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いと考えている．現ｲf,C型ll l:炎のIFNフリー泊

Pugh分瀬Bまで子1帳の州!￨:が縦められたため，

療はいずれの漿剤をlllいても激l｢｢ﾉjと非術に効果

今後より多くの忠行が甥￨'￨:をill'liたすようになると

も商いがIMlliでもあり，医旅曲助成をIII誌してい

考えられる． この件もi;"llはll l:疾悠WI談センター

ただいてから淌旅をけっていただきたい．簡iiiに

のホームページかり,↓のホームベージを参照してい

述べると，収入に応じて心門の支払微が'二lに1−2

ただきたい．

ﾉjlilになるものである． また，呪ｲliのところまだ
周渕Iｲく足であるがウイルスIl l:炎忠行群III症化予防

このようにC"ll l:炎はllllilll的な￨災療の進歩，充

推進1f業として，自泊体検代などで兄つかった方

'炎した助成制哩を1'f蛾に流旅をするならばまさに

などを対象にﾉllnl*I!啼検代助成， また収入や病状

今と高.える．可能な限り多くの￨珊性肯の発掘を行

に応じて一・定縦定' 1検介に年lH121ulまでNIi肋され

い将来の肝炎, ll l:lim変, ll l:州が減ることを切に望

る定期検在が助成されるilill庇がある． またさらに

んでいる．ぜひ， これを!流んでいただいた皆様に

新潟蝶では，池￨流に際し

も可能な範llllでおﾉJ添えいただければ幸いであ

・だの嬰件を満たせば通

院餅が助成される迪院Y'i助成ilill腱がある． これら

る．

はそれぞれ州'￨:があるため詐糺llは肝疾忠相談セン

(http://www.nuh.niigata‑

水稲は， 、￨え成28f卜哩輔l lnl部逆府ﾘ,llll:疾患診

u.aC.jp/liv/)かりi↓のホームベージを参照していた

療連桃拠点ﾙ)i院協 液会および￨Xillli ･ lli任尚向け研

ターのホームページ

だきたい． また，助h化とはやや災なるが肝破変忠

修会の資料および新測りI↓地域保他・健康増進事業

者に対する身体IIiiriWf‑f帷の班￨'￨:も認定』,f準が変

の結果などをもとに作成した．

更され従来のChil(1‑Pugh分伽CからChild‑
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旨
l)AAを川いた沿旅によ{),HCV感染症のi台旅適応が大きく広がった. l)adalasvil･+

Asunal)1･evil･泊旅は，術j;"lklに影群されず高い治療効果が述成できるが，雛商'llill'￨変災ウイル
スの彬辨を大きく受ける．ポリメラーゼ阻寄蕊SofOsbuvirは， ドリ激のI‑ICVケノタイブに対して
効果を示す. ()en()tyl)e2型に対して, Ribavirillとの併川で, 96.7%のsVRがi!｝られる．
Genolyl)elﾉ側に対してはS()lbsbuvirとLedil)asvir複合錠の12週投'j.で1()()%の符効率を達成
している.HCV排除後もlll:発癌リスクのコントロール，残作するlll:砿変に対する沿旅など課題
が多く，今後.低!連に変わるHCV論療の動向を把握しつつ認識を ・断する必甥がある．
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緒

言

ロトコルの催れる点は，従来IFN泊旅ｲ《I耐容また
は不応であった症例に大ll'冊に泊旅対象が拡大する

(HCV)はIIIIﾉ1に約130‑150

ことである （図2)．実際には，商齢行，代悩性111:

〃人の感染背が存ｲfし, AMfのi矧怖化とともにIII:

lim変, ll1:"hi'i例， 自己免疫疾悠合併￨#l1などの多く

細胞癌発症の商危険僻となっている． これまでイ

がIFNフリー・プロ￨､コルで治旅11能となった．

C型ll l:炎ウイルス

ンターフェロン

(IFN) lltlj.を』,!本とした抗ウイ

ルス撫法がおもに行われてきたが，近年綾場した

IFN併用治療の壁とIFNフリー・プロトコル

・連のDirectActingAntivirals (DAA)と，それ
らを併川したIFNフリー流旅の綬場によI),治療

ブロテアーゼドll審薬併川IFN治療により成絨

成絨が大きく向上し，流療対象症例も拡大された．

がめざましく向上した．〃で, IFN治療が超えら

IICVの遺伝子構造とI)AA

旅の効果が病主11!'￨，ウイルス側の様々な要IXIに影

(I)ireciacting&'nlivirals)

禅されるため, IL28B‑TG/GG型, PEG‑IFN+

れない「壁」が浮き彫りになった． まず, IFNifi

RBV前泊疲無効例に代炎される沿旅抵抗例が存

(Hel)alitisCvirus,HCV)は

{l;することである. 2群目に，治旅に伴う発熱, 111

Flavivil･us科に帆する約9,600jf,ij!!のプラス鋤

球減少， うつ症状を始めとする全身性IIill反応が必

RNAウイルスである.HCVゲノムRNAは約3,()()()

