
国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター長
考　藤　達　哉

（聞き手　池脇克則）

　47歳男性、毎年のドックにおいて肝機能異常と脂肪肝（腹部US）を指摘され
ます。今回、「昔、B型肝炎だった（詳細不明）。抗体ができていると思うが、
今の状況を知りたい」とのことで受診されました。血液検査では、例年と同程
度の肝機能異常がみられました。抗原・抗体についても検査を行いましたが、
c抗体は陽性で、s抗原・s抗体はともに陰性という状態でした。これはどのよう
に解釈すればよいのでしょうか。なお、e抗体は陽性、e抗原は陰性でウイルス
DNA・核酸は検出レベル以下でした。
 ＜岡山県開業医＞

B型肝炎ウイルス検査の解釈

　池脇　以前にB型肝炎にかかって、
抗体が出てきた。B型のウイルスのマ
ーカーを測ってみて、それをどう解釈
したらいいかという質問をいただきま
した。肝炎ウイルス、B型、C型があ
りますが、B型は以前は垂直感染が多
かった。今、これは減って、逆に性交
渉による感染が増えていると聞きます
が、どうなのでしょうか。
　考藤　そのとおりです。垂直感染は
母子感染になると思うのですが、母子
感染に関しては、いわゆる母子感染の
防止事業というのがすでに走っていま
す。ワクチンと、HBIGというγグロ

ブリン製剤、これはB型の抗原が陽性
の母親から生まれた赤ちゃんには全員
打つという制度がすでにありました。
2016年からは日本でも、ユニバーサル
ワクチネーションといいまして、B型
のお母さんから生まれた子以外の赤ち
ゃんにも、全員定期接種というかたち
でB型のワクチンを打つような制度が
始まっています。ですので、垂直感染、
いわゆる母子感染に関してはどんどん
減っていますし、幼少のときには実は
水平感染もあるといわれていますが、
これも定期接種化し、全員にB型肝炎
のワクチンを打つことで防げるだろう

ということになりました。幼少期に感
染してキャリア化する人の率はどんど
ん減ってきていると考えていいと思い
ます。
　池脇　そういう点では国の施策が非
常に効果があったということですね。
　考藤　そのとおりです。
　池脇　B型のキャリアは１％ぐらい
だと聞いたことがあるのですが、実態
はもう少し低いのでしょうか。
　考藤　実態はもう少し低くなってい
ると思います。といいますのは、自治
体主導のいわゆるウイルス肝炎検査と
いうものをやっているのですが、それ
を見ますと、一般集団を対象としたと
きのB型の抗原の陽性率は１％を切っ
ていますので、おそらくもっと減って
きていると思います。
　池脇　そういった背景での今回の質
問です。患者さんは中年男性で、どの
程度の異常かわからないけれども、肝
障害があり、脂肪肝もある。以前、B
型肝炎で、抗体ができていました。そ
うすると、今の肝障害にB型が関与し
ているかもしれないという意味では、
きちんと評価しないといけないのです
が。
　考藤　そういうご心配があったので、
おそらくこういうことになったと思う
のです。
　池脇　おそらく段階的にいろいろな
検査をされたと思うのですが、検査さ
れたのは、c抗体は陽性です。sに関し

ては抗原、抗体とも陰性です。そして
e抗体は陽性、e抗原は陰性、最終的に
ウイルスDNAを調べて検出レベル以
下でした。こういった様々な抗原、抗
体を調べて、どう解釈したらいいので
しょうか。
　考藤　たいへん詳しい先生だと思い
ます。といいますのは、B型のウイル
ス関連の検査というのは非常にたくさ
んありまして、この先生はほぼすべて
測定されているのです。おそらくいろ
いろとお考えがあって、これだけ全部
されたと思うのですが、必要な検査も
すべてされていると思います。
　この結果の解釈ですが、我々、肝臓
専門医は、B型肝炎ウイルスが現在感
染しているかどうかということをまず
調べます。それを調べるときにはHBs
抗原、この検査が一番最初にされるべ
き検査だと思います。この患者さんは
s抗原が陰性であったということです
から、この患者さんの体の中にはB型
のウイルス自体はもういないのだろう
と考えられます。ところが、c抗体を
測っていますが、これも非常に重要な
検査です。HBc抗体といいますが、こ
の抗体が陽性だと、以前にB型のウイ
ルスに感染したことがある。つまり、
既往感染であるということの結果にな
ると思います。
　池脇　そうであれば、なぜs抗体が
陰性なのでしょうか。
　考藤　先生のご指摘のとおりで、普
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国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター長
考　藤　達　哉

