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“

肥満
“

が弓9さ起こ苔疾患と対応ー溝化器内科の立場から—

樋準体重： ZZX(騎長(m]りkヽ

鼻長 霧準体重
150c● 49.S kヽ

某社新聞記事を紹介
（世界肥満度ランキング）

155c● 52.9 kヽ
160c● 56.l kヽ
165c● 59.9 kヽ
170c● 63.6 kヽ
175c● 67.4 kヽ
180c■ 71.3 kヽ
18Sc● 75.l kヽ

大阻府濱生．会中津調院

消化器内科 閾田明彦

肥満と肥満症の定義

肥溝：脂肪組織に脂肪が過嗣に蓄積している状懇
日本で恰BMI ..: ZS 
WHOで恰BMI �30
(82(!: んがM、HT、HLなとを弗症しや言いため鰐帆こ謹定）

高虐肥満：BMI�lS (8和lさ3%、 欧未30%)
涵肥溝喰羞はZOii年B本肥溝学会診断笠ff・一登加

肥満症：肥溝に起因ないし間連する健庫障害を合僭する力I
�� 合倦が予測される場合で」 医学的に減量を
必専とする病態（素患単位として取り扱う）

わが国の肥満関連ガイドラインの歴史①
GL頌本爛品

肥糧虐に関わらず減量言ることが医学的に,<11ット
にる対象を連切に這出し、 治讀・管瑣貪ること

2000年：「新しい肥溝の判定と肥満症の診断基準』
BMJ.:ZSO>肥瀾、 治療言べ色肥瀾（肥鵜痘）が晴疇に区則された

2005年：「メタポIJッ，，シンドローム(MetS)0診断基準」
ウエスト周画長異常＋姦血圧、高血糖、脂買異常、 の内Z項目以上

心血菅案患(;)//ス向�·"し旱期に予,n釦鰍ビ行う
2006年「肥溝症治療ガイドヲイン2006」

内臓肪肪型肥瀾（態納耀胞〇貨的異常による肥満症）
霞下躙牒！肥瀾（脂闘暉嘘的異常による肥瀾症）を区則

環体重の5%をi虞少させ、 肥濶症の合祖匡を改書させ起とを目9曇

わが国の肥満関連1fイドラインの歴史②
Z011年：「肥潰症診顧基準Z011J
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$80)内容

1. 肥満襴論（定義、痘学、診療GL等）

2. 肥満と消化器疾患

わが国の成人人口に占めるBMl25以J:の割合

厚生令慟省平成28年
I - "I 

「国民魃・栄養講査結果頌零」 ・
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わが国0肥満間連ガイドラインの歴史②
2008年： MefS磯定健康診査・特定侃健指導間始

2014年、 導入碑悶0)'1:,ータで、 体霊、 諏細i慮少芍れl釘直糖、 脂貨＊

紐磯常が一蝦こ碍褐蒻i紐祀砒． （わ約3%傭疇匹K)
Mura,oo/o,A, el a(0細sR四 CJin Pracl 8: 叫bb—叫7S.2014

麻iぬ体配船詑横懇窟i頃{l�&,!a劉醗匹、 対匹0人）

肥潟症診療ガイドヲイン2016 (le潟症診断7口—千ャート）

i膚量目橿：』ピ靡定でIさ環体霊の3%以上Mle溝症でIが5~10%とした
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肥満に起因ないし関連し、 減量を専する健康障害
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高齢者肥満症診療ガイドヲイン2018 (8$老年医学会）
認知症やADL倦下の観点を付加

置漏者置濯駈EG>特徴

訓1が体脂肪量を正罐Iこ臣映しないことが少なくない
ウエスト間回長やウエスト・ヒッ"lttは8#1よ•Iも死亡"'''スり指橿となる
加鰈とともに肥溝にサILコペニアが含＃したサILコペニア肥溝が増える

高奮嗚の認蘊G)IIスワ
中年期〇肥溝け涵藤期研辟知匿贅症がIスクであるvl'l::';主（グしー ドA)
サILコペニ1'肥溝給単なる肥潤と比べてがIゆL鰐下・転閏・骨折、 死亡
をきたしや貪いv)'l)'注惹言る必要がある（グしー ドA)

CA 
「涵欝者のメクボ,, .. ,,, シンドD-blさADL鍔下G)I/ス，，になるか？ ］

「生活習慣〇改善により体重｀ 脳1を是正する�l!;l;ADL. 餐痛、 OOLIさ改善するか？ ］

「インス,, ンl!Yli:f!llさ認知憐�=恒下またはほ知症発症G)I/スケとなるか?1 なと

脂肪肝に対するイメージ〇変遷

~1970年代
肥や纏尿腐に伴う脂肪llflさ、 可造的で非違行性。

予穐良好な疾患と考えられていた，

アルコ—Iしや訊餓による脂肪llfが問題視される租虞

198碑～
80年：腐瑾医O>Ludwigが違行性の非?IL:1---11.性脂肪llf炎

(NASM)を提唱し、 肥潤や糖尿属との関達を示唆
86年：SchaffnerがNAFL即鑽念を報告

zoo碑代
NASM•NAFLDO>認知虐上昇
B拿消化蒻嗣学会編渭AFLD/NASほ拿籟ガイPMン2014」
B拿肝臓学会編 渭ASH•NAFLI)(渭参願ガイド2015」

