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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。 

多くの「国会請願署名」「請願活動募金」ありがとうございました。おかげさまで、4月末現在、

国会請願署名は１８名の会員さんから８４０筆、請願活動募金額は１１名の会員さんからの募金額

が 24.000 円に達し、Ｂ型肝炎訴訟北海道弁護団、東京肝臓友の会へ振り分けてお送りしました。

通常国会の会期中に向けて、5 月 20 日に東京に趣き、国会内各会派への国会請願活動をして参り

ます。 

北海道での署名獲得数は5月4日現在、２万３０００筆を超え、その後も日々増加しております。 

肝炎患者の苦しい生活、療養環境を国会へ訴えて参ります。 

昭和 48年 1月 13 日第３種郵便物認可  

ＨＳＫ通巻 506 号 

はまなす通巻 65 号 

発行 平成 26年 5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（HSK） 

定価 一部 200 円（会費に含む） 

国会請願活動のご報告 
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はまなす肝友会２０１４年度 

医療講演会と定期総会 

日時 ２０１４年６月１日（日）  

●医療講演会 午前 1０時～１２時  ●定期総会 午後１時～２時 

●Ｂ型訴訟説明会 午後１時～２時 

 

場所 函館市亀田福祉センター２階 第２会議室 

住所 函館市美原 1丁目 26番 12号 

元気の出る肝臓医療講演 in 函館 

きっとかなう夢のために～肝がんの不安のなくなる世の中を目指して 

    肝臓を元気にするために！？  アルコールとのつき合い方から最新の治療まで 

 講演者 肝がん検診団団長   

札幌緑愛病院肝臓センター所長 川西 輝明 医師 

無料療養相談 講演終了後（時間に限りが有るため先着順となる場合があります） 

お問い合わせ はまなす肝友会 0138-73-8102 

主催 函館はまなす肝友会      共催 肝がん検診団  

後援 市立函館保健所、道立渡島保健所、北海道新聞函館支社、函館新聞 

       北海道肝炎患者対策協議会 

演者からのメッセージ 

肝がんや肝硬変でも年齢が高くてもそのとき時でできる治療があります。 

 肝がん検診団の取り組みから得た経験を交えてお話したいと思います。 

あきらめないで笑顔で長生きしましょう。もっともっといい治療に巡り会えるように。 

 無料療養相談 講演終了後（時間に限りが有るため先着順となる場合があります） 

もっといい治療があるかもしれないという思いに！ 

今の治療がとてもいい治療であることを実感するために！ 

療養相談を活用して下さい。 
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〇B 型肝炎に対する核酸アナログ剤として、

従来、ラミブジン（ゼフィックス）、アデホビ

ル（ヘプセラ）、エンテカビル、（バラクルー

ド）、がB型肝炎ウイルス増殖抑制剤として、

適用され効果を発揮してきましたが、更に進

歩した新薬テノホビル「テノゼット錠」が 3

月 24日に認可されました。 

〇この新薬は米国ギリアド・サイエンス社が

開発し、グラクソ・スミスクライングループ

がB型肝炎治療薬としての日本における独占

販売権を持っています。（注：テノホビルは日

本において HIV 治療薬として既に承認され

て入り、他社より販売されています。） 

〇この新薬は薬効も高いが、核酸アナログ剤

の問題点である薬剤耐性変異株の出現が少な

いと云われています。従って、核酸アナログ

製剤未治療の患者への第一選択薬として推奨

されると共に、既存の核酸アナログ剤に耐性

を示す患者にも、既存薬と併用して適用でき

るという。 

ウイルスによって引き起こされる病気の 1

つとして B型肝炎が知られています。B型肝

炎は B型肝炎ウイルスによって発症し、肝臓

に巣食うウイルスが原因で慢性肝炎になるこ

とがあります。慢性肝炎が続くと、肝硬変や

肝がんへと移行します。 

そこで、B 型肝炎を治療するために使用さ

れる薬としてテノホビル（商品名：テノゼッ

ト）があります。テノホビルは逆転写酵素阻

害薬と呼ばれる種類の薬になります。 

 

 

Ｂ型、Ｃ型肝炎 新 薬 情 報 

◇ はまなす肝友会「定期総会」のご案内 ◇ 

医療講演会の後に総会が予定されています。会員の皆さんの命を守る肝炎患者会

です。多くの会員の皆さん、ご参加お願いします。 

日時  ２０１２年６月１日（日） 午後１時～２時 

場所 函館市亀田福祉センター  第３研修室 

内容 

２０１３年度活動報告           ２０１４年度活動方針 

２０１３年度収支報告           ２０１４年度予算案 

２０１３年度会計監査報告 
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 テノホビル（商品名：テノゼット）の作用

機序 

B 型肝炎ウイルスによって慢性肝炎が引き起

こされるため、この状態を改善するためには、

肝臓に存在するウイルスを退治すれば良いこ

とが分かります。つまり、抗ウイルス剤を投

与するのです。 

ウイルスが細胞増殖を行うとき、すべての

情報が刻まれている DNA を複製する必要が

あります。そこで、DNAの合成過程を阻害す

れば、B 型肝炎ウイルスの増殖を抑制するこ

とができます。 

ウイルスは細胞を乗っ取ることで増殖して

いきます。B 型肝炎ウイルスが細胞内へ侵入

してくると、ウイルス由来の DNA が放出さ

れます。この DNA が私たちの細胞へ組み込

まれ、B 型肝炎ウイルス由来の遺伝子やタン

パク質を合成するようにプログラムを変えら

れます。 

B 型肝炎ウイルスの DNA が新たに作られ

るとき、RNAと呼ばれる遺伝子を元にして合

成されます。このとき、逆転写酵素と呼ばれ

る酵素が重要な役割を果たします。逆転写酵

素が作用することで、「RNA → DNA」とい

う流れができるのです。 

逆転写酵素を阻害すれば、B 型肝炎ウイル

スは新たに DNA を合成できなくなります。

これにより、ウイルスの増殖が抑制されます。 

 B 型肝炎ウイルス：ゼフィックス（ラミブ

ジン）の作用機序 

このような考えにより、DNA合成を阻害する

ことによって B型肝炎を治療し、慢性肝炎を

抑える薬がテノホビル（商品名：テノゼット）

です。 

 テノホビル（商品名：テノゼット）の特徴 

「ヒトには毒性を示さないが、ウイルスに対

しては毒性を示す」という性質をもった薬が

抗ウイルス薬です。逆転写酵素をヒトはもっ

ていませんが、B 型肝炎ウイルスはもってい

ます。この違いを利用して B型肝炎ウイルス

の増殖を抑制するのです。 

元々は抗 HIV 薬としてテノホビルが利用

されています。この時の商品名はビリアード

です。同じ成分ではあるものの、抗 HIV薬と

して使用されることがあれば、B 型肝炎の治

療薬として用いられることがあるのです。 

B型肝炎の治療は長期に渡ります。これは、

薬を使用してもウイルスを完全に排除するこ

とが難しいためです。そのため、自己判断で

薬の使用を止めてしまうと、肝炎の症状が悪

化してしまうことがあります。 

このような特徴により、それまで使用され

ていた抗HIV薬を「B型肝炎ウイルスに対抗

するための薬」として応用した医薬品がテノ

ホビル（商品名：テノゼット）です。 

〇新しい治療法、第二世代 3 剤治療法が平成

25 年 12 月 6 日より適用実施され、同時に国

の医療助成制度の適用も認可されました。こ

れに伴い、現在は第一選択治療として、ペグ

インターフェロン・ リバビリン（ペグ・リバ）

＋シメプレビル 3 剤治療が推奨されていま

す。 難治型（１型・高ウイルス量）患者にと

っては、現状では、抗ウイルス療法として、
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まずこの治療を選択するのが基本です。 

