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最新のウイルス性肝炎の
治療について

おおかわら ひとし

Ｃ型肝炎ウイルス感染

慢性肝炎
（約70％）

肝硬変

肝がん

自然治癒
（約30％）

《はじめに》

　日本人の３大死因の１つであるがんの中で、肝臓

がんは、男性で４位、女性では５位を占めており、

年間約２万５千人以上の方が肝臓がんで亡くなって

います。その肝臓がんの約７割は、Ｂ型肝炎ウイル

スやＣ型肝炎ウイルスの感染による肝炎が原因とさ

れています。

《ウイルス性肝炎とは？》

　肝炎を起こすウイルスはＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの５

種類が知られています。このうちＡ型とＥ型は、経

口感染しますが、慢性化することはありません。Ｂ

型とＣ型は、血液を介して感染を起こし、慢性化す

る可能性があります。Ｄ型は、Ｂ型肝炎に感染した

人にしか感染しないウイルスです。特にＣ型肝炎ウ

イルスに感染すると自覚症状もなく徐々に進行しま

す。感染に気づくことなく放置すると高率に肝硬変

や肝がんにまで進行する可能性が高い疾患です。

《Ｃ型肝炎の自然経過》

　1989年にＣ型肝炎ウイルスは発見されました。

輸血や血液製剤、透析、刺青、薬物乱用などにより

感染します。約30％は急性肝炎後に自然治癒しま

すが、残りの70％は持続感染となり慢性肝炎に移

行します。慢性肝炎になると肝機能の上昇により肝

線維化が起り、やがて肝硬変や肝がんへ進展します。

《C型肝炎の治療》

　1992年よりＣ型肝炎の治療にインターフェロン

の注射による治療が認可されました。ところが、発

熱や血球減少、脱毛、うつ症状などの副作用が強く

適応となる患者さんも限定され、完治が難しい治療

でした。

　しかしＣ型肝炎のウイルスの遺伝子解析が進む中

で、直接ウイルスの蛋白合成を阻害する薬剤が開発

されました。

　ＤＡＡ（Direct　Acting　Antivirals）：直接作用型

抗ウイルス剤と呼ばれる薬剤です。日本では、

2014年７月からＣ型肝炎の治療として認可されま

した。これは３つの非構造蛋白を標的とした阻害剤

で、２つの阻害薬を併用することで高い効果が得ら

れる画期的な薬剤です。

　多くの薬剤が発売されましたが、現在は左記の表

に示した薬剤を組み合わせて治療を行います。その

効果は、ほぼ100％に近い治癒率が得られており、

副作用もほとんどないことよりインターフェロンの

治療が受けられなかった高齢者や女性を中心に多く

の患者さんがその恩恵を受けています。ＤＡＡは、

最初は慢性肝炎や代償性肝硬変の患者さんにしか使

用できませんでしたが、2019年１月に発売された

薬剤では非代償性肝硬変の患者さんも治療できるよ

うになり、現在は全てのＣ型肝炎の患者さんが治療

の対象となりました。

《Ｃ型肝炎のＤＡＡによる鶴見病院での治療成績》

　鶴見病院でもすでにＤＡＡでの治療を219名に

行っております。１回目の治療で完治できなかった

症例を４例経験しましたが、３例は２回目の治療で

