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新年を迎えるにあたって
特定非営利活動法人
東京肝臓友の会 理事長 赤塚堯

平成 年もあわただしく過ぎようとしています。年末にあ
たり会員の皆様、私どもにご理解とご支援をくださる皆様方
に今年も大変お世話になりましたことを、まず心から感謝申

く前進したことは何よりも喜ばしいことです。

さて、この一年、豪雪、豪雨、台風、火山噴火と自然災害が続

ますが、引き続き全力を挙げてとりくむ重要な課題です。会

変、肝がん患者への医療費助成」の実現はまだ分厚い壁があり

肝臓病をめぐる状況はめまぐるしく、今、大きな転機を迎

学会や専門医の先生方、また、私たちの取り組みに協賛して

る努力を一層強めてまいります。会員の皆様をはじめ、肝臓
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各患者会からの行事案内、講演会・相談会・交流会の案内

の差に驚くばかりです。患者会の目標である肝炎撲滅が大き

しかし、一方ではこの新薬の恩恵にも与かれず、肝硬変、肝

がんに苦しんでいる大勢の患者さんがいることを決して忘れ

てはなりません。ウイルス排除が難しいＢ型肝炎の方々、原因

も治療法も確立していない自己免疫性肝疾患の方々もたくさ
んおられることを肝に銘じて取り組まなければなりません。

東京肝臓友の会は何の救済制度もないままにある
「肝硬変、

肝がん患者への医療費助成制度」の実現を目指して日肝協の

炎訴訟原告団、薬害肝炎訴訟原告団のみなさんと共同して取

加盟団体として今年も全力を挙げて取り組みました。Ｂ型肝

し上げます。
さまざまな形でご協力くださった肝臓学会の先生方、専門

り組み、請願署名をかつてない多くの 万筆以上を提出しま

医の先生方に深く感謝いたします。そしてＮＰＯ法人の事業
に協賛し、ご支援をくださった団体、企業の皆様、新聞やテレ

した。残念ながら請願は不採択になりましたが、行政や議員

発し、また、政治や経済も混沌として厳しさを増し私たちの生

員の皆様、ご支援をくださる大勢の方々の一層のご支援、ご協

ビなどマスコミ関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。

活を脅かしました。年金の削減、医療と介護の負担増、消費

力を心からお願いする次第です。

に大きな影響を与えました。私たち患者の悲願である「肝硬

税の増税など暮らしがいよいよ苦しめられています。あわた

東京肝臓友の会はＮＰＯ法人にふさわしく状況に応じた幅

えています。肝炎患者の高齢化と重症化がめだってきていま

くださる団体、企業の皆様の暖かいご支援、ご協力を新しい年

を強く求めていきたいと思います。

だしく年末選挙もあり、国民の暮らしや命を大事にする政治

す。一方、Ｃ型肝炎の新薬が次々に開発され、インターフェロ

も引き続き寄せてくださいますよう心からお願い申し上げま

広い運動を進めていますが、会員の皆様の切実な要望に応え

ンを使わない経口薬が実用化されました。治癒率も向上しＣ

す。

最後になりましたが新しく迎える年が皆様にとって心から

型肝炎は治る時代になってきました。その影響で患者が減少
し患者会の会員の減少も顕著になってきています。原因がわ

喜べる年になることを祈念いたします。
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（財）
宮川庚子記念研究財団 第 19 回肝臓病医療講演会

～世界に先駆けた新規経口２剤
併用療法の位置づけ～

C 型肝炎治療の集大成

【日時】 平成 26 年９月 14 日（日）13 時 30 分〜 16 時 00 分
【場所】 日本薬学会 長井記念ホール

演者

熊田 ご紹介をどうもありがとう
ございました。ここ数年、ここで肝
炎治療のお話をさせていただいて
おります。今年は今までとは違っ
て時代の流れが大きく変わろうと
しています。そのため、いつもはＢ
型肝炎とＣ型肝炎の両方をお話し
していたのですが、今年はＣ型肝炎
だけにさせていただきました。題
も大きく
「集大成」としたのですが、
タイトルにもありますように、世界
で初めてインターフェロンとリバ

