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〜コーヒーと肝臓〜

●肝臓は化学工場。栄養・エネルギー代謝，薬物代謝などを
担い全身に物質を届け回収し処理する肝心かなめな臓器。
●肝臓は高い再生能力で日々の損傷を補う。損傷の目安（健
診マーカー）がγ-GTP，AST，ALTといった逸脱酵素。
●ウイルス性の他，アルコールやエネルギー摂取過剰によ
る肝臓の慢性炎症も肝硬変，肝がんのリスクになる。
●コーヒー飲用者は肝疾患リスクが低いことが知られる。
ポリフェノールの肝保護作用によるものと考えられる。
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身近な飲み物として多くの方に愛されているコーヒー。第一線で活躍される研究者の先生方に語っ
ていただく本シリーズでは，これまで生活習慣病や肥満，胃の健康，水分補給，カフェイン，仮眠，覚醒
と睡眠，緑茶と抹茶の可能性といった話題をお送りしてきました。今回は，脂質代謝や肝機能，ポリ
フェノール研究がご専門の板倉先生にコーヒーと肝臓の健康についてお話を伺いました。
インタビューアー：ネスレ日本株式会社 ウエルネスコミュニケーション室 室長

― 肝臓の働き ―
肝臓は人体で最も大きい臓器でその重さは成人では約1400gと言
われ，約2500億個の細胞が毛細血管を取り巻いています。肝臓には
大量の血液が流れ込んでおり大半は門脈からです（図1）。
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され，必要なものは肝静脈を通って心臓に戻り全身へ分配され，有害
なものは解毒され体外へ排泄されます。肝細胞は再生能力に優れて
おり，かなり障害を受けても自覚症状が現れないため「沈黙の臓器」
と言われます。
肝臓の主な働きには栄養代謝，解毒，胆汁の生成・分泌があげられ

肝臓は身体の関所に例えられます。外界から体内へ受け入れられ

ます（図2）。肝臓は三大栄養素の代謝をコントロールする中心的な臓

たものが門脈を通じて肝臓にいったん集められ，肝臓で身体に必要

器です。インスリンは膵臓で産生されますが，血糖維持のための主要

かそうでないかを選別するからです。門脈血には消化管で吸収され

な役割をもち，血糖値が高くなるとブドウ糖をグリコーゲンに，反対

た栄養素や経口摂取された薬物などが含まれています。肝臓で代謝

に血糖値が下がるとグリコーゲンをブドウ糖に分解するのは肝臓で

下大静脈
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す。運動すると筋肉では，筋グリコーゲンを利用しますがブドウ糖に
分解して血中へ放出することはしないので，肝臓がグリコーゲンを分
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図1. 肝臓につながる主な血管
脂質の一部を除き，吸収されたほとんどの栄養素が門脈を通じ肝臓に運ばれ代
謝され，肝静脈から直接心臓へ，全身に送られる。

図2. 肝臓の主な働き
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解して脳や他の臓器へブドウ糖を供給します。また，糖質を制限する

