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肝疾患・全般



肝硬変

肝細胞癌

慢性肝炎

慢性肝疾患の経過

・ B型肝炎
・ C型肝炎
・ アルコール性肝障害
・ 非アルコール性脂肪肝炎

（NASH)
など

正常

肝臓の線維化が進
行していくと、、、



肝臓線維化（F）の進行
F0→F1→F2→F３→F4
F4が肝硬変を意味する

肝発がん

肝硬変

慢性肝炎から肝硬変への線維化の進行

腹腔鏡検査

F4F1

組織検査

慢性肝炎



慢性肝炎の症状

• 自覚症状がないことが多い！
• CTでも慢性肝炎の診断は難しい。
• 肝臓が“沈黙の臓器”と言われる理由

慢性肝炎

肝硬変
✓ 腹水
✓ 黄疸
✓ 肝性脳症
✓ 食道静脈瘤からの出血
 肝臓がんの発生

進
行

進
行

非代償性肝硬変

症状がでるまでに治療を始める。早期発見、早期治療。
肝臓の線維化の進行を食い止めたい。



NAFLD/NASHについて



脂肪肝に関する略語

NAFLD：nonalcoholic fatty liver disease

非アルコール性脂肪性肝疾患

NAFL：nonalcoholic fatty liver

非アルコール性脂肪肝

NASH：nonalcoholic steatohepatitis

非アルコール性脂肪肝炎



NAFLDとNASHの関係

NASH
１０％

肝硬変
5～20％

NASH

NAFLD

単純性脂肪肝
＝NAFL

5～10年後

・NAFLDは単純性脂肪肝とNASHを包括した概念。
・NAFLDの多くは単純性脂肪化で肝線維化の悪化はほとんど見られ
ないが、NASHは肝線維化の進行が見られる。



NAFLD/NASHの推定患者数

NAFLD 2266万人

NASH 376万人

線維化進行NASH 66万人

 NAFLDに脂質異常の合併は
70％に見られる。

 NAFLDに高血圧の合併は
40％に見られる。

 NAFLDに高血糖の合併は
20％に見られる。

 NAFLDにメタボリック症候群の
合併は40％に見られる。

米田正人 他、日本内科学会誌 110：729-734，2021

肥満、脂質異常、糖尿病、高血圧といったメタ
ボリック因子を持っている人は、NAFLDを合併
している人が多い。



NASH＞単純性脂肪肝を疑うのは、どのようなCaseか？

• ALT, AST高値
• AST/ALTが1以下

• 血小板数の低下

• 肥満、高血圧、
脂質異常症、
糖尿病などのメ
タボ因子の重
複合併例

• インスリン抵抗
性（HOMA-IR）

• 高感度CRP高値

NASH・NAFLDの診療ガイド2010 日本肝臓学会編より引用



北米24.13%

中東31.79%
アジア27.37%

南米30.45%

アフリカ13.48%

日本 29.7~32.2%

Global 25.24%

NAFLD/NASHの有病率の国際比較は？

日本はアメリカと比べ肥満の人は少ない
が、NAFLD/NASHの有病率は同程度。

NAFLD/NASH診療ガイドライン2020 より引用



日本人は遺伝的に脂肪肝になりや
すい！？

• 遺伝的素因はNAFLD/NASHの発症および病態進展に重要な影響を及
ぼす。

• PNPLA3遺伝子がNAFLD・NASHの発症、病態進展に関与することが明
らかになっている。

• PNPLA3GGホモ変異は日本人の一般人口の20％存在し、日本人は欧
米人に比べ、PNPLA3のマイナーアレル（G）の保有率が高いことが報告
されている。

• PNPLA3 Gアレル保有度の高い日本人ではNAFLD/NASHを発症しやす
いと考えられている。

NAFLD/NASH診療ガイドライン2020 改訂第２版 編集 日本消化器病学会・
日本肝臓学会

PNPLA3遺伝子



NAFLD/NASHの有病率に性差は存在するか？

NAFLD/NASH診療ガイドライン2020 改訂第２版 編集 日本消化器病学会・
日本肝臓学会 より抜粋引用

男性3人
に1人

女性５人に
1人

アジア人を対象とした疫学研究においてNAFLDの男

性有病率が女性よりも高い傾向がある。本邦におい
て、男性の有病率32.2%~41.0%、女性が8.7~17.7%で
あり、男性の有病率が高い。



NAFLD/NASHの発がん率は？

NAFLD/NASH診療ガイドライン2020 改訂第２版 編集 日本消化器病学会・
日本肝臓学会 より抜粋

ちなみに、C型肝硬
変では60/1000人・

年の発癌率と言わ
れている

NAFLDのからの肝発癌率は低率（0.44/1000人・年）であるが、
肝病態の進展とともにリスクは上昇し、NASHでは5.29/1000
人・年、肝硬変では0.45～22.6/1000人・年であると考えられる。