☆シメプレビルは 1 日に 1 錠で、この薬その

ものの副作用は殆ど無いとされています。 

ビリルビンが上昇することがあるが治ると云

われています。但し、副作用はペグ・リバ治

療と同等であり、これに留意しなければなり

ません。 

☆3ケ月 3剤の後、＋３ケ月ペグ・ リバ２剤

で治療を継続する。合計 6ケ月治療です。 

 期待効果は、初回治療の患者及び前回ペグ・ 

リバ治療で再燃の患者は著効率 90%、前回ペ

グ・ リバ治療で無効の患 者は 50% と云わ

れています。 

〇今年の夏から秋には、飲み薬のみの画期

的新薬の認可が見込まれ、期待されていま

す。 

☆ブリストルマイヤー ズ製の経口薬「ダクラ

タスビル」と「アスナプレビル」です。 国内

初のインターフェロンフリー療法 です。 

 著効率は高く、副作用は殆どないと云われて

います。インターフェロンを使わない内服薬

２剤のみで治療できます。患者にとって負担

が軽くて済みます。 今後、状況によって、こ

の経口新薬が一気に広がる可能性があります。 

＊対象は、難治型である 1 型高ウイルスの肝

炎・ 肝硬変患者です。 

 ＊著効率は 80％～90％の高率が期待されて

います。副作用として ALTが上がることがあ

ります。 

 ＊患者の遺伝子検査などで、変異株について

事前検査は可能でありますが、可能な病院は

限られています。 

 ＊変異株による耐性の問題は未知のことが

多く、解明はこれからで、対処法もはっきり

示されていません。 

〇上記の経口新薬のみでなく、続々新経口薬

が治験中であり、将来の認可が期待されてい

ます。 

〇「今開始すべきか」、「次を待つべきか」、思

案中の方からいくつかの相談を受けています。

勿論、患者個人の諸々の 状況によりその答え

は違ってきますが、難治型（１型・高ウイル

ス量の患者）について、次に治療の選択肢を

述べ、ご参考に供したいと思います。 

1.先ず、過去にペグ・リバ治療で“再燃”し

た患者又は初回治療患者は、シメプレビルの

治療効果は著効率は約 90％ですので、できる

だけ早く、この３剤併用治療の開始をお薦め

します。ペグ・リバ治療より著効率は高いが、

副作用はペグ・リバ治療と同等です。副作用

が忍容できそうであれば、この療法を受ける

のが第一選択肢です。（血球、ヘモグロビン、

血小板などの忍容性は医師により、自覚症状

は耐えられるかどうかは患者個人の判断で決

めることになります。）。初回治療の患者は、

副作用は未知数なので、まずやってみること

です。その後は主治医示唆にしたがって対処

すればよろしいかと思います。できれば遺伝

子検査などを受け、一定に予測をもって、専

門医の指針によりこの治療に挑戦されること

をお薦めします。 

2.ペグ・リバ治療経験者で“無効”だった患

者は、できれば、患者個人の詳細な遺伝子検

査を受け、専門医の診断によりこの治療を行
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うか、次の新薬を待つかを判断し、選択すべ

きでしょう。（一般的には著効率は 50％程度

で、他に比べ高いとは云えません。） 

3.諸般の事情でシメプレビル治療ができない

患者は当面、少量長期インターフェロン治療

や肝庇護療法(強力ミノファーゲン C 注射・ 

ウルソ服用・ 瀉血等)で肝炎を抑えながら今

年秋に認可見込みの経口新薬を待って治療す

ることとなります。この新薬の著効率は高く、

副作用は少なく、高齢でも適用可能と云われ

ています。但し、この新薬を待っている間に

肝炎や肝硬変の進行・重症化はあり得るし、

肝がん発症のリスクもあります。新薬の著効

率の期待値は高いのですが、ウイルスの変異

耐性（効かなくなる）問題は残っています。 

 

〇長年にわたる C 型慢性肝炎・肝硬変患者、

特に高齢者はいつ肝がんが発生しても不思議

ではないので、一日でも早い治療が基本です。

主治医と相談して、今一度、血液検査や遺伝

子検査結果を評価し、且つ、自分の過去のペ

グ・リバ治療などの副作用に耐える力を予想

し、シメプレビル治療ができそうであれば、

この治療を開始することをお勧めします。も

し、シメプレビル治療が必ずしも奏功しなく

ても、次の新薬治療はできますので、まずは、

前向きにトライするという考えも一案です。

しかし、事前検討で、シメプレビル治療が極

めて困難という結論になれば、将来の経口新

薬を待つことになります。いずれにしても、

今シメプレビル治療を開始するのも、経口新

薬を待つのも、夫々に、上述のメリットとデ

メリット（リスク）があることを十分納得の

上で、「今ですか？」、「待ちますか？」、どち

らを優先するかは最終的にはあなた自身の判

断次第です。 

※肝硬変は食事療法が大事です。ぜひヘパスⅡをお試しください 
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熊田博光先生医療講演会 

 

 

 

 

 

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

（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 

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Ｂ型肝炎

の情報になります。前号はＣ型肝炎の情報になります。 

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。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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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

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．減少しない発がん率 

 

 それでは後半の B 型です。B 型

は、実は C 型ほど進歩がありませ

んが、来年になりますと新しい薬剤

が出てきますので、そのお話をした

いと思います。 

 B 型肝炎は、2004 年からデータ

が止まっています。肝がん研究会が

まとめていたのですが、2004年以降のデータがありません（図 20）。諸般の事情と言っていま

すが、全国何万例の肝がんを整理しなければならないので資金不足だと思います。C型は肝が

んで亡くなる人が多いのですが、このあとは当院でも減っていますので、全国でも減っている

と思います。しかし B型肝炎だけは減っていない気がしないでもない。データがないからわか

HBs抗原消失を目指す B 型肝炎治療 
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りません。 

 B型肝炎は、当院の初診時の年齢を見ますと、昔は若かったのです。初診時とは私の前任の

吉場朗先生という、もう亡くなられた先生の時代からのデータですから 1960年代、70年代前

半です。39 歳以下が半分を占めたんですね。ところが 40 年経つと、B 型肝炎の初診で 39 歳

以下は 12.9％、70 歳代は 10.1％、60 代も 26.8％。かつての初診時は 70 歳代は 0.2％でした

から、少なくとも当院では B型の患

者さんも高齢化しています。 

 当院では 2000～2004 年では 95

人ぐらい亡くなられたのですが、そ

の後に核酸アナログが出たら激減

し、2005～2009年では 64人、2010

年からの 3 年半では 22 人です（図

21）。核酸アナログによってがんが

減ったのではないかと見えます。し

かも年齢を見ますと、昔の B型は若

くして亡くなっていました。50代以

下で結構亡くなったのですが、今や若い人で亡くなるのは 2010年では 0、50代で 4人。B型

肝炎の方は長生きできるようになった。それは明らかに核酸アナログによるものです。 

 昔の B 型肝炎の治療は、HBe 抗原が消えて GOT/GPT が正常（セロコンバージョン）にな

ったらいいと言われたのですが、核酸アナログが出てからは、HBV-DNAの陰性化が大事であ

ることがわかっています。その陰性化が持続できるとがんになる率が少なそうなのです。 

 

2．第 1 選択はエンテカビル 

 

