬
くなっているのではということを疑う
一つのマーカーです。
　山内　肝硬変自体の病態といいます
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ん。アルブミンやコリンエステラーゼ
が低くなってから「肝硬変」というよ
り、その前の状態で診断しなければい
けないので、ヒアルロン酸やフィブロ
スキャンなどの線維化診断方法が必要
とされているのが現状だと思います。
またその背景には、食事の欧米化によ
る栄養状態の改善や、様々な治療介入
により、肝予備能が肝硬変になっても
長く保たれている場合もありうるかも
しれません。
　山内　昔のイメージですと、肝硬変
というと何となく末期で、がりがりに
やせて、腹水がたまってみたいなイメー
ジでしたが、最近の脂肪性肝炎（NASH）
などに関連する肝硬変はけっこう栄養
状態がいい方がいるのですね。
　是永　そうですね。NASHの肝硬変
といわれても、栄養状態がまだまだ保
たれている方はいます。またアルコー
ルも、最近少し控えながら、よく食べ
る患者さんもいる。そうなると、肥満
状態の肝硬変の人は、お酒を飲まない
肝硬変以外にもたくさん存在すること
になります。
　山内　アルコール性の肝硬変も最近
は、病状がだいぶ変わってきたのでし
ょうか。
　是永　そう思います。先ほどおっし
ゃったとおり、以前はがりがりで、腹
水あるいは吐・下血を繰り返してもお
酒を飲み続けるという人が多かったの
ですが、最近は食事を十分に取り、お

酒も控えながら通われてくると、非代
償期に進行する前に肝臓がんが発見さ
れる患者さんが最近増えています。当
院の肝臓内科に入院する肝臓がんの約
40％はアルコール性肝硬変です。お酒
を飲まないNASHといわれる患者さん
とアルコールを比べると、多くの施設
でアルコールに関与した肝がんがどん
どん増えてきています。
　山内　けっこう栄養状態も悪くない
ということですか。
　是永　確かに腹水・黄疸、静脈瘤に
より吐・下血を繰り返す症例は、どち
らかというと昔のイメージの低栄養の
患者さんが多いという気がします。
　山内　肝臓病では昔、ウイルス性が
主体のころは、肝硬変になったら、も
う次は肝臓がんに一定の率でいくよう
な、末期は肝臓がんというイメージで
したが、これから肝不全の方向にいく
ケースが増えてくることも予想はされ
るのですか。
　是永　そうですね。ウイルス性肝炎
で発がんする確率と、脂肪性肝炎から
発がんする確率を考慮しても、やはり
ウイルス性肝炎のほうが高いですので、
脂肪性肝疾患でやせられないような患
者さんであれば、炎症が継続し、線維
化の進展が止まらず、肝がんができる
前に肝不全になっていく症例も増える
と思います。
　また、今アルコールの話ばかりでし
たが、質問のように女性であるという

と、肝臓線維化ですから、線維芽細胞
みたいなものを出してくるあたりをと
らえていると考えていいのですね。
　是永　そのとおりです。
　山内　実際、最近、画像診断に関し
てはどの程度、進捗状況があるのでし
ょうか。
　是永　一般的に肝臓の画像診断は、
腹部超音波検査、もしくはもう少し費
用が高くなりますが、CT、MRIを施
行します。ただし、「肝硬変」という
診断は主観が強くなりますので、最近
は保健承認（200点）にされている非
侵襲的に肝臓の硬さを測る肝硬度測定
法を利用する施設が増えています。フ
ィブロスキャンという機器を用いて、
体外から軽い振動を与えるような方法
で、剪断波という横波のスピードを測
り、肝臓の硬さを計測します。トンと
当てるだけで、数分あれば簡単に肝臓
の硬さが推測され、肝硬変の診断には
有用です。数値が２けたを超えると、
肝臓が少し硬い、肝硬変の疑いがあり
ますということになり、精査を勧める
ことができます。
　また、フィブロスキャンほど普及し
ていませんが、MRIでも肝臓全体の硬
さを見ることができます。フィブロス
キャンは、測定部分の硬さしかわかり
ませんが、MRIではこの辺が硬いこと
までわかり、患者さんにも理解しやす
いといわれています。
　山内　肝硬変の定義はそれでよいの

