
この病気は何かをしてはいけないとい
うのはありません。何でも好きなこと
をしてくださいと言うようにしていま
す。
　山内　歩くのが非常に困難で歩けな
いケースもあるのでしょうね。
　下　あります。進行期になりますと

転倒の問題がどうしても出てきてしま
うので、介助の方についていていただ
く。どうしてもそういうのが難しけれ
ば、歩行器や車いすを利用せざるを得
ないことが多いです。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

国立国際医療研究センターエイズ治療・研究開発センター
水　島　大　輔

（聞き手　池田志斈）

　HIV感染予防投薬「PrEP」についてご教示ください。
　近年、欧米を中心に予防的に薬を飲む「PrEP（プレップ）（Pre-exposure pro-
phylaxis：曝露前予防投与）という新しい予防法が広がりつつあると聞きまし
た。日本ではまだほとんど議論になっていないこの予防法の現状と課題につい
てご教示ください。

＜東京都勤務医＞

HIV感染予防投薬PrEP

　池田　水島先生、HIV感染の予防策
PrEP、これは「プレップ」と読むの
でしょうか。
　水島　はい。
　池田　どうして行われるようになっ
てきたのでしょうか。その背景はどの
ようなものなのでしょうか。
　水島　もともとHIVはうつりやすい
病気ではなく、昔はコンドームの使用
や、不特定多数の方と性行為をしない
というような、行動変容を介する予防
を行ってきました。ただ、残念ながら
今までのところ、それではHIVの新規
感染者数が減らないという現状があっ
て、やはりコンドームを使うなどの行
動変容だけでは不十分であるというこ

とがわかっています。それで近年では
HIVを薬を使って予防するやり方が広
まっている現状があります。
　池田　そういう背景なのですね。日
本は毎年何人ぐらいの方が新規感染と
して報告されているのでしょうか。
　水島　ここ最近ですと、コンスタン
トに毎年1,500人弱の方が報告されて、
高止まりを続けている状況になってい
ます。
　池田　減らないのですね。
　水島　そうですね。残念ながら減っ
ていない状況です。
　池田　リスクのある方に１日１回、
薬を投与するのですが、具体的にリス
クのある方とはどういう方を想定され
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　水島　かなり安いので、これが各国、
例えばイギリスなどでもかなり普及 
しており、草の根的に使用者が増え、
PrEPが広まっているという情報もあ
ります。
　池田　最初に戻るのですが、日本で
は毎年毎年感染者が高止まりしている
とのことですが、海外ではどういう状
態になっているのですか。
　水島　海外でもやはり同じような状
況で、例えば先進国ですと、ゲイの方
が感染の中心になることが多いです。
そういった方ではコンドームによる予
防の啓発だけでは不十分で、感染者数
が減らなかった。行動変容の介入だけ
では不十分ということがあって、この
PrEPが最近出てきたのです。
　池田　例えばイギリスでは大規模な
調査などされているのでしょうか。
　水島　世界各国で大規模な調査があ
るのですが、イギリスでも大規模な調
査があって、最近だと１万人規模とか、
かなり大規模にリクルートしていこう
という動きはあるようです。
　池田　日本人的には、薬をのんでい
ればコンドームはしなくていいという
ように考える方もいると思うのですが、
どう考えられているのですか。
　水島　そういった懸念もかなりある
のですが、PrEPはそもそもの考え方
として、コンドームの使用と、不特定
多数を相手としないことが根本にはあ
ります。これだけでは十分ではない場

