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Clinical Chemistry Podcasts January, 2018 

 

Clinical Case Study： Bad Breaks and Metabolic Effects of Bariatric 

Surgery 

 

臨床症例研究：肥満手術の複数の不運と代謝への影響 

 

 

 

 

 

 

 

Bob Barrett：     これは、Boston Children’s Hospitalの臨床検査医学部門がスポンサーとなって提 

供されているClinical Chemistry からのポッドキャストです。私はBob Barrett

です。 

肥満手術 (bariatric surgery) の技術は、当初は病的肥満を治療するために開発さ

れましたが、広範囲の代謝上の利点に関するエビデンスの結果として拡大しまし

た。現在、代謝手術 (metabolic surgery)と表現されているこれらの治療方法は、

結果として生じている体重減少と同じ程度の、代謝および心臓血管への好影響が

あると思われています。 

期待できるエビデンスが出現してきていますが、代謝に関連する無数の他の疾病

を治療し、かつ心疾患およびがんのリスクを軽減させるという点からも、それら

の結果をより正しく理解し、代謝手術の真の可能性を評価するための、さらなる

メカニズムの研究の必要性があります。さらに、長期的な骨格への負の影響およ

び栄養不良と関連する、肥満手術後の意図しない結果が存在する可能性もありま

す。  

Clinical Chemistry 誌の2018年1月の肥満に関する特集号は、重症の肥満を治療

する際の、これらの対比的、かつ複雑な問題を中心としたReviewおよび症例報告

Articles:  

Naga Yalla. Bad Breaks.  

Piriyah Sinclair, et al. Metabolic Effects of Bariatric Surgery.  

Clin Chem 2018;64:47-50 and 72-81.  

http://clinchem.aaccjnls.org/content/64/1/47,http://clinchem.aaccjnls.org/content/64/1/72  

Guests: Dr. Naga Yalla is Assistant Professor of Medicine in the division of Bone and Mineral Metabolism 

and Endocrinology, Metabolism, and Lipid Research and Director of the Fracture Liaison Service at 

Washington University, St. Louis. Dr. Carel Le Roux is an expert in Metabolic Medicine and is part of the 

Diabetes Complications Research Center at University College in Dublin. 
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が含まれています。 

その症例研究報告の著者であるDr. Naga Yallaおよび ”metabolic effects of 

bariatric surgery”と題するReviewの責任著者であるDr. Carel Le Rouxが私たち

に加わります。Dr. Yallaは、米国ミズリー州セントルイスにあるWashington 

Universityにおける骨・ミネラル代謝・内分泌学、代謝・脂質研究部門の助教で

あり、さらに. 骨折リエゾンサービス(Fracture Liaison Service) における責任者

を務めています。Dr. Le Rouxは、アイルランド共和国ダブリンにあるUniversity 

College Dublin (UCD)における、Diabetes Complications Research Centerの一

部である代謝医学(Metabolic Medicine)の専門家です。先生の研究チームは、腸

がどのように脳とシグナル情報伝達をするか、また、これらのシグナルがどのよ

うに、人々の健康状態を改善するために最適化できるかを理解することに焦点を

合わせています。 

さて、Le Roux先生にお聞きします。肥満は疾病なのでしょうか？あるいは単な

る他の疾患に関連するリスク因子ですか？  

 

Dr. Carel Le Roux：   その質問は、私たちのアプローチが、私たちが、疾病としての肥満を治療するこ

とを目的としている場合と、リスク因子としてそれを扱っている場合により非常

に異なることから、実に重要な質問だと思います。 全ての科学は、現在、肥満

が疾病であることを私たちに示しています。また、私たちが、それが疾病である

かどうかを理解する考え方の１部は、何がそれを引き起こしているのか、また、

肥満の前兆は何であり、肥満の症状はどのようなものなのかということです。あ

まりにも長期間にわたって、単に肥満の合併症のみに注目されてきたことから、

私たちは、糖尿病、睡眠時無呼吸、機能障害に注目してきており、私たちが、患

者のためにその状態を改善できることは非常に重要ですが、現在、実際に、私た

ちが自問自答していることは、肥満は疾病なのかということです。エビデンスと

しては、それが間違いなく疾病であるということを示すことです。  

 

