
帝京大学内科学講座教授
田　中　　篤

（聞き手　池脇克則）

　原発性胆汁性胆管炎についてご教示ください。
　病態、診断、治療、予後、アップデートについて、特に診断においてはプラ
イマリケアでの簡便的な方法もご教示ください。

＜青森県開業医＞

原発性胆汁性胆管炎

　池脇　原発性胆汁性胆管炎に関して
の質問ですが、私は原発性胆汁性肝硬
変という名前になじみがあるのですが、
数年前に国内外で名前が変わったと聞
いています。その背景は何なのでしょ
うか。
　田中　そもそもこの病気が見つかっ
たのは1940年代で、もう70年ぐらい前
なのです。当時は診断技術もまだまだ
ありませんでしたし、治療法もなかっ
たので、この病気が見つかる方は本当
の肝硬変、かなり進行して、例えば黄
疸が出て、おなかに水がたまってとい
う方が大半だったため、原発性胆汁性
肝硬変という名前がついたのです。そ
の後、診断方法がかなり進歩して、治
療法もよくなってきましたので、この
病気の中でも実際に肝硬変まで進行し

ている方は全体の１割もいらっしゃら
ない。大半の方が肝硬変までいかない
比較的軽度という状態になり、少し実
際の病状と名前が合わないという問題
がありました。これは日本だけではな
くて、世界中同じ状況でしたので、４
年前ぐらいにヨーロッパの学会でその
話題が提案され、全員が一致して 
「名前を変えましょう」ということに
なり、日本では２年前に、原発性胆汁
性胆管炎と名前を変更しました。
　池脇　PBCそのものは変わらないで
すが、いわゆるこの病気の終末像の、
肝硬変までいかない病気になったとい
う意味では、肝硬変という名前で宣告
されるよりは、患者さんにとってもだ
いぶいいですね。
　田中　そうですね。実際、肝硬変と

いう病名がついてしまうと、社会的に、
あるいは日常生活の中で様々なかたち
で差別をされたり、不当な取り扱いを
受けるような話もうかがいましたので、
そういう意味でもよかったと思ってい
ます。
　池脇　質問は、この病気に関しての
病態、診断からということです。まず
病態、病変は胆管にあるというところ
ぐらいまでは私もわかるのですが、ど
ういう病気なのでしょう。
　田中　肝臓の中には胆管、胆汁を通
す管が縦横無尽に走っていますが、そ
の胆管、ことに非常に細かい、顕微鏡
でないと見えないような小型の胆管が
障害されることが特徴です。いわゆる
自己免疫疾患だと我々は考えていて、
自己免疫によって胆管が壊れていく。
そのために胆汁の流れが滞り、胆管か
ら周囲の肝臓、肝細胞に向かって胆汁
がたまってしまって、肝臓が障害され
る。そういった病気です。
　池脇　これは診断ともつながります
が、自己抗体としては抗ミトコンドリ
ア抗体、特にM２というのが比較的こ
の疾患特異的に出てくる異常というこ
とでしょうか。
　田中　おっしゃるとおりです。特徴
としては、患者さんはそういうかたち
でかなり早い段階で診断ができるので、
あまり症状がないままで、例えば健康
診断や人間ドックで肝機能障害を指摘
されて、我々のところに紹介されてく

る。そのときに抗ミトコンドリア抗体
を測って、陽性であれば、この病気で
はないかと疑って診断をするという流
れになっています。
　池脇　胆管が破壊されていく詳細は
まだはっきりしていないと聞いている
のですが、自己抗体が胆管のある特定
の抗原を攻撃してそういう変化が起こ
るという考えでよいのですか。
　田中　そのあたり、まだ正確なメカ
ニズムはわかっていないのですが、抗
ミトコンドリア抗体、名前のとおりミ
トコンドリアに存在する蛋白質、ある
特定の蛋白質を認識する抗体です。ミ
トコンドリアは胆管だけにあるのでは
なく、体中のあちこちの細胞にあるの
で、この抗体がどうして胆管だけを障
害する病気とつながるのかはまだきち
んとわかっていない状態です。
　池脇　ミトコンドリア抗体のことが
ちょっと気になるのは、例えばSLEの
二重鎖DNA抗体のような感じで、こ
の抗体価が高いと疾患活動性が高いと
か、どうでしょうか。
　田中　我々は抗体価の高い低いと疾
患の活動性は関係ないだろうと考えて
います。
　池脇　日本にどのくらい患者さんが
いらっしゃるのですか。
　田中　ちょうど昨年、我々、厚生労
働省の研究班で患者さんの数を推定し
ました。今日本で３万7,000人ぐらいと
考えていて、実は15年前の2004年に、
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　病態、診断、治療、予後、アップデートについて、特に診断においてはプラ
イマリケアでの簡便的な方法もご教示ください。