アILコーIL量(g)v)算出法

アILコーIL量(g)= 逼量(mL)X濃虐(%)X比重(0.8)+ JOO 

ア9しコー9し量 ZOa Iこ相当する飲逼内容

ピー9し中額500ml 1$ (500X5X0.8+ JOO�ZO) 
ウイスキーダ"lfし 9杯

日本逼 9合
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肥満と癌0疫学
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$8の内容

I. 肥満概論（定義、蔭学、診療GL等）

2. 肥満と消化器疾患
NAFLD/NASHを中心に

NAFLD·NASH� 定義

● 非7'1LコーIL•性脂腑性肝疾患v)nonalcoholicfaffy liver di• 韓•e
(N応LD)は籍織診駈あるい鯰画憧診駈で脂腑肝をl�t!J、 7'/LコーIL性
肝緯害なと、1島9肝嗣奪患を院外した霞惑である ．

● 純7'1Lコ一ヽしで男性3幻/B、 セ性2釦/B以上vl!ti董量で7'1LコーIL性
肝緯雲を弗症しうる0で、 NAFLDvl配iii星はとれ未溝となる ．

● NAFLD姑繍織学的に大滴性の脂肪宝性を基盤に囀症し
・非アILコーIし性脂肪肝 nonalooholic f, 叶fy liver (N応L)
. tげILコーIL•性脂腑肝炎 nonaloohofic•ieafohep, 曲i• (NASH) 

に分頂される 。

● NASH姑脂肪変性炎症繍腿i曇濶、Bff鵬8煽害暉船饉変性）か特微である ．

NASH·N応1.00)診原7イド201S

NAFLD·NASH c;)定義

● 非"i'ILコーIL'性脂腑性肝案患O)nonalcoholicfll'l,fy liver dis頭se
(NAFLD)鯰繍織診駈あるい給画憤診駈で脂腑肝を認の、 7'/LコーIL性
＇干繹害なl!:.'11!!0!肝嗣霰患を院外した病悪である ．

● 誇アILコーILで男性3的/B、 セ性2的/B以上〇飲逼量で"i'ILコーIL性
＇干繹害を弗症しうる0で, NAFLDOJ配爾星はとれ禾溝となる ．

● NAFLD!ll'組織学的に大溝性〇脂肪変性を憂盤に精餌し
・非"i'ILコーIL'性脂腑肝 nonalccholic fa切liver (NAFL) 
・非7'/LコーIL'!牛脂胴肝炎 nonalccholic s-1叫ohep,曲is (NASH) 
に分類される ．

● NASHは脂聞変性、炎症繍腿浸潤、肝繍腿隔害諷飴饉変性）ti，袴微である．

NASH• NAFLDOl診原サイド2015
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NAFLD / NASHCil疾患撮念

NAF'LD 

NAFL NASH 

·レ

NAFLD、NASH (;)疫学
SMI昂ぬNAFLDOl合僭頚虐 N/\SM・匹叫面イドion

8$に�•tるN応LDO>有病寧lさ29.7% (9~30%) 25% 
〇碑Y.,I• J G""N"'... ZOIZ•47• .. ● 

NASぬ有績睾さJ~5%と措棗 3% 
釦tJC,ttal心,.,.,パゞ沿.,., zaia , 1as , z319 
冑!/ITョ"'·" .•. 紅,,..,,,,バ;.,., WIie Iい(l)cJZ4-131
v,mon G,,t ,1. 郎.,,,,,'"'"""'"'r,., za11,S4lm74-Zl5 

NASH� 診断に役立つもの

● NAFLD·NASM(;)肝緯維化診lffi(;)墓本は肝生検

但し、侵襲的、コスト、サン7,IJングエヲー等〇問題即I

● 肝生横の問題点をわ画懺診lffi
肝縮饉化評価：

US. MRI: 0干弾性率測定（工ヲストグヲ7ィ一）

肝脂肪量評価：

FibroScan CAP値恰脂肪0量を敬饉化でさる

MRスペ，，トロスコピーけ脂肪定量法aして有用

NASHv>診断に有用な臨床検査値

：言戸主'.'.紐；&:": アディポネクチン． レチノー）頃紐曰4

墓ua•t鬱．●化LDl. 和乃心T/ALT比(AAR�am.1贖化軍駄布I丑．

•i匹・ワイトカイン • AA珈糾は濾側四疇i珈fa.. J凡比

TNc...a. •u CRP, 7•J 
遍鼠·た藝9応轟曇鴫鷹彗か富<. H鰭LD磁鵡纏

工 It.I慮卿囁出口111. 'グリン．
cc—ケモカイン')1'ン�-2. 凡，

5)アポトーシス
ワイトケラチン18(0(18)圏片(MJO)

