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胆・膵疾患の栄養療法

　齊藤　胆囊・膵疾患の栄養療法とい
うことですが、まず胆囊で重要な病気
は何でしょうか。
　白石　一番多いのが胆石症、胆囊結
石だと思います。あとはそれに伴う急
性の胆囊炎、あとよく健診などで見つ
かるのは胆囊ポリープで、命に関わる
のが胆囊がんという疾患だと思います。
　齊藤　食事が重要になってくるのは
胆石でしょうか。
　白石　そうですね。
　齊藤　胆石はどういうかたちで見つ
かることが多いのですか。
　白石　健診でだいたい２～３％見つ
かるといわれていて、それ以外には痛
みがあるので超音波をやると見つかっ
たり、それからほかの病気で検査をし
たところ、エコーで見つかるのが一番
多いと思います。
　齊藤　胆石のリスクファクターはど
うなっているのでしょうか。
　白石　昔から５Fといわれていて、
年齢のforty、40歳、女性のfemale、そ
して肥満のfatty、そして白人のfair、

そして多産・経産婦のfecund・fertile
といわれていました。最近は欧米食、
動物性脂肪の多い食事を取ることが非
常にリスクになっているのと、やはり
肥満が増えていることから、白人だけ
ではなくて、日本人にも増えてきてい
るように思います。
　齊藤　遺伝的にも何かあるのですか。
　白石　世界的に日本人の保有率は５
％ぐらいといわれているのですが、白
人系が20％。ところが、アメリカンイ
ンディアン、それからエスキモーは50
％を超えるといわれていますので、生
活習慣では説明できない問題があるか
と思います。
　齊藤　治療の方針としては、胆石が
あって、発作が起こった場合にはまず
は手術を考えるということですか。
　白石　そうですね。その時点でおさ
まったとしても、飛行機に乗っている
とか、海外旅行をしているとか、そう
いうときに胆石発作を起こして胆囊炎
になったときに、緊急の治療ができる
かどうかというリスクがあるので、で

きれば急性胆囊炎もしくは胆石発作の
ときには手術を原則にして考えていま
す。
　齊藤　今は腹腔鏡で行うのですか。
　白石　ほぼ100％に近い人が腹腔鏡
で手術しています。ただ、何回も胆囊
炎を繰り返している方は癒着がひどく
て、開腹をしなければいけないケース
もあると外科医から聞いています。
　齊藤　痛くならない人もけっこう多
いのですね。
　白石　そうです。ほとんどの方が症
状がない状態ではないかと思います。
ですから、一生、痛みを感じない方も
いらっしゃるだろうと思います。
　齊藤　その場合は生活習慣を見直し
て、なおかつ定期的に受診してもらう
ということでしょうか。

　白石　そうですね。脂肪肝も原因の
一つになっていますので、脂肪肝があ
る方、肥満の方はやはりダイエット。
ところが、肥満が気になり過ぎて急激
にダイエットをしてしまうと、胆汁の
粘液蛋白質量が増えてしまって、コレ
ステロールの析出が増えてしまうので
す。そうすると胆石になりやすいとい
われていますので、気をつけていただ
きながら、炭水化物や動物性脂肪の取
り過ぎ、それから運動不足にも注意し
てもらうように指導が必要です。
　齊藤　予防のために勧められる食事
があるのですか。
　白石　最近ガイドラインにもよく載
っているのですが、果物、ナッツ、野
菜、そして植物性の蛋白、食物繊維、
多価不飽和脂肪酸、コーヒーなどのカ

図１　栄養と胆石症

胆石症の原因
５F：Forty（年齢）、Female（女性）、Fatty（肥満）、Fair（白人）、
Fecund・Fertile（多産・経産婦）
非アルコール性脂肪肝疾患
高中性脂肪血症
肥満者の急激なダイエット
近年の動向
・胆石保有率増加
・胆囊結石男：女　１：0.90
・コレステロール混成石、黒色石増加
・肥満人口、飲酒人口増加で胆石症が
　増加する。

日本消化器病学会胆石症診療ガイドライン2016
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フェイン、そして適度の飲酒もいいと
はいわれています。
　齊藤　胆囊ポリープには何か注意点
はありますか。
　白石　胆汁中のコレステロールが増
えてしまうと、コレステロール系のポ
リープも増えてくると思います。ただ、
ポリープ自身は命に関わる問題はない
と思いますので、経過観察でよいと思
います。
　あと、胆石で一つ危険なのは胆囊が
んです。胆囊がんの方に胆石が合併し
やすいとは昔からいわれていますが、
胆石があったら胆囊のエコーチェック
を続けて、がんにならないことを確か
めることも必要です。
　齊藤　続いて膵臓ですが、こちらは
膵炎でしょうか。
　白石　一番命に関わるのは急性膵炎