（聞き手　池脇克則）

　47歳男性、毎年のドックにおいて肝機能異常と脂肪肝（腹部US）を指摘され
ます。今回、「昔、B型肝炎だった（詳細不明）。抗体ができていると思うが、
今の状況を知りたい」とのことで受診されました。血液検査では、例年と同程
度の肝機能異常がみられました。抗原・抗体についても検査を行いましたが、
c抗体は陽性で、s抗原・s抗体はともに陰性という状態でした。これはどのよう
に解釈すればよいのでしょうか。なお、e抗体は陽性、e抗原は陰性でウイルス
DNA・核酸は検出レベル以下でした。
 ＜岡山県開業医＞

B型肝炎ウイルス検査の解釈

　池脇　以前にB型肝炎にかかって、
抗体が出てきた。B型のウイルスのマ
ーカーを測ってみて、それをどう解釈
したらいいかという質問をいただきま
した。肝炎ウイルス、B型、C型があ
りますが、B型は以前は垂直感染が多
かった。今、これは減って、逆に性交
渉による感染が増えていると聞きます
が、どうなのでしょうか。
　考藤　そのとおりです。垂直感染は
母子感染になると思うのですが、母子
感染に関しては、いわゆる母子感染の
防止事業というのがすでに走っていま
す。ワクチンと、HBIGというγグロ

ブリン製剤、これはB型の抗原が陽性
の母親から生まれた赤ちゃんには全員
打つという制度がすでにありました。
2016年からは日本でも、ユニバーサル
ワクチネーションといいまして、B型
のお母さんから生まれた子以外の赤ち
ゃんにも、全員定期接種というかたち
でB型のワクチンを打つような制度が
始まっています。ですので、垂直感染、
いわゆる母子感染に関してはどんどん
減っていますし、幼少のときには実は
水平感染もあるといわれていますが、
これも定期接種化し、全員にB型肝炎
のワクチンを打つことで防げるだろう

ということになりました。幼少期に感
染してキャリア化する人の率はどんど
ん減ってきていると考えていいと思い
ます。
　池脇　そういう点では国の施策が非
常に効果があったということですね。
　考藤　そのとおりです。
　池脇　B型のキャリアは１％ぐらい
だと聞いたことがあるのですが、実態
はもう少し低いのでしょうか。
　考藤　実態はもう少し低くなってい
ると思います。といいますのは、自治
体主導のいわゆるウイルス肝炎検査と
いうものをやっているのですが、それ
を見ますと、一般集団を対象としたと
きのB型の抗原の陽性率は１％を切っ
ていますので、おそらくもっと減って
きていると思います。
　池脇　そういった背景での今回の質
問です。患者さんは中年男性で、どの
程度の異常かわからないけれども、肝
障害があり、脂肪肝もある。以前、B
型肝炎で、抗体ができていました。そ
うすると、今の肝障害にB型が関与し
ているかもしれないという意味では、
きちんと評価しないといけないのです
が。
　考藤　そういうご心配があったので、
おそらくこういうことになったと思う
のです。
　池脇　おそらく段階的にいろいろな
検査をされたと思うのですが、検査さ
れたのは、c抗体は陽性です。sに関し

