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PBC･AIH の
治療の現状
総合健診・予防医学センター センター長
銭谷 幹男 先生

【日 時】2013 年 7 月 7 日（日）13：00 〜 14：30

【場 所】東京都難病相談・支援センター

として捉えるだけではなく、免疫病
態を含めて理解することが重要で
す。深く物事を考えないとうまく
いきません。
自己免疫性肝疾患には、自己免
疫性肝炎（ＡＩＨ）と原発性胆汁性
肝硬変
（ＰＢＣ）と、最近よく言われ
る原発性硬化性胆管炎（ＰＳＣ）と
いう大きな３つの病気があります。
ＰＳＣは日本では少ないのであま
り話題になっていませんが、非常な
難病です。今は、進んでしまうとほ
ぼ移植しか治療方法がありません。
これについてもいずれはお話しし
なければならないと思います。患
者さんの数ではＰＢＣが一番多く
て、次が自己免疫性肝炎です。今日
は最初に自己免疫性肝炎のお話を
して、次にＰＢＣのお話をしようと
思います。

去る７月７日
（日）
、東京都難病相談・支援センターで行われたＰ
ＢＣ・ＡＩＨの講演録を掲載いたします。銭谷先生にはご講演の後、
たくさんの質問に丁寧にお答えいただきました。なお、掲載にあた
り銭谷先生にご監修をいただきました。紙面にて厚く御礼申し上
げます。

はじめに
皆さん、こんにちは。ただいまご
紹介いただきました銭谷です。今
日の話とは違うのですが、こういう
暑いときには熱中症になる方が非
常に多いですね。先ほど水分を摂
ってくださいというお話がありま
したが、汗からは、水分だけではな
く塩分も出ます。お水だけ飲んで
いると塩が足りなくなって、血液は
薄くなり、喉の渇きを訴えなくな
ります。結果的に水分摂取不足か
ら脱水になります。水が足りなく
て、体を冷やす血液が流れないから
オーバーヒートして、熱が出て熱中
症になる。汗をかいたら、その分の
塩分を補うことも大事です。
「汗＝
水分」と単純に考えるのはいけませ
ん。今日お話をする自己免疫性肝
疾患の病気も、簡単に
「肝臓の病気」
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自己免疫性肝炎
（ＡＩＨ）