C型肝硬変と比べると発

癌リスクは低いが、母
集団が多いことがスク
リーニングを難しくする。



NAFLD/NASHは生命予後に影響するか？

NAFLD/NASH診療ガイドライン2014 より引用

 NAFLD/NASHは一般住民より生存率が低率である。

 NAFLDの死因に関しては、
① 心血管イベント、
② 悪性疾患、
③ 肝疾患、 の順で多い。

 NASHはにおいて心血管イベン

トによる死亡・肝関連死亡の頻
度が上昇する。



NAFLDの死亡率やイベント発生率は肝臓の線維化が規定する

中島淳ら 日内会誌 109：47～55，2020より引用

NAFLDの予後を規定するのは、NASHの有無ではなく、肝線維化とされる。
肝臓の線維化の程度を把握することが重要。



NAFLD/NASHについて：まとめ

• NAFLDの約10％が進行性のNASHと考えられる。

• NAFLDの有病率は我が国を含め世界的に増加傾向（肥満
人口の増加）。

• NAFLD/NASHの死因の第一位は心血管疾患、２位が悪性
腫瘍、3位が肝疾患とされている。肝臓の以外の病気のケ
アも大切。

• NAFLD/NASHの生存率は、肝臓の線維化が進行にともない
悪化すると報告されている。肝臓の線維化の評価は重要と
考えられている。



NAFLD/NASHの診断と治療



脂肪肝の診断

腹部超音波検査（エコー検査）

① 肝腎コントラスト
② 高輝度肝
③ 脈管の不明瞭化
④ 深部エコーの減衰

脂肪肝の診断はでき
るが、NAFLとNASHと
の鑑別は困難。

肝臓の線維化の評
価も困難。



Matteoni分類

単純性脂肪肝とNASHの鑑別

肝生検

鎌田佳宏ら、日本消化器病学会誌2014:114:25-34より引用



肝生検

• 肝臓の線維化の程度を評価、肝生検がGold standard。

 肝生検は入院が必要。
 肝生検の危険性（出血など）
 肝生検の信頼性も十分でない。

肝生検なしで、肝臓の
線維化の程度を評価す
る方法はないか？

NAFLD/NASHの肝線維化の評価

肝生検のデメリット



NAFLD/NASHの肝線維化の予測

（AST×年齢）÷（血小板数〔109/L〕×√ALT）

Fib4 index

・Fib4 index 1.3未満： 線維化、低リスク
・Fib4 index 1.3～2.66： 線維化、中リスク
・Fib4 index 2.67以上： 線維化、高リスク

自動計算のwebsiteがあります。
https://kanzo-kensa.com/examination/calc/
https://medical.eapharma.jp/disease/hepatopathy/fib-4/calculator.html

スコアリングシステム

https://kanzo-kensa.com/examination/calc/
https://medical.eapharma.jp/disease/hepatopathy/fib-4/calculator.html


-1.675+0.037×年齢＋0.094×BMI＋1.13×耐糖能異常/糖
尿病（あり＝１、なし＝０）＋0.99×AST/ALTー0.013×血小板数
〔109/L〕ー0.66×アルブミン）

