
　池脇　最近はC型肝炎の治療もだい
ぶ日進月歩しているということで、そ
こも含めて先生にお聞きしたいのです
けれども、実は私自身も患者さんから
「HCV抗体、陽性でした。先生、どう
なんでしょうか」と問われて、返事に
困るときがありました。基本的なこと
も含めて教えてください。
　池田　HCV抗体というのは、B型な
どと違いまして、HCV抗体が陽性であ
れば体にC型肝炎ウイルスが感染して
いることを示している感染抗体です。
HIV、つまりエイズのときと一緒で、
HCV抗体が陽性だとC型肝炎のウイル
スが体の中にいることを示しています。
　ただ、HCV抗体は昨今の抗ウイルス
剤、インターフェロンなどで治療をし
てC型肝炎ウイルスが排除されたあと、
あるいは幸せなことに急性肝炎でC型

肝炎を自然に排除した場合もHCV抗体
が陽性になるので、必ずしもC型肝炎
ウイルスが体の中にいるとは限らない
ことに気をつけなければいけないと思
います。
　池脇　そうすると、抗体が陽性であ
れば現に感染しているというのが一般
的な考え方だけれども、過去の感染で
治癒しても陽性になることもあるので、
現状で感染しているのか、していない
のかがわかるような検査を健診に持っ
てくるわけにはいかないのですか。
　池田　いかないのです。HCV抗体と
いう検査は、検査の費用が随分安く、
実際に体の中にウイルスがいるかを調
べるHCV-RNAという検査より随分安
いので、ほとんどの健康診断あるいは
人間ドックではHCV抗体で測定してい
ます。ですから、HCV抗体が陽性とい

ってこられる中で、本当にウイルスが
いるのか、もう既往の感染で、今はい
ないのかがわからない状態で病院、ク
リニックを訪れる患者さんがほとんど
です。
　池脇　当然HCV抗体以外にも、一般
的な検査で肝機能のトランスアミナー
ゼも測っているので、そうするとトラ
ンスアミナーゼが異常でこの抗体が陽
性、あるいは前者が正常で抗体陽性、
それによっても最終的な抗原があるか
どうか、陽性率もちょっと変わってく
るのでしょうか。
　池田　そうなのです。HCV抗体陽性
でトランスアミナーゼが異常というと、
大抵の場合はC型肝炎のウイルスが体
の中にいることが多いです。ただ、ト
ランスアミナーゼが正常で、HCV抗体
のみ陽性といいますと、既往感染で、
実はウイルスはいないことが、だいた
い半々ぐらいの確率であるのではない
かと考えています。
　池脇　ある程度の目安にはなるけれ
ども、なかなかそれだけで判定するわ
けにはいかないですし、HCV抗体です
と、力価によっても当然最終的に抗原
がいるかどうかの可能性は違うのです
ね。
　池田　かなり違います。HCV抗体の
測定方法は幾つかあるのですけれども、
それぞれのカットオフ、これ以下だっ
たら陰性という、そこに近い、ボーダ
ーラインに近いぐらいの弱い陽性、あ

るいは弱陽性といいますけれども、そ
ういう人は既往感染のことが多くて、
実際にはC型肝炎ウイルスが体の中に
はいないことがかなり多いです。
　池脇　逆にいうと、高力価、抗体が
すごくたくさん存在している場合には
ウイルスそのものもいる可能性も高い。
　池田　そうです。高力価であれば、
C型肝炎に現に感染している可能性が
高いです。
　池脇　最終的にはHCVそのものを定
性あるいは定量することが次のステッ
プということになりますね。
　池田　そうですね。HCV抗体陽性
ということで患者さんが来られたら、
HCV-RNAを迷わず測ることになりま
す。
　池脇　一般臨床実地の先生方は、こ
こぐらいまではやっておいたほうがい
いのでしょうか。
　池田　ぜひともやってほしいと思い
ます。HCV-RNAが陽性であれば体内
にC型肝炎ウイルスがいるということ
で、肝臓の専門施設、専門医を紹介す
ることが必要になると思います。C型
肝炎ウイルスがプラスであれば、その
次にC型肝炎のサブタイプというとこ
ろまで測ってくださると、患者さんか
ら「どのような治療になりますか」と
尋ねられたときに、ある程度の説明が
できることになります。
　池脇　日本人は１型が多くて、この
１型はなかなか薬が効かないという話