ては抗原、抗体とも陰性です。そして
e抗体は陽性、e抗原は陰性、最終的に
ウイルスDNAを調べて検出レベル以
下でした。こういった様々な抗原、抗
体を調べて、どう解釈したらいいので
しょうか。
　考藤　たいへん詳しい先生だと思い
ます。といいますのは、B型のウイル
ス関連の検査というのは非常にたくさ
んありまして、この先生はほぼすべて
測定されているのです。おそらくいろ
いろとお考えがあって、これだけ全部
されたと思うのですが、必要な検査も
すべてされていると思います。
　この結果の解釈ですが、我々、肝臓
専門医は、B型肝炎ウイルスが現在感
染しているかどうかということをまず
調べます。それを調べるときにはHBs
抗原、この検査が一番最初にされるべ
き検査だと思います。この患者さんは
s抗原が陰性であったということです
から、この患者さんの体の中にはB型
のウイルス自体はもういないのだろう
と考えられます。ところが、c抗体を
測っていますが、これも非常に重要な
検査です。HBc抗体といいますが、こ
の抗体が陽性だと、以前にB型のウイ
ルスに感染したことがある。つまり、
既往感染であるということの結果にな
ると思います。
　池脇　そうであれば、なぜs抗体が
陰性なのでしょうか。
　考藤　先生のご指摘のとおりで、普
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通はs抗原が陽性の時期は抗体が陰性
になっていて、自分の免疫の力で例え
ばウイルスをやっつけたということに
なると、sの抗体ができてきて陽性に
なってくる。c抗体というのは、先ほ
ど申し上げたように感染すると陽性に
なって、これは長期間続きますので、
c抗体陽性で、かつs抗体陽性の状況と
いうのは、s抗原は陰性ですから、お
そらく１回B型に感染して、ウイルス
を排除した状態であるということがい
えます。
　ただ、s抗体も時間とともに減ると
考えられていまして、これは感染した
時期に関係していると思うのですが、
感染して、ウイルスをうまく排除でき
て、そこからしばらく時間がたってい
ると、人によってはsの抗体の値がど
んどん下がってきて、マイナスになっ
てくる。つまり、検出感度以下になる
方もいらっしゃいます。
　池脇　そうすると、これは話が合わ
ないというよりも、感染の時期がだい
ぶ以前だったらあり得るということで
すね。
　考藤　十分あり得る状況だと思いま
す。
　池脇　そうすると、いわゆる抗原系
はすべて陰性、そしてウイルスのDNA
もチェックされて検出レベル以下とい
うことでしたら、この患者さんのウイ
ルスの活動性は、少なくともほぼない
ということでしょうか。

　考藤　血液中にウイルスが検出でき
ないということを意味しています。た
だ、ここで少し注意が必要なのは、c
抗体が陽性であることの意味です。B
型肝炎というのは非常に厄介なウイル
スで、一度肝臓に感染が成立すると、
その肝臓の細胞の核の中に、複製の鋳
型というのですが、根っこのようなも
のを残してしまうのです。これはB型
のCCC-DNAという遺伝子の構造なの
ですが、これが残っているとc抗体は
ずっと陽性であるといわれています。
　ですので、例えばB型肝炎の再活性
化の話が最近時々取り上げられますが、
c抗体が陽性の方というのはそういう
意味で肝臓の細胞の奧のほうにB型肝
炎ウイルスの根っこが残っている状態
です。そのような方で例えば免疫抑制
剤、あるいは造血幹細胞移植、このよ
うな患者さんの体の免疫を強く落とす
ような状況が生まれると、そのCCC- 
DNAからまたウイルスが産生されて
くるのです。これがいわゆる再活性化
といわれる状況なのです。c抗体陽性
の方に我々が申し上げているのは、も
しそのような免疫が抑制されるような
治療を始められるときには必ずそれを
お話しして注意喚起していただく。あ
るいは、非専門医にはc抗体陽性例と
いうのはそのような再活性化のリスク
があることをお伝えして、きっちりと
経過をフォローしていただくことをお
願いしているのです。

　池脇　質問ではc抗体陽性としか書
いていませんが、c抗体の抗体価が高
い低いというのは。
　考藤　あります。HBc抗体も、細か
い話になりますが、IgM型というc抗
体とIgG型というc抗体がありまして、
IgM型のHBc抗体は急性肝炎のときな
どに診断に用いられるような、急性期
に産生されるような抗体型です。持続
感染といいまして、いわゆるキャリア
の方で認められる抗体というのはIgG
型のHBc抗体なのです。これも高い低
いがありまして、一応カットオフは10
とされています。10以上の場合には高
力価であるといわれています。１が陽
性、陰性の境目なのですが、１～10の
間は低力価陽性と考えられています。
いわゆる持続感染を起こしている方は
ほぼ10以上、高力価陽性ということに
なります。先ほど申し上げたように、
急性期から治った後でも時間がたって
いない方は比較的高いHBc抗体価を取
ります。こちらもだんだんと時間がた
つと抗体の値が下がってくると考えら
れていますが、ただ、s抗体よりも長
く残る可能性が高いので、この患者さ
んのように、c抗体だけ陽性で、s抗体
は陰性化するというケースも十分あり
得ます。
　池脇　この先生は、すべてといって
いい抗原、抗体を測られて、DNAまで
測られましたが、例えばB型が以前に
あって、抗体ができているといったと

