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院における肝受
一人分県で初めて導入したフィプロスキャンを用いた新たな調み―
副院長 肝疾患センダー長

せい け まさたか

清家 正隆

■ 肝臓の硬さ (線維1と )について
最近、ウイルス肝炎以夕*の肝l蔵病が注目されていま

す(図 1)。 肝l蔵 は男性では1.5kgも あるとても大きい

1蔵器です。日夜、健気に、休みなく様々な仕事をしてい

ます。でも毎日毎日、飲み過ぎたり、食べ週ぎたりし

て、肝l蔵 に負担をかけていくと、まず脂肪肝になりま

す。そして、30年 、40年が経過すると、肝l蔵が疲れて、

くたびれてきます。肝1蔵 は無□ですので「大変です、休

ませてください」と訴えません。だから「大変 !大 変 I」

と肝1蔵が0斗 びだすと、いきなり終末期になつているこ

とがあります。

現在、肝1蔵 が疲れている程度を何とか指標で表せないかとの検討が進んでいます。長年の肝1蔵の

負担の畜積、疲れの総量は `肝岡の硬さ
う
(肝圃の線維1ヒ )に羽れます。メタボで肝1蔵 に脂肪が貯まり

続けると肝l蔵 は疲れ、次第に硬くなり、硬くなればなるほど心1蔵病や大腸がんが増えてくることが

わかりました。そのため `肝臓の硬さ
う
の評価が大事になってきます。

これまで、
こ
肝l蔵の硬さ'は `肝生検

う
といつて、針を肝1蔵 に束」して、肝l蔵の組織を取り出し、顕微鏡

(病理組織)で診断していました。肝生検は入院する財要がありますし、出血の危険もあり、何度も

することはできません。そのため、負担を軽くして、採血結果や、超音波検査で検査ができないかと

検討がされてきました。

■肝臓の硬さを示すFibB4(フ ィブフォー)とフィブロスキャン検査
簡便な「肝1蔵の硬さ」の目安として、Fib‐ 4(フ ィブフォー)と いう指標が参考になります。Fibo4

(フ ィブフォー)は憲者さんの年齢、ASTイ直、ALT十直、血小板数から自動計算できます。通常の血液

検査の結果でわかりますので、追力□の費用が掛かりません。当院は大ノ刀＼県でいち早く、自動計算し

ています。2020年 に改訂される脂肪肝の診療ガイドラインにも追カロされ、Fib‐4が 1.3を 超えると

少し留意をして、肝1蔵の専門医に相談しましょうということになりそうです。

もう一つ注目されているのは、大ノ刀＼県で初めて導入したフイプロスキャンという機器です。この

フィプロスキャンは、振動を肝l蔵 に打ち込みます。そうすると肝]蔵の中に、波が広がります。肝1蔵が
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硬いと波は早 く、肝 l蔵が柔らかい場合 は、波が遅 く伝わ ります。波の伝わ り具合を数値 に します。肝

硬度 (かんこうど)と いい、kPa(キロパスカル )で表示 します。肝生検と違つて簡 l更です。7.6kPa以

上であれば肝l蔵 は中等度以上に硬くなつているため、定期的に肝嗣専門医に診てもらいましよう。

当院では8乍年11月 から稼l動 しています。ぜひL白しさんの肝l蔵の疲れの具合(傷み具合 :月千硬厘)をフィ

プロスキャンで評価してみましよう。

■ な tゴ肝 硬 度 か ?肝 l蔵 と他の 1蔵器の相関 (図 2)