ですが、病態ないし実際の機能を見る
ということで、我々は昔から低アルブ
ミンとか、血小板値が低いとか、コリ
ンエステラーゼが低いとか、そういっ
たもので代謝面を見ることも多かった
のですが、今こういった機能と見た目、
この２つの関連はどのように位置づけ
られているのでしょうか。
　是永　昔はどちらかといえば「低栄
養＝肝硬変」というイメージがあった
のですが、「肝硬変」はすごく幅広い
範疇を示しています。慢性肝炎といわ
れる肝炎の後期と肝硬変の初期といわ
れるところは非常に重なりが多く、低
栄養でない肝硬変も存在しますので注
意が必要です。
　先ほど言われたアルブミン、コリン
エステラーゼは肝臓の予備能を見るも
ので、その値の低下はいわゆる非代償
期（＝肝硬変の進んだ状態）の可能性
が高く、そうではない代償性の肝硬変
のときにはまだ、アルブミンやコリン
エステラーゼは低下していません。代
謝性肝硬変を診断するときには、ほか
の肝線維化マーカーを使わなければい
けません。ヒアルロン酸も肝線維化マ
ーカーと言われるものの一つですし、
血小板値も臨床の場でよく使用される
簡易法です。
　超音波やMRIを施行して、予備能は
よいが肝臓が硬くなっている患者さん
は、最近ではよく見られますし、そう
いった事例を見つけなければいけませ
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ん。アルブミンやコリンエステラーゼ
が低くなってから「肝硬変」というよ
り、その前の状態で診断しなければい
けないので、ヒアルロン酸やフィブロ
スキャンなどの線維化診断方法が必要
とされているのが現状だと思います。
またその背景には、食事の欧米化によ
る栄養状態の改善や、様々な治療介入
により、肝予備能が肝硬変になっても
長く保たれている場合もありうるかも
しれません。
　山内　昔のイメージですと、肝硬変
というと何となく末期で、がりがりに
やせて、腹水がたまってみたいなイメー
ジでしたが、最近の脂肪性肝炎（NASH）
などに関連する肝硬変はけっこう栄養
状態がいい方がいるのですね。
　是永　そうですね。NASHの肝硬変
といわれても、栄養状態がまだまだ保
たれている方はいます。またアルコー
ルも、最近少し控えながら、よく食べ
る患者さんもいる。そうなると、肥満
状態の肝硬変の人は、お酒を飲まない
肝硬変以外にもたくさん存在すること
になります。
　山内　アルコール性の肝硬変も最近
は、病状がだいぶ変わってきたのでし
ょうか。
　是永　そう思います。先ほどおっし
ゃったとおり、以前はがりがりで、腹
水あるいは吐・下血を繰り返してもお
酒を飲み続けるという人が多かったの
ですが、最近は食事を十分に取り、お

酒も控えながら通われてくると、非代
償期に進行する前に肝臓がんが発見さ
れる患者さんが最近増えています。当
院の肝臓内科に入院する肝臓がんの約
40％はアルコール性肝硬変です。お酒
を飲まないNASHといわれる患者さん
とアルコールを比べると、多くの施設
でアルコールに関与した肝がんがどん
どん増えてきています。
　山内　けっこう栄養状態も悪くない
ということですか。
　是永　確かに腹水・黄疸、静脈瘤に
より吐・下血を繰り返す症例は、どち
らかというと昔のイメージの低栄養の
患者さんが多いという気がします。
　山内　肝臓病では昔、ウイルス性が
主体のころは、肝硬変になったら、も
う次は肝臓がんに一定の率でいくよう
な、末期は肝臓がんというイメージで
したが、これから肝不全の方向にいく
ケースが増えてくることも予想はされ
るのですか。
　是永　そうですね。ウイルス性肝炎
で発がんする確率と、脂肪性肝炎から
発がんする確率を考慮しても、やはり
ウイルス性肝炎のほうが高いですので、
脂肪性肝疾患でやせられないような患
者さんであれば、炎症が継続し、線維
化の進展が止まらず、肝がんができる
前に肝不全になっていく症例も増える
と思います。
　また、今アルコールの話ばかりでし
たが、質問のように女性であるという

