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 HSK 

はまなす 
 

国会請願特集 
 

 

※国会請願用紙と封筒を同封しましたので多

くの署名と募金をお願いします。 

（申し訳ありませんが返信用郵送切手は会員

さんのご負担でお願いします） 

 

※請願用紙を多数ご希望の会員さんは事務局 

0138-73-8102までご連絡ください。お送りし

ます。 

 

 

 

 

 

目次 

・国会請願のお願い 

・厚沢部町、函館市 肝がん検診 

 B型訴訟説明会終了           （会員さんへ配布予定の肝臓専門医 

・特別寄稿 飲み薬でウイルスを駆逐     向けの専門書です） 

・熊田博光先生 医療講演会 

昭和 48 年 1 月 13 日第３種郵便物認可  

ＨＳＫ通巻 503 号 

はまなす通巻 64 号 

発行 平成 26 年 2 月 10 日 

毎月１回 10 日発行 

編集人 北海道北斗市飯生 2 丁目 9 番 22 号  

       はまなす肝友会 

発行人 北海道身体障害者団体定期刊行物協会 

北海道札幌市西区八軒八条東 5－4－18 

       細川 久美子 

定価 一部 200 円（会費に含む） 
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肝硬変・肝がん患者の療養支援のお願いを国会へ 

会員の皆様、毎日の療養お疲れ様です。 

現在、３つの肝炎患者会組織で通常国会の会期中に向けて「国会請願署名」をお願いしています。 

（日本肝臓病患者協議会団体・全国センター・全肝協）いずれの団体も請願事項の本質は「肝硬

変・肝がん患者の療養支援」「肝炎患者の身体障害者としての認定基準の緩和」となります。本来、

私たち肝炎感染者は過去のずさんな衛生行政、医療行為によって感染させられ、その結果５０万人

とも６０万人とも言われる国民が戦後、命を落とされています。国家責任は当然であり、請願する

立場ではないのですね。 

しかしながら、今ある命を維持している肝硬変、肝がんの患者さんの余命と療養環境を進めたい

一心です。100 万人規模の国会請願は高齢化した肝炎患者さんにとって最後の請願になるかもしれ

ません。本当に皆さんのご協力よろしくお願いします。 

 

はまなす肝友会は日本肝臓病患者協議会の賛助会員として登録しております。また東京肝臓友の

会に入会しており、東京肝臓友の会事務局のご厚意により最新の肝臓医療講演の講演録を送ってい

ただいております。今回の国会請願署名と署名活動募金は東京肝臓友の会と北海道 B 型肝炎原告

団・弁護団へ振り分けて活用する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国会請願へのお願い 

＝＝100万人署名＝＝ 

請願項目の趣旨 

１「ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費の助成制度を創設して下さい」  

 

肝炎ウイルスの感染拡大については、薬害Ｃ型肝炎訴訟と集団予防接種Ｂ型肝炎訴訟の二つ

の裁判で国の責任が指摘され、肝炎対策基本法にも国の責任が明記されています。また、病院

や診療所などの一般医療現場でも針と筒の消毒や取り換えが不十分であったことや、長期の売

血制度による輸血等での感染がウイルス性肝炎を蔓延・拡大させたとされ、国の血液行政に問

題があったことは明らかです。 
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 ウイルス性肝臓病患者は「肝炎→肝硬変→肝がん」と進行していきます。現在の医療費助成

制度の対象は「肝炎」を治療するため、Ｃ型はウイルスを排除する治療法（インターフェロン

治療薬等）、Ｂ型は２次感染を予防する治療法 （核酸アナログ製剤等の抗ウイルス治療薬）

に限定されています。しかし、その治療法の効果が認められない患者や副作用で治療が困難な

患者は、重篤な 「肝硬変・肝がん」に進んでしまいます。 

 ところがこのように重症化した場合の治療法に医療費助成はありません。同じ病気で、より

困った状態になれば医療費助成が無くなるという制度は、先進国･日本のあるべき制度でしょ

うか、国は「他のがんとのバランスがとれないから」との理由で、肝がんの医療費助成は出来

ないとしていますが、肝炎ウイルスの感染拡大には国に責任があるとされていることから、肝

がんについては他の病気と異なる特別な救済措置を講ずるべきではないでしょうか。 

 薬害Ｃ型肝炎訴訟と集団予防接種Ｂ型肝炎訴訟で和解が成立し感染被害者の個別救済が進

んでいます。しかし、時間経過に伴う証拠の散逸により､現時点での救済対象者は、Ｃ型は約

２千人、Ｂ型は約１万人にとどまっています。 

350 万人のウイルス性肝炎患者･感染者のほとんどは救済の対象になっていません。 

 ウイルス性肝臓病患者への支援を団干炎を治療するインターフェロン治療薬等や核酸アナ

ログ製剤治療薬等」に限定するのでなく、より重篤になり困窮しているウイルス性肝硬変・肝

がんに係る医療費助成制度を創設して下さい。 

 

 

２ 「身体障害者柵祉法上の肝臓機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和

し、患者の実態に応じた認定制度にして下さい。」 

 

 平成 22 年度から肝臓移植を受けた患者と非代償性肝硬変のチャイルドピュー分類Ｃでその

状態が３ヵ月継続の患者に身体障害者手帳が交付されました。この制度が発足した時、国は認

定の対象者を３～５万人を想定しています。一方全国で 106 自治体の内 34 自治体が認定基準

についてコメントしていますが､27 自治体の医師が厳し過ぎる、４自治体の医師が妥当と発言

しています。 

平成 22 年実施から半年の手帳申請件数は、全国で 6､974 件、内認定数は 5､697 件（81.7％）

で、内肝移植者数 3､370 件、肝硬変チャイルドピュー分類Ｃ患者数は 2､337 件です。（肝移植

者数の統計はこの期間のみ）平成 23 年度末時点の身体障害者手帳交付件数は 6､276 件です。            

毎年４万人が亡くなっています。チャイルドピュー分類Ｃで手帳交付された人数は、死亡者数

のほんの１割にもなりません。手帳交付を受けた方も、利用する期間がないのが殆どです。認

定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にして下さい。 
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南桧山肝がん検診 

10 月 19 日厚沢部で肝がん検診,B 型

訴訟説明会開催。50 名の予約で 47 名

の受診でした。 

今回の肝がん検診は厚沢部町の全面

的な支援体制がありましたので、厚沢

部町民の方々が半数以上占めました。 

 

函館肝がん検診 

10 月 20 日函館市は 32 名の予約で

31 名が受診でした。広報を見て、初

めての肝がん検診受診の方もおり、

肝炎に感染しているのは分かって

いても病院へ掛かっていない患者

さんもいました。 

肝炎が死に至る病気である事を行

政側はもっと周知させるべきです。 

 

肝がん検診後、別室も使用し、B 型肝

炎訴訟説明会が開かれました。20 名ほ

どの参加者。原告団から原告役員さん

が自分の療養体験を踏まえ、多くの参

加者へ訴訟の呼びかけを行いました。

いつも見られる風景ですが、弁護団の

訴訟説明内容で和解条件の 1 つである、

国の接種責任を認める「生年月日が昭

和 16 年 7 月 2 日以降であること」の

条件を満たさない参加者が席を去ります。国が国民へ対しての肝炎蔓延の道義的な責任を認めない

限りは、このような情景が説明会の度に繰り返されるのです。やり切れない思いですね。 

 

はまなす肝友会の歩み 

厚沢部町、函館市 肝がん検診・B型訴訟説明会終了 

http://blog.livedoor.jp/hkkawa3535/archives/52051126.html
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特別寄稿 

飲み薬でウイルスを駆逐 

札幌 肝炎友の会はるにれ会 斉藤佳典 

 

