飲酒とγGTP
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飲酒によりγGTPが上昇することがありますが、その機序ならびにγGTP上
昇により患者さんにどのような悪影響をもたらすのかご教示ください。
＜大阪府開業医＞

によって上がる人と上がらない人がい
ます。これは何合飲んでいるからどれ
ぐらい高いとは言えなくて、例えば１
日に３合飲んでいてもγGTPはほとん
ど上がらない人もいるし、あるいは２
合ぐらいでγGTPが200ぐらい上がっ

の辺にあなたのγGTPを持っていきま
しょうといったかたちで指導していま
す。
池田 なかなかおもしろい指導の仕
方になるのですね。患者さんもいきな
り「やめなきゃだめだ」といわれても、

てしまう人もいる。そういった意味で
は、γGTPがどの数値以上だと危ない

なかなか難しいところもあるでしょう
し、駆け引きといいますか、そういう

とか、どの数値以下だと安心というの
はなかなか言えないのです。
ただし、飲酒していた人が、お酒を
やめたときに、γGTPは飲酒の減量を
かなり反映してくれることは証明され

ところですね。
お酒もそうですけれども、γGTPが
上がっているというのは肝臓に負担が
かかっていると思うのですが、将来的
にどうなっていくのでしょうか。もち
ろん、肝臓が悪くて、肝硬変などにな
っていくのはわかるのですが、その他
の臓器に影響はあるのでしょうか。

池田 加藤先生、γGTPの上昇につ
いて、特に飲酒によってなぜγGTPが

は高くなるけれども、血液中のγGTP
は高くない。次に、そこに肝障害を起

ています。ですから、お酒を飲んだと
きの上がり具合はかなり個人差がある
のですが、お酒を減らしたり、やめた

上昇するのかという質問ですが、これ
はどういった機序なのでしょうか。
加藤 飲酒によって血液中のγGTP
が上がるとき、それに先立って肝臓の
中でミクロソームという薬物代謝酵素

こすと、血液中のγGTPが上がってく
る。そういった状況を再現しています。
池田 それは非常にわかりやすいで
すね。γGTPが出てくるということは、
肝細胞がかなりやられている一つの証

後に減ってくる度合いはγGTPでかな
りフォローできることがわかっていま
すので、お酒を飲み過ぎの人であれば、
γGTPを見ながら、この程度に抑えて
おけばいい、そういったところを見つ

加藤 γGTPが 上 が っ て い る こ と
がどこに影響するのかについて、あま
り考えなくていいかと思います。ただ
し、それが本当に飲酒だけかをきちん
と見ておく必要があります。例えばそ

が働くところでγGTPが上がってくる
のです。肝障害が少し進んでくると、

拠でもあるのですね。
加藤 そういうことです。

けていくことになります。
池田 バイオマーカーのような感じ

こに新たな肝臓がんが出てきたために
γGTPが上がったりすることや、膵臓

ですね。
加藤 そうですね。
池田 先生と患者さんが相談されて、
断酒や節酒という話になっても、実際
にこの値ではどうなのだろうという話
になるのですね。

や胆管系に何かが起きていることもあ
ります。そういった意味ではその都度
γGTPが高くなっている原因がほかに
はないかを考えながら見ていくことに
なります。
池田 逆にいいますと、お酒以外で

肝細胞の膜が壊れて、血液中にγGTP
がたくさん出てくる。そういう２段階
の機序で、お酒を飲むときにγGTPが
上がってくると考えられています。
池田 ミクロソームの代謝が異常に
なるというのは、動物実験等で確かめ

池田 そういう意味では、AST、ALT
が上がっていなくても、危険な状態で
あるというサインなのですね。
加藤 はい。
池田 もう一つの質問は、γGTPが
上昇しているけれども、悪影響はある

られているのでしょうか。
のかという質問ですけれども、最近で
加藤 はい。例えば抗てんかん薬で、 はどう考えられているのでしょうか。
フェノバルビタールなどをラットに投
加藤 まず、γGTPがお酒で上がっ
与すると、肝臓中のミクロソームだけ
た場合を考えると、実はγGTPが飲酒
24（664）
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加藤 そうですね。ですから、一概
にγGTPを50とか100を目標にすると
はなかなか言えなくて、その人の飲酒
量との兼ね合いを考えながら、ではこ
ドクターサロン61巻９月号（8 . 2017）

γGTPが上昇する状態や薬物にはどの
ようなものがあるのでしょうか。
加藤 お酒以外でいいますと、先ほ
どの抗てんかん薬や抗不安薬、抗菌薬
（665）25
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加藤 そうですね。ですから、一概
にγGTPを50とか100を目標にすると
はなかなか言えなくて、その人の飲酒
量との兼ね合いを考えながら、ではこ
ドクターサロン61巻９月号（8 . 2017）