HCV抗体検査陽性例の診断手順

虎の門病院肝臓内科部長
池　田　健　次

（聞き手　池脇克則）

　健診でHCV抗体陽性の場合、その後の診断手順をご教示ください。また治療
の現状はいかがでしょうか。
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　池脇　最近はC型肝炎の治療もだい
ぶ日進月歩しているということで、そ
こも含めて先生にお聞きしたいのです
けれども、実は私自身も患者さんから
「HCV抗体、陽性でした。先生、どう
なんでしょうか」と問われて、返事に
困るときがありました。基本的なこと
も含めて教えてください。
　池田　HCV抗体というのは、B型な
どと違いまして、HCV抗体が陽性であ
れば体にC型肝炎ウイルスが感染して
いることを示している感染抗体です。
HIV、つまりエイズのときと一緒で、
HCV抗体が陽性だとC型肝炎のウイル
スが体の中にいることを示しています。
　ただ、HCV抗体は昨今の抗ウイルス
剤、インターフェロンなどで治療をし
てC型肝炎ウイルスが排除されたあと、
あるいは幸せなことに急性肝炎でC型

肝炎を自然に排除した場合もHCV抗体
が陽性になるので、必ずしもC型肝炎
ウイルスが体の中にいるとは限らない
ことに気をつけなければいけないと思
います。
　池脇　そうすると、抗体が陽性であ
れば現に感染しているというのが一般
的な考え方だけれども、過去の感染で
治癒しても陽性になることもあるので、
現状で感染しているのか、していない
のかがわかるような検査を健診に持っ
てくるわけにはいかないのですか。
　池田　いかないのです。HCV抗体と
いう検査は、検査の費用が随分安く、
実際に体の中にウイルスがいるかを調
べるHCV-RNAという検査より随分安
いので、ほとんどの健康診断あるいは
人間ドックではHCV抗体で測定してい
ます。ですから、HCV抗体が陽性とい

ってこられる中で、本当にウイルスが
いるのか、もう既往の感染で、今はい
ないのかがわからない状態で病院、ク
リニックを訪れる患者さんがほとんど
です。
　池脇　当然HCV抗体以外にも、一般
的な検査で肝機能のトランスアミナー
ゼも測っているので、そうするとトラ
ンスアミナーゼが異常でこの抗体が陽
性、あるいは前者が正常で抗体陽性、
それによっても最終的な抗原があるか
どうか、陽性率もちょっと変わってく
るのでしょうか。
　池田　そうなのです。HCV抗体陽性
でトランスアミナーゼが異常というと、
大抵の場合はC型肝炎のウイルスが体
の中にいることが多いです。ただ、ト
ランスアミナーゼが正常で、HCV抗体
のみ陽性といいますと、既往感染で、
実はウイルスはいないことが、だいた
い半々ぐらいの確率であるのではない
かと考えています。
　池脇　ある程度の目安にはなるけれ
ども、なかなかそれだけで判定するわ
けにはいかないですし、HCV抗体です
と、力価によっても当然最終的に抗原
がいるかどうかの可能性は違うのです
ね。
　池田　かなり違います。HCV抗体の
測定方法は幾つかあるのですけれども、
それぞれのカットオフ、これ以下だっ
たら陰性という、そこに近い、ボーダ
ーラインに近いぐらいの弱い陽性、あ

