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図 1.酸塩基平衡の恒常性を維持するために
健康な肝臓が担う生理的役割 

ケトン合成 
pH によるフィードバック機構
を介して調整される 

乳酸の代謝
肝臓は乳酸の 70%を処理 

アルブミンの合成 
低アルブミン血症は代謝性 
アルカローシスを起こす 

肝臓病における酸塩基平衡の異常 
Acid‐base disorders in liver disease J Hepatol 67, 1062‐1073, 2017. 
 

 

Ⅰ酸塩基調節における正常な肝臓の生理的役割 

【乳酸の代謝とコリサイクル（Cori Cycle）】 

乳酸アシドーシスは ICU 患者にいて最も重要な代謝性アシドーシ

スである．これは，循環不全による組織の低酸素，交感神経・アド

レナリンによる血管収縮のための乳酸除去の低下，肝臓・腎臓・休

息中の筋肉の血流低下が原因となる．運動中の筋肉におけるブドウ

糖の嫌気性代謝によっても乳酸が産成される．健康な肝臓は乳酸を

処理する主な臓器であり，乳酸代謝の 30‐70％を担う（図 1）．乳酸

は肝臓に入った後，まずピルビン酸に変換され，次に糖新生と呼ば

れる過程でブドウ糖に再変換される．同時に，運動中の筋肉から乳

酸が放出され，肝臓においてブドウ糖に再変換される過程をコリサ

イクルと呼び，等モルの HCO3
‐が生成される． 

 

  



- 2 - 
 

【アルブミンの合成】 

生理的範囲の pH において，血中アルブミンは弱い酸として作用

する．低アルブミン血症は軽度の代謝性アルカローシスをもたら

す．アルブミンの産生低下（肝疾患や栄養失調），或いは喪失（ネ

フローゼ症候群，腸管からの喪失，大きな慢性創傷）が該当する．

対照的に，重度の脱水患者などにまれに見られる高アルブミン血症

は軽い代謝性アシドーシスを起こす． 
 

【ケトン生成とケトアシドーシス】 

ケト酸は肝臓のミトコンドリアで，炭水化物や脂肪が不完全に酸

化されたときに生成する．ケト酸，3‐ヒドロキシ酪酸，アセト酢酸

は，生理的 pH で電離するので H+濃度が増加し，最終的にケトアシ

ドーシスになることがある．したがって，ケト酸の産生と尿中排泄

は全体がフィードバック機構によって制御され，pH が低下すると

ケト酸産生は減少し，pH が上昇するとケト酸産生は増加する．肝

臓におけるケトンと乳酸の産生は，こうして速やかに増加ないし抑

制を受ける．この調節は持続することがあるが，酸塩基障害が解消

すれば完全に元に戻る．肝臓のケトン生成とその調節は無視できる

程度であり，このため正常な状態ではアシデミアが起きることはな

い．しかし，飢餓や大量のアルコール摂取時には，ケトン生成から

顕著な代謝性アシドーシスになることがある． 
 

【尿素の産生】 

神経毒性のある弱酸 NH4 はタンパク質の分解によって生じる．肝

臓では，NH4は尿素に代謝されて，尿中に排泄される．尿素合成の

過程で強塩基である HCO3
‐が同量消費される．従って，尿素の合成

は解毒過程であるだけでなく，酸塩基調節の役割も果たしている可

能性がある．尿素の合成は酸性化の過程だが，ヒトの実験的なアシ

デミアでは，尿素合成は減少せずむしろ増加する．一方，急性およ

び慢性のアシデミアでは，オルニチンサイクル自体の活性は変化し

ないが，肝臓のアミノ酸輸送と取り込みが著明に低下するため，尿

素の合成は減少する．要約すると，尿素の合成はヒトの酸塩基平衡

の恒常性維持に目立った影響は及ぼさない． 
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Ⅱスチュワート・アプローチ 
～ 酸塩基平衡の物理・化学的モデル（Gilfix らによる簡易モデル） 

