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患者会からの行事案内 医療講演会のお知らせ

第 次国会請願行動報告
肝硬変、肝がん患者への医療費支援を求める請願
５・ 国会請願行動に 名が参加、署名 万筆

（全国難病・疾病団体協議会）から
いただきました。
集会の最後に日肝協の常任幹事、
大賀和男氏が閉会の挨拶を述べ、予
定通り 時半に院内集会は終了し
ました。その後、請願署名の紹介議
員への要請行動について、日肝協の
米澤敦子常任幹事から説明があり、
参加者が組みを作りグループにわ
かれて議員を訪問する行動に移り
ました。
今回の請願署名は日肝協単独で
請願団体になりましたが、全国Ｂ型
肝炎訴訟原告・弁護団、薬害肝炎訴
訟全国原告・弁護団の皆様には大
きな力を発揮していただきました。
５月 日には日肝協の記者会見を
行い、マスコミの方々に取材と報道
のお願いをしましたが、当日の院内
集会にはテレビ、新聞など数社が取
材しました。なお、請願の採択は国
会最終日になりますが、今国会は会
期の延長が予想されていますので
現時点ではいつになるかわかりま
せん。この国会請願が採択される
かどうかは非常に微妙ですが、ハー
ドルは依然として高いと思われ、日
肝協としてはこれからも議員への
働きかけを継続していく予定です。

国会請願報告・委託事業報告 肝炎デーフォーラムお知らせ･････ 2

ジコメン・メディカル(医療情報) No.27 ･････････33
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「B型C型慢性肝炎、肝硬変治療の今後」･･･････ 2
東京大学名誉教授 山梨県立病院機構理事長
小俣 政男 先生
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日本肝臓病患者団体協議会が請 担当し、まず主催者を代表して渡辺
願団体となり、全国Ｂ型肝炎訴訟原 孝代表幹事が挨拶をしました。肝
告・弁護団、薬害肝炎訴訟原告・弁 炎患者の最も切実な要望である請
護団が支援、協力した第 次請願 願内容の実現に向けて一歩でも二
署名、請願項目①「すべてのウイル 歩でも前進できるよう頑張りたい
ス性肝硬変・肝がん患者に係わる と決意を述べました。次いでこの
医療費の助成制度創設を早期に検 集会に各党から大勢の国会議員が
討し進めてください」②「肝炎ウイ 出席し、それぞれ肝炎患者の要望実
ルス未受検者へのいっそうの受検 現のため力を尽くしたいと挨拶を
推進及び検査陽性者を治療に結び 述べました。当日出席された議員
つけるより効果的な取り組みを図 （敬称略）は自由民主党（田村憲久、
ってください」の二項目の署名は合 保岡興治、福岡資麿、渡辺博道、三
計 万筆を超える数が集まりまし ッ林裕巳、赤枝恒雄）
民主党
（山井和
た。
則、西村智奈美、奥野総一郎）
維新の
衆参各党の国会議員に紹介議員 党
（浦野靖人、川田龍平）公明党
（古
になっていただき、院への提出をお 屋範子）
日本共産党
（高橋千鶴子、小
願いする院内集会が５月 日（木） 池晃）社会民主党
（福島みずほ）以上
議員でした。
午前 時から、衆議院第一議員会館
大会議室で開かれました。全国か
次に当日参加した支援団体、薬害
ら 名を超える代表が参集し熱気 肝炎全国原告団の野宮隆志氏、全国
溢れる集会となりました。院内集 Ｂ型肝炎訴訟原告の田中義信氏か
会は予定通り午前 時に開会、日 ら力強い連帯のご挨拶をいただき
肝協の野田晃弘常任幹事が司会を ました。また、メッセージはＪＰＡ
26

21
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東京肝臓友の会の電話相談が
東京都の委託事業になりました

28

12

行政への要望が実現するという
経験は、私はこれまでありませんで
したので、常に無力感を抱いていま
した。そのような中で私たち患者
会の日々の活動を、みなさんが認め
てくださり、応援してくださったこ

とがこの結果につながった、と実感
しています。あらためてお礼申し
上げます。
ＮＰＯ法人 東京肝臓友の会
事務局長 米澤敦子

会員のみなさん︑ご家族のみなさん︑ぜひ︑ご参加を

歌手の伍代夏子さん︵元Ｃ型肝炎患者︶がご挨拶されます︒

第４回第世界・日本肝炎デーフォーラム開催

!!