るいは弱陽性といいますけれども、そ
ういう人は既往感染のことが多くて、
実際にはC型肝炎ウイルスが体の中に
はいないことがかなり多いです。
　池脇　逆にいうと、高力価、抗体が
すごくたくさん存在している場合には
ウイルスそのものもいる可能性も高い。
　池田　そうです。高力価であれば、
C型肝炎に現に感染している可能性が
高いです。
　池脇　最終的にはHCVそのものを定
性あるいは定量することが次のステッ
プということになりますね。
　池田　そうですね。HCV抗体陽性
ということで患者さんが来られたら、
HCV-RNAを迷わず測ることになりま
す。
　池脇　一般臨床実地の先生方は、こ
こぐらいまではやっておいたほうがい
いのでしょうか。
　池田　ぜひともやってほしいと思い
ます。HCV-RNAが陽性であれば体内
にC型肝炎ウイルスがいるということ
で、肝臓の専門施設、専門医を紹介す
ることが必要になると思います。C型
肝炎ウイルスがプラスであれば、その
次にC型肝炎のサブタイプというとこ
ろまで測ってくださると、患者さんか
ら「どのような治療になりますか」と
尋ねられたときに、ある程度の説明が
できることになります。
　池脇　日本人は１型が多くて、この
１型はなかなか薬が効かないという話

HCV抗体検査陽性例の診断手順

虎の門病院肝臓内科部長
池　田　健　次

（聞き手　池脇克則）

　健診でHCV抗体陽性の場合、その後の診断手順をご教示ください。また治療
の現状はいかがでしょうか。
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を聞いています。基本、このジェノタ
イプというのは１型、２型というよう
な分類なのでしょうか。
　池田　最近は分類の方法も統一され
て、１型、２型、本当は３型以降もあ
るのですけれども、日本では１型、２
型がほとんどです。１型はインターフ
ェロンが効きにくいことで有名だった
のですけれども、今、のみ薬でC型肝
炎を排除するという治療ができてから
は、１型も２型も、難治度といいます
か、薬の効きやすさはあまり変わらな
くなりました。
　池脇　1990年代の前半ぐらいからイ
ンターフェロンが登場して、画期的な
治療だったと思うのですけれども、今
は原則、インターフェロンを使わず、
のみ薬でということで、飛躍的に治癒
率は伸びてきているのでしょうか。
　池田　昔のインターフェロンだと
５～50％ぐらいまでの治療効果だとい
われた１型が、今ではインターフェロ
ンを使わない治療で90％、あるいは95
％以上という確率で治るようになりま
したので、一般的な流れはインターフ
ェロンを含まない、インターフェロン
フリーの治療になってくるかと思いま
す。
　池脇　実際にどういう治療かはこれ
からお聞きしますけれども、いわゆる
ウイルスが存在しているキャリアに対
して、みなさんがそういう治療の適応
だというわけでもないのですね。ある

程度進行してしまった人にはなかなか
難しいというのも事実でしょうか。
　池田　HCV抗体陽性で、HCV-RNA
陽性で、ウイルスもいるということに
なりますと、同時に生化学検査とか、
あるいは血算という検査を必ずされる
と思いますけれども、その患者さんが
どのくらい進行した肝臓病かを必ず把
握する必要があると思います。特に最
近は年配の人も多いので、C型肝炎で、
例えば60歳以上あるいは70歳以上とい
う人だと、もうすでに肝硬変、ひょっ
とすると肝臓がんが合併している可能
性もありますので、肝臓病がどれぐら
い進行しているか、あるいは肝がんの
合併はないか、そういうところまでは
ざっとチェックしたほうがいいと思い
ます。
　池脇　できるだけ早期に治療をして
いくのがよいかと思いますけれども、
先ほど先生がおっしゃったインターフ
ェロン以降の新しい薬について教えて
ください。
　池田　幾つかの薬があります。従来
の副作用の強いインターフェロン、あ
るいはリバビリンというのみ薬、それ
以外で直接C型肝炎ウイルスをやっつ
ける薬は、まとめてDAA（Directly 
Acting Antivirals）、直接作用型抗ウ
イルス剤とでも訳すのでしょうか、そ
ういう薬として一括されています。イ
ンターフェロンと併せて使う場合もあ
りますし、DAAののみ薬だけを組み合