＜青森県開業医＞

原発性胆汁性胆管炎

　池脇　原発性胆汁性胆管炎に関して
の質問ですが、私は原発性胆汁性肝硬
変という名前になじみがあるのですが、
数年前に国内外で名前が変わったと聞
いています。その背景は何なのでしょ
うか。
　田中　そもそもこの病気が見つかっ
たのは1940年代で、もう70年ぐらい前
なのです。当時は診断技術もまだまだ
ありませんでしたし、治療法もなかっ
たので、この病気が見つかる方は本当
の肝硬変、かなり進行して、例えば黄
疸が出て、おなかに水がたまってとい
う方が大半だったため、原発性胆汁性
肝硬変という名前がついたのです。そ
の後、診断方法がかなり進歩して、治
療法もよくなってきましたので、この
病気の中でも実際に肝硬変まで進行し

ている方は全体の１割もいらっしゃら
ない。大半の方が肝硬変までいかない
比較的軽度という状態になり、少し実
際の病状と名前が合わないという問題
がありました。これは日本だけではな
くて、世界中同じ状況でしたので、４
年前ぐらいにヨーロッパの学会でその
話題が提案され、全員が一致して 
「名前を変えましょう」ということに
なり、日本では２年前に、原発性胆汁
性胆管炎と名前を変更しました。
　池脇　PBCそのものは変わらないで
すが、いわゆるこの病気の終末像の、
肝硬変までいかない病気になったとい
う意味では、肝硬変という名前で宣告
されるよりは、患者さんにとってもだ
いぶいいですね。
　田中　そうですね。実際、肝硬変と

いう病名がついてしまうと、社会的に、
あるいは日常生活の中で様々なかたち
で差別をされたり、不当な取り扱いを
受けるような話もうかがいましたので、
そういう意味でもよかったと思ってい
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　池脇　質問は、この病気に関しての
病態、診断からということです。まず
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ぐらいまでは私もわかるのですが、ど
ういう病気なのでしょう。
　田中　肝臓の中には胆管、胆汁を通
す管が縦横無尽に走っていますが、そ
の胆管、ことに非常に細かい、顕微鏡
でないと見えないような小型の胆管が
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自己免疫疾患だと我々は考えていて、
自己免疫によって胆管が壊れていく。
そのために胆汁の流れが滞り、胆管か
ら周囲の肝臓、肝細胞に向かって胆汁
がたまってしまって、肝臓が障害され
る。そういった病気です。
　池脇　これは診断ともつながります
が、自己抗体としては抗ミトコンドリ
ア抗体、特にM２というのが比較的こ
の疾患特異的に出てくる異常というこ
とでしょうか。
　田中　おっしゃるとおりです。特徴
としては、患者さんはそういうかたち
でかなり早い段階で診断ができるので、
あまり症状がないままで、例えば健康
診断や人間ドックで肝機能障害を指摘
されて、我々のところに紹介されてく