代謝性の酸塩基障害のすべての病型は，BE（塩基過剰）の分画で

説明できる（図 2）．通常の BE と同様に，BE 分画の陰性，陽性はそ

れぞれアシデミア，アルカレミアを示す．つまり，「BE = BENa + BECl 

+ BE アルブミン  + BE 乳酸  + BEUMA」として計算できる．全体の BE だけを

見た場合，BE 分画の変化が互いに相殺されて，背景にある酸塩基障

害を見逃す可能性がある．   
 

（i）水（血漿の希釈/濃縮） 

（ii）Cl 

（iii）アルブミン 

（iv）乳酸 

（v）測定できない陰イオン（UMA） 
 

補足（i）自由水の過剰による血漿の希釈は，希釈性アシドーシスを

引き起こす：BENa = 0.3 X (Na+測定値  ‐ Na+正常値)． 

（iii）アルブミンは弱い不揮発性の酸である．したがって，低ア

ルブミン血症は酸の欠乏を意味し，低アルブミン血症性アルカロー

シスをもたらす．   
 

  

図 2. スチュアート・アプローチ 
に含まれる変数と正常値 

 

BENa と BECl の変化が臨床的に重要
である．一方，無機リン（Pi），K，
Mg，Ca の血漿濃度は低く，BE に
有意な影響を及ぼさないため，酸塩
基平衡を大きく左右しない． 

アルブミン- 

乳酸- 

測定できない陰イオン- （血漿の希釈や濃縮

として現れる） 

陽イオン         陰イオン 
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【肝硬変におけるアルカーシス要因】 

呼吸性アルカローシスは肝疾患で最もよく認められる酸塩基障害

であるが，pH と BE が正常でも背景に代謝性の酸塩基障害を合併し

ていないとは限らない． 

大量の腹水および/または肝性胸水は低酸素血症を引き起こし，

したがって過換気を誘発する．高アンモニア血症と肝性脳症も過換

気を誘発する．プロゲステロンとエストラジオールの上昇（進行し

た肝疾患において代謝が障害されて上昇する）は中枢神経系におけ

るプロゲステロン受容体を活性化して，換気を直接刺激する可能性

がある．さらに，肝肺症候群や肺高血圧症によって呼吸困難が悪化

する影響も考えられる（図 3）． 

肝臓の尿素サイクル酵素の活性低下は，HCO3
‐の除去を低下させ

て代謝性アルカローシスをもたらす可能性がある．しかし患者が利

尿剤や制酸薬を摂取しているか，二次性高アルドステロン症や低 K

血症を呈していない限り，肝硬変の患者が実際に代謝性アルカロー

シスを呈することはない，という異論もある．また，尿素サイクル

の活性低下は，急性および慢性アシドーシスにおける肝臓のアミノ

酸取り込みの減少が原因であり，酵素活性の抑制が主な原因ではな

いようである． 

   

図 3. 肝臓病における過換気と呼吸性アルカローシスのメカニズム 

過換気の原因 

Ⅰ高 NH3 血症／肝性脳症 

Ⅱ中枢神経系のプロゲステロン／エスト

ラジオール受容体の活性化 

Ⅲ以下の原因による呼吸苦 

・肝肺症候群や門脈肺高血圧症 

・肝性胸水 

・横隔膜の挙上や大量の腹水による無気肺 
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スチュワート・アプローチによると，低アルブミン血症性アルカ