昨年の「はるにれ春号」でインターフェロン（IFN）を使わず飲み薬だけで C 型肝炎の完治を

目指す治験（臨床試験）に参加していたことを報告したが、その後の経過に触れたい。 

服用したのは、米国の大手製薬会社ブリストル・マイヤーズスクイブ社の「ダグラタスビル」

（BMS790052）と「アスナプレビル」（BMS650032）。免疫力を高めてウイルスの増殖を抑える

IFN と違って、直接ウイルスの増殖に関係する酵素を攻撃する錠剤だ。 

１昨年 11 月、IFN で治療後にウイルスが再燃した人に限定した札幌厚生病院の治験対象者の 1 

人に選ばれた。昨年 1 月から 7 月まで半年間、毎日朝夕の 2 回服用した。 

効果は予想以上だった。治験前に 6.7［logIU/ml］あったウイルスは 2 週目で検出不能になり、 

終了後もその状態を維持している。AST、ALT も変動があるものの 10 ～ 20［U/L］の間にとど

まっている。いわゆる著効（SVR）、つまり臨床的にはウイルスがなくなったと判断してもいいそ

うだ。 

ウイルスがなくなったからと言って特に体調面には変化はない。急にだるさが抜けて、体に活力

がみなぎるわけでもない。年齢も影響しているのだろう。 

長い暗いトンネルからようやく抜け出たというのが正直な感想だ。服用中、貧血やだるさ、肌 

荒れなどの副作用は全くなかった。今苦しい IFN 治療を続けている患者さんには申し訳ない気持

ちもある。 

もちろんこれで肝臓病とおさらばというわけにはいかない。肝炎が治まっても長い間のダメージ

で肝がんになる可能性は健常者よりずっと大きい。主治医からも「治ったと思ってお酒を飲みすぎ

るのはよくありません。肝硬変になればがんになりやすい」と何度もくぎを刺された。 

私が受けた治験は最終段階の第 3 層試験で、全体で 84.7 ％、全くインターフェロンが効かなか

った人で 80.5 ％の患者に効果があったという。この薬がすごいのは 65 歳以上では 91.9 ％と、

むしろ若い人よりもよく効く点だ。治療効果はウイルス量や肝硬変の有無、治療効果の目安となる

人間側の遺伝子とも関係ないという。 

ブリストル社は 10 月末、厚生労働省に製造販売承認を申請した。来年の夏ごろまでには承認さ

れ、おそらく経口治療薬世界第一号として、来秋には多くの病院で使われるはずだ。 

ただ、この薬が出回っても基本的には最初の治療は IFN を使うことになる。IFN とリバビリン

に加えてテラプレビルの 3 剤両方が標準治療になっているが、今後テラプレビルに変わって副作
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用の少ないシメプレビルが第 1 選択となる。このため今より少しは楽になるだろう。 

当面、飲み薬のみの治療は IFN を使うとうつなどが出て治療を続けられない人、IFN 治療でも

ウイルスが消えなかった人、高齢者などに限定される見通しという。 

人によっては薬が効かなくなる耐性ウイルスが出現することがあるためだ。耐性ウイルスが出現

すると、厄介なことに別の新しい薬ができても同じ酵素に働きかける種類の薬はすべて効かなくな

るという。これでは治療自体がばくちになりかねない。 

IFN を使えば耐性ウイルスができない。治療前にウイルスの遺伝子を調べて耐性ができやすい

かどうかを予想する方法が研究されており、確実性が増せば、飲み薬の適用範囲は広がるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊田博光先生医療講演会 

 

今号の肝臓医療講演録は東京肝臓友の会様のご厚意により転載させて頂きました。いつ

も最新の医療講演録を送って頂き、東京肝臓友の会様には紙面を借りて感謝申し上げます。 

今号は日本の肝炎ウイルス治療の第 1人者であります「東京虎の門病院分院 分院長 熊

田博光 先生」の医療講演録です。長時間に渡る医療講演会であり、紙面の都合上 C 型肝炎

の情報になります。次号は B 型肝炎の情報になります。会員の皆様へは東京肝臓友の会様

へお送りする国会請願署名、活動募金のご協力をよろしくお願いします。 

 

またパソコンを使用している会員様へは、画像が鮮明なワードファイルによる講演録を

お送りしております。事務局まで住所、会員名を記入の上、メールをお知らせ下されば、

ファイルにて先行してお送りします。 

但し、会員外への２次使用はできませんのでご注意ください。 

またご希望があれば過去の医療講演録も合わせてお送りします。会費納入を確認の上、

お送りさせて頂きます。未納者は会費納入の上、メールをお送り下さい。 

 

事務局メール  hkkawa3535@za3.so-net.ne.jp 
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司会 熊田先生の略歴を簡単にご紹介いたします。熊田先生は、1972 年年に岐阜大学医学部

を卒業され、同年 4 月に虎の門病院病理学科、1977 年に消化器科、1989 年、消化器科部長、

2004 年 1 月、虎の門病院副院長、2007 年、虎の門病院分院長に就任され、現在に至っておら

れます。日本肝臓学会理事をはじめとして、日本消化器病学会評議員、日本内科学会評議員、

ウイルス肝炎研究財団評議員、宮川庚子記念研究財団理事など数々の関連団体の要職に就かれ

ており、また厚生労働省の肝炎の調査研究班の班長として活躍されておられます。東京都の肝

炎対策の委員でもあり、著書、論文も多数発表されておられます。肝臓の専門医が一番多い病

院のトップに立たれており、文字どおり肝臓病治療の第一線で活躍されておられます。それで

は、熊田先生、よろしくお願いいたします。（拍手） 

 

熊田 ご紹介をありがとうございます。虎の門病院の熊田と申します。日本の肝炎研究は、先

ほど顕彰されました織田敏次先生から始まって、宮川庚子記念研究財団の前理事長であった鈴

木宏先生が引き継がれ、治療がどんどん進歩してきた現状だと思います。 

 今日の題は「終焉をむかえる C 型肝炎治療」です。こういう題を書くと、学会の先生方から

「肝臓治療をする先生の希望者が減ってしまうから、あまり使うな」とよく言われます。C 型

肝炎は 1989 年に世界で初めて見つかったウイルスですが、この 20 年で治療が本当に進歩し

（財）宮川庚子記念研究財団 第 18回肝臓病医療講演会 

 

「この 1年間の B・C型肝炎治療」 

－終焉をむかえる C型肝炎治療と HBs 抗原消失を目指す B型肝炎治療－ 

 

虎の門病院分院 分院長 熊田博光 先生 

 

【日 時】2013年 9月 7日（土）13時 30分～16時 00分 

【場 所】日本薬学会 長井記念ホール 

 去る 9月 7日（土）、日本薬学会 長井記念ホールで行われた（財）宮川庚子記念研究財団 

第 18回肝臓病医療講演会の講演録を掲載いたします。約 300名の患者・家族の参加があり

ました。なお、掲載にあたり熊田先生にご監修をいただきました。紙面にて厚く御礼申し上げ

ます。 
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て、そろそろ完成しそうであると思ってこんな題をつけさせていただきました。それにひきか

え B 型肝炎のほうは 1965 年からスタートしているのですが、なかなか完全に治すことができ

ないということで、こういうタイトルになります。 

 

  

 

1．患者の高齢化 

 

 私も歳をとりまして、そろそろ虎の門病院のデータをまとめようということで、今年から 5

年間かけて当院の全データを詳しく見始めました。どういう初診患者がいらっしゃったかとい

うと、全体で 2 万 2,179 人のうち C 型肝炎の方が最も多く 9,322 人と肝臓病全体の 42％を占

めております。次に多いのが B 型でも C 型でもない人で、アルコールによる肝炎、原発性胆

汁性肝硬変というウイルスではないいろいろな肝臓病の方が最近とみに増え、7,381 人と第 2

位です。それから B 型肝炎が 5,476 人という分布になっております。 

 C 型肝炎のさらに細かい分析をしました。初診時の 9,322 人の年齢分布を見ますと、今から

30～40 年前で一番多いのが 50 歳代で 30.8％。60 歳代が 25.9％、40 歳代が 18.3％。39 歳以

下が 14.8％いたのですが、どんどん

治っていきました。今現在、治らずに

通院している人は 60 歳代と 70 歳代

がそれぞれ30.7％で60歳以上がすご

く多い（図 1）。逆に 39 歳以下はほと

んどなく、40 歳代も 6.7％と非常に少

なくなりました。1 つには新たな輸血

後肝炎がほとんどなくなったことと、

治った人が増えて、残っている人が中

高齢者になったわけです。逆に言うと、

治療を急がなければならないという

ことです。 

 患者さんの前に出すスライドではないかもしれませんが、当院で C 型の肝硬変・肝がんで亡

くなられた方の分布を見ますと亡くなる方の数がだんだん減っています。1980 年代から 5 年

間ごとです。2010～2014 年は 1 年ちょっとまだ残っていますが、これを見ますと亡くなる人

の数がだんだん減ってきています。1992 年に織田先生によってインターフェロンが始まった

のですが、それによって今、C 型肝炎からがんになる人がどんどん減ったことを意味している

のだと思います。 

虎の門病院におけるC型肝疾患患者の年齢分布

39歳以下

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上14.8%

18.3%

30.8%

25.9%

9.0% 6.7%

16.9%

30.7%

30.7%

12.0%

初診時75%が60才以下であったが現在通院中の
非治癒患者の75%は60才以上であった。

初診時年齢分布 2013年現在の年齢分布

 

