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疾患概念
先天性胆汁酸代謝異常症（Inborn Errors of Bile Acid Metabolism: IEBAM）は、胆汁酸
生合成経路の遺伝性酵素欠損により、中間代謝産物である異常胆汁酸が蓄積する。異常胆
汁酸は細胞毒性が強く、肝臓を中心に様々な臓器障害を引き起こす。この異常胆汁酸の蓄
積により、肝細胞が障害を受け胆汁うっ滞性肝障害を引き起こす。症状は、生下時から続
く黄疸、肝腫大、灰白色便（無胆汁便）などである。進行すれば肝硬変、肝不全へ移行す
る

1-4)

。 異 常 胆 汁 酸 の 測 定 に は 、 ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー 質 量 分 析 法 （ gass

chromatography-mass spectrometry: GC-MS）や liquid chromatography-electrospray
onization tandem mass spectrometry（LC-MS/MS）を用いる。GC-MS や LC-MS/MS に
よる胆汁酸分析は、血清、尿、便、胆汁などの検体を用いるが、採取の容易さと排泄量か
ら最も適切なのは尿検体である 5)。各疾患に特異的な異常胆汁酸が検出された場合、疑われ
る疾患の責任遺伝子を解析し確定診断へ繋げる。現在、日本で診断された IEBAM は、3β
-hydroxy-Δ5-C27-steroid dehydrogenase/isomerase（3β-HSD）欠損症、3-oxo-Δ4-steroid
5β-reductase（5β-Reductase）欠損症、oxysterol 7α-hydroxylase（Oxysterol 7α）欠
損症の 3 疾患である 6-10)。遺伝形式は全て常染色体劣性遺伝である。
3β-HSD 欠損症は世界的に最も頻度が高く、責任遺伝子は HSD3B7 で、異常胆汁酸の 3
β-hydroxy-Δ 5-bile acids を多量に検出する。5β-Reductase 欠損症の責任遺伝子は

