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  各患者会からの行事案内、講演会・相談会・交流会の案内

去る１月 日（日）
、イイノホールで行われた全国Ｂ型肝炎訴訟
東京弁護団・原告団、ＮＰＯ法人東京肝臓友の会主催の医療講演
会講演録を掲載いたします。掲載にあたりご多忙の中、加藤直也
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。

司会 ご講演いただく加藤直也先 いていただければと思います。最
生は、１９８６年３月に千葉大学 初に少し肝臓のお話と検査データ
医学部をご卒業され、同年４月、 のお話をさせていただいてから、Ｂ
千葉大学医学部第一内科に入局さ 型肝炎のお話をしていこうと思い
れました。１９９３年４月に東京 ます。
大学医学部第二内科に入局。その
後、２００８年 月に東京大学医
科学研究所疾患制御ゲノム医学ユ
１．肝臓のあらまし
ニット特 任 准 教 授 兼ユニット長、
２０１３年４月には東京大学医科
学研究所先端ゲノム医学分野准教 （１） 肝臓とは
肝臓は、右上のあばら骨のちょう
授兼分野長で現在に至ります。そ
れでは加藤先生、ご講演をよろしく ど内側あたりにあって、重量は１～
㎏です。肝硬変の進んだ方にな
お願いいたします。
（拍手）
ると ～ ｇとだいぶ小さくなっ
てしまいます。一方で、お酒をよく
飲まれる方や、脂肪が溜まっている
方の脂肪肝になると３㎏ぐらいに
なることもあります。健康な人は、
自分で肝臓に触れることはほとん
どありません。悪い例えかもしれ
ませんが、焼き肉屋のレバーみたい
にすごく軟らかいので、外から触っ
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加藤 今日はこのような機会をい
ただきまして、ありがとうござい
ます。学生に教えるよりももっと
簡単に教えてほしいと注文をいた
だいて、いろいろ考えてまいりまし
た。Ｂ型肝炎の基本から肝臓がん
の治療まで、余すところなくスライ
ドを準備してまいりましたので、聞
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「Ｂ型肝炎、これからの
治療について」
【日 時】 2014 年１月 19 日
（日）
14 時 00 分〜 16 時 20 分
【場 所】 イイノホール

演者

東京大学医科学研究所附属病院
肝臓外来 准教授 加藤 直也 先生

1.5

てもわかりません。ですから肝臓
らしきものが触るとしたら、それだ
けで病院に行かなくてはいけませ
ん。
肝臓は、簡単に言うと、必要なも
のを作り、要らないものを壊す。体
の化学工場と言われています。
「必
要なもの」とは何でしょうか。まず
タンパク質のアルブミンや血液の
凝固因子です。アルブミンが減る
と、足がむくんだり腹水が溜まって
きます。また、血液は放っておいて
も自然に固まりますが、その凝固因
子を作るのが肝臓なのです。血液
凝固因子が作れなくなると、出血傾
向といって血が出やすくなるので
す。

それから糖の調節をします。血 と一緒に吸収しなくてはいけませ
糖の調節にはインシュリンが重要 んから、胆汁が役に立つわけです。
肝臓では、その一方で要らないも
ですから膵臓が大事と思っておら
れるかもしれませんが、インシュリ のを壊します。解毒作用と言われ
ンの効くところが肝臓です。イン ています。汚い話で恐縮ですが、公
シュリンの指示を受けて糖の出し 衆便所でツーンと臭うアンモニア
入れを調節しています。だから肝 は、お腹の中の大腸菌などの働きで
臓が悪くなると二次性糖尿病にも たくさんできます。これが血液中
なります。糖の調節がうまくでき に増えると脳が正常に働かなくな
ります。ぼーっとしたり、人によっ
なくなるからです。
それからコレステロールを作り ては怒りっぽくなったり、眠りっぱ
ます。
「今日はイクラや卵ばかり食 なしになる。それを肝性脳症とい
べちゃったからコレステロールが います。アンモニアは肝臓で処理
高くなっている」と思われるかもし しています。あるいは、赤血球が壊
れませんが、例えば という高いコ れるとビリルビンという色素にな
レステロール値のうち、食べた分は るのですが、これも肝臓が処理しま
たった ぐらいです。残りの は す。このビリルビンを処理できず
肝臓が作っているので、肝硬変にな にその色が体に付いてしまったの
ると、肝臓の働きが悪くなってコレ が黄疸です。それから、皆さんが
ステロールの数値は減って２桁に 飲んだお酒ももちろん分解します。
まで落ちてしまいます。だから、食 毒素も全般的に肝臓が分解します。
べるものを一生懸命我慢しても、減 薬も同じで、例えば高血圧の薬を１
らせるコレステロールには限りが 回飲んでもずっとは効かずに毎日
あります。
飲まなくてはいけないのは、肝臓が
最後に、脂肪の消化吸収を助け 分解するからです。それで薬は毎
る胆汁というものを作っています。 日飲まなくてはいけないわけです。
脂肪の中には、ビタミンＡやＤとい
う脂溶性ビタミン（油に溶けるビタ （２） 検査データの見方
ミン）が含まれます。それらは脂肪
肝機能検査のＧＯＴ／ＧＰＴは、

