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本書は、現時点の医学知識に基づいて複数の専門医が協
力して作成したものです。しかし本書は、実際の医師の診
断、治療、助言の代わりとして作られたものではありませ
ん。人間の身体、病気の状態は個人差がありますので、疑
問点は主治医に相談されることが第一であり、その際の助
けとして本書を参考にして下さい。
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の資料となるものではありません。以上ご了解いただき、
本書をご活用下さい。
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日本消化器病学会では、日常臨床の場でよく遭遇する消化器 6 疾患（胃食道逆流症、消
化性潰瘍、クローン病、肝硬変、胆石症、慢性膵炎）について、最新の科学的根拠に基づ
いた医師向けの診療ガイドラインを作成しました。しかし、これらの病気で悩んでおられ
る患者さんやその家族、また広く一般の市民の方々が、これらの病気がどのような原因で
おこるのか、病気を防いだり、悪化させたりしないためにはどうしたらよいのか、また根
拠に基づいた最適な治療にはどのようなものがあるのか、などについてよく理解すること
がきわめて重要であるというのが、現在の医療の基本的な考え方のひとつとなっています。
つまり、病気は医療者だけで治すものではなく、患者さんや社会全体が一体となって防ぎ、
治療していくことが重要なのです。日本消化器病学会が、医師向けの診療ガイドラインだ
けではなく、市民向けのガイドブックを発刊するのはこのような意図からです。
本書は、それぞれの疾患に関連した質問に対して専門家が科学的な根拠に基づいて回答
をおこなうという形式で記載されていますが、患者さんやその家族ならびに市民の方々の
すこしでも参考になることを願って簡潔に、またたくさんの図表を用いて読みやすくなる
よう心がけました。このため、日本消化器病学会の 6 疾患の診療ガイドラインとは内容も
体裁も異なります。病気のことをさらに詳しく知りたいとお考えの方は、医師向けの学会
の診療ガイドラインもご参考になさっていただければ幸いです。
本書の記事は、執筆時点での最新の科学的根拠に基づいて書かれていますが、推奨して
いる診断や治療法は、すべての人に一律に適用できるとはかぎりません。患者さんの病状
をよく把握しておられる主治医が標準的医療とは異なる治療を、病状に応じておこなって
いる場合もあると思います。また、その後の医学の進歩で、本書に記載されている根拠や
考え方が変わっている場合もありうると思います。自分の受けている診療上の疑問点につ
いては、よく主治医から説明を受け、自分の病気や治療内容をよく理解し、納得のうえで
主治医と一緒に病気に立ち向かっていくことが重要です。
日本消化器病学会では、このガイドブックを日本消化器病学会一般市民向けホームペー
ジでも公開し、市民の方々からのご意見やご質問にお答えできるよう設計する予定にして
います。寄せられたご意見やご質問は、新しい医学的根拠とともに次回の改訂に生かして
いきたいと考えています。ぜひ多くの方々がご利用いただきますようお願い申し上げます。

2010 年 9 月
日本消化器病学会ガイドライン委員会委員長

日本消化器病学会理事長
菅野　健太郎

日本消化器病学会「患者さんと家族のためのガイドブック」の刊行にあたって
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11
肝硬変とは？



肝硬変とは
肝臓病の原因には、肝炎ウイルス、薬物などさまざまなものがありますが、原因
が何であっても肝細胞が徐々に壊れて炎症が長い間続くと慢性肝炎という状態にな
り、肝細胞の壊れた部分に線維が増えていきます。この結果、最終的に肝臓は硬く
小さくなりますが、残った肝細胞はこれを代償するように頑張って再生し、小さな
再生結節を一面につくります（図参照）。これが「肝硬変」という状態です。肝臓に
は肝動脈と門脈という 2 系統の血管から血液が入り込み、血液は類洞

るいどう

という毛細血
管を通ったあと、中心静脈へと流れ出ていきますが、健康な肝臓では類洞に沿って肝
細胞がきれいに整列し、中心静脈を中心にして放射線状に分布して、肝小葉

しょうよう

という六
角柱状の構造を形づくっています。肝硬変では肝細胞が壊れて脱落した部分に著し
い線維化が起こり、この肝の小葉構造が崩れるとともに、線維性結合組織に取り囲
まれた結節状の再生肝細胞集団（偽小葉結節

ぎしょうようけっせつ

）が形成されます（図参照）。その結果、
肝の毛細血管は圧迫されて、血液が流れ込みにくくなり、門脈圧が上がります。

1
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よくある質問 11

お答えします

肝硬変はどのような病気ですか？

肝硬変
かんこうへん

は肝細胞が壊れて脱落した部分に線維が増えるとともに、残っ
た肝細胞がそれを補うようにして増えて（再生して）小さな結節を一面
につくった状態をいいます。その結果、肝臓は硬く小さくなり、内部
の血管抵抗が増すために、肝臓に流れ込む血管である門脈

もんみゃく

に圧がかか
り、さまざまな症状が生じます。残った肝細胞や再生した肝細胞が十分
にあり、とくに目立った症状がない状態を「代償性

だいしょうせい

肝硬変」といい、肝
臓や周辺臓器の障害が高度で、静脈瘤

じょうみゃくりゅう

出血、腹水
ふくすい

、肝性脳症
かんせいのうしょう

、黄疸
おうだん

、
出血傾向などの症状がある状態を「非代償性肝硬変」といいます。

解　説



肝硬変の合併症
流れにくくなった門脈血は、体のあちらこちらにできた短絡路

たんらくろ

（シャント）を通っ
て肝臓を通らずに上大静脈や下大静脈に流れ込みます。食道や胃の粘膜下にできた
シャントがミミズ腫れのように大きくなったものが食道・胃静脈瘤で、これはしば
しば破裂して出血します。いきなり血を吐いたり（吐血

と け つ

）、胃に溜まった血液が便と
ともに排泄されて黒色便が出たり（下血

げ け つ

）して、貧血やショックの原因となります。
健康な体では腸管内で産生され、門脈血内に流れ込むアンモニア、アミン、
中鎖脂肪酸
ちゅうさしぼうさん

などは肝細胞に取り込まれて処理されますが、肝硬変では門脈と下大静
脈の間にできたシャントを通ってそのままこれらが脳に到達し、意識障害を引き起
こすことがあります（肝性脳症）。このほか、肝硬変が進むとお腹に水が溜まったり
（腹水）、体が黄色くなったり（黄疸）、出血しやすくなって皮膚に青あざや赤黒い斑
点が出たりすること（出血傾向）があります。腹水の発現機序としては肝臓内の血管
抵抗や門脈圧が上がること、腎臓でのナトリウム、水の再吸収が亢進することが関
係します。黄疸が強くなったり、出血傾向が明らかになるのはかなり危険な徴候で、
肝移植の可能性を考えなければならない状態といえます。

代償性肝硬変と非代償性肝硬変
このように肝臓や関連臓器の障害が高度で、静脈瘤出血、腹水、肝性脳症、黄疸、
出血傾向などを起こした状態を「非代償性肝硬変」といいます。これに対し、肝硬
変になっても残った肝細胞や再生した肝細胞が十分にあり、とくに目立った症状が
ない状態を「代償性肝硬変」といいます。

3
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図　肝硬変の組織像



肝硬変は肝細胞癌（肝癌）の発生と縁が深いです
さまざまな原因で起こる肝硬変ですが、肝硬変は長い年月、肝臓に炎症が続いた
結果生じた変化ですので、その間に肝臓の中では細胞の遺伝子などに傷がついてい
きます。その結果、肝硬変のように長期に傷ついた肝臓になると、肝癌が生じる危
険性が高くなります。肝硬変の原因の中でも、HCV 感染によるものでは、肝硬変に
なると年率 8％くらいの確率で癌ができることがわかっています。この数字は、肝

1
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よくある質問 22

お答えします

肝硬変患者さんは全国でどれくらいいて、
その原因にはどんなものがありますか？

すべての患者さんを統計に集計することはできないため、はっきり
したことはわかりませんが、患者さんの数は全国で 40 万～50 万人
と推定されています。肝硬変だけで死亡する人の数は年間約 17,000
人で、70 ％が男性とされています。
日本では、肝炎ウイルス感染によるものが多く、約60 ％がC型肝炎

ウイルス（HCV）感染により、約 15％が B 型肝炎ウイルス（HBV）感
染によります。さらにアルコール性が約 15％ですが、残りの 10％の
原因として、原発性胆汁性肝硬変

げんぱつせいたんじゅうせいかんこうへん

（primary biliary cirrhosis：PBC）、
原発性硬化性胆管炎
げんぱつせいこうかせいたんかんえん

（primary sclerosing cholangitis：PSC）、
自己免疫性肝炎
じこめんえきせいかんえん

（autoimmune hepatitis：AIH）、胆道閉鎖症、ヘモ
クロマトーシス、ウィルソン病、血管病変によるもの、などがありま
す（図参照）。
最近では、メタボリックシンドロームと関係の深い非アルコール性
脂肪性肝炎（nonalcoholic steatohepatitis：NASH）が原因で肝硬
変になる人もいます。

解　説



硬変になって 10 年経つと 80％の人に肝癌が出てくるという理解になります。
逆に肝癌の患者さんのほとんどが背景に肝硬変を持っています。肝硬変になる前
にきちんと治療して、進行しないようにしたいものです。

1 ：肝硬変とは？
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図　肝硬変の原因

肝臓

アルコール 肝炎ウイルス

脂肪肝

ＰＢＣ（原発性胆汁性肝硬変）
AIH（自己免疫性肝炎）
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肝硬変の

診断と治療について



問診、身体所見より
問診から肝硬変を疑うのは、毎日 5 合以上の飲酒をしている場合、過去に輸血を
受けていた場合、血縁に B 型や C 型の肝硬変がいる場合などです。診察では、①
腹部の触診でみぞおちあたりに硬い肝臓を触れる場合や脾臓（肝臓と反対側）を触れ
る場合、②腹部表面にヘソから立ち上がる静脈がある場合、③前胸部にクモが這

は

う
ような斑点があったり手のひらが赤い場合、④スネやくるぶし辺りにむくみ（浮腫

ふ し ゅ

）
がある場合、⑤腹水により腹部が膨隆

ぼうりゅう

している場合、には肝硬変を疑います。

血液検査で肝硬変を疑う場合
血液検査で肝硬変ではないかと疑う場合は次のようなものがあります。①血小板
数が 10 万以下、②血清アルブミン濃度が 3g/dL 以下、③ AST（GOT）＞ALT
（GPT）、④血清総コレステロール 130mg/dL 以下、⑤血清ヒアルロン酸
130ng/mL 以上、⑥ ICG 負荷試験で 30％以上、などです。いずれも単独で肝硬

2

1

●●● 8 ●●●

よくある質問 33

お答えします

肝硬変の診断はどのようにするのですか？

肝硬変は、以下の検査結果を総合して診断します。①まず問診、身
体の診察、血液検査、腹部超音波（エコー）検査などをおこなって肝硬
変の原因を探るとともに、肝硬変の身体的特徴の有無を診ます。②詳
しい血液検査で肝臓の合成能、予備能、物質処理能などを診ます。③
これらで診断できない場合や原因がまったく不明な場合には細い針で
肝臓の一部を取って顕微鏡で診断（肝生検）することもあります。④肝
硬変の進み具合を調べる検査もあり、これには上部消化管内視鏡検査
も含まれます。

解　説



変を断定できるものではありませんので、これらをうまく組み合わせる工夫をして
います。組み合わせによっては、のちに述べる肝生検と同じくらいの精度で肝硬変
を診断できます。血液検査の値はいろいろな条件で左右され、影響を受けるので、
それらを考慮して判断します。

画像検査で肝硬変を疑う場合
腹部超音波（エコー）検査で、肝臓の右側が萎縮し、左側が肥大して表面がデコボ
コしていて、腹水があり、脾臓

ひ ぞ う

がはれている場合には肝硬変が疑われます。また、
肝臓内のエコーの反射がとても荒くみえる場合にも疑います。同様のことは CT で
も観察されます。また、食道・胃内視鏡で食道・胃静脈瘤がみえた場合は肝硬変と
診断できます。しかし、肝硬変初期の場合には画像検査での診断は困難な場合が多
くなります。

肝臓の組織検査が必要な場合
生化学検査の種類が少なかった昔は、肝臓の組織の一部を採取して顕微鏡で肝臓
の線維の増え方をみない限りは肝硬変の診断はできないといわれていました。しか
し、現在では血液検査をうまく組み合わせることで、肝生検