の失調は複雑な過程をとり、また、 我が国ではこの片方あるいは両方
その調節を強制的に行うと、元来生 で診断される方が ％以上です。
命維持に必要な免疫機構を傷害す けれども「抗核抗体が出るから自己
免疫性肝炎だ」とはなりません。例
るという危険もあるわけです。
免疫というのは必ず特異性があ えばＣ型肝炎で肝硬変になって活
ります。例えばインフルエンザの 動性がある人からも抗核抗体は出
ワクチンを打ったら結核にもかか るし、 歳を過ぎた女性の ～ ％
らない、というわけではなく、１つ は自己抗体が陽性です。頻度が多
のワクチンは１つの病名のものに い特徴的な自己抗体ですが、抗核抗
しか効きません。免疫の異常が起 体が出たからといって、自己免疫性
こると、特定なものだけが壊れま 肝炎とすぐ診断はできません。
一方の抗平滑筋抗体は、抗核抗体
す。自己免疫性肝炎というのは、そ
の相手が肝細胞なのです。普通は に比べれば自己免疫性肝炎に特徴
自分の細胞に向かっては何もしな がありますが、陽性頻度は抗核抗体
いはずなのに、間違って自分の肝細 に比べて低いので、診断能は落ちま
胞を壊していく。肝細胞が壊れて す。抗平滑筋抗体が出ていてほか
いくときにリンパ球が働くので、自 の肝炎の原因がない場合、自己免疫
己免疫性肝炎の患者さんの肝生検 性肝炎がかなり疑われます。免疫
をしてみると、リンパ球が浸潤して の異常なので、リウマチと同じよう
肝臓を壊しています。リンパ球の に免疫グロブリンが異常に高くな
中には免疫グロブリンを作る形質 る特徴もあります。
細胞という免疫担当細胞が非常に
多いので、血液中の免疫グロブリン （２） ステロイドによる治療
を測ると非常に高いのが特徴とな
治療は免疫を是正、つまり自己に
ります。
もう一つは、自己免疫性肝炎に特 対して起こっている異常な免疫を
異的とはいえないのですが、自分に 抑制することにより行います。一
反応するため抗核抗体や抗平滑筋 般的には免疫抑制薬を使います。
最近は免疫抑制薬にもいろいろ
抗体という自己抗体がよく出ます。
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（１） 診断
自己免疫性肝炎というのは、皆
さんご存じのように、日本では中年
女性に起こる原因不明の肝炎です。
放っておくとどんどん進んで肝硬
変になります。肝硬変が進むとＣ
型肝硬変と一緒で、肝がんになるこ
とも多いし、静脈瘤ができたり腹水
が溜まるといういわゆる肝不全症
状を生じる病態へと進行すること
となります。
なぜ起こるのかということにつ
いて私たちは研究をしているので
すが、いまだにその原因がわかりま
せん。従って、原因を除くという根
本的治療ができません。例えば細
菌やウイルスが異物として外から
入ってくると、本来は体の免疫が働
いて排除しますし、抗菌薬、抗ウイ
ルス薬を用いることで原因の排除
が可能です。ところが免疫が狂っ
て、自分の細胞に向かってしまうも
のでは狂った自己の免疫機能を調
整する必要が生じます。リウマチ
とか膠原病と一緒で、その免疫機能
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種類があって、リンパ球のＴ細胞を
抑える薬や特徴的なお薬がいろい
ろ出ています。しかし自己免疫性
肝炎では、細胞を壊すリンパ球も亢
進しているし、免疫グロブリンも上
がって自己抗体も出るので、いわゆ
る免疫のＴ細胞系、Ｂ細胞系、要す
るに細胞性免疫も液性免疫も両方
ともおかしくなっています。です
から両方に効く薬がいいというこ
とで、結構副作用があることから使
用をためらう方が多いのですが、昔
ながらの副腎皮質ステロイドを使
います。それは免疫全般に効くか
らです。
最近の移植などでは、拒絶反応
を起こすＴ細胞だけを抑えればい
いので特異的な免疫治療をします。
その部分にしか効かないからあま
り副作用が起こりませんが、自己免
疫性肝炎は、免疫の異常が非常に幅
広くて特異的な薬だけではなかな
か効かないので、免疫全体を抑える
副腎皮質ステロイドが一般的には
臨床で使われます。非常によく効
きます。うまく使うと、あっという
間に正常化して非常によくなりま
す。
しかし狂った免疫を是正してい
るだけで、なぜ狂ったかを治してい
るわけではありませんから薬がや
められません。見かけ上の血液検
査は非常によくなるので、あたかも
治ったように見えますが、起こった
症状を是正しているだけで、免疫異
常の本質は治していません。だか
らなかなか薬は切れません。
我が国では中年女性に多いと言
いましたが、副腎皮質ステロイドは
副作用があります。にきびが出る、
ひげが生えてくる、骨粗鬆症にな
る、胃潰瘍ができやすい、糖尿病に
なりやすいとかいろいろな副作用
があります。今はこれらが起こる
のは前もってわかっていますから、
予防ができます。糖尿病になりや
すかったら食事療法をしますし、も
ともと糖尿病の素質がある人には、
糖の吸収を抑える薬を予防的に使
う。骨粗鬆症がある場合は、骨塩定
量をする。骨が壊れにくくなるた
めに破骨細胞を阻害する薬も出て
いますし、カルシウムを適宜補うこ
ともできます。ですからステロイ
ドはうまく使えれば非常にいいお
薬です。
海外では、１回飲むと肝臓で９割
が代謝されるという第２世代のス