です。あとは、非常に長い期間苦しむ
慢性膵炎、この２つが大きな問題かと
思います。
　齊藤　まず急性膵炎はどんな状況に
なっているのでしょうか。
　白石　日本では１年間で10万人当た
り49人の発病があるといわれています。
あと、男性が女性の２倍多いのも特徴
になっています。
　齊藤　男性が多いのは何か理由があ
りますか。
　白石　アルコールの摂取が女性より
も多いということと、最近、アルコー
ルと喫煙、この２つがあると、より急
性膵炎を起こしやすいことがわかって
います。
　齊藤　それから、先ほどの胆石も関
係しますか。
　白石　女性の場合は胆石性膵炎が一

番多いといわれていて、胆囊結石が総
胆管に落ちてきて膵液の流出を邪魔し
てしまう。それによる膵炎が一番多い
といわれていますが、原因不明も意外
と女性は多いです。全体でも原因不明、
特発性は16％もあります。その中には
自己免疫性膵炎など、特殊な膵炎もあ
るので、膵炎と診断がついたときには
原因をよく調べてもらうのが大切にな
っています。
　あと、高脂血症、中性脂肪が非常に
高い、1,000、2,000㎎/dLと高い場合、
家族性の高脂血症でも膵炎を起こしや
すいといわれていますので、それはフ
ィブラート系の薬を使ってもらえれば
コントロールはしやすいかと思います。
　齊藤　急性膵炎はかなりたいへんな
治療になると思いますが、治ることが
多いのですか。
　白石　軽症が多くて、跡形もなく治
ります。その後原因さえ続けなければ、
ほとんど「いつ膵炎をやったんだろう」
というぐらいきれいになる方がいます。
ただ、その後に仮性膵囊胞ができて、
それが感染して重症化することもあり
ます。再発しないように、食事内容の
チェックなど定期的にフォローする必
要があります。
　齊藤　さて次に慢性膵炎ですが、こ
れはどういうものでしょうか。
　白石　これも今、一番多い原因はア
ルコールといわれています。アルコー
ル以外にも、自己免疫性の膵炎もあり

ます。特に慢性膵炎は、膵硬変とも呼
ばれていて、膵臓の線維化が進んで膵
臓が萎縮していく病気です。特に心窩
部痛、そして背部痛が続きます。
　齊藤　慢性膵炎の症状では便の性状
が変わることもあるのですか。
　白石　消化酵素の分泌障害を起こす
ので、消化不良で、脂っこいものを食
べると脂が一緒に便に出て下痢になっ
てしまったり、消化が悪くて便秘にな
る場合もありますし、体重減少を認め
ることも多いです。もう一つ糖尿病の
合併が多いのも特徴で、血糖のコント
ロールが非常に難しくなる方もいらっ
しゃいます。
　齊藤　膵臓が壊れると糖尿病にもな
る。がんも関係するのでしょうか。
　白石　はい。慢性膵炎の場合、統計
的には膵炎のない方の８～26倍、膵が
んの合併があるといわれていますので、
フォローをきちんとしていかなければ
いけない病気です。
　齊藤　生活はどうでしょう。
　白石　やはり禁酒、それからたばこ
も問題といわれています。ですから、
禁酒・禁煙をしっかりやっていただく
ことが大切で、あとは脂っこいものを
控えることと、偏った食事はしないよ
うに、そしてゆっくりと、よくかんで
食事をしていただくことが大切です。
　齊藤　膵の酵素が少ないということ
で、これを補う治療もあるのですね。
　白石　今、非常に高力価の消化酵素