終焉をむかえる C 型肝炎治療 
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 年表的に見ますと、今でも使われている強力ミノファーゲン C が肝臓に効くということで

1979 年に初めて使われたのです

が、病気を治す治療は 1992 年のイ

ンターフェロン単独療法からです。

その後、ペグインターフェロンと

リバビリン併用療法、2011 年から

はペグインターフェロン＋リバビ

リン＋プロテアーゼ阻害剤（テラ

プレビル）が使われて現在に至っ

ています（図 2）。今後は 11 月後

半ぐらいからシメプレビルという

薬剤が使えるようになりますし、

来年からは飲み薬だけで治る薬も承認されるのではないかと思います。しかしこの年表を見る

と、1992 年のインターフェロン単独治療の時代に 60 歳だった人は、今やもう 80 歳を越えて

います。インターフェロン単独で治らなかった人のうち、何とか頑張った人は今は 80 過ぎで

すし、それまでに残念ながら肝臓がんになった方も多数いらしたということになります。 

 この治療の年表を見ますと、インターフェロン単独時代は全体の 3 割ぐらい。リバビリンと

の併用時代は、難治例の 1 型では残念ながら 50％、2 型では 90％まで行きました。そこで 1

型の治療効果をさらに上げようということで、2011 年 11 月 26 日から日本でテラプレビルと

いう薬剤が使用可能になりました。 

 

2．テラプレビルの効果と副作用対策 

 

 これはそのときの治験成績です（図

3）。治験は薬剤が承認される 5 年ぐ

らい前からスタートします。今ある治

療よりも治験の成績がいいと、5 年後

ぐらいに薬として市場に出ます。テラ

プレビルは従来のペグインターフェ

ロン＋リバビリンの 2 剤併用療法に

比べて治療効果が高かったわけです。

ペグインターフェロン＋リバビリン

の治療成績はだいたい半分と言われ

ていて、治験ではそのとおりになりました。ところがテラプレビルは、初めての治療で 73.0％。
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ペグ＋リバビリンは 48 週で、テラプレビルとの 3 剤では 24 週ですから、治療期間も短く治

療効果も高いということで、既に全国で 1 万例を超える患者さんに使われました。 

 さらに再燃例、つまりインターフェロンあるいはリバビリンで治療してウイルスはいったん

消えたけれども再燃した人では実に 88.1％治ります。しかしペグとリバビリンでもウイルスが

一度も消えなかった人では 34.4％であったので、この群が問題になりました。 

 この頃、インターフェロン治療で治る人と治らない人は何が違うのだろうと研究が行われる

中で、人間が生まれつき持っている IL28 という遺伝子によって治療効果が決まることを世界

で同時に 3人の先生が発見しました。名古屋市立大学の田中靖人先生もその一人です。ペグ＋

リバビリン＋テラプレビルの治療でも、インターフェロンが効きやすい人間の遺伝子（TT）

の人はほとんど治る。一方、インターフェロンが効きにくい TG、GG という遺伝子を持つ人

は、はるかに効果が悪いことも証明されました。さらに、インターフェロンが効きにくい遺伝

子を持っている人でも、ウイルス側の因子が効きやすいと 64％、ウイルス側も効きにくいと

21％と 3 つに分かれます。 

 もう一回言います。インターフェロンが効きやすい遺伝子の IL28 が TT の人はほとんど治

る。インターフェロンが効きにくい人では、ウイルス側の因子がいいと 64％治りますが、ウ

イルス側の因子も人間の遺伝子もインターフェロンが効きにくい人は、残念ながら極めて治療

効果が悪い結果でした。2010 年に虎の門病院から世界へ公表したデータです。ペグとリバビ

リンで一度でも消えた人や、IL28 の遺伝子が TT の人はインターフェロンが効きやすくてほ

ぼ治ります。実際に 94％治りました。これはテラプレビルの発売される 2 年前に実はわかっ

ていたわけであります。 

 一方、この薬は大きな副作用があることも知られておりました。一番は貧血です。リバビリ

ンでも貧血になるのに加えて貧血になる。皮膚に結構強い発疹が出る。それから食欲減退、そ

れ以外にもう一つ、腎臓が悪くなる人

もおりました。治験の段階で、ほとん

ど問題なく使えた人は全体の 3分の 2、

65.9％でした。副作用対策をしないと

駄目で、中止になった人が 3 分の 1 出

たということで、いろいろな先生が

「テラプレビルは非常に問題である」

と盛んに言われました。 

 しかし逆に言うと、治験で副作用が

きちんと報告されると発売前に対策

が打てます。日本人はそういうことに

非常にすぐれています。例えばテラプレビルの早期にステロイド剤を飲むと皮疹はすごく少な
 

Telaprevir・Peg-IFN・Ribavirin 3者併用療法の
副作用に対する対策

２、血球減少（貧血）への対策

１、皮膚症状への対策

３、尿酸・クレアチニンの上昇例の頻度と対策

４、αｰインターフェロンによる鬱・全身倦怠感

Telaprevirの開始用量は1500mg/日も考慮

ステロイド剤の早期の経口投与

抗尿酸剤の早期投与

βｰインターフェロンへの早期切り替え
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くなります。貧血に関しては、テラプレビルを日本人に合った 3 分の 2 量の 1,500 ㎎にすると

非常に少なくなる。腎臓に関しても尿酸を下げる薬を早く飲めばいい。それからαインターフ

ェロンではうつになりますから、うつ傾向の人は途中でβインターフェロンに切り替える。こ

の 4 つの対策によって副作用による中止が激減しました（図 4）。 

 2011 年 11 月 28 日の発売からわずか半年で全国の 3,563 人に使われた。これは詳しい調査

が国から義務づけられて出たデータです。先生が登録しないと使えませんから、1 例の漏れな

く患者さんがどうなったかがわかるわけです。現在は 1 万例に使われております。 

 今まとまっているのは約 3,600 例です。男性が 2,113 人、女性が 1,440 人。一番若い人は

16 歳で、最高齢はなんと 81 歳です。この方はお坊さんで「自分は墓場までウイルスを持って

いきたくない。中止になってもい

いから」と言われて治療をしたそ

うですが、実際には治らなかった

そうです。それからヘモグロビン

量が 7.7g/dl で非常に貧血の人も

入っていますし、非常に血液の多

い人も入っています。体重は 31.5

㎏もいますが 134 ㎏の人にも使わ

れた。初めて治療をする人が 1,296

人、インターフェロン治療をして

再燃した人が 1,420 人、インター

フェロンとリバビリン治療で全くウイルスが消えなかった人が 65 人。つまり再燃が 40％で最

も多い。 

 発売後、全国で治療が行われた

約 3,000 例の結果です（図 5）。

グラフの左が治験、右が発売後の

データです。発売前は副作用が出

て大変だと思われたのですが、発

売後の経過は全国どこでも極め

てよく、初回治療では［陰性化率

が］91.2％まで上がって、治験よ

り 18％ぐらい効果が上がった。

再燃例では治験が 88.0％、発売後

が 90.2％です。一番悪かった無効

例が、治験の成績 34.4％、発売後は 68.2％。治験の段階でいろいろな工夫をしなければいけ
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ないとわかったために噂とは違って極めていい結果になりました。 