Bob Barrett：     肥満が疾病であるとすれば、肥満の疾病としての症状はどのようなものですか？  

 

Dr. Carel Le Roux：  あらゆる疾病の症状と徴候を考える際には、私たち自身が、正しくその疾病を理

解し、アプローチすることが重要です。ほとんどの疾病に対して私たちが行おう

とすることは、自覚症状である症状を緩和させて、他覚症状である徴候を低減さ

せることです。さて、肥満の所見は、それがボディ・マス・インデックス(body mass 

index, BMI)であることから、それを知ることは極めて簡単です。それは、その

人がどれくらい大きいかを示す指標であり、それは、彼らがどれだけの脂肪量を
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持ち運んでいるかということでもあるのです。私たちは、それを非常に効果的に

測定します。しかし、私たちがあまり注目していないことは、肥満の人々が、そ

の症状で如何に苦しんでいるかについてです。  

先に述べたように、私たちは、合併症、すなわち糖尿病の症状、睡眠時無呼吸の

症状、あるいはうつ病などの症状に、主として注目しているということではない

でしょうか？しかし、私たちが自問自答してみれば、“肥満というその疾病自体

の症状はどのようなものですか？”ということになります。 その後、肥満で苦

しんでいるすべての患者たちに、２つの主な症状があることが明らかになります。

その第１は、異常な空腹感(excess hunger)であり、私たちが、肥満の小児を診察

する際に、その親たちが、しばしば、“私の子供は常に空腹を訴えています”と

言います。 

私たちが、肥満である成人たちを診察する場合は、彼らのうちのほとんどが、あ

まり空腹感は感じませんが、食事をしても、満腹感を感じないということを、実

際にしばしば耳にします。彼らが満たされたと感じる前に、大量のカロリー摂取

をしているのです。また、勿論、それらの２つの症状、すなわち、異常な空腹感

と満足感の欠如が、その疾病の特徴的症状である場合に、それが、私たちが、治

療で改善する必要のある点に注目する上で役立ちます。 

 

Bob Barrett：     分かりました。そこで、Yalla先生にお聞きしたいのですが、私たちは、他の方法

では成功しなかった患者たち、あるいは著しい肥満関連の併発症を持っている人

における、著しい肥満に対する有効な治療戦略としての肥満手術について話しま

した。先生の症例報告では、ルーワイ胃バイパス術 (Roux-en-Y gastric bypass 

surgery)を受けた女性について記述していますね。この症例のような肥満手術は、

米国においてはどれ位頻繁に実施されているのですか？  

 

Dr. Naga Yalla：   よい質問ですね。 私たちが、実際に、このような種類の、世界的な肥満の危機の

中にいないことから、それを理解していないので、世の中の動きを知らないで過

ごしていると思います。また、これは、主として、高度に発展した世界における

問題と見なされていましたが、それは、同時に、開発途上国における公衆衛生上

の問題になっているのです。  

ここにある、CDCからの最新の数字によると、米国における20 歳以上の成人た

ちの３分の１以上(約36.5%)が肥満であると考えられています。また、私は、米国

の成人たちの20人に1人が、BMIが40以上の著しい肥満であると見なされると思

っています。  

実際に、過去20～30年間で、私たちは、肥満の治療に対する、医療および肥満手
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術アプローチの開発を見てきました。肥満流行病として驚く程のことではないの