と、肝臓線維化ですから、線維芽細胞
みたいなものを出してくるあたりをと
らえていると考えていいのですね。
　是永　そのとおりです。
　山内　実際、最近、画像診断に関し
てはどの程度、進捗状況があるのでし
ょうか。
　是永　一般的に肝臓の画像診断は、
腹部超音波検査、もしくはもう少し費
用が高くなりますが、CT、MRIを施
行します。ただし、「肝硬変」という
診断は主観が強くなりますので、最近
は保健承認（200点）にされている非
侵襲的に肝臓の硬さを測る肝硬度測定
法を利用する施設が増えています。フ
ィブロスキャンという機器を用いて、
体外から軽い振動を与えるような方法
で、剪断波という横波のスピードを測
り、肝臓の硬さを計測します。トンと
当てるだけで、数分あれば簡単に肝臓
の硬さが推測され、肝硬変の診断には
有用です。数値が２けたを超えると、
肝臓が少し硬い、肝硬変の疑いがあり
ますということになり、精査を勧める
ことができます。
　また、フィブロスキャンほど普及し
ていませんが、MRIでも肝臓全体の硬
さを見ることができます。フィブロス
キャンは、測定部分の硬さしかわかり
ませんが、MRIではこの辺が硬いこと
までわかり、患者さんにも理解しやす
いといわれています。
　山内　肝硬変の定義はそれでよいの

ですが、病態ないし実際の機能を見る
ということで、我々は昔から低アルブ
ミンとか、血小板値が低いとか、コリ
ンエステラーゼが低いとか、そういっ
たもので代謝面を見ることも多かった
のですが、今こういった機能と見た目、
この２つの関連はどのように位置づけ
られているのでしょうか。
　是永　昔はどちらかといえば「低栄
養＝肝硬変」というイメージがあった
のですが、「肝硬変」はすごく幅広い
範疇を示しています。慢性肝炎といわ
れる肝炎の後期と肝硬変の初期といわ
れるところは非常に重なりが多く、低
栄養でない肝硬変も存在しますので注
意が必要です。
　先ほど言われたアルブミン、コリン
エステラーゼは肝臓の予備能を見るも
ので、その値の低下はいわゆる非代償
期（＝肝硬変の進んだ状態）の可能性
が高く、そうではない代償性の肝硬変
のときにはまだ、アルブミンやコリン
エステラーゼは低下していません。代
謝性肝硬変を診断するときには、ほか
の肝線維化マーカーを使わなければい
けません。ヒアルロン酸も肝線維化マ
ーカーと言われるものの一つですし、
血小板値も臨床の場でよく使用される
簡易法です。
　超音波やMRIを施行して、予備能は
よいが肝臓が硬くなっている患者さん
は、最近ではよく見られますし、そう
いった事例を見つけなければいけませ
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いえば便利ですが、今度は診断に関し
て用いられる可能性はあるのでしょう
か。
　是永　NASHの確定診断には、肝臓
の組織を採取しないといけないのです
が、おっしゃる通り、頻回にはできま
せんし、少量の組織から判定しないと
いう問題もあります。本日挙げたマー
カーは少量の血清や日常採血する項目
で肝線維化を推測可能ですが、弱点も

ありいろいろ組み合わせて、肝硬変を
疑ってほしいと思います。また施設は
限られますが、フィブロスキャンや
MRIで非侵襲的に肝硬度を予測するこ
とも可能です。
　一つのマーカーのみで診断されず、
また経過観察をしながら「肝線維化進
展例」を見つけていただき、肝生検を
勧めていただければと思っています。
　山内　ありがとうございました。

ことは、閉経の後はホルモンバランス
的に男性化傾向になります。そうなる
と内臓脂肪もたまりやすくなり、NASH
が進展しやすい状況になります。女性
の方でも、昔はやせていても、閉経の
後に太ってしまうとNASHに対する注
意が必要です。
　山内　ないし、いわゆる隠れ肥満も
出てくるのですね。
　是永　そうですね。先ほどのとおり、
体重はそんなに太っていなくても、骨
格筋が少ない、体脂肪率が高い、しか
も内臓脂肪が多いというのは、NASH
の進展に対してかなりリスクが高いと
思っていただければ幸いです。
　山内　こういったあたりに関して、
結局ヒアルロン酸のようなものを使っ
て肝の線維化をきちんと見るのが大事
なのですね。
　是永　そうです。ただし、ヒアルロ
ン酸は年齢とともに高くなったりとか、
安静にしていないと高値になりやすい
です。先ほど関節にもあると申し上げ
ましたが、リウマチを持っている人は
高値になりやすく、１回の測定で決め
ないことが重要だと思います。
　また、ほかの肝線維化マーカーがあ
ります。FIB４ indexは、ALT、AST
と年齢、血小板の４つを計算式に代入
することによって、線維化が進んでい
る人、もしくは線維化があまり進んで
いない人の両極端を分けることができ
ます。もちろん、多くは真ん中、いわ