完治しました。残りの１例は再治療の前に肝がんが

再発し２回目の治療が行えませんでした。現在では

治療終了後６ヶ月間、経過が観察しえた症例では、

再治療が出来なかった１例を除き全例完治を確認し

ております。現在は最短８週間の内服で安全に治療

が終了しております。

　肝炎が完治すると肝機能は改善し、その後の肝障

害の進行を抑えることが可能になりますが、完治後

に肝がんを発症する例も報告されており、完治後も

定期的な経過観察が必要です。

《Ｂ型肝炎の治療》

　Ｂ型肝炎ウイルスは体内から完全に排除すること

は、現在でもまだ不可能ですが、１日１回の核酸ア

ナログ製剤の内服にて、ウイルスの増殖を抑え、肝

炎の沈静化を図ることが可能となっております。

　長期に内服する必要がありますが、治療費の補助

を受けることにより経済的な負担を軽減することも

可能です。

《肝炎治療費の補助》

　Ｃ型肝炎の治療は現在最短８週間で終了し、ほぼ

100％完治が期待できます。一生で１回の治療で済

みますが、薬剤が高価であり経済的負担が問題とな

ります。またＢ型肝炎の治療は、途中で中止するこ

とが難しいため長期に内服する必要があり、こちら

も経済的負担が問題となります。しかし肝炎治療に

対する医療費補助制度を利用することで、これらの

治療の経済的負担を軽減することが可能です。

　医師の診断書やマイナンバーを記載した交付申請

書、健康保険証等のコピーを保健所に提出すること

が必要です。その後に大分県の審査をうけ、認定後

に受給者証が交付され治療が開始となります。

《肝炎ウイルス検査》

　治療の進歩によりＣ型肝炎は、内服のみでほぼ

100％完治が期待できる病気となりました。またＢ

型肝炎もウイルス量を減らし肝炎の鎮静化が図れる

時代となりました。しかしいずれの疾患も肝炎ウイ

ルス検査を受けないと発見できない病気です。まだ

一度も肝炎ウイルス検査を受けられた事のない方は、

無料で検査を受けることが可能ですので、是非検査

を受けられることをお勧めします。また陽性である

事が判明しましたら、お近くの肝臓専門医のいる病

院への受診、受療をお願いします。

《最後に》

　肝炎の検査を受け、陽性であれば必要な治療を受

ける事が、肝がんの減少につながります。鶴見病院

では、新たに肝炎コーディネーターを養成し肝炎患

者さんの治療がより円滑に行える体制をとっていま

す。ウイルス性肝炎の治療を希望される方は、鶴見

病院肝疾患センターを受診ください。

肝炎ウイルスの特徴

経口感染

血液感染

血液感染

血液感染

経口感染

A型（HAV）

B型（HBV）

C型（HCV）

D型（HDV）

E型（HEV）

無し

有り

有り

有り

無し

感染経路肝炎ウイルス 慢性化

無し

有り

有り

不明

無し

肝がんとの関係

冬から春にかけて流行、牡蠣の生食

持続感染者がいる。母子感染。

持続感染者がいる

HBVに重複感染

豚や猪の肝臓の生食、輸入感染症
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Ｃ型肝炎ウイルスの遺伝子構造と
DAAの作用部位