長期間肝 1蔵 に員担をかけると肝 l蔵が硬 くな り、聞・心臓血

筐病や悪性腫瘍が増えてきます。そのため、肝 1蔵 病の専門家

である私たちは、Fib‐ 4やフィプロスキ ャンによる肝硬度

の値が高いと、,齢電図や心 l蔵超音波、員荷,M電図、胃カメラ、

大腸検査をすることになります。

肝 1蔵 が傷む と肝 l蔵 で糖を貯め ることができな くな りま

す。糖尿病が増えます。また、糖脈病の約半数は脂肪肝と言

われています。糖尿病の脂月万肝ではどれくらいの人が肝がんになると思いますか?私たちが13年

間、調査をしましたが、大体、年あたり1000人に一人です。Fib-4の 値が2.5以上のひとでは100人

に一人が肝がんになります。やはり肝l蔵が硬くなると肝がんが増えていくようです。絡尿病のんも

一度フィプロスキヤンをお勧めします。

最近は筋肉と肝 1蔵 の関連も注目されて います。筋肉は第二の肝 l蔵 と言われています。肝硬変 にな

るとアンモニアの処理能力が悪 くな りますが 、筋肉が代わ りに処理を して くれます 。また、肝 l蔵 が

傷む (肝硬変 になると)と 筋肉量が減つて、長生きできないことが明らかになつてきま した。筋肉量

の河少はサル コペエアという病態で、超高齢化社会では、解決すべき課題でもあ ります。肝硬変の

診断にもフィプロスキヤンが有用です。フイプロスキヤンで高い値が示されれば、サルコペエアに

も留意していきましよう。肝硬変のサルコペエアに対しては、リハビリ(運動療法)、 来黄療法によ

りどのような処方箋を提示できるかЭ後の課題です。整形タホ科と肝疾患センターとの共同で、新た

な試みができればと考えています。

■ まとめ
検診で肝l蔵が悪いと言われたら、その原因の多くは、①ウイルス肝受、②アルコール性肝障害、

③メタボ(月巴滴、糖尿病)によるB旨 肪肝、④自己免疫性肝疾患、⑤粟剤性肝障害や胆石によるもので

す(図 1)。 特に悪者さんの多い③の脂肪肝では、肝隔の硬さ(肝硬度)を Fib-4と フィプロスキャン

で評価 します。そ して肝硬度の値が高いと心[lll管病、悪性腫瘍、肝関連疾患の危険厘が高いので、心

電図、IЫ エコーなど、胃肉視鏡や大腸肉視鏡検査、腹部US、 腹部CTな どの検査を行うということが

新 しい時代の肝疾患の診療スタイルになつていくと思います。当院は民間病院でありながら大
ノ
刀
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で初めてフィブロスキヤンを導入 しま した。肝疾患センターの肝 1蔵 専門タホ来で診察を受けること

が可能です。お気軽にスタッフにご相談 ください。

①肝爾と循環器疾患との接点

骨粗しょう症

脂肪肝 (肝臓)は,b臓病 (循環 ]呂 )、 大腸悪性顔廃 (消化曽 )、 絡尿病

慢性臀臓病 (胃 )、 サルコペエア (整形外科)などの疾患と関係しています

図 2
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心臓血営センター開設

ひ がみ てつ や

センター長:名誉院長樋i_Li圏,E我

4月 1日付で初代心 l蔵 血管センター長を拝命致しました。◆後は、循

環器領域において充実した循環器チームと共にとしれまでの経験を活

かし先進技術を駆使した高度医療の実現を通して、地域医療に少しで

七貢献できますよう微力ながら誡心訊意男力して参りたいと存じま

す。何卒、倍旧のご指導ご鞭撻をR易 りますよう伏してお願い申し上げ

ます。

《樋上医師 田各歴≫

平成15年 1月～ 島根大学医学部 教授
平成18年 1月～ 本し幌医科大学医学部 教授
平成27年 11月～ 葉山ハートセンター 院長

兼 ,blttllll管 外科センター長
平成29年 6月～ 神戸徳洲会病院 院長

兼 心l蔵[lll箇 外科センター長

肝疾患センター開設

|(1,,,

せい け まさたか

センター長 :副院長 清 家 正 隆

このたび、当院に肝疾悪センターを開設しました。
当院では、最小肝がんや進行肝がんに対して、これまでのベ

3000件の血管造影、および3000件のラジオ波治療を行つてきま
した。この実様をもとにさらに、専門性の高しヽ診療を提供するた
め、肝疾悪センターを開設することになりました。肝疾悪は肝炎ウ
イルス性、アルコール性肝障害、肥満や糖尿病による脂月方肝、自己免
疫性肝障害、サプリメントや薬物性肝障害、胆石などによる多岐に
渡ります。そのため、常勤の肝l蔵専門医3名と非常勤1宮、:招名の肝
臓専門医と熟練した医療スタッフの診療体制で運営します。
昨年、肝l蔵の硬さ(肝硬度)を評価するため、県内で最初にフィブ

ロスキヤンを導入しました。昨εのメタボ時代に即応するためです。

B型肝炎でお悩みの方、検診で肝障害を言われた方、肝硬変や肝
dhの治療でお悩みがあり、意見を訊きたい万はぜひ一度肝疾悪
センターを受診して下さい。経験豊富な専門医が対応致します。

