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B 型 C 型肝炎・肝硬変・肝がんの
最新治療について学びましょう
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榎本 信幸 先生
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去る７月 日、全電通ホールで行

われた、日本肝臓病患者団体協議会

主催による「第４回世界・肝炎デー

フォーラム」での医療講演会の講演

録を日肝協
「肝臓のなかま」より転載

いたします。掲載にあたり榎本信幸

26
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講演１

国立病院機構長崎医療センター 臨床研究センター長

先生にご監修をいただきました。紙

●もくじ

面にて厚く御礼申し上げます。

司会
（村田） それでは第２部を始め
させていただきます。第２部の司会
進行を仰せつかりました日肝協の
村田と申します。よろしくお願いい
たします。
（拍手）

榎本先生のご講演を始める前に、

先生のプロフィールをご紹介させて

いただきます。１９８４年３月に東

京医科歯科大学をご卒業されました。

同時に同大学の第２内科に入局され

大学消化器内科助手としてご勤務さ

在に至っておられます。先生の所属

まして、１９８７年７月、金沢医科

ただきます。日本内科学認定内科専

れました。１９９３年４月、東京医

催】 日本肝臓病患者団体協議会
科歯科大学第２内科の助手になられ、

【主

２００１年４月、同大学消化器内科

所】 全電通ホール

講師、２００３年９月、山梨大学医

【場

学部第１内科教授ということで、現

時】 2015 年 7 月 26 日（日）14 時

学会、認定、資格をご紹介させてい

【日

門医・指導医、日本消化器内視鏡学 りがとうございます。山梨大の榎本 ってウイルスは増えていくのです。 「ビールを飲んでは駄目です」と言わ
会専門医・指導医、日本消化器病学 です。改めて、皆さん、こんにちは。
今まで使われてきたインターフェ れて我慢している方もいっぱいいら
会専門医・指導医、日本肝臓学会専 前半はいろいろと社会的なお話でし ロンというのは、この全体を何とな っしゃると思います。
門医・指導医並びに評議員でござい たが、後半は実際の医療やお薬の話 くブロックするお薬で、全身の細胞
「ビールを飲んで治す時代」とは、
ます。
をしたいと思います。細かい話もい に働いて、インフルエンザウイルス こういうビールです（図２）
。最近の
先生におかれましては、消化器と ろいろあろうかと思いますが、気軽 にも風邪のウイルスにも何でも効き 薬は
「○○ビール」と付きます。テラ
肝炎、肝疾患を中心に研究されてお に聞いていただければと思います。 ます。非特異的という何でも屋で、 プレビール、シメプレビール、アスナ
られまして、今までウイルス性肝炎、 少しでもお役に立てる話があれば 効果はあまり強くなくて、副作用は プレビール、バニプレビール、パリタ
幸いです。
強かったのです。
プレビール、グラツォプレビール、ダ
最初にＣ型肝炎の話をいたします。 一方で、今出てきている飲み薬は、 クラタスビール、オムビタスビール、
賞、並びに日本内科学会奨
Sherlock
励賞、日本消化器病学会奨励賞など

