東京肝臓のひろば
第 218 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）
2017 年6 月18 日発行
SSKP 増刊通巻第6640 号

平成 29 年
（2017 年）
6 月号
特定非営利活動法人

第 218 号

東京肝臓友の会

〒161-0033 東京都新宿区下落合3-14-26-1001
電話（03）5982-2150 振 替 0 0 1 2 0 - 6 - 4 0 5 6 4
FAX（03）5982-2151 口座名 東京肝臓友の会
http://www.tokankai.com

河童橋から焼岳を望む ─長野・上高地─

きり絵・佐藤廣士さん

東京肝臓のひろば
第 218 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）
2017 年6 月18 日発行
SSKP 増刊通巻第6640 号

（2）

日肝協、国会要請行動、院内決起集会 盛会のうちに終える
5 月 25 日 ( 木 )、衆議院第一議員会館、多目的ホールにおいて、日肝協主催の国会要請行動、院内決起集会が行
われました。全国から日肝協、B 型肝炎訴訟原告団・弁護団、薬害肝炎全国原告団・弁護団 200 名が参加、会場は
熱気で一杯になりました。
厚労省、衆参の各党議員が、これまでよりさらに前向きな挨拶をされたのが印象的でした。午後は、衆参厚労議員、
与党肝炎対策推進議員連盟議員を訪問、声明文を渡し私たちの願いを実現してほしい旨、お願いしました。
以下声明文です。
平成 29 年 5 月 25 日

ウイルス性肝炎による重い肝硬変・肝がん患者への医療費助成制度実現
平成 30 年度より開始を！私達は請願採択を忘れない！
（声明文）
肝炎ウイルス感染でこれまで 100 数十万人が死亡
我が国の肝炎ウイルス感染者は、多くが肝硬変・肝がんへと進行し、死亡者数は 1960 年代の年間１万人から
2000 年代は年間 4.5 万人になり、今までに百数十万人が苦しんで亡くなっています。1990 年頃にインターフェロ
ン製剤が開発され、2010 年代になって減少に転じ、現在の年間死亡者数は 3.5 万人余りとなりました。

国にも責任
平成 21 年 12 月に成立した肝炎対策基本法の前文に ｢B 型肝炎及び C 型肝炎に係るウイルスへの感染につい
ては、国の責めに帰すべき事由によりもたらされ、又はその原因が解明されていなかったことによりもたらされた
ものがある｣ と記述され、感染拡大の責任が国にもあるとしています。肝炎対策基本法第十五条には「国及び地
方公共団体は、肝炎患者が必要に応じ適切な肝炎医療を受けることができるよう、肝炎患者に係る経済的な負
担を軽減するために必要な施策を講ずるものとする。
」とあり、また附則では「肝硬変及び肝がんの患者に対する
支援の在り方については、これらの患者に対する医療に関する状況を勘案し今後必要に応じ検討が加えられるも
のとする」とされています。

重い肝硬変・肝がん患者に医療費支援無し
ウイルス性肝炎患者は感染後 20 年～ 30 年かけて、肝炎から肝硬変、肝がんと進行していきます。病状が比
較的軽い段階ではウイルス排除の治療には医療費の支援がありますが、残念ながらその治療が出来なかったり・
効かなかったりして、重い肝硬変、肝がんに進んでいきますと、その治療には支援がありません。これは余りに
不平等と言わざるを得ません。

国会請願採択
昨年の通常国会において、
「ウイルス性肝硬変・肝がん患者に係る医療費助成制度づくりを早急に検討し進め
て下さい」との国会請願が、衆参両議院において採択されました。

支援の理由
1. 薬害Ｃ型肝炎訴訟では血液製剤、Ｂ型肝炎訴訟では集団予防接種による感染が根拠とされていますが、遠い
過去のことで、証明出来ない患者が大勢いる。
2. 昭和 20 年代に WHO から、血液によりウイルス感染するという情報がありましたが、情報の共有がされず、血
液銀行による売血血液などもあり、輸血によって多くの感染者が出ている。
3. 原因が解明されないこともあって、一般医療でも注射器の筒と針の消毒・交換が不十分で、変更されるまで感
染者が多数出ている。
（感染者多発の地域がある）

支援の内容と対象者
1. 健康保険適用対象の検査費、治療費、入院費等の自己負担に関する助成制度
2. 現在、その治療等に支援がない、ウイルス性肝炎による重い肝硬変・肝がん患者
声明文に同意する団体 全国Ｂ型肝炎訴訟原告団・弁護団、薬害肝炎全国原告団・弁護団
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東京肝臓友の会主催
2016 年度医療講演会

「B 型 C 型慢性肝炎、肝硬変、肝がんの最新治療、
ウイルス排除後に気をつけること」
【日時】 2017 年 3 月 19 日（日）13:30 ～ 15：40
【場所】 全電通労働会館（東京都千代田区神田駿河台 3 丁目 6）

