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肝臓病医療講演会・相談会

「C 型肝炎治癒後の療養と
油断できない脂肪肝について」
【日時】 2018 年 1 月 21 日（日）13 時 30 分～ 16 時 30 分
【場所】 ステーションコンファレンス東京
（東京都千代田区丸の内 1 － 7 － 12 サピアタワー 4 階）
【主催】 公益財団法人 宮川庚子記念研究財団

演者
長崎大学大学院教授 国立病院機構長崎医療センター
臨床研究センター長 八橋 弘 先生
八橋 皆さん、こんにちは。ただい
まご紹介いただきました、長崎医療
センターの八橋です。並木さん、ご
紹介をどうもありがとうございま
す。東京は天気がいいですね。長
崎では、１週間前に雪が７㎝積もっ
てニュースとなりました。外来患
者さんもいつもの３分の１ぐらい
しか来られませんでした。今日、私
は長崎からではなくて、講演先の札
幌から来ました。雪で東京に来ら
れなかったらどうしようかとひや
ひやしていたのですが、今日はセー
フでしたね。来るたびに、本当に東
京は天気がいいなと思います。
今日は、Ｃ型肝炎で治った人の問
題点と脂肪肝ということで ～
分お話をしまして、そのあとはいろ
いろなご相談を受けたいと思いま
す。気楽に聞いていただければと
思います。

１．Ｃ型肝炎治癒後の療養

最初に写真と絵です。
（略）私も
仕事が忙しくてなかなかまとめて
運動する機会がないのですが、最近
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は、休みが１日あると山に登るよう
にしています。１人では危ないの
で、家内と２人で行きます。長崎
には、ちょうど日帰りで行ける１、
０００メートルぐらいの手頃な山
がたくさんございます。雲仙普賢
岳に登ったとき、たまたまお会いし
たのが私の患者さんでした。
実は、この患者さんは肝臓がんに
なってもう 年経っていますが、そ
の後の経過も良くて非常にお元気
な方です。向こうもご夫婦でいら
して、たまたまお会いしました。私
は、山登りを趣味にされている患者
さんは、皆さん長生きされて元気な
方が多いなあと思っています。外
来で、この患者からも、どこの山が
登るのがいいか、いろいろ教えても
らっています。この方は絵も描か
れていて、今週の外来の時にプレゼ
ントされた絵がこちらです。雲仙
で出会った時の私と家内の後ろ姿
をイメージして、絵にしていただき
ました。
今日ここにいらした方の多くの
方はＣ型肝炎が治っておられるか
と思います。治ったらどうなるの
かということで、私が 年間診てい
る患者さんの経過をご紹介したい
と思います
（図１）
。
この方は、 歳での出産のときに
㎖の輸血をしました。 ㎖とい
うのは微妙な量だなという気がし
ます。しばらく肝臓が悪いとはわ
からなかったようですが、 歳のと
きに、体がだるくて肝臓が悪いと言
われて、 歳で当科の初診となり
ました。昭和 （１９８８）年です。
歳のとき、平成と年号が変わって
２週間後の１月 日から３月 日
の８週間、インターフェロンβ治療
を行いました。当時の状況は、Ｃ型
肝炎と診断できるかどうか、ぎりぎ
りのレベルです。Ｂ型でもＡ型で
もない、つまりｎｏｎＡ ｎｏｎＢ型
肝炎にもインターフェロンが効く
ことでわかり、８週間の治療をした
らその後の肝機能が正常になりま
した。１回のインターフェロン治
療で治って非常にラッキーだった
と思うのですが、 年経過した今で
も、ご本人から「あの２カ月はつら
かった」と言われます。副作用とし
て高熱が出るのですが、解熱剤を投
与しながらも毎日インターフェロ
ンβの点滴をしました。数年後、治
療前後に保存していた血液の中か
らウイルスを調べたらＣ型肝炎で、

治療後は肝機能も正常になってウ
イルスも消失したことがわかりま
した。
それ以後、年１回受診いただいて
います。 歳の時にＣ型肝炎の抗
体も陰性化しました。ウイルスが
消えてからＣ型肝炎の抗体が消え
るのに 年かかったわけです。こ
の方の誕生日が９月なので、誕生日
前後に来ていただきます。 歳で、
／
肝機能はＡＳＴ
 ℓ、
／
ＡＬＴ
 ℓ、γＧＴＰ
／
が
 ℓ、血小板が 万
／ 、ＡＦＰ４ ／㎖ 、Ｈ
ＣＶ ─ＲＮＡもＨＣＶ抗体
ともにマイナスということ
です。がんも出来ていない。
非常にお元気にされていま
す。
こうして平成の始め頃に
治療した方でも、 年間ず
っと年１回病院に来ていた
だいています。Ｃ型肝炎の
再発はありません。Ｃ型肝
炎が治癒された多くの方
は、このような経過をたど
るだろうと思います。
ちょっと窮屈なスライド
ですが、国立病院 施設で

