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「肝硬変の食事管理について」
̶ 合併症がある場合の食事の進め方 ̶
講演
2

「C 型肝炎 : 新たな治療の幕開け」
講演
1

（日）
、市川市男女共同参画センターで行われた肝臓
去る 月 日
病教室の講演録を掲載いたします。なお、掲載にあたり溝上雅史先
生および古田雅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。
16

溝上 皆さん、こんにちは。お休
みのところ、お集まりいただきま
してありがとうございます。今日
は、我々のミッションでありますＣ
型肝炎を治すために、今の治療がど
うなっているかについてのお話を
させてもらいます。実は今、治療が
ものすごい勢いで進んでおります。
今朝パソコンを見たら、昨日ロンド

ンから新しい論文が出ていて、それ
でまた大きく変わりました。それ
も含めて「こういう治療をすればい
いですよ」とまではまだ行っておら
ず、皆さんにもわかりにくい状況に
あるので、
「幕開け」
というタイトル
にしました。いつも専門家にしか
話さないので患者さんに話すのは
苦手ですが、できるだけ易しくした
つもりです。どうかよろしくお願
いします。
おまけに急に出張が入りました
関係で、講演の順番を入れ換えても
らいまして、また申しわけありませ
ん。それでは、始めさせていただき
ます。

肝炎・免疫センター長 溝上雅史先生

「Ｃ型肝炎：新たな治療の幕開け」

3

司会 第９回肝臓病教室を始めさ
せていただきます。まず第１の講
義は、
「Ｃ型肝炎：新たな治療の幕
開け」で、国立国際医療研究センタ
ー国府台病院の肝炎・免疫センタ
ー長、溝上先生からお話をいただき
ます。では、よろしくお願いいたし
ます。
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国際医療研究センター国府台病院 第 9 回肝臓病教室

国立国際医療研究センター国府台病院 肝炎・免疫センター長 溝上雅史先生

国立国際医療研究センター国府台病院 臨床栄養管理部栄養管理室 主任栄養士 古田 雅先生
（司会）
国立国際医療研究センター国府台病院 肝疾患先端治療研究室長 村田一素先生

【日 時】2013 年 3 月 16 日（土）13：00 〜 15：00
【場 所】市川市男女共同参画センター 7 階
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図１

