
著効になれば

肝がんが発症するリスクは1/5以下
となります。
特に現時点で、すでに肝癌発症リスクの
高い人（肝線維化進展、高齢、男性）は
積極的に治療を導入しましょう。
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抗ウイルス薬による
治療を強く
おすすめします！

情報誌ひまわりに初めて出会った方へ
『たくさんの花びら（医療者）が種（患者さん）を真ん中に取り囲み、
そうしてできた花がみんな太陽の方を向いているひまわりのように、
患者さんとスタッフが協力して患者さんたちみんなの生活が明るい方へ
向くことができますように』という願いを込めて
≪ひまわり≫と名付けられました。

2005年から継続して作成してきました。
肝臓病の患者さんのお役に立てれば幸いです。
この情報誌ひまわりは当院肝臓病教室で配布しています。
また当院のホームページ➡各部門のご案内➡肝胆膵内科➡肝臓病の情報提供
よりダウンロードできます。ぜひご活用ください。

治療はC型慢性肝炎と代償性肝硬変の患者
さまが対象です。
抗ウイルス治療は目覚ましく進歩しており

95％以上の患者さんで著効
（持続的なウイルス排除）が得られます。

副作用は少ないです。

抗ウイルス薬は非常に
高価なお薬ですが

治療への助成制度
によって安価で受ける
ことができます。

もうちょっと詳しいことが
知りたくなってきましたか？

１



Ｃ型慢性肝炎はＣ型肝炎ウイルス (ＨＣＶ)の感染が原因で
肝臓が炎症を起こしその状態が６ヶ月以上持続している病気です。

代償性肝硬変はC型慢性肝炎が徐々に進行している状態ですが
壊された肝細胞があまり多くないため残された肝細胞で何とか必要な
働きをしている時期であるため、肝硬変に特有な自覚症状はありません。
肝硬変に特有な自覚症状とは＝だるさ、お腹がはる（腹水）、食欲不振、
女性化乳房（男性なのにお乳がふくれる）、手掌紅斑（手のひらが赤く
なる）、くも状血管腫（首のあたりにクモの巣のような血管がみえる
ようになる）などのことです。チャイルドピュースコア（下記）で合計
点が６点以下のチャイルドAの方が代償性肝硬変です。

１．C型慢性肝炎と代償性肝硬変

１．検査
１）定期チェック（血液検査と画像）

定期検査ではHCV‐RNA定量検査でウイルスの量を測定しています。
肝臓の状態を把握するために、
GOT（AST)・GPT（ALT）・血小板・血清アルブミン・総ビリルビン・
プロトロンビン活性の値をチェックしています。検査データの意味などに
ついて詳しく知りたい場合は肝機能ナビも参考になります。スマートホン
でも見ることができます。（田辺三菱製薬 提供）

２

http://kankinou.net/wakaru/alt.html

エコー・CT・MRなどの画像検査も定期的に行っていきます。

１点 ２点 ３点

脳症 なし 軽度 時々昏睡

腹水 なし 少量 中等量

血清ビリルビン（㎎/dl） 2.0未満 2.0-3.0 3.0超

アルブミン（g/dl） 3.5超 2.8-3.5 2.8未満

プロトロンビン活性（％） 70超 40-70 40未満

≪肝硬変のチャイルドピュー分類≫

上の合計点が
5-6点➡チャイルドA 7-9点➡チャイルドB 10-15点➡チャイルドC



[日本肝臓学会編. 慢性肝炎の治療ガイド 2008. 改変]

慢性肝炎の
程度

線維化 10年間の発がん率 血小板数

軽度 少し（F1） ５％ 17-20万

中等度 中等度（F2） 10-15％ 14-17万

高度
肝硬変の手前
（F3）

30-50％ 12-14万

肝硬変 肝硬変（F4） 60-70％ 10万以下

日本肝臓学会 C型肝炎に起因する肝がん撲滅を目指してより引用

上図のF１やF２というのは線維化の程度を表しています。
Fは『fibrosis』のFで線維化を表しています。線維化というのは結合組織
と言われる部分が異常増殖する現象のこと。
簡単に言うと肝臓が固くなっていく程度です。

現在みなさん
はこのあたり
になります

２．C型慢性肝炎の経過
Ｃ型慢性肝炎は20～30年あるいはそれ以上の経過を経て肝硬変・肝がん
に進行していきます。（下図）進行するほど肝臓がんを発症する率が高く
なります（下表）。

２）肝生検
画像検査でも肝臓の状態はある程度はわかりますが
肝臓の炎症の強さ・線維化の程度をより詳しく調べる
ためには肝生検を行います。肝生検はお腹に局所麻酔
をしてエコーでみながら生検用の針を刺して細胞を
とります。入院が必要です。（最短２泊３日の入院で、
３割負担の方で約５万円程度必要。結果がでるまでは
１週間程かかります。）