演者
武蔵野赤十字病院 院長
泉 並木 先生
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■Ｂ型Ｃ型慢性肝炎、肝硬変、
肝がんの最新治療、ウイル
ス排除後に気をつけること
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武蔵野赤十字病院 院長 		
泉 並木 先生

司会
（米澤） では、早速講演に移り
たいと思います。
「Ｂ型Ｃ型肝炎慢
性、肝硬変、肝がんの最新治療、ウ
イルス排除後に気をつけること」と
いう非常に長いタイトルを先生に
お願いしております。講師の泉並
木先生は、皆さんもよくご存じだと
思いますが、ご経歴を少しご紹介さ
せていただきます。
年３月、東京医
１９７８
（昭和 ）
科歯科大学医学部をご卒業になり、
同大第二内科に入局、１９８６（昭
年４月に武蔵野赤十字病院内
和 ）
科副部長になられます。２００１
（ 平 成 ） 年 に は 消 化 器 科 部 長、
年、副院長にご就
２００８
（平成 ）
任されました。近畿大学、東京医科
歯科大学、山梨大学、香川大学など
でも教鞭をとられ、現在は武蔵野赤
十字病院の病院長でいらっしゃい
ます。日本肝臓学会の理事で、ガイ
ドラインの委員でもいらっしゃい
ます。
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それでは泉先生、どうぞよろしく
お願いいたします。
（拍手）
泉 皆さん、こんにちは。武蔵野赤
十字病院の泉でございます。先ほ
ど野田さんからもご挨拶がありま
したように、肝臓病の治療について
は非常に大きな進歩があったとい
うことですが、まだまだこれからも
進歩するということを今日はお話
しさせていただきたいと思います。
今の病院に勤めて 年少しなので、
今日は、私の思い出話も含めながら
お話をさせていただきたいと思い
ます。
僕は兵庫県淡路島の生まれで、淡
路島のちょうど真ん中あたりに実
家がありました。高校までは淡路
島におりましたので、大学から東京
へ出てきたときは全くの関西弁で
した。東京に来るとこんなに優秀
な人がいっぱいいるんだなと思っ
て、すごくコンプレックスを感じ、
まずは言葉だと思って、一生懸命に
関西弁を直しました。当時はまだ
こんなにお笑いで使われていない
言葉だったので、それを一生懸命直
したわけです。
いろいろな研究をしながら過ご

したのですが、大学を卒業して８ とが始まりました。したがいまし
年目に武蔵野日赤に派遣されまし て、 歳未満の方にはＢ型肝炎のキ
た。昭和 （１９８６）年です。ま ャリアはほとんどいませんで、国が
だ古い建物で、消化器内科は３人で とった施策が非常にうまくいきま
した。毎晩毎晩、救急車で吐血や下 した。そうはいっても 歳以上の
血の患者さんが来て、ほぼ毎日呼び 方、特に今 ～ 代というちょう
出しがある状況に忙殺されました。 どがん年齢に当たる方にはまだま
Ｃ型肝炎ウイルスはまだ見つかっ だＢ型肝炎がたくさんいらっしゃ
ておりませんでした。肝臓がんで います。
現在の問題点は、Ｂ型肝炎からが
亡くなる方が本当に多く、動脈塞栓
とかエタノール注入をしても、３年 んになる方がまだ減っていないと
生きる方は ％以下という状況で いう点です。Ｂ型肝炎から肝硬変
した。ここから今までの進歩は夢 になる方が約 ％、Ｂ型肝炎で肝
のようでございますが、この病院で がんになる方が ％を占めている。
年、今も勤務させていただいてお 日本での肝がん、肝硬変の原因は、
ります。
圧倒的にＣ型肝炎が多いのですが、
Ｂ型肝炎も常に ％以上、原因にな
っていて、これは大きな問題なので
す。
１．Ｂ型肝炎
肝臓は、Ｂ型肝炎ウイルスがい
るだけでは悪くなりません。炎症
反応が起こって肝臓に線維化が起
こってきて、そこからがんができま
す。そのように進んでいく方は、患
者全体の ％ぐらいで、Ｂ型肝炎の
方全部が進行するわけではないこ
ともわかっています。肝臓にウイ
ルスが感染しても、ウイルスがいる
だけでは別に肝炎は起こりません。
31

まずＢ型肝炎からお話しさせて
いただきます。日本の人口構成と、
Ｂ型肝炎の方の分布です（図１）
。
１９８６
（昭和 ）年に、国がＢ型肝
炎の母子間感染予防対策を行いま
して、Ｂ型肝炎のお母様からお子様
が生まれたら、すぐに赤ちゃんにワ
クチンを打って、感染を予防するこ

50

10

10

12

40

10

61

10

61

（4）
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）
2017 年6 月18 日発行
SSKP 増刊通巻第6640 号
東京肝臓のひろば
第 218 号