かんせいけん

をしなくてもよい場合
も増えています。それでも、肝硬変の一歩手前の場合や特殊な型の肝硬変を診断す
るにはやはり肝生検が必要です。たとえば、原発性胆汁性肝硬変、原発性硬化性胆
管炎、自己免疫性肝硬変、アルコール性肝硬変、脂肪性肝炎から進展した肝硬変な
どです。肝組織の採取には肋骨の隙間から直接針を刺す肝生検と、腹壁に穴をあけ
て空気を入れ、肝臓の表面をみ
ながら針を刺す腹腔鏡下

ふくくうきょうか

肝生検
があります。

特殊な機器を用いた診断
最近、体の表面にセンサーを
当てて、肝臓の硬さを測定する
機械も発明されました。これを
使うと、体を傷つけることな
く、肝臓の硬さを何度でも繰り
返し測定できます。しかし、こ
の機械では肝硬変の原因はわか
りません。
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図　肝硬変の診断は総合的におこなう



低タンパク栄養状態の評価と影響
肝硬変患者さんの栄養状態は、タンパクとエネルギーの両面から評価します。タ
ンパク栄養状態の指標は血清アルブミン濃度で、3.5g/dL 以下が低タンパク栄養状
態と診断されます。低タンパク栄養状態の患者さんでは肝不全症状（むくみ・腹水、
肝性脳症）を発生するリスクが高くなります（図参照）。また、低アルブミン血症は
肝癌発生の危険因子でもあります。

低エネルギー栄養状態の評価と影響
エネルギー栄養状態の低下もタンパク栄養状態の低下と同様に肝硬変患者さんの
経過に悪影響を及ぼします。なお、エネルギー栄養状態の正確な測定には間接カロ
リーメーターという器械が必要ですが、現在、国内でこの器械を有する病院は限ら
れています。代わりの指標としては上腕周囲径（二の腕のまわり）を専用のメジャー
で測る方法があります。熟練した管理栄養士の多くはこの技術を持っています。年
齢・性別ごとに基準値があり、その 95％を下回るとエネルギー栄養状態の低下と
みなすことができます。
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よくある質問 44

お答えします

栄養状態は肝硬変の経過に影響しますか？

栄養状態の異常には栄養不足と栄養過剰（肥満）とがありますが、い
ずれも肝硬変の経過に影響します。栄養不足はとくに肝不全症状（む
くみ・腹水

ふくすい

、肝性脳症
かんせいのうしょう

）や肝癌
かんがん

の発生にかかわることが臨床研究から
証明されています。一方、肥満も肝癌の発生リスクを高めることが最
近明らかになりました。肝硬変患者さんは日常生活、すなわち食事と
運動に留意し、適切な栄養状態を保つことが重要です。

解　説



肥満の評価と影響
肥満（過栄養状態）は、体格指数（body mass index：BMI）で評価します。

BMI= 体重（kg）/身長（m）2 で計算し、25 以上が肥満です。肝硬変でも最近肥満
者が増加し、その場合、肝癌の発生リスクが上昇します。肥満は動脈硬化症、糖尿
病のみでなく、肝癌をはじめ、大腸癌、乳癌など各種癌のリスク因子でもあります。
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図　栄養状態と肝硬変

むくみ 腹水 肝性脳症

肝癌の発生

栄養過剰（肥満）

栄養不足



1 日に摂る栄養必要量の決定
かかりつけ医、主治医、管理栄養士に相談しましょう。簡略には、まず身長から
標準体重を計算します（標準体重（kg）＝身長（m）2×22）。次に 1 日あたりの必要
エネルギー量を日常生活の強さ（日常生活活動強度）に準じて計算します（1 日あた
りエネルギー所要量＝ 25～35kcal/kg（標準体重）/日）。さらにタンパク質は 1.2
～1.3g/kg（標準体重）/日、脂肪がエネルギー全体に占める比率を 20％に設定し
ます。従来いわれていた、いわゆる高タンパク食（1.5～2g/kg（標準体重）/日）で
はない点に注意してください。

分岐鎖アミノ酸製剤の要否
血清アルブミン濃度が 3.5g/dL 以下の患者さんでは分岐鎖アミノ酸（BCAA）製

剤が処方されます。夜食が必要であれば BCAA を豊富に含む肝不全用経腸栄養製剤
を、夜食が必要でなければ BCAA 顆粒製剤を用います。

2
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よくある質問 55

お答えします

肝硬変の食事療法ではどういう注意が必要です
か？

まず1日あたりの必要エネルギー量を計算します。生活活動の強さに
よって「25～35kcal/kg（標準体重）/日」の幅があります。次にタン
パク質を1.2～1.3g/kg（標準体重）/日、脂肪がエネルギー全体に占め
る比率を 20％に設定します。具体的な計算やお勧めの献立は管理栄養
士に相談しましょう。また、標準体重（kg）は「身長（m）2×22」で概
算できます。さらに血清アルブミン濃度が 3.5g/dL 以下の患者さん
には分岐鎖

ぶ ん き さ

アミノ酸製剤の補充が、エネルギー栄養状態が不良の患者
さん（「よくある質問 4」参照）には夜食が必要になります。

解　説



夜食の要否
低エネルギー栄養状態と診断された患者さんには（「よくある質問 4」参照）、夜

食（分割食）をお勧めします。よく用いられる方法は夕食から約 200kcal 分を差し
引き、就寝前に BCAA を豊富に含む肝不全用経腸栄養製剤（約 200kcal 相当）を
摂る、いわゆる就寝前軽食/夜食（late evening snack：LES）療法です。ただし、
1 日あたりの必要エネルギー量を決してオーバーしないように、入院でも外来でも
管理栄養士の指導を定期的に受けましょう（図参照）。

望ましい食品
とくにこれをというお勧めはありません。食品の品数を多く、バランスよく摂っ
てください。

避けたほうがよい食品
鉄分の多い食品は肝障害を増悪するためできるだけ避けてください。とくに赤身
の肉、レバー、シジミには鉄分が多く含まれています。

調理上の注意点
ビブリオ類の細菌に感染しやすい夏季（6～10 月）には、生鮮魚介類を十分加熱

調理するよう気をつけましょう。肝硬変、アルコール性肝障害、糖尿病のある患者
さんはとくに注意が必要です。

サプリメント
前述の「 避けたほうがよい食品」と同じ理由で、たとえばウコンには鉄分が多
く含まれていますので、注意が必要です。
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図　肝硬変の食事療法

朝

昼 夜

夜食
低エネルギー栄養状態の方は
夜食（分割食）



安静が必要な場合，運動したほうがよい場合
黄疸が出ていて、腹水や浮腫、あるいは肝性脳症がみられる場合は、安静にする
必要があります。発赤した食道静脈瘤や胃静脈瘤がある場合には、食後すぐに横に
なると静脈瘤破裂の危険があるため、しばらく経ってから横になります。激しい運
動は病気の悪化を招きます。手足の穏やかな屈伸やストレッチ運動くらいにしてお
きましょう。
黄疸、腹水、浮腫、脳症、破裂の恐れのある静脈瘤がないような時期には、適度
に運動したほうがよいといわれています。1 日 30 分前後の苦にならない運動をし
て、きついと感じたときにはすぐにやめるようにしてください。食後 1 時間以上
経ってからがよいでしょう。

なぜ運動したほうがよいのですか
①筋肉を衰えさせないため
肝硬変で血中に増えるアンモニアは肝臓だけでなく筋肉でも処理されます。寝て
ばかりでは筋肉が衰えてアンモニアの処理が低下します。また、筋肉は糖分を蓄え

2

1

●●● 14 ●●●

よくある質問 66

お答えします

肝硬変では安静が必要ですか？　運動はどの程
度許されますか？

黄疸
おうだん

、足の強いむくみ（浮腫
ふし ゅ

）、腹水、破れそうな食道静脈瘤
じょうみゃくりゅう

などが
あるときには食後 1～2 時間を中心とした安静が必要です。それ以外
の場合はむしろ適度に体を動かして 1 日 30 分前後の運動することが
大切です。疲れない、運動しながら会話できる、軽い汗をかくくらい
の程度の運動がお勧めです。肝機能や体力に応じた運動の強さを主治
医と相談して決めましょう。

解　説



るので、血糖値が上がるのを防ぎます。さらに、歩くことで足の筋肉の中の水分が
静脈を通って浮腫を軽減します。
②便通をよくするため
肝硬変では便秘が肝性脳症の誘因となります。運動することは大腸に適度な刺激
を与えて快便をもたらします。
③精神的にリラックスさせるため
じっと寝ていると精神的に参ってしまい、気持ちも病気になりがちです。体をほ
ぐし、気分もリラックスして、1 日に変化をつけたほうが明るい気持ちになります。

どのくらいの運動が適当ですか
手足の屈伸やストレッチ体操などから始めます。その後、次第に運動の強さ、時
間を増やしていきます。疲れず運動しながら会話できる、軽い汗をかくくらいの運
動が勧められます。短時間しか続けられない運動よりも、ゆっくりと長く（30 分前
後）続けられる運動（有酸素運動といいます）をしましょう。脈拍数を目安にするの
もよく、はじめは安静時の 20％増し程度を限度としておくのが安全です。安静時
に 70/分の脈拍なら、運動後に 90/分を超えない程度です。体が慣れてきたら 100
～110/分くらいまでは安全です。
主治医といっしょに運動のメニューを決めましょう。そして運動を始めてからの
全身状態の変化を主治医に報告し、メニューの改善をしてもらいましょう。
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図　適度な運動は効果がある



B 型肝炎ウイルス感染者は肝癌発症のリスクが高いです
B 型肝炎ウイルス（HBV）の持続感染者の中には、肝臓に炎症（いわゆる肝炎）が

惹起され、それにともなって肝細胞の破壊と肝臓の線維化が起こる患者さんがいま
す。この炎症が持続している病態が慢性肝炎で、炎症の持続とともに肝細胞の破壊
は進行し、肝臓の線維化は高度となって、やがては肝硬変にいたります。HBV によ
り肝硬変にいたった場合は「B 型肝硬変」といわれます。B 型肝硬変が進行すると
肝臓の機能が低下し、生命を維持できないような状態である肝不全にいたります。
また、HBV 感染が持続すれば、肝癌を発症するリスクが高くなり、とくに B 型肝
硬変ではそのリスクが非常に高くなります。

インターフェロンは B 型慢性肝炎には有効です
インターフェロンは HBV などに抗ウイルス作用を有し、肝機能を改善します。
とくに、B 型慢性肝炎に対するインターフェロン治療は、HBV 量（HBV DNA と
いう検査値で評価することが多い）の低下をもたらし、血液中では検出できない程
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よくある質問 77

お答えします

B 型肝硬変のインターフェロン療法はどのよう
におこなうのですか？　また、その効果はどう
ですか？

B 型慢性肝炎に対しては、大きく分けてインターフェロンαとイン
ターフェロンβが使用可能です。インターフェロンαは筋肉注射、イ
ンターフェロンβは静脈注射で投与します。通常は 2～4 週間は連日
投与し、その後は週 3 回を合計で 24 週間続けます。投与量や投与期
間は副作用の程度などで適宜増減します。しかし、B 型肝硬変に対す
るインターフェロンの有効性は十分確立されていませんので、B 型肝
硬変に対してのインターフェロン療法は推奨されません。

解　説



度の量まで減少させることも期待できます。また、HBV 関連のマーカーであるHBe
抗原が陽性である患者さんよりも HBe 抗体が陽性の患者さんのほうが肝炎は沈静
化していることが多く、インターフェロンは HBe 抗原陽性から HBe 抗体陽性に変
化させることができます。このようなことから、B 型慢性肝炎患者さんではインター
フェロンは治療法のひとつとなっています。

B 型肝硬変に対するインターフェロン治療は推奨されません
インターフェロン療法は B 型肝硬変の病状改善や肝発癌を抑制する可能性があり
ますが、十分な根拠はありません。また、インターフェロン治療をおこなった B 型
慢性肝炎もしくは B 型肝硬変 2,490 例のうち、治療中もしくは治療終了 2 ヵ月以
内に 8 例が肝不全にいたり、その 8 例はすべて治療前に肝硬変であったとの海外か
らの報告があります。したがって、B 型肝硬変患者さんにインターフェロンを注射
すると、肝不全を発症する危険性があります。さらに、B 型肝硬変に対しては拡散
アナログ製剤による抗ウイルス効果が十分期待できるので（「よくある質問 8」参
照）、B 型肝硬変患者さんにインターフェロン治療は推奨されません。また、B 型肝
硬変に対するインターフェロン治療は、保険では認められていません。
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図　B 型肝硬変へのインターフェロン療法

