
武蔵野赤十字病院消化器科部長
黒　崎　雅　之

（聞き手　山内俊一）

　C型肝炎の再感染についてご教示ください。
　HBs抗体は中和抗体なので、陽性化すれば異なるタイプのHBVに重複感染す
ることはごくまれですが、HCV抗体は感染抗体であり防衛力がないため、異な
るジェノタイプの重複感染がかなりの頻度で存在します。また、当然HCVの予
防接種は今のところ作製できません。
　１．透析施設などハイリスクの集団でHCVの重複感染がたびたび起こってい

るのではないか。
　２．仮にHCV抗ウイルス治療成功例（HCV抗体陽性例）が輸血を受けた場合

に、HCV輸血後、肝炎スクリーニング検査は認められるのか。
　３．透析施設でHCV抗体陽性例を集中させることは意味があるのか。

＜栃木県勤務医＞

C型肝炎の再感染

　山内　黒崎先生、まず質問にある中
和抗体と感染抗体、この違い。結局、
HBs抗体とHCV抗体の違いになってく
ると思うのですが、このあたりから簡
単にご解説願えますか。
　黒崎　まず非常にややこしいところ
なので最初に説明しますと、B型肝炎
のHBs抗体は感染を防御できる中和抗
体といわれています。例えば、B型肝
炎にかかって治ると、このHBs抗体が
できるし、あるいはワクチンを打って

HBs抗体ができると感染防御ができま
す。HBs抗体ができているということ
は、ワクチン接種歴がなければ、過去
にB型肝炎にかかった既往があること、
そしてB型肝炎に再度かかるリスクは
極めて低いことを示しているのです。
　これに対してC型肝炎の抗体、HCV
抗体というのは、ウイルスが存在して
いる可能性が高いことを示している抗
体なので、感染のスクリーニングにも
使われるのです。ということは、抗体

があってもウイルスは増えている。す
なわち、感染を防御する力は全くない
抗体になるので、C型肝炎は抗体があ
っても治ったわけではなく、むしろウ
イルスがいることを示しているのです。
　山内　非常に紛らわしいので、誤解
も多いのではないかという感じがしま
すが。
　黒崎　確かに非常に間違いやすいと
ころですね。
　山内　結局、それに絡むのでしょう
が、普通、重複感染というと、例えば
このケースだと、C型にもB型にも、ど
ちらにもかかったというのが重複、と
いう言葉の印象ですが、これとは別に、
例えばC型の中のいろいろなタイプに
重複感染する、ということもあるので
しょうか。
　黒崎　そのとおりで、C型肝炎ウイ
ルスに感染しても、中和する抗体がで
きないため、ウイルスがすでに感染し
ている状態でも、さらに別のタイプの
C型肝炎ウイルスが感染することも起
こりうるのです。これを裏付けるデー
タとしてC型肝炎の重複感染のデータ
があります。実はC型肝炎ウイルスに
は、ジェノタイプといいますが、１b、
２a、２bなど、いろいろなタイプがあ
るのです。一人の患者さんの中で複数
のジェノタイプが混合している状態が
あるかどうかを調べた15個の論文を統
合して約5,000人を解析すると、約３％
の患者さんには複数のジェノタイプが

混合して存在したというデータがあり
ます。すなわち、その患者さんたちは
おそらくC型肝炎ウイルスに感染した
うえに、また別のタイプのC型肝炎ウ
イルスに再感染したと解釈できます。
　山内　そうしますと、C型肝炎ウイ
ルスはなくすことができる時代になっ
たという話ですが、なくなったと思っ
たら、また別のものに感染する可能性
もあるのですか。
　黒崎　そういうことです。これに関
しては、海外から非常に説得力のある
データが最近示されました。それはC
型肝炎を内服薬の抗ウイルス薬で治療
してウイルスが消えたと判定された約
5,000人の患者さんについて、平均で1.5
年間経過を見た研究において、0.1％の
患者さんでC型肝炎ウイルスに再感染
したことが証明されたのです。これは
海外のデータなので、そのまま日本に
当てはめることはできませんが、C型
肝炎ウイルスがいったん排除されたら
もう二度と感染しないかというと、実
はそうではなくて、感染機会があれば、
またC型肝炎に再感染してしまうこと
が明確に証明されたことになります。
　山内　いったん確かにC型肝炎ウイ
ルスはいなくなったけれども、それが
また再燃したというわけではなくて、
別のものにかかっている可能性もある
ということですね。
　黒崎　今、非常に重要なポイントを
指摘いただきました。同じ研究の中で、
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治療が終わってから12週ないしは24週
たってC型肝炎ウイルスが検出されな
いため、治ったと判定された方のなか
に、しばらくしてから同じウイルスが
出てくることもあると報告されていま
す。これはlate relapseと専門用語では
言って、遅れて再出現するという意味
です。その頻度は0.1％でした。再感染
が0.1％、再出現が0.1％あるので、ウイ
ルスが消えたと判定された後もきちん
とフォローすることが大事です。
　山内　治療後も注意が必要という話
ですね。この質問の中に、透析施設に
関してのものがあります。透析施設で
のC型肝炎に関する対処法のガイドラ
インができているようなので、かなり
問題になっているかと思われますが、
実態はいかがなのでしょうか。
　黒崎　実は過去に、とある透析施設
でC型肝炎の集団感染が発生したとい
う事例もありました。実際、透析患者
さんを経過観察すると、新規にC型肝
炎ウイルスに感染するのが年率0.33％
という統計もあります。一般人では
0.0019％なので、透析患者さんはC型
肝炎に感染しやすいようです。その原
因としてはおそらく感染症に対する防
御免疫が弱いとか、あるいはブラッド
アクセス、シャントなどがあることで
感染機会が増えてしまうこともあるだ
ろうと思います。そこで透析施設にお
いて新しい感染を起こさないための防
御の対策を立てることは非常に重要で、