SRD5B1（AKR1D1）で、異常胆汁酸の 3-oxo-Δ4-bile acids を多量に検出する。Oxysterol
7α欠損症の責任遺伝子は CYP7B1 で、異常胆汁酸の 3β-monohydroxy-Δ5-bile acids を多
量に検出する。
1. 疫学
原因不明の乳幼児胆汁うっ滞症の 1～2%に IEBAM が診断された 4)と米国から報告があ
るが、詳細な疫学は不明である。米国シンシナティ小児病院から 50 例以上 4)、フランスか
ら 10 例以上 11)が報告されているが、欧米に比べて本邦は少ないと考えられている。現在ま
でに本邦で遺伝子診断された IEBAM は、3β-HSD 欠損症 3 例、5β-Reductase 欠損症 3
例、Oxysterol 7α欠損症 1 例の合計 7 例である。そのうち、成人例は現時点で 1 例のみで
あるが、今後増えていくことが予想される。
2. 臨床病型
新生児・乳児早期に胆汁うっ滞性肝障害型から診断される「新生児胆汁うっ滞型」と、
進行が緩徐で幼児期以降に原因不明の慢性肝疾患・肝硬変から診断される「慢性肝疾患型」
の 2 病型がある。
本邦で遺伝子診断された 7 例の IEBAM は、
6 例が新生児胆汁うっ滞型で、
3β-HSD 欠損症の 1 例 8)のみ慢性肝疾患型であった。
＜新生児胆汁うっ滞型＞
5β-Reductase 欠損症と Oxysterol 7α欠損症は全てこの型になる。無治療であれば急速
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に肝硬変へ進展し死亡する。3β-HSD 欠損症は前述の 2 疾患に比べ進行は比較的緩徐だが、
大部分はこの型となる。乳児期に肝硬変となることは稀だが、同様に無治療であれば肝硬
変へ進展し死亡する。
＜慢性肝疾患型＞
3β-HSD 欠損症の中には、胆汁うっ滞性肝障害の進行が緩徐で、幼児期以降に原因不明
の慢性肝疾患・肝硬変から診断されるケースもある。本邦から慢性肝疾患型で報告された 3
β-HSD 欠損症の 1 例は、5 歳時からのビタミン K 欠乏に伴う難治性鼻出血を契機に診断に
至った 8)。米国からの報告では、成人期に診断された 3β-HSD 欠損症もある 12)。
3. 臨床所見
IEBAM の大部分を占める新生児胆汁うっ滞型の症状は、生下時から続く黄疸、肝腫大、
灰白色便（無胆汁便）
、
（ビタミン K 欠乏性の）出血傾向などである。診断が遅れて肝障害
が進行すれば、成長障害、脾腫、腹水、
（肝不全に伴う）出血傾向などが出てくる。慢性肝
疾患型は、肝硬変の程度によって症状は異なるが、易疲労感、黄疸、腹水、脾腫、出血傾
向、胃食道静脈瘤に伴う吐血や黒色便、などである。
4. 参考となる検査所見
＜血液検査＞
トランスアミナーゼ
（AST/ALT）
の上昇、
D-Bil 優位の高ビリルビン血症を認める。
IEBAM
に特徴的なのは、胆汁うっ滞性肝障害（ALT と D-Bil の上昇）を認めるにも関わらず、血
清γ-GTP が正常（稀に軽度上昇）かつ血清総胆汁酸値が正常な点である 1)。異常胆汁酸が
増加するにも関わらず血清総胆汁酸値が正常になる理由は、通常の血液検査では異常胆汁
酸は水酸基の構造変化が起こるため同定できず、3α水酸基を有する正常胆汁酸のみ検出す
る。その結果、正常の胆汁酸生合成ができない（少ない）IEBAM では、通常の血液検査で
は血清総胆汁酸値が正常となる 1)。乳児早期には、他の新生児胆汁うっ滞症と同じく、ビタ
ミン K 依存性凝固異常を起こしやすい。肝障害が進行して肝硬変となれば、凝固異常、低
アルブミン血症、血球減少などを認める。
＜画像検査＞
腹部超音波、腹部 CT・MRI などで、肝腫大や脾腫を認める。肝障害が進行して肝硬変と
なれば、肝辺縁の不整や肝萎縮を認める。肝胆道系の構造異常はなく、肝実質の変化も一
般的な急性肝炎・慢性肝炎・肝硬変と同様で本疾患に特異的な画像所見はない 1,4)。
＜肝組織像＞
巨細胞性肝炎像、胆汁うっ滞（胆汁栓）、門脈域の線維化（進行すれば架橋形成）を認め
る。脂肪変性はあまり認めない。肝組織像に特異的所見はなく、他の新生児肝炎・新生児
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胆汁うっ滞症と組織像のみで鑑別することは不可能である 1,4)。
5. 診断の根拠となる特殊検査
＜胆汁酸分析（＊＊）＞
GC-MS や LC-MS/MS を用いて、血清と尿中の胆汁酸を詳細に分析する。IEBAM であ
れば、疾患特異的異常胆汁酸を多量に検出する。採取の容易さと異常胆汁酸の排泄量から
最も適切なのは尿検体である。疾患特異的な異常胆汁酸とは、3β-HSD 欠損症は 3β
-hydroxy-Δ5-bile acids、5β-Reductase 欠損症は 3-oxo-Δ4-bile acids、Oxysterol 7α欠損
症は 3β-monohydroxy-Δ5-bile acids を多量に検出する