３



セロタイプ ジェノタイプ（遺伝子型） 日本での割合

1型
１a 日本ではまれ

1b 約70％

２型
2a 約20％

2b 約10％

２．あなたに合った抗ウイルス薬

C型慢性肝炎のウイルスにはタイプがあって日本人の70％は１型、
30%は2型です。セロタイプの検査は保険診療で測定できますが
判定不能となる場合があり、この場合は肝炎専門施設でジェノタイプの
測定を行って判定する必要があります。１型と２型では抗ウイルス治療
に用いる薬剤が違います。
ご自身のC型慢性肝炎のタイプが１型なのか２型なのかを
主治医の先生に聞いてみてください。

４

１．HCVウイルスのタイプ

２．ウイルスに薬剤耐性変異があるかないか
１型ウイルスの場合、薬剤耐性変異（NS５A-Y93/L３1変異）検査を
行います。この検査は保険診療では測定できませんが、肝炎専門施設で
あれば、無償で測定できます。約20%の患者さんが、このような薬剤
耐性変異を持ったウイルスに感染しており、下の表に示すように、一部
の薬剤の効果が少なくなります。

変異を持っていない 変異を持っている

ハーボニー配合錠 95％以上 95％以上

ヴィキラックス配合錠 95％以上 約85％

ダクルインザ
スンベブラ

90％以上 約40％

３．その他の条件
肝機能の値だけではなく、腎機能が悪くないか、貧血がないか、などの
全身状態をチェックします。また、抗ウイルス薬はすべて併用しては
いけない薬剤があります。ここでは詳しく示しませんが、自分がふだん
服用している薬を必ずチェックしてもらう必要があります。
非常に高齢の（80歳以上）の方では薬の開始１週間程度の
入院での導入をおすすめしています。



●体液貯留➡浮腫（足や手・顔がむくむ）肺水腫（肺に水がたまる）
などの症状のことです。特にカルシウム拮抗薬の投与中によく
起こります。

●肝機能障害➡ALT（GPT）T-Bill（ビリルビン）などの値の上昇。
ALTが基準上限の10倍を超える場合は中止する。

●頭痛、はきけ

期間 １日１回１錠 12週間

副作用

ハーボニー配合薬®（一般名：レジパスビル + ソホスブビル）

薬代
ハーボニー配合錠®１錠 80171.30円

12週間＝720万円
☞医療費助成の手続きをすれば月に１万円か２万円の支払い
となります。

著効率 95％以上（臨床試験では99%）
NS５A-Y93/L３1薬剤耐性変異があっても
治療効果は変わりません
重度の腎機能障害の人には投与できません。

ヴィキラックス配合薬®
（一般名：オムビタスビル + パリタプレビル + リトナビル）

NS５A-Y93/L３1薬剤耐性変異がなければ、著効率
9５％以上（臨床試験では９９％）

NS５A-Y93/L３1薬剤耐性変異がある場合、著効率は
83％に低下するため、前述のハーボニー配合薬を選択
します。

期間 １日１回２錠 12週間

副作用

薬代
ヴィキラックス配合錠®１錠 26801.20円

12週間＝482万円
☞医療費助成の手続きをすれば月に１万円か２万円の支払い
となります。

４．セロタイプ１型の治療

血圧を下げる薬の一種であるカルシウム拮抗剤は、副作用を強める可能性
があるので、併用しないようにします。

５

●頭痛、倦怠感（からだのだるさ）、はきけ、口内炎
（あまり重い副作用は報告されていません）



ダクルインザ®(一般名:ダクラタスビル)
スンベプラ®(一般名:アスナプレビル)）

貧血➡血液中の赤血球が減ることです。レベトール・コぺガスによって
起こります。
頭痛、倦怠感（からだのだるさ）、はきけ、掻痒感（皮膚のかゆみ）
不眠

●肝機能障害➡ALT（GPT）T-Bill（ビリルビン）などの値の上昇。
（ALTが基準上限の10倍を超える場合は中止する）
●頭痛、発熱（時に38度以上）

６

NS５A-Y93/L３1薬剤耐性変異がなければ、著効率約９０％
（臨床試験では9４％）NS５A-Y93/L３1薬剤耐性変異がある場合、
著効率は約４０％に低下します。
ハーボニーやヴィキラックスに比べ、投与期間が長いのが欠点です。
透析患者さんに安全に使用できることがわかっています。

期間

副作用

ダクルインザ錠®（朝食後に１錠）と
スンベプラ錠®（朝食後と夕食後に１錠ずつ）を内服します。
24週間（２剤を一緒に内服します）

薬代 ダクルインザ錠®60㎎１錠 9160円
スンベプラ錠®100㎎ １錠 3280.7円
２剤で24週間合計＝224万円 ３割負担の方で67万円
☞医療費助成の手続きをすれば月に１万円か２万円の支払い
となります。