合のプラスの選択としてPrEP、薬で
予防するというやり方があるというこ
とです。実際はコンドームを使う必要
があるという前提ですが、確かにそう
いった、PrEPをしているからコンド
ームを使わなくてもいいと考える人が
いるかもしれません。そして、それに
伴ってほかの性感染症が増えるかもし
れないという懸念はあるのですが、い
ずれにしてもHIVを予防できるメリッ
トのほうが、ほかの性感染症が増える
よりも意義が大きいだろうというのが、
現在のコンセンサスになっていると思
います。
　池田　例えば、HIVの方が１人増え
ると、今のところ生涯にわたって薬を
使いますね。どのくらいの費用が必要
なのでしょうか。
　水島　一般的に１人の新規HIV患者
が出ると、生涯の医療費は１億円とい
われていて、かなり高額です。
　池田　１億円ですか。HIVを防げれ
ば、多少お金はかかるにしても、費用
対効果はすごいということですね。
　水島　費用対効果に関していろいろ
な計算があるのですが、特に国によっ
てはかなり費用対効果があるので、保
険の適用もしていこうという国も実際
あります。費用対効果はなかなか計算
が難しいのですが、自費で対応してい
くとなると、そういった費用対効果も
かなり高くなると考えられます。
　池田　逆に自費で１カ月5,000円だっ

ているのでしょうか。
　水島　これは国によってケース・バ
イ・ケースではあるのですが、先進国
の場合ですと、例えばゲイの方、アナ
ルセックスをコンドームを使わないで
する方が高リスク層です。日本でもゲ
イの方はかなりリスクが高くて、日本
の新規感染者の７割以上はゲイの方と
いわれています。そういった方で特に
性的にアクティブな方がリスクが高く、
PrEPの対象になると考えられます。
　池田　一方、開発途上国ではどのよ
うな方ですか。
　水島　例えばアフリカなどはHIVが
多い地域ですが、この地域では男女、
普通のヘテロセクシャルの男女でリス
クが高いです。ゲイの方はそれほど多
くはなくて、一般の男女がかなりHIV
の有病割合も高いので、そういった方
が対象になる。広く多くの方が対象に
なる、ということです。
　池田　地域や国によって全く変わっ
てくるのですね。
　水島　そのとおりです。
　池田　日本だと多くがゲイの方にな
るのですが、予防策は実際に、どのよ
うにされているのでしょうか。
　水島　HIVの治療薬であるツルバダ
という薬を使うのですが、この薬は治
療薬が２種類入っている合剤です。こ
れを１日１回、毎日のむのが一番普及
している方法です。
　池田　通常の治療としては、このツ

ルバダに加えてもう一つ使うのでしょ
うか。
　水島　おっしゃるとおりで、HIVの
薬剤を３種類組み合わせて使います。
この２種類の合剤１錠だけを内服する
やり方で、予防に有効であることが明
らかになっています。
　池田　薬は１錠を毎日１回のむので
すね。実際、値段はどのぐらいなので
しょうか。
　水島　抗HIV薬はかなり高額で、ツ
ルバダは１錠だいたい3,800円です。
　池田　１カ月にするとかなりのもの
ですね。今は多分、保険適用がないと
思うのですが、実際、患者さんが希望
されると自費でやることになるのです
か。
　水島　そうですね。今のところ、我々
はツルバダという薬を、治療薬として
よく使うのですが、予防薬としての適
応の承認がないので、適応外使用にな
ります。医療者としても処方するのは
難しいですが、自費で処方しているク
リニックなどもあるようです。
　池田　かなり高いですよね。もっと
安いものはないのでしょうか。
　水島　世界的には、ジェネリック薬
をつくっていて、このツルバダのジェ
ネリックで安いものだと、１カ月に
5,000円ぐらいで買えるものもあります。
これはインターネット通販で買えるの
ですが、徐々に普及しつつあります。
　池田　大きな値段差ですね。
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　水島　かなり安いので、これが各国、
例えばイギリスなどでもかなり普及 
しており、草の根的に使用者が増え、
PrEPが広まっているという情報もあ
ります。
　池田　最初に戻るのですが、日本で
は毎年毎年感染者が高止まりしている
とのことですが、海外ではどういう状
態になっているのですか。
　水島　海外でもやはり同じような状
況で、例えば先進国ですと、ゲイの方
が感染の中心になることが多いです。
そういった方ではコンドームによる予
防の啓発だけでは不十分で、感染者数
が減らなかった。行動変容の介入だけ
では不十分ということがあって、この
PrEPが最近出てきたのです。
　池田　例えばイギリスでは大規模な
調査などされているのでしょうか。
　水島　世界各国で大規模な調査があ
るのですが、イギリスでも大規模な調
査があって、最近だと１万人規模とか、
かなり大規模にリクルートしていこう
という動きはあるようです。
　池田　日本人的には、薬をのんでい
ればコンドームはしなくていいという
ように考える方もいると思うのですが、
どう考えられているのですか。
　水島　そういった懸念もかなりある
のですが、PrEPはそもそもの考え方
として、コンドームの使用と、不特定
多数を相手としないことが根本にはあ
ります。これだけでは十分ではない場