わせて使うこともあります。
　池脇　ここ数年のうちにそういった
ものが出てきて、成績も非常に良好と
いうことで、基本的にはHCVのジェノ
タイプごとに組み合わせるといった進
め方なのでしょうか。
　池田　そうです。DAAとして使う
薬は、サブタイプによって使う薬が随
分違うことがありますので、サブタイ
プあるいはジェノタイプですけれども、
タイプを必ず測って治療方針を決める
必要があります。逆に、ウイルス量が
多い、少ないという話がありましたけ
れども、それはあまり影響しないので、
タイプが一番肝心だという時代でしょ
うか。
　池脇　インターフェロンよりはのみ
薬で済めばと思うのですけれども、イ
ンターフェロンを使った治療と使わな
い治療をどう選択するのでしょうか。
　池田　今、１型も２型もインターフ
ェロンを含まないインターフェロンフ
リー治療が保険診療でできるようにな
りましたので、一般的にはインターフ
ェロンフリーののみ薬だけの治療をお
勧めすることが多いです。
　皆さんご存じのように、インターフ
ェロンは発熱があるとか、食欲が落ち
るとか、うつ病になる、髪の毛が抜け
るとか、いろいろな副作用があります。
また何よりもインターフェロンは注射
であることから、注射のたびに病院に
通わないといけないという面倒くささ

があったのですけれども、インターフ
ェロンを含まない治療というのはのみ
薬だけですから、例えば２週間分の薬
をもらって帰って、それを家でのんで
いればよい。２週間ごとに採血して、
その結果を確認しながらやっていける
治療である点、それから副作用がうん
と少ないことから、流れはインターフ
ェロンフリーの治療になるかと思いま
す。
　池脇　ある程度の負担でそういった
治療を受けられて治癒し、最終的には
肝硬変あるいは肝臓がんという、非常
に高額な医療費が必要な病気に至らな
くなることを考えると、医療経済学的
にも効率のいい治療と考えてよろしい
ですか。
　池田　はい。肝がんになりますと、
繰り返し入院していろいろな治療をし
ないといけなくて、費用はかなりのも
のになります。実はインターフェロン
フリーの治療薬も非常に高い治療薬で、
新聞にも載っていましたけれども、ハ
ーボニーという薬に至ってはたった１
錠で８万円以上もする。そんな高い薬
なのですけれども、それでも医療経済
学的には、肝臓がんになって、それを
繰り返し治療するよりは安く済むだろ
うと。医療費補助もありますので、補
助制度をできるかぎり使って治療され
ることをお勧めします。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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を聞いています。基本、このジェノタ
イプというのは１型、２型というよう
な分類なのでしょうか。
　池田　最近は分類の方法も統一され
て、１型、２型、本当は３型以降もあ
るのですけれども、日本では１型、２
型がほとんどです。１型はインターフ
ェロンが効きにくいことで有名だった
のですけれども、今、のみ薬でC型肝
炎を排除するという治療ができてから
は、１型も２型も、難治度といいます
か、薬の効きやすさはあまり変わらな
くなりました。
　池脇　1990年代の前半ぐらいからイ
ンターフェロンが登場して、画期的な
治療だったと思うのですけれども、今
は原則、インターフェロンを使わず、
のみ薬でということで、飛躍的に治癒
率は伸びてきているのでしょうか。
　池田　昔のインターフェロンだと
５～50％ぐらいまでの治療効果だとい
われた１型が、今ではインターフェロ
ンを使わない治療で90％、あるいは95
％以上という確率で治るようになりま
したので、一般的な流れはインターフ
ェロンを含まない、インターフェロン
フリーの治療になってくるかと思いま
す。
　池脇　実際にどういう治療かはこれ
からお聞きしますけれども、いわゆる
ウイルスが存在しているキャリアに対
して、みなさんがそういう治療の適応
だというわけでもないのですね。ある

