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きり絵・佐藤廣士さん

会員のみなさん、読者のみなさん

ご協力もお願いしています。
国会では、昨年来はじまった肝炎対策議員連盟の結
成が与党の中で動き始めています。多くの議員が肝炎
対策に理解を深め、実現のために力を尽くしていただ
くことは非常に重要です。この動きに合わせて請願署
名運動もぜひ、成功させましょう。ご家族、ご親戚、友
人、知人にお願いし３名でも５名でも結構ですので東
京肝臓友の会へ送ってください。締め切りは４月末で
す。

講演2

今年も国会請願署名にご協力を
会員のみなさん、読者のみなさん、日本肝臓病患者
団体協議会は今年も国会請願署名を取り組みます。
お手数をおかけしますが、どうぞ皆様のご支援、ご協
力をよろしくお願いいたします。請願項目は①すべて
のウイルス性肝硬変・肝がんに係わる医療費の助成制
度創設を早急に検討し進めてください。②肝炎ウイ
ルス未受検者へのいっそうの受検推進及び検査陽性者
を治療に結びつけるより効果的な取り組みを図ってく
ださい。の二項目です。最近の医療の進歩はめざまし
く新薬が次々と開発され、特にＣ型肝炎は著効率の高
い経口剤が登場し、多くの患者さんがウイルスを排除
しています。非常に高価な薬ですが、医療費助成制度
が適用されています。しかし一方、この新薬の恩恵に
も与かれない肝硬変、肝がん患者さんがたくさんいま
す。完治する患者さんには助成制度が適用され、完治
が見込めない肝硬変、肝がん患者さんには助成制度が
ないという理不尽をなんとしても改善する必要があり
ます。一刻も早く一日も早く実現するために署名運動
を成功させましょう。今回の請願は日本肝臓病患者団
体協議会が独自で行います。もちろん他の患者団体、
薬害訴訟原告、
Ｂ型肝炎訴訟原告のみなさんのご支援、
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自己免疫性肝疾患の
診断と治療
〜現況と問題点〜
【日時】 2014 年６月 28 日（土）14 時 00 分〜 16 時 00 分
【場所】 東京都健康プラザ・ハイジア ４階研修室
演者

【主催】 ＮＰＯ法人 東京肝臓友の会

東京慈恵会医科大学大学院医学研究科
器官病態・治療学 消化器内科 教授
銭谷 幹男 先生

知られています。いつもＡＩＨ（自
己免疫性肝炎）とＰＢＣ（原発性胆
汁性肝硬変）の話をしていたのです
が、今日はＰＳＣ（原発性硬化性胆
管炎）も入れて全部話してほしいと
いう注文ですのでＰＳＣについて
もお話しいたします。まず最初に
ご紹介ですが、原発性胆汁性肝硬変
だけは病名に「肝硬変」とついてい
ますが、肝臓の病態が進んだ最終病
名が肝硬変です。ですから実は診
断された時点では多くの患者さん
は肝硬変ではありません。自己免
疫性肝炎も進めば自己免疫性肝硬
変になってしまいます。あとでも
お話ししますが、原発性胆汁性肝硬
変の病名を変えようという話が今
年ロンドンで開催されたヨーロッ
パ肝臓学会で提案されました。秋
にはアメリカの肝臓学会でもその
話が出るので日本でも変わるかも
しれません。要するに原発性胆汁
性肝硬変と診断されている、８割の

昨年６月、東京都健康プラザ・ハイジアで行われた、東京肝臓友
の会主催による医療講演会の講演録を掲載いたします。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。

司会（三浦）皆さんもご承知のよう
に、銭谷先生は東京慈恵会医科大
学の教授で、特に自己免疫性肝疾患
につきましては世界でも最先端の
ご研究を日々なさっていらっしゃ
います。私どもの患者会でもずっ
と以前から毎年講演会をしていた
だきまして、本当に感謝しておりま
す。今日はお休みのところをご講
演いただけるということで、拝聴し
たいと思います。それでは先生、お
願いします。

１．はじめに

銭谷 皆さん、こんにちは。ただい
まご紹介いただきました慈恵会医
科大学の銭谷でございます。一般
的に、自己免疫性肝疾患というのは
自己免疫性肝炎と原発性胆汁性肝
硬変、原発性硬化性胆管炎の３つが
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人は肝硬変でないのに「肝硬変」と
いう病名がついているのはおかし
いじゃないか、ということです。わ
が国では医療費助成の法律もあり、
病名変更は難しいかもしれません
が、多くの患者さんは肝硬変状態で
はないことをご理解いただきたい
と思います。
先ほどご紹介が出ましたけれど
も、厚生労働省では難治性肝疾患
の研究班があります。自己免疫性
肝炎と原発性胆汁性肝硬変につい
ては診療ガイドが出て、書籍が売り
出されています。
（
『自己免疫性肝
炎
（ＡＩＨ）の診療ガイド』
『原発性
胆汁性肝硬変（ＰＢＣ）の診療ガイ
ド』
文光堂）
そのほかに、先ほどご紹
介がありました患者さんとご家族
のためのガイドブック（
『患者さん・
ご家族のための自己免疫性肝炎（Ａ
ＩＨ）ガイドブック』
）とドクターの
ための診断治療ガイドラインも出
ています。このガイドブックは、東
京肝臓友の会の皆様からの質問を
集めていただきまして、それに答え
たものがほとんどです。ご協力大
変ありがとうございました。原発
性胆汁性肝硬変についても同じよ
うな形で、患者さんのためのガイド