 薬剤に関しては、通常のインタ

ーフェロンについて 1988 年に 4

週間、2002 年が 24 週間、2011

年 9 月 26 日からペグインターフ

ェロンの 48 週間に保険が通りま

した。来年はテノホビルという薬

剤が出てくる予定です。核酸アナ

ログは飲み薬でウイルスが減るの

で非常に使い勝手がいいのですが、実際に今は世界と日本と分かれていまして、日本ではエン

テカビルが非常によく使われております。 

虎の門病院におけるB型肝疾患患者の年代別死亡数

～1979年 1990～
1994年

1995～
1999年

2000～
2004年

2005～
2009年

2010年～

（全体死亡者数 488名）
（名）

（死亡年代）

1980～
1989年

0

20

40

60

80

100

120

28

80 83

95

64

22

109 核酸アナログ
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 虎の門病院で、最初からエンテカビルを使った 608人のデータです（図 22）。肝硬変も含ま

れています。この人たちを見ますと、ウイルスがどんどんマイナスになります。1年で 8割の

HBV-DNAウイルスが陰性化する。3年で 85～90％、7年まで行くとほぼ全例ウイルスが消え

ています。HBe 抗原陽性例のほうがウイルスが消える率が遅い。最後は一緒になりますが、

HBe 抗原陽性だとウイルス量が多くて活動性も高いから、ウイルスが陰性化するのが遅い。

これはジェノタイプが Aでも Bでも Cでも同じです。 

 エンテカビルは耐性が少ないことで有名ですが、結果は思った以上に少なかった。当院では

長期に投与しても現在 4例だけです。論文を出した 2012年の時点では 2例だけしかありませ

ん。エンテカビルは耐性株の出現

頻度が最も少なくて副作用もほと

んどないので、核酸アナログの第

一選択である。これは日本の先生

の誰の意見も同じです。 

 ではエンテカビルが使われると、

がんは本当に抑制されるでしょう

か。これはうちの保坂哲也先生が

『ジャーナル・オブ・ヘパトロジ

ー』に出した最近の論文です。エ

ンテカビルを使った群と使わなか

った群（コントロールスタディ：

エンテカビルが出る前の時代のデータで条件を一緒にしたもの）です（図 23）。マッチコント

ロールスタディと言われるものですが、エンテカビルを使わないと 5 年で 13.7％の発がん率

ですが、使うと 3.7％に減ります。 

 肝がんのなりやすさは、世界でリスクスコアがあります。がんになりにくい低リスク（スコ

ア 4 未満）の人、なりやすい高リスク（スコア 20 以上）の人、中リスク（スコア 4～19）の

人と 3つに分けますと、若い人は低リスク、年齢が高い人が高リスク。これを全部合わせてス

コア化されています。例えば高リスクは、年齢が高くて肝硬変に近い人で AFPが高い人です。

逆に年齢が若くて血小板や線維化が少なくて AFP も正常な人は低リスクとなります。これを

リスクで分けますと、高リスクの人は明らかにエンテカビルを使わない群に比べると発癌率は

高いのですが、低リスクの人は使っても使わなくても 5年ぐらいのレベルではあまり変わらな

いという結果です（図 24）。リスクが増えれば明らかに発癌率は増えていきます。核酸アナロ

グを初めて使う人は、エンテカビルを使えば明らかに長期的に発癌が抑制されます。ですから

例えば血圧が高い人がずっと飲むように、腹を決めて核酸アナログを一生飲むつもりであれば、

がんにかかる確率は減る、ということになります。 
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3．アデフォビルへの切り替え 

 

 しかしもう一方で、核酸アナ

ログは長期に投与すると薬剤

耐性、つまり薬が効かなくなる

ことが言われております。一番

最初のラミブジン（商品名「ゼ

フィックス」）にあまりにも耐

性が出たので有名になりまし

た。これは、まだエンテカビル

（商品名「バラクルード」）が

ない時代、2008 年のラミブジ

ンの当院のデータです。これで

見るとわかるように、ジェノ

（ゲノ）タイプ A は 2 年で

62％、5 年でジェノタイプ A

が 87、Bが 43、Cで 56％と、

年を追うごとに耐性が出てし

まいます（図 25）。ラミブジン

は高率に薬剤耐性が出現しま

す。 

 では、ラミブジンの耐性が出

たらどうなるか。実はアデフォ

ビル（商品名「ヘプセラ」）と

いう薬剤を、治験をやらずに厚労省が認可してくれました。厚労省の大英断で、当時の PMDA

の担当官に先見性があったのです。世界では、ラミブジンで耐性株が出たあと、アデフォビル

に切り替えでした。日本はラミブジンとアデフォビルを一緒に飲んでいいと厚労省が決断した

結果、ラミブジンで耐性株が出ても、アデフォビルとラミブジンと両方飲むと、3 年で 76％、

7 年で 88％のウイルスが消える｡これは非常に幸運なことに日本でだけ出来たのです。その結

果、日本は意外と耐性株が少ないのです。 
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 当院はエンテカビルを使って 7～8 年になりますが、今現在耐性が出たのは 914 例のうち、

たった 4例です。ラミブジンで治療を開始した人は耐性株が半分以上出ていますが、アデフォ

ビルを併用してからはわずか 20例（3.8％）です（図 26）。ところがラミブジンで耐性が出て

からエンテカビルに切り替える

と 5.4％（18 例）の耐性が出て

います。世界ではその方法をと

っていました。ラミブジンに耐

性が出た場合、ほとんどがアデ

フォビルの併用になりました。

日本ではラミブジンで耐性が出

る前にエンテカビルに切り替え

て耐性はゼロです。ここが運命

だったのですね。ラミブジンを

ずっと頑張って長く使っている

うちに耐性が出て、そこからエンテカビルに切り替えると、それにもまた耐性が出てしまう。

これは治験の症例だけです。治験以外は、やっていません。当院での多剤耐性症例は 2,173例

中 42例、わずか 1.9％しかなかった結果になりました。 

 世界のラミブジンの耐性データは、1年で 17％、2年で 42％、3年で 53％、4年目、5年目

はあまりに多すぎて統計がとれない。アデフォビルの耐性は 1 年で 0％、2 年で 3％、3 年で

11％、4年で 19％、5年で 30％。エンテカビルの全国治験の耐性出現率が、1年で 0％、2年

で 0％、3年 3.3％（167例中 5例）です。当院の 914例では 1年で 0％、2年 0.2％、3年 0.2％、

4年 0.6％、5年 1.1％というぐ

らいで、わずか 3～4 例しかな

い結果になりました。だから核

酸アナログを一生飲むつもり

であれば、あまり困らない。だ

けれども、やはり一生飲むと言

われると患者さんには抵抗が

あります。 

もう一つ、長く飲んでいると

副作用の問題点がわかりまし

た。確かにラミブジンとアデフ

ォビルを飲むとすごくいいの

ですが、長く飲んでいると腎臓が悪くなったり、リンが減るのですね。低リン血症といってリ
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ンが減る。リンとは火の玉です。お墓に行きますと、亡くなった人の火の玉が出ます。あれは

