
という注射製剤です。これは１週間に
１回の注射なのですが、長期間治療を
受ける。48週が一応保険診療上認めら
れています。もう一つはのみ薬で核酸
アナログといわれる治療で、B型のウ
イルスが増えるのをぐっと抑えるよう
な薬です。これも患者さんの病態、あ
るいは年齢、状況に応じた使い方を肝
臓学会がガイドラインで示しています
ので、そのガイドラインに沿って現在
実臨床で使われている状況です。

　池脇　C型もB型も治療に関しては
明るい兆し、見通しになってきたとい
うことですね。
　考藤　はい。ただ、この患者さんの
ように、うまく自分の免疫で排除でき
ればいいと思うのですが、治療でs抗
原が陰性というところまではなかなか
到達できないというのが、現在B型肝
炎の診療上の残された課題だと思いま
す。
　池脇　ありがとうございました。

愛知医科大学メディカルクリニック教授
中　尾　春　壽

（聞き手　山内俊一）

　アルコール性肝障害になる方とアルコール性膵炎になる方は、遺伝子の違い
らしいと聞いたことがあります。現在、どの程度まで明らかになっているのか
ご教示ください。
 ＜福岡県開業医＞

アルコール性肝障害と膵炎の遺伝的背景

　山内　臨床現場にいると、確かにア
ルコール、大酒飲みの方で障害される
臓器はけっこう違うような印象も持っ
てはいるのですが、これは実際にある
話なのでしょうか。
　中尾　おっしゃるとおりだと思いま
す。実際には、肝硬変の人で慢性膵炎
を起こされる方がいらっしゃるのです
が、それほど我々一般の現場では多く
ないです。慢性膵炎の方も、膵臓が専
門の消化器内科医に確認しましたが、
慢性膵炎と肝硬変が合併している人は
少ないといわれています。
　山内　ということは、おのおのの臓
器に遺伝子なり何なりがかんでいると
見てよいのでしょうね。
　中尾　おっしゃるとおりだと思いま
す。

　山内　まず膵臓のあたりから簡単に
ご説明願えますか。
　中尾　膵臓においては、特に男性の
場合、アルコールの量は慢性膵炎の発
症リスクとして、非常に強い危険因子
であることは確かです。しかしながら、
大酒家でもごく一部しか慢性膵炎は発
症しません。報告によると約５％前後
であり、欧米においても同じような報
告が出ています。
　さらには、動物実験をしますと、ア
ルコールを単独で動物に投与しても膵
炎は起きないのです。そこに何かの変
化が加わることで膵炎発症の閾値が下
がって膵炎が発症します。例えばエタ
ノール、つまりアルコールをラットの
胃の中に直接入れても膵炎は起きませ
ん。もう一つの例として、一時的な膵
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るCLDN２遺伝子が、アルコール性膵
炎と関係していることも調べられてい
ます。これは人種差がなく、世界中で
確認されています。さらに最近の報告
では、それ以外にもPRSS２、CFTR、
キモトリプシンC（CTRC）、キモトリ
プシンB（CTRB）などの膵臓の消化
酵素やトリプシンの活性化、不活化に
かかわる遺伝子が関連のあることも報
告がありました。
　これらに加えて、2013年にはカルボ
キシペプチダーゼA１（CPA１）遺伝
子というものが若年性の非アルコール
性慢性膵炎でも明らかに高率だという
ことがわかりました。これはトリプシ
ンの活性化、不活化には全く関係なく
て、その変性した蛋白が本来は折り畳
まれるはずの高次構造をとれず、小胞
体ストレスによって膵炎を発症すると
いわれています。
　さらには、2020年の１月、東北大学
からの報告があり、日本とドイツ、フ
ランスの飲酒をしない若年性膵炎患者
を対象に、次世代シークエンサーを使
って解析したところ、カルシウムを選
択的に透過する膜蛋白であるカルシウ
ムチャンネルTRV６の変異が高頻度に
見つかりました。そこで、TRV６変異
マウスで実験したところ、やはり膵炎
が悪化することが見いだされ、カルシ
ウムチャンネルが膵炎に対する防御機
構で働いていることがわかりました。
今後、これらの遺伝子はアルコール性