現在製造販売されて使用可能な薬剤

C E E2 p7 NS2 NS3 NS4A NS4B NS5A NS5B

NS3/4A
プロテアーゼ阻害剤　
Asunaprevir
Grazoprevir
Glecaprevir

NS5A
複製複合体阻害薬
Daclatasvir
Ledipasvir
Pibrentasvir
Velpatasvir

NS5B
ポリメラーゼ阻害剤
Sofosbuvir

《はじめに》

　日本人の３大死因の１つであるがんの中で、肝臓

がんは、男性で４位、女性では５位を占めており、

年間約２万５千人以上の方が肝臓がんで亡くなって

います。その肝臓がんの約７割は、Ｂ型肝炎ウイル

スやＣ型肝炎ウイルスの感染による肝炎が原因とさ

れています。

《ウイルス性肝炎とは？》

　肝炎を起こすウイルスはＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの５

種類が知られています。このうちＡ型とＥ型は、経

口感染しますが、慢性化することはありません。Ｂ

型とＣ型は、血液を介して感染を起こし、慢性化す

る可能性があります。Ｄ型は、Ｂ型肝炎に感染した

人にしか感染しないウイルスです。特にＣ型肝炎ウ

イルスに感染すると自覚症状もなく徐々に進行しま

す。感染に気づくことなく放置すると高率に肝硬変

や肝がんにまで進行する可能性が高い疾患です。

《Ｃ型肝炎の自然経過》

　1989年にＣ型肝炎ウイルスは発見されました。

輸血や血液製剤、透析、刺青、薬物乱用などにより

感染します。約30％は急性肝炎後に自然治癒しま

すが、残りの70％は持続感染となり慢性肝炎に移

行します。慢性肝炎になると肝機能の上昇により肝

線維化が起り、やがて肝硬変や肝がんへ進展します。

《C型肝炎の治療》

　1992年よりＣ型肝炎の治療にインターフェロン

の注射による治療が認可されました。ところが、発

熱や血球減少、脱毛、うつ症状などの副作用が強く

適応となる患者さんも限定され、完治が難しい治療

でした。

　しかしＣ型肝炎のウイルスの遺伝子解析が進む中

で、直接ウイルスの蛋白合成を阻害する薬剤が開発

されました。

　ＤＡＡ（Direct　Acting　Antivirals）：直接作用型

抗ウイルス剤と呼ばれる薬剤です。日本では、

2014年７月からＣ型肝炎の治療として認可されま

した。これは３つの非構造蛋白を標的とした阻害剤

で、２つの阻害薬を併用することで高い効果が得ら

れる画期的な薬剤です。

　多くの薬剤が発売されましたが、現在は左記の表

に示した薬剤を組み合わせて治療を行います。その

効果は、ほぼ100％に近い治癒率が得られており、

副作用もほとんどないことよりインターフェロンの

治療が受けられなかった高齢者や女性を中心に多く

の患者さんがその恩恵を受けています。ＤＡＡは、

最初は慢性肝炎や代償性肝硬変の患者さんにしか使

用できませんでしたが、2019年１月に発売された

薬剤では非代償性肝硬変の患者さんも治療できるよ

うになり、現在は全てのＣ型肝炎の患者さんが治療

の対象となりました。

《Ｃ型肝炎のＤＡＡによる鶴見病院での治療成績》

　鶴見病院でもすでにＤＡＡでの治療を219名に

行っております。１回目の治療で完治できなかった

症例を４例経験しましたが、３例は２回目の治療で

完治しました。残りの１例は再治療の前に肝がんが

再発し２回目の治療が行えませんでした。現在では

治療終了後６ヶ月間、経過が観察しえた症例では、

再治療が出来なかった１例を除き全例完治を確認し

ております。現在は最短８週間の内服で安全に治療

が終了しております。

　肝炎が完治すると肝機能は改善し、その後の肝障

害の進行を抑えることが可能になりますが、完治後

に肝がんを発症する例も報告されており、完治後も

定期的な経過観察が必要です。

《Ｂ型肝炎の治療》

　Ｂ型肝炎ウイルスは体内から完全に排除すること

は、現在でもまだ不可能ですが、１日１回の核酸ア

ナログ製剤の内服にて、ウイルスの増殖を抑え、肝

炎の沈静化を図ることが可能となっております。

　長期に内服する必要がありますが、治療費の補助

を受けることにより経済的な負担を軽減することも

可能です。

《肝炎治療費の補助》

　Ｃ型肝炎の治療は現在最短８週間で終了し、ほぼ

100％完治が期待できます。一生で１回の治療で済

みますが、薬剤が高価であり経済的負担が問題とな

ります。またＢ型肝炎の治療は、途中で中止するこ

とが難しいため長期に内服する必要があり、こちら

も経済的負担が問題となります。しかし肝炎治療に

対する医療費補助制度を利用することで、これらの

治療の経済的負担を軽減することが可能です。

　医師の診断書やマイナンバーを記載した交付申請

書、健康保険証等のコピーを保健所に提出すること

が必要です。その後に大分県の審査をうけ、認定後

に受給者証が交付され治療が開始となります。

《肝炎ウイルス検査》

　治療の進歩によりＣ型肝炎は、内服のみでほぼ

100％完治が期待できる病気となりました。またＢ

型肝炎もウイルス量を減らし肝炎の鎮静化が図れる

時代となりました。しかしいずれの疾患も肝炎ウイ

ルス検査を受けないと発見できない病気です。まだ

一度も肝炎ウイルス検査を受けられた事のない方は、

無料で検査を受けることが可能ですので、是非検査

を受けられることをお勧めします。また陽性である

事が判明しましたら、お近くの肝臓専門医のいる病

院への受診、受療をお願いします。

《最後に》

　肝炎の検査を受け、陽性であれば必要な治療を受

ける事が、肝がんの減少につながります。鶴見病院

では、新たに肝炎コーディネーターを養成し肝炎患

者さんの治療がより円滑に行える体制をとっていま

す。ウイルス性肝炎の治療を希望される方は、鶴見

病院肝疾患センターを受診ください。
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自己負担月額限度制度