ですが、肥満手術の数は、着実に増加しており、過去10 年間における世界的な

肥満手術の数は２倍に増えています。 私たちは、昨年、米国において、約196,000

件の肥満手術が行なわれたと推測しています。私は、Podcastsのリスナーたちに

とって、この、患者が利用可能な手術の施術数および手術のタイプを理解するこ

とは有用であると思います。  

肥満手術に対する主な適応には、BMIが40以上であること、および体重が45 kg

以上オーバーしているか、BMIが35以上であり、2型糖尿病、高血圧症、睡眠時

無呼吸、非アルコール性肝疾患のような肥満関連の併発症の少なくとも1つ以上

が存在することなどが含まれています。 

手術のための別の指標およびより柔軟なものとしては、事前の減量努力を行った

期間に、健康的な減量を達成出来なかったことが挙げられます。 

私たちの患者たちにとって役立つ可能性のある術式のタイプという観点からす

ると、これらの術式は、大きく分けて、限定的術式と吸収不良術式となります。

また、私たちがこのジャーナル中で示した症例研究は、2 つのコンビネーション

と考えられるルーワイ胃バイパス術を受けた患者に焦点を当てています。 

限定的な術式という点では、これらの術式は、胃のサイズを縮小することを含み

ますが、例えば、腹腔鏡下で、胃の上部の周囲をシリコン・バンドで巻いて締め

付ける、調整可能な胃バンディング術 (gastric banding procedure)です。これは、

実際に、非常に少量の食物だけを保持することができる小さな小袋を作ることを

意味します。また、完全に限定的な術式と考えられますが、食物を胆汁酸塩と膵

液とのミキシングを遅らせる術式があり、一般的に吸収不良術と考えられていま

すが、その1例は、垂直方向スリーブ胃切除術(vertical sleeve gastrectomy)にな

るでしょう。  

私たちの患者に行なったルーワイ胃バイパス術に戻って、その場合の限定的な部

分と言うのは、実際に、結果的に小さな胃袋を作るということです。そのとき空

腸の上部へ吻合する胃の容積はわずか約30ccです。これは、カロリーの吸収に利

用出来る腸の表面積を減少させ、減量が可能になると同時に、ミネラルおよび重

要な脂溶性ビタミンの深刻な吸収不良に結びつく可能性があります。  

米国では、国内で行なわれるその196,000件の肥満手術のうち、23%はルーワイ

胃バイパス術です。しかし、世界的に見ると、現在のところ、それらは、減量を

望む患者たちに実施される主要なタイプの手術となっています。 

 

Bob Barrett：     分かりました。 ところで、Le Roux先生、代謝手術のような腸の手術は、どのよ

うに、肥満の症状および合併症を減少させるのですか？ 
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Dr. Carel Le Roux：  患者たちが、手術を受けた後、内科医である私の診察室に来た場合に、彼らが何

度も、“先生、外科医は私のどこを手術したのですか？ 私の腹部を手術したの

か？それとも、私の頭を手術したのですか？何故なら、この手術後は、私の頭の

中に影響が出ています。現在、私は、私の一生のうちで、初めて空腹を感じない

のです。”“また、私の一生のうちで、初めて少量の食事をしただけで、満足感

が得られるのです。それは、外科医が、終始食物にとりつかれている私を解放し

てくれたように感じます。手術のせいではなく、私が食事をした際に、胃はどの

ように感じているのでしょうか？それは、実際に、私が苦しんできた疾病の症状

が、突如として消え去ったのです。”と言います。  

しかし、それは、その手術が、肥満の症状および徴候を単に改善しただけという

ことではなく、さらに、合併症に影響を及ぼしたのです。典型的には、それは、

血糖調節の改善に繋がり、それが、効果的に血糖値を低下させるので、2型糖尿

病が改善されます。それは、膵臓からのインスリンの分泌を改善しますが、同時

に、それは末梢血管抵抗を減少させます。  

そのように、手術によるそれらの影響は、減量には左右されず、非常に初期に起

こります。しかし、手術により、他の合併症にも影響を与えます。すなわち、内

臓脂肪過多の減少および隔膜の動き方にも影響を与え、睡眠時無呼吸が、劇的に

改善されるのを目にします。  

さらに、私たちは、ある手術後に尿ナトリウム排泄の上昇を目にするので、ラン

ダム化対照試験において血圧の改善が見られます。まさに、手術の影響は、脂肪

細胞量の縮小に関連するだけでなく、腸と腎臓間の生物学に影響を与えます。  

また、私たちが、これらの手術から学べることは、手術は、拡大可能な取捨選択

からはほど遠く、私たちは、全ての人に対して手術をすることが出来ず、また、

必ずしも、全ての人が手術を受けたいとは限らないと思います。そのメカニズム

は、長期的に見て、どのような戦略が効を奏するか、また、私たちが、患者の健

康を改善するために、実際に、どのように組み合わせてこれを使用することがで

きるかを私たちに教えていると思います。 

 

