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インターフェロン治療

インターフェロン治療
Interferon Therapy

したときに細胞が反応して作られるタンパク

◆35歳未満 Ｂ型慢性肝炎の治療ガイドライン
HBV DNA量

≧7 log copies/mL

質(サイトカインの一種)です。このタンパク
働きがあります。それを薬として体内にたく
さん入れることで治療しようとするのがイン

①IFN長期投与
HBe抗原陽性

①Sequential療法

現在医薬品として３種類のインターフェロン
HBe抗原陰性

・Ｃ型ウイルス肝炎のほかに腎がん、慢性骨

製剤は筋肉または皮下注射で、β製剤は血管

②エンテカビル

（24-48週間）

②エンテカビル
①経過観察
②IFN長期投与
（24週）

医療費助成

は、α製剤とβ製剤が用いられています。α

（エンテカビル +
IFN連続療法）

①IFN長期投与

血小板15万未満またはF2以上の進行例には最初
からエンテカビル

髄性白血病や多発性骨髄腫などにも用いられ
ています。Ｂ型・Ｃ型ウイルス肝炎の治療で

（24-48週間）

②エンテカビル

ターフェロン治療です。
(α製剤、β製剤、γ製剤)が承認され、Ｂ型

＜7 log copies/mL

HBe抗原

ＩＦＮ治療

質は、ウイルスを攻撃したり増殖を抑制する

体験談

インターフェロンは、生体がウイルスに感染

Sequential療法とは、核酸アナログ製剤投与によりHBV DNAが検出感度
以下になった症例に対しIFNを4週間併用し、その後、IFN単独で20週間
投与し薬剤を中止する。

内に注射します。通常、α製剤は連日または
週３回注射、β製剤は連日注射します。イン
ターフェロンは、タンパク質であるため体内

◆35歳以上 Ｂ型慢性肝炎の治療ガイドライン
HBV DNA量

めには連日投与が必要となります。
近年、体内での吸収分解を遅らせるＰＥＧイ
ンターフェロンという製剤が承認され、週１

HBe抗原

HBe抗原陽性

回の皮下注射で従来と同じ効果がでるように
なりました。

＜7 log copies/mL

最新医療

≧7 log copies/mL

で吸収分解されるので、効果を持続させるた

HBe抗原陰性

①エンテカビル
②Sequential療法
（エンテカビル +
IFN連続療法）

エンテカビル

①エンテカビル
②IFN長期投与
（24-48週間）

①エンテカビル
②IFN長期投与

Ｂ型肝炎のインターフェロン治療
■治療ガイドライン
ここでは、厚生労働省科学研究費補助金肝炎
等克服緊急対策研究事業(肝炎分野)における
イドラインからＢ型肝炎治療におけるインタ
ーフェロンに関するものをご紹介します。
Ｂ型慢性肝炎は、自然経過でもHBe抗原からH
Be抗体へのセロコンバージョンしHBV-DNA量
が低値となり肝炎の安定化が見込まれるため
35歳未満と35歳以上に分けて治療法を紹介し

治療対象は、ALT≧31
HBe抗原陽性は、 HBV
HBe抗原陰性は、 HBV
肝硬変症例では、HBV

IU/L以上で：
DNA量5 log copies/mL以上
DNA量4 log copies/mL以上
DNA量3 log copies/mL以上

◆ガイドラインの補足-1
1.Ｂ型慢性肝炎の治療は、35歳未満はdrug freeを
目指してIFNを基本とする。
35歳以上は、HBV DNAの持続的陰性化を目指して
初回核酸アナログ製剤をエンテカビルとする。
(以下省略)
2.Ｂ型肝炎は、HBV genotypeにより治療効果が異
なるため、genotypeを測定して治療法を決定す
ることが望ましく、特にgenotype A,Bは、35歳
以上でもIFNの効果が高率であることから、第一
選択はIFNs49t@kc@jde>
3.IFNの投与期間は、24週を原則とするが、有効症
例(HBV DNA低下、ALT値正常化)は、48週間投与
が望ましい。