インターフェロン療法
は「B型慢性肝炎」に
は効く

インターフェロン療法
は「B型肝硬変」には
リスクがある



3 種類の抗ウイルス薬と効果
日本では、B 型慢性肝炎および B 型肝硬変における抗 HBV 作用のある内服薬と
して核酸アナログ製剤が 3 種類使用できます。薬品名はラミブジン、アデホビル、
エンテカビルです。これらの核酸アナログ製剤は、HBV の増殖を抑制し、肝炎を鎮
静化させ、さらに肝硬変の肝線維化の改善が期待できます。また、抗ウイルス薬に
よる治療により、病態の進行した非代償性肝硬変患者さんの病状の改善や生存期間
の延長、および B 型肝硬変患者さんにおける肝発癌を抑制することが期待できます
（図参照）。

抗ウイルス薬による薬剤耐性
HBV に核酸アナログ製剤を用いる場合には、薬剤耐性の出現が問題となります。
この薬剤耐性とは、HBV が遺伝子変異により、治療中や治療前から薬剤に効きにく
い性質を獲得することです。薬剤耐性があると薬剤使用にもかかわらず、ウイルス
は減少せず、時にはウイルスが増殖し、肝炎が増悪することがあります。薬剤耐性
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よくある質問 88

お答えします

B 型肝硬変では抗ウイルス薬の内服はどのよう
におこなうのですか？　また、その効果はどう
ですか？

B 型肝炎ウイルス（HBV）に対する抗ウイルス薬として 3 種類の核
酸アナログ製剤が日本では保険で使用できます。3 種類とも 1 日 1
回の投与で、ラミブジンとアデホビルは食後、エンテカビルは食間に
内服します。効果や副作用の面から、現在はエンテカビルが第一選択
薬として推奨されます。また、通常は単独で使用しますが、薬剤耐性
が出現した場合は、薬を併用することもあります。抗ウイルス効果、
肝炎の沈静化、肝線維化改善、肝発癌抑制が期待できます。

解　説



の遺伝子変異は薬剤ごとに異なり、薬剤耐性が出現する頻度も異なっています。お
もに B 型慢性肝炎を対象とした試験結果から、エンテカビルがもっともこの薬剤耐
性が出現しにくいといわれています。このようなことから、B 型肝硬変では病状の
進展度にかかわらず、エンテカビルが第一選択薬として推奨されます。また、ラミ
ブジンまたはエンテカビルの薬剤耐性出現例に対しては、ラミブジンとアデホビル
の 2 剤併用療法が勧められます。なお、ラミブジンは 2000 年 11 月から日本で使
用可能となった薬剤で、エンテカビルが使用可能となった 2006 年 9 月以前からラ
ミブジンを継続して使用している患者さんは、今後の治療法についてはかかりつけ
医もしくは専門医と相談してください。

抗ウイルス薬の使用方法
エンテカビルは通常は 1 錠（0.5mg）を 1 日 1 回内服しますが、1 日 2 錠とな

ることもあります。空腹時の内服が原則で、食間や眠前に内服します。ラミブジン
（100mg）やアデホビル（10mg）は 1 日 1 錠で、食事とは関係なく内服できます。
腎機能が低下している場合は、投与量や投与間隔の調整が必要となります。

3
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図　核酸アナログ製剤は B 型肝硬変の病状を改善します

核酸アナログ製剤

Ｂ型肝炎ウイルス（HBV）の持続感染

無症候性キャリア

肝癌B型慢性肝炎 Ｂ型肝硬変

肝不全

一部
まれ



インターフェロン療法の保険適用と治療方法（図参照）
肝硬変に対するインターフェロン療法には慢性肝炎とは異なる健康保険上の制約
があります。肝硬変は大別して代償性肝硬変と非代償性肝硬変に分かれますが、イ
ンターフェロン療法がおこなえるのは代償性肝硬変のみです。さらに代償性肝硬変
でも HCV 遺伝子（HCV RNA）が 1 型で血中濃度が高い患者さんへのインターフェ
ロン療法は保険適用から除外されています（2010 年 8 月現在）。また、C 型慢性肝
炎に対するインターフェロン療法ではペグインターフェロンとリバビリンの併用療
法がもっとも有効性が高く一般的な治療法となっていますが、肝硬変ではリバビリ
ンの併用は認められず天然型インターフェロンα（皮下または筋注）またはインター
フェロンβ（静脈投与）の単独治療法しか保険適用がありません。
肝硬変に対するインターフェロン療法は、最初の 2～4 週間は 600 万単位を連
日注射し、その後週 3 回で 48 週以上の注射が勧められています。ただし、肝硬変
では治療前から白血球数や血小板数が低いため、インターフェロンによる白血球数・

1
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よくある質問 99

お答えします

C 型肝硬変のインターフェロン療法はどのよう
におこなうのですか？　またその効果はどうで
すか？

黄疸
おうだん

、腹水
ふくすい

、意識障害のない肝硬変（代償性肝硬変）で、遺伝子 1 型
の C 型肝炎ウイルス（HCV）感染で血中の HCV RNA が高値
（5.7logIU/mL 以上あるいは 500KIU/mL 以上）の患者さんを除い
た C 型肝硬変に対し、インターフェロン単独療法がおこなわれていま
す。治療効果は慢性肝炎より低いですが、ウイルスが消失した患者さ
んでは肝硬変の改善、発癌の抑制、生命予後の延長が認められています。
副作用として白血球数減少や血小板数減少があり、十分な治療を継続
できない場合も少なくありませんが、考慮すべき治療法のひとつです。

解　説



血小板数減少には十分な注意が必要です。治療経過中、インターフェロンを減量ない
し投与を中断せざるをえない場合もあります。治療前から血小板数が 7 万～8 万/
μL 以下の場合には脾摘出術または部分的脾動脈塞栓

ひどうみゃくそくせん

術を先行し、血小板数を増加
させたのちにインターフェロン治療をおこなう場合もあります（「よくある質問 10」
参照）。

インターフェロン療法の効果
インターフェロン療法の効果は治療終了後に血中 HCV RNA が持続的に陰性化す
る（著効

ちょこう

といいます）かどうかにより評価します。C 型肝硬変に対するインターフェ
ロン療法の著効率は遺伝子 1 型以外または HCV RNA の低い症例に限れば約 20～
70％と報告されています。これは C 型慢性肝炎での治療成績より低いのですが、肝
硬変では肝臓が線維化していることに加え、有効性の高いペグインターフェロンと
リバビリンの併用療法がおこなえないこと、白血球数・血小板数減少のために十分
な量のインターフェロン療法を長期間施行できないことなどが原因です。海外の成
績では肝硬変に対しペグインターフェロンとリバビリンの併用療法をおこなったと
しても慢性肝炎より著効率が低いことが知られています。
しかし、肝硬変であってもインターフェロン療法が著効した患者さんでは、AST、
ALT は正常化し、徐々に肝臓の線維化が改善し、治らないと考えられていた肝硬変
が“改善する”ケースが出てきています。さらに著効した患者さんでは肝癌の発生
が抑制され、黄疸や腹水など肝不全も抑制されることで生命予後が延長することが
指摘されています。また、インターフェロン注射により血中の HCV RNA が持続陰
性化にいたらなくても、治療しなかった場合にくらべその後の肝癌発生率が下がる
ことが知られています。以上から、肝硬変に対するインターフェロン療法は考慮す
べき重要な選択肢のひとつです。

2
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図　C 型肝硬変の治療選択

Ｃ型肝硬変

代償性肝硬変

非代償性肝硬変

インターフェロン療法
の適応

肝機能維持療法
栄養療法など

肝機能維持療法
栄養療法
アミノ酸製剤、利尿薬など

遺伝子1型以外で
HCV RNA量　低値

それ以外の肝硬変



肝硬変における血小板数減少の機序
インターフェロン療法にはさまざまな副作用がありますが、必発ともいえる副作用
のひとつに血小板数減少があります。肝硬変ではもともと白血球数や血小板数が減少
しているのでインターフェロン療法により血小板がさらに減少し、通常 3 万/μL 以
下（インターフェロンβでは 2.5 万/μL 以下）になると治療の継続ができなくなり
ます。肝硬変における血小板数減少の機序として脾機能亢進症があります。そこで
インターフェロン治療に先立って脾臓の機能を低下させ血小板数を増加させる治療
法が試みられています。脾機能を低下させる方法として、手術による脾摘出術とカ
テーテルによる部分的脾動脈塞栓術があります。

部分的脾動脈塞栓術（図参照）
カテーテルによる部分的脾動脈塞栓術（PSE）とは、上腕または大腿の動脈から細

い管（カテーテル）を挿入し、脾動脈に選択的に塞栓物質（血管を詰める物質）または
コイルを留置することで脾動脈の血流を遮断し、脾臓の一部を壊死

え し

させて脾臓の機

2
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よくある質問 1010

お答えします

血小板の少ない肝硬変へのインターフェロン療
法はどのようにおこなうのですか？

血小板の少ない肝硬変に対し、脾摘出術や部分的脾動脈塞栓
そくせん

術を先
行させて血小板数を増加させたあとにインターフェロン療法をおこな
う治療法があります。治療の効果や副作用、標準的方法などについて
の検証はこれからの段階です。一方、C 型肝炎ウイルス（HCV）の排除
を目指すのではなく、ウイルスを減少させることで肝癌や肝不全の発
現を抑制することを目指して少量のインターフェロン療法を長期間お
こなう方法も試みられています。

解　説



能を低下させる治療法です。脾臓の壊死範囲は CT などにより確認します。この治
療法の合併症としては、組織壊死にともなう発熱、感染症などがあります。
肝硬変の患者さんで、血小板が少ないにもかかわらず部分的脾動脈塞栓術により
血小板数が増加し、インターフェロン治療が可能になって、血中の HCV が消失
（HCV RNA が陰性化）した患者さんが増えつつあります。しかし、まだ実施数は少
なく、治療の効果についての科学的検証はこれからの段階です。また、部分的脾動
脈塞栓術の方法の標準化とその効果、合併症の頻度や内容についてもさらに検討が
必要です。

少量長期インターフェロン療法
一方、インターフェロンの治療目標を切り替える考え方もあります。HCV の根絶

（著効
ちょこう

）を目指すのでなく、少量のインターフェロンを長期間継続注射することで
HCV を抑えつつ、肝炎を沈静化（AST、ALT の正常化）させ、肝不全や肝発癌の抑
制を目指すものです。この治療法も薬用量や継続期間、長期の効果と副作用につい
ての評価はこれからの段階です。

3
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図　部分的脾動脈塞栓術前後の CT 像

部分的脾動脈塞栓術前には脾腫（矢印）がみられています。部分的脾動脈塞栓術後に脾臓の
壊死領域を黒く認めます（矢印）。術前の血小板数は7万 /μLでしたが、術後には15 万 /μL
に増加し、インターフェロン療法をおこなうことができました。

部分的脾動脈塞栓術前 部分的脾動脈塞栓術後



ウルソデオキシコール酸（ウルソ酸）
C 型慢性肝炎の患者さんがウルソデオキシコール酸を服用すると、多くの場合は
ALT 値が低下します。つまり肝臓の炎症が抑えられます。その結果、肝硬変への進
行を遅らせて肝癌の発生を抑制することが期待されます。しかし、B 型慢性肝炎で
は、C 型慢性肝炎ほどの効果はありません。
B 型肝硬変や C 型肝硬変に対してウルソデオキシコール酸を使うと、肝臓の線維
化の増強が抑えられるか否かを、組織で分析した報告はありません。しかし、炎症
の抑制作用については、C 型肝硬変患者さんがウルソデオキシコール酸を 1 日
600mg 服用すると、半年後には ALT 値が低下すると報告されています。C 型肝
硬変では、ウルソデオキシコール酸を服用したほうが肝癌の発生率が低くなるとの
報告もあります。

グリチルリチン酸製剤（強力ネオミノファーゲンシー）
B 型慢性肝炎や C 型慢性肝炎の患者さんに強力ネオミノファーゲンシーを静脈注

2

1

●●● 24 ●●●

よくある質問 1111

お答えします

インターフェロンや経口抗ウイルス薬以外で B 型肝硬変、
C 型肝硬変に有効な治療法はありますか？　ウルソデオキ
シコール酸や強力ネオミノファーゲンシーはどうですか？