重量が減ることが知られていますが，高齢者で薬の効き方が強くな

と，生体のエネルギー源として肝臓は脂肪を燃やしケトン体をつく

るのは肝機能のひとつである薬物代謝能力の低下によるものと考え

り，他の臓器へ供給することになります。このように肝臓は必要に応

られています。

じて他の臓器へエネルギーを供給する倉庫付きの工場のような働き

また肝臓は，血液を貯蔵し全身の血液量を一定に保つ役割をする

をします。一方，体内でのエネルギー産生にともない増えた活性酸素

臓器とも言われています。外界の気温が低いときは血液を温めて身

を大量に処理するのも肝臓の主な働きのひとつと考えられています。

体へ送り出し体温を維持します。交通事故などで肝臓損傷をうける

タンパク質はアミノ酸の形で肝臓へ運ばれ，タンパク質を合成し

と肝臓の失血死に至るときがあります。このように肝臓は生命を維

たり，不要なアミノ酸を尿素窒素に分解して尿中に排泄するので，身

持するために大切な役割をたくさん担っていますので，肝機能が落

体に必要なタンパク質量を肝臓が調整していると言えます。体内で

ちると身体に様々な影響が現れてきます。

最も量が多いタンパク質であるアルブミンは肝臓でつくられます。

― 肝臓の病気 ―

アルブミンは栄養評価の重要な指標でもあり，膠質浸透圧の維持，遊
離脂肪酸の運搬，抗酸化作用など多様な働きをします。肝臓は，血液

肝臓の病気として従来から問題とされてきたのはウイルスやアル

凝固に重要な役割をもつプロトロンビンやフィブリノゲン，また特

コールが原因となるいわゆる肝臓の炎症です。肝臓の炎症が慢性化

定のビタミンやミネラルを体内に運搬するタンパク質（ビタミンAの

すると原因に関わらず線維化が起こります。そうすると肝臓内の血

レチノール結合タンパク，銅のセルロプラスミン）もつくっています。

行や物質代謝が障害され，さらに肝硬変へ進み肝がんを発症すると

脂質もまた肝臓で中性脂肪，コレステロール，リン脂質など身体で
利用できる形［超低密度リポタンパク質（VLDL）］につくり替えられ，

考えられています。
日本では肝がんは漸減していますが未だ死亡数が多いがんです1)。

再び血中へ送り出されます。VLDLは血中で低密度リポタンパク質

肝がんの主な原因は，日本ではC型肝炎ウイルス感染が最も多く，B

（LDL）となり全身に脂質を提供した後に肝臓で回収されます。コレ

型肝炎ウイルス感染，アルコールで，また欧米ではC型肝炎ウイルス

ステロールを回収する高密度リポタンパク質（HDL）も肝臓でつくら

感染は日本と同程度ですが，アルコール性肝硬変によるものは日本

れ全身を巡って肝臓で回収されます。グルコースやアミノ酸は門脈

より多めと報告されています1)。

を通って肝臓へ運ばれますが，実は脂質だけ通り道が異なります。理

肝炎や肝がんに対する予防対策が進む一方で，最近問題になって

由は，脂質はそのままだと分子が大きすぎて毛細血管へ入れないか

いるのは脂肪肝です。健康診断で肝機能検査はほぼ必ず入っていま

らです。脂質はグリセロールと脂肪酸に分解されますが，その大部分

すが，軽度の肝機能障害が見つかる人は増えており2)（図3），その中に

は小腸で中性脂肪に再合成されカイロミクロンとなりリンパ管を経

脂肪肝が多数含まれると言われています。特にアルコールを飲まな

て静脈に合流し，いったん心臓に戻ってから肝臓や全身へ運ばれま

い人にも肝臓に脂肪がたまる脂肪肝は，非アルコール性脂肪性肝疾

す。脂質の消化吸収に重要な胆汁は肝臓でつくられ胆嚢に蓄えられ

患と言われ，肥満，糖尿病，脂質異常症などをともない増加傾向にあ

ます。胃から十二指腸に食物が運ばれると胆嚢から胆汁が十二指腸

り注目されています。この病態は日本に紹介されてから比較的新し

へ送り込まれます。胆汁は消化吸収を助けるだけではなく，肝臓で処

いので日本人の正確な患者数はわかっていませんが，1000〜2000

理された身体に必要ないものも排泄します。胆汁の成分であるビリ
ルビンは，赤血球が老化して壊れたときに，肝臓で処理された後に胆
汁に混じり体外へ排泄されます。また肝臓はブドウ糖や脂肪酸，アミ
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肝臓は，体外から摂取されたアルコールや薬物などの有害物質や

15

細菌などを解毒して体外へ排出します。アミノ酸が分解されてでき
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る窒素（アンモニア）を排出するために尿素に変換して腎臓に渡すの
も肝臓の役目です。肝硬変の状態で門脈圧が亢進すると肝臓で解毒
されない血液が全身へ入るためアンモニアなどの有害物質が脳に留
まり精神神経症状や意識障害を起こしてしまいます。加齢により肝
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図3．人間ドックで肝機能，生活習慣病に関連する検査値が異常と
判定された受診者（%）の推移2)
人間ドック学会の認定施設を対象とした調査（参考：2015年は約316万人の集
計結果）
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万人と推定されています3)。非アルコール性脂肪性肝疾患は食事や運