和 ）年頃にはウルソという治療法
と５割ぐらいです。
１．Ｃ型肝炎の現状
肝硬変になってしまうと、 年経 がありました。漢方薬の熊の胆（く
てば８割ぐらいががんになります。 まのい）がこれに当たります。今の
私が大学を卒業した１９７５年 がんになるまでに非常に時間がか ウルソは豚の胆汁を精製して作る
頃、肝がんによる死亡は年間約１万 かるのが大きな特徴です。しかも ので１錠５～ 円と安くて使いや
人でしたが、今は３万人を越してい その間、ほとんど症状がありませ すくなりました。副作用としては、
ます。当時の病棟には胃がんの患 ん。肝硬変の中期ぐらいまで行か 便秘か便が柔らかくなるぐらいで、
者さんばかりでしたが、今では肝が ないと症状が出ません。自分は何 非常に使いやすい薬です。
強力ネオミノファーゲンＣ
んの患者さんばかりになっていま ともないからといって検査をしな
す。肝炎ウイルスにはＡからＥま い方がたくさんお見えになります （１９７９年～）はもともとアレル
で５つのタイプがある中で、Ｂ型と が、それは非常に困ります。５年生 ギーに使われる皮膚科の治療薬で、
Ｃ型が肝がんを起こしますので、今 存率は７割ぐらいまで来ています 甘草から抽出されるものが主成分
日はＣ型肝炎のお話をさせていた が、肝硬変の末期ぐらいになってか です。これは非常にいいのですが、
だきます。日本では肝がんの原因 ら来られると完全に治すことはで
はＣ型肝炎ウイルスによるものが きないのが現状です。
一番多いのが現状です。
最終ゴールは、がんになった人も
Ｃ型肝炎の感染率は非常に低い 治すことです。これにも治療の方
ものです。お風呂に一緒に入った 向性にある程度はめどが立つとこ
り、茶碗や箸を一緒に使ったり同じ ろまで来ておりますので、それを証
皿の食べ物を突っついても感染し 明するのがこれからの大きな問題
ません。輸血をしたり、同じ針を です。現時点で慢性肝炎までなら
使ったりすることによって感染し 治るということをぜひご理解くだ
ます。感染しても３割ぐらいの人 さい。
は何もしなくても自然に治ります。
持続感染して慢性化するのが約７
（図１）
割です。そのうち約７割が肝硬変 ２．治療の歴史
になります。つまり感染して自然
に治らない７割のうちの７割です （１） ウルソ、強ミノ、瀉血療法
Ｃ型肝炎の治療は、１９５７（昭
から、肝硬変になるのは全体で見る
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注射薬なのです。副作用としては、 どあると思います。
飲み薬にすると体の電解質のバラ
ンスをくずすことがあります。
（２） Ｃ型肝炎ウイルスの発見と
今から７年前の２００６年から
初期のインターフェロン治療
は瀉血療法が始まりました。Ｂ型
１９８９年にＣ型肝炎ウイルス
肝炎では起きないのですが、Ｃ型肝 が見つかりました。見つかったと
炎で貧血にするとＧＯＴ／ＧＰＴ きの話が非常に面白いのです。国
の値がストンと下がります。なぜ 立感染症研究所の前所長の宮村達
わかったかというと、最初は同じＣ 男先生がアメリカに行って、遺伝子
型肝炎にかかっても、男の人ばかり 工学的手法を使われましたが失敗
ががんになって、女の人はならなか しました。ところが、それをまねし
ったのです。どうも鉄分で悪くな たアメリカ人が、チンパンジーの血
るらしいことが疫学調査からわか 液を山ほど使って見つけることが
ってきました。
できたのです。アメリカではたく
その結果、今度は閉経期以降 ～ さんのチンパンジーを研究に使え
年経った女性もがんになること るからでした。Ｃ型肝炎ウイルス
がわかってきました。平均寿命が の原理は日本で見つかっていたの
歳のときにはがんにならなかっ ですが、そういう経緯で 年にアメ
たのですが、 歳になった今、女性 リカで見つかりました。
のＣ型肝炎のがんが増えてきたの
その前の 年、当時は「非Ａ非Ｂ
です。昔は「黄疸が出たらアサリを 型」と言われていたＣ型肝炎にイン
食べれば治る」と言われましたが、 ターフェロンが効くことはわかっ
アサリは鉄分がいっぱい入ってい ていました。Ｃ型肝炎の治療にお
ます。しかし今の飽食の時代、若い いて日本が世界で最初にインター
女性がやせようとする以外には、日 フェロンを導入した時代です。し
０００億円も使って副作
本において貧血になることはほと かし「１、
んどありませんから、鉄分を減らす 用ばかり出て、治ったのはたった５
ことを頭に入れて食事を摂ってく ％」というアンチキャンペーンが出
ださい。古田先生からお話が後ほ たために、患者さんは「インターフ