ゆるグレーゾーンに入るので、完璧な
ものではないのですが、一般的な採血
で使用する項目で年齢を組み合わせる
ことによって肝病態進行例を推測可能
です。そのほかⅣ型７Sコラーゲンや
最近、保険収載され、糖鎖を利用した
M2BPGiという線維化マーカーがあり
ます。同時に測ると保険が認められま
せんので気をつけていただきたいので
すが、１つのマーカーで診断するので
はなく数種類を測定し、経過をみるこ
とも必要です。
　経過観察後に数値が上昇していく傾
向にあれば、肝生検を考慮したり、積
極的な治療介入を選択する必要があり
ます。
　山内　まだヒアルロン酸自体で肝硬
変のステージ分類はできないのですね。
　是永　そうですね。肝臓が硬くなっ
ている可能性があります、というぐら
いに思っていただければ幸いです。低
くても肝硬変の可能性がゼロではない
ですし、高くても線維化が進んでいな
い場合もあるとお考えいただければと
思います。
　山内　経時的な変化を追うのには比
較的適していると考えてよいですか。
　是永　そうですね。ずっと高値とい
うことになると、「肝線維化進展例」
を考えていかなければいけないと思い
ます。
　山内　肝生検はしょっちゅうできま
せんから、そういった意味でも便利と
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いえば便利ですが、今度は診断に関し
て用いられる可能性はあるのでしょう
か。
　是永　NASHの確定診断には、肝臓
の組織を採取しないといけないのです
が、おっしゃる通り、頻回にはできま
せんし、少量の組織から判定しないと
いう問題もあります。本日挙げたマー
カーは少量の血清や日常採血する項目
で肝線維化を推測可能ですが、弱点も

ありいろいろ組み合わせて、肝硬変を
疑ってほしいと思います。また施設は
限られますが、フィブロスキャンや
MRIで非侵襲的に肝硬度を予測するこ
とも可能です。
　一つのマーカーのみで診断されず、
また経過観察をしながら「肝線維化進
展例」を見つけていただき、肝生検を
勧めていただければと思っています。
　山内　ありがとうございました。

ことは、閉経の後はホルモンバランス
的に男性化傾向になります。そうなる
と内臓脂肪もたまりやすくなり、NASH
が進展しやすい状況になります。女性
の方でも、昔はやせていても、閉経の
後に太ってしまうとNASHに対する注
意が必要です。
　山内　ないし、いわゆる隠れ肥満も
出てくるのですね。
　是永　そうですね。先ほどのとおり、
体重はそんなに太っていなくても、骨
格筋が少ない、体脂肪率が高い、しか
も内臓脂肪が多いというのは、NASH
の進展に対してかなりリスクが高いと
思っていただければ幸いです。
　山内　こういったあたりに関して、
結局ヒアルロン酸のようなものを使っ
て肝の線維化をきちんと見るのが大事
なのですね。
　是永　そうです。ただし、ヒアルロ
ン酸は年齢とともに高くなったりとか、
安静にしていないと高値になりやすい
です。先ほど関節にもあると申し上げ
ましたが、リウマチを持っている人は
高値になりやすく、１回の測定で決め
ないことが重要だと思います。
　また、ほかの肝線維化マーカーがあ
ります。FIB４ indexは、ALT、AST
と年齢、血小板の４つを計算式に代入
することによって、線維化が進んでい
る人、もしくは線維化があまり進んで
いない人の両極端を分けることができ
ます。もちろん、多くは真ん中、いわ

ゆるグレーゾーンに入るので、完璧な
ものではないのですが、一般的な採血
で使用する項目で年齢を組み合わせる
ことによって肝病態進行例を推測可能
です。そのほかⅣ型７Sコラーゲンや
最近、保険収載され、糖鎖を利用した
M2BPGiという線維化マーカーがあり
ます。同時に測ると保険が認められま
せんので気をつけていただきたいので
すが、１つのマーカーで診断するので
はなく数種類を測定し、経過をみるこ
とも必要です。
　経過観察後に数値が上昇していく傾
向にあれば、肝生検を考慮したり、積
極的な治療介入を選択する必要があり
ます。
　山内　まだヒアルロン酸自体で肝硬
変のステージ分類はできないのですね。
　是永　そうですね。肝臓が硬くなっ
ている可能性があります、というぐら
いに思っていただければ幸いです。低
くても肝硬変の可能性がゼロではない
ですし、高くても線維化が進んでいな
い場合もあるとお考えいただければと
思います。
　山内　経時的な変化を追うのには比
較的適していると考えてよいですか。
　是永　そうですね。ずっと高値とい
うことになると、「肝線維化進展例」
を考えていかなければいけないと思い
ます。
　山内　肝生検はしょっちゅうできま
せんから、そういった意味でも便利と
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