テロイドがあります。そのブデソ チなどの場合には肝臓が悪くない
ニドという薬は９割が肝臓で代謝 ので非常に使いやすいのですが、肝
されるので肝臓だけに効くのです。 臓が悪い場合、我が国で使えるよう
肝臓以外への副作用が出なくて非 になるかどうかはなかなかわかり
常にいいお薬です。しかし残念な ません。
がら保険適用になっていません。
ずいぶん前から要望は出していま （３） アザチオプリンによる治療
すが、患者さんが少ないから商売に
ならないのか、なかなか先に進みま
一般的に自己免疫性肝炎は、診断
せん。
が確定すれば、治療方策は教科書ど
ブデソニドは非常にいい薬です おりに進みます。副作用を注意し
が、肝臓の病気がうんと進むと代 ながらきちんとステロイドを使っ
謝できなくなります。肝臓で９割 ていけば、異常になった免疫を抑え
代謝されるので、初期には使えます て必ず経過はよい。きちんと治療
が、肝硬変や肝臓の線維化がある方 できていれば、病気がない方と同じ
には使えません。進んだときはブ 生命予後が得られることが全国集
デソニドが使えないことが難しい 計で明らかになっています。
ところです。同じステロイド剤で
ですから簡単だと思うのですが、
副作用がないからいいと言っても、 実は副腎皮質ステロイドの効かな
先ほどの熱中症の話ではありませ い人が少数います。お酒に強い人
んが、単純には割り切れません。副 と弱い人がいるように、外から与
作用がなくて肝臓だけに非常に効 えたコレステロール骨格を持つ副
いても、代謝する肝臓が悪くなると 腎皮質ステロイドが同じ代謝を受
今度は逆に使いにくい。要するに けるわけではありません。薬の代
肝臓で代謝されないものが全身に 謝が違う人がいるわけです。通常
そのまま回ってしまうので、治療効 は効くのですが、効かない人がいま
果は出ないし、副作用はかえって出 す。そういう場合には、これも我が
るので、医師のさじ加減や病態の把 国の保険は通っていないのですが、
握が非常に大事な薬です。リウマ アザチオプリンというお薬を使い
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ます。
イドも減らして治療できるのが現
このアザチオプリンはやはり免 状です。
疫抑制薬です。副作用として、非常
に少ない頻度ですが骨髄抑制と催 （４） 診断指針の変更
奇性
（奇形を生むこと）があります。
だから妊娠する可能性があるとき
自己免疫性肝炎は、実は診断が難
には使えません。ただし海外では しい。というのは特徴的なマーカ
使っています。奇形が生まれたの ーがないからです。自己抗体のう
はネズミの実験だけです。ヒトで ち、抗核抗体はほかの肝疾患でも出
奇形のお子さんが生まれた事実は ると言いました。多少特異性が高
報告されていませんが、それは誰も い抗平滑筋抗体も、頻度が高いわけ
確認できないことです。
「これを使 ではありませんから診断が難しい。
ってみてちょうだい」とは誰も言い 免疫グロブリンが高くなるとも言
ませんから永遠に謎です。だから いましたが、肝硬変の人はみんな免
妊娠可能性があるときにはアザチ 疫グロブリンが高いですからＡＩ
オプリンという薬は我が国では使 Ｈかどうかがわからない。
いません。
要するに、既知の原因で、例えば
もう一つ、骨髄抑制があるので、 ウイルス性肝炎ではないかどうか。
使って１～２カ月後に急に白血球 あるいは肝炎ウイルス以外のＥＢ
が減って扁桃腺が腫れることがあ ウイルスやサイトメガロウイルス
りますが、非常に少ないです。これ やアデノウイルスで肝障害が起こ
がなければ、ステロイドの副作用が る方もいらっしゃいます。それか
強い人には、ステロイドの量を減ら ら薬物性肝障害というのをお聞き
してアザチオプリンをうまく使っ になったこともあると思います。
て治療ができます。保険を通らな 最近はサプリメントや食品添加物
いのが１つの問題ですが、いろいろ や防腐剤で肝障害になる方もいら
書けばたぶん通していただけると っしゃいます。これらを全部否定
思いますし、そんなに高いお薬では しないと自己免疫性肝炎かどうか
ありません。うまく使うとステロ はわからないので、診断が一番難し

己免疫性肝炎だったかもしれない、
いのです。
しかも最近困ったことに、今まで ということになります。だから診
高いのがＡＩＨの特徴とされてい 断数は増えるかもしれません。
た免疫グロブリンについて、あまり
高くない症例が増えてきています。 （５） ウルソによる免疫抑制効果
以前は グラム以上あったら自己
免疫性肝炎と言ったのですが、 年
では、免疫グロブリンも高くな
前に２グラムになって、一昨年全国 く、自己抗体も出ないという軽い人
集計したらＩｇＧは２グラムを切 に免疫抑制薬を使わないといけな
っていました。
「正常の 倍あった いのでしょうか。ほかに原因がな
ら自己免疫性肝炎を考えましょう」 くて肝細胞が免疫学的に壊れるの
と診断指針がどんどん変わってい ですから、原則的には免疫抑制薬を
ます。
使うことになると思います。しか
今年の暮れに厚生労働省の診断 し実は非常に軽い、トランスアミナ
指針の変更があります。今までの ーゼ（ＧＯＴ／ＧＰＴ）がほぼ正常
ガンマグロブリンが非常に高くて か ～ ぐらい上がっている人に
（ＵＤＣＡ）
抗核抗体が高いという典型的な診 は、ＰＢＣで使うウルソ
断だけではなくなってきました。 を ミリグラム使うと、結構よく
つまりガンマグロブリンもあまり なって予後もいいのです。これは
高くないし抗核抗体も陰性だけれ 我が国からだけ発信されています。
ども、生検したら自己免疫性肝炎の 医療経済的な問題で、海外ではまだ
ような免疫学的な形質細胞の浸潤 認められていません。
我が国は保険医療で、しかもウ
を伴う慢性肝炎があり、ほかの薬物
性肝炎や肝炎ウイルスの感染が考 ルソは非常に安いのですが、海外で
えられない病態も非常にあること はウルソが非常に高くてステロイ
がわかってきました。そこで診断 ドが非常に安い。安いステロイド
指針を変えます。そうなると、今ま が効くとわかっているのに、わざわ
では「何だかわからない肝障害」と ざ高い薬を使って検討しようとす
言われていた人の何％かは実は自 る海外の人はいないので、わからな
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