員のご挨拶をいただきます。メイン
の医療講演は山梨大学医学部教授、
榎本信幸先生を講師にお願いし、Ｃ
型肝炎、Ｂ型肝炎の最新治療、肝硬
変、肝がんの治療などについてお話
していただきます。また、当日は、
元Ｃ型肝炎患者の歌手の伍代夏子
さんが経験などをお話ししてくれま
す。みなさんぜひ、ご参加ください。
会場は御茶ノ
水駅（聖橋口）か
ら徒歩５分、定員
は 名です。

日時 ２０１５年７月 日
︵日︶
午後１時〜４時
会場 全電通会館ホール︵ＪＲ中央︑総武線御茶ノ水駅
︵聖橋口︶
下車５分︶

第４回世界・日本肝炎デーフォ
ーラムを日本肝臓病患者団体協議
会の主催で開催することになりま
した。世界保健機構（ＷＨＯ）が呼
びかけ、世界各地で肝炎の蔓延防
止、差別偏見の解消、感染予防など
啓発活動をします。厚生労働省や
日本肝臓学会もさまざまな取り組
みを実施しますが、患者団体として
独自に取り組みます。他の患者団
体とも協力し、肝炎の現状や問題点
などを市民のみなさんや医療関係
者、自治体の関係者などと一緒に考
える 肝
｢ 炎フォーラム で
｣ す。
集会は厚労省や肝臓学会などの
ご挨拶をいただき、各政党の国会議

昨年の肝炎デーフォーラムの様子

26

!!

ま さ に 青 天 の 霹 靂 で し た。 Ｂ ただただ涙が
型 肝 炎 訴 訟 東 京 弁 護 団 の 小 沢 先 止まりません
生、横山先生と都議会自民党、高木 でした。
政調会長の秘書にごあいさつした
東京肝臓友
のが、昨年の９月末、高木先生に直 の会は、私が
接実情を訴えたのが 月半ばでし 事務局長にな
た。年末に高木先生から、対応して るずっと以前から、東京都に対し、
いる、もう少し待って欲しい、と電 この要求を訴え続けてきました。
話があったので期待できるかもし
「当会の常設電話相談窓口事業の
れません、と横山先生が嬉しそうに 支援を検討してください。
連絡してくださいました。その時 ※当会は日常的に電話相談窓口を
も正直言って、良い結果などまった 開設して、一般の人・患者・家族・
く予想していませんでしたので、先 企業・各種機関（医療機関、老人介
生方にお手数をおかけし、申し訳な 護施設、行政、保健所等）からの相
いな、と思うだけでした。年が明け 談に応じています。
」
て１月 日、訪れた都議会の一室で
２００７年度の予算要望書には
１枚のペーパーが配布され、私たち 天野事務局長が、電話相談支援に
が日々行っている、肝炎患者に対す ついてこのように要望しています。
る電話相談が、東京都の委託事業 以後毎年、会の主要事業である「電
として認められ、２年とはいえ、大 話相談」について公的支援を求めて
きな予算が付いたことを知りまし きましたが、他の疾患患者会に対し
た。これまでどこからも評価され てそのような支援は行っていない
ず、相談をしてくる患者のためだ こと、肝疾患相談センターがその役
けに、ひっそりと行ってきた電話相 割を担っていることを理由に、ずっ
談が、行政に認めてもらえたことに、 と認めていただけませんでした。
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B 型 C 型慢性肝炎、肝硬変治療の今後
東京大学名誉教授 山梨県立病院機構理事長

