
RAS系阻害薬で始めて、そこで不十分
な場合、第２あるいは第３の薬として
このMR拮抗薬を考えてもいいのでし
ょうか。
　名越　考えてよいかと思います。当
然サイアザイドなども入ってくるので
すが、特に先ほどからお話ししていま
すように、心血管疾患など心臓の病気
が合併している場合には、より積極的
にMR拮抗薬の投与を考慮すべきです
し、次世代のMR拮抗薬は副作用も少
なくなることが期待されていますので、
積極的に投与を考えるべきではないか
と思っています。
　池脇　注意点としては、アルドステ

ロンを介するとなると、カリウムが貯
留することから、カリウムはこまめに
モニターしたほうがいいのでしょうか。
　名越　そうです。特に投与開始時期
に関しては、基本的には数週間単位で
血液中のカリウム濃度を調べるほうが
安全かと思っています。
　池脇　この薬は心血管合併例の高血
圧はもちろんですけれども、低レニン
性の高血圧、おそらく循環血液量が多
いタイプの高血圧の方に比較的よく効
くという理解でよろしいのでしょうか。
　名越　おっしゃるとおりだと考えま
す。
　池脇　ありがとうございました。

横浜市立大学肝胆膵消化器病学准教授
米　田　正　人

（聞き手　池脇克則）

　肝臓の線維化に関する最近の知見についてご教示ください。
　近年、非アルコール性脂肪性肝疾患の線維化進行による肝硬変が注目されて
います。確定診断は肝生検による組織診と言われていますが、一般には極めて
困難です。画像診断での注意点、ルーチン検血の結果やそれを用いたFIB４イ
ンデックス、また血中マーカー等、ご教示ください。最近、フィブロスキャン
が用いられていますが、テレビの健康番組で脂肪肝の程度が判定できるとの報
告がありました。
 ＜大阪府開業医＞

肝臓の線維化に関する最近の知見

　池脇　肝臓の線維化というと、いわ
ゆる肝硬変ということで、私は、肝硬
変になるのはB型・C型肝炎、あるい
は大酒家で、通常の脂肪肝はそこまで
いかないと思っていましたが、最近は
脂肪肝からNASH、さらに肝硬変とい
うpath wayも、無視できないというこ
となのでしょうか。
　米田　B型肝炎、C型肝炎は減少傾
向にあると思います。その中で脂肪肝、
特にお酒を飲まない方の脂肪肝を非ア
ルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）
といいますが、全人口で見ても25％強、
日本でも28％の人がこのNAFLDだと

いわれています。
　池脇　そのNAFLDからNASHに進
行する割合は、何％ぐらいでしょうか。
　米田　NAFLDとは、お酒を飲まな
い方に起こる脂肪肝の総称です。その
中で、おそらく遺伝的な疾患も含めて、
全体の約10～20％が非アルコール性の
脂肪肝炎、すなわち肝臓の脂肪肝だけ
ではなく炎症や線維化などを伴い、最
終的には肝硬変に進展しうるNASHに
進行するといわれています。
　池脇　そうすると、それは何％とい
うよりも、NASHは転帰によっては肝
硬変に進んでしまうということですね。
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　米田　はい。NASHの患者さんは約
10年間で２割ぐらいの方が肝硬変に進
行してしまうといわれています。
　池脇　たしかNASHはファーストヒ
ットとセカンドヒットといいますよね。
ファーストというのは多分遺伝も含め
た素因だろうと思いますが、そのあた
り、整理していただけますか。
　米田　初めにNASHが注目されたと
きには、まず運動不足とか、糖尿病な
どの生活習慣病などを含めて、肝臓に
良性の脂肪肝が起こる。その脂肪肝の
患者さんに、酸化ストレスや、腸内細
菌からのエンドトキシンを含めて炎症、

線維化が合併して、セカンドヒットと
して肝炎を合併する。脂肪肝と肝炎を
合併して脂肪肝炎、NASHになると言
われていました。ただ、最近は段階を
経てというよりは、体の中の遺伝や生
活習慣病、腸内細菌の関与など、いろ
いろなものによって脂肪肝と同時に炎
症も起こって、また炎症から脂肪肝も
起こるという、マルチプルパラレルヒ
ットと言われることが多くなってきて
います。
　池脇　脂肪肝がある時点から、将来、
NASH、あるいは肝硬変に進むかどう
かを早く知りたいという、それが今回

図２　昔と今のNASH患者確定診断までの流れ
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　米田　はい。NASHの患者さんは約
10年間で２割ぐらいの方が肝硬変に進
行してしまうといわれています。
　池脇　たしかNASHはファーストヒ
ットとセカンドヒットといいますよね。
ファーストというのは多分遺伝も含め
た素因だろうと思いますが、そのあた
り、整理していただけますか。
　米田　初めにNASHが注目されたと
きには、まず運動不足とか、糖尿病な
どの生活習慣病などを含めて、肝臓に
良性の脂肪肝が起こる。その脂肪肝の
患者さんに、酸化ストレスや、腸内細
菌からのエンドトキシンを含めて炎症、