膵炎でも検索されていくことと思いま
す。
　山内　さて、肝臓に移りますが、肝
臓はあらゆる臓器の中でも、腸から入
ってくる大量の物質をさばくフロント
の臓器になりますので、かなり雑多な
影響が入ってくるかと思います。この
あたりはいかがですか。
　中尾　おっしゃるとおりだと思いま
す。飲酒量（１日飲酒量・積算飲酒量）
と肝硬変には正の相関があることが疫
学的に証明されています。しかし、常
習飲酒家、大酒家の全員がなるわけで
はなくて、10～15％のみが肝硬変へと
進展します。
　アルコールの代謝は、皆様ご存じだ
と思いますが、エチルアルコール、ア
セトアルデヒド、酢酸、そして最終的
に水と二酸化炭素になっていくのです
が、それぞれの代謝に酵素がかかわっ
ています。アルコールからアセトアル
デヒドに変わるところには、アルコー
ル脱水素酵素（ADH）、ミクロソーム
エタノール酸化系（MEOS）が主とし
て作用します。ADHは幾つかの種類
がありますが、ADH1Bというものが
関連していて、この遺伝子多型がアル
コール代謝速度にかかわります。日本
では速く代謝される高活性型が多く、
遅いタイプの低活性型は７％と少ない
のですが、低活性型では40％遅い初期
反応と、17～18％遅いエタノール消失
速度が報告されており、アルコール依

管閉塞やセクレチンを外部刺激として
単独でラットに与えても、やはり膵炎
は起きません。ところが、両方の操作
を行うと膵炎を生じるのです。さらに
アルコールを飲ませたラットに、普通
は膵炎を誘発しないような少ない量の
コレシストキニンを投与しますと膵炎
が誘発されます。これらの結果から、
膵炎はエタノール単独ではなく、他の
要因が必要な何かがあるのだろう。そ
こには環境因子や遺伝的な素因がある
のではないかと以前より想定されてき
ました。
　山内　消化管酵素、消化管のいろい
ろなインクレチン系のホルモンなども
知られてきていますので、ブラックボ
ックス的なところがありますから、そ
のあたりの遺伝子が絡んでくるかなと
いうところでしょうね。
　中尾　1996年に遺伝性膵炎の原因遺
伝子が同定されました。それが実はカ
チオニックトリプシノーゲン遺伝子
（PRSS１）というものです。通常は膵
臓で作ったトリプシノーゲンが腸管に
出て、その後、腸内のプロテアーゼに
よって活性化されてトリプシンに変わ
っていきます。膵内で異所性に活性化
したトリプシンが膵の自己分解にかか
わるのですが、PRSS１変異によりト
リプシン不活性化が障害されます。そ
の結果、膵内での持続的なトリプシン
活性化となり膵炎を惹起します。
　さらに、トリプシンの異所性の活性