リンが燃えるのです。だからラミブジンとアデフォビルを飲んで 90 歳ぐらい生きたら、たぶ

ん火の玉は出ないです。 

 さらに副作用が続くと骨折します。この人は 63 歳の女性で肝硬変から肝がんになりました

（図 27）。ラミブジンを使ったら耐性が出て、ラミブジンとアデフォビルの併用でよかったの

ですが、アデフォビルを飲んで 5年目で骨折した。その前に ALP（アルカリホスファターゼ）

がピーンと上がっていきました。それからリンが下がっていく。骨がもろくなります。 

 それからアデフォビルを長く飲んでいると腎機能が半分以下に落ちていきます。年をとると

人間は腎臓の濾過作用が悪くなっ

ておしっこが出にくくなります。

eGFR 累積異常化率が 1 年で 1％

ぐらいならあまり気がつかないの

ですが、3年で 7.5、5年で 10％。

低リン血症はもっと多くて 1年で

6.8、3年で 20.6％、5年で 26.7％

（図 28）。続けて飲むといずれ骨

が折れます。だんだん高率になり

ますと、一生飲むことについては

考えてしまいます。それに気がつ

きましたので、一昨年からは、アデフォビルで腎機能が悪くなった場合は早く薬を半分に減ら

してくださいというガイドラインになりました。飲んでいると腎機能がずっと悪くなりますが、

量を減らすとこれ以上は下がっていなかったということです。 

 アデフォビルは 10㎎ 1錠なので、1日置きに 10㎎にしても基本的には効果はあまり変わり

ません。本当は 5㎎がよかったのですが、世界でも 5㎎という薬剤はないのです。当時、厚生

省の担当官と 10 ㎎と 5 ㎎の比較試験をやろうかという話になったのですが、ラミブジンの耐

性株が多いので、国民の方を早く救うためには今の錠剤で早く認めようと、世界の標準療法を

あてがったわけです。あとになってこういうことが出てくるのですが、減らすほうは 1日置き

にすれば簡単です。腎臓が悪くなったりリンが下がったら、早めに 1日置きにしても大丈夫で

す。肝臓の専門医はご存じでしょうが、肝臓の専門医でない先生にかかってアデフォビルを飲

んでいる方は、ある日骨折をすると困りますので、このことはぜひ気をつけていただきたいと

思います。 

4．テノホビルの効果 

 先ほど申し上げたように日本では本当に少ないのですが、それでも耐性が出る人がいます。

ラミブジンを使っても駄目、アデフォビルを使っても駄目、エンテカビルを使っても駄目、つ
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まり 3種類使っても全部駄目という治療反応不能例の人がいます。 

 例えばこの人は、ラミブジンでもアデフォビルでもエンテカビルを使ってもウイルスが下が

らない。エンテカビルとテノホビ

ルを使ったらすっと下がった。テ

ノホビルが効きました（図 29）。 

 当院は研究費でテノホビルを買

いまして無料で患者さんに提供し

て、28例のテノホビルの治験の経

験があります。当院で耐性が出た

人は 34例しかいませんので、ほと

んどにテノホビルが使われた。28

例の結果、テノホビルとエンテカ

ビル、テノホビルとラミブジンの

どちらでも、ウイルスが下がらな

かった人がきれいに下がってくる。こう見るとすぐに「テノホビルはいい」という話になりま

す。ついこの前も「テノホビルは耐性が出ない」という話もありました。しかし本当でしょう

か。 

 治験はすべて 1年です。それから海外のデータと日本人のデータは違います。本当に日本人

でテノホビルを1年以上の長期に使っても大丈夫なのか。海外の治験も1年で終わりですから、

その後の長期的なデータがわからない。1年で耐性が出ないから、テノホビルがいいというこ

とになってしまう。「耐性がない」と言うことは、相当経験がないとできないのです。 

 当院でも 28 例テノホビルを 1 年間使った。このときは耐性がなかった。3 年で 2 例、ウイ

ルスが上がってきた。1例は上がってもトランスアミナーゼがまだ正常でしたが、つい昨日診

察をしたらトランスアミナーゼが 350まで上がった。DNAも上がったらトランスアミナーゼ

も上がりました。まじめな患者さんで薬を勝手にやめるようなこともしていません。テノホビ

ルも無料で提供して、きちんと飲んでくれたのだけれども、やはりテノホビルでも耐性が出そ

うである。少なくとも「テノホビルを飲んだら未来永劫いい」とはなりません。核酸アナログ

製剤は、極めて治療効果は高いですが絶対ではありません。我々は日本人ですから、海外では

なく日本人のデータを見ないといけないということになります。 

 

5．インターフェロン治療 

 当院も B型肝炎に対してインターフェロンをたくさん使いました。核酸アナログと違ってイ

ンターフェロンは半年や 1年使います。e抗原陽性例の場合には e抗原が消えて DNAが 5log

未満になる。そういう人を著効といいます。e 抗原陰性の人は当然陰性のまま持続して、
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GOT/GPTが正常で DNAが 4log未満を著効とする。 

 インターフェロン治療で半年後、1年後、3年後、5年後、10年後ということで見ていくと、

だいたい 2割に効果が持続しています。核酸アナログはずっと飲んでいるのですがインターフ

ェロンは半年間あるいは 1 年間だけですから、一緒に比較するのは本当はおかしいのですが、

インターフェロン治療後は何も薬を飲まなくても 2割の人は長期に経過がいい。ウイルスのタ

イプ別を見ると、海外型のジェノタイプ A は、最初は効果がよくて日本型のジェノタイプ C

が一番悪い。日本でマイナーな B型が一番いいという結果でした。 

 インターフェロン治療の効果が持続する人を統計的に見ますと、まず年齢が若い人。ジェノ

タイプは A または B。GOT が高くなったときに開始した人がいい。女性がいい。そんな結果に

なりました。 

 核酸アナログをずっと飲んでいると HBV-DNA は持続的に陰性化します。今あるラミブジ

ンとヘプセラとエンテカビル、それに来年の 6月ぐらいだと思いますが、テノホビルが出ると、

100％ではないのですが、発がん抑制の面では、ほぼ良くなると思います。 

 

6．HBs抗原消失を目指して 

 

 しかし、できれば C型肝炎みたいに治って、薬なしになりたいというのは人間の欲望です。

それにはHBs抗原を皆、消すことが目標になります。ただ、B型の場合は、HBs抗原が消え

ても白血病の治療をしたらまた

出てくるとか、リウマチの治療を

したらまた出てくることが盛ん

に問題になっています。だから B

型は 1 回かかったら一生治るこ

とはないと考えたほうがいいの

ですが、「ほぼ治った」という線

がこの HBs抗原の陰性化です。こ

れを目標にしようというのが最

近の日本の流れ、世界の流れであ

ります。 
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 当院で HBs 抗原がどのぐらい消えるかを見た論文が、少なくとも日本では一番早いものだ

と思います。荒瀬康司先生が

2006年に書いた論文です。3,856

例の B 型肝炎の 231 人で HBs

抗原が消えたというデータです

（図 30）。肝硬変になってから

HBs 抗原が消えるとがんになる

ことがありますが、肝硬変にな

る前にHBs抗原が消えると発が

んは極めて少ないという論文で

した。 

 10 年近く経ちましたので、デ

ータをさらにバージョンアップしました。当院の B型肝炎で HBs抗原が消えた 346人と、消

えていない人の発がん率を 10年、20年、30年と見ました。するとHBs抗原が消えた人は 10

年以降 1人もがんになっていません。ウイルスが消えて 10年経つと B型肝炎からのがんは当

院では一人も出ていない。しかしウイルスを持っている人は残念ながらじわじわとがんが増え

ていくというデータになります。 

 15 年以上長期観察した 2,112 例について、日本はジェノタイプ C が多いので、C 型で治療

した人と治療しない人とはどちらが HBs 抗原が消えたかを比較しました（図 31）。無治療の

ほうが消えたら意味がないのですが、背景を一致させてみると、何も治療しなかった 200人と

いろいろ治療をした 200人では、明らかに治療をした人のほうが 0.0002、有意に HBs抗原が

消えた。諸先輩方が治療をしたこ

とは決して無駄ではなかったと

いうことがわかったわけです。 

 では、どの治療がいいかを見ま

した（図 32）。核酸アナログは出

たばかりですからデータがない

のですが、インターフェロンと、

それから私が見つけ出して途中

で封印したステロイド離脱とい

う治療です。何が一番いいかとい

うと、インターフェロンを使った

人が HBs 抗原が一番消えていた

のです。当時は今のペグインターフェロンではなく、「スミフェロン」という普通のインター
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フェロンが一番多かったのですが、それをやった群が一番多くて 2番目がステロイドというこ