る。そのときに抗ミトコンドリア抗体
を測って、陽性であれば、この病気で
はないかと疑って診断をするという流
れになっています。
　池脇　胆管が破壊されていく詳細は
まだはっきりしていないと聞いている
のですが、自己抗体が胆管のある特定
の抗原を攻撃してそういう変化が起こ
るという考えでよいのですか。
　田中　そのあたり、まだ正確なメカ
ニズムはわかっていないのですが、抗
ミトコンドリア抗体、名前のとおりミ
トコンドリアに存在する蛋白質、ある
特定の蛋白質を認識する抗体です。ミ
トコンドリアは胆管だけにあるのでは
なく、体中のあちこちの細胞にあるの
で、この抗体がどうして胆管だけを障
害する病気とつながるのかはまだきち
んとわかっていない状態です。
　池脇　ミトコンドリア抗体のことが
ちょっと気になるのは、例えばSLEの
二重鎖DNA抗体のような感じで、こ
の抗体価が高いと疾患活動性が高いと
か、どうでしょうか。
　田中　我々は抗体価の高い低いと疾
患の活動性は関係ないだろうと考えて
います。
　池脇　日本にどのくらい患者さんが
いらっしゃるのですか。
　田中　ちょうど昨年、我々、厚生労
働省の研究班で患者さんの数を推定し
ました。今日本で３万7,000人ぐらいと
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同じ調査をしたときに比べて３倍ぐら
いに増えています。患者さんが実際に
増えているのか、それとも診断法ある
いは認識が高まったのかという議論に
なるのですが、ほかの同様な疾患の自
己免疫疾患もかなり最近増えてきてい
るので、おそらく実際に患者さんの数
が増えてきているのだろうと思ってい
ます。
　池脇　自己抗体を測ることによって
早期に診断できるということですが、
自己抗体以外の異常値も出てくるので
すね。
　田中　そうですね。胆管の障害を反
映して血液検査の中のアルカリホスフ
ァターゼ（ALP）、γGTPといった胆
管系酵素と我々は呼んでいますが、そ
ういったものが上がってくるのが特徴
です。
　池脇　検査に関してはそういった異
常が出てくる可能性があって、いきな
り肝硬変の方は多分いらっしゃらない
と思うのですが、患者さん自身はどの
ような症状で発症することが多いので
しょう。
　田中　多くの方は何も症状がないの
ですが、中には、よくよくうかがって
みると、体のかゆみを訴える方がけっ
こういらっしゃいます。
　池脇　黄疸でかゆいのだったらわか
るのですが、黄疸の前からかゆくなる
のでしょうか。
　田中　これも詳細はわかっていませ

んが、胆汁の流れが悪くなって、胆汁
が肝臓あるいは全身に少し漏れ出すよ
うな病気ですので、胆汁の中に何らか
のかゆみを起こす物質があるのだろう。
それが全身に回って、かゆみが出るの
だろうと考えています。
　池脇　症状がある症候性と症状がな
い無症候性、２つに分けられるという
ことでしょうか。
　田中　そうですね。そのように簡単
に分けていただくと理解しやすいかと
思います。
　池脇　先生が先ほどおっしゃった３ 
万7,000人は、どのくらいの割合なので
しょうか。
　田中　どうやって症候、症状をとら
えるかにもよるのですが、だいたい症
候性、何らかの症状がある方が、おそ
らく１～２割ぐらい。ただ、どこから
先をかゆみがあるととらえるか、なか
なか難しいのですが、少し広めにとら
えてかゆみがある方も含めると、３割
ぐらいが症候性の方だと思います。
　池脇　むしろ無症候性の方のほうが
多いのですね。
　田中　そうですね。
　池脇　治療ですが、どういった治療
薬でしょうか。
　田中　ウルソデオキシコール酸とい
う薬が比較的よく効く病気です。ご年
配の方はよくご存じだと思うのですが、
ウルソデオキシコール酸はもともと熊
胆（ゆうたん）といって、富山の薬売

りの方が売って回った漢方薬ですが、
熊胆の中の有効成分がウルソデオキシ
コール酸なのです。ウルソというのは
もともとポルトガル語で「熊」という
言葉なのですが、熊の胆汁の中の肝臓
に効く成分を抽出して使っているのが
ウルソデオキシコール酸で、これが非
常によく効く薬です。
　池脇　これがいわゆる第一選択薬な
のですか。
　田中　そうです。
　池脇　中性脂肪が高いときに使うフ
ィブラートの薬、これも使われている
と聞きますが。
　田中　ウルソデオキシコール酸だけ
では十分に血液検査の結果がよくなら
ない場合に、我々日本の医師は、だい
たい20年以上前からベザフィブラート
という薬をよく使っていて、その薬を
使うと確かに数字がかなり下がること
がわかっています。ただ、ベザフィブ
ラートは原発性胆汁性胆管炎に対して
保険適用がありませんので、実際には
高脂血症という病名で使われることが
多いです。
　池脇　かゆみが自覚症状としては多
いということで、どうやって管理され
るのですか。
　田中　通常は、いわゆる抗ヒスタミ
ン薬のようなものをよく使いますが、
これも数年前に、この病気を含めた慢
性肝疾患のかゆみに対して適用を取っ
た薬がありますので、その薬を使うこ

