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しながら，肝線維化が進展するには活
動性の高い状態が存在するのはいうま
で も な い で あ ろ う。 す な わ ち，
NAFLD診断は大別すると，病期診断

（線維化診断）および活動性の高い
NASHの存在診断だといえよう。これ
らの診断のgold standardは肝生検で
あった。しかし，肝生検は侵襲的かつ
コストやサンプリングエラーなど，多
数の問題点がある。すなわち，肝生検
に代わる非侵襲的なNAFLD診断法の
確立が望まれる。そこで，近年開発さ
れたのがバイオマーカーやスコアリン
グシステム，および画像診断モダリ
ティを用いた肝弾性率測定（エラスト
グラフィ）やマルチパラメトリック
MRIである。エラストグラフィには超

諸言

近年，肥満人口の増加に伴い，肝臓
のメタボリックシンドロームの表現型
である非アルコール性脂肪肝疾患

（nonalcoholic fatty liver disease；
NAFLD）もまた増加の一途を辿って
いる。NAFLDのなかでも，特に進行
性 の 非 ア ル コ ー ル 性 脂 肪 肝 炎

（nonalcoho l i c s teatohepat i t i s；
NASH）は，線維化進展を生じるとと
もに肝細胞癌へ進展する可能性があ
る。近年，肝線維化がNAFLDのその
後の予後を決定するもっとも重要な因
子であるといった報告がなされてい
る１）。すなわち，NAFLD診療の主眼
となるのは肝線維化診断である。しか
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Summary

The diagnosis of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) can be broadly divided into staging 
(fibrosis) and presence (nonalcoholic steatohepatitis; NASH). The staging fibrosis and presence of 
NASH are important for determining the strategy and evaluating the effect of treatment. Currently, 
liver biopsy, an invasive method, is the gold standard for this diagnosis, but it cannot be performed 
in all NAFLD patients due to sampling errors, complications, and cost. In recent years, noninvasive 
diagnosis using biomarkers, scoring systems, and imaging tests (ultrasound elastography, MR 
elastography, and multiparametric MRI) has been developed. Elastography is well tolerated by 
patients because it provides a noninvasive and highly diagnostic measure of hepatic fibrosis and 
allows for timely follow-up according to the clinical course. These modalities are acceptable by 
patients because they can evaluate liver fibrosis accurately without pain. In addition, diagnostic 
algorithms for follow-up according to the clinical course have been proposed, and the diagnosis 
of NAFLD is becoming more uniform.
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