Bob Barrett：     私たちは、代謝手術が、肥満を超えた代謝異常に関して有効かも知れないことを

示唆する、有望なエビデンスが出現すると考えています。そうであるとすれば、

Yalla先生にお聞きしたいのですが、これらの手術の代謝への影響はどのようなも

のですか？  

 

Dr. Naga Yalla：：  肥満手術は、実際に、太り過ぎの患者たちに対して有効な介在であるように見え
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ます。 私たちは、それが、著しく、しばしば永続的な減量に結びつき、糖尿病、

高血圧症、閉塞性の睡眠時無呼吸のような肥満に関連する併発疾患における著し

い改善が見られることを知っています。また、それが、この非常にリスクが高い

患者集団における死亡の減少に実際に寄与するかもしれないことを示唆する、ま

すます増大するデータが存在します。  

しかし、過去数年にわたって、これらの術式がより一般的になるに伴い、私たち

は、ますます、ルーワイ胃バイパス術および胆膵路転換手術(biliopancreatic 

diversion procedure)と名付けられている、これらの特有の外科的療法が、実際に、

骨格の健康への負の影響を生じるかもしれないことに気付き始めています。多く

の研究は、骨代謝マーカーの変化、すなわち骨密度の低下を立証しており、これ

らの術式に伴って、ますます、骨折のリスクに関する問題となるデータが増えて

きています。  

このように、肥満手術を受けた患者たちにおいて、私たちは、骨吸収(または破骨)

対骨形成をもたらす、骨再形成におけるシフトを示唆する骨代謝マーカーのパタ

ーンの変化が生じる傾向が見られています。 

再吸収マーカーの例としては、血清および尿の C 末端テロペプチド(C-terminal 

telopeptide, CTX)および尿中 N 末端テロペプチド(N-terminal telopeptide, 

NTX)が含まれます。骨形成のマーカーとしては、オステオカルシン(osteocalcin)、

Ⅰ型プロコラーゲン-N-プロペプチド(procollagen 1 Intact N-terminal, P1NP)、

および骨特異アルカリフォスファターゼが含まれています。 

これらのマーカーは、手術後約3か月で上昇し始めます。また、いくつかの研究

では、それは、栄養不良が修正され、減量状態が安定化した後でも、手術後の最

初の１年を過ぎても上昇することが報告されています。 

これらのマーカー類で判明していることは、骨密度に関する多数の研究で私たち

が目にしている、進行中の低下が予測でき、それを反映していることです。これ

らの骨密度の低下は、いくつかの研究で実証されているように、腰周りに、より

明らかに表れるようですが、最近のいくつかの研究では、腰椎骨の骨密度測定で

低下が見られています。  

そのように、骨再形成マーカーにおけるこれらの変化および骨密度の低下は、実

際に、私たちの患者たちにとって、骨折のリスクが高まったと解釈出来るのでし

ょうか？これまでのところ、データは矛盾しています。ロチェスター疫学プロジ

ェクト(Rochester Epidemiology Project)によって行なわれた後ろ向き研究は、そ

れらを地域の全住民を対象とした罹患率と比較した場合に、肥満手術を受けた

258人の患者において、骨折のリスクが2倍高いことを示唆しています。この研究

で、興味深いことは、ルーワイ胃バイパス術を受けた患者たちの約75%が、私た
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ちの症例報告の患者に類似していることです。 12,000人以上の患者を対象とし