 年齢が高い人ではとても使えないとも言われたのですが、40 歳以下では 91.8％、65 歳以上

も 81.8％、70 歳以上も 80％の人が治りました（図 6）。この時点では 85％が治癒しました。

現在全国で約 8,000 例が治ったらしいという結果です。 

 テラプレビルで治験よりも発売後の治療成績が上がった最大の理由は、副作用対策によって、

治療を完遂した人が増えたことです。治験のときは途中で副作用にびっくりして中止になった

人が多かった。それで肝臓の専門医しか治療を行わなかったこともあり、副作用マネジメント

を非常にうまくやっていただいた結果、実際には効果が上がりました。 

 虎の門病院においても同じ結果

でした。グラフの左は虎の門病院で

の治験の成績です（図 7）。治験の

初回治療例は全国で 73％の著効率

でしたが、虎の門病院の治験では

76％（17 例中 13 例）で、市販後は

92％です。再燃例では、治験では

90％で市販後は 88％。前治療無効

例の治験は全国成績より悪くて

27％（15例中 4例）、発売後は 83％。

治療効果が高く、全国結果とそう大

きな変わりはありません。 

 ヒトの遺伝子も調べております

ので、IL28 でインターフェロンが

効きやすい TT の人はほとんど治

っています。インターフェロンが

効きにくい人は、ウイルス側の因

子がいいほうは 82％ですが、ウイ

ルスも悪い人は 50％にとどまった

ということです（図 8）。 

 結論を言うと、テラプレビルの

市販後の成績は、治験時の 73％か

ら 92％に上がりました。一方、ペ

グ＋リバビリンでウイルスが一度も消えなかった人で、なおかつインターフェロンが効きにく

い遺伝子の人では治療効果が悪かったという結果になりました。この 2 年間、テラプレビルを

盛んに使われた先生と、副作用があるから使わない先生と分かれましたが、実際に使われた先
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生の感触は、よかったということになります。 

 

3．申請中・治験中の新薬 

 

 その後、治験はどんどん進歩しております。プロテアーゼ阻害剤のうち、シメプレビルがも

うすぐ承認になります。治験中と申請中は違います。「治験中」とは、結果によっては駄目か

もしれないものです。「申請中」は、厚

労省が「結果がよかったので審査をし

ますから、どうぞお出しください」と

いう意味です。ですから、シメプレビ

ルに関しては結果がよかったので申請

中です（図 9）。治験が終了しています

から当然データがあります。 

 それから 3 つの薬が治験中です。フ

ァルダプレビルという薬剤と、ペグ＋

リバビリン＋MK7009。さらに、うつ

病あるいはうつ症状があってペグが使えない人にβインターフェロン＋リバビリン＋テラプ

レビルが治験中です。 

 

(1) シメプレビル 

 テラプレビルのあとに出てくると思われるシメプレビルというプロテアーゼ阻害剤のお話

をします。2009 年から治験がスタートして、そろそろ通ります（12 月現在、承認済）。日本

も海外と同じように治験が動いています。 

 このシメプレビルは、テラプレビルと治療法はほとんど変わりがありません。ペグインター

フェロン＋リバビリンとシメプレビルを 3 カ月（12 週間）使います。その後、さらに 12 週間

ペグ＋リバビリンを使う群と、ウイルスが消えるのが遅い人は 48 週間までペグ＋リバビリン

を延ばします。ほとんどは半年の治療で終わります。それで従来のペグとリバビリンとの比較

をするわけです。 

 その結果、シメプレビル＋ペグ＋リバビリンの群の初回治療は 88.6％が治癒しました。一方、

ペグ＋リバビリンの人は 58％が治癒しました。こちらは 48 週間で前者のほとんどが 24 週間

ですので、治療効果も高いし治療期間も短いということで、ペグ＋リバビリンを使うよりはい

いだろうとなりました。また、インターフェロンが効きやすい遺伝子の人だけで見ると、シメ

プレビルとペグ＋リバビリンは 93.9％治ります。効きにくい遺伝子の人でも 78.0％治ります。

一方、ペグ＋リバビリンでは、効きやすい遺伝子の人では 71.4％、効きにくい人では 22.2％。

 

１、ペグ・リバ＋シメプレビル併用療法（治験終了・申請中）

我が国のIFN+リバ＋新規プロテアーゼ阻害剤の
Ｇenotype１型症例の治験状況

３、ペグ・リバ＋ＭＫ7009併用療法（治験中）

２、ペグ・リバ＋Ｆａｌｄａｐｒｅｖｉｒ併用療法（治験中）

2013年9月1現在

４、β-IFN+リバ＋テラプレビル併用療法（治験中）

（鬱症例のみ）
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つまり 2 剤よりも 3 剤がいいのです（図 10）。 

 さらに前治療再燃例、つまりペグ＋リバ

ビリンで一度ウイルスが消えた人は、テラ

プレビルと同じで 89.8％治りますが、前治

療無効例はシメプレビルでの 12 週間、24

週間を見ても、残念ながら 50.9％、35.8％

と治療効果が低い。テラプレビルと非常に

よく似て、ペグ＋リバビリンが効かない人

には治療効果が低いという結果でした。 

 IL28 の遺伝子別で見ると、前治療無効例

でのインターフェロンが効きにくい遺伝

子の人は 42.4％。ペグ＋リバビリンの前治療でウイルスがいったん消えた人は、遺伝子に関係

なくほぼ治ります。 

 この試験でテラプレビルと違うことは

もう一つあります。テラプレビルは、「ペ

グイントロン」と「レベトール」としか使

えませんでした。今回は「ペガシス」と「コ

ペガス」でも使えます。つまりα製剤のイ

ンターフェロンの中で 2a と言われている

「ペガシス」と「コペガス」、それから 2b

と言われる「ペグイントロン」と「レベト

ール」の 2 種類が使えます。 

 インターフェロンα2b と一緒に使った

シメプレビルの試験です（図 11）。24 週の

著効率を見ても、初回治療が 91.7％（2a

は 88％）、再燃は 96.6％（2a は 90％）、

前治療無効は 38.5％（2a は 50％）ですか

ら、日本での治療効果は、2a を使っても

2b を使っても基本的には変わりません。

初回、再燃、無効で分けて見ると、特に再

燃ではものすごくいいのですが、前治療無

効例が非常に悪いのも同じでした。 

 シメプレビルの第Ⅲ相では全体でこの 4 つの試験が行われました（図 12）。コンチェルト 1、

2、3 がペグインターフェロンα2a で、コンチェルト 4 が 2b で、やはり前治療無効の人が両

 * IL28B 遺伝子多型（rs8099917） Hayashi N et al. Oral presentation at JSH 2013
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IFN効き易い遺伝子 IFN効きにくい遺伝子（週）
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CONCERTO-1 ：初回治療例にたいするペグ・リバ・
シメプレビルの遺伝子多型別の著効率

ペグリバ・
シメプレビル

ペグ・リバ
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方とも結果が悪い。 

 するとテラプレビルとの違いは何かということですが、副作用が違う。シメプレビルは、副

作用対策をほとんどしなくてもテラプレビルよりも治療効果が高かった。テラプレビルは、副

作用対策をうまくやれば、シメプレビルと同等の成績になる。しかし前治療無効例で、人間の

IL28 という遺伝子がインターフェロンが効きにくい人に関しては、シメプレビルもテラプレ

ビルも十分満足な治療成績ではなかったという結果です。 

 ９月の終わりぐらいには、シメプレビルが承認されたという記事が新聞に出ると思います。

薬の値段がついて 11 月の後半になると一般的に使えるようになるだろうと思います。では、

我々医者はどういう選択をするのでしょうか。基本的には患者さんと医師が相談をして決める

のですが、当院で私が考えているのは、初回治療と再燃例に関しては、治療効果も安全性も高

いので第一選択はシメプレビルだろうと思います。しかし前治療無効例はシメプレビルもテラ

プレビルも治療効果が 50％以下ということで、いかに工夫をするかを今後は考えることにな

るでしょう。これは先生によって考え方が違います。 

 

(2) BMS社による経口 2剤 

 いずれにせよ残された問題は前治療無効例です。要するにペグインターフェロン＋リバビリ

ンでウイルスが一度も消えず、人間の遺伝子がインターフェロンに効かないタイプの人です。

それから高齢でインターフェロンが使

えない人も残ります。当院でも 70 歳代

が全体の 31％いらっしゃいますので、

ここを何とかしなければいけない。それ

でできたのが、インターフェロンなしの

飲み薬だけの治療です。 

 飲み薬は、日本では今 4 社が治験をし

ています。取りかかったのが早い順番で

す（図 13）。BMS（ブリストル・マイヤ

ーズスクイブ）社、アッビー社、ベーリ

ンガーインゲルハイム社、ギリアド・サイエンシズ社です。ジェノタイプ 1 型と 2 型があるう

ち、BMS はジェノタイプ 1 だけが治験を終了いたしました。アッビー社はジェノタイプ 1 も

2 もやっていますが、現在フェーズⅡa の治験中です。ベーリンガー社はジェノタイプ 1 のみ、

ギリアド社はジェノタイプ 2 のみが治験中です。 
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 まずジェノタイプ 1 型。1 型は日本