今のデータにはＡＳＴ／ＡＬＴと
書いてあることが多いのですが、肝
機能、つまり肝臓の働きの検査では
なくて、正確には肝臓の障害、壊れ
具合を見る検査です。ＧＯＴ／Ｇ
ＰＴは肝臓の細胞の中に入ってい
て、本当は血液の中には出てきませ
ん。正常値はだいたい までです。
病院の検査では正常値が ぐらい
までとよく書いてありますが、 以
上ならば残念ながら肝臓に何か病
気があります。ウイルスのせいで
も、アルコールのせいでも、脂肪の
せいでも、何らかの理由で肝臓の細
胞が壊れると、ＧＯＴとＧＰＴが血
管の中に飛び出てくるので、それを
測っています。だから肝臓の働き
の数値ではなく、肝臓がどれぐらい
壊されているかという分量を示し
ます。壊されていればいるほど病
気が進みやすいので、ＧＯＴ／ＧＰ
Ｔが高い人は病気が速く進む、とい
うことです
［図１］
。
昔から病院にかかっておられる
方は、肝生検を何度かやられたと思
います。最近はあまり行わなくな
りましたが、肝臓に針を刺して組織
を取ります。軟らかい肝臓はきれ
いですが、この図の黒っぽく見えて
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いるところが繊維で、肝臓を硬くし
ているもとです。こういう繊維が
だんだんいろいろなところに出て
きます。Ｆ０～４と分けますが、０
は正常で、１はまだ軟らかく、２は
中くらい、３になるとだいぶ硬めの
慢性肝炎で、４のように完全に線維
の１個１個が丸くなると、肝硬変と
呼びます。
今、自分の病気がどれくらい進ん
でいるかを見るにはいろいろな検
査があります。肝の繊維化マーカ
ーといって、化粧品なんかに入って
いると皆さんの心が動くヒアルロ
ン酸やコラーゲンは特殊な血液検
査でわかるのですが、一般の健康診
断などには入っていません。血小
板はほぼ必ず一般血液検査に入っ
ていて、肝臓が硬くなると血小板が
減ってきます。腹腔鏡で肝臓を見
てみると、焼肉屋の焼く前のレバー
のようにきれいな肝臓が、Ｆ１では
ちょっと腫れぼったい感じになっ
て、Ｆ２という中位の慢性肝炎ぐら
いになるとブツブツが出てくる感
じになって、Ｆ３という硬めの慢性
肝炎になると、ちょっとでこぼこで
す。Ｆ４の肝硬変のひどい状態で
は、でこぼこの多い肝臓になってし
まいます。
これを診るために血小板の数値
が役立ちます。正常の人は 万ぐ
らいですが、 万を切るようだと肝
硬変です。 万を切るぐらいから
肝臓がんが多く見つかってきます。
では本当の意味で肝機能を測る
検査は何かというと、アルブミン
と、肝臓が作っているコレステロー
ル、それから凝固因子を測るプロト
ロンビン時間です［図２］
。アルブ
ミンは、今日急に肝
臓が悪くなっても
減るものではあり
ません。血液のア
ルブミンが減るま
で 日 間 も かか り
ます。アルブミン
はいい指標ですが、
すぐには変化が出
ないのです。
コレス テ ロ ー ル
は２～３日で半分
になりますからア
ルブミンよりは敏
感ですが、食べた
ものの影響を受け
やすい。ですから、
僕らが一番大事に