肝炎検査

ます。

Sequential療法とは、核酸アナログ製剤投与によりHBV DNAが検出感度
以下になった症例に対しIFNを4週間併用し、その後、IFN単独で20週間
投与し薬剤を中止する。

連携機関

ウイルス性肝疾患の治療の標準化に関するガ

拠点病院

（24-48週間）
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インターフェロン治療

体験談

◆ガイドラインの補足-2
・IFN在宅自己注射可能な症例は、QOLを考慮して在
宅自己注射を推奨する。
・母子感染例はＩＦＮ抵抗性のことが多く、
Sequential療法(エンテカビル＋IFN連続)も選択
肢のひとつとなる。
(以下省略)

ＩＦＮ治療

Ｃ型肝炎のインターフェロン治療
引き続き、厚生労働省科学研究費補助金肝炎
等克服緊急対策研究事業(肝炎分野)における
ウイルス性肝疾患の治療の標準化に関するガ
イドラインからＣ型肝炎治療におけるインタ
ーフェロンに関するものをご紹介します。

医療費助成
最新医療
拠点病院
連携機関
肝炎検査
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■初回投与のガイドライン
ジェノタイプ-1
高ウイルス量
5.0 log IU/mL
300 fmol/L
1Meq/mL
以上
低ウイルス量
5.0 log IU/mL
300 fmol/L
1Meq/mL
未満

●PEG-IFNα2b +
リバビリン
(48-72週間)
●PEG-IFNα2a +
リバビリン
(48-72週間)

ジェノタイプ-2
●PEG-IFNα2b +
リバビリン
(24週間)

●IFN (24週間)

●IFN (8-24週間)

●PEG-IFNα2a
(24-48週間)

●PEG-IFNα2a
(24-48週間)

◆ガイドラインの補足
1.ジェノタイプ-1、高ウイルス症例へのPEG-IFN+
リバビリン併用療法の投与期間延長(72週間投与)
の基準: 投与開始12週後にHCVRNA量が前置の
1/100以下に低下するがHCVRNAが陽性(Real time
PCR法)で36週までに陰性化した症例では、プラス
24週(トータル72週間)の投与期間を延長する。
2.ジェノタイプ-1、高ウイルス症例へのPEG-IFN+
リバビリン併用療法で、投与開始36週後にHCV
RNAが陽性(Real time PCR法)でもALT値が正常化
例は、48週まで継続治療を行い、治療終了後の長
期ALT値正常化維持を目指す。
3.PEG-IFN+リバビリン非適応例・無反応例に対す
るIFN単独長期療法は、最初の２週間は通常量の
連日または週３回間歇投与とし最大８週間でHCV
RNAが陰性化しない症例は通常量の半分量を長期
投与する。

■再治療ガイドライン
Ｃ型慢性肝炎に対するIFNの再治療は初回治
療での無効の要因を検討し、治癒目的の治療
か、進展予防(発癌予防)を目指したALT値とA
FP値の正常化あるいは安定化のための治療法
を選択すべきである。
1.初回IFN無効例への再投与はIFN+リバビリン併用
療法が、治療の基本である。
2.リバビリン併用療法の非適応例あるいはリバビリ
ン併用療法で無反応例では、IFNの長期投与が望
ましい。なお、IFNα製剤(PEG製剤を除く)は、在
宅自己注射が可能。
3.IFN非適応例およびIFNでALT値、AFP値の改善が
得られない症例は肝庇護剤(SNMC、UDCA)、瀉血療
法を単独あるいは組み合わせて治療する。
4.進展予防(発癌予防)を目指した治療のALT目標値
はステージ１(F1)では、持続的に基準値の1.5倍
以下にコントロールする。ステージ２～３(F2～
F3)では、極力正常値ALT≦30IU/L にコントロー
ルする。
5.リバビリン併用療法を行う場合には治療効果に寄
与する因子である、年齢、性別、肝疾患進行度、
HCVウイルスの遺伝子変異(Core領域 70,91の置
換、ISDR変異) Real time PCR法によるウイルス
量などを参考にし、治療法を選択することが望ま
しい。