《清象医師 略歴≫

昭不B59年   大分医大 第1内科入局
平成20年   父留米大学医学部客員准教授併任(～平成24年 3月 )

平成20年   大ノフ〕ヽ大学医学部附属病院 肝疾患相談センター

診療准教授(副センター長)

平成24年   同肝疾患相談センター 診療教授
令利元年9月  当院勤務

奪
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霞 藍 更 運 回 り が ф ∂ ● ① ∝ ガ 管理栄養士 縄 暴

香は新生活が始まる季節。環境の変イヒにス トレスを慰じてしまう人も多いのではないでしょうか。

ストレスにさらされると、「やけ0い」や「食欲不振」といった食欲の乱れで不調をきたし、その不調が更なる

ス トレスとなつて悪循環を生み出してしまいます。食生活でのポイントは、栄養バランスの良い0事をとるこ

と。主食 (ごはん)、 主菜 (魚、肉、卵、大豆製品)、 副菜

(罫菜など)をそろえた食事が基本です。

また、食物繊維やDHA、 匠PAといった多価不飽

和脂肪酸、ビタミンB群やミネラルなど、私たちに

不足しがちな栄養素を意識して取り入れていきま

しょう。
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ス トレスと食事

新人オリエンテーションを行いました

令利2年度新採用者オリエンテーションを4月 1日 に開

催しました。

看護師12名、理学療法±2名 、臨床工学技±2名、事務職2

名、計18名のスタツフが新しい伸間としてカロわりました。

◆年は新型コロナウイルス感染対策として検温、マスク

着用、手指消毒、部屋の換気など重々しい雰囲気の中で始ま

りましたが、新人さんの元気よい自己紹介から始まり、先輩

職員から部署紹介、医療安全、感染対策などの研修が行われ

ました。

みなさん緊張した面持ちでしたが、一日も早く職場に慣

れて、Э後活躍してくれることを期待しています。
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新任 ドク タ ー紹介
①座右の銘 ②趣昧(自

ノフコ＼が好きなこと)③◆一番したいこと

④医師になつた理由 ③もし医師になっていなかつたら
⑥患者さんへ向けて一言

御 器 内科 青 木 貴 紀
踏 【撃9努

うのではない、笑うから楽しいのぜ

③旅行
④婉少期は的 湧昂く澗営話1酪り、 恩返ししたいと思つたため

⑤学校や塾の先生 ⑥ほ者さんに「先生に診てもらつて良かった」と思われるように精一杯頑張ります

闘 雌 卦 榔 脹 宮 本 靖 子
駐 託 留 評

んが,・・B螢いて言えばゴ夢は願い続lすれ醐 到 到

②手術 :手術室にいる時が一番ホッとします◇今は手術室が恋人です。
音楽 :聴くの(よ l―

pop、 本当に好きなのはクラシックを奏でることです。今はもうずいぶんご無沙汰してい
ますが、特にラフマニノフという作曲家の音楽が大好きで、オーケス トラの中でヴァイオリンを弾いてい

る時によく胸が熱くなったものです。ピアノは自由に弾けたらな…とよく思います。ピアノを自由に弾き

こなす人を見ると羨ましく思います。
C手術の腕を磨きたい。患者様の話後は手術の腕次第だと思つています。その為には手術は常に一流でなければならないと思っ
ています。

④おそらく…小学1年生のはじめに、自転車で転倒して顔面を大怪我したのですが、その夜閲まっている医院を開けて診療して
くれたタホ科医の姿に憧れたのだと思います。この頃から外科医になりたいとずつと思つていたのでそうだと思います。その後、
小学生の時にテレビで開鉤lbマ ッサージを している番組を見て日出l蔵外科医になるんだ」と言つていたそうです。

⑤分かりません。もう一度生まれてきても心l蔵夕ヽ科医でいたいと思います。
③ b骨蔵血管外科手術を受ける悪者様は命がけで手術を決意してこられます。ですから、私も患者様には「大文夫です、安IЫ して

ください」とお声がけして、いつも命がけで手術に臨んでおります。結局のところ、私たち夕1科医のできることは、患者様の人
生のほんの少しの後押しをすることだけではありますが、それで報 者様の未来が今より質の高いものになるように、「悪者
様の為の低侵襲高品質な医療」を実践しています。