ロンは使わなくなります。
「コピー

薬がどんどん出てきてインターフェ

これからのＣ型肝炎治療では、飲み

ゼ）の部品のどれか１つをブロック

ロテアーゼとＮＳ５Ａとポリメラー

する特異的な薬です。この３つ（プ

コピー機の部品一つ一つをブロック

ダサブビール、ベクラブビール……。

話題になっているソフォスブビール、

レディパスビール、エルパスビール、

学の研究に携わられ、国際肝臓学会

肝細胞がん、消化器疾患の分子生物

多数受賞されております。

機を停止させる」
とありますが、どう

ウイルスの薬は全部
「ビール」と付く
（ウイルス）の vir
か
のです。 Virus

今日の演題は２つございます。最

することによって、ウイルスの増殖

や複製を止めて肝炎が治るというお

薬です。今日はそのお話を最初にし

図

いうことでしょうか
（図１）
。

初に「Ｂ型Ｃ型肝炎・肝硬変・肝が

Ｃ型肝炎は 個のタンパク質をつ
くります。コアとエンベロープと書

んの最新治療について学びましょ
う」
。第２番目として、
「地域の肝炎

たいと思います。

んも大変だと思います。今、私は
「肝

いてあるのが部品です。右に書いて

ピーマシンの部分です。この３～４

炎はビールを飲んで治す時代です」

対策 山梨県の肝炎対策の取り組み

つのタンパク質がコピーマシンとな

と説明しています。いろいろなビー

いろいろな薬が出てきて専門家で

って、肝臓の細胞に入ります。それ

ルがありますね。皆さんもご存じだ

も名前が覚えられないほどで、皆さ

によってウイルスの遺伝子がいっぱ

と思います。アサヒビール、キリン

あるプロテアーゼとＮＳ５Ａとポリ

いコピーされて増える。それで出来

ビール、サッポロビール、サントリー

メラーゼが、ウイルスを複製するコ

題について、よろしくお願い申し上

た部品と遺伝子が組み合わさってウ

ビール、エビスビール……。
「まだあ

なっております。それでは最初の演
げます。
（拍手）

イルス粒子となり、また血液中に出

と５個ぐらい言えるよ」という方は

（１）グー・チョキ・パーの飲み薬
榎本 村田様、ご丁寧なご紹介をあ

１．Ｃ型肝炎治

て、ほかの人に感染したり、自分自

たくさんいらっしゃると思いますし、

について」をお話しいただくことに

10

身のほかの細胞に感染する。こうや

1
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Ｂ型肝炎の方は、エンテカビルと

にもこのシャレは通用したので、大

じゃないか」と突っ込
こっちは vir
みを入れないでください。外国の人

の核酸アナログポリメラーゼ阻害

ールみたいですが、これはＣ型肝炎

最 後 に、
「 ○ ○ ブ ビール 」
。地 ビ

Ａのブロッカーだということです。

ますが、アスビールときたら、パーツ

ーゼというのは
「チョキ」です
（図３）
。 をしていて、自分自身のタンパク質

ンに例えてお話をします。プロテア

ー・チョキ・パー」というジャンケ

ゼ阻害剤という薬です。今日は「グ

（チョキ）
			
最初に出てくるのが、プロテアー

す（図４）
。はさみの刃の形をしてい

分子の模型は実際にはこういう形

ものを作り出していくのを防ぎます。

切ってばらばらにして、いろいろな

テアーゼ阻害剤です。タンパク質を

ビル、それからシメプレビル、アスナ

かアデホビルとかテノホビルをご存

剤、ＮＳ５Ｂの
「Ｂ」を取って、 buvir プラモデルのように部品がひとかた
です。だから、パーツＡのアスビー まりになって出来ます。プロテアー

るところにいろいろなアミノ酸が並

類を組み合わせて治る時代になった、 ョキ」をブロックすることによって、 が３つぐらいあります。１つは で

を挟んでちょん切って増えていきま

プレビル、バニプレビル、みんなプロ

じですね。Ｂ型肝炎の方は既にビー

ゼは、それをはさみでチョンチョン

んでいます。覚えたほうがいい数字

で、 の阻害剤なので、 asvir
です。ダクラ、（２）プロテアーゼ阻害剤 		
beer
オムビ、レディ、エルと４種類出てき

ルを飲んでいるわけで、Ｃ型肝炎の
ル、パーツＢのブビールと、プレビー

と切るので「チョキ」です。その「チ

ら来ています。
「飲むのは

方もビールを飲んで治る時代となり

ルの３つしかないのです。この３種

こんなにたくさんあるビールの

丈夫です。
（会場・笑）
。

ました。

部品がバラバラにならずにウイルス

す。 番のアミノ酸が変化すると、

ウイルスが耐性化して薬剤が結合し

ということです。

が増えなくなる。これがプロテアー

図

ています。一番上は「○○プレビー
番目に
「○○ブビール」です。これも
理由があります。薬の名前はいっ
ぱいありますが、結局３種類しかあ
りません。まずプロテアーゼ阻害剤。