とが多いです。あとは、今この病気の
かゆみに対して治験をやっていて、今
後、新しい薬が出てくる可能性もある
かと思います。
　池脇　ちょっと戻りますが、ウルソ
デオキシコール酸、あるいはベザフィ
ブラート、これはもちろん症候性の
PBCの方は使うにしても、無症候性の
方にも使うのでしょうか。
　田中　どういう方に対して薬を使う
べきかは少し議論もあるのですが、原
則としてこの病気は治療しなければ、
徐々に進行していく可能性が高いので、
症状がなくても、血液検査、ALPやγ
GTPに異常があれば、我々は薬を出し
て数字を下げるということをしていま
す。無症候性の段階からそうしていま
す。
　池脇　最後に、プライマリケアのレ
ベルでどうやってこの疾患を診断とい
うか、治療のきっかけをつくるかです
が、このあたりはどうでしょうか。
　田中　先ほど申し上げましたように、
最近患者数が増えていますので、それ
ほどまれではない病気になってきてい
ます。プライマリケアの先生方にお願
いしたいのは、とにかく肝機能障害、
AST、ALTといったトランスアミナー
ゼ、あるいはALP、γGTPが異常を示
すことがけっこうあるかと思うので、
その場合に一度は抗ミトコンドリア抗
体を測っていただきたい。ことに、γ
GTPが高い方だと、しばしばアルコー
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同じ調査をしたときに比べて３倍ぐら
いに増えています。患者さんが実際に
増えているのか、それとも診断法ある
いは認識が高まったのかという議論に
なるのですが、ほかの同様な疾患の自
己免疫疾患もかなり最近増えてきてい
るので、おそらく実際に患者さんの数
が増えてきているのだろうと思ってい
ます。
　池脇　自己抗体を測ることによって
早期に診断できるということですが、
自己抗体以外の異常値も出てくるので
すね。
　田中　そうですね。胆管の障害を反
映して血液検査の中のアルカリホスフ
ァターゼ（ALP）、γGTPといった胆
管系酵素と我々は呼んでいますが、そ
ういったものが上がってくるのが特徴
です。
　池脇　検査に関してはそういった異
常が出てくる可能性があって、いきな
り肝硬変の方は多分いらっしゃらない
と思うのですが、患者さん自身はどの
ような症状で発症することが多いので
しょう。
　田中　多くの方は何も症状がないの
ですが、中には、よくよくうかがって
みると、体のかゆみを訴える方がけっ
こういらっしゃいます。
　池脇　黄疸でかゆいのだったらわか
るのですが、黄疸の前からかゆくなる
のでしょうか。
　田中　これも詳細はわかっていませ

んが、胆汁の流れが悪くなって、胆汁
が肝臓あるいは全身に少し漏れ出すよ
うな病気ですので、胆汁の中に何らか
のかゆみを起こす物質があるのだろう。
それが全身に回って、かゆみが出るの
だろうと考えています。
　池脇　症状がある症候性と症状がな
い無症候性、２つに分けられるという
ことでしょうか。
　田中　そうですね。そのように簡単
に分けていただくと理解しやすいかと
思います。
　池脇　先生が先ほどおっしゃった３ 
万7,000人は、どのくらいの割合なので
しょうか。
　田中　どうやって症候、症状をとら
えるかにもよるのですが、だいたい症
候性、何らかの症状がある方が、おそ
らく１～２割ぐらい。ただ、どこから
先をかゆみがあるととらえるか、なか
なか難しいのですが、少し広めにとら
えてかゆみがある方も含めると、３割
ぐらいが症候性の方だと思います。
　池脇　むしろ無症候性の方のほうが
多いのですね。
　田中　そうですね。
　池脇　治療ですが、どういった治療
薬でしょうか。
　田中　ウルソデオキシコール酸とい
う薬が比較的よく効く病気です。ご年
配の方はよくご存じだと思うのですが、
ウルソデオキシコール酸はもともと熊
胆（ゆうたん）といって、富山の薬売

りの方が売って回った漢方薬ですが、
熊胆の中の有効成分がウルソデオキシ
コール酸なのです。ウルソというのは
もともとポルトガル語で「熊」という
言葉なのですが、熊の胆汁の中の肝臓
に効く成分を抽出して使っているのが
ウルソデオキシコール酸で、これが非
常によく効く薬です。
　池脇　これがいわゆる第一選択薬な
のですか。
　田中　そうです。
　池脇　中性脂肪が高いときに使うフ
ィブラートの薬、これも使われている
と聞きますが。
　田中　ウルソデオキシコール酸だけ
では十分に血液検査の結果がよくなら
ない場合に、我々日本の医師は、だい
たい20年以上前からベザフィブラート
という薬をよく使っていて、その薬を
使うと確かに数字がかなり下がること
がわかっています。ただ、ベザフィブ
ラートは原発性胆汁性胆管炎に対して
保険適用がありませんので、実際には
高脂血症という病名で使われることが
多いです。
　池脇　かゆみが自覚症状としては多
いということで、どうやって管理され
るのですか。
　田中　通常は、いわゆる抗ヒスタミ
ン薬のようなものをよく使いますが、
これも数年前に、この病気を含めた慢
性肝疾患のかゆみに対して適用を取っ
た薬がありますので、その薬を使うこ