1-4) 。注意が必要なのは、3β

-hydroxy-Δ5-bile acids と 3β-monohydroxy-Δ5-bile acids の 2 つは疾患特異性が高い異常
胆汁酸であるが、
3-oxo-Δ4-bile acids は他の小児胆汁うっ滞性肝障害でも検出されるため、
3-oxo-Δ4-bile acids が多量に検出されただけでは 5β-Reductase 欠損症と診断できない。
特に新生児肝不全の原因で最も頻度の高い新生児ヘモクロマトーシスでは、5β-Reductase
欠損症と同様に多量の 3-oxo-Δ4-bile acids が検出されることが多いため、胆汁酸分析のみ
では鑑別が困難である 6,13)。
＜遺伝子解析（＊＊）＞
本邦で診断された 3 疾患の全てにおいて疾患責任遺伝子が同定されている。各疾患責任
、
遺伝子は、3β-HSD 欠損症は HSD3B7、5β-Reductase 欠損症は SRD5B1（AKR1D1）
Oxysterol 7α欠損症は CYP7B1 である 14-16)。胆汁酸分析結果から疑われる疾患の責任遺伝
子を解析し、病的変異がホモ接合体もしくは複合ヘテロ接合体で同定されたら確定診断と
なる。本邦で遺伝子診断された IEBAM の 7 例は全て、責任遺伝子の翻訳領域を直接シー
クエンス法で解析し確定診断となった 6-10)。最近では、次世代シーケンサーを用いた新生児
胆汁うっ滞症の網羅的遺伝子解析パネルが開発され、その中に IEBAM の 3 疾患も入って
いるため、今後の遺伝子診断ツールとして期待される 17)。IEBAM の確定診断には原則とし
て遺伝子解析が必要である。
6. 診断基準
1) 生下時から続く黄疸、肝腫大、灰白色便（無胆汁便）を認める。
2) 血液検査で、胆汁うっ滞（ALT と D-Bil の上昇）を認めるにも関わらず、γ-GTP と血
清総胆汁酸値が正常（もしくは軽度上昇）。
3) 血清や尿中の胆汁酸分析で異常胆汁酸である、3β-hydroxy-Δ5-bile acids、3-oxo-Δ
4-bile

acids、3β-monohydroxy-Δ5-bile acids、以上のうちいずれかを多量に検出する。

、CYP7B1 のいずれかの遺伝子に、病
4) 遺伝子解析で、HSD3B7、SRD5B1（AKR1D1）
的変異をホモ接合体もしくは複合ヘテロ接合体で認める。
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＜確診例＞
・1～4)を満たすもの。
・1,2)を満たし、3)のうち 3β-hydroxy-Δ5-bile acids か 3β-monohydroxy-Δ5-bile acids を
多量に検出するもの（ただし、HSD3B7 もしくは CYP7B1 の遺伝子解析を行うことが望ま
しい）
。
・1)もしくは 2)を満たし、4)を満たすもの。
＜疑診例＞
・1,2)を満たすもの。
・3)を満たすもの。
7. 重症度分類
文末の表を参考に重症度を決定する。
8. 鑑別診断
新生児・乳児早期に胆汁うっ滞性肝障害をきたす全ての疾患が鑑別対象となる。具体的
には、胆道閉鎖症、新生児肝炎、進行性家族性肝内胆汁うっ滞症（PFIC-1/PFIC-2）
、良性
反復性肝内胆汁うっ滞症（BRIC-1/BRIC-2）
、シトリン欠損症、新生児ヘモクロマトーシス
などである。臨床症状で鑑別は不可能なため、血液検査の特徴（γ-GTP と血清総胆汁酸値
が正常）で IEBAM を鑑別する。PFIC-1/PFIC-2 と BRIC-1/BRIC-2 は、IEBAM と同様に
γ-GTP が正常であるが、血清総胆汁酸値が高値のため、血液検査だけでもある程度鑑別で
きる。血液検査で鑑別が困難な場合は胆汁酸分析と遺伝子解析が必要である。
9. 治療
＜薬物治療＞
A. コール酸（＊＊＊，ⅤB）
、ケノデオキシコール酸（＊＊，ⅤB）
1 次胆汁酸製剤の内服が有効である。具体的には、コール酸単剤、ケノデオキシコール酸
単剤、コール酸とケノデオキシコール酸の併用、以上の有効性が報告されている

3,4,7-9,11)。

これら 3 種類の治療法の長期的な有効性や安全性を比較検討した報告はないが、この中で
最もエビデンスがあり、長期的な有効性と安全性が証明されているのは、コール酸単剤の
治療法である

4,11) 。Gonzalezらは、15

例のIEBAM患者（3β-HSD欠損症 13 例、5β

-Reductase欠損症 2 例）にコール酸単剤を 5～15 年間投与し、全例に有効で安全に使用で
きたと報告している。また、2 人の女性IEBAM患者がコール酸単剤治療を行いながら、4
度の妊娠を無事に経験できたとも述べられている