人には一番多くて 7 割ですが、治らな

いのも 1 型です。この 1 型に対する

NS5A 阻害剤と NS3 阻害剤の 2 種類

に関して名前がつきました。市場に出

そうだと名前がつきます。NS5A 阻害

剤ダグラタスビル（BMS-790052）と

NS3 阻 害 剤 ア ス ナ プ レ ビ ル

（BMS-650032）という薬剤です。 

 この治験に関しては、この宮川財団

の前回と前々回の講演でもお話をしております。復習の意味で、まず一番最初の安全性試験と

言われる 10 例です（図 14）。患者さんはペグインターフェロン＋リバビリンで 12 週間経って

もウイルスが 100 分の 1 にならなかった人。こういう人はほとんど治らないわけですが、そう

いう 10 人に飲み薬 2 剤の治験が行われました。65 歳以上も 3 人入っております。本当にパイ

ロットスタディです。 

 この人は 62 歳の男性で、ペグ＋

リバビリンでウイルスがほんの少

し下がったのですが、無効であると

いうことで NS5A 阻害剤と NS3 阻

害剤、ダグラタスビルとアスナプレ

ビルの2剤を使ったら治った（図15）。

これは 2011 年のことです。10 例の

試験が行われ、既に論文により報告

しておりますが、全例が治りました。

1 例、黄疸とビリルビン上昇のため

に中止になりました。2 週間使って

黄疸が出たのでびっくりしてやめた。結果としては治りましたがそういう事実がありました。

この 1 例だけビリルビンが 7 ぐらいまで上がって、服用をやめたらすっと下がって結果的に治

りました。 

 しかし 10 例中 1 例で黄疸が出るということは、100 例やったら 10 例、1,000 例なら 100 例

ですから工夫をしなければいけません。どの薬剤のために黄疸が出るかを調べたところ、NS5A

阻害剤には全く問題ないことがわかりました。NS3 阻害剤の量が多いのではないかと考え、

この試験以降は NS3 阻害剤を 3 分の 1 に減量しました。減量して効かないかもしれない心配

はありますが、副作用があってはいけない。こういう 1 例があると、すぐに副作用があると騒



17 

 

がれてしまうのです。インターフェロンが全く効かない全国 22 例のうち 21 例が治り、1 例は

黄疸が出たという結果です。 

それからインターフェロンが使えない人もいます。高齢とか、うつがあるとか、いろいろな

理由で使えない 22 人に投与したところ、こちらは 63.6％と治療効果が悪かったのです。そう

すると、「いや、この薬は効かないよ」とすぐに噂が飛んでしまいます。20 例や 22 例ではか

なり格差が出ますし、いろいろな

事情がありますから、国では最低

100 例以上のデータを求めます。

それがフェーズⅢで、あとで結果

を出します。 

 こうして日本人への経口 2 剤

では、前治療のペグ＋リバビリン

で全くウイルスが減らなかった

人は、最終的に 90.5％が治りま

した。それから不適格（インター

フェロンが全然使えない人）は

63.6％でした（図 16）。ここまでが昨年お話しした結果です。この宮川財団の講演で、昨年 9

月 1 日、ちょうど 1 年前に「NS5A 阻害剤と NS3 阻害剤の結果では、全体の 8 割が治癒いた

しました」とお話をしたら、すぐに「全国ではいつ使えるのか」と聞かれました。そのときに

私は「来年も私がこのお話をしたら本当だし、来年何もお話をしなかったら嘘だと思ってくだ

さい」ともお話をしました。 

 その理由は、1 つの薬が世の中に出るのは非常に大変なのです。基礎研究、動物実験、非臨

床試験をやって、ヒトに治験して、副作用を見ながら少数例で薬の量を試す。この第Ⅱ相試験

までが昨年終わりました。薬の量や投与期間、どういう人に使うかも定まると、第Ⅲ相という

多数例の試験に入ります。昨年は第Ⅱ相でしたが、1 年経って第Ⅲ相試験に移りました。大規

模試験です。全国の先生方に協力をお願いして第Ⅲ相試験を行いました。 

  その結果です。まず、ペグ＋リバビリンでウイルスが一度も陰性化しなかった 87 例に使

うと 81％の人がよくなりました。20 例のときは 90％でしたから結果は 1 割下がりました。ま

た、高齢者や肝硬変やうつという不適格の人に使って、前回は 22 例で 64％しか治らなかった

のですが、今回の 135 例では 89％まで治りました。こちらは逆にぐーんと上がりました。で

すから少数例というのは意外とあてにならないものです。そこであまりいろいろ考えるのでは

なく、第Ⅲ相試験と言われる大規模試験の結果を正しく見ることが大切です。ついこの前、こ

うした結果が出ました。 
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(3) 高齢者・肝硬変患者への経口 2剤 

 では 70 歳以上の高齢者にはどうでしょうか。当院のデータです。高血圧があってインター

フェロンが使えないと判断をした 75 歳の女性に、飲み薬だけの治療を行いました。4 週目で

ウイルスが消えて、2012 年には終了して治りました。当院では 70 歳以上の 8 人にフェーズⅢ

の大規模試験を行いました。3 例はペグ＋リバビリン、あるいはβ＋リバビリンで全くウイル

スが消えなかった人です。IL28 は TG の人ばかりで、ペグ＋リバビリンでは治らない人も全

員治りました。 

 また、リバビリンが使えないくらいのひどい貧血の人、糖尿病、インターフェロンを使うと

呼吸困難でとても駄目だという人、それから高血圧、こうした理由でインターフェロン不適格

の 70 歳以上の 8 人に対して当院で経口 2 剤を飲んでいただいたところ、全員のウイルスが 4

週目で消えて、全員が治ったという結果でした。 

 70歳以上への当院での治療効果を見ますと、過去 20 年前のインターフェロン単独時代の治

癒率は約 11％でした。リバビリンを加えても 34％でした。副作用を我慢してテラプレビルを

しても 66％でした。今回、札幌と広島と当院の 3 施設を全部合わせて経口 2 剤を 13 例やりま

した。当院は 7 例中 1 例が治らなくて、3 施設では 13 例中 12 例が治ったという結果でした。

つまり高齢者にも使えそうだということです。 

 それから肝硬変に対しても治験をしました。若くして肝硬変で気の毒だった、当院での 53

歳の例です。NS5A阻害剤とNS3阻害剤を投与すると 4週目でウイルスが消えて治りました。

血小板が 7 万 2,000 ぐらいですね。GOT が 140、GPT が 90、ビリルビン、黄疸も少し高い。

糖尿病があってうつもあるということでしたが、うまく治りました。当院で過去にインターフ

ェロンをやって全く無効だった肝硬変の方は 4 例中 3 例が治りましたが、1 例は残念ながら治

りませんでした。それから肝硬変でもインターフェロンが使えない人、高齢者や重い糖尿病と

か、いろいろな 5 例でやったところ、4 例が治りましたが 1 例は治りませんでした。治らなか

った 1 例は、力が入らない、目が開けられないという重症筋無力症があって、それが悪くなる

ということで中止いたしました。そのために消えていたウイルスが 4 週目で再燃し、ウイルス

量が上がってきたのでやめました。副作用はありませんでした。当院は 9 例中 7 例で 77.7％

という最終的な結果でした。全国の肝硬変患者に対しては、今集計をしていますが、9割ぐら

い行けそうです。 

 

(4) 経口 2剤の副作用 

 当院の第Ⅱ相、第Ⅲ相試験、全部合わせた 63 例の副作用です。それを副作用と言うかどう

かは別ですが、ALT が上がったのが 3 例、それから一番最初のパイロット試験でビリルビン

が上がった人が 1 例、先ほどの第Ⅲ相試験での重症筋無力症の悪化が 1 例、それから統合失調

症という、いわゆる精神科の疾患が 1 例。この人は、ウイルスは消えたのですが、途中でいな
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くなってしまった。元気なのですが病院に行きたくない。ご主人を通して元気にしていること

