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【Chapter 1】 

Princy Kumar 医師 

皆さんと議論したい最初の症例は、曝露前感染予防（PrEP）についてです。患者は

マーティン、31 歳の男性間性交渉者（MSM）です。PrEP として TDF/FTC を 8 ヵ

月間服用しています。肛門性交の受容側で、さまざまな形で性交渉のパートナーと

出会っています。飲酒をしますが、本人は「絶対に酔うことはない」と言っていま

す。そのような結論の理由は分かりませんが、本人の弁です。 

 
彼の特徴を見ると、3 ヵ月に一度、定期的に受診しています。臨床検査の結果では、

普段は何も異常はみられなかったのですが、アラニンアミノトランスフェラーゼ

（ALT）値とアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST）値が上昇していま

す。これは今までなかったことです。ビリルビンは正常値です。RPR テストの反応

は陰性です。C 型肝炎抗体は陰性です。第 4 世代 HIV 検査は陰性です。既往歴とし

ては、過去に淋病を患っています。 

 
ここで質問です。皆さんに投票して頂きますので、投票の間にパネリストの方々に

意見を伺いたいと思います。先行して、投票を初めてもらいましょう。 

 
皆さんが選んでいる間に、パネリストの皆さんに伺います。経験豊富な Meyer 医師

に伺ってもよろしいでしょうか。もし検査をもう 1 つ選択できるとしたら、この患

者に対して何を選択しますか。もちろん実際は 1 つ以上選択出来ますが、ここでは

1つだけ検査を選ぶために代金をお渡しするとします。 

 
Jaimie Meyer 医師 

C型肝炎の検査を選択すると思います。 

 
Princy Kumar 医師 

C型肝炎ですね。 

 
Jaimie Meyer 医師 

ええ、そうです。C 型肝炎ウイルス RNA PCR にします。もしかしたら急性 C 型肝

炎かもしれない。彼には性交渉を通して感染する C 型肝炎の潜在的なリスク要因が

あります。注射薬の使用について彼は何も言っていませんが、他の薬物使用でも C

型肝炎ウイルスに感染することがありますからね。例えばストロー、吸入用の器具、

場合によってはクラック吸引パイプの共用等。他にも薬物使用に関連する感染経路

はあります。 
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他の選択肢に関しては、誰も B 型肝炎には投票していないようですが、彼はベース

ライン時点で抗体があります。急性の A 型肝炎ではないと思います。もしそうなら

肝機能検査でもっと高い数値が出るはずです。いずれにせよ A 型肝炎は自己限定性

の可能性が高いです。肝臓の超音波検査はそれほど役立つとは思えません。テノホ

ビル/エムトリシタビンが肝毒性を持つという例は知られていません。 

 

Princy Kumar 医師 

同意します。1 つだけコメントを。MSM 患者の場合、Meyer 医師が仰った通り、

必ず A型肝炎ワクチンの接種が推奨されています。皆さんのほとんどが Meyer医師

と同意見ですね。 

 

急性 C 型肝炎の場合の注意点の 1 つとして、ウイルスの抗体が陽性を示すまでに最

長 6 ヵ月かかる場合があります。急性 C 型肝炎が疑われる患者が受診した場合、例

え抗体が陰性であったとしても、選択すべきは C 型肝炎のウイルス量検査です。こ

のグラフはそれを示しています。 

 