30

30

30

しかし、細胞性免疫という免疫が働
いて、
「このウイルスを壊しましょ
うよ」という免疫反応が起こると肝
炎になります。しかし、全部のウイ
ルスを排除できるわけではなく、Ｂ
型肝炎を完全に治すお薬はいまだ
にできておりません。
Ｂ型肝炎の治療薬では、インター
フェロンが１９８０年代から使え
るようになりました。核酸アナロ
グという飲み薬は現在４種類が使
えます。今日はもう１種類出てく
るという話をさせていただきます。
それからステロイド離脱療法とか、
いろいろ使って肝臓の細胞を守る
治療をしています。しかし残念な
がら、Ｂ型肝炎から肝臓がんになる
方がいまだに減っていません。
なぜＢ型肝炎ウイルスは、Ｃ型肝
炎みたいにきれいに治せないので
しょうか。Ｂ型肝炎は、ＤＮＡウイ
ルスが肝臓の細胞の核の中にがっ
ちり入り込んで、そのＤＮＡを完全
に消し去ることがなかなか難しい。
世界中の研究者が今一生懸命取り
組んでいますが、Ｂ型肝炎ウイルス
を完全に壊しきる薬はいまだにで
きていないのです。
Ｂ型肝炎ウイルスはいろいろな

タンパクを作り出しますので、血液
検査では、Ｂ型肝炎ウイルスのいろ
いろな指標があります。なかなか
肝がんの減らないＢ型肝炎につい
て、肝臓学会では治療の基準をいろ
いろ変えてきました。特に慢性肝
／
炎は、ＡＬＴが
 Ｌ以上の方を
治療対象としています。 は、多く
の病院では正常値です。従来は異
常値でなかったら治療しないと言
ってきたのですが、肝がんが減らな
いのでもうちょっと基準を下げて、
「 から治療対象にしましょう。そ
して、ＨＢＶ─ＤＮＡというウイル
ス量が の４
 （ の４乗）以上な
ら治療してください」とガイドライ
ンを変えています（図２）
。将来肝
がんになる方をもっと減らしたい。
そして、いったん肝硬変と診断がつ
いたら、ＡＬＴの値にかかわらず、
ＨＢＶ─ＤＮＡウイルスが陽性な
らば全部の方に治療しましょうと
いうことになってきました。
しかし、これだけでも治療対象の
基準としてはちょっと不十分なの
で、プラス
「非活動性キャリア」とい
う、肝機能のＡＳＴ／ＡＬＴが全く
正常でＨＢＶ─ＤＮＡが陽性とい
う、少し発がんリスクの高い方も治
療対象にしたほうがいいだろうと
いうことになりました。今はせっ
かく国の医療費助成がついていま
すから、今後は肝がんを防ぐ対策を
もう少し進めることが非常に重要
です。このように治療の基準がだ
んだん変わってきておりまして、肝

10

進行するリスクも、肝がんになるリ
スクも、ウイルス量が多ければ多い
ほど高いのです。従来は、ＨＢｅ抗
原が陰性ならばほぼ臨床的には治
ったと言われていたのが、実はＨＢ
ｅ抗原が消えてもウイルス量が多
いほどがんになりやすいと証明さ

図
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臓学会としても、肝がんになる方を
減らすための努力を一生懸命して
おります。
台湾から出た非常に重要な研究
では、Ｂ型肝炎のウイルス量が多け
れば多いほどがんになりやすいこ
とがわかってきました。肝硬変に
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日本肝臓病患者団体協議会主催
肝炎患者の みなさん、ご家族 のみなさん、
医療関係者 のみなさんもふる ってご参加ください

第6回

世界保健機構（ＷＨＯ）の呼びかけにより、厚生労働省は毎年 7 月 28
日を「日本肝炎デー」に設定し、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実施するよう呼びかけています。日肝協は患者団体と
して独自の「肝炎フォーラム」を今年も開催、肝炎の現状や問題点をみな
さんと一緒に考えます。
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所
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参加費

無料

申込み

日本肝臓病患者団体協議会まで 電話、ＦＡＸでお願いします

<プログラム>
開会式 主催者挨拶、来賓挨拶、メッセージ披露
講演 1 「Ｂ型Ｃ型 慢性肝炎、肝硬変 、肝がんの新た
講師

な治療法を学ぶ(仮)」
考藤 達哉 先生
国立国際医療研究センター肝炎免疫研究センター長

主

催 日本肝臓病患者団体協議会

TEL 03-5982-2150

161-0033 新宿区下落合 3-14-26-1001

（祝日を除く火～土曜 10：00～16：00）

FAX 03-5982-2151

頒布価格 円
（会費に含まれている）

定員 400 名
要 申込み

500

本会報掲載の記事を転載する場合はご連絡ください。

（40）

