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牧野記念館 〜東京・練馬区〜 きりえ・佐藤廣士さん

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 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。それにひきかえ型肝

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）

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 回肝臓病医療講演会の講演録を掲載いた
します。約 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。
300
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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
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（財）
宮川庚子記念研究財団 第 18 回肝臓病医療講演会

「肝臓をめぐる最近の話題」
— 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 —
【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

演者

虎の門病院分院 分院長
熊田 博光 先生

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。

60

終焉をむかえる
Ｃ型肝炎治療

しました。初診時の９、
３２２人の っている人が中高齢者になったわ 織田先生によってインターフェロ
けです。逆に言うと、治療を急がな ンが始まったのですが、それによっ
年齢分布を見ますと、今から ～
年前で一番多いのが 歳代で ％。 ければならないということです。
て今、Ｃ型肝炎からがんになる人が
歳代が ％、 歳代が ％。 歳
患者さんの前に出すスライドで どんどん減ったことを意味してい
以下が ％いたのですが、どんどん はないかもしれませんが、当院で るのだと思います。
治っていきました。今現在、治らず Ｃ型の肝硬変・肝がんで亡くなら
年表的に見ますと、今でも使われ
に通院している人は 歳代と 歳 れた方の分布を見ますと亡くなる ている強力ミノファーゲンＣが肝
代がそれぞれ ％で 歳以上がす 方の数がだんだん減っています。 臓に効くということで１９７９年
ごく多い（図１）
。逆に 歳以下は １９８０年代から５年間ごとです。 に初めて使われたのですが、病気を
ほとんどなく、 歳代も ％と非常 ２０１０～２０１４年は１年ちょ 治す治療は１９９２年のインター
に少なくなりました。１つには新 っとまだ残っていますが、これを見 フェロン単独療法からです。その
たな輸血後肝炎がほとんどなくな ますと亡くなる人の数がだんだん 後、ペグインターフェロンとリバビ
ったことと、治った人が増えて、残 減ってきています。１９９２年に 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 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
歳だった人は、今やもう 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 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
図２
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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 ％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
42
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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 ％、２型では ％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 月 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。
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２．テラプレビルの効果と
副作用対策
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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 ％。ペグ＋リバビリ
ンは 週で、テラプレビルとの３剤
では 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 ％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 ％であったので、この群
88.1

図３

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ＩＬ 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 ％、
ウイルス側も効きにくいと ％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ＩＬ
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
％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、Ｉ
Ｌ 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 ％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、
％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
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ロイド剤を飲むと皮疹はすごく少
なくなります。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 月 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 歳で、最高齢はなんと 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
図４

れからヘモグロビン量が ｇ／ｄ
ｌ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 ㎏もいますが
㎏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 人。つまり再
燃が ％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

図５

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］ ％まで
上がって、治験より ％ぐらい効果
が上がった。再燃例では治験が
％、発売後が ％です。一番悪かっ
た無効例が、治験の成績 ％、発売
後は ％。治験の段階でいろいろ
な工夫をしなければいけないとわ
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。

図６

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、 歳以下
では ％、 歳以上も ％、 歳以
。
上も ％の人が治りました（図６）
この時点では ％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。
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