化に対する第１の防御因子としては、
トリプシンの作用を抑えて不活化す 
る膵分泌性トリプシンインヒビター
（PSTI）というものが存在するのです
が、その遺伝子（SPINK１）の異常が
若年発症の特発性慢性膵炎患者で高率
であることが2001年にわかりました。
そのため、アルコール性慢性膵炎にお
いてもこの遺伝子変異の影響があるの
かについて多くの研究が行われました。
その結果、SPINK１遺伝子はアルコー
ル性慢性膵炎で有意に高かったことも
証明されましたし、アルコール性慢性
膵炎患者は健常人に比してSPINK１遺
伝子変異は5.3倍の高頻度であることも
報告されています。
　山内　結局、膵臓は消化酵素を含む
消化液を出す。その場合、自分自身を
消化しかねないところがあると思いま
すので、非常に巧妙にそれをブロック
するシステムを持つ。このシステムが
破綻をきたすような遺伝子があるとい
うところですね。わかりやすいのです
が、ほかにも類似の機構はあるという
ことでよいでしょうか。
　中尾　おっしゃるとおりで、最近は
GWAS（ゲノムワイド解析）ができる
ようになって、同時にたくさんの遺伝
子を解析できるようになりました。そ
の中の一つに、これまでお話しした遺
伝子以外にも、tight junctionの蛋白、
つまり細胞をくっつけるための蛋白の
一つであるクローディン２をコードす
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るCLDN２遺伝子が、アルコール性膵
炎と関係していることも調べられてい
ます。これは人種差がなく、世界中で
確認されています。さらに最近の報告
では、それ以外にもPRSS２、CFTR、
キモトリプシンC（CTRC）、キモトリ
プシンB（CTRB）などの膵臓の消化
酵素やトリプシンの活性化、不活化に
かかわる遺伝子が関連のあることも報
告がありました。
　これらに加えて、2013年にはカルボ
キシペプチダーゼA１（CPA１）遺伝
子というものが若年性の非アルコール
性慢性膵炎でも明らかに高率だという
ことがわかりました。これはトリプシ
ンの活性化、不活化には全く関係なく
て、その変性した蛋白が本来は折り畳
まれるはずの高次構造をとれず、小胞
体ストレスによって膵炎を発症すると
いわれています。
　さらには、2020年の１月、東北大学
からの報告があり、日本とドイツ、フ
ランスの飲酒をしない若年性膵炎患者
を対象に、次世代シークエンサーを使
って解析したところ、カルシウムを選
択的に透過する膜蛋白であるカルシウ
ムチャンネルTRV６の変異が高頻度に
見つかりました。そこで、TRV６変異
マウスで実験したところ、やはり膵炎
が悪化することが見いだされ、カルシ
ウムチャンネルが膵炎に対する防御機
構で働いていることがわかりました。
今後、これらの遺伝子はアルコール性

膵炎でも検索されていくことと思いま
す。
　山内　さて、肝臓に移りますが、肝
臓はあらゆる臓器の中でも、腸から入
ってくる大量の物質をさばくフロント
の臓器になりますので、かなり雑多な
影響が入ってくるかと思います。この
あたりはいかがですか。
　中尾　おっしゃるとおりだと思いま
す。飲酒量（１日飲酒量・積算飲酒量）
と肝硬変には正の相関があることが疫
学的に証明されています。しかし、常
習飲酒家、大酒家の全員がなるわけで
はなくて、10～15％のみが肝硬変へと
進展します。
　アルコールの代謝は、皆様ご存じだ
と思いますが、エチルアルコール、ア
セトアルデヒド、酢酸、そして最終的
に水と二酸化炭素になっていくのです
が、それぞれの代謝に酵素がかかわっ
ています。アルコールからアセトアル
デヒドに変わるところには、アルコー
ル脱水素酵素（ADH）、ミクロソーム
エタノール酸化系（MEOS）が主とし
て作用します。ADHは幾つかの種類
がありますが、ADH1Bというものが
関連していて、この遺伝子多型がアル
コール代謝速度にかかわります。日本
では速く代謝される高活性型が多く、
遅いタイプの低活性型は７％と少ない
のですが、低活性型では40％遅い初期
反応と、17～18％遅いエタノール消失
速度が報告されており、アルコール依

管閉塞やセクレチンを外部刺激として
単独でラットに与えても、やはり膵炎
は起きません。ところが、両方の操作
を行うと膵炎を生じるのです。さらに
アルコールを飲ませたラットに、普通
は膵炎を誘発しないような少ない量の
コレシストキニンを投与しますと膵炎
が誘発されます。これらの結果から、
膵炎はエタノール単独ではなく、他の
要因が必要な何かがあるのだろう。そ
こには環境因子や遺伝的な素因がある
のではないかと以前より想定されてき
ました。
　山内　消化管酵素、消化管のいろい
ろなインクレチン系のホルモンなども
知られてきていますので、ブラックボ
ックス的なところがありますから、そ
のあたりの遺伝子が絡んでくるかなと
いうところでしょうね。
　中尾　1996年に遺伝性膵炎の原因遺
伝子が同定されました。それが実はカ
チオニックトリプシノーゲン遺伝子
（PRSS１）というものです。通常は膵
臓で作ったトリプシノーゲンが腸管に
出て、その後、腸内のプロテアーゼに
よって活性化されてトリプシンに変わ
っていきます。膵内で異所性に活性化
したトリプシンが膵の自己分解にかか
わるのですが、PRSS１変異によりト
リプシン不活性化が障害されます。そ
の結果、膵内での持続的なトリプシン
活性化となり膵炎を惹起します。
　さらに、トリプシンの異所性の活性