小俣 政男 先生

【日 時】 2015 年 3 月 29 日（日）13 時 30 分～ 16 時 00 分
【場 所】 日本薬学会長井記念ホール

【主 催】 特定非営利活動法人 東京肝臓友の会

にある中国では圧倒的にＢ型が多
３月に日本薬学会長井記念ホールで行われた、東京肝臓友の会主
くてＣ型は少ない。
（図略）アメリ
催による医療講演会の講演録を掲載いたします。掲載にあたり小
カでは少しＣ型が多い。日本は劇
俣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
的に違って、Ｃ型が ％でＢ型が
す。
％です。中国はＢ型ドミナント
・優勢）で、圧倒的に多
（ dominant
司会（米澤） 本日は、
「Ｂ型Ｃ型慢
い。日本はＣ型ドミナント。そう
１
．
治
療
の
ultimate
性肝炎、肝硬変治療の今後」という
、
いうこともございまして、
「 Omata
（
究
極
の
ゴ
ー
ル
）
goal
ことで、講師の小俣政男先生をお
ちょっと出てきてＣ型のがんの話
とは
招きしております。小俣政男先生
をせよ」ということで、ずっと外国
は、１９７０年に千葉大学医学部 小俣 米澤さん、どうもありがとう に出ています。
をご卒業になられ、アメリカのエー ございます。小俣は 年患者を診
これは私の師匠の奥田邦雄が出
ル大学、南カリフォルニア大学肝臓 ていきまして、いろいろなことを感 したものです（図１）
。Ｂ型肝炎は
研究所を経て、１９８４年に千葉 じます。昨今こういう会はあまり ずっと並行で、あまり変わりがあり
大学に戻られ、１９９２年には東京 なく、退官したあとはむしろ外国の ません。ところがＣ型はどんどん
大学医学部第二内科教授にご就任、 講演が多かったのです。この間、米 増えています。Ｃ型肝炎は血液で
１９９８年、東京大学医学部附属病 澤さんにお声をかけていただいて 媒介します。戦後、日本で医療が発
院副院長になられ、ご退官後の現在 少し話せということなので、お役に 達しました。しかしまさか血液に
は、地方独立行政法人山梨県立病院 立つかどうかわかりませんが、ご質 ウイルスが存在するとは気がつか
機構の理事長でいらっしゃいます。 問があるようでしたら、時間をとっ ないで、お医者様は善意をもって静
先生は、日本だけでなく、世界を てありますので、お答えできればと 脈注射などの治療を行なった結果、
代表する肝臓専門医のお一人です。 思っております。ではまいります。 血液内に存在したＣ型肝炎ウイル
今 日 の １ つ 目 で は、
「
患者に対してお話しいただける機
スが蔓延した。
ultimate
（究極のゴール）とは何か」と
会は、最近はそう多くございません
よく予防注射を原因とされます
goal
ので、今日お越しの皆さんは本当に いうお話を少しさせていただきま が、Ｃ型肝炎は発見までに非常に手
ラッキーだと思います。では小俣 す。
間取りました。なぜかというとウ
まず、Ｃ型肝炎では日本は独特 イルス量が非常に少ないからです。
先生、どうぞよろしくお願いいたし
の国です。肝がんの原因の国別比 分子生物学の新たなテクノロジー
ます。
（拍手）
較を見ていただきますと、一番左側 がないと見つからなかったという
45
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現状です。Ｂ型とＣ型では血中の 言われて、感染症だという概念はな
ウイルス量が違いますので、Ｃ型肝 かったのです。アメリカはお酒飲
炎ウイルスがなぜうつったかとい みの方が大変多いのですが、肝がん
うと、静脈注射や輸血であって、１ の背後にはＢ型肝炎があるのだ、と
回の皮膚あるいは筋肉注射ではた いう仕事をして、１９７９年に帰国
ぶんうつらないと思います。です して千葉大学に戻りました。
から性行為ではあまりうつりませ
１９８９年にやっとＣ型肝炎が
ん。
発 見されました。この会 場には、
振り返りますと、Ｂ型肝炎が発見 「非Ａ非Ｂ」という診断名で外来に
されたのは 年前です。ちょうど 通われた方が大勢おられると思い
その半分、約 年前の１９８９年が ます。私もそういう患者さんをた
Ｃ型肝炎ウイルスの発見です。私 くさん診ました。
自身は１９７０年に大学を出まし
これは自身の仕事を羅列しただ
て、ほぼ 年間、医者をやっており けですが、結局、Ｃ型肝炎が発見さ
ます。
年前、当時私は肝
臓を研究しようと決め
てアメリカに渡って、最
初の仕事がＢ型肝炎と
肝 が ん の 研 究 で し た。
１９７９年に、アメリカ
における肝がんではＢ
型肝炎ウイルスが極め
て重要な原因だと述べ
たのです。今では当た
り前のことですが、昔は
栄養不足だとか働きす
ぎだとか、お酒の飲み過
ぎが肝臓病の原因だと
図１
43

25 50

45

図２

れたので、それをいかに診断して、
どういうふうに肝臓病になって、が
んになっていくのか、そして、それ
をいかに防ぐのかという仕事をず
っとやってまいりました
（図２）
。
典型的な仕事を１つだけ紹介さ
せていただきます。当時、輸血を
した 人に１人はＣ型肝炎にかか
っていました。ですから千葉大学
病院での輸血後のＧＯＴ／ＧＰＴ
を調べますと、驚くべき数の患者
さんのＧＰＴが上がっていた。東
京大学でもそうでした。帰国した
１９７９年以降は、１９８０年代後
10

半まで、外科の先生から私どもの内
科に患者さんが送られてくる。そ
ういう作業を朝から晩までやって
いました。
当時はＢ型肝炎の抗ウイルス剤
としてインターフェロンが既に使
われていました。ですから、非Ａ非
Ｂ型急性肝炎もウイルスではない
かと推定をして、
（図３の）上の患
者さんにはインターフェロンを４
週間という短期間投与をしました。
そうしたら、ほとんどの患者さんが
治ったのです。治ったといっても
証拠がなかったのですが、その間に

