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肝疾患における栄養療法

　大西　名越先生、肝臓疾患における
栄養療法についてうかがいたいと思い
ます。
　まず初めに、慢性肝炎、特にC型慢
性肝炎についてうかがいたいのですが、
治療法もよくなって、昔と様変わりし
たかと思うのです。慢性肝炎の栄養療
法についていろいろ教えていただけま
すか。
　名越　先生がおっしゃるとおり、最
近では直接C型肝炎ウイルスの増殖を
ブロックする経口薬を用いた抗ウイル
ス療法で95％以上の患者さんがウイル
スを排除することが可能となり、C型
慢性肝炎における栄養療法の重要性は
以前と比べると低くなったと思われま
す。
　以前は肝炎の活動性を抑えるために、
例えば鉄制限食がよいとされていまし
た。ただし、鉄分の多い食品というの
は栄養にも富んでいたので、青汁とか
ウコンなど、鉄を多く含む健康食品を
毎日摂取するのはやめましょうという
程度の話をしていました。また、鉄は

ラジカルを発生するもととなり得るの
で、鉄の過剰摂取を防ぐことはがんの
予防にもなると考えられていました。
ですので、肝がんの予防という観点か
ら見ると、いまだにC型慢性肝炎に関
してもウイルスを排除した後も栄養療
法は重要だと思われます。
　ご存じのように、ウイルスが排除さ
れた後にも肝がんを発生する可能性が
ありますが、その危険因子にアルコー
ルがあります。特に肝硬変、あるいは
肝硬変に近い状態になってからウイル
スを排除した場合は発がんの可能性が
高くなるので、禁酒の指導がとても重
要になってきます。また、肥満や脂肪
肝も発がんリスクの一つですので、高
カロリーの食事は避けて、適度な運動
も必要になると思います。
　大西　食事の前後で何か気をつけな
ければいけないことはありますか。
　名越　C型慢性肝炎に限らずですが、
昔は食後には安静にしていましょうと
いう話がありましたけれども、今は全
くそういう話はしません。あるいは、

運動はあまりしないで静かにしていま
しょうという話もありましたが、肝炎
が進んで肝硬変になると、筋肉の存在
がとても大事になってきますので、む
しろ適度な運動で筋肉を維持していた
だくのがとても大事なので、できる範
囲内でいいので運動はしてくださいと
いう話をしています。
　大西　先ほど禁酒の話が出ましたが、
アルコール性の肝疾患も昔から非常に
重要だったと思います。昔はとてもア
ルコール性の肝疾患の人が多くて、最
近は少し減ってきたという気もするの
ですが、アルコール性肝疾患に関して
は今どんな状況ですか。
　名越　アルコール性肝疾患は減って
はいません。C型が減ったのが非常に
目立つので、アルコール性の肝硬変で
入院されている方、あるいは肝がんで
入院されている方が多く、むしろアル
コール性が目立っている状況です。で
すので、アルコールによる肝障害は栄
養療法でとても重要になってくると思
います。
　アルコールによる肝障害は、脂肪肝、
肝線維症、肝硬変という具合に進行し
ていきます。また、常に飲んでいる方、
常習的な飲酒家が宴会などがあったり
して大量に飲酒をすると、それを契機
に重篤な急性肝障害を起こして死に至
ることもある重症のアルコール性肝炎
もあります。また、最近では肝硬変で、
特にアルコール性肝硬変に大量飲酒、

あるいは感染を起こすとか、消化管出
血、そういったものが加わると短期間で
肝不全に至る、acute on chronic liver 
failureというものがトピックになって
います。いずれの場合でもやはり断酒
が基本になってきます。
　大西　禁酒を指導してもなかなか聞
いてくれない方も多いのですが、何か
コツみたいなものはありますか。
　名越　いや、これはコツはありませ
ん。禁酒あるいは節酒ができる方は、
ちょっというだけで節酒、禁酒してい
ただけるので。
　大西　少し脅かされるのですか。
　名越　脅かしはしますが、脅かしに
乗る方はもともと自覚があって断酒し
ていただけるのです。いくら脅かして
もすかしてもなかなかお酒をやめてい
ただけなくて。
　大西　そうですね。一時やめても、
また飲まれてというのが多いですね。
その辺の指導はたいへんかと思います。
あと、長期飲酒によるビタミンのいろ
いろな障害の問題があるわけですが、
そのあたりはいかがですか。
　名越　アルコールそのものに長期間、
腸管がさらされますと、腸管からのビ
タミンの吸収が低下することがいわれ
ています。ビタミンB1が不足すると多
発性末梢神経炎、あるいはウェルニッ
ケ脳症といったものが出ますし、ビタ
ミンB12が不足すると大球性貧血が発
症しますので、ビタミンの補充も必要
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になってくると思います。
　大西　非アルコール性の脂肪性の肝
疾患が非常に話題になっていると思い
ますが、そのあたりについて教えてい
ただけますか。
　名越　アルコール性肝疾患というの
は、男性ですとアルコールで１日30g、
女性は20g、少し女性のほうが少ない
量ですが、それが肝障害にならない飲
酒量の上限とされています。したがい
まして、この飲酒量未満で脂肪肝とな
った場合を非アルコール性脂肪性肝疾
患（non-alcoholic fatty liver disease）
ということで、NAFLDと呼んでいま
すが、この脂肪肝も進行して肝硬変に
至ったり、あるいは肝がんを発症した
りすることがあります。これまでに多
くの薬剤がこのNAFLDを治療できな
いかと試みられてきたのですが、残念
ながら食事療法と運動療法以外に現在
では有効な治療法は見つかっていませ
ん。
　食事療法になりますと、どれだけ体
重を減らせばいいのだろうということ
が一つ話題になるかと思いますが、７
％以上の体重を減らすと、肝の脂肪あ
るいは炎症が軽減するといった報告も
ありますし、10％以上の減量で肝臓の
線維化も改善するとの報告もあります。
それを考えると、７～10％以上の減量
を目標として体重を減らすことが大事
かと思われます。
　減量する場合にはカロリーを制限す