ローシスが肝硬変患者における主なアルカリ化の要因である．アル

ブミンは弱酸であるので，アルブミン濃度が 1g/dl 低下すると BE は

約 3.7mEq/L 増加する．大多数の肝硬変患者において，主要なアルカ

リ化因子は低アルブミン血症と考えられ，重篤な肝疾患では BE アルブ

ミンは増加する．タンパク質摂取の減少，タンパク質必要量の増加，

タンパク質・アミノ酸代謝の異常のため，肝硬変の初期段階から既

に低アルブミン血症が出現する可能性がある．低アルブミン血症は

肝硬変以外の重症患者の代謝性アルカローシスの原因になることも

多い． 
 

【肝硬変患者における酸性化因子】 

代償性肝硬変において，アルカーシスを起こす上記の酸塩基障害

の一部は，以下の酸性化因子によって中和され，均衡する． 

希釈低 Na 血症は自由水（pH = 7.00）による希釈が原因であり，

pH7.40 の血漿を酸性化する．さらに，非代償性肝硬変の患者では腹

水穿刺を繰り返したあとに充分に循環血液量を補給しないと，穿刺

後の循環不全から水分貯留機構が一時的に活性化し，低 Na 血症が

悪化することが多い． 

高 Cl 性アシドーシスは肝硬変患者や重症患者でよく見られる，酸

性化病態である．様々な機序によって HCO3
‐が Cl‐で置換されるた

め，この酸性化が起きる（図 4）．安定した状態の肝硬変では，高 Cl

性アシドーシスは慢性呼吸性アルカローシスに対する代償のことが

ある． 

急性呼吸性アルカローシスは HCO3
‐以外の緩衝剤（主に血漿タン

パク質と無機リン酸塩[Pi]）によって代償される．これらの代償機構

は約 5〜10 分以内に起こるが，程度は限られている．慢性呼吸性ア

ルカローシスにおいて，腎臓が反応して尿細管から H+の分泌を低下

させて酸排泄を減らすが，これは NH4
+排泄の減少となって現れる．

さらに HCO3
‐の排泄が増加して，腎臓が HCO3

‐の再吸収を慢性的に抑

制し，その代わりに Cl‐の再吸収を増やすと，新たな均衡状態として

の高 Cl 性アシドーシスになる（BECl の陰性化よって確認できる）．

この適応には約 2〜3 日かかるが，高い代償能力がある． 

下痢とそれによる腸管からの HCO3
‐喪失と Cl‐保持は，特に肝性脳

症に対するラクツロース投与（過量投与）やアルコール性下痢症の

患者に，高 Cl 性アシドーシスを起こす．さらに，遠位尿細管におけ
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る H+分泌不全と，アシデミアなのに不釣り合いに高い尿 pH（>5.3）

が認められる，遠位尿細管性アシドーシス（RTA タイプⅠ）は，主

に胆汁うっ滞性肝障害の患者，例えば原発性胆汁性胆管炎（PBC），

ウィルソン病，アミロイドーシス，グリコーゲン貯蔵病に見られ

る．尿の軽度の酸性化障害は様々な慢性肝疾患に見られ，Na+の遠

位尿細管への輸送障害と，それに続く Cl‐と H+の排泄低下が関与す

る．これらの障害は PBC 患者により多い．また，尿の酸性化障害は

スピロノラクトンの投与に関連することが多い．アルドステロン作

用の低下と血清 K の上昇が NH3の産生を阻害して代謝性アシドーシ

スをもたらす（RTA タイプ IV）．さらに，大量の生理食塩水の投与

による副作用としても，高 Cl 性アシドーシスが起きる．生理食塩水

による高 Cl 性アシドーシスが転帰を悪化させるかどうかは，論争中

である． 

   

慢性呼吸性アルカローシス 肝性脳症＋ 

ラクツロース（過量）投与 

アルコール多飲 

（乱用） 
胆汁うっ滞性肝障害 

ウィルソン病 

↓尿細管の H+イオン分泌 

↓酸の排泄 

 

↑HCO3
-の排泄 

↓HCO3
-の再吸収 

下痢 

↑HCO3
-の喪失 

腎尿細管性アシドーシス 

(Ⅰ型)： 

遠位尿細管の H+排泄 

の低下が尿 pH の 

上昇をもたらす 

図 4. 慢性肝疾患の患者における高 Cl 性代謝性アシドーシスの原因 

生食の大量投与 

腎尿細管性アシドーシス 

(Ⅳ型)： 

高 K 血症が H+排泄すなわち 

NH4
-生成を阻害する 

浮腫や腹水に対する 

スピロノラクトン投与 

↑尿細管の Cl 再吸収 

高 Cl 性代謝性アシドーシス 
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キーポイント 

安定した肝硬変では，低アルブミン血症性アルカローシスは，高

Cl 性アシドーシスと希釈性アシドーシスによって中和され，pH は

正常になる． 
 

 

【安定した肝硬変における酸塩基平衡のバランス】 

安定した慢性肝疾患では酸性化因子とアルカリ化代謝因子が相殺

され，全体として BE や pH は変化しない（図 5A）．これが，過度の

アシデミアやアルカローシスを回避する生理的な調節なのか，偶然

の結果か，わからない． 
 

 