■発癌抑制を目指した血清ＡＬＴ正常
Ｃ型肝炎例への抗ウイルス治療ガイ
ドライン
血小板数

≧ 15×104 /μL

＜ 15×104/μL

2-4ヶ月毎に血清ALT
値フォロー。
ALT異常を呈した時点
で感知の可能性、発癌
リスクを評価し、抗ウイ
ルス療法を考慮。

繊維化進展例がかな
り存在する。
可能なら肝生検を施行
しF2A2以上の例に抗
ウイルス療法を考慮。
肝生検非施行例は24ヶ月毎に血清ALT値
を測定し、異常を示し
た時点で抗ウイルス療
法を考慮。

65歳以下は抗ウイル
ス療法の考慮。

慢性肝炎治療に準じ
る。
※遺伝子型、ウイルス
量、年齢などを考慮
し、通常のＣ型慢性肝
炎治療に準じて、治療
法を選択する。

ALT値

≦30IU/L

31-40IU/L
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インターフェロン治療
あてはまる診療所がたくさんあり、自宅や職

原因ウイルスの駆除及びウイルスの減少によ

場､学校の近くでの治療が行えます。しかし､

りAST・ALT値の正常化を目指す。

設備等の面でできないこともあります。そん

体験談

■Ｃ型代償性肝硬変のガイドライン

な問題を解決するために「地域医療連携」と
1b・高ウイルス量以外

● IFNβ
● IFNα

1b・高ウイルス量

● IFNα

いう取り組みが行われています。
インターフェロン治療を例にとって簡単に説
明します。

①インターフェロン治療の開始を近くの専門
医等に相談する

②入院設備を持った病院に導入のために紹介
してもらう

医療費助成

③２週間程度入院しインターフェロン治療を
開始

④週に１回近くの専門医等でインターフェロ
ン治療

最新医療

生活に軸足を置いた医療を受ける

ＩＦＮ治療

◆肝硬変に対するガイドライン補足
1.Ｃ型代償性肝硬変に対するIFNの投与法は初回投
与量600万国際単位をできる限り連日投与(2-8週
間)し、その後慢性肝炎同様48週以上の長期投与
が望ましい。
2.Ｃ型代償性肝硬変に対するIFN投与で、12週以上
経過してもHCV RNAが陰性化しない症例は発癌予
防を目指した300万国際単位による長期投与を行
うべきである。
3.血小板値が5万以下のＣ型肝硬変ではIFNの治療効
果を十分検討の上、脾摘手術あるいは脾動脈塞栓
術を試行後IFN治療を行う方が望ましい。
4.発癌予防を目指す場合にはAST・ALT値、AFP値の
改善を目指し、IFNのみでなく肝庇護剤(SNMC、
UDCA)、瀉血療法、分枝鎖アミノ酸製剤を単独あ
るいは組み合わせて治療する。

⑤月に１回、病院でインターフェロンの効果
測定検査(場合によっては近医でも可能)

[地域医療連携の流れ図]

治療ガイドラインからも推察できるようにイ
変なことです。ペグインターフェロンでも週

拠点病院

ンターフェロン治療を受けるのは、かなり大
近くの専門医等

に１回の注射と検査が必要であり、これを24
週間か48週間続けなければならない。まして
やインターフェロンの場合は、週に３回また

① 相談

は、毎日注射をしなければならないため、経
済的な問題だけでなく時間の拘束も大きな負

連携機関

担となります。そのことが仕事をされている
④ IFN治療
(週１回)

方や学生がインターフェロン治療を始めるこ
とに躊躇する一因でもあります。
一般的には、導入時に２週間程度入院して検
査やインターフェロンの注射を行います。ま
た、月に１度の定期的な検査も必要となるこ