とになりました。 

 昨今は B 型肝炎でも、週 1

回打てばいいし副作用も少な

いので「ペガシス」（ペグイン

ターフェロン）が使われ始め

ました。これも日本で治験の

データがあります。207 人に

「ペガシス」の 90μと 180μ

を半年（24W）、それから 90

μと 180μを 1 年（48W）で

効果を見ました（図 33）。一

番よかったのは 180μを 1 年

間です。HBe 抗原が消えて、ALT も正常で、DNA も陰性化した。つまり著効が 24.4％とい

う結果でした。このとき、「スミフェロン」は半年で 14％という結果が出て、それと比較する

と「ペガシス」1 年のほうがいいとなって保険が通りました。そのときの副産物として、164

例中 2 例の HBs 抗原が消えたことがわかったわけです。海外でも HBs 抗原が 11％ぐらい消

えたのですが、よく見ると、治療する前のHBs抗原が 1,500以下の人が 11.1％で、1,500～2

万や 2 万以上だと 2％です。ですから HBs 抗原が低い人には 10 人に 1 人ぐらい HBs 抗原が

消えるという海外のデータです。 

 しかし日本のデータが実はわかっていない。そこで全国の治験 200例のうち虎の門病院で行

われたデータをその後、見てみました。全国の 10分の 1の 22例行われて、男性が 16例、女

性が 6例、ジェノタイプは Aが

2例、Bが 2例、Cが 17例、1

例が判定不能です。遺伝子解析

をしますとジェノタイプ C で

した。この 22 例の中で、やは

り HBs 抗原が消えた人がいま

した。消えた 1例はペグインタ

ーフェロンを投与終了後 4年目

です。1～2 年目から、すっと

HBs 抗原の量が減って消えた。

HBe抗原陰性の人です。それか
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ら DNAが 7log以下のウイルスが少ない人の中で HBs抗原が 1例消えた。逆に高いほうは全

く駄目であるという結果が出ました。22 例しかやっていませんのでわかりませんが、ペグイ

ンターフェロンを使って 4年ちょっと経った今現在、当院でHBs抗原が消えた 1例は、DNA

が最初から 7log以下でHBe抗原陰性の症例でした。全国でもデータが出ると、これが本当に

日本でのデータになります。あと 1年で 5年分になります。 

 そうはいっても、データだけで見ると、そうたくさん HBs抗原が消えるとは思えない。もう

少したくさん消すことはできないかということで、インターフェロンと核酸アナログ両方使っ

てコラボレーションしてみたらどうかと考えました。 

 そのきっかけになったのは実はこの症例で、母子感染であります（図 34）。一番治りにくい

ジェノ（ゲノ）タイプ Cで、子どもさんに先にインターフェロンを半年打ちました。打ってい

る最中は全然下がらない。ぼんと上がってラミブジンを使って 6 年経ったら HBs 抗原が 4 年

目ぐらいからすっと下がって消えてしまった。今はもう何も使っていない。 

 うまくいったので、65 歳でしたがお母さんもやってみようということで、同じようにイン

ターフェロン治療をして、やめたらDNAウイルスがぼんと上がって、ラミブジンを使ったら、

こちらもどういうわけか 6年目でウイルスが消えた。親子で同じ治療をしたら同じように治っ

たという経験をしました。 

 HBs 抗原の推移をモニターして、どうも治療のタイミングが大事ではないかと考え出しま

して、消えた人と消えない人を調べてみました。HBs 抗原が消えるのは 4～5 年目ですので、

ラミブジンを使った人で消えた人がいないかを調べてみたら、38 人消えていた。どういう人

かというと、過去にインターフェロンをやっている人が明らかに消えていた。最初からラミブ

ジンをやるのではなく、前にインターフェロンをやって、そのあとラミブジンをやったら消え

ていることがわかった。 

 HBs 抗原が消えた人がこれで

す。この前にインターフェロンを

やって、そのあとラミブジンをや

るとHBs抗原が低下したことを

当院の保坂先生が論文に書いた

わけです。最初からラミブジン

の人と、最初にインターフェロ

ンで、そのあとにラミブジンで

治療した人の HBs 抗原のその後

を見ると、明らかにインターフ

ェロンをやった人のほうの HBs
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抗原陰性化率が高いのです（図 35）。5年目から差が出ます。3年目までは何も差がない。 

 論文を書くときに多変量解析で数字的に示しました。どういう人の HBs 抗原が消えている

かというと、過去にインターフェロンをやった人です。さらにラミブジンを使うときに、イン

ターフェロンをやったあと、GPT が正常の 5 倍で 200 ぐらいのときに核酸アナログを使った

人 63例と、比較的低いときに核酸アナログを使った人 118例、インターフェロンを最初から

使わなくて核酸アナログを使う人の 259例を比較すると、インターフェロンなしで最初から核

酸アナログをやった人は、あまり HBs 抗原は消えない。ところが最初にインターフェロンを

やって、リバウンドしてから核酸アナログをやった人で、しかもウイルス量が多いときに核酸

アナログ治療をした人は、10年間で 19.5％。5人に 1人は HBs抗原が消えていたという事実

がわかりました。 

 

7．今後の治療 

 

 C 型肝炎は難治と言われていても、1 本鎖の RNA ウイルスで複雑な構造ではありません。

ところが B型肝炎は 2本鎖の DNAで絡まっている。その絡みを解かないとウイルスが消えな

いので難治なのです。簡単にインターフェロンだけで B型が完全に消えてしまうことはない。

いろいろなやり方で条件をうまく考えないと、なかなか B型肝炎ウイルスは消えないだろうと

思います。B型の治療がこれからだ、というのはそういうことです。 

 今考えている治療としては、イ

ンターフェロン治療を最初にして、

リバウンドしたあとは、耐性株の

出るラミブジンではなくてエンテ

カビルを使います。そのときにペ

グインターフェロンがいいのか、1

つ前の普通のインターフェロンが

いいのかを第三者が割り付けをし

て組んでおります。これでどちら

が早く HBs 抗原が消えるかを見

ようということです。つまり「ペガシス」は 1週間に 1本打てばいいのですごく楽です。1週

間インターフェロンが効きっぱなしです。「スミフェロン」は週 3 回打つ代わりに自己注射で

す。しかし打った日と打たない日で免疫が動きます。その免疫が動くタイミングを使ったほう

がウイルスを排除しやすいかもしれません。過去のデータはスミフェロンです。ペグインター

フェロンになったらもっといいかもしれない。あるいは逆にもっと悪いかもしれない。それを

比較試験で見ようということです。 

Ｂ型慢性肝炎の治療の考え方

Ｂ型慢性肝炎

ＨＢｓ抗原の消失を
目指す治療

ＡＬＴ100ＩＵ以下

発癌予防を
目指す治療

35才以下
ＡＬＴ100ＩＵ以上

ＨＢＶ-ＤＮＡ７Ｌｏｇ以下

35才以上

ＨＢＶ-ＤＮＡ７Ｌｏｇ以上

ゲノタイプＣゲノタイプＡ，Ｂ

インターフェロンを第一優先 核酸アナログを第一優先
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 ですから今の B 型肝炎の基本的な考え方は、まずがんにならないようにしたいのであれば、