このような背景からガイドラインもつ
くられています。
　山内　当然、先ほどのC型の中での
重複感染も若干多いのではないか、と
見積もられるのですね。
　黒崎　そうですね。とある透析施設
では、過去にはHCVの陽性率80％とい
う報告もありますので、おそらく複数
のC型肝炎ウイルスに感染していた可
能性も高いのではないかと思います。
　山内　さて、薬でC型肝炎ウイルス
がいったんなくなったという、いわゆ
る成功例はけっこうあるのですが、こ
ういった方が仮にまた輸血を受けた場
合、輸血後にもう一度肝炎のスクリー
ニング検査を認められるのでしょうか
という質問ですが。
　黒崎　輸血はスクリーニングがされ
ていますので、新規に感染するリスク
は非常に低くなっているとはいえ、可
能性はゼロではありません。一般的に
輸血をした場合、C型肝炎に感染した
かを確認するには、輸血後３カ月で、
HCVコア抗原検査を行うことが推奨さ
れているのです。ただ、もともとC型
肝炎の方に輸血をした後、その検査を
しても意味がないのですが、質問はC
型肝炎が治った、既往の感染者ですね。
こういう方は再感染する可能性がある
ので、輸血などをされたら、コア抗原
検査をするべきです。コア抗原はC型
肝炎ウイルスが排除されれば消えるの
で、輸血をした後に陽性になれば、再

感染したと判定できます。こういう検
査をすることは非常に大事だと思いま
す。
　山内　検査のタイミングとしてはい
つごろがよいのでしょうか。
　黒崎　１～３カ月後ぐらいがよいで
す。
　山内　最後の質問ですが、透析施設
でHCV抗体陽性例を集中させることは
意味があるのかということで、集中さ
せるというのが少しわかりにくいので
すが、具体的にはどういったことなの
でしょうか。
　黒崎　集中させるとは、透析施設の
中で、ある一定の区画にC型肝炎に感
染している患者さんを集めるというこ
とです。ベッドを固定して、透析の機
械も固定して、そこでC型肝炎の患者
さんを集中的に透析する。こういう考
え方で、日本では行われています。
　山内　隔離に近い感じですね。
　黒崎　そうですね。「ベッド固定」と
いう言い方をすることが多いようです。
　山内　これは日本独特のものなので
しょうか。

　黒崎　アメリカのCDCでは標準的な
感染防御対策は当然するべきというガ
イドラインなのですが、ベッド固定は
不要という考え方です。ところが、近
年、アメリカでは透析施設においてC
型肝炎感染が多発し、2016年に警告も
出されているような状態ですから、も
しかするとベッド固定不要という方針
も将来的には変わってくる可能性もあ
ります。
　山内　日本ではこの間ずっと固定さ
れてきたので、そういった意味では透
析施設について、日本とアメリカでC
型肝炎の発生率にかなり差があるなど
はあるのでしょうか。
　黒崎　その具体的な比較というのは
ちょっと存じ上げないのですが、ただ、
日本国内の施設で、ガイドラインに従
って防御対策をすることで明らかにC
型肝炎の感染率が減ったという報告が
あるので、ベッド固定で透析すること
が効果を発揮しているのではないかと
思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

ドクターサロン62巻７月号（6 . 2018） （497）  1716 （496） ドクターサロン62巻７月号（6 . 2018）

1807本文.indd   16-17 2018/06/15   9:46


	02-0007-01
	02-0007-02
	02-0008-01
	02-0008-02