合のプラスの選択としてPrEP、薬で
予防するというやり方があるというこ
とです。実際はコンドームを使う必要
があるという前提ですが、確かにそう
いった、PrEPをしているからコンド
ームを使わなくてもいいと考える人が
いるかもしれません。そして、それに
伴ってほかの性感染症が増えるかもし
れないという懸念はあるのですが、い
ずれにしてもHIVを予防できるメリッ
トのほうが、ほかの性感染症が増える
よりも意義が大きいだろうというのが、
現在のコンセンサスになっていると思
います。
　池田　例えば、HIVの方が１人増え
ると、今のところ生涯にわたって薬を
使いますね。どのくらいの費用が必要
なのでしょうか。
　水島　一般的に１人の新規HIV患者
が出ると、生涯の医療費は１億円とい
われていて、かなり高額です。
　池田　１億円ですか。HIVを防げれ
ば、多少お金はかかるにしても、費用
対効果はすごいということですね。
　水島　費用対効果に関していろいろ
な計算があるのですが、特に国によっ
てはかなり費用対効果があるので、保
険の適用もしていこうという国も実際
あります。費用対効果はなかなか計算
が難しいのですが、自費で対応してい
くとなると、そういった費用対効果も
かなり高くなると考えられます。
　池田　逆に自費で１カ月5,000円だっ

ているのでしょうか。
　水島　これは国によってケース・バ
イ・ケースではあるのですが、先進国
の場合ですと、例えばゲイの方、アナ
ルセックスをコンドームを使わないで
する方が高リスク層です。日本でもゲ
イの方はかなりリスクが高くて、日本
の新規感染者の７割以上はゲイの方と
いわれています。そういった方で特に
性的にアクティブな方がリスクが高く、
PrEPの対象になると考えられます。
　池田　一方、開発途上国ではどのよ
うな方ですか。
　水島　例えばアフリカなどはHIVが
多い地域ですが、この地域では男女、
普通のヘテロセクシャルの男女でリス
クが高いです。ゲイの方はそれほど多
くはなくて、一般の男女がかなりHIV
の有病割合も高いので、そういった方
が対象になる。広く多くの方が対象に
なる、ということです。
　池田　地域や国によって全く変わっ
てくるのですね。
　水島　そのとおりです。
　池田　日本だと多くがゲイの方にな
るのですが、予防策は実際に、どのよ
うにされているのでしょうか。
　水島　HIVの治療薬であるツルバダ
という薬を使うのですが、この薬は治
療薬が２種類入っている合剤です。こ
れを１日１回、毎日のむのが一番普及
している方法です。
　池田　通常の治療としては、このツ