核酸アナログを使う（図 36）。特にエンテカビルを最初に使えば相当数がんにならなくて済む

であろう。たとえ耐性株が 0.何％出たとしても、他の薬剤がある。しかしどうしても HBs 抗

原を消したい場合がある。例えば 60歳の人が一生飲むのと 20歳の人が一生飲むのではだいぶ

感覚が違います。そういう HBs 抗原を消す治療を考えたいときにはインターフェロンを第 1

優先にする。若い人で、トランスアミナーゼが高く、DNA が低い人でジェノタイプ A、B の

人は HBs 抗原が消えやすいタイプです。逆に見込みのない方は核酸アナログをしましょうと

いう考えです。 

 昨年の厚生労働省のガイドラインでは、DNAが一定量以下に減少して ALTが正常化すれば

肝炎の進展や発がんが抑制できる。これは日本のデータです。さらに HBs 抗原が陰性化する

と発がん率はより一層減少します。治療目的は核酸アナログとインターフェロンを使って DNA

を持続的な抑制を目指す。さらに条件がよければ HBs抗原を消していくというガイドラインの

基本理念であります。 

 35 歳未満の若い人は、慢性肝炎ならインターフェロンを第一選択。肝硬変の人はエンテカ

ビルを第一選択。これはあくまでも目安です。35 歳以上はなかなかそう簡単にいかないので

エンテカビルが主体です。でも、どうしても HBs 抗原を消したい人はペガシスあるいはイン

ターフェロンの長期療法と書いてあります。テノホビルも来年通りますので、今年も作業に入

って、それを踏まえたガイドラインに変えていきます。 

 それから今ラミブジンを使っている人はなるべく早くエンテカビルに替えてほしいという

ことは過去のガイドラインと変わっていませんし、アデフォビルを長く使っている人は骨折に

注意して腎機能をちゃんと診てほしいというのが一昨年から入っております。学会でも全国で

の骨折がぱらぱらと報告されるようになりましたので、リンの値が下がったらアデフォビルを

1日置きにしてくださいと警鐘を鳴らしています。 

 B型肝炎は残念ながら、C型肝炎と違って画期的な治療法はありません。ただ、薬剤の種類

が増えることは我々医師としては手段が増えます。エンテカビルとラミブジンで苦しんでいる

人も日本人では本当に少ないのですが、そういう人に関してもテノホビルという選択肢がある

と考えております。テノホビルも治験は 1年ですので、長期に使うとアデフォビルみたいに腎

障害が起こるかもしれません。四柳宏先生は HIV でたくさん診られていますから、そういう

ところも加味しながらガイドラインを作っていくことになるのだろうと思います。 

 今日は C型肝炎に重きを置きましたが、B型肝炎は、当院の統計ではがんは減っていますが

全国のデータはまだ出てこない現状です。何しろ B 型も C 型も治せるものは治して、がんに

ならないようにしたいと思っております。ご清聴、ありがとうございました。（拍手） 
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8．質疑応答（Ｂ型肝炎） 

 

米澤 それでは、ここからまた質疑応答の時間にさせていただきます。今、先生がお話になり

ました B型肝炎の治療の内容について、質問のある方は挙手をお願いします。 

 

質問 1 バラクルードに耐性があるかもしれないので治療をやめている。テノホビルが

出るまで治療を待っていてもよいか  

質問者 1（男性） 私はバラクルードの治療をして、ALT/AST が正常だったのが昨年 8 月に

上がって、PCR 法が最低でも 4log までだったのが 5 から 6 になりました。昨年 10 月から今

年の 4月までペグインターフェロンを 90μと 180μやりました。ところが 7logです。現在バ

ラクルードに耐性があるのではないかということでドラッグフリーでやっています。

ALT/AST はだいたい正常ですが、ドラッグフリーでいいだろうかということです。主治医の

先生は、次の新しい薬が出るまでこのままのほうがいいと言われますが、先生のご意見はいか

がでしょうか。 

熊田 C型の話と同じで GOT が高い人はみんな悪くなることははっきりしていますから、新

しい薬が出るまでもなく、エンテカビルを使って何も問題はないと思います。新しいテノホビ

ルも基本的には何も変わりません。テノホビルは耐性株は出ないと海外で言われていますが、

片一方は 1年のデータで、もう一方は長年ものデータという不公平があります。日本での治験

ではテノホビルとエンテカビルの効果は基本的に全く差がありません。それが厚生労働省に申

請されました。テノホビルを使って腎障害が出るというデータもありますので、その辺はよく

考えてやることになります。 

 

質問 2 HBA-DNAが陰性化している場合、発がん抑制のために治療をしたほうがよいか  

質問者 2（女性） 夫が B型肝炎なのですが、今はインターフェロン治療等はしなくて「落ち

着いている状況」とお医者さんから言われています。それが HBV-DNA が陰性化している状

況と仮定したら、それでもがんが発生しないように薬を飲んだほうが、がんのリスクは抑えら

れるのでしょうか。 

熊田 DNAが陰性化している人には、飲んでも飲まなくてもがんの抑制頻度は変わりません。

つまり DNA陰性の人には飲む必要がありません。 

 

質問 3 エンテカビルに替えて 3年したところで発がん。母子感染した娘にも早く核酸

アナログを飲ませ始めたほうが発がん抑制になるか 

質問者 3（女性） 慢性肝炎になって 19 年ぐらいしてからラミブジンを飲みまして、データ

はよかったのですがエンテカビルに替えました。飲んで 3 年ぐらいして、がんになりました。
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母子感染させた娘が今 35 歳です。2 人目の子どもを出産して母乳をあげています。同じ遺伝

子なので、おそらく同じ経過をたどるだろうと言われて、私の症例から心配をしています。e

抗原も出ているし、ジェノタイプ Cで、ウイルス量がちょっと高いので、インターフェロン適

用ではないだろうということでエンテカビル開始寸前です。エンテカビルを飲んで、がんにな

らないという効果がどれぐらいあるのか教えてもらっていいですか。 

熊田 薬剤を出してもがんになる人がいます。薬を出して 1 年以内の人が結構多いんですね。

そういう人は、使う前から既にがんの芽があると考えます。1年経ってからですと、薬剤の効

きが悪かったか効かなかったと判断をします。ですから、今はお母様を中心に考えたほうがい

いと思います。母親がうまくいったら同じ治療をすればいいわけです。今はラミブジンを飲ん

でいたのだけれども、がんになったわけですね。 

 

質問者 3 エンテカビルに替えて 3年ぐらいしてからがんになりました。 

熊田 エンテカビルに飲んでから、がんの手術をしてからも次々出てくるのですか。 

 

質問者 3 出てきます。7月に 3回目のラジオ波をしました。 

熊田 そうすると、発がん抑制としてのエンテカビルの効果はないことになります。そういう

ときは新しく出たテノホビルに替えてみるという考え方は出てきます。 

 それから、若い人にテノホビルを本当に長期に使っていいかというデータはまだありません。

お母さんはエンテカビルを使って 3年経ってからがんが出て、なおかつそのあとも出ていると

なると薬剤を替えてみる価値があるだろう。しかしテノホビルはアデフォビルと同じ系統です

から腎障害が出る可能性があります。子どもさんのほうはもう一度考え直したほうがいいかも

しれない。母親が B型肝炎でがんが出てくる場合、子どもさんもがんのリスクが高いです。半

分遺伝子を持っているから可能性があると思います。 

 