”の
“Ｐｒ”を使って
「プレ
“ Protease
ビール」です。プレビールと付くも
のは全部プロテアーゼインヒビター

（阻害剤）です。最初にテラとかシメ
とかアスナとかバニとかパリタとか
グラツォとそれぞれ付いていますが、
全部同じプレビールです。
２番目は、
「○○タスビール」
です。

図

にくくなって効かなくなります。治

168

ゼ阻害剤です。最初に出たテラプレ

名前をよく見ると、３つに分かれ

168

4

これは、後ほどお話しするＮＳ５と
いうコピーマシンの
「Ａ」という部分

3

ル」
。２番目は
「○○タスビール」
、３

図

2
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去年からの１年間で約４万人が

も覚えたほうがいい数字です。 番

というアミノ酸が変化します。これ

療に失敗すると、はさみの形が変わ ビネーションです。アスナとダク
って薬がくっつけなくなる。ブドウ ラとよく言われますが、要するにプ
球菌とか大腸菌と同じで、耐性化し レビール（プロテアーゼ阻害剤）と
て凶悪になるわけです。
アスビール
（ＮＳ５Ａ阻害剤）のコン
耐性になると、なぜいけないので ビネーションです。すごくよく効
しょうか。皆さんもお使いになった きます。１年間で、４万人のうち約
かもしれませんが、シメプレビル
（商 ３万５、
０００人以上が治ったと言
品名「ソブリアード」
）という薬が出 われます。素晴らしいお薬です。た
ました。この治療に失敗すると、今 だ、このお薬にはちょっと問題があ
言ったウイルスの 番のアミノ酸が ります。
変化します。するとアスナプレビル
ＮＳ５Ａという部品の分子模型図
やバニプレビルとかパリタプレビル です。
（図５左）２つのタンパクが真
といった、他のプロテアーゼ阻害剤 ん中でくっついています。いわば２
がみんな効かなくなるのです。１つ 本の手をパーにして手首でくっつけ
の薬に効かなくなると、ほかの薬も た形です。この上にＣ型肝炎ウイル
効かなくなる。
「これが駄目ならこ スを乗せて増やしています。ダクラ
ちらを使ってみよう」
「これが駄目で タスビルという薬は、このＨＣＶ─
もこの薬で治ります」ではありませ ＲＮＡの真ん中にくっつきます。皆
ん。今の飲み薬の治療は基本的に１ さん、パチンコのチューリップを知
回勝負です。治らないと耐性化して っていますか。閉じると球が入らな
しまう。そこが一番問題です。
「交 くなりますね。そのように真ん中に
叉耐性」
といいます。
くっついて閉じさせて、ウイルスを
増やさない薬です。
（３）ダクラタスビル
（パー）
と 		
しかし、ウイルスのほうもやられ
アスナプレビル
（チョキ） てはかなわないということで、 番
お飲みになったのが、インターフェ
ナプレビルとダクラタスビルのコン