た、カナダのケベック州からのより大きな後ろ向き症例対照研究で、胆膵路転換

手術が、明らかに、骨折リスクの上昇に関係していることが分かりました。 

ごく最近、私たちの記事を投稿した後に、Massachusetts General Hospital か

らのElaine Yu が、Journal of Bone and Mineral Research 誌の2017年6月号に

記事を公表しました。また、彼女は、15,000人以上の患者のコマーシャル健康デ

ータ・ベースの請求をふり返って見て、調整可能な胃バンディング術を受けた

人々と比較して、ルーワイ胃バイパス術を受けた患者たちにおいて、非脊椎骨折

のリスクが43%高いことを実証することができたのです。  

私は、特別な術式であるこのような肥満手術が、事実上、骨折のリスクを高める

ことをそのデータが示唆していることを、ますます強く感じています。また、そ

れは、これらの患者たちをケアしている私たち臨床医として、患者たちにそれら

のことを確実に認識させるようにする必要があると思っています。 

 

Bob Barrett：     骨格の健康に対する肥満手術の影響に関するメカニズムについ説明していただけ

ますか？  

 

Dr. Naga Yalla：   骨代謝マーカーの測定により得られる、骨密度の減少、骨折リスクの上昇の可能

性に関するエビデンスとして私たちが見ている、上昇した骨吸収の病因に関して

は、私は、様々な原因により起こると考えています。最も初期における骨量減少

に関する説明のうちのいくつかは、これらの外科手術により引き起こす可能性が

ある、栄養不良、すなわち、いくつかの症例で、骨軟化症として知られている状

態における、カルシウムとビタミンD 吸収不良が、その病因の中心となっていま

した。 

           ごく最近、骨量減少の可能性に関する説明で、人々は、減量自体から生じる骨格

負荷の低減 (skeletal unloading) が原因であることに目が向けられています。  

しかし、実際に、私は、それが生じる最も興味深いもののうちの1つは、これは、

基本的に、私たちの骨生物学に携わっている同僚が原因となっており、この骨量

減少の潜在的な病因として、人々が、腸、骨、および脂肪組織間の複雑なシグナ

ル情報伝達として見始めているのです。 

栄養不良について最初に少し話すことにより、その説明を始めましょう。私たち

は、ルーワイ胃バイパス術のような手術、とくに、吸収不良術を受けた患者にお

いて、栄養不良が一般的なことを知っています。これらは、必然的に、慢性の吸

収不良を引き起こしますが、私たちがそれについて話したように、慢性的なカル

シウムとビタミンD の吸収不良という状況を作り出すことができます。  
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ルーワイ胃バイパス術を行った場合は、私たちのカルシウム吸収率は約80%にな