ルバダに加えてもう一つ使うのでしょ
うか。
　水島　おっしゃるとおりで、HIVの
薬剤を３種類組み合わせて使います。
この２種類の合剤１錠だけを内服する
やり方で、予防に有効であることが明
らかになっています。
　池田　薬は１錠を毎日１回のむので
すね。実際、値段はどのぐらいなので
しょうか。
　水島　抗HIV薬はかなり高額で、ツ
ルバダは１錠だいたい3,800円です。
　池田　１カ月にするとかなりのもの
ですね。今は多分、保険適用がないと
思うのですが、実際、患者さんが希望
されると自費でやることになるのです
か。
　水島　そうですね。今のところ、我々
はツルバダという薬を、治療薬として
よく使うのですが、予防薬としての適
応の承認がないので、適応外使用にな
ります。医療者としても処方するのは
難しいですが、自費で処方しているク
リニックなどもあるようです。
　池田　かなり高いですよね。もっと
安いものはないのでしょうか。
　水島　世界的には、ジェネリック薬
をつくっていて、このツルバダのジェ
ネリックで安いものだと、１カ月に
5,000円ぐらいで買えるものもあります。
これはインターネット通販で買えるの
ですが、徐々に普及しつつあります。
　池田　大きな値段差ですね。
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　水島　はい。
　池田　非常にいい予防策ですね。費
用対効果が、随分いい感じですからね。
　水島　特にジェネリック薬ですと間
違いなく費用対効果はあるはずなので、
普及が進んでいくのは将来的に一つの
あるべき姿なのかと思います。
　池田　また戻るのですが、日本のジ
ェネリックの抗HIV薬はどのくらい承
認されているのですか。
　水島　基本的に承認されているもの
はまだありません。もともと特許が切
れる期間もあるし、今のところはHIV
の薬でジェネリック薬が認められてい

るものはないのが現状です。HIVの治
療は高額になってしまって、先ほど言
ったように、生涯で１億円ぐらいの医
療費がかかる。
　池田　逆に言いますと、今、国を挙
げてジェネリックを使おうという話に
なっていますので、早く輸入するなり、
ライセンスの問題はあると思うのです
が、そうしないかぎりは、ずっと高い
お金を使うような状態の人が増えつつ
あるということですね。
　水島　おっしゃるとおりです。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

たらすごくいいですよね。
　水島　そうですね。
　池田　AGAなどの薬も月１万円ぐ
らいします。それを考えるといいよう
な気がするのですが、ジェネリックで
も別に効果は問題ないのですよね。
　水島　海外では治療用でもジェネリ
ックがかなり使われていて、ジェネリ
ックでも、それが本物であれば全く問
題ないということです。
　池田　ジェネリックを使って保険に
収載しても、十分費用対効果はある感
じがしますね。
　水島　ジェネリックを使えば、おそ
らく間違いなく費用対効果はあります
し、自費であっても、おそらくそれは
支払い可能なぐらいの額になると思わ
れるので、かなり効果があるのではな
いかと思います。
　池田　こういった感染予防策が保険
適用になっている国はあるのでしょう
か。
　水島　先進国ではアメリカ、オース
トラリア、ニュージーランド、カナダ
などでは保険でカバーされており、費
用対効果でペイすると考えているよう
です。
　池田　アジアはどうですか。
　水島　アジアでは、保険ではないの
ですが、適用の承認ということで、タ
イ、台湾、韓国などでカバーしている
ようですが、ケース・バイ・ケースで
す。台湾に関しては折衷案で、全額で