世帯の市町村民税（所得割）
の課税年額

235,000円未満の場合

235,000円以上の場合

自己負担限度額

10,000円／月

20,000円／月

《はじめに》

　日本人の３大死因の１つであるがんの中で、肝臓

がんは、男性で４位、女性では５位を占めており、

年間約２万５千人以上の方が肝臓がんで亡くなって

います。その肝臓がんの約７割は、Ｂ型肝炎ウイル

スやＣ型肝炎ウイルスの感染による肝炎が原因とさ

れています。

《ウイルス性肝炎とは？》

　肝炎を起こすウイルスはＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの５

種類が知られています。このうちＡ型とＥ型は、経

口感染しますが、慢性化することはありません。Ｂ

型とＣ型は、血液を介して感染を起こし、慢性化す

る可能性があります。Ｄ型は、Ｂ型肝炎に感染した

人にしか感染しないウイルスです。特にＣ型肝炎ウ

イルスに感染すると自覚症状もなく徐々に進行しま

す。感染に気づくことなく放置すると高率に肝硬変

や肝がんにまで進行する可能性が高い疾患です。

《Ｃ型肝炎の自然経過》

　1989年にＣ型肝炎ウイルスは発見されました。

輸血や血液製剤、透析、刺青、薬物乱用などにより

感染します。約30％は急性肝炎後に自然治癒しま

すが、残りの70％は持続感染となり慢性肝炎に移

行します。慢性肝炎になると肝機能の上昇により肝

線維化が起り、やがて肝硬変や肝がんへ進展します。

《C型肝炎の治療》

　1992年よりＣ型肝炎の治療にインターフェロン

の注射による治療が認可されました。ところが、発

熱や血球減少、脱毛、うつ症状などの副作用が強く

適応となる患者さんも限定され、完治が難しい治療

でした。

　しかしＣ型肝炎のウイルスの遺伝子解析が進む中

で、直接ウイルスの蛋白合成を阻害する薬剤が開発

されました。

　ＤＡＡ（Direct　Acting　Antivirals）：直接作用型

抗ウイルス剤と呼ばれる薬剤です。日本では、

2014年７月からＣ型肝炎の治療として認可されま

した。これは３つの非構造蛋白を標的とした阻害剤

で、２つの阻害薬を併用することで高い効果が得ら

れる画期的な薬剤です。

　多くの薬剤が発売されましたが、現在は左記の表

に示した薬剤を組み合わせて治療を行います。その

効果は、ほぼ100％に近い治癒率が得られており、

副作用もほとんどないことよりインターフェロンの

治療が受けられなかった高齢者や女性を中心に多く

の患者さんがその恩恵を受けています。ＤＡＡは、

最初は慢性肝炎や代償性肝硬変の患者さんにしか使

用できませんでしたが、2019年１月に発売された

薬剤では非代償性肝硬変の患者さんも治療できるよ

うになり、現在は全てのＣ型肝炎の患者さんが治療

の対象となりました。

《Ｃ型肝炎のＤＡＡによる鶴見病院での治療成績》

　鶴見病院でもすでにＤＡＡでの治療を219名に

行っております。１回目の治療で完治できなかった

症例を４例経験しましたが、３例は２回目の治療で

完治しました。残りの１例は再治療の前に肝がんが

再発し２回目の治療が行えませんでした。現在では

治療終了後６ヶ月間、経過が観察しえた症例では、

再治療が出来なかった１例を除き全例完治を確認し

ております。現在は最短８週間の内服で安全に治療

が終了しております。

　肝炎が完治すると肝機能は改善し、その後の肝障

害の進行を抑えることが可能になりますが、完治後

に肝がんを発症する例も報告されており、完治後も

定期的な経過観察が必要です。

《Ｂ型肝炎の治療》

　Ｂ型肝炎ウイルスは体内から完全に排除すること

は、現在でもまだ不可能ですが、１日１回の核酸ア

ナログ製剤の内服にて、ウイルスの増殖を抑え、肝

炎の沈静化を図ることが可能となっております。

　長期に内服する必要がありますが、治療費の補助

を受けることにより経済的な負担を軽減することも

可能です。

《肝炎治療費の補助》