きに、まず測るマーカーというのは何
なのでしょうか。
　考藤　先ほど申し上げたように、今
ウイルスがいるかどうかをまず確認す
る必要があるので、HBs抗原とs抗体
だと思います。
　池脇　そこにはc抗体は必ずしも必
要ない。
　考藤　c抗体も我々専門医はすぐに
測りますが、まずs抗原とs抗体を測っ
た後で、c抗体を追加で測られてもい
いと思いますし、このヒストリーがわ
かっていれば、最初からセットで、HBc
抗体も同時に測ってもよいと思います。
　池脇　ひょっとすると、s抗原・s抗
体を測って、s抗体が陽性かなと予想
したところ、両方とも陰性だったので、
さらに広げて測られたということでし
ょうか。
　考藤　おそらくこれだけのウイルス
の検査を同時に測ると、保険診療上は
削られる可能性が高いと思いますので、
今お話しになられたように、s抗原とs
抗体をまず測られて、抗体が出ていな
い。どうしてだろうということでおそ
らくc抗体を測られたという流れでは
ないかと思います。そういう意味では
非常に詳しい先生ではないかと思いま
す。
　池脇　最後に、B型の治療は進歩し
ているのでしょうか。
　考藤　現在は２本の治療の柱があり
まして、一つはペグインターフェロン
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通はs抗原が陽性の時期は抗体が陰性
になっていて、自分の免疫の力で例え
ばウイルスをやっつけたということに
なると、sの抗体ができてきて陽性に
なってくる。c抗体というのは、先ほ
ど申し上げたように感染すると陽性に
なって、これは長期間続きますので、
c抗体陽性で、かつs抗体陽性の状況と
いうのは、s抗原は陰性ですから、お
そらく１回B型に感染して、ウイルス
を排除した状態であるということがい
えます。
　ただ、s抗体も時間とともに減ると
考えられていまして、これは感染した
時期に関係していると思うのですが、
感染して、ウイルスをうまく排除でき
て、そこからしばらく時間がたってい
ると、人によってはsの抗体の値がど
んどん下がってきて、マイナスになっ
てくる。つまり、検出感度以下になる
方もいらっしゃいます。
　池脇　そうすると、これは話が合わ
ないというよりも、感染の時期がだい
ぶ以前だったらあり得るということで
すね。
　考藤　十分あり得る状況だと思いま
す。
　池脇　そうすると、いわゆる抗原系
はすべて陰性、そしてウイルスのDNA
もチェックされて検出レベル以下とい
うことでしたら、この患者さんのウイ
ルスの活動性は、少なくともほぼない
ということでしょうか。

　考藤　血液中にウイルスが検出でき
ないということを意味しています。た
だ、ここで少し注意が必要なのは、c
抗体が陽性であることの意味です。B
型肝炎というのは非常に厄介なウイル
スで、一度肝臓に感染が成立すると、
その肝臓の細胞の核の中に、複製の鋳
型というのですが、根っこのようなも
のを残してしまうのです。これはB型
のCCC-DNAという遺伝子の構造なの
ですが、これが残っているとc抗体は
ずっと陽性であるといわれています。
　ですので、例えばB型肝炎の再活性
化の話が最近時々取り上げられますが、
c抗体が陽性の方というのはそういう
意味で肝臓の細胞の奧のほうにB型肝
炎ウイルスの根っこが残っている状態
です。そのような方で例えば免疫抑制
剤、あるいは造血幹細胞移植、このよ
うな患者さんの体の免疫を強く落とす
ような状況が生まれると、そのCCC- 
DNAからまたウイルスが産生されて
くるのです。これがいわゆる再活性化
といわれる状況なのです。c抗体陽性
の方に我々が申し上げているのは、も
しそのような免疫が抑制されるような
治療を始められるときには必ずそれを
お話しして注意喚起していただく。あ
るいは、非専門医にはc抗体陽性例と
いうのはそのような再活性化のリスク
があることをお伝えして、きっちりと
経過をフォローしていただくことをお
願いしているのです。

　池脇　質問ではc抗体陽性としか書
いていませんが、c抗体の抗体価が高
い低いというのは。
　考藤　あります。HBc抗体も、細か
い話になりますが、IgM型というc抗
体とIgG型というc抗体がありまして、
IgM型のHBc抗体は急性肝炎のときな
どに診断に用いられるような、急性期
に産生されるような抗体型です。持続
感染といいまして、いわゆるキャリア
の方で認められる抗体というのはIgG
型のHBc抗体なのです。これも高い低
いがありまして、一応カットオフは10
とされています。10以上の場合には高
力価であるといわれています。１が陽
性、陰性の境目なのですが、１～10の
間は低力価陽性と考えられています。
いわゆる持続感染を起こしている方は
ほぼ10以上、高力価陽性ということに
なります。先ほど申し上げたように、
急性期から治った後でも時間がたって
いない方は比較的高いHBc抗体価を取
ります。こちらもだんだんと時間がた
つと抗体の値が下がってくると考えら
れていますが、ただ、s抗体よりも長
く残る可能性が高いので、この患者さ
んのように、c抗体だけ陽性で、s抗体
は陰性化するというケースも十分あり
得ます。
　池脇　この先生は、すべてといって
いい抗原、抗体を測られて、DNAまで
測られましたが、例えばB型が以前に
あって、抗体ができているといったと