ウルソデオキシコール酸や強力ネオミノファーゲンシーおよび肝臓
の鉄を減らす除鉄療法には、B 型慢性肝炎や C 型慢性肝炎の肝臓の炎
症を抑制することにより、肝臓の線維化が増強して肝硬変に進行する
のを予防する効果が期待されます。しかし、肝硬変になってからも、
線維化がさらに進むのを抑えることができるか否かはわかっていませ
ん。ただし、ウルソデオキシコール酸と除鉄療法が C 型肝硬変におい
て肝臓の炎症を抑制するとの報告はあります。

解　説



射すると、とくに C 型慢性肝炎では、しばしば ALT 値が低下します。1 回 40～
100mL を週 2 回～連日、長期間注射すると、C 型慢性肝炎から肝硬変への進展や
肝癌の発生が抑えられたとの報告もあります。
C 型肝硬変では、ALT 値の低下や発癌抑制の可能性があることを示す結果が得ら
れているだけです。B 型肝硬変では、同様の効果の有無はわかっていません。

除鉄療法
C 型慢性肝炎の患者さんの中には、健常者より多くの鉄が肝臓に溜まっている人
がいます。鉄は、ラジカルという毒性の強い物質をつくります。ラジカルは、肝臓
の細胞を壊し、肝癌を発生しやすくします。このような患者さんには鉄を除くため
に鉄分の多い食品の摂取を制限し、1 回に 200～400mL の採血（瀉血

しゃけつ

）を繰り返
す除鉄療法をおこなうことがあります。この除鉄療法により ALT 値は低下し、肝
癌の発生や線維化の進行が抑制されたとの報告があります。
C 型肝硬変では、ALT 値が低下するとの報告はありますが、線維化の進行および
肝癌の発生に関する報告はありません。また、肝硬変には貧血をともなうことが多
いので、瀉血を繰り返すことが困難な場合もしばしばみられます。
B 型慢性肝炎・肝硬変に対する除鉄療法の有用性は報告されていません。

小柴胡湯
B 型慢性肝炎や C 型慢性肝炎の患者さんが小柴胡湯

しょうさいことう

を服用すると、ALT 値が低
下することが報告されています。また、肝硬変の患者さんで、小柴胡湯を服用した
ほうが肝癌の発生率が低くなったとの報告もあります。
しかし、1989 年に小柴胡湯が原因と考えられる間質性肺炎が報告され、その後
報告例が急増し、とくに肝硬変の患者さんで亡くなる割合が高かったため、2000
年から肝硬変の患者さんには使用禁忌となりました。

4
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図　B 型・ C 型肝硬変に何が有効か
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お酒を毎日たくさん飲んでいると肝硬変になります
男性では、日本酒換算で 3～5 合/日の飲酒を 20 年間続けると、女性はその半
分量の飲酒を続けると、肝硬変になってしまうとされています。この数字は、遺伝、
環境、食事などさまざまな因子に影響されますが、精神的依存が加わり断酒をする
ことが困難な場合、肝硬変への道が待っています。肝硬変になり、それでも飲み続
けていると症状が出てきて、いよいよ自分でも肝臓が傷んできたなと感じます。そ
れでもつい飲んでしまうのがアルコール依存症です。まわりの人も危険を感じたら、
ぜひ積極的に断酒を勧めるべきです。

アルコール依存症とは？
アルコール依存症は、知らないうちにやってきます。お酒を飲んで辛いことを忘
れる、飲むと楽しい、といって飲んでいる間に、少し肝臓が疲れたようだから 2 ～
3 日やめよう、と言って、やめられているうちは大丈夫です。しかし、いつでもや
められるよ、と思いながら毎日飲んでいると、知らないうちに依存症になる場合が

2
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よくある質問 1212

お答えします

アルコール性肝硬変は飲酒をやめればよくなり
ますか？

アルコール性肝硬変では断酒を勧めます。過去の報告では、肝硬変
になってからの断酒で死亡率の改善を認めたものもあります。しかし
ながら生存率が改善するかどうかは報告によってまちまちです。おそ
らくそれは、肝硬変になると食道静脈瘤、腹水など、いろいろな合併
症が出るので、生存率の改善につながるまでの道のりが長いからでしょ
う。すなわち裏返せば、アルコール性肝障害では、なるべく早く断酒
しないと長生きできないということになります。

解　説



あります。依存症は、「否定」の病気といわれ、「そんなにたくさん飲んでいない」
「いや、いつでもやめられますよ」「いや、私の肝臓は強いんです」「いや、私は大丈
夫です」と。何を尋ねても否定します。

依存症からの脱却は難しいです
飲酒を続けている間に大量飲酒発作といって、酒量が急に増えたりすると、アル
コール性肝炎を起こし、突然、死の危険が迫ることもあります。
依存症からの脱却はたいへん難しいです。家族、職場の仲間、その他大勢の人の
協力がなければ、断酒することは叶いません。依存症になる前に断酒することに限
ります。

アルコール性肝硬変の治療法は？
ウイルス性肝障害とは違い、アルコール性の肝障害は肝硬変を含めて、特異的な
治療法があるわけではありません。出てきた症状に対処するしかなく、断酒するの
が唯一の改善策となります。肝硬変がさらに進行して末期肝硬変になり、肝不全と
なれば助かる方法は肝移植しかありません。でも、アルコール性肝硬変の場合、移
植の適応基準に高いハードルがあります。6 ヵ月以上断酒しなければ移植するわけ
にいきません。移植するからには、絶対に飲酒はしないことを宣言する必要があり
ます。
それでも移植後にまた、飲んでしまう人たちがいるのですが、移植後再飲酒した
人たちと断酒できた人たちをくらべると、断酒できた人たちの生存率はたいへんよ
いのです。いずれにしても、お酒で肝臓を壊したら、まず断酒することです。

4
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図　アルコール依存症は「否定」の病気

そろそろ
止めるかなあ～

・「そんなにたくさん飲んでいない」
・「いや、いつでも止められますよ」
・「いや、私の肝臓は強いんです」
・「いや、私は大丈夫です」



自己免疫性肝炎と肝硬変
自己免疫性肝炎とは、女性に多い病気です。関節リウマチや、アトピー性皮膚炎、
あるいは膠原病といわれている病気のひとつと考えてよいでしょう。普通は、自分
の持っているタンパク質などには自分のリンパ球は無反応ですが、外から入ってく
る異物は敵だとみなしてリンパ球は強い反応を起こして異物を壊そうとします。こ
のような免疫の機構やバランスが崩れ、自分の体の構成成分を壊そうとするのが、
これらの病気の特徴です。自分の肝細胞に対して、反応が起こってしまった場合に
自己免疫性肝炎が発症します。

ステロイド薬の作用
このようなリンパ球の異常な反応を抑えるのがステロイド薬です。自己免疫性肝
炎が進行しないようにするには、ステロイド薬をはじめは大量服用し（多くの場合プ
レドニゾロン 30mg/日）、少しずつ減らして維持量（多くの場合プレドニゾロン
5mg/日）を服用します。知らないうちに肝硬変になっている患者さんもいます。肝
硬変になってしまった患者さんにもステロイド薬が効くことが報告されています。
とくにはっきりしていることは、肝硬変の特徴である線維化の程度がステロイド薬
の服用により改善することです。
一方、ステロイド薬には、満月様顔貌

がんぼう

、皮膚症状などに加え、骨粗鬆症
こつそしょうしょう

、胃潰瘍、

2
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よくある質問 1313

お答えします

自己免疫性肝炎による肝硬変にステロイド治療
は有効ですか？

原則的にステロイド治療を勧めます。科学的に確かな証拠は多くな
いのですが、多くの患者さんでは、ステロイド薬内服は自己免疫性肝
炎による肝硬変に有効です。

解　説



糖代謝異常などの副作用もよく知られています。

非代償性肝硬変になってもステロイド薬は効きますか？
腹水や、以前に食道静脈瘤破裂を起こした患者さん（非代償性肝硬変）でも、ステ

ロイド薬を飲むことによって、病態が落ち着くことが報告されています。

血清 ALT 値が基準範囲にある肝硬変では？
ステロイド薬の効果は、肝臓の中の炎症を鎮めることにあります。したがって、
血清 ALT 値が正常の患者さんでは、ステロイド薬の本来の効果が発揮できない状
態にあります。こうした患者さんでは、ステロイド薬内服の効果が不確定です。か
えって、ステロイド薬の副作用だけが残ってしまい、病態を悪化させることもあり
ますので、血清 ALT 値の正常な患者さんでは、むしろステロイド薬は飲まないほ
うがよい場合があります。このようなときには、主治医とよく相談しましょう。

4
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図　自己免疫性肝炎に対するステロイド治療

〈肝臓〉

〈リンパ球〉

〈リンパ球〉

〈ステロイド薬〉

〈肝臓〉



原発性胆汁性肝硬変（PBC）とは？
PBC とは、原因がわかっていませんが、慢性的に肝臓内の細い胆管（消化液の胆
汁を流す管）のまわりに炎症が起こって、次第に細い胆管が潰れていく病気です。胆
管が潰れると、胆汁が流れなくなりますから、黄疸が生じ、その状態が続くと次第
に肝硬変へと進行します。通常のウイルスなどによる肝硬変とは違い、黄疸が出て
から、年月をかけて肝硬変になっていきます（ウイルス性の場合には、黄疸が出た
ときにはすでに非代償性肝硬変となっています）。ですから PBC では、病名に「肝
硬変」とついていても、実は肝臓自体は、肝硬変でないことが多いのです。
細い胆管のまわりにどうして炎症が起きるのかはよくわかっていませんが、胆汁
の流れ道に入ってくる細菌の成分が何らかの原因となっているのではないかと考え
られています。

ウルソデオキシコール酸とは？
ウルソデオキシコール酸は、漢方で「熊

くま

の胆
い

」といわれていた熊の胆汁に多く含
まれる胆汁酸の成分です。人の胆汁にも普通に含まれていますが、これを内服する
と、胆汁の中のウルソデオキシコール酸成分が増えて、胆管を保護し、また胆汁自
体の量も増えることがわかっています。

2
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よくある質問 1414

お答えします

原発性胆汁性肝硬変（PBC）にウルソデオキシ
コール酸の内服は有効ですか？

ウルソデオキシコール酸の内服は有効です。しかし、肝硬変が進行
してから服用した場合、その効果ははっきりとはしていません。

解　説



ウルソデオキシコール酸は PBC による肝硬変の線維化を改善するか？
胆汁うっ滞によって生じた線維化は、ウイルスなどによる門脈周囲の線維化とは
違って、なかなか改善しませんが、線維化の程度が軽い場合は改善することがわかっ
ています。何よりも血液検査データ（通常 PBC では、まず ALP 値、γ-GTP 値が
上昇していきます）が改善して、PBC ではよく認められるかゆみの症状が軽くなり
ます。
また、PBC では黄疸が進み、内科的な治療が奏効しなくなれば、肝移植となりま
すが、ウルソデオキシコール酸による治療効果で移植への移行率が低くなることが
わかっています。

生存率改善の議論
臨床的に改善効果がはっきりしているウルソデオキシコール酸ですが、生存率を
改善するかどうかは、まだはっきりしていません。
とくに病気が進行してしまってからでは、ウルソデオキシコール酸を始めても改
善効果が弱いようです。しかし、比較的早期の患者さんでの改善効果ははっきりし
ていますので、現時点では PBC にはウルソデオキシコール酸が第一に推奨されま
す。

4
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図　原発性胆汁性肝硬変

〈胆管〉

胆嚢

〈肝臓〉
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肝硬変合併症の
診断と治療について



門脈圧亢進症とは？
門脈は消化器（胃、小腸、大腸、胆嚢

たんのう

、膵臓
すいぞう

）や脾臓からの血液を集めて肝臓に送り
込む 1 本の太い血管です。門脈圧亢進症の原因の約 90％は肝硬変で、肝臓が硬く
なって血液の流入障害をきたしているため、門脈の血液がうっ滞

たい

して発症します。
門脈圧亢進症のその他の原因として、特発性門脈圧亢進症、肝外門脈閉塞症、バッド・
キアリ症候群などがあります。門脈内に血液が溜まると、大静脈に通じるほかのルー
トが必要となり、その結果、胃の静脈を逆流して食道静脈を通り、上大静脈に通じる
別の道（バイパス）が形成されるようになります（図参照）。食道の静脈はもともと細
く、そこに大量の血液が流れ込んでくるので瘤状に腫れて食道静脈瘤が形成されま
す。また、胃静脈瘤をともなうこともあります。門脈圧の急激な上昇によって食道
静脈瘤が突然破裂して、大量出血を起こし、生命にかかわる場合も少なくありません。