比較する無作為化試験による検証が大切だと思われます。また，コー

動など生活習慣の改善で悪化を予防できますが，放っておくと一部

ヒーがなぜ肝がんに予防的に働くのかはよくわかっていませんが，

は肝炎や肝がんへ進行すると考えられています。

仮説のひとつとしてコーヒーに含まれるポリフェノール（クロロゲ

主な肝機能検査にはアラニン・アミノトランスフェラーゼ（ALT），

ン酸類）は強い抗酸化作用をもつので，肝炎の炎症にともなう酸化ス

アスパレート・アミノトランスフェラーゼ（AST），ガンマグルタミル

トレスを和らげるのではないかと言われておりメカニズムの解明が

トランスペプチダーゼ（γ-GTP）があります。以前は，ALTとASTはそ

期待されます。

れぞれGPT，GOTと呼ばれていました。検査値の基準範囲は，ALT及び

●肝がん以外の肝疾患，
肝機能異常

ASTでは30U/l以下，γ-GTPでは50U/l以下と言われています 。ALT

コーヒーと肝がんとの関連にとどまらず，肝臓の様々な病態との

とASTは細胞内に存在し細胞が壊れると血中へもれ出てくるので逸

関連を評価したメタ解析もあります（表1）。Wijarnpreechaら10)によ

脱酵素とも言われます。特にALTは肝臓内に多く存在するので，ALT

ると，コーヒーを飲まない人に比べ飲む人で非アルコール性脂肪性

高値は肝障害の程度や炎症の活動性を反映します。ASTは肝臓以外

肝疾患が少ないこと，またLiuら11)によると，コーヒーを飲まない人に

にも心筋や骨格筋にありますので，臨床的にはどちらが高いか（AST/

比べ飲む人で肝硬変が少ないことが報告されています。

2)

ALT比）も大切になります。γ-GTPはアルコールの飲みすぎの指標と

因果関係をはじめいろいろな研究の限界があると考えられますが，

されることが多いですが，肝臓病以外にも上昇すると言われており，

コーヒーと肝機能検査値に関する研究も多くみられ，自衛官や会社

他の検査結果や全身症状から総合的に判断されることになります。

員の健康診断のデータを使った日本の横断研究12,13)や追跡研究14)か

― コーヒーと肝臓の健康に関する研究 ―

らコーヒーが肝機能を保護する可能性が示唆されています。大阪の
会社員男性を対象に平均3.5年間追跡したNakanishiら14)の研究では，
1124名（約90%）が調査を完了し，コーヒーを飲まない人に比べ毎日

●肝がん
コーヒーが肝がんに予防的に働く可能性は，日本や欧米での多く

3杯以上飲む人で肝機能悪化（ALT及び/又はASTが50IU/L以上）が少

の疫学研究で報告されています 。国立がん研究センターの研究班

なかった（12.5%対5.5%；ハザード比0.36）と報告されています。同様

は，日本人の肝がんの発症因子として，飲酒，感染症（B型肝炎ウイ

の結果は米国での健康保険加入者を対象とした大規模な横断研究か

ルス，C型肝炎ウイルス）は確実，喫煙，肥満，糖尿病はほぼ確実であ

らも報告されています15)。この研究では，ALTが高値で上位5%に入る

り、そして予防因子としてコーヒーはほぼ確実であると評価してい

約6万9千名のデータを使い，コーヒーを飲まない人に比べ飲む人で

ます 。日本や海外の疫学研究の結果を統合したメタ解析もアップ

ALT高値のものが少ないことが示されています（図4）。

4,5)

6,7)

デートされており，これらの結果からコーヒーと肝がんのリスク低
コーヒーを飲まない人に比べ飲む人では肝がんが減少することが報
告されています。また，このコーヒーと肝がんの減少との関連性は，
コーヒー摂取量が多いほど強いことがKennedyら9)のメタ解析で確
認されています。
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図4. コーヒー摂取量と肝機能異常（ALT高値）との関連15)

今後の研究課題として，コーヒーと肝がんの因果関係をより確実
にするためには，コーヒーを飲む群と飲まない群でがんの発症率を
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結果*

ALTが高値（上位5%）の69904名を解析対象として，
「コーヒーを飲まない」に対
するオッズ比を示す。ALTは男性52U/L以上，女性31U/L以上を高値とした。
*P<.001

日本人を対象としたコーヒーとアルコール摂取のγ-GTPへの影響

表1. コーヒーと肝疾患の関連を評価した最近のメタ解析

肝硬変

1.0

1.0

オッズ比

下との関連が示唆されています（表1）。Braviら8)のメタ解析によると，

1.2

研究数

5

0.61（0.45-0.84） 16

「
* コーヒーを飲まない」に対する相対危険度と95%信頼区間を示す（Liu Fらは
オッズ比）
。

を調べた横断研究があります13)。この研究では，アルコール摂取が増
えると血中のγ-GTPは顕著に増加しますが，同じアルコール量なら，
コーヒーを普段から飲んでいる人の方がγ-GTPは低いことが示され
ました（図5）。ただし，コーヒーを飲んでいても，お酒の量が増えれば
γ-GTPは増えていきます。生活習慣病を予防するためには，適度な飲
酒量に留め，加えて週1回以上の休肝日を設けることが大切だと言わ
れています。
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図5. アルコール摂取量別によるコーヒーとγ-GTPとの関連13)
長野県の健康な40〜69歳男性7398名を対象にした（体格指数，喫煙，緑茶摂取
を調整した）
。