質問者 3 核酸アナログを何年飲んでいたら大丈夫とか、そういうことはないですか。 

熊田 うちのデータは 5年です。5年でなくても出ますが、がんが出る人は 5年以内です。 

 

質問者 3 娘のほうも早く飲んだほうがいいということですか。 

熊田 そうだと思います。 

 

質問 4 母子感染による B型肝炎。前向きに治療をしたいが頑張ってインターフェロン

治療をしたほうがいいか。また抜け毛と口臭がひどい 

質問者 4（33歳女性） 私は母子感染で、母親も母親のきょうだいも 40代で B型肝炎で亡く

なっています。前向きに治療したいのですが、一度やったインターフェロンが出産後のためか、
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すごくしんどかったです。先ほどのデータでは 35 歳までと書いてありました。私はあと 2 年

です。チャンスがあれば、すごくしんどくても、とにかく頑張ったほうがいいというぐらい、

インターフェロンを強く勧められているのかというのが 1点です。 

あと 1点、慢性肝炎になってから、抜け毛と口臭がすごいのですが、それは慢性肝炎に関係

がありますか。 

熊田 今日の話で漏らしたのですが、HBs 抗原が消えた人のデータでは、家族歴のない人が

消えています。家族集積がある人はなかなか厳しいです。ですからラミブジンを使って HBs

抗原が消えた人では、B型がいない家系の人のほうが消えています。母子感染の方は多いので

すが、そういう人はインターフェロンは効きにくいです。効きにくいというだけで、効かない

わけではありません。統計的にはそういうことです。 

 また、インターフェロンを打っていれば抜け毛がありますが、口臭は基本的には関係ないと

私は思っています。 

 

質問 5 シークエンシャル療法の順番について  

質問者 5（男性） シークエンシャルでのインターフェロンと核酸アナログ併用の話が出てき

ていました。以前の先生のご講演で、核酸アナログの最後にインターフェロンを半年乗せると

いうシークエンシャル療法の話がありました。今回は逆の順番ですが、その違いと、今後どち

らのほうが期待できるのかを教えていただけますでしょうか。 

熊田 厚労省の肝炎研究班は、今日受賞された織田先生が一番最初に班を作られました。その

ときに作った班がたった 2つで、1つが臨床班、もう一つが疫学班です。今から二十数年前に

班が決められて、臨床班の初代班長は鈴木宏先生、それから飯野四郎先生、僕と来ています。

そのあと、肝炎は国民病であるというので厚労省が班を広げて、B型のシークエンシャル療法

だけの班を信州大の田中榮司先生が作られて研究しています。今 110例、田中先生の班が全国

のデータをまとめて、結果がそのうち出てきます。その結果を尊重したいということで、私が

話をやめております。 

 もう一つ、当院での 14 例のシークエンシャル療法は、長期の結果はよくなかった。ですか

ら田中先生が大規模にやったらもっとよかったということであればいいのですが、当院でのわ

ずか 14例の 5年では、そんなにいい結果ではありませんでした。田中先生は既に全国から 110

例エントリーをされています。それがいい結果なら出てくると思いますし、悪い結果なら出て

こない。その辺で判断されるのが一番いいと思います。 

 シークエンシャルはもともとサファティというフランスの方が言い出して京都府立の岡上

弘先生たちが日本でもやってみようということでやりました。私の班でもやったのですが、現

時点では残念ながらあまりいい結果ではありませんでした。 

 



24 

 

質問 6 テノホビルが認可されたらガイドラインはどう変わるのか。腎臓への影響は 

質問者 6（男性） 来年テノホビルが出たら、ガイドラインとしての選択はどうなるでしょう

か。 

熊田 今、作っているのですが、テノホビルが出る一番のメリットは多剤耐性です。要するに

ラミブジンも駄目、エンテカビルも駄目、アデフォビルも駄目という人に、テノホビルとエン

テカビル、テノホビルとラミブジンは極めてよく効きます。これが一番のメリットです。もう

一つは、エンテカビルを今使っている人、それからまだ何も使っていない人にテノホビルがい

いか、アデフォビルがいいかという治験をやりました。日本のデータでは 1年の効果は全く差

がありません。それが真実です。テノホビルについてはよく聞かれるので、私は好きなほうを

使えばいいのではないかと言っています。1年目のデータではウイルスの下がりも全く差がな

いし、耐性の率にも差がなかった。これが日本の結果です。 

 

質問者 6 今までの 3剤でやりくりして、それが効かなくなったときにテノホビルの選択があ

るということですか。 

熊田 少なくともそこはテノホビルがいい。今効いている人を替えるほうがいいかどうかに関

しては、別に替える必要はないと思っています。 

 

質問者 6 先ほどアデフォビルの腎臓への影響をおっしゃいました。テノホビルにもあるとお

っしゃいましたが、どちらのほうが腎臓への影響は大きいのでしょうか。 

熊田 それは HIV でのデータしかないと思いますので、四柳先生がよければ、お答えいただ

ければありがたいのですが。 

 

四柳宏（東京大学医学部附属病院准教授） HIV のお話だけをいたします。HIV の場合には

テノホビル投与の 3年ぐらい経ったところから、アデフォビルでも見られたと同じような、微

妙なリンの低下やクレアチニンの上がりが出てくる方がいらっしゃいますが、先ほど熊田先生

が話しておられたのと同じで、すべての方に出られるわけでは決してないのです。出る方と出

ない方がいらっしゃると言われています。 

 アデフォビルとテノホビルのどちらが腎臓障害が出やすいかに関しては、両方を比較したデ

ータがないのではっきりとしたお答えはできませんが、短期的にはそれほど大きな差はないだ

ろうと言われています。ただ 3～4 年使ったあとにどうなっているかというデータはないと思

います。 

 

質問者 6 もう一つ、ガイドラインでの条件は DNAが 7log以上とか ALTが 100以下とかご

ざいますが、これは治療前の初期値を指しているのでしょうか。治療を開始してある程度下が
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っている状態で、ほかの治療に変更する目安として考えることはできますか。 

熊田 治療前のデータです。治療前に例えば 7log 以上あった人が急に 3 ぐらいになることは

ありません。治療前のデータで 7以上の人はインターフェロンが効きにくいのです。 

 

質問者 6 ということは、今下がっていて仮にインターフェロン治療に切り替えるとしても、

初期値が 7以上であれば、相当効きにくいという判断でしょうか。 

熊田 当院の「ペガシス」のデータはそうでした。全部のデータを中外製薬が出してくれれば、

これはいっぺんに解決すると思っています。 

 

質問 7 HBs抗原消失の目安になるタンパク量は  

質問者 7（男性） HBs 抗原を消失させるための効果的な HBs 抗原タンパク量として、例え

ば 2,000とか 1,000とか、目安はあるのでしょうか。 

熊田 海外のデータは 1,500 以下が HBs 抗原がよく消えると出ています。日本のデータは

2,000 以下です。2,000 以上と 2,000 以下で見ると、2,000 以下のほうが明らかに少ないとい

う論文を、つい最近、虎の門病院から 5,500例のデータを集めて出しました。 

 