はないけれども、ある程度補助すると
いう状況です。
　池田　国によってもずいぶん対処の
仕方に違いがあるようですが、一応は
導入しよう、というかたちなのですね。
　水島　はい。
　池田　日本についてはどうなのでし
ょう。先生が活動を続けていらっしゃ
いますが、日本ではまだ議論になって
いないのでしょうか。
　水島　PrEPに関してはあまり建設
的な議論はない状態です。ただ、今の
日本の現状を見てみますと、新規感染
者数が減っていないという現状があっ
て、一方で世界では有効な予防策が普
及しつつある。そして、リスクのある
方、ゲイの方でもPrEPを希望する方
が増えていることを考えると、やはり
今後、PrEPに関しても建設的な議論
が必要になってくると思います。
　池田　とにかく新規感染者数を減ら
さないかぎりは、このまま高止まりし
てしまいますものね。従来の不特定多
数の人との接触や、コンドームを使わ
ないのは論外だといっているのは建前
だと思うのですが。
　水島　おっしゃるとおりです。
　池田　減っていないということは、
このままずっと患者が増え続けて、そ
れこそ一生、１億円ぐらいかかるよう
な状態が続く。その本音を何とか前に
出して新患者数を減らすかたちがこれ
だと。
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　水島　はい。
　池田　非常にいい予防策ですね。費
用対効果が、随分いい感じですからね。
　水島　特にジェネリック薬ですと間
違いなく費用対効果はあるはずなので、
普及が進んでいくのは将来的に一つの
あるべき姿なのかと思います。
　池田　また戻るのですが、日本のジ
ェネリックの抗HIV薬はどのくらい承
認されているのですか。
　水島　基本的に承認されているもの
はまだありません。もともと特許が切
れる期間もあるし、今のところはHIV
の薬でジェネリック薬が認められてい

るものはないのが現状です。HIVの治
療は高額になってしまって、先ほど言
ったように、生涯で１億円ぐらいの医
療費がかかる。
　池田　逆に言いますと、今、国を挙
げてジェネリックを使おうという話に
なっていますので、早く輸入するなり、
ライセンスの問題はあると思うのです
が、そうしないかぎりは、ずっと高い
お金を使うような状態の人が増えつつ
あるということですね。
　水島　おっしゃるとおりです。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

たらすごくいいですよね。
　水島　そうですね。
　池田　AGAなどの薬も月１万円ぐ
らいします。それを考えるといいよう
な気がするのですが、ジェネリックで
も別に効果は問題ないのですよね。
　水島　海外では治療用でもジェネリ
ックがかなり使われていて、ジェネリ
ックでも、それが本物であれば全く問
題ないということです。
　池田　ジェネリックを使って保険に
収載しても、十分費用対効果はある感
じがしますね。
　水島　ジェネリックを使えば、おそ
らく間違いなく費用対効果はあります
し、自費であっても、おそらくそれは
支払い可能なぐらいの額になると思わ
れるので、かなり効果があるのではな
いかと思います。
　池田　こういった感染予防策が保険
適用になっている国はあるのでしょう
か。
　水島　先進国ではアメリカ、オース
トラリア、ニュージーランド、カナダ
などでは保険でカバーされており、費
用対効果でペイすると考えているよう
です。
　池田　アジアはどうですか。
　水島　アジアでは、保険ではないの
ですが、適用の承認ということで、タ
イ、台湾、韓国などでカバーしている
ようですが、ケース・バイ・ケースで
す。台湾に関しては折衷案で、全額で

はないけれども、ある程度補助すると
いう状況です。
　池田　国によってもずいぶん対処の
仕方に違いがあるようですが、一応は
導入しよう、というかたちなのですね。
　水島　はい。
　池田　日本についてはどうなのでし
ょう。先生が活動を続けていらっしゃ
いますが、日本ではまだ議論になって
いないのでしょうか。
　水島　PrEPに関してはあまり建設
的な議論はない状態です。ただ、今の
日本の現状を見てみますと、新規感染
者数が減っていないという現状があっ
て、一方で世界では有効な予防策が普
及しつつある。そして、リスクのある
方、ゲイの方でもPrEPを希望する方
が増えていることを考えると、やはり
今後、PrEPに関しても建設的な議論
が必要になってくると思います。
　池田　とにかく新規感染者数を減ら
さないかぎりは、このまま高止まりし
てしまいますものね。従来の不特定多
数の人との接触や、コンドームを使わ
ないのは論外だといっているのは建前
だと思うのですが。
　水島　おっしゃるとおりです。
　池田　減っていないということは、
このままずっと患者が増え続けて、そ
れこそ一生、１億円ぐらいかかるよう
な状態が続く。その本音を何とか前に
出して新患者数を減らすかたちがこれ
だと。
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