このアルゴリズムはパスして、次の投票をお願いします。C 型肝炎ウイルス量の検

査結果で、コピー数が 200 万だったとします。遺伝子型の検査も選択し、結果は遺

伝子型 1a でした。線維化はありません。FibroSURE を行いました。FibroScan も

使用できる状況だったとしましょう。線維化は認められませんでした。質問は、彼

が C 型肝炎に感染した経路として可能性が最も高いのは何か？です。Meyer 医師の

言ったことは忘れて下さい。皆さんがどう思うかを、ここで投票して頂きます。 

 
これまで皆さんと一緒に見てきたところでは、MSM の場合は性交による感染の確率

が最も高いでしょう。 

MSM に急性 C 型肝炎がみられる場合については、PrEP を検討した複数の研究があ

ります。感染率は 1～4.8％の間となっています。MSM における C 型肝炎のリスク

は、コンドームなしの肛門性交の受容、性具の共有、注射薬の使用、さらに Meyer

医師が仰ったように、ドラッグ吸引時のストローの共有によって増幅されます。 

 
ここでいつも、異性愛者のカップルについて質問されます。私の考えでは、エビデ

ンスに基づいて言えば、異性愛者のカップルの場合、特定の相手とのみ性的関係を

結んでいれば、片方が C 型肝炎陽性であっても、性交の方法を変える必要はありま

せん。突然コンドームを使用したり、いつもと違うやり方をする必要はありません。

C 型肝炎陽性の人には治療を受けさせるべきですが、異性愛者間での感染のリスク

は非常に低くなっています。 

 

米国防疫センター（CDC）の推奨を確認すると、ここに現在の推奨事項を全て書き

出していますが、PrEPを開始する前に C型肝炎の検査を受けることが推奨されてい

ます。その他の推奨事項は以下の通りです。では先に進みます。ここで皆さんに質

問します。皆さんが答えを選んでいる間に、パネリストの方にお尋ねしたいと思い

ます。質問は、マーティンを急性 C 型肝炎と診断しましたが、それはなぜかです。

その理由は、以前は検知されなかったものの、今は抗体値では陰性かつ RNA 検査で

は陽性であるからです。ではここでパネリストの皆さんに伺います。Taiwo 医師に

伺いましょう。この患者の管理はどのようにしますか？皆さんも考えて、答えを選

んで下さい。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

私個人としては、可能な 2つのアプローチのうち 1つを取ると思います。 
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Princy Kumar 医師 

あなたが使えるアプローチは 1つだけにします。1つに絞って下さい。 

 

Babafemi Taiwo 医師 

私であれば、この患者の HCV RNAを 4週から 8週おきに 6ヵ月にわたって再検査

します。ただしこの患者による感染の危険性を減らすために、非常に真剣に話し合

うでしょう。 

 
Princy Kumar 医師 

まず皆さんの回答を見てみましょう。それから根拠をお伺いしましょう。皆さんの

回答は、40％が Taiwo医師に賛成ですが、44％がすぐに 12週間のレジメンを開始

すると回答しています。 

すぐに投薬を開始せず、今後 6 ヵ月にわたって患者の経過観察を続けるというとい

う選択の根拠をお聞かせ願います。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

なぜなら C 型肝炎には「20 の法則」があるからです。つまり感染した人のうち

20％は自然治癒し、慢性的な感染に至った 20％は肝硬変へと進行し、肝硬変とな

った患者のうちさらに 20％が癌になるのです。 

 
感染した人のうち、初めの 20％についてお話させて下さい。20％は自然治癒する

と分かっています。ですから、急性 C 型肝炎を発症している人全員に投薬したら、

自然に治癒するであろう 20％の人にも投薬を行うことになります。もちろん薬は非

常に高価です。副作用も非常に軽微とはいえ、人によってはゼロとは言えず、公衆

衛生のレベルまで集計すると、かなりの数になる可能性があります。 

 
最初の選択肢が間違っていると言えないのは、ガイドラインではこちらも選択肢と

して残されているからです。この患者に投薬を始めようと考える強固な根拠があり

ます。感染のリスクを懸念する場合は特にそうです。ウイルス血症のレベルを減少

させることは、確かに一般の人を感染から守る最も効果的な方法ですからね。 

 

現在のところ、正しい回答は A、または C です。私は単に保守的な傾向があるから

です。もし私が間違っていて、この患者が危険な行為を行っていたら、C 型肝炎の

流行のきっかけを作ってしまうことになるでしょう。それでは申し訳なく思います。

しかし、例えばもし私がスコット郡にいたとしたら、おそらく違う考え方で、すぐ

に患者への投薬を始めたほうが良いと考えます。 

 