　Ｃ型肝炎の治療は現在最短８週間で終了し、ほぼ

100％完治が期待できます。一生で１回の治療で済

みますが、薬剤が高価であり経済的負担が問題とな

ります。またＢ型肝炎の治療は、途中で中止するこ

とが難しいため長期に内服する必要があり、こちら

も経済的負担が問題となります。しかし肝炎治療に

対する医療費補助制度を利用することで、これらの

治療の経済的負担を軽減することが可能です。

　医師の診断書やマイナンバーを記載した交付申請

書、健康保険証等のコピーを保健所に提出すること

が必要です。その後に大分県の審査をうけ、認定後

に受給者証が交付され治療が開始となります。

《肝炎ウイルス検査》

　治療の進歩によりＣ型肝炎は、内服のみでほぼ

100％完治が期待できる病気となりました。またＢ

型肝炎もウイルス量を減らし肝炎の鎮静化が図れる

時代となりました。しかしいずれの疾患も肝炎ウイ

ルス検査を受けないと発見できない病気です。まだ

一度も肝炎ウイルス検査を受けられた事のない方は、

無料で検査を受けることが可能ですので、是非検査

を受けられることをお勧めします。また陽性である

事が判明しましたら、お近くの肝臓専門医のいる病

院への受診、受療をお願いします。

《最後に》

　肝炎の検査を受け、陽性であれば必要な治療を受

ける事が、肝がんの減少につながります。鶴見病院

では、新たに肝炎コーディネーターを養成し肝炎患

者さんの治療がより円滑に行える体制をとっていま

す。ウイルス性肝炎の治療を希望される方は、鶴見

病院肝疾患センターを受診ください。



★介
護老人保

健施設

シェモア鶴見でのひととき★

　８月７日、シェモア鶴見の２階ホールで毎年恒例の盆踊り大会を開催しました。

　多くのボランティアの皆さんのご協力のもと、ヤッチキ、別府音頭、温泉踊り、炭坑節など

様々な踊りで大いに会場を盛り上げました。また、盆踊りが進むにつれ、利用者のみなさんや

ご家族の方々、そして職員も踊りの輪に入り、一緒になって踊りました。

厚生連だより 大分 ５

献血を行いました
　７月19日㈮、大分県赤十字血液センターの方々

が来会し、鶴見病院にて献血を行いました。

　献血した職員を対象にお菓子セットや血液検査結

果通知サービスなどの特典があり、多くの職員が献

血を行いました。

献血の様子

献血が行われるバス

～ 夏涼の風物詩 ～
シェモア盆踊り大会の開催



厚生連だより 大分６

筋力
　トレーニング!!

リハビリ技術科 技士長

脇　屋　裕　文

有酸素運動
● 効　能　・体力向上

・下肢筋力向上
・認知症予防

● 回　数　・30分／日 以上を目標
　（何回かに分けてＯＫ）
・３回／週 以上を目標

有酸素運動
● 効　能　・全身の有酸素運動

・体力づくり
● 回　数　・３分／回 程度を目標に

　できれば合計30分を
　目指しましょう。

①背筋を伸ばし、顎を引き、踵から接地し、爪先で蹴って足を振り出す事を意識しましょう。

　いつもより少し大股で、目線は20ｍほど先を見ましょう。

②慣れてきたら、徐々に坂道や階段を取り入れましょう。

①背筋を伸ばして、背もたれに背中がつかないように椅子に腰かけます。

②もも上げと腕振りを、歩くようにして行います。

③他の運動と合わせて１日の合計で30分以上、週３回を目標に行いましょう。

○ウォーキング

○座位ウォーキング

手軽にできる

【注意点】
※頭のてっぺんから
　吊り上げられた
　イメージで
※ペースは早歩きで、
　息切れしない程度

【注意点】
※ペースを変えることで
　負荷量を調整できます。
※他の運動を合わせて
　合計30分の
　有酸素運動を目標に！

基礎体力を

　つけよう！



介護老人保健施設しおはま ご紹介
　杵築市にあります、介護老人保健施設しおはまは、風光明媚な杵築湾沿いにある無床診療
所併設の施設です。
　老健しおはまでは、年間行事が豊富で、季節に応じたレクリエーションや誕生日会を実施
しています。今回は年間行事をまとめてみましたので是非ご覧ください。