しているのはプロトロンビン時間
です。血液がどれぐらいで固まる
かを見ています。特にその第Ⅶ因
子というのが６時間で半分の値に
なります。肝臓が常時働いていな
いと作られないのがこの凝固因子
なのです。こういうものが肝臓の
働きを示すわけです。先ほど言っ
た、要らないものを壊す肝臓の働き
についてはアンモニアやビリルビ
ンを見ます。アンモニアは肝臓の
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悪い人でないと採血して検査され
ていないかもしれませんが、ビリル
ビンは必ずといっていいほど採血
して検査されます。
僕はよく、ウイルス性慢性肝炎を
東京発新大阪行きの新幹線の片道
切符と説明します。例えばここは
東京なので、慢性肝炎がある限り、
皆さんは新大阪に向かってどんど
ん進んでいるわけです。新大阪に
たどりついてしまったら、残念なが
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らそこでおしまいですから、新大阪 くなる」と書いてありますが、これ
に着かないようにしなければいけ は急性肝炎か、慢性肝炎が相当進ん
ません。
で肝硬変になったときです。自分
ＧＯＴ／ＧＰＴ（ＡＳＴ／ＡＬ は慢性肝炎だからだるくて調子が
Ｔ）は、肝臓がどれぐらい悪いかで 悪いと思う人のウイルスを瞬間に
はなく、乗っている新幹線のスピー なくしたとしても、そのだるさは取
ドです［図３］
。この数値が正常な れません。それは肝臓のせいでは
ら、すごく遅い電車に乗っている ないからです。慢性肝炎には症状
か、その場所でほとんど停まってい がないと思ってください。だから
るということです。一方、血小板の 肝臓は沈黙の臓器と言われるので
数値は、今どこまで来たかを表して す。症状が出たときは、残念ながら
います。肝硬変でもＡＳＴ／ＡＬ かなり深刻です。
Ｔ（ＧＯＴ／ＧＰＴ）が正常の人は
意 外に思 う かも
いっぱいいらっしゃいます。では しれませんが、僕ら
肝臓が正常なのかというと、違いま が最初に「この人、
す。血小板は少なくなって、もう名 肝臓がちょっと悪
古屋ぐらいまで来てしまっている くなってきたな」と
けれども、ＧＯＴ／ＧＰＴが正常な 思うのは、だるいと
ので病気が進みづらくなっている。 か調子が悪いとい
そんなふうに考えたらいいんです う訴えではなくて、
ね。ですから、肝機能検査という こむらがえりです。
と、ついＡＳＴ／ＡＬＴ（ＧＯＴ／ 肝臓が悪い人に割
ＧＰＴ）ばかりで考えますが、実は と最初に出る症状
違って、今どれぐらい悪いかは血小 で、手と足がつるよ
板の値でわかることが多いのです。 うになります。し
肝臓はすごくタフな臓器で、悪く たがって定期的に
なってもほとんど痛くもかゆくも 血液検査をするし
ありません。本を見ると、
「だるい」 か手がありません。
とか
「黄疸が出る」とか
「気持ちが悪 僕は今、東大医科

図４

研病院と本郷の東大病院で外来診 をすればほとんどのことがわかり
察をして毎日のように患者さんを ます。とにかく肝硬変や肝がんに
診ていますが、肝機能がいいかどう なっても症状はありません。検査
かは顔を見てもわかりません。僕 をしなければわからない病気だと
が藪医者だからかもしれませんが、 いうことをぜひ覚えておいてほし
採血をしないとわからないのです。 いと思います。
お腹を触らせていただくこともよ
くありますが、これも悲しいぐらい （３） 肝臓がんはなぜ出来るのか
わかりません。病気が進んで水が
「肝がんはどういう病気ですか」
溜まるか肝臓が硬くならないと、わ とよく聞かれます。がんは今や遺
からないのです。しかし血液検査 伝子の病気です。遺伝子に傷がつ

図３