11)。しかし、本邦ではコール酸が医薬品

R ）単剤による治療
として認可されていないため、ケノデオキシコール酸（チノカプセル○
R 5～
が行われている 7,9)。本邦におけるケノデオキシコール酸の投与法は、チノカプセル○
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15 mg/kg/日（最大 600mg/日）を分 2～3 で食後投与する 7,9)。ケノデオキシコール酸の効
果は、コール酸と同等かそれ以上と考えられているが、高用量での肝細胞毒性や妊婦には
禁忌であるため、長期的な安全性でコール酸に劣ると考えられている。3β-HSD欠損症と 5
β-Reductase欠損症は、肝硬変が進行する前にコール酸やケノデオキシコール酸の治療を
開始すれば、胆汁うっ滞性肝障害は改善し内科的治療が可能である。Oxysterol 7α欠損症
は、1 次胆汁酸製剤による内科的治療は不可能と考えられていたが、早期にケノデオキシコ
ール酸を投与し胆汁うっ滞性肝障害から回復した症例が最近報告された

18)。いずれの疾患

においても、1 次胆汁酸製剤で胆汁うっ滞性肝障害から回復した後も、生涯に渡る内服継続
が必要であると考えられている 3,4,11)。
B. ウルソデオキシコール酸（＊，ⅤC）
3 次胆汁酸であるウルソデオキシコール酸は、1 次胆汁酸の置換作用がないため、IEBAM
の根本的な治療法とはならない。しかし、肝細胞保護・抗炎症・利胆作用により、他の胆
汁うっ滞性疾患と同様に肝障害を和らげる効果はあると考えられている 1,3,4)。IEBAM の急
性期（胆汁うっ滞性肝障害）に対してウルソデオキシコール酸を併用する場合は、5～15
mg/kg/日を分 2～3 で食後投与する

7,9)。胆汁うっ滞性肝障害から回復した後の継続内服は

不要である。
C. その他（＊，ⅤC）
他の新生児胆汁うっ滞性疾患と同様に、脂溶性ビタミン補充、中鎖脂肪酸主体の栄養
（MCT ミルクなど）が、急性期（胆汁うっ滞性肝障害）には必要である。胆汁うっ滞性肝
障害から回復した後は、これら治療は不要である。
＜肝移植＞（＊，ⅤB）
IEBAM は、肝臓に存在する胆汁酸生合成に関わる酵素が先天的に欠損していることが疾
患本態であるため、肝移植による酵素補充は根治療法となりうる。肝硬変が進行し 1 次胆
汁酸製剤が無効な場合は、肝移植が唯一の治療法となる。肝移植を行えば、1 次胆汁酸を含
めた薬物治療は不要である。他の常染色体劣性遺伝病と同様に、ヘテロ接合体である患者
両親をドナーとした生体肝移植も有効である。本邦で唯一の IEBAM 肝移植例は、Oxysterol
7α欠損症で母親をドナーとした生体肝移植であり、移植後の経過は良好である 10)。
10. 確定診断後のフォローアップ指針
急性期の胆汁うっ滞性肝障害から回復し、肝機能が安定したら外来フォローとする。
＜一般評価＞
初期には 1 か月に 1～2 回、状態が落ち着けば 3 か月に１回の外来評価を実施する。
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・身長、体重測定。
・一般的な血液生化学検査（AST/ALT, T/D-Bil, γ-GTP, 総胆汁酸, 凝固能, 血算は必須）。
＜肝機能評価＞
・年に 1 回は、腹部超音波検査で肝臓を評価する。
・状況に応じて適宜、血中・尿中の胆汁酸分析を再評価する。
11. 成人期の問題
1 次胆汁酸製剤の内服で肝機能が回復した場合でも、生涯に渡る内服が必要な疾患である
ため、怠薬による原疾患の悪化はいつでも起こりうる。両親から離れて社会生活を送るよ
うになる思春期・成人期以降は、怠薬による肝障害の悪化に最も注意が必要である。また、
飲酒や肥満に伴う肝障害は、健常人に比べ起こしやすいと考えられるため、生活習慣の指
導が必要である。女性の妊娠に関しては、妊娠は可能であるが、胆汁うっ滞は通常より妊
娠期の方が起こしやすいとされているため、より厳重な 1 次胆汁酸製剤の内服コントロー
ルが必要である。しかし、ケノデオキシコール酸は妊婦に禁忌となっているため、妊娠期
はコール酸への変更が望まれる。肝移植を受けた場合は、他の肝移植適応疾患と同様に免
疫抑制剤内服・拒絶反応・感染などの問題がある。
12. 予後
肝硬変が進行する前に診断し、1 次胆汁酸製剤を開始すれば予後は良好と考えられる。し
かし、無治療であれば肝硬変に進展し死亡する。1 次胆汁酸製剤の内服で肝機能が回復した
後も、生涯に渡る内服が必要なため、怠薬した場合は再び肝硬変が進行し予後不良となり
うる。IEBAM は、そのほとんどが肝臓で働く酵素の欠損が疾患本態であるため、肝移植の
予後は良好であると考えられている 1,3,4)。
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＜重症度分類＞
中等症以上を対象とする。
先天性代謝異常症の重症度評価（日本先天代謝異常学会）
点数
Ⅰ
a