のほか、東京都のウイルス肝炎対策
協議会の委員でもあり、著書、論文
も多数発表されておられます。肝
臓病専門医が一番多い病院のトッ
プに立たれており、文字どおり肝炎
治療の第一線で活躍されておられ
ます。
熊田先生、よろしくお願いいたし
ます。
（拍手）

（日）
、日本薬学会 長井記念ホールで行われた
（財）
去る９月 日
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。
14
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司会 ただいまより講演会に入り
ます。
「Ｃ型肝炎治療の集大成〜世
界に先駆けた新規経口２剤併用療
法の位置づけ〜」という演題で、虎
の門病院分院長の熊田博光先生に
お願いいたします。
講演の前に、熊田先生の略歴を簡
単にご紹介いたします。熊田先生
は、昭和 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、昭和 年に消化器科、平成元
年、消化器科部長、平成 年、虎の
門病院副院長、平成 年４月、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常務理事、宮川
庚子記念研究財団理事など数々の
関連団体の役職に就かれ、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。そ
47
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熊田 博光 先生
虎の門病院 分院長

ビリンなしの飲み薬だけの治療が ですから、
「あんなにつらい思いを
国の保険で承認されました。海外 したのに７割の人は効かない」とい
では自費で治療している人がいま う論調になってしまいました。そ
すが、国として初めて経口剤が使え れは今でも一番残念なことです。
るようになったのは実は日本が最 そのために１９９２〜２００４年
初です。そこで「世界に先駆けた」 がインターフェロンの暗黒時代と
と題につけました。
言われており、２０００年以降に肝
がんが非常に多くなってしまった
理由の１つになっています。
それを打ち破ったのが、２００４
１．はじめに
年に出たリバビリンです。この薬
剤とインターフェロンを使うと難
治例も ％治るということで、ここ
が２番目のエポックになりました。
そしてプロテアーゼ阻害剤（テラプ
レビルやシメプレビル）が出て、間
もなく今年９月３日から経口２剤
が条件つきながら使えるようにな
ります。
今日、私がよく使う言葉を４つ
紹介します（図１）
。一つはシメプ
レビル（商品名「ソブリアード」
）で
す。これはＤＡＡ（ Direct Acting
）と言われる、ウイルスを
Antiviral
直接殺す飲み薬であります。シメ
プレビルはインターフェロンと一
緒に使います。それからダクラタ
スビル（商品名「ダクルインザ」
）
。
皆様方がこれから飲む薬剤の名前

思 い 起 こ せ ば Ｃ 型 肝 炎 は、
１９９２年のインターフェロン単
独療法からスタートします。それ
までのＣ型肝炎は、強力ミノファー
ゲンＣやウルソといった薬剤を使
うと進行がゆっくりになることは
わかっていたのですが、Ｃ型肝炎が
治ることはありませんでした。と
ころがこのインターフェロンによ
って、初めてＣ型肝炎が３割治る
ということがわかりました。当時、
我々肝臓医は、慢性疾患が３割治っ
たら非常に大きいことだと思いま
した。ところが世論はそうではな
くて「Ｃ型肝炎は７割無効」と受け
取られてしまった。インターフェ
ロンは特に副作用が強かったもの
50
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ａ．シメプレビル
今日のお話の７割ぐらいはタイ
プ１の話です。Ｃ型肝炎にはタイ