W. David Hardy 医師 

スイスのコホート研究では実際にそうしました。C 型肝炎について、検査して治療

するという考え方の効果を確かめるための分析が行われました。ここでは C 型肝炎

ウイルス血症を示す全ての MSM 患者に対して投薬を行い、実際にほぼ 2 年以内に

急性感染症の伝播が約 55％低下しました。ですから、おそらく投薬には意味があり

ます。しかし、ここで障壁になるのはやはりコストの問題です。 

 
 

Princy Kumar 医師 

ありがとうございます、素晴らしいご説明でした。ここに Taiwo 医師がご説明下さ

った驚くべき法則があります。私はこれまで余り考えたことがありませんでしたが、
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これからは考えてみます。この 20 の法則、C 型肝炎に感染している人が 100 人い

たら、そのうち 20 人、20％は自然治癒します。HIV との重複感染がある場合は自

然治癒する可能性が低くなります。免疫抑制状態の場合、何かを服用している場合

は自然治癒する可能性が低くなりますが、そうでない限り、自然治癒する可能性が

20％あります。 

 

自然治癒する人の場合、67％が診療を開始してから 6 ヵ月以内で治癒します。実際

は診療を開始してから最初の 4 ヵ月以内に治癒すると言えます。そのため、ガイド

ラインでは最初の 6 ヵ月は待ち、自然治癒するかどうかを見極めるよう書かれてい

ます。しかし、他者への感染のリスクが高い人々の場合は違います。私は実際に、

外科医を治療したことがあります。どこに行ったことがあるか、という問題だけで

はないのです。残念なことに、仕事場での感染の可能性は低いものの、事例が全く

ないわけではありません。実際には、外科医や感染のリスクが高い人に対して治療

を行ったことがあります。 

 
ガイドラインを見ると、いま皆さんと一緒に確認したことが書かれています。ガイ

ドラインによると、治療を進めるかどうかは、医師と患者によって決まると述べら

れています。もし経過観察をするなら 6 ヵ月待って、ウイルスが排除されるかどう

かを確認します。もし排除できない場合は、ガイドラインの続きに従って治療を開

始することになりますが、感染が懸念される場合にはもちろん患者と医師で判断す

ることになります。 

 
マーティンの話に戻りましょう。ここではもう少し難しい事態になります。彼を治

療したとしましょう。治療するという判断をしました。治療により治癒しました。

それから彼はアムステルダムへ素敵な旅行をして、チューリップやきれいな庭の写

真だけではなく、C 型肝炎を持ち帰ってきました。再感染したわけです。再発では

ありません。最初のウイルスのジェノタイプは 1a でしたが、今回は 1b に感染して

戻ってきたのです。ここで皆さんに質問です。皆さんが考えている間に Meyer 医師

にお話を伺いましょう。マーティンの再感染にどのように対処しますか？皆さん、

どうぞ投票して下さい。Meyer博士に根拠を伺いましょう。 

 
Jaimie Meyer 医師 

まず、これは急性 C 型肝炎を治療する上でのリスク、この患者をすぐに治療する上

でのリスクだと思います。彼は明らかに現在進行形でリスクのある行動をとってい

るからです。このケースでは、私ならこの時点では再治療をせず、経過観察をして

他の治療ができるようになるのを待ちます。彼にはかなりのカウンセリングが必要

です。そうでなければ、治療しては再感染、治療しては再感染を繰り返す終わりの

ない悪循環に入ってしまうでしょう。彼は明らかにリスクの高いネットワーク内に

いて、現在進行形でリスクのある行動をしています。 

 

 
【Chapter 2】 

Princy Kumar 医師 

ありがとうございます。時間が限られているので先に進みます。 

 
ここでシナリオを変えてみます。例えば、私は治療を行わずに彼を変えるとします。

つまりここでは治療を行わず、リスクが低減するようリソースを利用する決定をし

ます。これが私の方針です。20 の法則を利用するでしょうが、ここでは先に進みま

す。彼は 10 年後に診察を受けに来るでしょう。なぜなら彼はドラッグと一緒にか
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なりの飲酒をしているからです。アルコールが肝臓の線維化までの期間を縮めるこ