る、低カロリー食というものが行われ
るかと思うのですが、総熱量は、自分
の体重ではなく標準体重の１㎏当たり
に25～35kcalということで、よく炭水
化物はエネルギー比率でいうと50～60
％、脂質は20～25％といわれています。
ただし、減量には実は炭水化物と脂質
の比率よりもカロリー制限がより重要
であることを示すランダム化比較試験
の報告があります。また、30％カロリ
ーを制限してみて、炭水化物を減らし
たグループと脂肪を減らしたグループ
で比較した研究では、体重の減量、あ
るいは内臓脂肪の減り方には差がなか
ったと報告されているので、まずはカ
ロリー制限が重要になると思います。
　大西　よく患者さんに、どんな食事
を制限したらいいかと聞かれるのです
が、トータルのカロリーが重要という
ことですね。
　名越　そうですね。
　大西　次に肝硬変の栄養療法という
のは昔からいろいろ話題になっていま
すが、そのあたりの現状を教えていた
だけますでしょうか。
　名越　肝硬変では肝臓のグリコーゲ
ンの貯蔵量が非常に減少しているため
に、例えば夕食を午後６時に食べて、
翌日の午前６時まで12時間絶食します
と、エネルギー状態は健常成人の２～
３日間の絶食に相当するといわれてい
ます。そのため、糖質の燃焼比率が減
って、脂質の燃焼比率が上がって、非

蛋白呼吸商が低下します。そこで、夜間
の飢餓状態を短くするために寝る前に
補食をする、late evening snack、LES
が推奨されています。ですので、夕食
から糖質を中心に約200kcal減らし、そ
れをLESにするということが行われて
います。
　２番目としては、栄養学的な特徴と
して分岐鎖アミノ酸というものが欠乏
しています。分岐鎖アミノ酸にはバリ
ン、ロイシン、イソロイシンとあるの
ですが、このうちのロイシンはアルブ
ミンの翻訳を促進することが知られて
います。肝細胞のアルブミン合成が夜
間に盛んなことがわかっていますから、
先ほどお話ししたLESとして分岐鎖ア
ミノ酸と、200kcal相当のエネルギー
含む肝不全用の経腸栄養剤を使うとい
うことも、血中アルブミンの上昇、あ
るいは呼吸商の上昇につながる有効な
方法だと考えられています。
　大西　肝性脳症を起こしやすい患者
さんなどは、そういった栄養に気をつ
けるということでよいのでしょうか。
　名越　そうですね。蛋白量を制限す