ります。するとチューリップが開き

が変化すると、薬がくっつけなくな

に１人は、この手首の部分
（ 番）が

入るようにいくらでもウイルスが増

つまりチューリップが開きっ放しに

変化したウイルスに感染しています。

っ放しになって、じゃんじゃん球が

える。そういう非常にけしからん状

治りません。逆に、手首のところに

なったウイルスに感染している方は、

ＮＳ５Ａタンパクがパーの形で台

薬がくっつくようなつまり変異して

態が起こってダクラタスビルは効か

座になって、ほかのものを全部乗せ

いないウイルスに感染している人は

ダクラタスビルを飲んでも４割しか

ています（図６）
。先ほどの 番やパ

九十数％治ります。こういう方が主

効かなくなります。耐性化を防ぐた

93

こちらの 番が変化した方も４割

治療された方はご存じと思いま

とが起こります。手首の開きをブロ

るかもしれません。しかし困ったこ

治るからいいじゃないか、と思われ

93

すが、実はＣ型肝炎患者さんの７人

ビルのコンビネーションです。

それがダクラタスビルとアスナプレ

めに薬は必ず２種類組み合わせます。 間にわかりました
（図７）
。

にこの薬で治ったことが、この１年

ーの部分の 番が変化すると、薬が

なくなります。

93

図

5

168

ロンを使わないＣ型肝炎治療、アス

168

図

5

93
93

1977 年12 月３日 第３種郵便物認可
（毎月18 回１、２、３、５、６、７の日発行）
2015 年10 月13 日発行
SSKP 通巻第6155 号
東京肝臓のひろば
第 208 号

（5）

東京肝臓のひろば
第 208 号

1977 年12 月３日 第３種郵便物認可
（毎月18 回１、２、３、５、６、７の日発行）
2015 年10 月13 日発行
SSKP 通巻第6155 号

編集人・東京肝臓友の会 〇三
（五九八二）
二一五〇 〒 ─
東京都新宿区下落合三─一四─二六─一〇〇一
東京都世田谷区砧六─二六─二一
発行人・障害者団体定期刊行物協会
〇三
（三四一六）
一六九八 〒 ─

同病者による面談相談
☆新薬のこと、治療のこと

なんでも お気軽にご相談ください☆
日 時：10 月 30 日
（金）
・11 月 30 日
（月）
13 時 30 分～ 16 時 30 分
場 所 : 東京都障害者福祉会館１階 相談室
対 象：東京都在住、在勤の方優先
主 催：東京都

161

相談料：無料
（予約制）

0033

相談員：米澤敦子
（東京肝臓友の会事務局長）

157
0073

申込方法
電話でお申し込みください。
【申込先】
都障害者福祉会館相談係
〒 108-0014 港区芝 5-18-2
電話 03
（3455）
6321
【交通案内】

（44）

患者交流会
気楽に話そう
ひとりで悩まないで
B 型、C 型肝炎、PBC・AIH・PSC の方も
ぜひご参加ください
日 時：11 月 18 日
（水）
・12 月 16 日
（水）
（毎月第 3 水曜日）
13 時 30 分～ 16 時
場 所：東京都難病相談・支援センター
渋谷区広尾 5-7-1
（都営アパート 1 階）
参加費 : 無料 申込み不要
主 催 : 東京都難病相談・支援センター
問合せ : 電話 03
（3446）
0220
  FAX 03
（3446）
0221
【交通案内】
◆地下鉄日比谷線広尾駅 徒歩 3 分
（2 番出口）
●
「広尾橋」
都営バス停
（① , ② , ③）
●
「天現寺橋」
都営バス停
（④ , ⑤）
N

＝ 日比谷線 広尾駅
至 西麻布

◆ JR「田町駅」
西口徒歩 5 分
◆都営三田線
「三田駅」
出口 A8 徒歩 1 分
◆都営浅草線
「三田駅」
出口 A7 徒歩 1 分

有栖川宮記念公園
1番出口

2番出口

ナショナルスーパー
東京三菱UFJ銀行

②
広尾
プラザ

東京都
難病相談・支援センター
（都営アパート1階）

③

明治

通り

歩道橋

交番

り
外苑西通

ート
都営アパ

保育園 ①
至 渋谷

④
天現寺
橋

渋谷川

⑤

都立広尾病院
至 目黒

東京肝臓友の会主催

至 古川橋

慶應義塾
幼稚舎

2015 年度 医療講演会のごあんない

頒布価格 円
（会費に含まれている）

500

講師：溝上雅史先生（国立国際医療研究センター、国府台肝炎免疫研究センター長）
日時：2016 年 3 月 26 日（土）14 時～ 16 時
場所：全電通会館ホール（JR 中央線、総武線御茶ノ水駅聖橋口徒歩 5 分）
本会報掲載の記事を転載する場合はご連絡ください。

ニューサンノー
ホテル