Ⅲ肝硬変を有する重症患者における酸塩基状態 

肝硬変を有する重症患者 181 人を酸塩基平衡の観点から見た研究

では，ICU 入室時に 39％の患者がアシデミア，27％がアルカレミア

を示した．これらの患者は代償性肝硬変の患者とはかなり異なり，

総 BE は大きく低下し，低アルブミン血症，高 Cl 血症，乳酸や UMA

（測定できない陰イオン）の増加による代謝性の酸塩基障害が見ら

れた（表 1）．したがって，急性合併症を認めた肝硬変では，

UMA，乳酸アシドーシス，軽度の希釈性アシドーシスが，低アルブ

ミン血症性アルカローシスと拮抗して，全体としては代謝性アシド

ーシスを示した（図 5B）．急性腎不全を合併すると，  BE と BEUMA

はさらに低下した．急性腎不全，アシデミア，乳酸アシドーシスが

あると，独立して ICU 死亡率が増加した． 

乳酸アシドーシスは，ICU 患者によく認められる．乳酸アシドー

シスは，組織の低酸素，微小循環不全，解糖系の亢進による乳酸産

生の過剰だけでなく，ミトコンドリアの酸化障害による乳酸利用の

低下も一因である．さらに，乳酸の 5％は腎臓が代謝するので，重

症患者における急性腎障害（AKI）が高乳酸血症を悪化させる可能

性もある．健康な肝臓は乳酸の代謝に大きな余裕を持っているが，

慢性肝疾患の患者では機能する肝細胞の量が減少しているため，乳

酸クリアランスが低下している．したがって，肝機能が正常な患者

に比べて，慢性肝疾患の患者の空腹時乳酸値は有意に高い．しか

し，代償性肝硬変では空腹時乳酸値は正常範囲内にあり，乳酸値は

Child‐Pugh スコアと相関しない．ただし急性疾患を合併すると，肝
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機能と乳酸クリアランスは途端に低下する．機能不全の肝臓は，敗

血症において合計では乳酸を産生していることさえある．敗血症の

動物実験において，強イオン差で見ると，敗血症の初期に肝臓が酸

産生の主要な臓器になる場合があることがわかった．別の研究で

は，肝疾患の患者における乳酸値の上昇が，重度の肝細胞壊死によ

る肝臓の糖新生の減少とピルビン酸代謝の低下の結果であることも

判明した．結論として，急性および慢性肝疾患において複雑な乳酸

の代謝障害が起こる． 

肝硬変合併の糖尿病患者にメトホルミンを投与すると，乳酸アシ

ドーシスを発生するといわれる．しかし，最近の研究によると，メ

トホルミンは肝硬変患者に安全なだけでなく，非アルコール性脂肪

性肝炎（NASH）による肝硬変を合併した糖尿病患者の生存率を改善

した．しかし，この研究は主に Child‐Pugh A 患者を対象としてお

り，Child‐Pugh B/C の肝硬変患者では，メトホルミンは注意して使用

する必要がある． 
 

   

図 5.スチュアート・アプローチを用い
た慢性肝疾患の患者の酸塩基平衡 
（A）代償性肝硬変における酸性化因子とア
ルカリ化因子の平衡． 
（B）急性合併症を有する肝硬変における正
味の代謝性アシドーシス． 
（C）急性肝不全では低アルブミン血症性ア
ルカローシスが乳酸アシドーシスを「中和」
する． 

アルカロ－シス         アシドーシス 
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表 1. 急性合併症を併発した肝硬変患者にみられるアシドーシス 

と適応メカニズム（肝硬変と正常肝の患者の比較） 
 

アシドーシスと急性疾患を合併した肝硬変の患者 

合併症： 

・Acute on chronic 肝不全の発症 

・心拍出量の増加/過循環状態 

・全身血管抵抗の低下 

・酸素の運搬低下と組織潅流の障害による顕著な酸素不足 

・内臓血管の拡張によって血液が内臓静脈叢にプール，有効循環血液量が 

減少しレニン系が活性化され，腎動脈収縮から腎機能障害を併発 

・敗血症ショックにより更に顕著に乳酸が上昇 

・副腎不全を認めることが少なくない 

・肝疾患による測定できない陰イオンの上昇 

[肝硬変における適応メカニズム]   [正常な肝臓における適応メカニズム] 

・アシドーシスの遷延による 

乳酸クリアランスの低下/欠損 

・細胞外浮腫，腹水，肺水腫の感受性 

 ←腎機能回復目的の蘇生輸液に合併 

・迅速に乳酸を排泄・正常化すると 

アシドーシスも改善する 

・迅速な蘇生輸液が測定できない陰イ 

オンによるアシドーシスを改善する 
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【急性肝不全（ALF）における酸塩基障害】 