化に対する第１の防御因子としては、
トリプシンの作用を抑えて不活化す 
る膵分泌性トリプシンインヒビター
（PSTI）というものが存在するのです
が、その遺伝子（SPINK１）の異常が
若年発症の特発性慢性膵炎患者で高率
であることが2001年にわかりました。
そのため、アルコール性慢性膵炎にお
いてもこの遺伝子変異の影響があるの
かについて多くの研究が行われました。
その結果、SPINK１遺伝子はアルコー
ル性慢性膵炎で有意に高かったことも
証明されましたし、アルコール性慢性
膵炎患者は健常人に比してSPINK１遺
伝子変異は5.3倍の高頻度であることも
報告されています。
　山内　結局、膵臓は消化酵素を含む
消化液を出す。その場合、自分自身を
消化しかねないところがあると思いま
すので、非常に巧妙にそれをブロック
するシステムを持つ。このシステムが
破綻をきたすような遺伝子があるとい
うところですね。わかりやすいのです
が、ほかにも類似の機構はあるという
ことでよいでしょうか。
　中尾　おっしゃるとおりで、最近は
GWAS（ゲノムワイド解析）ができる
ようになって、同時にたくさんの遺伝
子を解析できるようになりました。そ
の中の一つに、これまでお話しした遺
伝子以外にも、tight junctionの蛋白、
つまり細胞をくっつけるための蛋白の
一つであるクローディン２をコードす
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んの発がんとも関係しているデータも
出てきました。また、これら以外にも
複数の遺伝子の報告もあります（表）。
　山内　最後に、実臨床の現場的には、
家族歴、家族集積といったものは見ら
れるものなのでしょうか。
　中尾　膵炎の場合には出てくる可能
性があると思います。ただ、それはヘ
テロの状態でもいろいろな影響が出て
きますし、ホモの状態でも出てきます。

一方、肝臓に関してはいろいろな要素
が入ります。例えば、肝障害には解毒
制御系であったり、肝細胞質のストレ
ス系、それからアルコール過多による
腸内細菌叢の影響などいろいろな要因
が関連するので、家族歴はもちろん重
要とは思いますが、100％とはいえな
いと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

存症になりやすいタイプとして知られ
ています。日本では７％しかいない低
活性型がアルコール依存症では30％も
あることが事実として示されています。
　また、アセトアルデヒド脱水素酵素
（ALDH）は、ALDH２という種類が
関係するのですが、これは顔が赤くな
る、赤くならないだけではなく、臓器
障害にも影響していることが知られて
います。顔が赤くなるALDH２低活性
型、つまり対立遺伝子の片方だけに変
異がある人たちはアセトアルデヒド代
謝機能が1/16に落ちてしまうため、臓
器障害になりやすいことがよく知られ
ています。

　山内　肝臓は非常に多方面に働くわ
けですが、現時点でお酒に関しては毒
性物質となるアセトアルデヒドのあた
りを中心として解明が遺伝子的にも進
められていると見てよいのでしょうね。
　中尾　そうですね。しかし、実は脂
肪化も非常に大事なことと報告されて
います。NAFLD（非アルコール性脂
肪性肝疾患）は、実はPNPLA３の変異
が肝障害に重要であるということが、
2008年に発表されています。これと同
じ変異、具体的にはPNPLA３遺伝子
のrs738409の変異ですが、この変異が
アルコール性肝硬変と関連していると
報告されています。さらには肝細胞が

表　アルコール性肝障害とアルコール性膵炎の遺伝子背景

アルコール性肝障害 アルコール性膵炎

・飲酒量と肝障害は正の相関性がある。
・ ADH1Bの遺伝子多型はアセトアルデヒ
ドへの代謝速度を規定する。
　活性型：速い。日本人の９割以上。
　低活性型：遅い。依存症になりやすい。
・ ALDH２の遺伝子多型は依存症や臓器
障害に関係する。
　 活性型：酢酸への代謝能力が高い。顔
が赤くなりにくく依存症になりやすい。
　 低活性型：酢酸への代謝能力が低い。
顔が赤くなり臓器障害になりやすい。
・ PNPLA３のns738409での遺伝子多型が
アルコール性肝硬変と関連。
・ TM6SF2やMBOAT７などがアルコール
性肝硬変と関連。