ると推測されています。この患者集団において非常に一般的である、同時にプロ

トンポンプ阻害薬(proton-pump inhibitor)を使用するのと同様に、これらの術式

も、胃酸分泌の制限およびカルシウムの吸収に負の影響を与えるかも知れません。

それに加えて、それは、空腸が、胆汁酸および膵酵素によって促進されるビタミ

ンDの吸収における重要なサイトであることが判明します。また、これは、この

種の十二指腸空置術(duodenal exclusion procedure)によりリスクにさらす可能

性があります。  

これまでのほとんどの研究は、尿カルシウム濃度の低下、カルシウム吸収不良と

一致する副甲状腺ホルモン(parathyroid hormone, PTH)濃度の上昇を実証して

います。時間経過とともに、腸からの吸収不良により引き起こされた、このPTH

レベルの上昇は、基本的に、骨格を犠牲にして、身体が、正常なカルシウム・ホ

メオスタシスを維持しようとしている状況を作り出します。  

さらに、私たちは、これらの術式を受けた患者たちが、タンパク栄養不良ならび

に、その他のビタミンおよびミネラル不足のリスクに遭遇することを知っていま

す。治療せずに放置していると、これは、石灰化前の新生骨組織である、類骨の

石灰化が低下することを特徴とする、骨軟化症として知られている状態に進行し

ます。臨床的には、骨軟化症は、一般的な骨の痛み、筋力低下、骨圧痛の症状が

表れ、私たちの患者たちを転倒骨折および低カルシウム血症のリスクにさらすこ

とになります。骨軟化症の生化学的な定義としては、25-Hydroxy Vitamin D濃

度の低下、副甲状腺ホルモン濃度の上昇、アルカリフォスファターゼ活性の上昇

が含まれています。 

何人かの患者たちでは、さらに、血清カルシウムおよび血清無機リン濃度の低下、

24 時間尿中カルシウム排泄の低下が見られます。私たちは、しばしば、その疾

病に特徴的な、臨床検査結果およびX線画像所見に基づいて診断を行います。例

外的に、私たちは、骨生検に頼らなければなりませんが、それは、しばしば、診

断の最終的な手段となります。  

栄養学上の問題とは別の第2の病因として、この患者集団の骨量減少については、

骨格負荷の低減それ自体が原因であり、まさに、これらの外科手術により生じる、

著しい減量のせいによるものと考える必要があるかも知れないことが説明され

ています。機械的な負荷の低減は、破骨細胞分化を促進する、スクレロスチン

(sclerostin)によって誘導されることがほぼ確実な、ある複雑な変化による骨量減

少をもたらします。私たちは、腰に体重の2～3倍の負荷がかかっていることを知

っていることから、骨量減少が腰周りにおいてより明らかであるように思われま

す。したがって、それが、何故、この患者集団中における骨量減少に、目立って、
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影響していたかを説明出来るかも知れません。  

最終的には、私が先に述べたように、このポッドキャストで詳細を説明するには、

あまりにも複雑すぎ、私たちは、多くの骨生物学者中の幾人かの先駆者たちの仕

事によって、ますます、知るようになったので、そこには、私たちがすでに話し

たように、腸、脂肪組織および骨格の間で、この複雑なシグナル情報伝達が存在

するのです。これは、私たちが、さらに多くの研究を必要とする分野に入り込ん

でいることを意味します。しかし、私たちは、アディポカイン類(adipokines)、

とくにレプチン(leptin)およびアディポネクチン(adiponectin)が、骨代謝に非常に

重要な役割を果たすように見えることを、げっ歯動物モデルから既に学んでいま

す。最近のデータは、セロトニン、グルカゴン様ペプチドであるGLP-1、グレリ

ン(gherlin)および潜在的に骨格の健康に影響を与える胃抑制ポリペプチド

(gastric inhibitory polypeptide, GIP)をさらに関係付けており、将来の研究テー

マとして残されています。  

           最後に、骨格に負の影響を及ぼすこれらの術式の可能性に関する認識に関しては、 

American Association of Clinical Endocrinologist、Obesity Society、American 

Association of Metabolic and Bariatric Surgeons が、骨格パラメーターに影響

を与える際の、これらの患者の手術前・手術後のフォーローアップの重要性を強

調したガイドラインを発行しています。 

それらは、手術に先立って、ビタミンD濃度の測定を行うと共に、カルシウムお

よびビタミンDの積極的な補給を勧告しています。また、ガイドラインは、手術

後に、手術を受けた患者たち、とくに、これらの吸収抑制術式を受けた患者たち

には、安定するまで、25-Hydroxy Vitamin D、カルシウム、無機リン、PTH濃

度およびアルカリフォスファターゼ活性を、6か月ごとに測定し、同様に骨密度

測定を、手術前と手術後の2年に1回測定することを勧告しています。 

 

Bob Barrett：     Dr. Naga Yallaはミズリー州セントルイスにあるWashington Universityにおけ

る骨・ミネラル代謝・内分泌学、代謝・脂質研究部門の助教であり、さらにミズ

リー州セントルイスにあるFracture Liaison Service における責任者を務めてい

ます。Dr. Carel Le Rouxは、アイルランド共和国ダブリンにあるUniversity 

College Dublin(UCD)におけるDiabetes Complications Research Centerの一部

であるMetabolic Medicineの専門家です。先生たちは、本日のClinical Chemistry

からの肥満手術および代謝手術に関するこのポッドキャストのゲストでした。 

私は、Bob Barrettです。ご静聴有り難うございました。     

 

（訳者：中 甫） 