どのように診断しますか？
門脈圧亢進症をきたす基礎疾患を診断するためには、血液検査（肝機能検査など）、

上部消化管内視鏡検査、各種画像診断（腹部超音波検査、腹部 CT、腹部MRI など）、

2
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よくある質問 1515

お答えします

門脈圧亢進症とはどんな病気ですか？　また、ど
のように診断するのですか？

消化器から肝臓へ栄養を運ぶ静脈が門脈
もんみゃく

で、この門脈の内圧（門脈
圧）が異常に高くなっている状態を門脈圧亢進

こうしん

症と呼びます。門脈圧
亢進症の原因のほとんどが肝硬変で、これにともなって食道・胃静脈
瘤、門脈圧亢進症性胃症、脾腫、貧血、腹水、肝性脳症などが現れます。
血液検査（肝機能検査など）、上部消化管内視鏡検査、各種画像検査（腹
部超音波検査、腹部 CT、腹部MRI など）により診断を確定できます。

解　説



肝臓の組織を調べる肝生検などが有用です。
門脈圧亢進症では、その病態から生じる二次的な徴候として、食道・胃静脈瘤、
門脈圧亢進症性胃症、脾腫

ひ し ゅ

（脾臓は脾静脈を通じて門脈に血液を供給しているため、
門脈圧の亢進はしばしば脾臓の腫

は

れを引き起こします）、脾機能亢進による血球破壊
により生じる貧血、低栄養（低アルブミン血症）よる腹水、さらには意識障害をもた
らす肝性脳症などがあります。
食道・胃静脈瘤や門脈圧亢進症性胃症の診断には、上部消化管内視鏡検査が有用
で、治療方針を決定するうえでも不可欠な検査です。門脈圧亢進症性胃症では、門
脈のうっ滞による胃の粘膜および粘膜下層の血管拡張、浮腫、出血が特徴的で、時
に胃粘膜から出血をきたすことがあります。
食道・胃静脈瘤以外のバイパス（門脈―体循環静脈側副血行路）の発達の程度は、超

音波内視鏡検査や腹部 CT（とくに三次元 CT）で把握できます。脾腫や腹水の有無や
程度を診断するためには、腹部超音波検査、腹部 CT や MRI が有用で、肝癌が合併し
ているかどうかをも診断可能です。貧血や肝性脳症については、症状のほかに血液
検査で診断します。触診では腹壁から、腫れた脾臓を触れることができます。腹水は、
腹部のふくらみや、打診で鈍い音がすることから診断できます。また、へそのまわ
りの皮下の血管が怒張する腹壁静脈怒張

どちょう

があれば、門脈圧亢進症の徴候です。

3 ：肝硬変合併症の診断と治療について
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図　門脈圧亢進症における側副血行路（バイパス）
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（豊永  純ほか：食道・胃静脈瘤、第2版、鈴木博昭監修、日本メディカルセンター、p21-27、2001より）



βブロッカーはどのような薬ですか？
代表的なβブロッカーとしてプロプラノロールがあります。プロプラノロールは、
不整脈、本態性高血圧症、狭心症、偏頭痛

へんずつう

などの治療薬として用いられています。
また、プロプラノロールには、心臓の拍出量を減少させ、腹部内臓の血管を収縮さ
せ、門脈の血流量を減少させることによって、門脈圧を低下させるので、門脈圧亢
進症の治療薬としても用いられます。なお、プロプラノロールの副作用として、喘
息発作の誘発、動悸、倦怠感、めまい、徐脈、低血圧などがあり、服用中には注意
が必要です。

βブロッカーは食道静脈瘤に有効な薬ですか？
出血リスクの高い食道静脈瘤患者さんの出血予防にβブロッカーは有効な薬剤で
す。ただし、肝予備能が良好な食道静脈瘤が適応で、肝予備能が不良な場合は適応
になりません。なお、βブロッカーは食道静脈瘤の治療薬としての保険適用はあり
ません。欧米では食道静脈瘤に対する第一選択の治療法はβブロッカーですが、日
本では内視鏡的治療（硬化療法や食道静脈瘤結紮

けっさつ

術）が第一選択としておこなわれて
います。
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よくある質問 1616

お答えします

βブロッカーなどの内服薬は食道・胃静脈瘤や
門脈圧亢進症性胃症に有効ですか？

βブロッカーは門脈の血流量を減らして門脈圧を下げる作用があり、
肝予備能のよい食道静脈瘤からの出血防止に効果があります。また、
βブロッカーは門脈圧亢進症性胃症患者さんの門脈圧を下げ、増加し
た胃粘膜血流量を減少させるので、門脈圧亢進症性胃症による出血に
対して有効な薬剤です。

解　説



βブロッカーは胃静脈瘤に有効な薬ですか？
胃静脈瘤に対するβブロッカーの有効性についての科学的な根拠はありません。
胃静脈瘤に対する治療法としては、内視鏡的治療や血管造影を用いて画像ガイド下
に胃静脈瘤を治療する方法が広くおこなわれています。

βブロッカーは門脈圧亢進症性胃症に有効な薬ですか？
門脈圧亢進症の患者さんの胃粘膜には血管拡張、浮腫、出血といった特徴的な所
見がみられ、門脈圧亢進症性胃症と呼ばれています。また、門脈圧亢進症性胃症で
緊急処置が必要となるのは、出血した場合です。門脈圧亢進症性胃症は内視鏡検査
で診断され、食道静脈瘤がない人より食道静脈瘤がある人によくみられます。門脈
圧の急激な上昇や肝障害の重症化にともない門脈圧亢進症性胃症は悪くなります。
門脈圧亢進症性胃症からの出血にはβブロッカーを用います。βブロッカーによっ
て門脈圧が低下し、増加していた胃の粘膜血流量が減少して、出血を止める効果が
得られます。また、βブロッカーは門脈圧亢進症性胃症からの再出血予防にも有効
です。ただし、βブロッカーには門脈圧亢進症性胃症に対する保険適用はありませ
ん。

4

3

3 ：肝硬変合併症の診断と治療について

●●● 37 ●●●

図　門脈圧亢進症性胃症に悪影響を及ぼす因子
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〈胃〉

〈肝臓〉

門脈圧亢進症性胃症
からの出血



食道静脈瘤はどのようにしてできるのですか？
胃や腸の血液は門脈という大きな血管に流入して肝臓を通りますが、肝硬変など
では門脈の血液が肝臓に流れにくくなって門脈圧が上昇します。そうすると門脈の
血液は別の道（バイパス）を通って心臓に戻ろうとします。そのバイパスのひとつが
食道や胃の粘膜の下を通る静脈で、しだいに太くなって食道静脈瘤や胃静脈瘤とな
ります。静脈瘤が高度になると破裂し、吐血や下血が起こります。大量に出血する
と生命の危険があり、緊急の治療が必要となります。

食道静脈瘤の内視鏡的治療法として、どのような方法がありますか？
現在、内視鏡的治療法として、硬化療法と食道静脈瘤結紮術が広くおこなわれて
います。硬化療法は、まず太い食道静脈瘤に内視鏡を使って針を刺し、硬化剤 5％
エタノールアミンオレート（EO）を注入して血管内の血液を固め、静脈瘤とそれに
つながる静脈（供給路）を詰めてしまいます（EO 法）。次に細い静脈瘤に対しては、
硬化剤 1％エトキシスクレロール（AS）を静脈瘤の周囲に注入し（AS 法）、あらゆる
静脈瘤を潰す方法です。一方、食道静脈瘤結紮術は、できるだけ多くの静脈瘤に内
視鏡的に O リング（輪ゴム）をかけて結紮し、静脈瘤を壊死・脱落させる方法です。

2
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よくある質問 1717

お答えします

食道静脈瘤の内視鏡的治療はどのようにおこな
うのですか？

食道静脈瘤に対する内視鏡的治療として、硬化療法と食道静脈瘤結紮
けっさつ

術がおこなわれています。硬化療法とは、特殊な薬（硬化剤）を静脈瘤
内に注入し、血液を固め、食道静脈瘤とその供給路を詰めてしまう方法
です。一方、食道静脈瘤結紮術とは、食道静脈瘤にできるだけ多くのO
リング（輪ゴム）をかけて静脈瘤を壊死・脱落させてしまう治療法です。

解　説



食道静脈瘤出血に対する治療法はどのようにするのですか？
食道静脈瘤が破裂して出血している場合は、まず輸液・輸血をおこないます。出
血が激しい場合は、特殊なチューブ（ゼングスターケン・ブレイクモアチューブ）を
挿入してそのバルーンをふくらませて圧迫止血をします。呼吸・血圧が落ち着いて
いて出血量が少ない場合は、緊急内視鏡を施行して出血源を診断したうえで内視鏡
的治療をおこないます。まず、静脈瘤の出血点を O リング（輪ゴム）1 個でしばっ
て一時的に止血します（図参照）。次に X 線透視下に静脈瘤内に硬化療法（EO 法）を
おこないます。1 週間後の内視鏡で EO 法が困難になっていたら静脈瘤周囲へ硬化
薬を注入する方法（AS 法）を施行します。さらに 1 週間後には、食道静脈瘤の再発
防止のためにアルゴンプラズマ凝固（APC）による地固め法をおこないます。これは
下部食道の全周を焼灼

しょうしゃく

して人工的な潰瘍
かいよう

をつくる方法で、潰瘍の治癒とともに粘膜
から粘膜下層に密な線維化が起こり、この厚い線維組織が食道静脈瘤の再発を防止
することになります。ただし、肝予備能が不良な場合は、硬化療法は禁忌で、食道
静脈瘤結紮術による治療が主体となります。

3
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図　食道静脈瘤に対する内視鏡的治療法
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（小原勝敏ほか：食道・胃静脈瘤の内視鏡治療．肝胆膵 54：71-78、2007より）



胃静脈瘤に対する治療法にはどのような方法がありますか？（図参照）
おもに、組織接着剤を用いた内視鏡的治療法（組織接着剤注入法）とバルーンカ

テーテルを用いた胃静脈瘤硬化療法（バルーン閉塞下逆行性静脈瘤硬化療法）がおこ
なわれていますが、まれに外科的手術（ハッサブ手術）がおこなわれる場合もありま
す。

組織接着剤注入法はどのような手技ですか？
現在、組織接着剤としてヒストアクリルやアロンα-A が使用されています（いず

れも保険適用外です）。内視鏡的に組織接着剤を胃静脈瘤内に注入すると、組織接着
剤が血液に触れた瞬間に重合して、組織接着剤の重合体（ポリマー）が形成されて胃
静脈瘤内は組織接着剤に置き換わってしまいます。胃静脈瘤出血の場合は、組織接
着剤を静脈瘤内に注入することで、瞬時に止血できます。したがって、胃静脈瘤出
血例に対する第一選択の治療法は組織接着剤注入法であることが広く認められてお
り、この方法で胃静脈瘤出血の患者さんを救命できます。
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よくある質問 1818

お答えします

胃静脈瘤はどのように治療するのですか？

胃静脈瘤の治療法として、おもに組織接着剤を用いた内視鏡的治療
法（組織接着剤注入法）とバルーンカテーテルを用いた胃静脈瘤硬化療
法（バルーン閉塞下逆行性静脈瘤硬化療法）がおこなわれています。組
織接着剤注入法は胃静脈瘤からの出血にきわめて有用で、第一選択の
治療法として確立されています。バルーン閉塞下逆行性静脈瘤硬化療
法は、バルーンカテーテルの先端に付いた風船で胃腎短絡路を塞

ふさ

ぎ、
逆行性に硬化剤を注入して治療する方法です。

解　説



出血リスクの高い胃静脈瘤に対する治療法としては、組織接着剤注入法と硬化剤
（5％エタノールアミンオレート：EO）注入法（EO 法）の併用療法がおこなわれて
います。この治療法は、組織接着剤で胃静脈瘤をすべて閉塞し、胃静脈瘤の供給路
を EO 法で閉塞する方法です。この治療法によって、胃静脈瘤からの出血を未然に
防ぐことができます。