５．セロタイプ２型の治療
ソバルディ®（一般名：ソホスブビル）
レベトール® or  コペガス®（一般名：リバビリン）

著効率 95％以上（臨床試験では9７%）
高度の腎機能低下や貧血を持っている場合は
使用できない

期間 ソバルティ®（朝食後に１錠）とレベトール®または
コぺガス®は１日2回（朝夕食後）（量は体重によって変わる）
を12週間内服します。

薬代

ソバルディ®１錠 約61800円
レベトール®１錠 約62８円
2剤で12週間＝545万円
☞医療費助成の手続きをすれば月に
１万円か２万円の支払いとなります。

副作用



大阪府のホームページから「C型慢性肝炎に対する医療費助成の申請手続き」の情報
を得ることができます。下記の手順でアクセスしてみてください。
パソコンが苦手な方のために下記にC型慢性肝疾患に関する飲み薬のところを載せて
おきます。
大阪府ホームページ➡健康・医療➡医療・医療費➡肝炎治療医療費助成
➡肝炎インターフェロン・インターフェロンフリー治療受給者証申請手続

２．Ｃ型慢性肝疾患
（３）インターフェロンフリー治療について

HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎又はChild-Pugh分類 AのC型代償性肝硬変で、
インターフェロンを含まない抗ウイルス治療を行う予定、又は実施中の者のうち、
肝がんの合併のないもの。
※１ 上記については、原則１回のみの助成とする。

ただし、インターフェロンフリー治療歴のある者については、
肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医によって
他のインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療を行うことが適切であると
判断される場合に限り、改めて助成の対象とすることができる。

※２ 上記については、初回治療の場合、日本肝臓学会肝臓専門医が
「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。

※３ 上記については、再治療の場合、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する
日本肝臓学会肝臓専門医の判断を踏まえた上で、日本肝臓学会肝臓専門医が
「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。

インターフェロンフリー
治療とは飲み薬のみの

抗ウイルス治療のこと

Child-Pugh分類Aの代償性肝硬変と
は２ページをみてください。（簡単に
言うと肝硬変でもまだ肝臓の働きが
それほど弱っていない方）

当院は肝疾患
診療拠点病院
です。

日本肝臓学会
肝臓専門医
当院では…

申請に必要な書類（下記）をお住いの保健所に提出します。
①交付申請用紙➡記入する内容：名前・住所・生年月日
世帯の状況（家族構成・市町村民税の合計金額）・助成制度利用歴

②肝炎インターフェロン治療受給者証認定にかかる診断書
③患者さんの健康保険証の写し
④続柄が記載された世帯全員の住民票
⑤中学生以下を除く世帯員全員の市町村民税課税証明書
当院では必要書類は患者相談室（病院１階）で大阪府だけでなく、
各都道府県の申請書類を受け取ることができます。

助成期間
申請書類が保健所で受理された月の初日を助成期間開始日とし、
内服期間＋１か月となる

自己負担限度額
世帯全員の市町村民税課税年額 自己負担限度額

235000円未満 10000円

235000円以上 20000円

７

３．医療費の助成（大阪府の場合）

肝臓学会
肝臓専門医

内科

片山和宏
大川和良
榊原 充
松永 隆
名和誉敏

外科 小林省吾



４．抗ウイルス治療 その後

抗ウイルス治療が効いて持続的にウイルスが排除された状態のことを
「著効」と言います。著効の判定基準は、治療終了後６カ月まで
HCV‐RNA（ウイルス量）が「検出せず」となっていること。

年に2‐３回定期チェックを行っても全身をみている
わけではありません。人間ドックや職場の検診は
定期的に受けてください。検診ではC型慢性肝炎に
関する専門的な検査は行われませんので専門医での
定期検査は受診を継続してください。

１．著効ってどういうこと？

２．ウイルス排除後の定期チェック
著効が得られて後肝がん発症リスクは減少しますが、
リスク０になるわけではないので、年に2‐３回程度の
血液及びエコー（CT・MR）は必要です。

３．抗ウイルス薬が効かなかった方
現在の治療でも少ないながら非著効の方が現れます。このような人には
さまざまなタイプの薬剤耐性ウイルスが出現して、他の抗ウイルス剤も
効かなくなると言われています。今後の薬剤の開発を見据えながら肝臓
専門医と治療方針を相談していく必要があります。

文責：地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪府立成人病センター
〒537-8511 大阪市東成区中道１-３-３ TEL 06-6972-1181（代表）

チームひまわりメンバー
副院長：片山和宏
肝胆膵内科主任部長：大川和良
肝胆膵内科副部長：榊原充
肝胆膵内科医長：名和誉敏
看護師：９階南病棟・９階北病棟・内科系外来
薬剤師：高橋幸三・佐野真由美・木村圭佑
管理栄養士：谷口裕子

参考・引用
日本肝臓学会ホームページ
イラストはフリー素材「いらすとや」より引用
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