大分県厚生連
介護老人保健施設

厚生連だより 大分 ７

大分県杵築市大字大内字塩浜7703番地の４
TEL 0978‐66‐1330　FAX 0978‐66‐1339

大分県厚生連
介護老人保健施設

施設についてや、入所に関するご相談がありましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

しおはまの敷地内の桜鑑賞や、
城山公園への花見を行います。

職員の出し物満載の、
しおはま創立をお祝いする行事です。

７月７日七夕の日に合わせて、
笹に飾りつけを行います。

秋の行事として、
琴の演奏を聴きながら抹茶を頂きます。

毎月の行事として
お祝い膳で誕生者をお祝いする

誕生会や、食べたいおやつをつくる
おやつレクリエーション、お正月には
おせち料理、そば打ち体験など、

食べることを楽しんで
いただく行事も豊富です。

カラオケによる年忘れ歌合戦や
クリスマス会など、師走の行事が
目白押しです。

鬼に扮した職員が、豆の代わりに
玉を投げつけられ退散、無病息災を
祈願します。

屋内にて、本物の口説きと太鼓に
合わせて利用者様やボランティアの
方々が踊る盆踊りはとても華やかです。
抽選会も行われます。

80歳以上の利用者様の
ご長寿をお祝いする行事です。

利用者様の能力に合わせた競技を行い、
張り切っていただきます。



　９月に入り、だんだん
と過ごしやすい季節に
なってきたのではないで

しょうか。夕方になるとヒグラシが
鳴きはじめ、楽しかった夏の終わり
を実感させてくれますね・・。
　とはいえ、秋にも楽しいイベント
がたくさんあります。10月20日㈰
に鶴見病院病院祭を開催します！　
様々な催し物があり、毎年、多くの
人でにぎわっておりますので、みな
さんも是非お越しください。

（S.T）
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別府国際観光港
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大分空港道路

塩浜 至 大分空港

杵築市役所

杵築大橋

杵築警察署

至 別府

守　江　湾

【大分県厚生連】

・介護老人保健施設 しおはま
・しおはま診療所

実相寺サッカー
     競技場

実相寺野球場

鶴見台
中学校
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７月の健診/受診結果
国 東
姫 島
杵 築
山 香
大 分
由 布
日 田
臼 杵
野 津
佐 伯
豊後大野
竹 田
豊後高田
中 津
宇 佐
安心院

Ｊ
　
Ａ
　
お
　
お
　
い
　
た

受診者数総合計 4,422名
（うちJA 1,328名）

Ｊ Ａ べ っ ぷ 日 出
Ｊ Ａ 玖 珠 九 重
Ｊ Ａ 九 重 町 飯 田
大 分 大 山 町 農 協
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《７月健診》

東部事業部

中西部事業部

南部事業部

豊肥事業部

北部事業部
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※鶴見病院のホームーページへの
　アクセスはこちら
　
http://www.ok-tsurumi.com/

※健診内容や料金などをご覧になりたい方は
　健康管理センターのホームーページにアクセス
　
http://www.ok-kenkou.com/

人権の
おはなし

　エイハラとはエイジハラスメントの略で、もともとは企業
内での中高年者に対する年齢を理由にした差別・嫌がらせの
ことです。現在ではテレビドラマなどで話題になっています。
　企業については主に役職についていない中高年者員に対す
る無視等があり、また、永年勤続のOLに対するセクハラは
内容や理由によってはエイハラにも含まれます。
　家庭や施設でのエイハラについては
心理的虐待・身体的虐待・経済的虐待
とそれぞれ具体的に定期されており、
無理矢理食事を口に運ぶことやベッド
に縛りつける、子どものように扱うな
どが挙げられます。

についてエ イ ハ ラ

～お知らせ～

第28回 鶴見病院 病院祭の開催
　今年のメインテーマは
「平成から令和へ
　　　～新しい時代も鶴見病院とともに～」

日　時：10月20日（日）9:30～15:00
場　所：鶴見病院１階ホール 及び 第１駐車場

　10月20日㈰に今年で第28回目となる病院祭を開催します。
　各ＪＡや地域自治体による出店やステージの催し物、健康や医療をテーマ
にした特別講演があります。