患者を対象に食品の影響を検討した研究は多くないのが実情です
が，コーヒーと肝機能の関連については研究例がいくつかあります。

今回はご専門のひとつである肝臓のお話をじっくりかつエキサイティ
ングにお聞きすることができました。肝臓は体全体のため，自ら利用
しない栄養素や代謝産物をつくっては他の臓器に与え，不要物を処理
し，傷ついても黙々と回復して日々の業務をこなす，実に健気な臓器
だと実感しました。多食多飲の生活習慣は，そんな肝臓に負担をかけ，
細胞を壊してγ-GTPなどの酵素が漏れ出ます。肥満者の多くは脂肪肝
を抱え，脂肪肝は慢性炎症そのもの，繊維化，肝硬変へと進む可能性が

Sasakiら は，C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎で通院中の患者を対

あります。日々の暮らしの中で黙ったままの肝臓の気持ちを考え，い

象にして調査開始時のコーヒー摂取状況が1年後のALTに影響する

たわることこそが，バランスのとれた食生活，健康な生活習慣なので

16)

かを検討しました。この研究では，追跡期間にインターフェロン治療
を始めた患者を除き，調査開始時のALT値が正常（45IU/L以下），異常
（45IU/L超え）のグループ別に解析をしました。その結果，正常値の
グループ（229名）では，コーヒーを飲まない人に比べ1杯以上飲む人

はないかと考えさせられました。肝臓へのいたわりこそが健康の肝と
いうわけです。活性酸素と戦うポリフェノールを多く含むコーヒー
が，肝臓に優しい生活のための一助になる可能性を感じ，うれしく思
いました。たいへん面白いお話の数々，ありがとうございました。
＜2017年11月9日ネスレ日本㈱天王洲郵船ビルオフィスでインタビュー＞

でALTが維持され（76%対89%；オッズ比2.74），また，異常値のグ
ループ（147名）では，コーヒーを飲まない人に比べ1杯以上飲む人で
ALTが改善し（22%対37%，オッズ比3.79），コーヒーはALTの安定化
に役立つ可能性があると結論づけられています。コーヒーに含まれ
るカフェインも肝臓で代謝されます。投薬をされている方のコー
ヒー摂取は医師の指示にアドバイスをもらっておくことが望ましい
と思われます。

― 板倉先生のコーヒーとの出会い ―
コーヒーは，頭をすっきりさせたいと思ったことをきっかけに学生
の頃から飲んでいます。現在は1日に2〜3杯ブラックで飲んでいます。
コーヒーの健康効果を意識しだしたのは，1990年頃から赤ワインな
どポリフェノールや抗酸化物の研究を始めてからだったと思います。

― 管理栄養士さん・栄養士さんへのメッセージ ―
人々の健康と幸せにとって栄養はとても大切なものです。栄養は
個人差が大きいので，基本的な知識とともに個人差を考慮した栄養
を実践し普及していただければと思います。コーヒーは基本的な栄
養素ではありませんが，人間の長い歴史の中で育まれてきた飲み物
で，その特徴をつかみ賢く利用することにより栄養の効率を高めた
り，楽しみをもたらしてくれると思います。栄養素を調節する代表的
な臓器である肝臓の健康に役立つ可能性があるとしてコーヒーの研
究が最近進んでおり，身近な飲み物の付加価値のような形でいろい
ろな研究結果に親しんでいただければと思います。
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お問い合わせ先
ネスレ日本株式会社 ウエルネスコミュニケーション室
「コーヒーと健康」
事務局
〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20天王洲郵船ビル
Tel:03-5772-6894 10:00~17:00
（土・日・祝・年末年始除く）
ネスレの
「コーヒーと健康」
に
関するページはこちら

http://www.nestle.co.jp/nhw/coﬀee
「コーヒーと健康」インタビュー記事アーカイブは

こちら

http://www.nestle.co.jp/nhw/coﬀee/interview