はわかったのですが、6 カ月目の採血ができないので、治ったか治らないかがわからない。残

りの方は全部治療が完遂できたという結果でありました。つまり中止になったのは 6 例です。

そのうち統合失調症の人は治ったかどうかがわかりませんが、重症筋無力症の 1 例を除いて、

副作用で中止の 6 例中 4 例が治ったという結果でした。白血球の中の好中球が減ってインター

フェロンが使えない人も、経口 2 剤で治りました。第Ⅲ相試験は、ペグインターフェロン＋リ

バビリンで全くウイルスが消えない人のうち著効率が 81％、高齢や肝硬変の人は 89％が治っ

たという最終的な結果です。 

 今日の時点では、第Ⅲ相試験の結果が終了したので、これをもって厚生労働省に申請を出し、

承認されると使えます。日本でこの経口 2剤が使えるようになるのは来年の今頃ではないかと

思います。お決めになるのはすべて厚生労働省で、私が決めるわけではありません。我々治験

をした者としてはなるべく早く認めてもらいたいと考えております。世界のうちでも最初に日

本で内服剤が承認される可能性があります。 

 

(5) アッビー社による経口 2剤 

 アッビー社が同じく NS5A 阻害剤と NS3 阻害剤という、BMS と全く同じ薬を開発して現

在フェーズⅡの治験が行われております。何が特徴かというと、12 週間投与ということです。

世界ではこちらが早くて 12 週間と 8 週間と 24 週間の試験が終わりました。結果は 448 例の

ほとんどが 88～100％著効です。日本で少ないジェノタイプ 1a が悪いのですが、日本で多い

1b は 96～100％です。しかも 1b の 8 週が 96％、12 週が 100％。しかしこれは海外のデータ

です。よくいろいろな先生が海外のデータをお話になりますが、日本でのデータはまだわかり

ません。 

 日本では NS5A 阻害剤と NS3 阻害剤のフェーズⅡです。12 週間と 24 週間。8 週はやって

おりません。量は 150 ㎎と 100 ㎎で、12 週が 18 例、18 例、24 週が 7 例、7 例ですから前よ

り少ない例数です。BMS の不適格不耐容 20 例では 64％でしたが、例数の少ないアッビー社

では、今のところ 12 週間で 100 ㎎が 100％、150 ㎎が 88％。24 週間では 150 ㎎でも 100 ㎎

でも 7 例中 7 例の 100％という結果になりました。このジェノタイプ 1 に対するアッビー社の

内服薬治療の成績は、日本では誰も話していないと思います。これが最初です。今のところ少

数での試験では 90％以上です。しかし今は第Ⅱ相で、これから第Ⅲ相をします。第Ⅲ相では

例数をとても多くしますので最低 2 年はかかります。BMS の治験のほうもそうでしたが、そ

ちらは第Ⅲ相が今終わって、これから申請ということになっているのです。 

 私が考える、高齢化する日本での 1b 型の症例での治療は、今現在はαインターフェロン＋

リバビリン＋テラプレビルで、11 月ぐらいからはシメプレビルが中心になるだろうと思いま

す。うつの人はβインターフェロンとリバビリンになります。来年ぐらいには経口 2剤が第 1
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選択で、飲み薬だけで治せる人は治せるようになり、さらに先に行くと 12 週間の治療に移る

可能性が高いと思います。日本は、少数例では 12 週と 24 週の結果に差がないということで、

第Ⅲ相試験は世界と同じ 12 週になります。その結果が出ないとわかりません。 

 それでも効かない人には副作用が全くないλインターフェロンがあり、世界で治験が行われ

ております。これの第Ⅱ相試験の結果は著効率が 100％です。同じインターフェロンでも副作

用がありません。ただ注射を打たなくてはいけないという面倒くささはあります。 

 

4．2 型で治癒しなかった人 

 

 このように 1 型はどんどん治療が進んできました。では 2 型はどうでしょうか。2 型は既に

あるペグインターフェロン＋リバビリンで 88％治っています。ほとんどの 2型は治るのです。

ところが残念なことに治らない方が 1 割ぐらいいらっしゃる。そういう人たちのために、1 型

と同じペグインターフェロン＋リバビリン＋テラプレビルの治験が終わりました｡2 型にペグ

＋リバビリンをやると普通はウイルスが消えて治りますが、1 割の人は治らなくて再燃しまし

た。そういう人に、ペグインターフェロン＋リバビリン＋テラプレビルを投与したところ、1

週間でウイルスが消えて治りました。 

 当院では 11 例の治験が行われました。ペグインターフェロン＋リバビリンで再燃をした、

あるいはインターフェロン＋リバビリンで再燃をした 11 例に、ペグインターフェロン＋リバ

ビリン＋テラプレビルを半年間使ったら、11 例中 10 例が治って 1 例だけが治らなかったとい

う結果です。全国の結果も同じです。再燃の 108 例中、97 例（89.8％）が治りました。全例

ではありません。ここでまた 1 割ぐらい治らない人が出てくる。 

 それからペグインターフェロン＋リバビリンでウイルスが一度も消えなかった人。滅多にい

ないのですが、全国でやっと 10 人集めて治療をやりましたら 50％治ったという結果です。こ

れも今年中には申請をします。テラプレビルがもう保険を通っていますので、来年からは使え

るようになると思います。 

 それから 2 型のうつの人がいます。こういう人にはβインターフェロン＋リバビリン＋テラ

プレビルが使えます。αインターフェロンではうつになった人もβインターフェロンはあまり

うつにならないのです。βインターフェロン＋リバビリンをやっても治らなかった人にはβイ

ンターフェロン＋リバビリン＋テラプレビルを投与し、ウイルスが消えて現在は治っています。

当院では 3 例で、1 例は治りませんでした。55 歳の女性が貧血のために中止にしたら、再燃し

ました。こうした、うつの人たちにも治験が進行しているということです。 

 2 型の人に対してのインターフェロンなしの治療で、最近出てきた飲み薬がギリアド社の

GS7977 です。海外ではすごく効くというデータが出ていて、ジェノタイプ 2 型の人に GS7977

＋リバビリンの飲み薬だけで 86％の人が治癒しています。貧血はあるのですが大きな副作用
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はないということです。この GS7977 はものすごくいいと言われますが、日本では治験がまだ

始まったばかりで成績が全くないのが現状です。その結果を見てから日本ではどうか、という

判断になります。 

 

5．今あるベストな治療を受ける 

 

 このように、C 型肝炎の治療はどんどん進歩しています。間もなく飲み薬だけの 24 週で 8

～9 割が治ります。2 年後になると、12 週で 8～9 割治る。何年後かはわかりませんが、さら

には 8 週間、4 週間、10 日、5 日、そんな感じになってくると思います。そう言っているうち

に年をとってしまって、違う病気で命をなくすのかもしれません。 

 実際にこれだけ C 型肝炎の治療法が出てくると、患者さんの考えとドクターの考えに基づい

た話し合いが必要です。我々医師が患者さんを引き受けるときは、医師法では「契約」になっ

ています。医師は患者さんに対して最善の医療を提供することを約束します。患者さんのほう

は医師に治療を任せます。話し合って決めることで、本来は他人があまり口出しすることでは

ありません。 

 こういう事例があります。最初にインターフェロン治療をしました。今はもうなくなったア

ドバフェロンという薬剤でした。あまり使われないと薬はなくなってしまうので、この薬は発

売中止になっています。つまりインターフェロンを使ったのだけれども治らなかった。このと

きのインターフェロンのトラウマで、「インターフェロン治療は二度と嫌だ」と言われると、

医者も治療ができないのです。同意書にサインが必要なので、インターフェロン治療ができま

せん。次善の策で強ミノとウルソでずっとよかったのですが、インターフェロンが終了して 8

年後、内服薬が出る前の 2011 年にがんが出ました。 

 一方、インターフェロン＋リバビ

リンで再燃した例です。しかし発が

ん予防でαインターフェロン（スミ

フェロン）をずっと打って、テラプ

レビルまで待ちたいというお話で

した。なぜかというと 1b の高ウイ

ルス量で、途中で調べたところ IL28

は TT でした。ISDR 変異数もゼロ

で、ウイルス側のコアも 91 がミュ

ータントということで、インターフ

ェロンが効きにくい。テラプレビル

が出たら治るだろうから待ちましょうという方針でした。その間、がんにならないようにイン
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ターフェロンを少量続け、テラプレビルが 2011 年 11 月に出て、その日からすぐテラプレビル