図２
ェロン治療は嫌だ」と避けるように
なりました。
その後、ペグインターフェロンを
週に１回打てばいいとなって、副作
用がぐんと減りました。さらにい
ま一つ足らないためにリバビリン
を併用したら、よく効きました。こ
のリバビリンとは風邪のウイルス
に効く薬です。もともと、ある会社
が抗がん剤として作ったものをア
メリカに持っていって風邪薬とし
て売り出したらＣ型肝炎にもよく
効いたのです。
Ｃ型肝炎ウイルスを排除できる
患者様の割合は、１９９２年には９
％、２００２年には ％、２００５
年は約 ％と良くなったのですが、 が、日本ではいろいろな事情で進み
実際の治療では半分ぐらいの方は にくかったのです。インターフェ
高齢者ですから、副作用のためにド ロンでは副作用ばかり出てきてし
ロップアウトして３割しか治りま まうので、それをどう防ぐかが問題
せんでした
（図２）
。今、その人たち となりました。
ががんになっているわけです。肝
がんが一番多いのは大阪府です。 （３） 遺伝子解析による診断
１９８５～２００６年を見ると
そこで、効く人だけにインターフ
代前半のがんはどんどん減って ェロン治療をすれば、効かない人の
います。 代後半から 代ががん 副作用は防げるし医療費も節約で
になっている。この人たちのＣ型 きる、ということになりました。そ
肝炎を治さないとがんは防げませ のブレイクスルーがなぜ起こった
ん。新薬の開発が一番重要でした かというと、ヒトの遺伝子配列がだ
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いたいわかってきたからです。人
間の 億ある遺伝子配列の大部分
が２００１年に決まり、２００３
年、だいたいこの形で間違いないと
なって発表されました。その後も、
白人、黄色人種、黒人をおのおの数
十人ずつ調べて、人種によって違う
ことがわかってきました。日本人
も今 人ぐらいの遺伝子配列が全
部決まっています。さらに世界中
で「１、
０００人ゲノムプロジェク
ト」が進んで、遺伝子配列を比較し
て違いを研究しています。もう少
しで１、
０００人になります。そう
いう中で、 億ある中の１個の遺伝
子がどう違うかによって、一人ひと
りの顔つきや、病気になっても治る
人か治らない人か、がんになる人か
どうか。そういうことがどんどん
わかってきたわけです。
例えば遺伝子 億のうち、お父さ
んやお母さんからもらった遺伝子
とぴったり一致している人がほと
んどですが、一部だけ違う人もいま
す。１つ遺伝子が違うので「１塩基
置換」といいます。兄弟と、あるい
は私とおばあちゃんとを比べると、
億のうち例えば１、
０００万個違
っているということがわかるわけ
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です。そして、この１、
０００万個
がいかに組み合わさるかによって、
太ったり、背が低くなったり高く
なったり、髪の毛が少なかったり多
かったり、と形が変わることがわか
ってきたわけです。今や世界中で
８、
０００ぐらいの１塩基置換がわ
かっています
（図３）
。
外見だけではなく、お父さんが
インフルエンザをもらってきて家
族にうつしても、お姉ちゃんはうつ
って、弟は何ともないことがありま
す。つまり病気に対する反応性の
違いも、例えばインフルエンザウイ
ルスに対する遺伝子の反応性の違
いに置き換えて考えることができ
るわけです。もっと大事なことは、
薬に対する反応性です。同じ薬を
飲んでも、ある人はよく効くし、あ
る人には全く効かないで副作用ば
かり出る。その違いは、先ほどのよ
うに１つの遺伝子の違いから出る
とわかっているのですから、その遺
伝子を探し出せばいいのです。
そ こ で イ ン タ ー フ ェロ ン を 打
って、効く人、効かない人、副作用
が出る人を探していくのですが、
２００６年末～２００７年頃には、
１、０００万個あるうちの 万個
100

ぐらいについて調べられるように
なりました。これはすごいことで
した。なぜなら当時はノーベル賞
をもらった山中伸哉先生がｉＰＳ
細胞を見つけましたが、当時は、そ
れよりも遺伝子の一つ一つの違い
のほうが大事であるという評価を
されて、サイエンスのブレークスル
ー・オブ・ザ・イヤーに選ばれた
ほどでした。つまり、２００７年が
１つの突破口でした。
そのテクニックを利用して、
Ｂという遺伝子が１個違うだけで、

図３
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インターフェロンを打っても効く
人と効かない人がいることがわか
りました。貧血になりやすい人や
白血球の減る人も、どこの遺伝子が
違えばそうなるかがわかりました。
うつに関する遺伝子のところはま
だよくわかっていませんが、そこま
でわかれば、だいたいコントロール
できるところまで来ています。こ
のように見ていくと、８割ぐらいに
は、効くか効かないかの予想が的中
するようになりました（図４）
。そ
れによって、効くと思われる人だけ

図４

