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宮川庚子記念研究財団 第 22 回肝臓病医療講演会
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司会 ただいまより講演会に入りま

す。「Ｂ型及びＣ型肝炎から肝がんに

ならないための方策」と題しまして、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

47

単にご紹介させていただきます。熊

年に岐阜
田先生は、昭和 （１９７２）

52

大学を卒業され、同年４月、虎の門病

院病理学科、昭和 （１９７７）年、消

化器科、平成元
（１９８９）年、消化器

科部長、平成 （２００４）年１月、虎

年
の門病院副院長、平成 （２００７）

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、日本消化器病学会、日本内科学

会の要職を歴任され、公益財団法人ウ

イルス肝炎研究財団理事長、宮川庚

子記念研究財団理事など数々の関連

団体の役職に就いておられます。ま

た、厚生労働省の肝炎の調査研究班の

班長としてご活躍されておられます。

そのほか、東京都ウイルス肝炎対策協

議会の委員でもあり、著書、論文も多

数発表されています。肝臓病の専門

医が一番多い病院のトップに立たれ、

文字どおり肝臓病治療の第一線で活

躍されておられます。

それでは熊田先生、よろしくお願

●もくじ
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博光 先生

いいたします。

１．はじめに

Ｔ（ＡＬＴ／ＡＳＴ）の正常化が続い
ているのに、なぜ肝がんになるのか。
この２つの命題について、お話をした
いと思います。

っています。

の日本の治療では、Ｃ型肝炎は不治の

病で、主に強力ミノファーゲンＣとか

ウルソデオキシコール酸を使って命

を長くもたせる方法しかなくて、治す

どのくらいがんになるのでしょうか。 （１）治癒後の発がん率

ーフェロンが使われて、一部の人は治

方法はありませんでした。１９９２

まずＣ型肝炎の治療です。治癒し

ったけれども、大部分の人は治らな

２．Ｃ型肝炎から肝がんに
ならないために

熊田 ご紹介、どうもありがとうござ
これは虎の門病院の池田健次先生の

たと言われたのに、しばらくしてから

かった。そういう時代が１９９２～

まず、Ｃ型肝炎とＢ型肝炎からは、

いました。毎年この会でお話をさせて
データです（図１）
。まだ治療法のな

肝がんになった人はなぜか、というこ

２００４年の 年間続きました。当

和夫先生は、日本での母子感染予防

究財団医学功労賞を受賞された白木

思います。 先ほど、宮川庚子記念研

者さんの血液を全部保存していまし

イルスの発見前の１９７０年から患

見ました。虎の門病院は、Ｃ型肝炎ウ

慢性肝炎の人と肝硬変の人について

しょう。Ｃ型肝炎が発見されたのが

Ｃ型肝炎の歴史を振り返ってみま

したから、皆さん、がんにならないよ

肝がんになった人がいらっしゃいま

１型では ％しか治りませんでした。

時のインターフェロン単独療法は、

人たちが 年経ったらどうなったか、 とについてお話をします。

年になって初めてＣ型肝炎にインタ

いただいていますが、実は今回で最後
かった、今から 年前、無治療だった

事業を立派に導かれました。 私自身

た。ですから、Ｃ型肝炎が発見された

うに頑張ってインターフェロンを打

は、若い先生がこの会を続けられると

にしたいと思っております。来年以降

は、Ｃ型肝炎が発見されてから治療が

あとからも、いろいろなデータを測る

１９８９年でした。１９９２年まで

ほぼ終わるまで肝臓医でいられたとい

ったという時代でした。

２型は ％。それでもＣ型肝炎から

10

いと、 年経って ％の人が肝がん

型慢性肝炎だった人が何も治療しな

そのデータを見ますと、初診でＣ

ーフェロンとリバビリンを合わせ、さ

という飲み薬ができました。インタ

２００４年になると、リバビリン

30

これからの肝炎は、Ｃ型はもう治

図

1

るのが当たり前です。しかし、治って

よかったと思っています。

ことができたのです。
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うことで、この時期に肝臓医を選んで
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もがんになる人がいます。Ｂ型肝炎

阻害剤も合わせて治療すると、１型で

らに２０１１年からはプロテアーゼ

Ｂ型肝炎は、Ｃ型肝炎ほど発がん

ところがインターフェロンをずっと

なりました。世界でもなかなかこう

たいと思います。つまり今日のテー

率は高くないのですが、慢性肝炎の人

打たなければいけない。１年半も打

やはりがんになる人がいる。これを

マは、Ｃ型肝炎は、治癒したと言われ

を 年診ると ％、５人に１人は肝

炎も治る人がやっと増えてきました。

りました。この頃になると、Ｃ型肝

90

た人でも、しばらくしてからがんにな

いうデータはありません。
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70

今後どうしていくかというお話をし

は ％、２型では ％治るようにな

では、よくなるのは当たり前ですが、 治療の人を見ると、 ％が肝がんに

になりました。一方、Ｃ型肝硬変で無

15

るのはなぜか。Ｂ型肝炎では、核酸ア

の人は、無治療だと ％ががんにな

がんになっています。Ｂ型で肝硬変

しゃいました。

って、やっと治ったという人もいらっ

20

ナログの治療によってＧＯＴ／ＧＰ
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しかし、例えば高齢者や、鬱病など