の治療をして、この人は治りました。いずれも医師と患者さんとがお話をして決めたことであ

ります。 

 テラプレビルが出たのでやりましょうと話しても、「副作用があるから嫌だ」「先生、いっぱ

い死んでいるという噂ですよ」と言われると、医師は治療ができないのです。そう言っている

うちにがんになった 1b の人が 1,211 名中 41 名いらっしゃる。しかし、どの世代でも、がんに

なっている率は、そう変わりません。86 歳以上になると多いのですが、それ以外はだいたい 5％

以下です。 

 ただ、AFP の値だけは非常に参考になります（図 17）。テラプレビルの治療が嫌だと言って

いたときに AFP 値が 31 以上だった 29 人のうち 18 人ががんになっています。AFP が 11～30

では 121 人中 13 人ががんになっている。3 以下の人でも運悪くがんになる人もいるという結

果です。 

 ガイドラインでも書いているのですが、私自身は、今あるベストの治療をしたほうがいいと

思います。2 年前からはテラプレ

ビルでした。ご本人がどうしても

嫌で待つという以外はその治療を

勧めます。シメプレビルがあと 2

カ月で発売になります。内服 2 剤

が来年出ます。治療ができる人は

やったほうがいいというのが基本

的な考えです。 

 今年のガイドラインでは、1b の

第一選択はペグイントロン＋レベ

トール＋テラプレビルです（図 18）。

厚生労働省と肝臓学会の間で来年

いち早くシメプレビルのガイドラ

インを作る準備をしておりますの

で、第一選択はシメプレビルにな

るでしょう。貧血の対策も、一昨

年からテラプレビルを 1,500 ㎎と

いうガイドラインを出しました。

このガイドラインで治療をして、

全国 1 万例の 8,000 例が治ったと
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いうことです。 

 基本的にはこの 1 枚のスライドです（図 19）。C 型肝炎の治療はどんどん進歩しますが、今

治癒できる人は治療を行うべきである。これが基本的な考え方です。しかしペグ＋リバビリン

＋プロテアーゼ阻害剤という今ある一番いい治療をやって治らなかった場合、あるいは絶対に

できないという場合は、たとえ経口 2 剤の使用可能まであと 1 年でも、せめて発がん予防の治

療をしたほうがいいだろうと考えております。 

 ここまでが C 型肝炎です。ここでご質問がある方にはお話をして、ちょっと休んで後半を B

型肝炎に充てたいと思います。ご清聴、ありがとうございました。（拍手） 

 

6．質疑応答（C 型肝炎） 

司会 熊田先生、どうもありがとうございました。今から質問に入ります。質問の司会は東京

肝臓友の会の米澤敦子さんにお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

米澤 ただいまご紹介いただきました NPO 法人東京肝臓友の会の米澤敦子と申します。まず

C 型肝炎の治療についてのお話をいただきましたので、ここで熊田先生が今までお話しになっ

た C 型肝炎の内容についてご質問を受けさせていただきます。手を挙げていただいて、質問を

受けたいと思います。 

質問 1 病院で、型が不明と言われた 

質問者 1（女性） 型を調べていただいたのですが不能と出て、1 型、2 型、a 型、b 型のどち

らかがわからないという結果です。そういう型のわからない人はどうしたらいいのですか。 

熊田 保険が通っている通常の検査をすると、型がわからない人が 1.3％ぐらい出ます。遺伝

子解析の技術を持っている研究室のある大きな病院に行くと、型が 100％出ます。日本人の型

は 1b、1a、2a、2b、3a、3b、もともと日本人で外国人から輸血をした人以外はそこにおさま

ります。当院では型は全例出ます。 

 

質問 2 新薬はがん患者でも適用可能か 

質問者 2（79 歳男性） 強ミノやα、βのインターフェロンをやりました。ペグインターフェ

ロンもしましたが結局がんになりました。手術が 2 回、ラジオ波が 20 回近いと思います。塞

栓術もやりました。私は来年 80 歳になります。主治医の先生は、副作用が強いからリバビリ

ンはやめたほうがいいのではないかとおっしゃられて、がんになったときの対策だけをしてい

ます。治療が終焉をむかえる新しい薬とは、そういう人間にも福音があるでしょうか。 

熊田 まず、80 歳で、がんがありながらお元気なのはすごいことで、その先生はものすごく

治療がうまいのだと思います。ご質問は、がんのある人にも経口 2 剤が使えるかということで

すが、がんが完全に死んでいれば、その時点で肝硬変となりますので保険が使えると思います。

我々は肝硬変の治験を 30 例やりましたが、腹水や黄疸がなければ大きな問題はありませんで
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した。今がんがない人、あるいはがんをつぶして今のところは大丈夫だという人は使えると思

います。 

質問 3 高血圧と糖尿病がある。むくみがあり、かゆみもひどい。インターフェロン治

療は受けられないと主治医の先生に言われているが、病院を変えたほうがいいか 

質問者 3（女性） 父が C 型肝炎で、4 年ぐらい前から治療しています。糖尿と高血圧とむく

みもひどく、いろいろな薬を飲んで、ウルソと週 3 回点滴をしています。だんだんひどくなっ

てきて、今は全身に発疹ができて真っ黒になってしまい、かゆくて寝られない状況です。かゆ

み止めの薬も追加して、2 日に 1 回かゆみ止めの注射を打っています。インターフェロンの本

とかを探して、「こういう治療があるんだけれども受けられないか」と先生に相談したのです

が、父の場合は糖尿病や高血圧があって副作用も危ないので、そういう治療は受けられないと

言われました。ほかの先生に相談したら、このままではあと 2～3 年ではないかと言われて、

何とか助かる方法はないかと思います。インターフェロンとかを無理やりでも受けさせたほう

がいいのか、病院を変えたほうがいいでしょうか。 

熊田 なかなか難しいですが、一番気になるのはむくみです。C 型肝炎でむくみがある人は肝

硬変の可能性が極めて高いのです。慢性肝炎であれば将来は飲み薬が使えると思いますが、む

くみが出ているとなると非代償期という肝硬変で、だいぶ進んだ形です。今かかっている先生

が専門医であれば問題ありませんが、もし専門医でないのであれば、「c-kan.net（シーカンネ

ット）」とかに出ている肝臓の専門医にかかられてご相談されるのが一番いいです。今、私が

あいまいな回答をしないほうがいいと思います。 

質問者 3 わかりました。ありがとうございます。 

米澤 まず専門医の先生にかかっていただくということですね。今、かかっていただいている

先生が専門医かどうかをお調べいただくことからお始めになるといいと思います。 

 

質問 4 ステージ F3で 3剤治療をしたが再燃。今後の治療は 

質問者 4（68歳女性） 今年の 1 月から 6 月まで 3 剤を受けて陰性化したのですが、7 月に再

燃しました。これからどんな治療をしたらよろしいでしょうか。 

熊田 テラプレビルを使って再燃した場合、次に出てくるシメプレビルが効くかどうかです。

これは世界じゅうでまだわかっていません。詳しいことを知るためには遺伝子の検査をしてい

ますか。 

質問者 4 TG です。 

熊田 そういう人はテラプレビルをやっても半分ぐらいしか効きません。シメプレビルでもや

はり半分以下です。経口 2 剤以外には治らない気がします。今は治った状態で、さらにテラプ

レビルの耐性やシメプレビルの耐性も詳しく調べることが可能な時代です。 
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質問者 4 耐性はないと医師がおっしゃいました。途中で中止になるとか著効にならない場合

は耐性だけれども、完遂しましたので、耐性ではないとおっしゃったのですが。 

熊田 ウイルス側のコアがわかりませんが、IL28 が TG の人が今回の 3 剤併用療法で治りに

くいことは事実です。テラプレビルで再燃したときにシメプレビルならどうかは、誰でも経験

がなくて世界のどこにもまだ成績がありません。やってみないとわかりません。経口 2 剤は関

係ないですからいいのですが。 

質問者 4 経口 2 剤が出るまで肝がん予防をするにはどういう治療がいいでしょうか。 

熊田 そこは今診ている先生との相談です。例えば AFP が高いならば発がん予防の治療を何

かしたほうがいいかもしれません。AFP が低いのであれば、負担が少ない発がん予防の治療

をするという選択肢が出てくると思います。 

質問者 4 私は年齢的にも、肝臓の状態も F3 なので、ちょっと焦っている心境なんです。 

熊田 インターフェロンが効かないTG、GGで極めてよく治るのは内服 2剤しかありません。

インターフェロンレジメン（治療計画）でなかなか治りにくいのは事実だと思います。経口 2

剤は TG、GG でもほとんど治っていますから、そちらのほうになると思います。 

 