バルーン閉塞下逆行性静脈瘤硬化療法はどのような手技ですか？
バルーン閉塞下逆行性静脈瘤硬化療法は、バルーンカテーテルの先端に付いた風
船をふくらませて胃腎短絡路を塞ぎ、胃静脈瘤へ逆行性に硬化剤（EO）を注入して
治療する方法です。一般的に、胃静脈瘤がある場合は、その排血路が胃静脈瘤と左
腎静脈との短絡路

たんらくろ

（胃腎短絡路）を形成することが多いために、この治療ができます。
したがって、胃腎短絡路が存在し肝予備能が良好な場合、本法のよい適応となりま
す。また、本法は、肝臓を通らずバイパスを流れる血液量が多い場合に発生する肝
性脳症に対してもきわめて有効な治療法です。本法でバイパスを閉塞することで、
バイパスへの血流量、つまり肝臓を通らないで通過していく血液量が減るので、腸
管からのアンモニアなどの毒性物質が脳へ直接流れていくのを減らすことができま
す。その結果、肝性脳症が改善します。
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図　胃静脈瘤の治療法

胃静脈瘤に組織接着剤を
注入して閉塞します。

胃静脈瘤の供給路に硬化
剤（EO）を注入し、供給路
を閉塞します。

胃腎短絡路をバルーンカテーテルの風
船で塞ぎ、胃静脈瘤に逆行性に硬化剤
（EO）を注入し、胃静脈瘤を閉塞しま
す。

組織接着剤注入法と硬化剤注入法の併用療法 バルーン閉塞下逆行性静脈瘤硬化療法

組織接着剤注入法 硬化剤注入法

胃静脈瘤

組織接着剤注入組織接着剤注入組織接着剤注入 EO注入EO注入EO注入

胃静脈瘤

胃腎短絡路胃腎短絡路胃腎短絡路 バルーンカテーテルバルーンカテーテルバルーンカテーテル

（小原勝敏ほか：食道静脈瘤の治療法̶硬化療法．Mebio 19：8-15、2002より）



腹水とは
お腹には健康体でも少量の体液が存在し、臓器と腹膜の動きをスムーズにする潤
滑油のような働きをしていますが、腹水とは生理的限界を超えてお腹に溜まった水
のことをいいます。

滲出液と漏出液
腹水の原因はさまざまで、大きく分けて、炎症や腫瘍によって起こる「滲出

しんしゅつ

液」
と体の余分な水分が漏れ出てお腹に溜まる「漏出

ろうしゅつ

液」があります。滲出液は腹膜
ふくまく

に
細菌などが感染したり、腫瘍が浸潤したりして腹膜炎が起こる結果生じるものです。
一方、漏出液は肝硬変、腎不全、心不全など、腎臓から水やナトリウムの排泄が滞っ
たり、心臓のポンプ作用が損なわれることにより発生します。このため、病歴をしっ
かりと確認し、血液検査や画像検査をおこなうことにより、原因となる基礎疾患を
明らかにします。この際、注射器で腹水を試験的に抜いてその性状を調べ、検査に
出すことは診断にとても大事です。肝硬変による腹水は通常淡黄色で、タンパクや

2
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よくある質問 1919

お答えします

腹水の原因はどのように調べるのですか？

腹水の原因疾患には、腹膜炎、肝硬変、腎不全、心不全などいろい
ろなものがあります。まず病歴を詳しく確認して基礎疾患が何である
かを推測し、次に血液検査や画像検査（腹部超音波、CT、MRI など）
をおこないます。また、入院時には最初に腹水を試験的に穿刺して、
腹水の色や濁り具合などを観察し、腹水中のタンパクやアルブミン濃
度、好中球数、細菌や腫瘍細胞の有無を調べます。これらの所見を総
合して、原因疾患を確定します。

解　説



アルブミンの濃度が低い漏出液で、細菌や多数の細胞はみられません。時に原因不
明の細菌性腹膜炎（特発性

とくはつせい

細菌性腹膜炎）を合併していることがあり、この場合は腹
水中の好中球数が増加します。

特発性細菌性腹膜炎
特発性細菌性腹膜炎を合併すると腎不全を誘発しやすくなり、生命が危険になる
ので、迅速な診断と抗菌薬の投与が必要になります。そこで、腹水中に好中球が増
えていないか、細菌が検出されないか、調べる必要があります。

癌性腹膜炎、結核性腹膜炎
腹水に血液が混じって赤色になっている場合は、まず肝臓表面の肝癌が破裂出血
した場合や癌性腹膜炎

がんせいふくまくえん

の可能性があります。癌性腹膜炎では腹水中のタンパクやア
ルブミン濃度の高い滲出液となりますが、腹水中に癌細胞がみつからないか、腹水
の腫瘍マーカー濃度が増加していないかなどについても調べます。この際、腹部造
影 CT や腹部造影 MRI で腫瘍を探すことも必要になります。同じように腹水が滲出
液となる疾患に結核性腹膜炎

けっかくせいふくまくえん

があります。腹水中に結核菌を証明できることはまれ
ですが、腹水アデノシンデアミナーゼ（ADA）活性が高くなります。通常、肺、腸、
骨、性器などに結核性病変があり、血流に富む平滑な腹膜肥厚

ひ こ う

を認めることがある
ので CT などの画像検査が重要です。急性膵炎などが原因になる膵性腹水も滲出液
となり、腹水中のアミラーゼが著増します。
このような意味から大量の腹水が溜まったときや治療に抵抗性を示すときは診断
確定と治療選択のために腹水の試験穿刺が必要になることをご理解ください。
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表　腹水の原因疾患

1．肝疾患
　　　  肝硬変、肝癌、劇症肝炎、バッド・キアリ症候群
2．心疾患
　　　  右心不全、収縮性心外膜炎
3．腎疾患
　　　  ネフローゼ症候群
4．膵疾患
　　　  急性膵炎（重症型）、アルコール性慢性膵炎、膵嚢胞
5．腹膜疾患
　1）急性腹膜炎
　　　  穿孔性腹膜炎、続発性腹膜炎、外傷、特発性細菌性腹膜炎
　2）慢性腹膜炎
　　　  結核性腹膜炎
　3）腹膜腫瘍
　　　  癌性腹膜炎、腹膜偽粘液腫

（福井  博：腹水の検査．消化器疾患の臨床検査，川崎寛中編集，メディカルビュー社，2000より一部改変）



食塩制限
肝硬変が進むと腎臓からナトリウム（食塩の成分）や水が排泄されにくくなります。
これが腹水の原因となるので合併症のない肝硬変腹水と診断されたら、食塩の摂取
量を極力減らさなければなりません。食塩摂取量を 1 日 3～5g に制限するだけで、
腹水が軽減することがありますし、利尿薬治療をおこなう場合でも利尿薬の服用量
を減らすことができます。その結果、腹水は早く消失し、入院期間も短縮します。
しかし、過度に食塩を制限すると、食事がまずくなるために食欲が低下し、タンパ
ク栄養不良状態を招いてしまい、これは推奨できません。日常的に辛い食物を避け、
余分な食塩の添加を慎み、調理済み食品を控えることが重要です。

アルブミン静注
血中の重要なタンパク質であるアルブミン濃度が下がると、血液の膠質

こうしつ

（コロイ
ド）浸透圧が下がり、水分を血管内に保持する力が弱まって、水分が血管外に漏出
しやすくなります。アルブミンはこの血漿膠質浸透圧

けっしょうこうしつしんとうあつ

を維持するとともに、利尿薬
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よくある質問 2020

お答えします

肝硬変腹水はどのように治療し、予防するので
すか？

漏出液で、合併症のない肝硬変腹水と診断されたら、安静臥床
がしょう

のう
え、食塩摂取量を 1 日 3～5g に制限します。さらに利尿薬としては
抗アルドステロン薬をまず用い、ループ利尿薬を適宜加えます。とも
に少量から始めて、効果が不十分なら腎機能や血清ナトリウム、カリ
ウムの変化に注意しながら段階的に量を増やします。大量腹水の場合
は利尿薬を静脈注射します。腹水の予防には塩分摂取をできるだけ控
えることが重要です。

解　説



の効果を増強させます。この結果、肝硬変腹水患者さんにアルブミンを静脈注射す
ると腹水が消失しやすくなるとともに、腹水の再発が抑えられ、外来で長期間投与
（1 週目は週 25g、以後 2 週間毎に 25g 静注）していると生存率も改善するとい
う証拠があります。しかし、日本の保険診療では血清濃度が 2.5g/dL 未満の場合
にしかアルブミン静注が認められておらず、あまり使えないのが現状です。

利尿薬（図参照）
利尿薬
りにょうやく

としては抗アルドステロン薬とループ利尿薬がよく使われています。腎臓
の遠位尿細管にアルドステロンが働いて、ナトリウムが再吸収され、カリウムが排
泄されますが、抗アルドステロン薬（スピロノラクトン、カンレノ酸カリウム）はこ
れを阻害してナトリウムの排泄を促す作用があり、まず最初に使う薬物です。ルー
プ利尿薬（フロセミド、ブメタニドなど）は腎臓のヘンレ係蹄上行脚

けいていじょうこうきゃく

でナトリウムの
再吸収を抑え、速効性でかつ強力なナトリウム利尿作用を示します。ループ利尿薬
を服用しているときには低ナトリウム血症、低カリウム血症をきたしやすく、低カ
リウム血症はカリウム剤やスピロノラクトンの併用により防げますが、低ナトリウ
ム血症は予防、治療ともに困難です。
一般に利尿薬の副作用を少なくするためにはループ利尿薬とスピロノラクトンを
組み合わせて少量から開始し、効果がなければともに増量する方法が勧められます。
低ナトリウム血症が起こる原因として、ナトリウムよりも水が貯留して血液が薄まっ
てしまうことが考えられており、水の再吸収にかかわる抗利尿ホルモンの腎臓での作
用部位をブロックする薬物が開発され、現在治験中です。血清ナトリウム値が
130mEq/L 以下の場合には、水分摂取量を 1日 1L 以下に制限するのが一般的です。
腹水発現を予防するためには肝臓の予備力を落とさないように養生するとともに、
日頃から食塩摂取を減らすこと、薄味に慣れておくことが大事です。一度飲み始め
た利尿薬は自己判断でやめないようにしてください。
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図　腹水の薬物治療

スピロノラクトンの内服
ループ利尿薬の内服

カンレノ酸カリウムの静注
ループ利尿薬の静注



難治性腹水
十分量の利尿薬で軽快しない腹水のことを難治性腹水

なんじせいふくすい

といいます。欧米では食塩制
限と大量の利尿薬（スピロノラクトン 400mg ＋フロセミド 160mg）で軽快しない腹
水を利尿薬抵抗性とし、副作用のためこれだけの利尿薬を服用できない場合を利尿薬
不耐性としています。日本人はこのような大量の利尿薬を服用できませんので、重篤
な副作用が出ない範囲で利尿薬を使い、改善しない腹水を難治性腹水と呼んでいます。

腹水穿刺排液
難治性腹水はまず穿刺

せ ん し

排液で対処します。これはベッドに横になり、穿刺針を下
腹部に刺し、接続チューブをつないで、腹水を自然にゆっくりと排液するものです。
全身状態をチェックしながら慎重におこないます。この際、循環血液量が急激に減
少すると腎不全やショックを起こすので、アルブミンなどの血漿増量剤を併用する
ことが勧められます。難治例に穿刺排液をおこなう場合、欧米の報告にあるように
いきなり全量排液をおこなうのではなく、当初は 1L 程度から始めて、徐々に排液
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よくある質問 2121

お答えします

利尿薬で改善しない肝硬変腹水はどのように治
療するのですか？

まず、腹水穿刺排液をおこないます。副作用防止のために排液時に
はアルブミン、または合成血漿

けっしょう

増量剤の点滴静注をおこないます。排
液が頻回になるときは腹水濾過

ろ か

濃縮再静注という方法もあります。こ
れらでコントロールできない腹水には経頸静脈肝内門脈大循環シャン
ト（TIPS）あるいは腹腔

ふくくう

・頸静脈
けいじょうみゃく

シャント（PV シャント）を考慮しま
す。ただ、これらの治療法は腹満症状を軽くはできても、根治的なも
のではなく、副作用も多いことに留意しなければなりません。

解　説



量を増やしていくのが安全です。大量排液後に一時的に腎機能が悪化することがあ
るため、利尿薬はいったん中止あるいは減量します。

腹水濾過濃縮再静注法
あらかじめ穿刺腹水をバッグに集め、濾過器を通して細菌や細胞を除去したあと、
濃縮して点滴静注することにより、腹水中のタンパクを再利用します。効果は腹水
排液アルブミン静注法と同等で、アルブミンの需要を節減できるメリットがありま
す。一方で腸管から腹水中に移行するエンドトキシンが濃縮されて血中に入る問題
があり、特発性細菌性腹膜炎や黄疸の強い重症肝硬変では避けるべきです。