線維化が合併して、セカンドヒットと
して肝炎を合併する。脂肪肝と肝炎を
合併して脂肪肝炎、NASHになると言
われていました。ただ、最近は段階を
経てというよりは、体の中の遺伝や生
活習慣病、腸内細菌の関与など、いろ
いろなものによって脂肪肝と同時に炎
症も起こって、また炎症から脂肪肝も
起こるという、マルチプルパラレルヒ
ットと言われることが多くなってきて
います。
　池脇　脂肪肝がある時点から、将来、
NASH、あるいは肝硬変に進むかどう
かを早く知りたいという、それが今回

図２　昔と今のNASH患者確定診断までの流れ
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変えて画像診断になると思います。フ
ィブロスキャンは画像診断のようです
が、どうでしょうか。
　米田　従来の超音波、CT、MRIは、
肝硬変にならないと、あまり特徴的な
画像は得られません。そこで、最近開
発されてきているのがエラストグラフ
ィーという方法で、これは体の外から
特定の衝撃波を与えて、肝臓の中に振
動波を生み出します。その振動波が肝
臓の中を伝わる速度を測ることによっ
て肝臓の硬さを測ることができる。エ
ラストグラフィーの中には、超音波を
用いて肝臓の中に伝わる振動波を測定
する方法とMRIを使ったMRエラスト
グラフィーの方法があり、肝臓の硬さ
を測定することができます。
　池脇　衝撃波を当てて、反射が返っ
てくる、硬いと早く返ってくるのでし
ょうか。
　米田　そうですね。はね返るという
よりは、肝臓の中を伝わる振動波の速
度が速くなります。肝臓の中を伝わる
波が速いと硬い、肝臓が軟らかいとゆ
っくり波が伝わるという評価方法です。
　池脇　画像診断と言いましたが、今
聞いたところでは、衝撃波を肝臓に与
えて、あるところでそれを検出する時
間を測る。とすると、これは画像では
ないのでしょうか。
　米田　フィブロスキャンは肝臓の硬
さを測るためだけに特化した装置にな
り、視覚的な画像は得られませんが、

ほかの超音波エラストグラフィーや
MRIを使うエラストグラフィーの中に
は肝臓の硬さを視覚化できるものがあ
ります。
　池脇　通常のMRIであればそういっ
たこともできるのでしょうか。
　米田　肝臓の硬さを測定できる専門
的な装置を持ったMRIは全国でまだ40
施設か50施設しかありません。
　池脇　どこでも行えるというわけで
はなく、まだ過渡期にあるのですね。
フィブロスキャンは通常の超音波の装
置に何か付随するのではなくて、専用
機なのでしょうか。
　米田　肝臓の線維化を測定する専用
の機器であり、全国でだいたい150～ 
160台が普及しているといわれていま
す。
　池脇　血中のマーカーに比べると、
こういった機器は普及途上ということ
ですね。
　米田　日本、アメリカ、ヨーロッパ
など世界中の脂肪肝の診療ガイドライ
ンでも、肝臓のエラストグラフィーの
利用が推奨されています。今後も肝臓
の診療をする際にはエラストグラフィ
ーで線維化の評価を行うことが重要だ
と考えられます。
　池脇　フィブロスキャンが脂肪肝の
判定に有用だとありますが、脂肪肝と
いうよりも線維化の指標ということで
すね。
　米田　フィブロスキャンというのは

の質問です。NASHで肝硬変になる。
しかし、確定診断は肝生検だけれども、
そういう侵襲的な検査を誰にでも、と
いうわけにはいきません。よって非侵
襲的なことで早い段階でチェックでき
ないかというと、大きく分けると画像
診断と血中のマーカーでしょうか。ま
ず血中のマーカーにはどんなものがあ
るのですか。
　米田　日常診療でよく使われるのは
血小板の数値です。血小板の数値は、
ウイルス性の肝炎の場合に10万/μLを
切ると肝硬変と考えられていました。
ただ、NASHやNAFLDの場合、だい
たい15万/μLを下回ると肝硬変のリス
クが増えてくるといわれています。ま
た、単一のマーカーではなくて、AST、
ALT、血小板と年齢、この４つを組み
合わせたFIB４インデックスというも
のがよく使われています。
　池脇　今回の質問にもFIB４インデ
ックスとはどういうものなのかとあり
ますが、これも線維化の指標になるの
ですね。
　米田　はい。
　池脇　同時にこれは脂肪肝の指標と
いってもいいのでしょうか。
　米田　この指標はあくまで線維化の
指標の因子を組み合わせたものです。
　池脇　古いのかもしれませんが、ヒ
アルロン酸やⅣ型コラーゲンも使われ
ているのでしょうか。
　米田　数十年前から使われているヒ