ブックとドクターのためのガイド わけです。ですから皆さんが本屋
ラインを作っています。
（
『患者さ さんで買う教科書や書籍とは違い
ん・ご家族のための原発性胆汁性 ます。ガイドラインは去年出てい
肝硬変
（ＰＢＣ）ガイドブック』
『原 ますが、教科書が改定されるのは２
発性胆汁性肝硬変（ＰＢＣ）の診療 年ぐらい先です。
ガイドライン』
）
ウイルス肝炎の方はよく知ってい （１）概念
我が国の自己免疫性肝炎は中年
ると思いますが、治療には必ずガイ
ドラインがあります。本日お話し 女性に好発します。若年性の人は
する自己免疫性肝疾患についても、 あまりいません。原因不明で、遺伝
どう診断してどう薬を使っていく 的背景に自己免疫機序が関わって
かを厚生労働省の研究班による班 起こるのだろうと言われています。
会議でお示ししました。そして、そ 臨床的には、抗核抗体、抗平滑筋の
の治療に当たって患者さんが疑問 ような自己抗体が陽性で、γグロ
（血清ＩｇＧ）が高値を示す。
に思うことや困っていることに関し ブリン
て、どう説明をしたり、どう対処す 昔の教科書では、自己免疫性肝炎は
るかをガイドラインという形で出 慢性肝炎の項目に入っていました。
したのです。皆さんの理解にもお ところが今度の改定指針では、急
性・慢性いずれも存在して、無症候
役に立つことを希望しています。
性の場合もあるとしました。急性
発症の場合には、自己免疫性肝炎の
２．自己免疫性肝炎（ＡＩＨ） 特徴である自己抗体陽性所見やＩ
ｇＧが高くない症例も存在します。
〜診断指針が改訂され
今回の改定では、急性の場合に重症
ました〜
化すると肝不全になって治らない
こともあると概念に入れました。
組織学的には、以前は慢性肝炎の
項に入っていたので、慢性肝炎の組
織像を呈すのが典型例です。ウイ
最初に自己免疫性肝炎から始め
ます。昨年ガイドラインを出した
というのは、国や研究班として自己
免疫性肝炎の診断指針を改定した

ルス肝炎と違う特徴は浸潤細胞に
形質細胞が多いことですが、急性発
症例ではこういう組織像を全く呈
さない症例もある。だから診断は
ますます難しくなっています。
それから原因不明です。沈黙の
臓器と言われますように、一般的に
肝疾患というのは症状がない。ウ
イルス性の慢性肝炎と同じで、ご本
人も誰も全く気づかないうちに肝
硬変になって、症状が出て初めて診
断されることもあります。肝硬変
になるとウイルス肝炎と同じで、肝
がんの発症が多くなるのは当然で
す。
自己免疫性肝炎の多くの症例で
は、皆さん使うのを嫌がりますけれ
ども、副腎皮質ステロイドが非常に
よく効きます。使うと、上昇してい
たＧＯＴとＧＰＴ（最近はＡＳＴと
ＡＬＴといいます）が、速やかに基
準値内へと改善する。中途半端に
下がるのではありません。全く正
常化します。しかし治療開始が遅
れると有効性が低下するので、早め
に診断してきちんと治療しなけれ
ばいけません。副腎皮質ステロイ
ドが効くのが特徴ですが、例外もあ
りまして、効かない人もほんの少数
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例ですけれどもいます。
けではなくて、お薬を使ったことに
原因不明ですから、診断では、原 よって起こった肝障害がきっかけ
因がわかっているものを除外する になって、もともと体質として持っ
ことが大事です。一般的にはウイ ていた自己免疫性肝炎が発症した
ルス感染、薬物性肝炎、アルコール と考えられるのですが、こういう環
性あるいは非アルコール性の脂肪 境因子から発症することもありま
性肝炎でないことをまず証明しま す。
す。いろいろな本に書いてありま
すが、国際診断スコアとか今回の日 （２）診断
診断の１点目は、先ほど言いまし
本の診断指針に従って治療するわ
たように既知の肝障害の原因を否
けです。
（図１）
。２点目とし
発症に関わる遺伝子としては、我 定することです
が国ではＨＬＡ─ＤＲ４という遺 て、自己抗体が陽性。３点目は、Ｉ
伝子が知られています。海外では ｇＧが高値です。以前の本を見る
ＤＲ３ですが、我が国ではＤＲ３を とＩｇＧは２ｇ以上と書いてあり
持っている人がほとんどいないの ますが、今回の診断指針は基準値の
倍と、ほんの少しでも上がれば診
で、病態が海外と違います。ＤＲ３
陽性の人がいる海外では若年者も 断することに改定しました。４点
多く、ステロイド抵抗性の患者が多 目に、慢性肝炎の像があって形質細
い。ＤＲ４はステロイドが結構効 胞浸潤があったら、組織学的には自
きます。ですから我が国の症例の 己免疫性肝炎の可能性があります。
特徴は、中高年に多くてステロイド それから５点目として、今までの診
断では治療効果は入っていません
薬がよく効くことです。
発症の原因はわかりませんが、ウ でした。しかし今回は、副腎皮質ス
イルス肝炎後に発症したり、ある種 テロイドを使ってうんと効いたら
の薬、例えば抗生剤のミノサイクリ 自己免疫性肝炎だろうという診断
ンとか高脂血症のスタチン系のお にしました。診断が遅れて重症化
薬を使ったあとに発症します。そ して予後が非常に悪くなった症例
れは、この薬が直接病気を起こすわ が存在するからです。ステロイド
1.1