図

のＣ型肝炎の治療成績、ウイルス駆
除率です。シメプレビル、アスナプ
レビル＋ダクラタスビル、２型のソ
フォスブビル＋リバビリン、１型の
ハーボニーで治療した方が全部で
４、
４２５例おられます（図２）
。円
グラフを見ていただきますと、女性
が ％、男性が ％、女性が多く治
療を受けられています。年齢は
代が１、
５３９人で、 歳以上も
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人治療を受けられています。Ｃ型
肝炎に感染しているのは年配の方
が多いので、 代、 代の人をいか
に安全に確実に治癒に導けるかが
治療のポイントになります。
ウイルス駆除率（ＳＶＲ 率）を
見ると、シメプレビルはインターフ
ェロンを併用して使わないといけ
ませんが、それでも ％、飲み薬の
アスナプレビル＋ダクラタスビル
が ％。最も使われたハーボニー
で１型の場合は ％、２型のソフォ
スブビルとリバビリンの場合も
％で、開発治験の成績とほぼ同じで
す。今、これらの治療法の保険適用
となる方では、標準的な治療を受け
ればかなり確実に治せると思いま
す。治っていない数％の方も、新薬
の「マヴィレット（グレカプレビル
＋ピブレンタスビル）
」が使えます
ので、
「マヴィレット」を用いた再治
療法で治すことが可能です。腎機
能が低下しているＨＣＶ２型の方
は、今まで治療対象外と見なされ治
療できませんでしたが、マヴィレッ
トを用いると治せるようになり、今
ではウイルスを駆除することは、そ
んなに難しくなくなりました。

（１）コレステロール値に注意
ウイルスが消えたあとで問題に
なる点が２つあります。１つはコ
レステロールの上昇です。私はハ
ーボニーの臨床試験のときには、こ
のことを認識していませんでした。
この方は、ハーボニーをする前の
コレステロールが ㎎／㎗でした
（図３）
。
。悪玉コレステロールのＬ
ＤＬが ㎎／㎗でした。悪玉コレ
ステロールは まで
正常なのですが、治
療をして４～６週
で、 から までと
ぐらい上がりまし
た。肝機能が全部正
常なのに、コレステ
ロール値だけが異常
値になる。
「あれ、お
かしいな？」と思い
ました。治療の後半
に、コレステロール
値は一時低下したの
ですが、治療終了後
には、再上昇しまし
た。このような現象
は全員ではありませ
ん。もともとコレス
テロールの低い人で

コレステロールに包まれて、血液の
中にいっぱい出ているのです。ウ
イルスが増えるためにコレステロ
ールを使っていた。ところが治療
の結果、ウイルスが急にいなくなっ
た。それまでウイルスが必要とし
ていたコレステロールは、体の中で
いっぱい作られていました。とこ
ろがコレステロールを消費してい
たウイルスが急にいなくなったの

図
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は治療後正常になります。この方
も治療前の値は決して高めではあ
りませんが、中にコレステロール値
が極端に上昇する方がおられます。
ハーボニーでＣ型肝炎の治療を
すると、なぜコレステロールが上が
るのでしょうか。
Ｃ型肝炎ウイルスは、体の中の
油を使って増えています。異物で
あるウイルスは、最後に肝臓の中で

図

2

140

180

70

99.1

80

76.8

（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）
2018 年4 月17 日発行
SSKP 通巻第6871 号
東京肝臓のひろば
第 223 号

89.5

24

95.7
100

158

です。
わかりやすく言うと、いなり寿司
のお米がウイルスです（図４）
。油
揚げを使って表面をコーティング
して、いなり寿司となって完成して
血中に出ていくのがＣ型肝炎ウイ
ルスです。ところが、
治療によって、
お米が急に作られなくなった時に、
一緒に作られていた油揚げの行き
場がなくなった。そう考えていた
だいていいかなと思います。この
ような理屈で急激に血中のコレス
テロールが上がることがあるわけ
です。
ずっと見ていくと、低下していく
方もおられますが、高値で持続す
る方がおられます。悪玉コレステ
ロールですので、かなり高い値の方
は、コレステロールのお薬を飲むの
がいいだろうと思います。
先ほどの方はコレステロールが
上がるので、クレストールというお
薬を毎日飲まれました（図５）
。飲
むと下がって と正常です。この
患者さんは、飲むのが嫌だというこ
とで、おやめになられたのですが、
やめるとまた上がってしまいます。
開業医の先生に高脂血症の薬を出
してもらっていて、毎日飲まなくて

１日置きでいいかなとなりました。 ステロール値がかなり高めの方は
あまり厳密にする必要はないと思 躊躇せずに薬を飲まれたほうがい
うので、こういう形でずっと飲んで いのではないかと思います。
おられればいいのではないかと思
います。
（２）発がんリスク
もう一つ、たぶん皆さんはこれが
Ｃ型肝炎の人は、コレステロー
ル値が低めです。ウイルスがコレ 一番心配なのだろうと思いますが、
ステロールを食べていたからです。 ウイルスを駆除しても肝がんがで
血液中のウイルスが消えた時点か きることがあります。もちろんウ
らコレステロールが急に上がりま イルスを持っているよりも、ウイル
す。ただ、今までず
っとＣ型肝炎にかか
っていた分、動脈硬
化はほかの方よりも
進んでいません。私
が外来をしていて、
心筋梗塞とかの方は
ほとんどおられない
ですね。Ｃ型肝炎の
方は血管がきれいで
す。しかしウイルス
が消えたあとに急激
にコレステロールが
上がって何年も続く
と問題です。このあ
たりは主治医の先生
とご相談してくださ
い。治療するお薬は
ありますので、コレ
図

スを消すと肝がんはできなくなる
のですが、発見が遅れると ㎝とい
うサイズにもなります。
（図略）ウ
イルスを駆除後に開業の先生のと
ころで経過観察をお願いしていた
方ですが、ちょっとお腹が痛いとい
うことで検査をしてみると ㎝の
肝がんができていました。当院に
紹介されました。このケースの肝
がんは治療が難しいがんになりま
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