アルロン酸とⅣ型コラーゲン７Sは代
表的な線維化マーカーです。それから、
2015年に保険適用になりましたMac２
結合蛋白糖鎖修飾異性体、M2BPGiと
いわれている指標ですね。それから、
2018年から保険適用になったオートタ
キシンといわれているものがありま 
す。ヒアルロン酸とⅣ型コラーゲン、
M2BPGiとオートタキシン、この４つ
の線維化マーカーを活用することによ
って肝臓の線維化の指標とすることが
できます。
　池脇　日進月歩で線維化の血中マー
カーがあって、保険適用で使われるよ
うになったのですね。
　米田　はい。
　池脇　使い方は、何かを最初スクリ
ーニング的にやってみて、そこで異常
があればその次のマーカーをチェック
する、そういう感じなのでしょうか。
　米田　Ⅳ型コラーゲン７Sやヒアル
ロン酸の測定は、肝硬変の人に限定さ
れていました。ただ、M2BPGiやオー
トタキシンは、慢性肝炎の肝線維化診
断の評価として使われています。
　池脇　そうすると、早い段階で反応
するようなマーカーとも言えるのでし
ょうか。
　米田　おっしゃるとおりだと思いま
す。段階的に上がってくる指標だとい
われています。
　池脇　そういうもので、線維系があ
りそうだとなると、今度は少し見方を
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変えて画像診断になると思います。フ
ィブロスキャンは画像診断のようです
が、どうでしょうか。
　米田　従来の超音波、CT、MRIは、
肝硬変にならないと、あまり特徴的な
画像は得られません。そこで、最近開
発されてきているのがエラストグラフ
ィーという方法で、これは体の外から
特定の衝撃波を与えて、肝臓の中に振
動波を生み出します。その振動波が肝
臓の中を伝わる速度を測ることによっ
て肝臓の硬さを測ることができる。エ
ラストグラフィーの中には、超音波を
用いて肝臓の中に伝わる振動波を測定
する方法とMRIを使ったMRエラスト
グラフィーの方法があり、肝臓の硬さ
を測定することができます。
　池脇　衝撃波を当てて、反射が返っ
てくる、硬いと早く返ってくるのでし
ょうか。
　米田　そうですね。はね返るという
よりは、肝臓の中を伝わる振動波の速
度が速くなります。肝臓の中を伝わる
波が速いと硬い、肝臓が軟らかいとゆ
っくり波が伝わるという評価方法です。
　池脇　画像診断と言いましたが、今
聞いたところでは、衝撃波を肝臓に与
えて、あるところでそれを検出する時
間を測る。とすると、これは画像では
ないのでしょうか。
　米田　フィブロスキャンは肝臓の硬
さを測るためだけに特化した装置にな
り、視覚的な画像は得られませんが、

ほかの超音波エラストグラフィーや
MRIを使うエラストグラフィーの中に
は肝臓の硬さを視覚化できるものがあ
ります。
　池脇　通常のMRIであればそういっ
たこともできるのでしょうか。
　米田　肝臓の硬さを測定できる専門
的な装置を持ったMRIは全国でまだ40
施設か50施設しかありません。
　池脇　どこでも行えるというわけで
はなく、まだ過渡期にあるのですね。
フィブロスキャンは通常の超音波の装
置に何か付随するのではなくて、専用
機なのでしょうか。
　米田　肝臓の線維化を測定する専用
の機器であり、全国でだいたい150～ 
160台が普及しているといわれていま
す。
　池脇　血中のマーカーに比べると、
こういった機器は普及途上ということ
ですね。
　米田　日本、アメリカ、ヨーロッパ
など世界中の脂肪肝の診療ガイドライ
ンでも、肝臓のエラストグラフィーの
利用が推奨されています。今後も肝臓
の診療をする際にはエラストグラフィ
ーで線維化の評価を行うことが重要だ
と考えられます。
　池脇　フィブロスキャンが脂肪肝の
判定に有用だとありますが、脂肪肝と
いうよりも線維化の指標ということで
すね。
　米田　フィブロスキャンというのは