薬物などの治療状況（以下の中からいずれか１つを選択する ）
治療を要しない
0

b
c
d

対症療法のために何らかの薬物を用いた治療を継続している
疾患特異的な薬物治療が中断できない
急性発作時に呼吸管理、血液浄化を必要とする

Ⅱ
a
b
c
d
e
Ⅲ
a
b
c
d

食事栄養治療の状況（以下の中からいずれか１つを選択す
る ）
食事制限など特に必要がない
軽度の食事制限あるいは一時的な食事制限が必要である
特殊ミルクを継続して使用するなどの中程度の食事療法が必
要である
特殊ミルクを継続して使用するなどの疾患特異的な負荷の強い
（厳格な）食事療法の継続が必要である
経管栄養が必要である
酵素欠損などの代謝障害に直接関連した検査（画像を含む）の
所見（以下の中からいずれか１つを選択する）
特に異常を認めない
軽度の異常値が継続している
（目安として正常範囲から
1.5SD の逸脱）
中等度以上の異常値が継続している （目安として 1.5SD から
2.0SD の逸脱）
高度の異常値が持続している
（目安として 2.0SD 以上の
逸脱）

1
2
4

0
1
2
4
4

0
1
2
3
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Ⅳ
a
b
c
d

Ⅴ
a
b

c
d

Ⅵ
a
b
c
d

現在の精神運動発達遅滞、神経症状、筋力低下についての評
価（以下の中からいずれか１つを選択する）
異常を認めない
軽度の障害を認める （目安として、IQ70 未満や補助具などを
用いた自立歩行が可能な程度の障害）
中程度の障害を認める （目安として、IQ50 未満や自立歩行が
不可能な程度の障害）
高度の障害を認める （目安として、IQ35 未満やほぼ寝たきり
の状態）
現在の臓器障害に関する評価（以下の中からいずれか１つを
選択する）
肝臓、腎臓、心臓などに機能障害がない
肝臓、腎臓、心臓などに軽度機能障害がある
（目安として、それぞれの臓器異常による検査異常を認めるも
の）
肝臓、腎臓、心臓などに中等度機能障害がある
（目安として、それぞれの臓器異常による症状を認めるもの）
肝臓、腎臓、心臓などに重度機能障害がある、あるいは移植医
療が必要である
（目安として、それぞれの臓器の機能不全を認めるもの）
生活の自立・介助などの状況（以下の中からいずれか１つを選
択する）
自立した生活が可能
何らかの介助が必要
日常生活の多くで介助が必要
生命維持医療が必要

0
1
2
4

0
1

2
4

0
1
2
4

総合評価
ⅠかⅥまでの各評価及び総合点をもとに最終評価を決定す
る。
（１）４点の項目が１つでもある場合
重症
（２）２点以上の項目があり、かつ加点した総点数が 6 点以上の 重症
場合
（３）加点した総点数が 3-6 点の場合
中等
症

11

（４）加点した総点数が 0-2 点の場合

1
2
3

軽症

注意
診断と治療についてはガイドラインを参考とすること
疾患特異的な薬物治療はガイドラインに準拠したものとする
疾患特異的な食事栄養治療はガイドラインに準拠したものとす
る

※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
１．病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規
定がない場合には、いずれの時期のものを用いても差し支えない（ただし、
当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確認可能なものに限る）。
２．治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療
が行われている状態で、直近６ヵ月間で最も悪い状態を医師が判断するこ
ととする。
３．なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者である
が、高額な医療を継続することが必要な者については、医療費助成の対象
とする。