TIPS と PV シャント
穿刺排液でコントロールできない難治性腹水には経頸静脈肝内門脈大循環シャント

（TIPS）（図 1参照）や腹腔・頸静脈シャント（PVシャント）（図 2参照）を考慮します。
TIPS は頸静脈からカテーテルを肝内に進めて門脈を穿刺し、肝静脈と門脈の間

にシャントをつくる手技です。門脈圧が下がって腹水は消失または軽快するとされ
ています。しかし、肝性脳症がほぼ必発し、肝不全が進行したり、心不全が誘発され
るおそれがあり、萎縮したウイルス性肝硬変では手技が困難という問題もあります。
PV シャントは逆流防止弁のついたカテーテルで自動的に腹水を頸静脈に注入す
る手技で、腹水の軽減とともに腎機能や利尿薬に対する反応性が改善します。施行
後も少量の腹水は残りますが、TIPS より早く腹水をコントロールできます。肝機
能が比較的よく、肝性脳症や消化管出血がないときは効きやすいですが、DIC、腹
膜炎、敗血症、心不全などの重篤な合併症が高頻度に発現し、シャントの閉塞が起
こりやすいという問題があります。半数で難治性腹水が改善し、退院できるという
メリットは大きいですが、長期の生命予後が改善するものではありません。

4
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特発性細菌性腹膜炎
肝硬変が進行すると腸内細菌が体内に移行して感染症を起こすことがあります。
原因不明の細菌性腹膜炎（特発性

とくはつせい

細菌性腹膜炎）は腸内細菌の腹水中への移行により
起こると考えられています。肝硬変腹水にはしばしばこれが合併し、放置すると敗
血症や腎不全（肝腎症候群

かんじんしょうこうぐん

と呼びます）を招いて命に危険が及びます。以前は致死率
が 90％に達していましたが、早期診断と適切な抗菌薬投与により最近では 20％に
まで低下しています。腸内細菌の一種であるグラム陰性桿菌（図参照）が原因菌であ
ることが多いので、これらに強力に作用する第三世セフェム系抗菌薬の静注が第一
選択となりますが、脳症、腎障害をともなわない場合では経口ニューキノロン系抗
菌薬の服用でも治療できます。

肝腎症候群の予防
特発性細菌性腹膜炎の 30％に肝腎症候群という致死的な腎不全が発症し、最大
の予後悪化因子となっていますが、第三世代セフェム系抗菌薬（セフォタキシム）に
アルブミン溶液の静脈注射を併用しますとセフォタキシム治療単独の場合より腎不
全発生率と死亡率が減少することが報告されています。進行した肝硬変に特有の全

2

1

●●● 48 ●●●

よくある質問 2222

お答えします

肝硬変腹水に感染が加わったらどのように治療
するのですか？

グラム陰性桿菌
かんきん

という細菌が原因菌であることが多いので第三世代
セフェム系抗菌薬の静脈注射が第一選択とされています。腎機能が正
常で、肝性脳症、ショック、消化管出血がない例ではニューキノロン
系抗菌薬の内服でも治療できます。腎障害がある場合にはアルブミン
輸液を併用して腎障害の進行を抑えます。

解　説



身の循環異常はアルブミンの静脈注射では改善しますが、ほかの血漿増量剤では改
善しないので、血清クレアチニンが上昇している腎機能障害では診断後 6 時間以内
にアルブミンを体重 1kg あたり 1.5g、さらに 3 日目に体重 1kg あたり 1g の量
で静注する方法が欧米では推奨されています。

特発性細菌性腹膜炎の予防
特発性細菌性腹膜炎にかかったことのある患者さんでは抗菌薬の予防的服用によ
り再発を抑えることができます。重症肝硬変の患者さん、とりわけ消化管出血を起
こした人や腹水タンパク濃度が著しく低い人は特発性細菌性腹膜炎の発症リスクが
高いことが知られています。なぜなら消化管出血は腸内細菌の体内移行を助長し、
腹水タンパク濃度が著しく低いと腹水中の抗菌活性が落ちるからです。こうした患
者さんにはニューキノロン系抗菌薬の予防的投与が勧められています。また、細菌
感染は消化管出血の治療経過に悪影響を及ぼすため、出血後の短期間の抗菌薬投与
は感染防止と生存率改善につながります。一方で、抗菌薬を長期間服用しますと、
重症のブドウ状球菌感染や抗菌薬抵抗性の大腸菌感染などの危険が増すので、抗菌
薬の予防的内服は特発性細菌性腹膜炎の発症リスクの高い場合に限るべきです。
ニューキノロン系抗菌薬の服用により肝硬変の生命予後が改善するかどうかはい
まだ結論が得られていませんが、進行した肝不全や腎機能障害では、プラセボ（偽
薬）と比較して、ニューキノロン系抗菌薬であるノルフロキサシンが 1 年間にわた
り肝腎症候群の発生を抑え、3 ヵ月生存率、1 年生存率を改善させたという報告が
あります。
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図　グラム陰性桿菌



肝性脳症とはどんな状態をいうのでしょうか？
肝臓には、大きく分けて、①栄養の代謝調節、②胆汁の分泌、③解毒、という 3
つの働きがあります。この中で解毒という肝臓の働きが十分でないと肝性脳症とい
う症状が現れます。これはおもに腸で発生したアンモニアなどの中毒物質が肝臓で
解毒されずに血中で増加し、脳の働きに影響を与えるために現れる症状です。
肝性脳症の程度が軽い場合には、昼に眠く、夜に眠られないという睡眠リズムの
逆転や性格が変化して「気にとめないような性格」になったりすることがあります。
進行すると手がふるえる「羽ばたき振戦

しんせん

」などの症状が現れますが、さらに程度が
強くなると興奮状態になったり、すぐに眠ってしまうような状態になったり、意識
のない昏睡状態にまで進行することがあります。

肝性脳症の診断方法は？（図参照）
意識障害などの症状だけでなく、採血により血液のアンモニアの値を含めた肝機
能の異常がないかどうか参考にします。必要に応じて脳波を測定し、さらにほかの
病気によって引き起こされる意識障害との区別をしながら総合的に診断します。
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よくある質問 2323

お答えします

肝性脳症はどのように診断するのですか？

肝性脳症
かんせいのうしょう

は体内で発生したアンモニアなどの中毒物質が肝臓で解毒
されずに血中で増加し、脳の働きに影響を与えるために現れる症状で
す。睡眠リズムの逆転などの軽度のものから意識のない昏睡

こんすい

状態といっ
た重度のものまで幅広い症状があります。診断は意識障害を中心とし
た精神神経症状、血液検査、さらに脳波の異常などから総合的におこ
なわれます。

解　説



とくに肝硬変のときに起こる肝性脳症の場合は、黄疸、浮腫・腹水、皮膚にみら
れるクモ状血管腫（胸などにみられるクモ状の毛細血管の拡張）、手掌紅斑（手のひ
らが赤くなる）などの皮膚症状や女性化乳房、腹壁静脈の怒張

どちょう

などがみられると診断
の参考になります。
肝性脳症の程度が進むと、羽ばたき振戦と呼ばれる、不規則に手指がふるえる症
状が多くみられます。両側の手を前方やや上方に上げて、さらに両手首を上方向に
そらすと出やすいといわれ、肝性脳症の診断に役に立ちます。
脳波の検査ができる場合には、その所見も肝性脳症の診断に有用です。肝性脳症
では、昏睡の進行にともなって脳波の異常が出現します。

ほかの意識障害をきたす疾患との鑑別
肝臓の病気があるかないか明らかでないときや、肝硬変はあっても採血検査など
から肝性脳症と診断がつかないときには、さらに検査をおこなってほかの意識障害
をきたす病気との区別が必要となることがあります。
脳卒中などの中枢神経系の病気との区別には、脳の CT、髄液所見などが有用と
なります。糖尿病による意識障害との鑑別には、血糖、尿中ケトン体、血液ガス、血
清電解質などの検査が有用です。アルコール依存症をともなう肝硬変では頭部の外
傷により硬膜下血腫を起こしたり、アルコールの離脱症候群をともなったりするこ
とがあり、これらの病気による意識障害と肝性脳症との区別が重要となります。
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図　肝性脳症とその診断

肝臓でアンモニアの代謝ができなくなると、脳に機能障害が起こり、
睡眠障害から意識障害、さらに進むと昏睡状態になります。
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治療の原則
肝硬変の患者さんに生じる肝性脳症は通常何らかの原因（誘因）があることが多い

のです。具体的な誘因には、食事からタンパク質を過剰に摂取した場合、食道静脈
瘤の破裂による出血や胃潰瘍からの出血、便秘、水分や電解質のバランスの異常な
どがあげられます。治療を開始する場合にまず最初にこれらの誘因を明らかにして
取り除くことが必要です。

薬物治療の方法と種類
誘因対策と同時に薬物による治療をおこないます。一般的に分岐鎖アミノ酸

（BCAA）を多く含有する点滴（BCAA 輸液）や、ラクツロースやラクチトールと呼ば
れる合成二糖類あるいは腸管から難吸収性の抗生物質などの投与がおこなわれます。
BCAA 輸液は、肝性脳症のときに不足すると考えられているエネルギーの補充作
用や、高値になったアンモニアを低下させる作用があり、通常は 1 日 200～
500mL を 1～2 時間かけて点滴投与されます。BCAA 輸液を始めると肝性脳症は

2
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よくある質問 2424

お答えします

肝性脳症はどのように治療し、予防するのです
か？

通常入院のうえ、便秘など肝性脳症の誘因対策を取りつつ、分岐鎖
アミノ酸（BCAA）と呼ばれるアミノ酸を多く含む点滴や、ラクツロー
スやラクチトールと呼ばれる合成二糖類などを使って治療します。肝
性脳症から覚醒したら定期的な通院をおこないながら、便通に注意し
て、食事からのタンパク摂取が過剰にならないようなバランスのよい
食事とともに BCAA を多く含む経口薬（肝不全用経腸栄養剤）をきち
んと服用することが予防に役立ちます。

解　説



改善して意識がはっきりとしてくる（覚醒
かくせい

効果）ことが多いですが、肝硬変が重症に
なるとその効果には限界がみられます。合成二糖類も投与されることが多いですが、
これは乳酸菌などの腸内細菌が利用し、アンモニアを産生する腸内細菌の増殖を抑
えると考えられています。また、腸内細菌により代謝された合成二糖類からは酸が
つくられ、腸内が酸性となり結果として便を柔らかくして便通をよくしアンモニア
を下げる効果があるとされています。
通常は以上のような治療をおこないますが、誘因がはっきりせず薬物治療をおこ
なっても十分に覚醒効果が得られないときには、血漿交換や血液濾過

ろ か

透析といった
人工肝補助装置による治療がおこなわれる場合があります。

肝性脳症の予防
肝性脳症の予防には、規則正しい日常生活を送ることが大切です。食事に関して
は、病院で医師・栄養士とよく相談して、食事からのタンパク質摂取が過剰になら
ないようにします。具体的には低タンパク食（0.4～0.6g/標準体重/日程度）を中
心として、BCAA を多く含有する肝不全用経腸栄養剤と呼ばれる薬を 1 日 1～3
回程度服用します。食物繊維の多い食品も便通を整えるために有用です。医師によ
る定期的な診察とともに栄養士による栄養指導も肝性脳症の予防に有用です。
合成二糖類や整腸剤、さらに緩下剤を用いて 1 日 1～2 回の便通が得られるよう
にして、便秘にならないよう調整することも必要です。また、定期的な食道・胃内
視鏡検査により食道・胃静脈瘤の出血の予防も大切です。発熱時に処方された解熱
鎮痛薬や利尿薬などの薬の服用法も医師や薬剤師と相談のうえ、規則正しく服薬す
る必要があります。なお不眠に対しては医師と相談のうえ、日常に軽い運動などを
取り入れて、睡眠のリズムを整えます。睡眠導入薬を不必要に服薬すると肝性脳症
を誘発する場合があり、注意が必要です。
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表　肝性脳症の治療手順と予防法

〈肝性脳症の治療の手順〉
　　第一段階　誘因の除去
　　　　　　　食事からのタンパク質の摂取制限または絶食
　　第二段階　分岐鎖アミノ酸療法
　　　　　　　合成二糖類
　　第三段階　血漿交換、血液濾過・透析