とが多いです。あとは、今この病気の
かゆみに対して治験をやっていて、今
後、新しい薬が出てくる可能性もある
かと思います。
　池脇　ちょっと戻りますが、ウルソ
デオキシコール酸、あるいはベザフィ
ブラート、これはもちろん症候性の
PBCの方は使うにしても、無症候性の
方にも使うのでしょうか。
　田中　どういう方に対して薬を使う
べきかは少し議論もあるのですが、原
則としてこの病気は治療しなければ、
徐々に進行していく可能性が高いので、
症状がなくても、血液検査、ALPやγ
GTPに異常があれば、我々は薬を出し
て数字を下げるということをしていま
す。無症候性の段階からそうしていま
す。
　池脇　最後に、プライマリケアのレ
ベルでどうやってこの疾患を診断とい
うか、治療のきっかけをつくるかです
が、このあたりはどうでしょうか。
　田中　先ほど申し上げましたように、
最近患者数が増えていますので、それ
ほどまれではない病気になってきてい
ます。プライマリケアの先生方にお願
いしたいのは、とにかく肝機能障害、
AST、ALTといったトランスアミナー
ゼ、あるいはALP、γGTPが異常を示
すことがけっこうあるかと思うので、
その場合に一度は抗ミトコンドリア抗
体を測っていただきたい。ことに、γ
GTPが高い方だと、しばしばアルコー
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ルが原因だろうと考えがちなのですが、
そういう方の中にもこの病気の方が隠
れていることがあります。ALPあるい
はγGTPが高い方を見たときには、一
度でいいですから、抗ミトコンドリア
抗体を測っていただいて、陰性であれ
ばよいのですが、陽性の場合には専門
医のところに紹介いただくことが大事

かと思っています。
　池脇　肝障害のときに、B型、C型
のウイルス肝炎を否定するのと同じよ
うな感じで、一度は測ってくださいと
いうことですね。
　田中　そのとおりです。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

聖マリアンナ医科大学脳神経内科教授
長谷川　泰　弘

（聞き手　池脇克則）

　高齢者における新規抗てんかん薬への切り替え方法と注意点についてご教示
ください。
　高齢者エピレプシーとして平成20年３月よりテグレトール100㎎×２T、分
２を現在まで服用中の83歳の女性です。脳血管障害の疑いで病院神経内科対診
中に約２分間意識障害あり、開眼しているのに指示が入らず、倒れることもな
く、精神運動発作の可能性ありと診断されました。また、ご主人の問診で、時々
記憶が飛ぶとのことでした。脳波検査で、前頭葉、頭頂葉に左側優位の鋭波を
認め、局在関連てんかんとされ、テグレトールを処方されました。以後は、か
かりつけ医の当方で処方しています。新規抗てんかん薬（例えばレベチラセタ
ムやラモトリギン）がよりよいとのお話ですが、具体的な切り替え方法や注意
点を教えてください（なお、病院医師は交替。現在、専門医への対診をおすす
めしていますが、ご主人が介護しており、受診できないと言われています）。

＜京都府開業医＞

高齢者における新規抗てんかん薬への切り替え方法と注意点

　池脇　てんかんの質問をいただくこ
とはそんなにはないのですが、今回は
非常に詳細な質問をいただきました。
加齢に伴っててんかんの有病率が上が
ると、今の高齢社会では、当然高齢の
てんかん患者さんは増えていると考え
てよいですか。
　長谷川　発症率ということから言い
ますと、年齢とともに増えるのではな

いのです。まず３歳以下の乳幼児、そ
れから60歳を超えてくるとだんだん増
えてくるという二峰性です。日本は世
界に例のないほどの高齢化が進んでい
ますから、有病率という点ではどんど
ん高齢者のてんかんが増えていること
になります。
　池脇　てんかんというと、素人的な
言い方ですが、全身的にばたばたする
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