NAFLD fibrosis score（NFS）

・NFS -1.455未満： 線維化、低リスク
・NFS -1.455～0.674： 線維化、中リスク
・NFS 0.675以上： 線維化、高リスク

自動計算のwebsiteがあります。
https://nafldscore.com/

NAFLD/NASHの肝線維化の予測

スコアリングシステム

https://nafldscore.com/


Fibroscan

エラストグラフィー

肝硬度測定による非侵襲的評価

NAFLD/NASHの肝線維化の予測



肝線維化進展例の絞り込みフローチャート

NAFLD/NASH診療ガイドライン2020 改訂第２版 編集 日本消化器病学会・日本肝臓学会 より抜粋



NAFLD/NASHの治療フローチャート

NAFLD/NASH診療ガイドライン2020 改訂第２版 編集 日本消化器病学会・日本肝臓学会 より抜粋引用

食事運動療法

薬物療法

体重の７％の減量が推
奨されている。

体重70kgの人なら約5kg
の減量が望まれる。



NAFLD/NASHの食事・運動療法（１）

NAFLD/NASH診療ガイドライン2020 改訂第２版 編集 日本消化器病学会・日本肝臓学会 より引用

 食事・運動療法による体重減少は、NAFLD/NASHの病態を改善させる。

 ≪具体的は減量目標≫
 ５％の減量によってQOLの改善が得られる。
 ７％以上の減量によりNASHの肝脂肪化や炎症細胞浸潤、
風船様腫大を軽減する。

 １０％以上の減量により肝線維化も改善する。

 肥満を伴うNAFLDに対して食事療法単独で介入する場合、すべての

報告で低カロリー食が処方される。カロリー制限による体重の減量
は、NAFLD患者の肝脂肪化を改善させる。炭水化物もしくは脂質が
制限された食事を処方することを提案する。

 カロリー制限を長期間施行することでQOLが損なわれる危惧があ
るが、安全性は高く、カロリー制限よる減量が肥満NAFLD患者に与
える利益は少なくない。



NAFLD/NASHの食事・運動療法（２）

NAFLD/NASH診療ガイドライン2020 改訂第２版 編集 日本消化器病学会・日本肝臓学会 より抜粋

 運動による肝の組織学的変化は明らかになっていないが、運動療
法単独でもNAFLD患者の肝機能、肝脂肪化は改善するため行うこ
とを推奨する。

 主に肥満を合併性したNAFLDを対象に、30-40分、週３－４回の
有酸素運動を4～12週間継続することで、体重減少を伴わなくて
も肝脂肪化が改善することが示されている。

 有酸素運動とレジスタンス運動を比較したメタアナリシスでは、レ
ジスタンス運動はエネルギー消費量が有酸素運動より低いにもか
かわらず、同様にNAFLD患者の肝脂肪化を改善することが報告さ
れた。

 生活習慣への介入であり、QOLが損なわれる危惧があるが、運動
療法が患者にもたらす利益は少なくなく、コストの面からも有益で
ある。



アメリカ消化器病学会のNAFLDに対する食事・運動療法に関
するガイドライン

Gastroenterology 2021;160:912–918 

 体重が正常なNAFLD(アジア以外でBMI ≤ 25、アジアではBMI ≤ 23)
でも低カロリー食による食事療法は有効で、減量を体重の3-5%に設定
する。

 体重減量のための低カロリー食として、具体的には一日の総カロリーを
1200–1500 kcal/d にする、または現在の食事から500–1000 kcal/d 減ら
すことを提案する。

 アルコールはNAFLDの患者であっても、控えるべき。

 NASHによる肝硬変ではサルコペニアが多い。サルコペニアに注意した
食事、運動療法が必要となる。

日本のガイドラインより詳しい部分を抜粋



NAFLD/NASHの薬物療法

 これまでにNASHに対してつくられた薬として決定的なものはない。

 糖尿病薬、高脂血症薬、降圧薬など合併する患者にそれぞれの薬を

投薬することで、肝機能の改善が得られることがわかっているものが

いくつかあります。

チアゾリジン誘導体（ピオグリタゾン）
SGLT2阻害薬（ジャディアンスなど）
GLP-1 アゴニスト

糖尿病薬
脂質異常症

スタチン

降圧薬
ARB

ACE阻害薬

ビタミンE

ビタミンE



NAFLD/NASH診断と治療：まとめ

 NAFLDの診断には腹部エコーは有用である。しかし通常の観察で
はNAFLとNASHの鑑別は困難、肝線維化の程度の評価も困難。

 肝臓の線維化が予後を規定する因子と考えられており、肝臓の線
維化を評価することは重要。肝生検は侵襲的であり、スコアリング
システムやエラストグラフィーによる非侵襲的な検査で肝線維化を
予測することが試みられている。

 NAFLD/NASHの治療として、食事療法と運動療法による体重減量

は、最も確実で安全。しかし、目標体重までの減量を達成する率は
低い。有効な薬物治療が待たれる。