急性肝不全（ALF）の患者のほとんどで，乳酸は大きく上昇して

いるが，アシデミアは観察されない．この不思議な現象は，「スト

レス性高乳酸血症」と呼ばれる．ストレス性高乳酸血症の原因は低

酸素血症ではない．カテコラミンや他のサイトカインによる細胞の

ブドウ糖取り込みの増加による解糖系の高度の亢進，そして合計し

た乳酸クリアランスの低下が原因である．従って，急性肝不全，広

範な火傷，肺傷害，敗血症において，低酸素血症がなくても，腹部

臓器と肺の局所で乳酸は産生に傾く．生理的 pH ではほとんど全て

の乳酸が乳酸塩‐と H+に電離するため，代謝性アシドーシスを引き

起こすはずである．したがって，もしアシデミアが観察されないの

なら，スチュワート・モデルから考えて，代償因子が存在するはず

である（図 5C）． 

パラセタモール（欧米で最も多い急性肝不全の原因）以外の急性

肝不全の患者では，著明な低アルブミン血症性アルカローシスが乳

酸アシドーシスを代償するので，正味では過換気による呼吸性アル

カローシスになる．別の研究では，重度の肝不全と腎不全を併発し

た患者では，低 Cl 血症のアルカリ化効果が報告されている．こうし

た相殺性の酸塩基障害が偶然なのか，それとも高乳酸血症の結果と

して低アルブミン血症になるのか，不明である．酸塩基平衡の観点

からは有益なこれらの代謝障害は，あくまで急性肝不全の結果であ

り，生理的な調節機構ではないと我々は考えている． 

重症の肝疾患および腎不全の臨床では，低アルブミン血症に対し

てアルブミン輸血をすると，代謝性アシドーシスを起こす可能性を

認識することは重要である．ただ，肝機能が正常である患者に 20％

アルブミン溶液（1g/kg 体重）を輸血した場合の酸性化効果は統計

学的に有意ではあったが，緩衝剤のために非常に僅かであった．し

たがって，アルブミン輸血の代謝性アシドーシス誘発作用は，急性

肝不全に高率に合併する腎不全による UMA の増加が関与している

のかもしれない． 
 

【治療上の意義】 

確実に死亡率を下げるのは背景疾患を有効に治療することである

が（例えば，出血の止血，敗血症に対する抗生物質治療），支持療

法にも患者の状態を改善する可能性がある．人工呼吸下の肝硬変患

者が代謝性アシドーシスを示す場合，過換気がアシデミアの重症度
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を緩和する．生理的観点からは，ΔpaCO2（paCO2の正常値

[40mmHg]からの低下）の目標値は，ΔSBE（standard BE．BE の正常

値からの低下）に等しくなければならない．例えば，SBE が

10mmol/L の患者では，目標 paCO2 は 30mmHg である（正常 paCO2‐ 

SBE = 40‐10）． 
 

キーポイント 

急性肝不全では，強度の乳酸アシドーシスが低アルブミン血症性

アルカローシスによって中和されて，正常な pH に戻ることがあ

る． 
 

【結論と今後の展望】 

健康な人では，酸塩基平衡の安定に関する肝臓の最も重要な役割

は，乳酸の処理とアルブミンの産生であり，尿素の合成は酸塩基調

節機構ではない．代償性肝硬変では，酸塩基調節の代謝性因子が酸

性化とアルカリ化の間で均衡し，全体として BE と pH は正常にな

る．しかし，非代償性肝硬変や重篤な合併症を起こした患者では，

この平衡は急速に不安定になり，多くの場合，代謝性アシドーシス

を生じる．肝疾患では pH や BE が正常でも，背景に代謝性の酸塩基

障害がないとは限らないことに注意を要する．したがって急性およ

び慢性肝疾患の患者では，アルブミンと電解質が与える影響を考慮

するスチュアート・アプローチを用いて酸塩基平衡を評価し，適切

に治療する必要がある． 
 

キーポイント 

肝硬変患者が重篤な状態に陥ると，酸塩基平衡は乳酸アシドーシ

スと測定できない陰イオンのために，代謝性アシドーシスに傾くこ

とが多い． 

 

キーポイント 

急性および慢性肝疾患の患者に見られる酸塩基障害の背景を適切

に診断し管理するためには，スチュアート・アプローチを使用する

べきである． 

 