程度進行してしまった人にはなかなか
難しいというのも事実でしょうか。
　池田　HCV抗体陽性で、HCV-RNA
陽性で、ウイルスもいるということに
なりますと、同時に生化学検査とか、
あるいは血算という検査を必ずされる
と思いますけれども、その患者さんが
どのくらい進行した肝臓病かを必ず把
握する必要があると思います。特に最
近は年配の人も多いので、C型肝炎で、
例えば60歳以上あるいは70歳以上とい
う人だと、もうすでに肝硬変、ひょっ
とすると肝臓がんが合併している可能
性もありますので、肝臓病がどれぐら
い進行しているか、あるいは肝がんの
合併はないか、そういうところまでは
ざっとチェックしたほうがいいと思い
ます。
　池脇　できるだけ早期に治療をして
いくのがよいかと思いますけれども、
先ほど先生がおっしゃったインターフ
ェロン以降の新しい薬について教えて
ください。
　池田　幾つかの薬があります。従来
の副作用の強いインターフェロン、あ
るいはリバビリンというのみ薬、それ
以外で直接C型肝炎ウイルスをやっつ
ける薬は、まとめてDAA（Directly 
Acting Antivirals）、直接作用型抗ウ
イルス剤とでも訳すのでしょうか、そ
ういう薬として一括されています。イ
ンターフェロンと併せて使う場合もあ
りますし、DAAののみ薬だけを組み合

わせて使うこともあります。
　池脇　ここ数年のうちにそういった
ものが出てきて、成績も非常に良好と
いうことで、基本的にはHCVのジェノ
タイプごとに組み合わせるといった進
め方なのでしょうか。
　池田　そうです。DAAとして使う
薬は、サブタイプによって使う薬が随
分違うことがありますので、サブタイ
プあるいはジェノタイプですけれども、
タイプを必ず測って治療方針を決める
必要があります。逆に、ウイルス量が
多い、少ないという話がありましたけ
れども、それはあまり影響しないので、
タイプが一番肝心だという時代でしょ
うか。
　池脇　インターフェロンよりはのみ
薬で済めばと思うのですけれども、イ
ンターフェロンを使った治療と使わな
い治療をどう選択するのでしょうか。
　池田　今、１型も２型もインターフ
ェロンを含まないインターフェロンフ
リー治療が保険診療でできるようにな
りましたので、一般的にはインターフ
ェロンフリーののみ薬だけの治療をお
勧めすることが多いです。
　皆さんご存じのように、インターフ
ェロンは発熱があるとか、食欲が落ち
るとか、うつ病になる、髪の毛が抜け
るとか、いろいろな副作用があります。
また何よりもインターフェロンは注射
であることから、注射のたびに病院に
通わないといけないという面倒くささ

があったのですけれども、インターフ
ェロンを含まない治療というのはのみ
薬だけですから、例えば２週間分の薬
をもらって帰って、それを家でのんで
いればよい。２週間ごとに採血して、
その結果を確認しながらやっていける
治療である点、それから副作用がうん
と少ないことから、流れはインターフ
ェロンフリーの治療になるかと思いま
す。
　池脇　ある程度の負担でそういった
治療を受けられて治癒し、最終的には
肝硬変あるいは肝臓がんという、非常
に高額な医療費が必要な病気に至らな
くなることを考えると、医療経済学的
にも効率のいい治療と考えてよろしい
ですか。
　池田　はい。肝がんになりますと、
繰り返し入院していろいろな治療をし
ないといけなくて、費用はかなりのも
のになります。実はインターフェロン
フリーの治療薬も非常に高い治療薬で、
新聞にも載っていましたけれども、ハ
ーボニーという薬に至ってはたった１
錠で８万円以上もする。そんな高い薬
なのですけれども、それでも医療経済
学的には、肝臓がんになって、それを
繰り返し治療するよりは安く済むだろ
うと。医療費補助もありますので、補
助制度をできるかぎり使って治療され
ることをお勧めします。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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