6)麟這fl:
ヒアル0ン饂. P/111コうーゲン75. TGf-ll. TWPl 

7)内分;e
匹-s. インスリン11!2!1因子111GF•11

8)その灼
エンドこリンー1

鎌田佳1謬力＇：内科12116), 129S-1300、 2018
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世界c;)NAFLDc;)頻度
NAFLD08~2S%が非肥溝とされ,'i'ジアを中心に藷されている

F,nJGel,1.J!t,p,to/ 1011061(4), S6l-S13 
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NAFLD、NASH Ci)予後

、＾記

NASM·l'IAFL匹9麺..,, 

Fi bro Scan® 

・非侵績
皮膚OJ.I:から掴動を与えるだけ〇
虹な樗査です

・芍値結累
＂硬賓測蕊累Iさ誼値で最；；；されます

・シン"11し
納単な捻1,1こよ•IS分穆庸で測定疇る
ことが出来春疇

・コンパクト
1)1+,-イスな筐体Iこ"ッテ,, 一を搭載し
移動力溶易で疇

• CAP CAP値は9鵡〇量を芍値化で己る
虚；霞滋葦量を測定するCAP憐雄

｛オっシ●ン）1さ． 硬さの測定結累と
同号1こ豪；；；され寺芍

NASH(;)診断に有用な臨床検査饉
＂一般霞5校量纏

心T. ALT. 心T/AlT比E巨匹互］叫暉

2)インス•)ン猛訊注
空鵬鳴インスリン. HOMA-IR. レブチン． 、- �... ,, チン． レチノール紀色量84

3)麗化ス日レス 間只m輝N�ヽ 9四＊卿叫lffi&l'f'<l
印曇纏ft•. ●fヒlDl. チオレドキシン 田訳1囀躙糧忙重間m

ヽ）紐 ・ ウィトカイン . 
·-···』血�-ヽ�,,,,_,,�,,,,

TNf-o. 鳳墨霊CRP. フェ')チン． ベン�.,キシン3. ll-6. オステォブロテグリン．
CC-'Tモカイン＇）ガン�-2. tCAM-1 • 

SJアポトーシス � . 

ワ-(�ケ9チン18(CK1811組(M30)•
6)•1tft 

ヒアル0ン●● fl:Iコラーゲン7S. TGF·8. TIW1 
7)内分渇

0心-s. インスリン!Jぶ曼因子lllGF-1)
8)そのコ

エンドtリン・1

111111佳宏I勁ヽ：内科1211bl, I 295-1300、 2018
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NAFLD•NASH鑑開のため0スコァ,,ングシステム
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NAFLD / NASH c;)治療

庫出·NAFUlO>む釦Iイド201S

NAFLD/NASH の治療
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NAFL· NASHG>網態形成の機序― 
I NO<INI IMr I 一疇巴可I"'=;'Fl

t t 

D● vCP,ef ● I, G庄ヤoenleroJooy 114 , 842-、4な1998
露田鍵答、 囀刈量�'B,f<内料学会嘘均104警1号4ヽ-56、 ZOIS

NAFLDと間連する遺伝的素因

•近ゲ／ムワイド関連解析(GWAS)に�1.NAFLDに関連貪る
一嘔基参型(SNP)�して第zz番染色体上O>PNPLA3
{pafafin-like phospholipase domain confainin11 3)適伝子に

i-s738409(11� 劃及びi-s6006460(以,531)の2つが明らかにされた

● PNPLA30> 11� ヽ 変異1胡砂脂肪化の倫、 炎症、 織繕化、発甑に
及ぶNASHO>全てのステージに彊＜楢間することが示されている。

SpeJiol匹EK ei● I Hepa! 吻y SZ: 904-91 Z, ZO JO 

•四倫、/33-7'ドしがIン愛容悼〇遺伝子多型や、 種々の
7''f. ィポサイトかィン選伝子の変異が知られている

NAFLD / NASH v>薬物治療
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わが国で実施されている肥満の外科治療

ミ喜ill
雫 1111貪鑽讀ヤH鱒•I

x•1-,11●切鯰轟 ● ,,,,.,,,,,, 編 胃ヽ《ィバス纏 ス•1-1バィバス蠣

腹腟鏡下で偏扇収輯されているもO)JさスlJ-"l状切除O),Jf
8$でlさ漬量手術0>8割を占のているl. 霞一定藝件

BMl.:35かつ一;lid, DJIUOJIつJ1Uを紐 l 61),ft以上〇内蒻卸紺璽で改書なく
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