γGTPが上昇する状態や薬物にはどの
ようなものがあるのでしょうか。
加藤 お酒以外でいいますと、先ほ
どの抗てんかん薬や抗不安薬、抗菌薬
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などの薬物、胆石や胆道系の狭窄、肝
臓の中に腫瘍あるいは膿疱などが急に
大きくなるなど、そして膵臓にも気を

が診られる場合、どのように検査を進
めていかれるのでしょうか。
加藤 そういった人には、血圧のチ

池田 検査でいろいろなものが見つ
かれば、それでいいと思うのですけれ
ども、中にはγGTPは高いのだけれど

ことでもないのです。
池田 それはまた難しいですね。
加藤 そうなのです。

つけます。それ以外に最近はいわゆる
メタボリックシンドロームのような状
況のときに、γGTPが上がってくると

ェックや、あるいは動脈の分厚さを測
ったりしながら動脈硬化が起きていな
いかどうか、そういったことを気にす

も、検査されて、特に引っかからない
ような方も多分いらっしゃると思うの
です。こういった方はどのようなスケ

池田 逆に言いますと、γGTPが正
常であっても脂肪肝の可能性はあると
思って見ていかなければいけないので

いったことがあちこちで言われてきま
した。糖尿病や高血圧、あるいは心臓
病とγGTPの関係も随分言われていま
す。
池田 γGTPそのものではなくて、

ることが必要かと思っています。
ここで興味深いのは、メタボリック
シンドロームは最終的に心疾患や脳疾
患で亡くなりますが、実は適量のアル
コールはむしろ心疾患や脳血管疾患を

ジュールでフォローアップするのでし
ょうか。
加藤 γGTPが今回初めて高くなっ
たという人の場合は、ちょっと慎重に
見たいと考えています。ですから、２

すね。
加藤 そうですね。太った人とか、
あまり運動をしていない人であれば、
食事を注意したり、あるいは運動を指
導したり、そういったことで体重を減

その背景にあるような状態がメタボリ
ックシンドローム、あるいは脳血管、

抑制するというデータもあることです。
アルコールにして20g/日、または30g/日

カ月とか３カ月後にもう一回再検して
みて、それに動きがないかどうか。そ

らすことが一番大事かと考えています。
池田 確かにBMIが高いという方で

心血管、それからがんや糖尿病とも関
係があるということですね。
加藤 はい。
池田 もう一つ、脂肪肝でも上がる
のでしょうか。

程度までであればむしろメタボリック
シンドロームにとってもよいとか、あ
るいは糖尿病に関しても適量の飲酒で
あれば発症を抑制する、そういったデ
ータもあるのです。そういった意味で

ういったことを見ますが、身体検査で
毎年γGTPはある程度の高さで安定し
ている人であれば、１年ごとのチェッ
クで十分ではないかと考えます。
池田 いわゆる正常値は正常値であ

も、検査値が何も異常がないという人
がいらっしゃいますね。そういう場合
は、超音波などを使って脂肪肝を見る
のですね。
加藤 そうです。今、全国の人間ド

加藤 脂肪肝でもちろんγGTPは上
がってきます。脂肪肝は大きく分けて
アルコール性と非アルコール性になり

は、飲酒の指導では「全くやめなさい」
というだけではなく、メタボリックシ
ンドロームの人には運動や食事指導を

って、それを逸脱する方は必ずいらっ
しゃるわけですね。
加藤 そうですね。基準値というの

ックの調査では、だいたい成人男性は
1/3が脂肪肝と報告されています。と
ても高い比率なのです。それは超音波

ますが、非アルコール性は、私はよく
メタボリックシンドロームが肝臓に現
れたのがNAFLDだといっています。
非アルコール性の脂肪肝はメタボリッ

うまくして体重を減らしながら、適量
の飲酒に持っていく。それが一番望ま
しい方法ではないかと考えています。
池田 それで先ほどのγGTPの値を

は95％の範囲で決められますから、全
く健康に問題がない人でも、５％はそ
れよりちょっと上にずれていることが
あります。

で引っかかった脂肪肝で、AST、ALT
が高いのはもう少し低めです。つまり、
AST、ALTが基準値内であっても、超
音波で脂肪肝が見つかる人がけっこう

クシンドロームの現れであると解釈す
ればよいかと思っています。
池田 メタボリックシンドロームの
場合は、γGTPも上がりうるという話
になりますね。
加藤 そうですね。
池田 いろいろな疾患が隠れている
ということで、γGTPが高い人を先生