の質問です。NASHで肝硬変になる。
しかし、確定診断は肝生検だけれども、
そういう侵襲的な検査を誰にでも、と
いうわけにはいきません。よって非侵
襲的なことで早い段階でチェックでき
ないかというと、大きく分けると画像
診断と血中のマーカーでしょうか。ま
ず血中のマーカーにはどんなものがあ
るのですか。
　米田　日常診療でよく使われるのは
血小板の数値です。血小板の数値は、
ウイルス性の肝炎の場合に10万/μLを
切ると肝硬変と考えられていました。
ただ、NASHやNAFLDの場合、だい
たい15万/μLを下回ると肝硬変のリス
クが増えてくるといわれています。ま
た、単一のマーカーではなくて、AST、
ALT、血小板と年齢、この４つを組み
合わせたFIB４インデックスというも
のがよく使われています。
　池脇　今回の質問にもFIB４インデ
ックスとはどういうものなのかとあり
ますが、これも線維化の指標になるの
ですね。
　米田　はい。
　池脇　同時にこれは脂肪肝の指標と
いってもいいのでしょうか。
　米田　この指標はあくまで線維化の
指標の因子を組み合わせたものです。
　池脇　古いのかもしれませんが、ヒ
アルロン酸やⅣ型コラーゲンも使われ
ているのでしょうか。
　米田　数十年前から使われているヒ

アルロン酸とⅣ型コラーゲン７Sは代
表的な線維化マーカーです。それから、
2015年に保険適用になりましたMac２
結合蛋白糖鎖修飾異性体、M2BPGiと
いわれている指標ですね。それから、
2018年から保険適用になったオートタ
キシンといわれているものがありま 
す。ヒアルロン酸とⅣ型コラーゲン、
M2BPGiとオートタキシン、この４つ
の線維化マーカーを活用することによ
って肝臓の線維化の指標とすることが
できます。
　池脇　日進月歩で線維化の血中マー
カーがあって、保険適用で使われるよ
うになったのですね。
　米田　はい。
　池脇　使い方は、何かを最初スクリ
ーニング的にやってみて、そこで異常
があればその次のマーカーをチェック
する、そういう感じなのでしょうか。
　米田　Ⅳ型コラーゲン７Sやヒアル
ロン酸の測定は、肝硬変の人に限定さ
れていました。ただ、M2BPGiやオー
トタキシンは、慢性肝炎の肝線維化診
断の評価として使われています。
　池脇　そうすると、早い段階で反応
するようなマーカーとも言えるのでし
ょうか。
　米田　おっしゃるとおりだと思いま
す。段階的に上がってくる指標だとい
われています。
　池脇　そういうもので、線維系があ
りそうだとなると、今度は少し見方を
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当初、肝臓の硬さを測る装置として開
発されたのですが、肝臓の中に脂肪が
あると、衝撃波を発生させたときに肝
臓の脂肪によりだんだんと超音波がは
じかれて減衰していきます。その減衰
の程度を測ることで肝臓の中の脂肪の
量まで定量できるようになり、肝臓の

硬さを測るのと同時に、脂肪の量まで
定量できる装置となっています。
　池脇　脂肪肝も判定できるのですね。
　米田　脂肪の量と肝臓の硬さという、
NAFLDやNASHの診療に重要な因子
を同時に測定できる機械です。
　池脇　ありがとうございました。

国立循環器病研究センター研究所病態代謝部・脂質代謝研究室長
小　倉　正　恒

（聞き手　池脇克則）

　動脈硬化には、LDLコレステロールではなく、酸化LDLコレステロールが関
係しているとのことですが、LDLコレステロールは活性酸素によりすべて酸化
LDLコレステロールになるのでしょうか。また、ホモシステインと結合したLDL
コレステロールのみが酸化LDLコレステロールになるのでしょうか。ご教示く
ださい。
 ＜和歌山県開業医＞

動脈硬化と酸化LDLコレステロール

　池脇　今回は、酸化LDLコレステロ
ールということで、LDLの量ではなく
て、質についての質問です。なかなか
臨床のレベルで酸化LDLコレステロー
ルを評価するのは難しいように思うの
ですが、どうでしょう。
　小倉　家族性の方は、かなりLDLコ
レステロール値が高いので、その値を
とにかく下げるということで、指標と
して酸化LDLを使うことは実際はない
です。
　池脇　おそらくLDLが高ければ、そ
こから酸化変性するLDLも高いだろう。
すなわち、動脈硬化惹起性が高いだろ
う。おそらくはLDLコレステロールを
下げることで、酸化LDLコレステロー

ルも下げるという感じでしょうか。
　小倉　今のところそう考えています。
ただ、いわゆるsmall-dense LDLと言
われる小型で密度が高いLDLは確かに
酸化されやすいと報告されているので、
特に高中性脂肪血症を合併されている
ような患者さんでは注意して見ていま
す。
　池脇　質問の前半は、LDLコレステ
ロールは動脈硬化と関係なくて、酸化
LDLコレステロールこそが関係してい
る。疫学のデータは動脈硬化とLDLコ
レステロールは正の相関があるので、
そうなのかとも思いますが、マクロフ
ァージとの相性という意味ではこのと
おりなのでしょうか。
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