病院

② 紹介

肝炎検査

とから、専門医がいる病院での治療が必要と

⑤ IFN治療
(月１回)

思われがちです。ところが実際には、自宅や
職場、学校の近くの診療所でもインターフェ

③ 入院導入

ロン治療は可能なのです。当然、ウイルス肝
炎治療のガイドラインにそった治療が行える

連携先病院

ことが条件ですが、大阪府下でもその条件に
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インターフェロン治療
治療中の鉄分減量は大切です
肝臓に鉄分が多く蓄積されると活性酸素が発

体験談

生し、肝細胞が破壊されます。特に慢性肝炎
の方は普段から鉄分の多い食品をとらないよ
うにし、バランスのとれた食事を心がけまし
ょう。鉄分の多い食品は以下のとおりです。

ＩＦＮ治療

[鉄分の多い食品]
◆糖質食品：
そば、オートミール､胚芽パン､ライ麦パン、パス
タ類、小豆、ささげ
◆たんぱく質食品：
あさり、シジミ、はまぐり、ししゃも、カキ、わ
かさぎ、かつお、まぐろ赤身、丸干しイワシ、レ

バー(牛､豚､鶏)､牛心臓､牛腎臓､牛赤身､サラミ、
高野豆腐､大豆、おから、キナ粉、枝豆、納豆、
厚揚げ､がんもどき、油揚げ
◆脂質食品：
炒りゴマ、ピスタチオ、アーモンド
◆ビタミン・ミネラル・食物繊維食品：
青菜(ほうれん草、小松菜、菜の花、春菊、アシ
タバ、かぶ菜、大根菜など)､ブロッコリー､かぼ
ちゃ、菊のり､切り干し大根､ザーサイ､インゲン､
そら豆、スイートコーン､ひじき､もずく、昆布、
佃煮、海苔佃煮､干しアンズ､干しプルーン、ナツ
メ、干しパイン
◆調味料等：
味噌、ココア、ポップコーン

医療費助成

エッ!! 何でこんなに血小板数が少ないの?

EDTA依存性偽性血小板減少症ってご存知ですか!?

最新医療
拠点病院

インターフェロン治療において、血小板数が

いますが、ＥＤＴＡが存在すると血小板表面

50,000/μL未満になると治療を中止しなけれ

の抗原が変化し、免疫グロブリンが反応して

ばなりません。インターフェロンの副作用に

凝集を引き起こす場合があります。発生頻度

よるものですが、それ以外の原因でも血小板

は0.1～0.2％で種々の疾患を有している人、

減少が起こることがあります。実は採血の仕

抗菌薬投与患者、自己免疫疾患者に多いとい

方によっても血小板が減少することがありま

われています。

す。採血後に採血容器内で血小板が凝集し、

Ｃ型肝炎患者でＥＤＴＡ依存性偽性血小板減

自動血球計測器が凝集した血小板が大きいた

少症が時々みられますので、ＥＤＴＡ採血で

め認識しないのが原因です。これを偽性血小

異常が見られる場合は、血小板数測定をクエ

板減少症と言います。

ン酸採血又はインスリン・血糖測定用のＦＣ

注射針を刺した時に血管内皮細胞が損傷し、

管で再検査されてはいかがでしょうか。

血小板が活性化することによって血小板凝集

なお、出血症状の新出現や無数の点状出血を

が起こります。それを防ぐために採血管(ス

伴う場合は、血液内科専門医へ急ぎご紹介く

ピッツ)には抗凝固剤が入っています。一般

ださい。

的にはＥＤＴＡが抗凝固剤として使用されて

血小板

血小板

血
小
板

G

TA

抗原が活性化

血小板凝集

血
小
板

ED

肝炎検査

血小板表面の

G

G

連携機関

採血管(スピッツ)内

EDTAが存在すると血小板表面の抗原が変化し、抗血小板抗体が結合できるようになる。
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