見つつ、いい落としどころに持ってい
くのですね。
加藤 もう一つは、患者さん自身の
モチベーションですね。患者さん自身
に、医師など人からいわれてやるより、
自分はここに持っていこうという意思
を持たせる。そういった面接技法も必
要かと考えて、指導を行っています。

それともう一つ難しいのは、脂肪肝
の場合はあまりクリアに境界線が引け
ないということがありまして、AST、
ALT、γGTPが30や40でも脂肪肝があ
る人がいる。基準値の中でも、ある程
度高値の人は心疾患とか脳疾患の予後
に影響することがいわれてきています。
ですから、基準値内だから安全という

いるということです。
池田 そういう目で見ますと、この
値だけに頼っていてもだめだというこ
とですね。
加藤 そうなのです。
池田 もう一つの質問は、γGTPを
下げる必要があるのかという質問なの
ですけれども、もちろんお酒に原因が
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大きくなるなど、そして膵臓にも気を

が診られる場合、どのように検査を進
めていかれるのでしょうか。
加藤 そういった人には、血圧のチ

池田 検査でいろいろなものが見つ
かれば、それでいいと思うのですけれ
ども、中にはγGTPは高いのだけれど

ことでもないのです。
池田 それはまた難しいですね。
加藤 そうなのです。

つけます。それ以外に最近はいわゆる
メタボリックシンドロームのような状
況のときに、γGTPが上がってくると

ェックや、あるいは動脈の分厚さを測
ったりしながら動脈硬化が起きていな
いかどうか、そういったことを気にす

も、検査されて、特に引っかからない
ような方も多分いらっしゃると思うの
です。こういった方はどのようなスケ

池田 逆に言いますと、γGTPが正
常であっても脂肪肝の可能性はあると
思って見ていかなければいけないので

いったことがあちこちで言われてきま
した。糖尿病や高血圧、あるいは心臓
病とγGTPの関係も随分言われていま
す。
池田 γGTPそのものではなくて、

ることが必要かと思っています。
ここで興味深いのは、メタボリック
シンドロームは最終的に心疾患や脳疾
患で亡くなりますが、実は適量のアル
コールはむしろ心疾患や脳血管疾患を

ジュールでフォローアップするのでし
ょうか。
加藤 γGTPが今回初めて高くなっ
たという人の場合は、ちょっと慎重に
見たいと考えています。ですから、２

すね。
加藤 そうですね。太った人とか、
あまり運動をしていない人であれば、
食事を注意したり、あるいは運動を指
導したり、そういったことで体重を減

その背景にあるような状態がメタボリ
ックシンドローム、あるいは脳血管、

抑制するというデータもあることです。
アルコールにして20g/日、または30g/日

カ月とか３カ月後にもう一回再検して
みて、それに動きがないかどうか。そ

らすことが一番大事かと考えています。
池田 確かにBMIが高いという方で

心血管、それからがんや糖尿病とも関
係があるということですね。
加藤 はい。
池田 もう一つ、脂肪肝でも上がる
のでしょうか。

程度までであればむしろメタボリック
シンドロームにとってもよいとか、あ
るいは糖尿病に関しても適量の飲酒で
あれば発症を抑制する、そういったデ
ータもあるのです。そういった意味で

ういったことを見ますが、身体検査で
毎年γGTPはある程度の高さで安定し
ている人であれば、１年ごとのチェッ
クで十分ではないかと考えます。
池田 いわゆる正常値は正常値であ

も、検査値が何も異常がないという人
がいらっしゃいますね。そういう場合
は、超音波などを使って脂肪肝を見る
のですね。
加藤 そうです。今、全国の人間ド

加藤 脂肪肝でもちろんγGTPは上
がってきます。脂肪肝は大きく分けて
アルコール性と非アルコール性になり

は、飲酒の指導では「全くやめなさい」
というだけではなく、メタボリックシ
ンドロームの人には運動や食事指導を

って、それを逸脱する方は必ずいらっ
しゃるわけですね。
加藤 そうですね。基準値というの

ックの調査では、だいたい成人男性は
1/3が脂肪肝と報告されています。と
ても高い比率なのです。それは超音波

ますが、非アルコール性は、私はよく
メタボリックシンドロームが肝臓に現
れたのがNAFLDだといっています。
非アルコール性の脂肪肝はメタボリッ

うまくして体重を減らしながら、適量
の飲酒に持っていく。それが一番望ま
しい方法ではないかと考えています。
池田 それで先ほどのγGTPの値を

は95％の範囲で決められますから、全
く健康に問題がない人でも、５％はそ
れよりちょっと上にずれていることが
あります。

で引っかかった脂肪肝で、AST、ALT
が高いのはもう少し低めです。つまり、
AST、ALTが基準値内であっても、超
音波で脂肪肝が見つかる人がけっこう

クシンドロームの現れであると解釈す
ればよいかと思っています。
池田 メタボリックシンドロームの
場合は、γGTPも上がりうるという話
になりますね。
加藤 そうですね。
池田 いろいろな疾患が隠れている
ということで、γGTPが高い人を先生