・飲酒単独では膵炎の発症は困難。

・ 飲酒に加えほかの要因が関与する疑い。
（アルコール性膵炎と関連する遺伝子）

・PRSS１（遺伝性膵炎で発見）

・SPINK１（特発性慢性膵炎で発見）

・CLDN２（tight junction蛋白質）

・ PRSS２、CFTR、CTRC、CTRBなど 
（アルコール性は未検討だが膵炎に関与
する遺伝子）

・TRV６など
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んの発がんとも関係しているデータも
出てきました。また、これら以外にも
複数の遺伝子の報告もあります（表）。
　山内　最後に、実臨床の現場的には、
家族歴、家族集積といったものは見ら
れるものなのでしょうか。
　中尾　膵炎の場合には出てくる可能
性があると思います。ただ、それはヘ
テロの状態でもいろいろな影響が出て
きますし、ホモの状態でも出てきます。

一方、肝臓に関してはいろいろな要素
が入ります。例えば、肝障害には解毒
制御系であったり、肝細胞質のストレ
ス系、それからアルコール過多による
腸内細菌叢の影響などいろいろな要因
が関連するので、家族歴はもちろん重
要とは思いますが、100％とはいえな
いと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

存症になりやすいタイプとして知られ
ています。日本では７％しかいない低
活性型がアルコール依存症では30％も
あることが事実として示されています。
　また、アセトアルデヒド脱水素酵素
（ALDH）は、ALDH２という種類が
関係するのですが、これは顔が赤くな
る、赤くならないだけではなく、臓器
障害にも影響していることが知られて
います。顔が赤くなるALDH２低活性
型、つまり対立遺伝子の片方だけに変
異がある人たちはアセトアルデヒド代
謝機能が1/16に落ちてしまうため、臓
器障害になりやすいことがよく知られ
ています。

　山内　肝臓は非常に多方面に働くわ
けですが、現時点でお酒に関しては毒
性物質となるアセトアルデヒドのあた
りを中心として解明が遺伝子的にも進
められていると見てよいのでしょうね。
　中尾　そうですね。しかし、実は脂
肪化も非常に大事なことと報告されて
います。NAFLD（非アルコール性脂
肪性肝疾患）は、実はPNPLA３の変異
が肝障害に重要であるということが、
2008年に発表されています。これと同
じ変異、具体的にはPNPLA３遺伝子
のrs738409の変異ですが、この変異が
アルコール性肝硬変と関連していると
報告されています。さらには肝細胞が

表　アルコール性肝障害とアルコール性膵炎の遺伝子背景

アルコール性肝障害 アルコール性膵炎

・飲酒量と肝障害は正の相関性がある。
・ ADH1Bの遺伝子多型はアセトアルデヒ
ドへの代謝速度を規定する。

　活性型：速い。日本人の９割以上。
　低活性型：遅い。依存症になりやすい。
・ ALDH２の遺伝子多型は依存症や臓器
障害に関係する。

　 活性型：酢酸への代謝能力が高い。顔
が赤くなりにくく依存症になりやすい。

　 低活性型：酢酸への代謝能力が低い。
顔が赤くなり臓器障害になりやすい。

・ PNPLA３のns738409での遺伝子多型が
アルコール性肝硬変と関連。

・ TM6SF2やMBOAT７などがアルコール
性肝硬変と関連。

・飲酒単独では膵炎の発症は困難。

・ 飲酒に加えほかの要因が関与する疑い。
（アルコール性膵炎と関連する遺伝子）

・PRSS１（遺伝性膵炎で発見）

・SPINK１（特発性慢性膵炎で発見）

・CLDN２（tight junction蛋白質）

・ PRSS２、CFTR、CTRC、CTRBなど 
（アルコール性は未検討だが膵炎に関与
する遺伝子）

・TRV６など
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