きに、まず測るマーカーというのは何
なのでしょうか。
　考藤　先ほど申し上げたように、今
ウイルスがいるかどうかをまず確認す
る必要があるので、HBs抗原とs抗体
だと思います。
　池脇　そこにはc抗体は必ずしも必
要ない。
　考藤　c抗体も我々専門医はすぐに
測りますが、まずs抗原とs抗体を測っ
た後で、c抗体を追加で測られてもい
いと思いますし、このヒストリーがわ
かっていれば、最初からセットで、HBc
抗体も同時に測ってもよいと思います。
　池脇　ひょっとすると、s抗原・s抗
体を測って、s抗体が陽性かなと予想
したところ、両方とも陰性だったので、
さらに広げて測られたということでし
ょうか。
　考藤　おそらくこれだけのウイルス
の検査を同時に測ると、保険診療上は
削られる可能性が高いと思いますので、
今お話しになられたように、s抗原とs
抗体をまず測られて、抗体が出ていな
い。どうしてだろうということでおそ
らくc抗体を測られたという流れでは
ないかと思います。そういう意味では
非常に詳しい先生ではないかと思いま
す。
　池脇　最後に、B型の治療は進歩し
ているのでしょうか。
　考藤　現在は２本の治療の柱があり
まして、一つはペグインターフェロン
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という注射製剤です。これは１週間に
１回の注射なのですが、長期間治療を
受ける。48週が一応保険診療上認めら
れています。もう一つはのみ薬で核酸
アナログといわれる治療で、B型のウ
イルスが増えるのをぐっと抑えるよう
な薬です。これも患者さんの病態、あ
るいは年齢、状況に応じた使い方を肝
臓学会がガイドラインで示しています
ので、そのガイドラインに沿って現在
実臨床で使われている状況です。

　池脇　C型もB型も治療に関しては
明るい兆し、見通しになってきたとい
うことですね。
　考藤　はい。ただ、この患者さんの
ように、うまく自分の免疫で排除でき
ればいいと思うのですが、治療でs抗
原が陰性というところまではなかなか
到達できないというのが、現在B型肝
炎の診療上の残された課題だと思いま
す。
　池脇　ありがとうございました。

愛知医科大学メディカルクリニック教授
中　尾　春　壽

（聞き手　山内俊一）

　アルコール性肝障害になる方とアルコール性膵炎になる方は、遺伝子の違い
らしいと聞いたことがあります。現在、どの程度まで明らかになっているのか
ご教示ください。
 ＜福岡県開業医＞

アルコール性肝障害と膵炎の遺伝的背景

　山内　臨床現場にいると、確かにア
ルコール、大酒飲みの方で障害される
臓器はけっこう違うような印象も持っ
てはいるのですが、これは実際にある
話なのでしょうか。
　中尾　おっしゃるとおりだと思いま
す。実際には、肝硬変の人で慢性膵炎
を起こされる方がいらっしゃるのです
が、それほど我々一般の現場では多く
ないです。慢性膵炎の方も、膵臓が専
門の消化器内科医に確認しましたが、
慢性膵炎と肝硬変が合併している人は
少ないといわれています。
　山内　ということは、おのおのの臓
器に遺伝子なり何なりがかんでいると
見てよいのでしょうね。
　中尾　おっしゃるとおりだと思いま
す。

　山内　まず膵臓のあたりから簡単に
ご説明願えますか。
　中尾　膵臓においては、特に男性の
場合、アルコールの量は慢性膵炎の発
症リスクとして、非常に強い危険因子
であることは確かです。しかしながら、
大酒家でもごく一部しか慢性膵炎は発
症しません。報告によると約５％前後
であり、欧米においても同じような報
告が出ています。
　さらには、動物実験をしますと、ア
ルコールを単独で動物に投与しても膵
炎は起きないのです。そこに何かの変
化が加わることで膵炎発症の閾値が下
がって膵炎が発症します。例えばエタ
ノール、つまりアルコールをラットの
胃の中に直接入れても膵炎は起きませ
ん。もう一つの例として、一時的な膵
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