図２　栄養と膵炎

急性膵炎の原因：飲酒、高TG血症、総胆管結石、自己免疫、薬剤、原因不明
重症化要因：年齢、性差、肥満、BMI、ERCP

J Gastroentel（2011）46：1213-1218

Univariate analysis Severe Mild p value

Gender（male/female） 28/20 48/29 0.66

Age 62.0±2.0 58.3±1.6 0.19

BW 64.0±2.3 60.2±1.4 0.13

BMI 24.4±4.3 22.4±1.4 0.004

VAT（内臓脂肪） 149.5±10.0 102.2±6.09 ＜0.001

SAT（皮下脂肪） 128.4±8.9 98.8±6.2 0.005

WC（腹囲） 91.3±1.6 85.3±1.2 0.003

VAT/VAT＋SAT 53.7±13.3 50.7±13.3 0.22

Multivariate p value Odds 
ratio

Confidence 
interval

Age 0.62 0.99 0.96～1.02

BW 0.06 0.92 0.84～1.00

BMI 0.26 1.18 0.88～1.60

VAT
（内臓脂肪） 0.003 1.02 1.01～1.03

SAT 0.72 1 0.99～1.01

WC 0.83 0.98 0.88～1.10
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フェイン、そして適度の飲酒もいいと
はいわれています。
　齊藤　胆囊ポリープには何か注意点
はありますか。
　白石　胆汁中のコレステロールが増
えてしまうと、コレステロール系のポ
リープも増えてくると思います。ただ、
ポリープ自身は命に関わる問題はない
と思いますので、経過観察でよいと思
います。
　あと、胆石で一つ危険なのは胆囊が
んです。胆囊がんの方に胆石が合併し
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胆石があったら胆囊のエコーチェック
を続けて、がんにならないことを確か
めることも必要です。
　齊藤　続いて膵臓ですが、こちらは
膵炎でしょうか。
　白石　一番命に関わるのは急性膵炎

です。あとは、非常に長い期間苦しむ
慢性膵炎、この２つが大きな問題かと
思います。
　齊藤　まず急性膵炎はどんな状況に
なっているのでしょうか。
　白石　日本では１年間で10万人当た
り49人の発病があるといわれています。
あと、男性が女性の２倍多いのも特徴
になっています。
　齊藤　男性が多いのは何か理由があ
りますか。
　白石　アルコールの摂取が女性より
も多いということと、最近、アルコー
ルと喫煙、この２つがあると、より急
性膵炎を起こしやすいことがわかって
います。
　齊藤　それから、先ほどの胆石も関
係しますか。
　白石　女性の場合は胆石性膵炎が一

番多いといわれていて、胆囊結石が総
胆管に落ちてきて膵液の流出を邪魔し
てしまう。それによる膵炎が一番多い
といわれていますが、原因不明も意外
と女性は多いです。全体でも原因不明、
特発性は16％もあります。その中には
自己免疫性膵炎など、特殊な膵炎もあ
るので、膵炎と診断がついたときには
原因をよく調べてもらうのが大切にな
っています。
　あと、高脂血症、中性脂肪が非常に
高い、1,000、2,000㎎/dLと高い場合、
家族性の高脂血症でも膵炎を起こしや
すいといわれていますので、それはフ
ィブラート系の薬を使ってもらえれば
コントロールはしやすいかと思います。
　齊藤　急性膵炎はかなりたいへんな
治療になると思いますが、治ることが
多いのですか。
　白石　軽症が多くて、跡形もなく治
ります。その後原因さえ続けなければ、
ほとんど「いつ膵炎をやったんだろう」
というぐらいきれいになる方がいます。
ただ、その後に仮性膵囊胞ができて、
それが感染して重症化することもあり
ます。再発しないように、食事内容の
チェックなど定期的にフォローする必
要があります。
　齊藤　さて次に慢性膵炎ですが、こ
れはどういうものでしょうか。
　白石　これも今、一番多い原因はア
ルコールといわれています。アルコー
ル以外にも、自己免疫性の膵炎もあり

ます。特に慢性膵炎は、膵硬変とも呼
ばれていて、膵臓の線維化が進んで膵
臓が萎縮していく病気です。特に心窩
部痛、そして背部痛が続きます。
　齊藤　慢性膵炎の症状では便の性状
が変わることもあるのですか。
　白石　消化酵素の分泌障害を起こす
ので、消化不良で、脂っこいものを食
べると脂が一緒に便に出て下痢になっ
てしまったり、消化が悪くて便秘にな
る場合もありますし、体重減少を認め
ることも多いです。もう一つ糖尿病の
合併が多いのも特徴で、血糖のコント
ロールが非常に難しくなる方もいらっ
しゃいます。
　齊藤　膵臓が壊れると糖尿病にもな
る。がんも関係するのでしょうか。
　白石　はい。慢性膵炎の場合、統計
的には膵炎のない方の８～26倍、膵が
んの合併があるといわれていますので、
フォローをきちんとしていかなければ
いけない病気です。
　齊藤　生活はどうでしょう。
　白石　やはり禁酒、それからたばこ
も問題といわれています。ですから、
禁酒・禁煙をしっかりやっていただく
ことが大切で、あとは脂っこいものを
控えることと、偏った食事はしないよ
うに、そしてゆっくりと、よくかんで
食事をしていただくことが大切です。
　齊藤　膵の酵素が少ないということ
で、これを補う治療もあるのですね。
　白石　今、非常に高力価の消化酵素