質問 5 肝硬変の症状が出始めた。経口 2剤を待たずにシメプレビル治療をしたほうが

いいか 

質問者 5（女性） 私は人間の遺伝子がコア 70 で、ウイルスもワイルドで、うつも出ていて、

βインターフェロン＋リバビリンの治療を受けましたが無効でした。最近肝硬変の症状が出始

めて、足に軽いむくみが出始めてきました。熊田先生のお話では、治るものだったら早く治療

をしたほうがいいということですが、私の場合、不適格者に入りますか。うつがあったりした

からβに替えています。そういうインターフェロン治療不適格者でも肝硬変の症状が出始めて

いるから、今年 11 月から出る治療を受けたほうがいいでしょうか。 

熊田 11 月から出るシメプレビルは、うつが悪くなるから駄目です。βインターフェロンを

使われていますから、来年出る経口 2 剤か、あるいは今、ベータ＋リバビリン＋テラプレビル

の治験が行われていますから、その施設に入れてもらう。ただ、肝硬変に近い状態ですので、

主治医の先生とかなり密接に話し合いをされたほうがいい。一番難しい症例で、将来の内服 2

剤なら使えますが、この 1 年間をどうしのぐかだと思います。うつのある人は本当に大変なん

ですね。βインターフェロン＋リバビリン＋テラプレビルという今ある治験に入ってみること

が 1 つの選択肢。それか来年まで待つということです。 

 

質問 6 治験よりも市販後の治療成績は上がると期待できるか  

質問者 6（男性） 私は C 型肝炎の治療無効例です。テラプレビルの無効例に対して、治験で

は著効率が 35％だったのに、市販後の臨床では 70％近くまで上がっているのでとても驚きま
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した。今度シメプレビルが出るときも、その工夫によってシメプレビルの成績を治験よりも上

げることができるのか、先生のお考えをお聞かせいただければと思います。 

熊田 テラプレビルの治験で 34.5％だったのが、なぜ市販後に 70～80％になったのか。この

理由は簡単で、治験は中止になったら絶対に駄目なのです。治療を完遂しない限り治験のデー

タ上では治りません。ですからテラプレビルの治験のときに貧血でヘモグロビンの値が 8.5 を

割って中止になったら治験は終わりです。ところが市販後は 8.5 にならないようにテラプレビ

ルを減量したりします。治験は 2,250 ㎎という 1 ドーズ（規定服薬量）ですから、貧血になっ

てもテラプレビルを減量できませんでした。ところが市販後は、貧血になったら早めに 1,500

㎎にできますので治療効果が上がったわけです。これがいわゆる「医師のさじ加減」です。テ

ラプレビルの市販後は、医師のさじかげんができたので治療効果が上がったのです。 

 それがシメプレビルでもできるかどうか。シメプレビルには副作用がないので、基本的には

減量はありません。初回と再燃は副作用が少ないシメプレビルが第一選択だろうと申し上げた

のですが、前治療無効例では、慣れている医師はテラプレビルをうまく使って治療効果を上げ

るかもしれない。それはわからないですね。シメプレビルの調整は、データが何もありません

ので、誰もわからないです。 

 

質問 7 経口 2剤は代償性肝硬変でも保険適用か。好中球が基準値以下でも使用できる

か 

質問者 7（男性） 来年承認が出るという経口 2 剤について、小さい質問で 2 点お願いします。

1 点は、代償性の肝硬変でも保険を使える状態が見込まれているかどうか。2 点目は、インタ

ーフェロンの場合、先ほども資料にございました好中球の数が基準を下回ると打てない。その

点で、経口 2 剤はやはり同じような性格のものなのかどうか。その 2 点について教えてくださ

い。 

熊田 第 1 点に関しては、我々の第Ⅲ相治験で肝硬変は 30 例入れました。厚労省がこの 30

例で十分だとなると承認されると思います。我々としては代償性肝硬変までは使えるようにと

申請します。あとは PMDA（医薬品医療機器総合機構）という厚生労働省の外郭団体が判断

します。いろいろなケースが考えられます。まず 1 つは承認されないケース。2 番目は、一応

承認するけれども、肝硬変だけの治験をもう少し増やしてくれというケース。承認はするけれ

ども治験も同時に行なってほしいと言われることもあります。3 つ目には、30 例あればもう十

分であるというケースがあります。この 3 つのどれになるかはわかりません。 

 それから好中球に関しては、第Ⅲ相試験では、好中球が少なくてインターフェロンが使えな

い人も全部成功しましたので、内服 2 剤では好中球の少ない人は何も問題ありません。 

 

質問者 7 肝硬変に対して追加の治験をすると、期間的には 2 年とか 3 年、またかかるのです



27 

 

か。 

熊田 だいたい 2 年かかってしまうと思います。1 つの治験でⅡ相からⅢ相に上げるには最低

2 年はかかります。 

 

質問 8 慢性肝炎で肝臓の値が低い。年齢的にウイルスが消せるかどうか  

質問者 8（73 歳男性） C の A2 というタイプの慢性肝炎です。2012 年に初めてわかったの

ですが、当時の治療はインターフェロンを 2 カ月ぐらい打ちまして、ウイルスの数値も相当下

がって 2 カ月半ぐらいで退院しました。それから週 2～3 度注射を打ちまして、ウイルスは半

年ぐらいしてからまたリバウンドでずっと上がりまして、今も 1 万以上ウイルスがある状態で

す。GOT/GPT が低くて 30～40 で推移しています。こういう高いウイルス値で、73 歳で今も

働いているのですが、再度消せるのかどうか先生にお聞きしたい。 

熊田 ジェノタイプ 2a ですね。 

質問者 8 C 型肝炎の A（2）と F1 と書かれていました。新犬山分類です。 

熊田 肝生検で針を刺して肝臓の進行具合を見るのだと思いますが、C 型肝炎のタイプが 1 な

のか 2 なのか、いろいろなことが絡んできますので、データがないと一概には答えられません。

専門医とよく相談するのがいいと思います。情報不足でお答えができません。 

米澤 主治医の先生とよくご相談なさってください。まだまだ伺いたいことはあるかもしれま

せんが、そろそろ時間になりましたので、C 型肝炎に関しての質問はここで終わりにさせてい

ただきます。 
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編集後記 

今朝ほど札幌市在住の 33 歳の女性からメール

が届いた。患者会への入会お願いします。「B

型肝炎 E 抗原-、E 抗体+、S 抗原+、S 抗体+

の無症候群キャリアです。自分の子供が欲しい

ので、結婚したいですが、やはり中々肝炎の事

を受け入れてくれる方は見つかりません。 

無症候群キャリアの方と、お見合いできる様な

システム等はどこかに無いでしょうか？ 

回答頂ければ幸いです。」 

若い世代の肝炎感染者の皆さんの気持ちを理

解してなかった自分がそこにいた。今の時代だ

から更に深刻だ。 

肝臓病 治療・新薬情報 

会費納入のお願い 

はまなす肝友会としては「肝炎の苦しみは肝炎患者でしか分からない」という信念で

会報を出版し、北海道保健福祉部と「道特定疾患」の切り崩しをしないよう交渉を続け

てきました。会費を払うことで最新の肝炎医療情報を得、医原病から感染させられた肝

炎患者の立場を行政へ訴え続けることが続けられ、肝炎患者会の使命感と考えていま

す。肝炎患者会は他の疾患の患者会とは全く異質の市民団体的患者会なのです。 

会員の皆様もご経験があると思いますが、肝炎という病気は不安を抱えながらの人生

の繰り返しです。経済的な負担、先の見えない治療法、隠れた偏見、差別。患者会とし

てそのような会員さんの不安を取り除きたい一心で活動してきました。会費未納者の会

員さんへも期待を持って会報を送り続けてきましたが、会の運営維持が困難となりつつ

あります。今回、会費未納者には振込用紙を同封させて頂きましたが、納入の程よろし

くお願いします。また、会費未納者の入金、請願活動募金の一部を患者会運営資金に運

用しなければ会報の発行、肝臓医療講演会の開催が出来ない状況になっております。 

このような現状をご理解の上、会費、活動寄付金の振り込みをよろしくお願いします。 

次号、あるいは次々号では会費納入者のみに日本肝臓学会発行の専門書「慢性肝炎・

肝硬変の診療ガイド（2013）1,260 円（税込） 著者／編集：日本肝臓学会 出版社：

文光堂」（少々専門過ぎて難解ですが）をお送りして、専門書を題材に「札幌緑愛病院 

肝臓センター所長  川西輝明医師」による肝臓病教室の開催も予定しております。 

➡ 会費納入者のみの配布とさせて頂きます。 

 