ることもあるのですが、低アルブミン
になってしまうと腹水が起こってしま
うことがあります。最近ではいい薬が
出ていますから、様々な薬を用いて、
あまり蛋白制限は長期間しないことが
通常に行われています。
　大西　昔はよく蛋白をきつく制限し
た時代がありましたね。最後にサルコ
ペニアについて教えていただけますか。
　名越　サルコペニアは全身の筋肉量
の減少が進行し筋肉の機能が低下する
ことによって、肝硬変患者さんのQOL
の低下や予後不良因子となります。日
本肝臓学会では握力の測定と、CTあ
るいは生体電気インピーダンス法での
筋肉量の測定によってサルコペニアの
判定基準を設定していますので、ぜひ
学会のホームページをご参照ください。
分岐鎖アミノ酸製剤と運動介入をする
とサルコペニアが改善したとの報告も
ありますが、まだわが国からのランダ
ム化比較試験の報告などはなく、今後
の課題だと思われます。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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になってくると思います。
　大西　非アルコール性の脂肪性の肝
疾患が非常に話題になっていると思い
ますが、そのあたりについて教えてい
ただけますか。
　名越　アルコール性肝疾患というの
は、男性ですとアルコールで１日30g、
女性は20g、少し女性のほうが少ない
量ですが、それが肝障害にならない飲
酒量の上限とされています。したがい
まして、この飲酒量未満で脂肪肝とな
った場合を非アルコール性脂肪性肝疾
患（non-alcoholic fatty liver disease）
ということで、NAFLDと呼んでいま
すが、この脂肪肝も進行して肝硬変に
至ったり、あるいは肝がんを発症した
りすることがあります。これまでに多
くの薬剤がこのNAFLDを治療できな
いかと試みられてきたのですが、残念
ながら食事療法と運動療法以外に現在
では有効な治療法は見つかっていませ
ん。
　食事療法になりますと、どれだけ体
重を減らせばいいのだろうということ
が一つ話題になるかと思いますが、７
％以上の体重を減らすと、肝の脂肪あ
るいは炎症が軽減するといった報告も
ありますし、10％以上の減量で肝臓の
線維化も改善するとの報告もあります。
それを考えると、７～10％以上の減量
を目標として体重を減らすことが大事
かと思われます。
　減量する場合にはカロリーを制限す

る、低カロリー食というものが行われ
るかと思うのですが、総熱量は、自分
の体重ではなく標準体重の１㎏当たり
に25～35kcalということで、よく炭水
化物はエネルギー比率でいうと50～60
％、脂質は20～25％といわれています。
ただし、減量には実は炭水化物と脂質
の比率よりもカロリー制限がより重要
であることを示すランダム化比較試験
の報告があります。また、30％カロリ
ーを制限してみて、炭水化物を減らし
たグループと脂肪を減らしたグループ
で比較した研究では、体重の減量、あ
るいは内臓脂肪の減り方には差がなか
ったと報告されているので、まずはカ
ロリー制限が重要になると思います。
　大西　よく患者さんに、どんな食事
を制限したらいいかと聞かれるのです
が、トータルのカロリーが重要という
ことですね。
　名越　そうですね。
　大西　次に肝硬変の栄養療法という
のは昔からいろいろ話題になっていま
すが、そのあたりの現状を教えていた
だけますでしょうか。
　名越　肝硬変では肝臓のグリコーゲ
ンの貯蔵量が非常に減少しているため
に、例えば夕食を午後６時に食べて、
翌日の午前６時まで12時間絶食します
と、エネルギー状態は健常成人の２～
３日間の絶食に相当するといわれてい
ます。そのため、糖質の燃焼比率が減
って、脂質の燃焼比率が上がって、非

蛋白呼吸商が低下します。そこで、夜間
の飢餓状態を短くするために寝る前に
補食をする、late evening snack、LES
が推奨されています。ですので、夕食
から糖質を中心に約200kcal減らし、そ
れをLESにするということが行われて
います。
　２番目としては、栄養学的な特徴と
して分岐鎖アミノ酸というものが欠乏
しています。分岐鎖アミノ酸にはバリ
ン、ロイシン、イソロイシンとあるの
ですが、このうちのロイシンはアルブ
ミンの翻訳を促進することが知られて
います。肝細胞のアルブミン合成が夜
間に盛んなことがわかっていますから、
先ほどお話ししたLESとして分岐鎖ア
ミノ酸と、200kcal相当のエネルギー
含む肝不全用の経腸栄養剤を使うとい
うことも、血中アルブミンの上昇、あ
るいは呼吸商の上昇につながる有効な
方法だと考えられています。
　大西　肝性脳症を起こしやすい患者
さんなどは、そういった栄養に気をつ
けるということでよいのでしょうか。
　名越　そうですね。蛋白量を制限す

ることもあるのですが、低アルブミン
になってしまうと腹水が起こってしま
うことがあります。最近ではいい薬が
出ていますから、様々な薬を用いて、
あまり蛋白制限は長期間しないことが
通常に行われています。
　大西　昔はよく蛋白をきつく制限し
た時代がありましたね。最後にサルコ
ペニアについて教えていただけますか。
　名越　サルコペニアは全身の筋肉量
の減少が進行し筋肉の機能が低下する
ことによって、肝硬変患者さんのQOL
の低下や予後不良因子となります。日
本肝臓学会では握力の測定と、CTあ
るいは生体電気インピーダンス法での
筋肉量の測定によってサルコペニアの
判定基準を設定していますので、ぜひ
学会のホームページをご参照ください。
分岐鎖アミノ酸製剤と運動介入をする
とサルコペニアが改善したとの報告も
ありますが、まだわが国からのランダ
ム化比較試験の報告などはなく、今後
の課題だと思われます。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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