〈肝性脳症の予防〉
　　●定期的な受診と栄養指導
　　●低タンパク食摂取とBCAA経口薬の服用
　　●便通のコントロール
　　●鎮痛薬などの服薬時の注意



44
肝硬変の予後と
肝移植について



肝硬変の予後を悪くする因子（表参照）
肝硬変の予後を悪くするおもな因子は、肝硬変に合併する肝癌、消化管出血、食
道・胃静脈瘤、腹水、細菌性腹膜炎、肝不全です。慢性の肝臓病の原因は、肝炎ウ
イルス、アルコール、自己免疫などいろいろありますが、肝硬変になると、原因が
何であっても肝癌が合併しやすくなります。肝癌を合併すると、当然予後が悪くな
るので、肝硬変にならないように早期に病気をみつけ治療し、肝硬変になれば肝癌
早期発見に努めることが大事です。また、破裂しそうな静脈瘤は内視鏡的治療によ
り破裂させないようにすることが大事です（「よくある質問 17」参照）。腹水がなか
なか消失しない場合には、感染を起こして細菌性腹膜炎を合併しやすくなり、合併
するととても危険です（「よくある質問 22」参照）。肝不全は予後を悪くする因子と
いうわけではありませんが、肝臓の働きが十分にできないほどに悪くなった状態な
ので、肝不全症状が出れば予後が悪いことを示しています。肝性脳症は肝不全症状
のひとつですが、タンパク摂取過剰、便秘、感染症、腹水大量排液、胃潰瘍などか
らの消化管出血などの誘因により生じます（「よくある質問 23」参照）。
その他には、肥満、糖尿病、胆石症、肝肺症候群（肝硬変のため血中酸素が少な

1
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よくある質問 2525

お答えします

肝硬変の予後を悪くする因子にはどのようなも
のがありますか？

肝硬変に合併するもろもろの病態が破綻すると、肝硬変そのものの
予後が悪化します。その代表が、食道・胃静脈瘤の破裂、胃潰瘍から
の出血、肝癌の出現などです。これらは病態に即した合併症ですが、
肝硬変の治療を受けながら自分で制御できる悪化因子もあります。肥
満、アルコール多飲、便秘症などはその代表でしょう。さらに治療薬
の自己中断もよくみられることです。

解　説



くなり、呼吸が苦しくなること）の合併が、肝硬変の予後を悪くする重要な因子で
あることがわかっています。生活習慣では、タンパクや塩分過剰摂取、低栄養など
の食事に関すること、飲酒、便秘なども肝硬変を悪化させ、予後を悪くします。

肝硬変の予後予測
肝硬変の重症度を表す指標として Child-Pugh スコアがあります。これは、①血
清ビリルビン値、②プロトロンビン時間、③アルブミンの検査値と④腹水、および
⑤脳症の有無、の 5 項目でスコア化したものです。合計点が 5～6 点は Child-
Pugh スコアは A、7～9 点は B、10 点以上は C で、A、B、C の順に重症です。
このスコアは予後の予測にも有用で、3 年生存率はおよそ A：90％、B：70％、
C：40％です。
また、3 ヵ月後の短期の予後予測にはMELD スコアが使われています。MELD ス

コアは、血清ビリルビン、クレアチニン、プロトロンビン時間の検査値を使って計
算します。
MELD スコアの計算は下記のMayo クリニックのホームページで、プロトロンビ

ン時間の INR、総ビリルビン値、血清クレアチニン値を指定の場所に数値を入れる
とスコアが自動的に示されます。
http://www.mayoclinic.org/meld/mayomodel6.html
おおよそ、3 ヵ月死亡率はMELD スコア 10 点以下で 4％、20点以下で 27％、
30 点以下で 76％、40 点以下で 83％、40 点以上で 100％といわれています。
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表　肝硬変の悪化因子

1．肝硬変に合併する病態
　　  肝癌
　　  消化管出血（食道・胃静脈瘤破裂、門脈圧亢進症性胃症）
　　  腹水
　　　  塩分の過剰摂取
　　  細菌性腹膜炎
　　  肝性脳症、肝不全
　　　  タンパクの過剰摂取、便秘、急激な腹水の排液
2．その他の悪化因子
　　  低栄養，便秘，肥満
　　  胆石症，胃潰瘍
　　  糖尿病



肝移植後の経過
日本では 5,000 例近くが生体肝移植を受けています。一方、脳死肝移植は 80 例

近くとまだまだ少数例です。脳死肝移植を受けた 65 人中 51 人の移植肝臓は生着
していますが、残りは移植された肝臓の機能が廃絶したり、移植を受けた患者さん
が亡くなられて、5 年生存率は 75％、10 年生存率は 68％です。生体肝移植でも
5 年生存率 77％、10 年生存率 72.6％とほとんど同じような成績です。

術後の経過で重要なことは？
B 型肝炎ウイルス（HBV）や C 型肝炎ウイルス（HCV）が原因の非代償性肝硬変

の患者さんが肝移植を受けると、必ずこれらのウイルスに再感染し、術後の経過に
大きく影響します。したがって、HBV や HCV に対する抗ウイルス療法が必要で
す。HBV が原因の肝硬変には、HBIG（高力価 HBs 抗体含有ヒトガンマグロブリ
ン製剤）の定期的な静注と核酸アナログ製剤を投与することにより、HBV の再感染
を予防できます。一方、HCV が原因の場合には再感染の予防はできませんので、移

2
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よくある質問 2626

お答えします

肝移植後の経過はどのようなもので、どんな注
意が必要ですか？

生命予後が数ヵ月といわれた患者さんが適切な肝移植医療を受ける
と、5 年生存率で約 75％、10 年生存率で 70％の長期予後が期待
されます。経過中は免疫抑制薬を定期的に内服し、健常者にくらべて
感染しやすいことを常に忘れずに行動することが肝要です。過度な防
御は社会生活を損ないますが、あえて病原体、感染源に近づく必要は
ないでしょう。また、腹圧のかかる病態はよくなく、便秘、肥満は基
本的に避けることが望ましいです。

解　説



植後にペグインターフェロンとリバビリンを併用した治療をおこなうことが推奨さ
れています。しかし、通常の C 型慢性肝炎の患者さんにくらべると、HCV の排除
率は半分程度で難治性です。

一般的な術後の注意点（表参照）
肝移植後の患者さんの生活は、一般の人とほぼ同じですが、いくつか注意しなけ
ればいけない点があります。
肝移植を受けると、拒絶反応を抑えるために免疫抑制薬を継続して服用する必要
があります。しかし、免疫抑制薬には糖尿病や腎機能障害を起こしたり、感染症に
かかりやすく重症化する、あるいは悪性腫瘍を合併しやすいなどの副作用がありま
す。感染症にかかりやすいので、人ごみを避け、抜歯や外科の小手術時には抗生物
質の投与が必要です。免疫抑制薬の量が適切かどうかは、空腹時の薬物濃度（トラ
フ値と呼びます）を測定して判断します。グレープフルーツをいっしょに摂ると、免
疫抑制薬の血中濃度が高くなるので、避けてください。
免疫抑制薬の効果が十分でないと拒絶反応が起こり、下痢、歯ぐきの腫れ、発熱、
全身倦怠感などの症状が出ます。肝移植を受けた患者さんは、逆行性胆管炎のリス
クもあり、それを防ぐために歩行により腸を動かして、便秘を治し、腹圧が高くな
らないようにすることも大切です。
必ず定期的に肝臓専門医あるいは肝移植専門医を受診することが大切です。アル
コール摂取を控え、暴飲暴食を避け、きちんとした日常生活を送る必要があること
はいうまでもありません。
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表　肝移植における注意点（セルフコントロール）

① 免疫抑制薬の定期的内服
② 感染源の摂取排除（1～2年間は生食を避ける）
③ 感染源への接触回避（工事現場、家屋倒壊現場へ近づかない）
④ アルコール摂取の自己制御
⑤ 適度な運動による腸管運動刺激と便秘の回避
⑥ 発熱、下痢時の自己判断回避と専門医への迅速な依頼
⑦ 定期的な診察による免疫抑制薬トラフ値の測定
⑧ 他疾患での安易な薬剤投与の回避のための事前相談
　　（免疫抑制薬との薬剤相互反応）
⑨ 免疫抑制薬の血中濃度へのグレープフルーツの影響を認識する
⑩ 歯科を含む簡単な外科手術時の適切な抗生物質の投与
　　（一過性敗血症に備える）
⑪ 常に悪性腫瘍の合併を意識した適切な医療を受ける



移植後の生存率（表参照）
原発性胆汁性肝硬変（PBC）および原発性硬化性胆管炎（PSC）の移植後の生存率

は表に示したとおりです。PSC の移植後 10 年生存率は急に低くなっていますが、
これは患者数が少ないせいもあります。また、以下に述べるように再発との関連が
あるのかもしれません。しかし、現時点では、はっきりしたことは完全に解明でき
ていません。

移植後の再発はどうでしょうか？
移植後に PBC、PSC が再発したかどうかの診断は、とても難しいことが多いで
す。とくに病気の初期は、病理診断に頼らなくてはなりませんが、移植後の拒絶反
応は PBC や PSC の胆管病変とすごく似ています。すなわち、移植後の再発と拒
絶反応を判別することがたいへん難しいのです。
欧米の報告では、PBC に対する移植後の再発は 15％前後、PSC に対する移植
後の再発は 10～30％となっています。どちらの疾患でも、再発しても予後がよい
ことが報告されています。
一方、最近、日本でおもにおこなわれている生体肝移植では、移植後の再発が欧
米より高いのではないかといわれています。今後、この問題は引き続き議論されて
いくことになるでしょう。
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よくある質問 2727

お答えします

原発性胆汁性肝硬変、原発性硬化性胆管炎の肝
移植後の経過はどうですか？

日本肝移植研究会の報告（移植 41 巻 6 号 599-608 頁、2006
年）によれば、日本における肝移植後の経過（生存率）は表のとおりで
す。これらの病気で非代償性肝硬変になったら移植を勧めます。

解　説
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表　原発性胆汁性肝硬変（PBC）、原発性硬化性胆管炎（PSC）の肝移植後の生存率

疾患 患者数 1 年 3 年 5 年 10 年
PBC 350 80.4％ 76.7％ 75.2％ 73.6％
PSC 97 76.2％ 72.7％ 69.2％ 48.2％
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肝臓は「沈黙の臓器」と言われますが、それは進行するまで目立った症状がないから
で、進んだ肝硬変になってはじめて診断がつくこともまれではありません。肝硬変の原因
は、肝炎ウイルス、飲酒、自己免疫などさまざまで、病気の姿は大変複雑です。肝硬変が
進行すると肝臓はもちろんのこと、全身の多くの臓器にいろいろな影響が及ぶことから、
肝臓だけでなく食道、胃腸、腎臓、肺臓、心臓、脳、血液などで何が起こっているかを知
り、適切な対処をしていかなければなりません。そのため、診療のガイドラインは大変作
りにくく、欧米でも腹水、肝腎症候群、細菌性腹膜炎、肝性脳症、食道・胃静脈瘤出血な
ど、肝硬変のさまざまな局面ごとに作られているだけで肝硬変全体のガイドラインはあり
ませんでした。今回、日本消化器病学会では科学的な根拠に基づいたガイドラインの作成
にとりかかり、「肝硬変診療ガイドライン」を医師向けに作りました。本書は患者さんやご
家族に肝硬変について十分理解していただくために、それをやさしく書き直したものです。
私たちの最終的な目標は患者さん方と病気の正しい情報を共有することにより、個々の
患者さんごとに最良の治療法を一緒に見つけ出すことにあります。肝硬変の病状は大変複
雑で、患者さんごとにかなり異なっていることから、この本に書かれていることがすべて
の方々にとって最良とは言い切れないかもしれません。しかし、少なくとも病気の真の姿
を知っていただくことは治療成功への第 1 歩でもあります。
なにぶん世界でもはじめての試みであり、行き届かないところやわかりにくいところも
あるでしょうが、日常に使っていただきながら、学会にご意見をお寄せください。医学は
日進月歩ですので、改訂版を作るときには、最新の情報とともに皆様のご意見を反映させ
ていただきたく存じます。本書が皆様の健康維持の一助として広く使っていただければ、
執筆、編集を担当した者としてこれに優る喜びはありません。

2011 年 5 月
日本消化器病学会肝硬変診療ガイドライン作成委員長

福井　博

編集後記
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