（１）到達点を迎えた
インターフェロン療法

２．ジェノタイプ１型の治療

で、これもウイルスを直接殺す飲み
薬です。３つ目がアスナプレビル
（商品名「スンベプラ」
）という飲み
薬。このように飲み薬中心なりま
す。
４つ目の言葉は、新聞をよくにぎ
わしている「薬剤耐性」
。インター
フェロンには「薬剤耐性」という言
葉はありませんが、今回のシメプレ
ビルやダクラタスビル、アスナプレ
ビルというウイルスを直接殺す薬
には、多かれ少なかれ薬剤の耐性が
あります。これは薬が効きにくく
なることです。
「効かなくなる」の
ではなくて、
「効きにくくなる」
こと
を表す言葉です。今日はこの４つ
を最初に頭に入れて聞いてほしい
と思います。
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プ２の人もいらっしゃいますが、タ
イプ１の方が多いので、まずこちら
のお話をいたします。
Ｃ型肝炎では、タイプ１でウイル
スが多い人（１型高ウイルス量）が
インターフェロンは一番効きにく
いと言われています。１９９２年
は、タイプ１だけで見ると５％しか
治りませんでした。２００４年の
リバビリンとの併用療法で ％に
なりました。今の治療の中心はイ
ンターフェロンとリバビリンとシ

図１

50

メプレビルで、 〜 ％治るように
なりました。
当院はシメプレビルを多数例で
使っており ます。現 在 例です。
発売が昨年 月ですからまだ８〜
９カ月しか経っていません。今日、
治療成績がやっと出せました（図
２）
。
普通はインターフェロンの治療
を止めたあと、そのうち何％の人の
ウイルスが消えたままかを見ます。
シメプレビルを初めて使った人で

図２

は ％の人がほぼ治った。ＳＶＲ
４（治療終了後４週目で著効）で止
めてもウイルスが出てこない。そ
れから過去にインターフェロンあ
るいはリバビリン治療をしていっ
たんウイルスが消えたけれども、ま
た出てきた人（再燃例）にシメプレ
ビルを使うと ％の人が治りまし
た。ところがインターフェロンや
リバビリンで一度もウイルスが消
えなかった人（無効例）は ％でし
た（図３）
。これは治験成績とほぼ

88

図３
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同じ結果でした。
今日は、過去の治療でウイルスが
一度も消えなかった人、つまり一番
難治の人がたくさんいらしている
と思います。というのは、そうでな
い人はほとんど治っているからで
す。
（パーシャル）
という
この Partial
のは過去のインターフェロンでウ
イルスがかなりよく下がったけれ
（ヌ
ども消えなかった人です。 Null
ル）はウイルスがほとんど減らない
人です。この人たちの治療成績が
一番悪いこともわかってきました
（図４）
。
もう一つ、 歳以下と 歳代と
歳代を比べてみます（図５）
。初め
て治療する人や再燃例は、どの年代
でも７割以上が治ります。ところ
がペグ＋リバビリンでウイルスが
消えなかった無効例で、特に 歳以
上の人は ％しか治らない。高齢
になるとインターフェロン療法は
治りにくいということです。
このシメプレビルという薬は、治
験では飲みやすくて副作用もなく、
出るのはインターフェロンとリバ
ビリンの副作用だけです。そのた
めインターフェロン＋リバビリン
60
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＋シメプレビルを使うと、初回治療
と一度ウイルズが消えた人には効
果が非常に高かった。しかしイン
ターフェロン＋リバビリンで駄目
だった人で、特に高齢者では治療効
果が悪かった。それが現状であり
ます。
その前にもう一つ、テラプレビル
という第１世代のプロテアーゼ阻
害剤があります。テラプレビルが
出た当時、
「この薬剤を使って薬剤
耐性が出来て治療が失敗すると、次
からの治療では何も効かなくなる」
と、いろいろな先生が言われまし
た。効かなく
「なる」
ではなくて、「な
るかもしれない」という話だったの
ですが、証拠がありませんから当時
は何もわかりません。本当だろう
かということで、テラプレビルで耐
性が出て治らなかった人にシメプ
レビルを使って治療をしました（図
の ところ が 耐 性 が 出 た
６）
。 type
人です。ところがテラプレビルで
治らなかった人が半年経つと、薬剤
耐性がみんな消えてしまったので
す。それでシメプレビルで治療を
したら、１例を除いてウイルスがみ
んな消えました（図７）
。一番上の
中止になった１例は、皮膚の副作用