発であること，鋪3に、 i1.5IIM, lll:線維化進展例，

アミノ酸からなるlii一の'℃a(lingframeを排ち，

うつ， 自己免疫疾心など, IFN治旅の｣￨遮応症例

椛造タンパク

C型ll l:炎ウイルス

(Core,E1,E2)およびJI州造蛍''1

が多激ｲ〃fすることである．特に￨ ￨本ではC型111:

(P7,NS2,NS3,NS4ANS4B,NS5A,NS5B)が42

炎忠背の商齢化が世界に際立って進んでおり， 65

成される．

歳以'二の慾ffが全体の約半分をlliめる． このよう

DAAとは， ウイルス蛍l']をil!I:接棟的とした抗

な状況で,C型l11:炎に対するより安全で有効な治

ウイルス薬である．花婆なDAAのクラスは(NS3)

旅，つまりIFNを使川しない治探の綬場が待ち望

プロテアーゼlill'i¥¥,

まれていた．

NS5AI;II',if",および

(NS5B)ポリメラーゼドll審紫である'). 2015年9

多くのDAAはiii独投Jj･では泊淵ﾙ￨始後1il期に

ll現ｲfl'illﾉﾘで承認されている然向'lは，プロテアー

1I.3率にli州変災を生じ，漿尚'1抵抗性・不応性とな

ゼ￨;II害薬4繩（'1℃laprevir,Simeprevil･,Asunal)revir,

る． このため，標的の異なるI)AAを併川するこ

Vaniprevir),NS5AIIlfif"2IWi (I)aclalasvir,

とでH1互の耐ﾔ￨変異ウイルスの出現を抑えつつウ

Ifdipasvi,･)およびポリメラーゼ￨;ll'iif"(SolbSbuvir)

イルス排除を1l1うのが, IFNフリー・プロ￨､コル

である．

の原理である．

DAAを使川した泊旅は2梛航に分けられ, IFN,
Rivabirill併川旅法にプロテアーゼlill',lf錐を加え

I)&ldiltasvir, Asunill)revir併用療法

たIFN併川プロ￨､コルと, IFNを使川せず椴激の
クラスのDAAを併川することでNIIIの耐性変異

NS5Affl' lは小胞体ll蝋上に二l,t体として局ｲfす

(Resisiance‑assoCiale(Ival･iant,RAV)

る．解紫活性はなく， ウイルスケノムRNAとの

の出現を抑えつつウイルス排除をlllう IFNフリ

結合能がある.NS5All祥漿であるDaClalasvirは

ー・プロトコルがある（図l)2). IFNフリー・プ

NS5AのN末端llllドメイン1を標的とした漿剤で

ウイルス
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C型111:炎論娠プロトコルの変避
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C型肝炎泊旅の進歩（ゲノタイプlj(ﾘ）
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ある． 2014年7月より最初のIFNフリープロトコ

、12成29年(2017) 311

統的ウイルス陰性化(SVR12)達成可能であった

ルであるDaClatasvir+Asunaprevir併川24週旅

(95.5％)． ウイルス排除に￨､トい，ほとんどの症例

法がc型慢性肝炎，代噛性肝砿変を対象に￨玉￨ ￨ﾉﾘ承

で血清AIJI､値,AFP仙の低下, lil7i'ialbumi''値は

認となっている．本プロトコルの￨ﾙ1発淌験での

ｲ丁意に上昇し, lll:機能改浮が確認されている．

SVR率は初￨回l治療例が89%, i'j流旅例が96%で

2016年5月にRzIxll刊胤ｿI)j学会からC型肝炎治療

あった3)．椰々のIFN難治甥￨kI (年齢， ｿ)女，ウイ

ガイドライン第5版が発表され, Specialpopula‑

ルス型，肝硬変, II28B)は沿旅効果に形郷を!j･X

tionとして，透析唯例に対する抗HCV治探につ

なかったが，治療前RAV(NS5A‑L31,‑Y93)"

いてもガイドラインに嘘り込まれた．その'l'では，

性例ではSVR率が48%(11/23) と, lia'￨'￨;￨911

ゲノタイプ1型悩性C型III:炎合併透析症例に対

98%(104/106)に較べ低下することが､報告され

しては，ダクラタスビル/アスナプレビル併用療

ている． H本肝臓学会ガイドラインでは，本プロ￨、

法が推奨されている2)．

コル開始前に極力NS5A‑Y93,‑L31変異を測定し，

核酸型ポリメラーゼ阻害薬

結

壼叩

変異がないことを確認することを推奨している2)．

以上のごとく現在多くのI)AAが次々と上市さ

れており，それに伴いC型肝炎の'1W準沿療淌療は
核縦型ポリメラーゼ岨'『if蕊であるS()lt)sbuvil･

は， ウイルスRNA合成のjiWiとしてNS5Bポリ

急速に変わっている．今後の肋向を把握しつつ，
肝炎沿療の認識を ．新する必嬰がある．

メラーゼに取り込まれchaintel･millali()nを起こ
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