質問者 7 先ほど初めて知りましたが、母子感染で家族歴があると可能性は低くなるのですか。 

熊田 HBs 抗原が消えにくい要素の中に、家族歴があります。お母さんが陽性の人はたとえ

2,000以下でも効きにくい。示している条件は絶対ではありません。家族歴がある人とない人

では、ない人のほうがHBs抗原が消えやすい。HBs抗原の目安も日本は2,000、海外では1,500、

どちらでも同じだと思いますが、2,000以下のほうが消えやすい。では 2,000以上なら消えな

いかというと、消えている人もいます。しかし率が低いということです。 

 

質問者 7 海外の場合はジェノタイプ Bと Aですか。 

熊田 日本で我々が出したのは Cです。 

 

質問者 7 海外では Cは非常に少ないということですが、海外の目安はあくまでもその状態で

1,500以下ということですね。 

 

質問 8 バラクルードを飲んでいるが妊娠しても大丈夫か  

質問者 8（30 代女性） 30 代前半でインターフェロン治療をしました。結局抗体ができたの

ですが、そのあとまた悪くなって 5年です。今はバラクルードを飲んでいます。子どもをつく

って大丈夫でしょうか。 
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熊田 B型でバラクルードを飲んで妊娠してもいいかどうかということですか。いいかどうか

と言われるとなかなか難しくて、ラミブジンやアデフォビルに関しては発売してから 10 年、

15 年と経って、実際にほとんど問題ないと言われています。ただ、エンテカビルに関しては

まだ年数が少ないのでたくさんのデータがありません。流産が多いとかそういうデータはあり

ます。それは製薬会社に問い合わせるのが必要だろうと思います。 

 当院では何人も出産されていますけれども、妊娠したとき薬はやめます。そうすると不思議

なことに、妊娠した人はバラクルードをやめようが、ラミブジンをやめようが、妊娠中はほと

んどの人が悪くなりません。肝機能値は上がらないんです。出産と同時に悪くなることが多い

こともわかっています。もう何人も出産されましたが、結果的にはうちの症例に関しては何も

問題は起こりませんでした。 

 

質問者 8 出産が終わったらまた薬を飲むのですか。 

熊田 B型肝炎は、出産が終わったらまた悪くなりますよ。薬は飲みます。 

 

米澤 時間になりましたので、これで終了にしたいと思います。熊田先生、どうもありがとう

ございました。（拍手） 

 

◇ ◇ ◇ 

 

肝炎患者になって２１年                 はまなす肝友会 山本徳子 

 

自分が「C型肝炎」と知ったのは、或るグループの医療講演会で献血の話題が出た事がきっかけ

です。次の日すぐ病院で検査を受け「C型肝炎」患者の仲間入りをしました。 

まず、自分の病気を知らなくてはと肝炎の本を買い、長い付き合いの病気になると知り、札幌の

難病連に、函館の専門医師のいらっしゃる病院を紹介していただきました。 

また、患者会に入会していろいろな情報を得る事が出来ました。 

何時ウイルスが体内に住みついたのか知る由もありませんが、２３歳の時吐血して６００ccの輸

血を受けました。まだ売血制度の頃で肝炎の知識も無く何となく「いやだな～」と思った程度でし

た。また後日、私の育った地域にはたくさんの肝炎患者さんが居ると知りましたので、輸血が原因

とばかりは云えないのではと思ってます。 

４７歳から毎年受けていた保健所の健康診断記録があり肝数値は何時も正常値でしたので、まさ

か慢性肝炎になっていたとは思ってもみませんでした。１９９３年 C型肝炎と診断されてからも肝

数値は安定してたのですが、高齢（７８歳）１ｂ高ウイルスと、年を重ねるごとに他の病気も出始

め不安になっていましたら、主治医の先生から「今年２剤口径剤が使える」とのお話、前回の「は
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まなす肝友会」の治験者の報告、今回の会報に、虎の門病院の熊田先生講演録「終焉を迎える C型

肝炎治療」が掲載され、やっと多くの患者が救われる時がやって来たのかと嬉しく思いましたが、

はたして私の肝臓治療に適合するのか少なからぬ不安は残ります。私は今、札幌に３ヶ月毎に通院

しておりますが、いつまで体力が持つのか、道南地区に専門病院がもう数ヶ所ありましたら、多く

の患者さんが救われると思うのですが。 

それと、今何も症状が無いので私は大丈夫と思って居る方へ、是非「肝炎検査」を受けてください。 

  

はまなす肝友会の活動                       

●街頭署名活動 in 函館市 

 ４月５日、１６日、５月８日、函館五稜郭「丸井今井」周辺にて、はまなす肝友会、Ｂ型訴訟函

館地区原告団、弁護団で国会請願街頭署名活動を行ってきました。４００筆ほどの署名を頂き、北

海道新聞と函館新聞の記者さんが取材してくださいました。参加されたみなさんは、大変な寒さの

中ご協力いただき感謝です。 

●肝がん、肝硬変の医療補助の意見書を以下の自治体議会が採択されました。 

函館市議会、七飯町議会、松前町議会、知内町議会、木古内町議会、奥尻町議会、江差町議会、長

万部町議会、森町議会、福島町議会、せたな町議会、八雲町議会～いずれも原案可決です。 

●北海道肝炎対策協議会の傍聴から 

 3月 31日の年度末最終日に北海道肝炎対策協議会が開催され、傍聴してきました。 

肝炎対策基本法の実施に伴い、各県単位の自治体の責務として肝炎対策協議会が設立されました。 

従来から協議内容が行政寄りに傾き過ぎているように言われていた協議会ですが、北海道もそんな

感じでした。北海道の肝炎患者支援策としての「ウイルス性肝炎進行防止策事業」（主に肝がん、

肝硬変患者への医療補助）は引き続き実施という事で安心しました。 

医療体制の整備としては、肝疾患診療拠点病院を中心としてのネットワークが機能しているよう

ですし、肝疾患の医療従事者への研修も年１～２回は行っているとの事。 

また企業の担当者へも肝炎治療の基礎情報を流しているとの事～これも年 1回。小樽市内での研修。 

 

●北海道は B型肝炎汚染地域だった 

北海道は、他の都道府県と比べて突出して核酸アナログ製剤補助交付者が多い。他県での核酸アナ

ログ製剤補助交付者は INF治療のせいぜい２倍か少ない県もあるのに、北海道にいたっては 26年

度で INF治療が 330人に対し、アナログが 6000人と 20倍近くにもなっている。しかも全国 1位

の治療者数となっている。北海道は全国より集団予防接種の注射針の取り換えが遅れていたことは

史実的に分かっているが、それが B型肝炎患者の多さに繋がっているのかもしれない。  
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●北海道肝炎対策行議会での配布資料・・北海道の医療受給者証交付数になります。 

 

●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）  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）をお送りする予定

でしたが、医者向けの

専門書なので難解す

ぎる事と、はまなす肝

友会の財政が危機状

態なので希望者のみの配布となりました。 

お詫び申し上げます。事務局０１３８～７３～８１０２へご連絡頂ければご送付します。また総

会、医療講演会の会場にての配布となります。実費 1,300円にてお分けいたします。ご了承くださ

い。 

 

 

 

 

 
HSK はまなす通巻 65 号 

昭和 48年 1月 13 日 

第３種郵便認可 ＨＳＫ通巻 506号 

毎月１回 10 日発行 

発行人 北海道身体障害者団体 

定期刊行物協会（HSK） 

・・・・・・・・・・・・ 

発行日 平成 2６年 5月 10日 

編集人 はまなす肝友会 

北海道北斗市飯生 2 丁目 9番 22号 

定価 一部 200 円（会費に含む） 

TEL 0138-73-8102 

肝臓病 治療・新薬情報 