を使わないと重症化しますから、な
るべく早く使うことが大切です。
今回の我が国の診断指針では、上
記項目の１、既知の原因は必ず否定
されなければいけませんが、典型例
は２〜５のうち３項目以上ですか
ら、自己抗体が出なくても、ＩｇＧ
高値でなくても、組織所見がなく
ても、このうち３つがあれば典型例
です。非典型例は１〜２項目です
から、既知の原因が否定されて、何
だかわからないけれども副腎皮質
ステロイドが効いたら自己免疫性
肝炎という診断になります。です

図１

から診断範囲は非常に広くなりま
した。これで救われる方もいっぱ
いいます。全国からいろいろな意
見があるでしょうから２〜３年経
つとまた改定しなければいけませ
んが、今回は重症例があるので基準
を変えました。診断例は増えます
が、本当に自己免疫性肝炎かどうか
は昔よりは曖昧になってしまった。
だけれども救われる患者さんは多
くなる。そういう診断指針になり
ました。
既知の肝障害となる原因との鑑
別や除外についてです（図２）
。ウ

図２

イルス肝炎は当然除外です。薬で
こういう病態が起こる人もいるの
で、薬物性肝障害との鑑別が一番難
しい。それから最近は、肥満で非ア
ルコール性脂肪性肝炎になる人が
います。これも自己抗体がよく出
るからなかなか否定が難しい。脂
肪性肝炎ですから、脂肪が溜まって
いるか溜まっていないかで一般的
に区別がつきます。薬物性肝障害
は、薬物性肝障害の診断スコアで鑑
別をしていただくことになります。
自己抗体は、昔はほとんどの症
例が 倍以上でした。最近は 倍
以下とか自己抗体の非常に低い人
が増えてきたので診断が難しくな
ってきました。ほかの原因がなく
て副腎皮質ステロイドが効いたら
自己免疫性肝炎という診断とした
のには、こういうことがあるわけで
す。自己抗体に頼っていてはなか
なか診断できなくなってしまいま
した。
ここで大 事 なことがあり ます。
実は自己抗体の測定方法は施設に
よって違うのです。自己免疫性肝
炎については間接蛍光抗体法（ＩＦ
法）で調べなければいけませんが、
多くの病院では定量性に優れたＥ
ＬＩＳＡ（エライザ）という方法で
測られています。エライザという
のは抗核抗体（ＡＮＡ）の抗原の一
部、とくにＳＬＥ（全身性エリテマ
トーデス）などで認められる自己抗
体を中心に測定するので、自己免
疫性肝炎の診断には向かないとい
うことを認識する必要があります。
図３の横が間接蛍光抗体法で、縦が
一般的に使われているエライザ法
ですが、間接蛍光抗体法で陽性の
ものが、エライザ法だと ％だけが
陽性になるのです（図３）
。自己免
疫性肝炎を疑った場合には、エライ
ザ法ではなくて間接蛍光抗体法で
測っていただかなければいけない。
一生懸命啓蒙していますが、この方
法が取り入れられていない病院も
あるのでなかなか難しい。これは
僕ら医師側の問題ですが、とにかく
自己抗体が陽性といっても測定法
によってその意味が違うので、測定
法まできちんとチェックしなけれ
ばいけません。
それから、昔はＩｇＧが２ｇ以上
で自己免疫性肝炎と診断したので
すが、今は患者さんの４割が２ｇ以
下なので、
診断が困難です。そこで、
今回は基準値の 倍以上に診断指
1.1

36.7
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編集人・東京肝臓友の会 〇三
（五九八二）
二一五〇 〒 ─
東京都新宿区下落合三─一四─二六─一〇〇一
東京都世田谷区砧六─二六─二一
発行人・障害者団体定期刊行物協会
〇三
（三四一六）
一六九八 〒 ─
161

0033

157

0073

頒布価格 円
（会費に含まれている）

500

本会報掲載の記事を転載する場合はご連絡ください。
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