図２　栄養と膵炎

急性膵炎の原因：飲酒、高TG血症、総胆管結石、自己免疫、薬剤、原因不明
重症化要因：年齢、性差、肥満、BMI、ERCP

J Gastroentel（2011）46：1213-1218

Univariate analysis Severe Mild p value

Gender（male/female） 28/20 48/29 0.66

Age 62.0±2.0 58.3±1.6 0.19

BW 64.0±2.3 60.2±1.4 0.13

BMI 24.4±4.3 22.4±1.4 0.004

VAT（内臓脂肪） 149.5±10.0 102.2±6.09 ＜0.001

SAT（皮下脂肪） 128.4±8.9 98.8±6.2 0.005

WC（腹囲） 91.3±1.6 85.3±1.2 0.003

VAT/VAT＋SAT 53.7±13.3 50.7±13.3 0.22

Multivariate p value Odds 
ratio

Confidence 
interval

Age 0.62 0.99 0.96～1.02

BW 0.06 0.92 0.84～1.00

BMI 0.26 1.18 0.88～1.60

VAT
（内臓脂肪） 0.003 1.02 1.01～1.03

SAT 0.72 1 0.99～1.01

WC 0.83 0.98 0.88～1.10
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剤が使えます。パンクレリパーゼとい
う消化酵素剤で、慢性膵炎の症状が非
常によくなるようになりました。
　齊藤　なかなか症状が漠然として診
断が難しいですね。
　白石　そうですね。不定愁訴と思わ
れてしまう方が多くて、早期慢性膵炎
というのが多いので診断が難しいです。
それに対しては症状、それから膵酵素
を繰り返しチェックする。そして、薬
を使ってみて改善すれば、それは慢性
膵炎と判断してもよいと思います。
　齊藤　アルコールをやめるのが基本
ということですが、なかなか難しい人
もいるわけですね。
　白石　アルコール依存症が増えてい
ます。アルコールの影響は特に肝臓と
いうイメージが強いかもしれませんが、
アルコール依存症は全身の疾患に関係

します。特に膵臓疾患も多いと思いま
す。飲酒をすると痛くなってもアルコ
ールが止められない人も多いです。し
っかりと認識してもらうことに努めて
います。
　齊藤　生活をきっちり見直してもら
うということですね。
　白石　そうです。禁酒すべきか減酒
でいいのか、患者さんとよく話をして
できることから指導しています。
　齊藤　なかなか先生としては難しい
ところですね。
　白石　長く付き合う病気なので、人
間関係、医師と患者の関係も非常に大
切で、そこを漠然とした見方ではなく
て、きちんとその人、一人ひとりのバ
ックグラウンドを見ながら慢性膵炎は
見ていかないといけません。
　齊藤　ありがとうございました。

　Effects of Diet versus Gastric Bypass on Metabolic Function in 
Diabetes.
　Yoshino M, Kayser BD, Yoshino J, Stein RI, Reeds D, Eagon JC, 
Eckhouse SR, Watrous JD, Jain M, Knight R, Schechtman K, Patterson 
BW, Klein S.
　N Engl J Med. 383 (8) : 721～732, 2020.

　背景：幾つかの研究が、２型糖尿病患者においてRoux-en-Y胃バイパス手術が
体重減少とは独立して代謝機能に治療的効果のあることを示唆している。
　方法：22人の肥満糖尿病患者を対象に胃バイパス（手術群）または食事単独（食
事群）による体重減少（約18％）の前後にグルコースホメオスターシスの代謝制
御因子を評価した。一次アウトカムは低用量インスリン注入（３段階の高インス
リン正常血糖膵クランプの１および２段階）によって評価した肝インスリン感受
性の変化である。二次アウトカムは筋インスリン感受性、β細胞機能、24時間の
血糖およびインスリンプロファイルである。
　結果：体重減少によってベースラインからの平均糖産生抑制が増強した；１段
階クランプの食事群で7.04μmol/㎏除脂肪量/分（95％信頼区間［CI］、4.74～9.33）、
手術群で7.02μmol/㎏除脂肪量/分（95％信頼区間［CI］、4.74～9.33）、２段階クラ
ンプではそれぞれ5.39（95％ CI、2.44～8.34）および5.37（95％ CI、2.41～8.33）
μmol/㎏除脂肪量/分（95％信頼区間［CI］；２群間で有意差はなかった）。体重
減少はβ細胞機能（インスリン感受性に対する相対的インスリン分泌）を増加さ
せ（食事群で1.83単位［95％ CI、1.22～2.44］および手術群で1.11単位［95％ CI、
0.08～2.15］、両群間に有意差なし）、両群の24時間血糖およびインスリンの曲線
下面積を減少させた（両群間に有意差なし）。両群で大きな合併症はなかった。

糖尿病シリーズ（548）

東北医科薬科大学若林病院名誉院長・病院教授・糖尿病内科部長

佐　藤　　譲
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