見つつ、いい落としどころに持ってい
くのですね。
加藤 もう一つは、患者さん自身の
モチベーションですね。患者さん自身
に、医師など人からいわれてやるより、
自分はここに持っていこうという意思
を持たせる。そういった面接技法も必
要かと考えて、指導を行っています。

それともう一つ難しいのは、脂肪肝
の場合はあまりクリアに境界線が引け
ないということがありまして、AST、
ALT、γGTPが30や40でも脂肪肝があ
る人がいる。基準値の中でも、ある程
度高値の人は心疾患とか脳疾患の予後
に影響することがいわれてきています。
ですから、基準値内だから安全という

いるということです。
池田 そういう目で見ますと、この
値だけに頼っていてもだめだというこ
とですね。
加藤 そうなのです。
池田 もう一つの質問は、γGTPを
下げる必要があるのかという質問なの
ですけれども、もちろんお酒に原因が
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あるのでしたら断酒とか、あるいは脂
肪肝があれば運動や食事療法だと思う
のですけれども、薬物的に抑える必要

池田 薬は２番目ということですね。
加藤 はい。ただし、薬をのむこと
がどうしても好きな患者さんもいます

はあるのでしょうか。
加藤 薬物でといいますと、おそら
くウルソという薬を使えばγGTPは確

し、もう一つは、薬を出していると次
の外来に来るけれども、薬を出してな
いと来ない患者さんもいます。そうい

実に下がってくることが多いです。た
だし、それで下げても、ある時点でや
めれば、また元に戻ってしまうことか
ら、私自身は軽度のγGTP高値であれ
ばあまり経口薬は使わないで、むしろ

った意味では今度外来にどのくらいの
確率で来られる人か、そういったこと
も見ながら、薬を出して「薬はきちん
とのまなければだめだよ」と指導する
こともあります。

生活指導を主体に考えて、それでどこ
まで下がるか、そういったかたちで診

池田 γGTPの検査値も、薬も含め
て、なるべくリピートさせることです

ることが多いです。
池田 そういう意味では、原因を見
つけて、それに対処するのが一番とい
うことですね。
加藤 そうですね。

ね。
加藤 そうです。リピートが一番大
事かと考えています。
池田 どうもありがとうございまし
た。
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肩関節痛

東京女子医科大学東医療センター整形外科准教授

神

戸

（聞き手

克

明

池脇克則）

肩関節痛を訴える女性（50〜60代）に右肩関節の変形（上腕骨骨頭の変形）、
扁平化、肩甲骨の変形（関節窩の変形）を認める方がいます。その原因と治療
法についてご教示ください。
＜福岡県開業医＞

池脇 最近は、脊柱管狭窄症の質問
が整形外科的にも多いのですが、肩と

事量は、けっこうなものですよね。力
を入れれば、それだけ負担もかかる。

いうのは、私自身、初めての質問で、
肩関節のことを調べてみたら、ある意
味驚きました。肩関節は、非常に複雑
というか、巧妙な構造をしているのが
改めてわかりました。

肩が痛いというのは確かに多いように
思いますが。
神戸 私は、東京女子医大で治療し
ていますけれども、最近では肩の痛み
を伴う糖尿病の患者さんが多くて、特

神戸 肩関節は、股関節や膝関節と
は違って、荷重のかからない関節であ

に両肩が痛いという方がいます。男性
ですと、肩が痛いというので来て調べ

り、しかも球関節で、あらゆる方向に
動くことから逆に傷めやすいとか、あ
るいは気がつかないうちに骨が変形し
てくるとか、そういったところも潜ん
でいるので、注意して見ないといけな
い関節だと思います。

ると、３割近くも糖尿病があることが
わかってきましたので、内科的疾患も
見ていかなければならないと思います。
池脇 私も内科医として糖尿病の患
者さんはけっこう診ていますが、見逃
しているような気がして、ちょっと心

池脇 重力がかからないという意味
では、脊椎に比べると負荷は少ないか
もしれませんが、何しろ使う頻度、仕

配になりました。これは糖尿病による
血流障害で起こるのでしょうか。
神戸 糖尿病だけではなくて、心臓
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