図３

ウイルスが発見されたので、その前 た。そして約 年後の２００２～
からとっておいた血液をその後も ２００４年にプラトーに達した（安
ずっと追っていって、この結果を得 定期になった）ということです（図
（ラ ４）
。一部成功したが、もっと死亡
た。１９９１年、
『 The Lancet
ンセット）
』という学術誌に出たこ 者数を下げなくてはいけない。会
の研究は、私にとって最も印象的な 場にもインターフェロンによって
仕事でした。すなわち、８割は治ら ウイルスを駆除された方がおられ
なかった患者さんが、インターフェ ると 思いま す。ただし一部です。
ロンを短期に投与することで８割 ですから「インターフェロンは高価
以上治ることを、後追いで、あるい で副作用が強い。もうちょっとい
は経過を追いながら証明できたと いお薬はないか」という今日のお話
いうものでした。
につながるわけです。
その後、日本の肝臓病の患者さん
の６～７割にＣ型肝炎ウイルスが
検索されて、見かけ上は「あの方は
２．チェーン・ターミネー
お酒の飲み過ぎで倒れた」とか言わ
ターの登場
・
れますが、
真のドライバー（ driver
操縦者）はＣ型肝炎ウイルスだった （１）ソフォスブビルの作用機序
結論から言いますと、 ％治癒が
ことがわかりました。
１９９２年に日本で開始された 完全に視野に入りました。私の患
インターフェロン治 療 によって、 者さんの 名には、これからお話し
我々は一部成功した。何に成功し する薬で昨年から治験を行いまし
たか。Ｃ型肝炎にインターフェロ た。インターフェロンの治療歴が
ンを使うことは、日本が世界に先 あろうがなかろうが、肝硬変があろ
駆けたのですね。非常に早かった うがなかろうが、年齢が 歳であろ
です。肝がんによる死亡数の爆発 うが、男女を問わず、 分の 、私
的な上昇が、１９８９年のウイル の患者さんは ％治りました。そ
ス発見と１９９２年のインターフ の薬の名前はソフォスブビルとい
ェロン治療開始によって抑えられ います。
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今、経口剤はいろいろな「○○ビ
ル」が出ています。その作用機序の
違いをご説明いたします。その前
に、いったいウイルスとは何でしょ
うか。ウイルス或いはヒトは何か
というと、生命の基本的本体とし
てＲＮＡとＤＮＡというもので成
り立っている。我々の生命本体は
ＤＮＡです。Ｃ型肝炎はＲＮＡで、
Ｂ型はＤＮＡ。どこが違うかとい
うと、４文字で書かれているのです
が、ＲＮＡはＡＣＧＵ、我々のＤＮ
ＡはＡＣＧＴです。ＴとＵの一文
字が違って、基本は同じです。
しかし数が違います。Ｃ型肝炎
ウイルスは９、
５００です。Ｂ型肝
炎は３、
０００。 億の文字（塩基）
で成り立っている。
Ｃ型肝炎は、９、
５００の塩基か
ら１個のタンパクしか作っていま
せん。１個のタンパクを６つぐら
いに切り刻んでウイルス粒子のカ
プセルにしています。我々人間は、
皮膚であったり、骨格であったり、
筋肉であったり、知能活動であった
り、消化ホルモンを出したり、そう
いう機能のために２万３、
０００の
タンパクを作ります。このウイル
スはたった１つです。
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これがウイルスの構造です（図
５）
。この遺伝子情報から、タンパ
ク、つまり入れ物をつくるわけで
す。これ
（＝周囲の円）がカプセル、
タンパクの殻です。非常に単純で
す。こういう構造で肝細胞の中で
生きて増殖し、血液の中に出て、流
れてヒトからヒトにうつしている
わけです。
では、ウイルスはなぜ肝臓の中に
すみつくかというと、自分自身の生
命本体の遺伝子（ＲＮＡ）を増やす
ために必要なＡ（アデニン）
、Ｇ（グ
アニン）
、Ｃ
（シトシン）
、Ｕ
（ウラシ
ル）という物質を取り込むことによ
って鎖
（チェイン）をつくって、ＲＮ
Ａを伸ばして生きている。我々も
同じことをやって生命本体を維持
しています。
すると、薬の開発には２つの方法
があります。作られたタンパクを
攻めるのか、核酸
（遺伝子ＲＮＡ鎖）
そのもの、つまり生命本体を攻める
のか。
ウイルスが切り刻んだＣ型肝炎
タンパクは５～６つの種類があり
ます。時々聞いたことがあると思
いますがＮＳ３とかＮＳ５Ａとか。
それに接着する物質（阻害剤）がテ