ない。治ってから 年経ってもがん

たすぐあとに使った人です。
（図略） 治癒した人からの発がんは非常に少

対して「治っても油断しないで、最低

肝臓専門医は、肝硬変まで進んだ人に

使えない人も多数いらっしゃいまし
になっても診ていますが、良好な経過

て、その後ずっと 年間、現在は 歳

当時 歳で、ウイルスが消えて治っ

た。それに対して２０１４年になっ
で今も外来に来ていらっしゃいます。

の副作用が出てインターフェロンが

て、日本では私たち虎の門病院のグル
一方、この人は 歳のとき、慢性肝

その人たちでは、インターフェロン単

ンと併用で ％でした。テラプレビ

ェロンを使うと、最初の時代は、治る

（図２）
。慢性肝炎の人にインターフ

ると、どのくらい治るのかを見ました

まず、インターフェロン治療をす

来に通院されています。 歳から

んが出て、今のところ再々発も無く外

ました。その２年後、新たな場所にが

っていまして、２０１０年にがんが出

ところが、そのときはもう肝硬変にな

た。それでもインターフェロンとリ

テラプレビルの成績のほうがよかっ

いいと言われましたが、日本全体では

されて、当時はシメプレビルのほうが

％という結果でした
（図４）
。

インターフェロンを使った慢性肝

スが消えた）人からは、その後どのく

炎のうちに治れば、がんになるのは

％の人ががんになっています。しか

％が肝がんになった。ですからＣ型
がんが出ました。ですから、いかに治

し、治った人でも、発がんについては

進むと非常に厳しい予後になります

肝硬変が治らなかった人は、そのまま
すことが大事か、ということです。慢

この人は現在 歳で、 歳のとき

ょうか。

では、インターフェロンを使って

だった人も大勢いらっしゃいました。 （２）治癒後に発がんするのはど
ういう人か

来院されたときには既に肝硬変

でも年２回はチェックに来てくださ

ープが飲み薬だけの治療にチャレン
炎で当院にいらっしゃいました。
（図

独治療で治った人が ％、リバビリ

になった人はわずか２％であるとい

ジして、予想以上に多くの人が治りま
略）残念ながら治療法がなかった時代

ウイルスが消えたにもかかわらず、発

い」
とお勧めしていると思います。

した。これがインターフェロンフリ
で、インターフェロンとリバビリン

がんしたのはどういう症例なのでし

人は ％でしたが、リバビリンとの

歳まで年を重ねられたわけです。

バビリンとテラプレビルを併用して

併用になって ％、さらにテラプレ
ビル、シメプレビル、バニプレビルと

炎の人を長期にわたって見ました（図

らい発がんするのでしょうか。Ｃ型

では、Ｃ型肝硬変が治った
（ウイル

いうプロテアーゼ阻害剤を使えるよ

３）
。インターフェロンで治った 人

治療で治っても、 年経つと ％が

肝硬変の人がインターフェロン単独

うにインターフェロン＋リバビリン

はなっていません。ですから慢性肝

ました。しかし、どうしてもインター

人に２人です。ところが、当時はイ

薬を使って ％近く治るようになり
フェロンを使わざるを得ませんでし

し治らなかった人は、 年経つと

た。

では、慢性肝炎の人が治ってから、 せんでしたので、治らなかった 人

は、 年間で ％、５人に１人から肝

40
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この人は、初めてインターフェロ

がんがどのくらい出るかを見てみま
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厳重な経過観察が必要です。現在も

24

性肝炎のうちにインターフェロンで

した。

782

ンターフェロンではそんなに治りま

がんになっていた（図５）
。 年で

29

606
100

10

15

15

図

に肝硬変になりました。
（図略）イン
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ー時代の始まりとなりました。たっ

を 週間使って、やっと治りました。 ルよりもあとにシメプレビルが発売
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た３年前のことです。
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医療講演会のお知らせ

「B型C型慢性肝炎、
肝硬変、
肝がん、
これから治療する人、治療が終わった人へ」
日 時：3 月 21 日（祝）
14：00 ～ 16：00
場 所：全電通会館ホール
千代田区神田駿河台３- ６

161

157

0033

JR 御茶ノ水駅 徒歩 5 分
講

師：泉 並木

0072

先生

武蔵野赤十字病院院長
申込

：要

※詳細は会報「東京肝臓のひろば」2 月
号にてお知らせします。

東京肝臓友の会

B 型肝炎部会
肝がん部会
日時：

交流会のお知らせ

１月 27 日（土）13:30 ～ 15:30

場所：東京都難病ピア相談室
（旧 難病相談・支援センター）
渋谷区広尾 5-7-1
( 東京メトロ日比谷線広尾駅徒歩３分 )
頒布価格 円
（会費に含まれている）

500

◆
「B 型肝炎」
「肝がん」部会、交流会を、それぞれ分かれて
同時開催します。
◆ B 型肝炎の方、肝がんの方、ご家族のみなさん、治療の
こと、薬のこと、情報交換しませんか。お気軽にご参加
お待ちしています。
本会報掲載の記事を転載する場合はご連絡ください。