とは知られています。そこで、ここでは彼が飲酒をしているとして、いまステージ

F3の線維化が明らかになったとしましょう。 

 
皆さんに伺います。彼は診察を受けに戻っていて、ステージ F3 の線維化がみられま

す。彼をモニターするために何をしますか？ここで彼を治療する決定をしたとして、

治療と一緒に何をする必要があるでしょうか？ 

 
Babafemi Taiwo 医師 

非常に重要なのは、患者を治療した後でも、進行した線維化や肝硬変がみられる人

には、肝細胞癌のリスクがあるために継続的なモニタリングが必要だということで

す。リスク回避のためにさまざまなモニタリング方法があります。肝臓の超音波検

査は 1つの選択肢です。α-フェトプロテイン値のモニタリングは、もう 1つの選択

肢です。 

 

肝臓の超音波検査を受けるのは、非常に難しい傾向があります。ガイドラインでは

1 年に 2 回と定められています。実際にはそれは非常に難しい。私の患者の場合、

超音波検査は 1 年に 1回受けさせていますが、本当は 1 年に 2 回受けさせるのが望

ましいので、私であればα-フェトプロテイン値の検査を何度か追加します。しかし、

アルコールへの言及があったことは非常に重要です。長期的な肝臓の健康のために

変えることのできるリスク要因は非常に少ないと思いますが、アルコールは実はそ

のうちの 1 つです。私はよく患者にアルコールを避けるように言いますが、患者は

「一晩にグラス 2 杯くらいならいいですか？」と聞いてきます。「ダメです」「一

晩にグラス 1 杯では？」「ダメですね」「誕生日は？」彼らは交渉を持ち掛けてき

ますが、私は「いいですか、あなたの場合、ゴールドスタンダードは何も飲まない

ことです」もちろん、いくらかは飲むでしょうが。 

 

Princy Kumar 医師 

まさにその通りです。 

 
Jaimie Meyer 医師 

少し補足したいことがあります。 

 
Princy Kumar 医師 

どうぞ。 

 
Jaimie Meyer 医師 

飲酒については感情的になるでしょうね。1 つ補足したいのは、彼は飲酒をしてい

るだけではなくてアルコール使用障害ではないのか、そのためのスクリーニングが

必要だということです。アルコール使用障害であれば、彼にはその治療が必要です。

アルコール使用障害の治療には、徐放性ナルトレキソンを含め、投薬による補助を

含めた治療選択肢があります。この薬剤は肝毒性がありますが、状況によっては使

用可能です。さらに、根本的な問題への対応として、かなりの行動上のサポートも

必要です。 

 

Princy Kumar 医師 

素晴らしい！  皆さんが仰ったことにもう 1 つ補足したいのは、もちろんいま仰っ

たことは 100％正しいのですが、重要なのは肝硬変のある人に対しては、もし完全
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に治癒したとしても、内視鏡検査をして食道静脈瘤の有無を調べることを忘れては

いけないということです。 

 
休憩中に伺いましたが、皆さん肝臓の超音波検査をするのは得意ですが、肝硬変が

あれば、食道静脈瘤がないかどうか、内視鏡検査を受けなければならないというこ

とを忘れがちです。私が働いているジョージタウンの病院ではそうしています。内

視鏡検査をして食道静脈瘤がなければ、その後は 3～4 年に 1 度内視鏡検査をしま

す。もし食道静脈瘤があれば、より頻繁にモニタリングします。それがいま忘れて

いたことです。 

 

これがまとめです。既に話したことなので、ここはパスします。 

 
PrEP の話に進みましょう。ここで PrEP に関する事例をご紹介します。アパラチア

地域に住む 23 歳の男性で、Meyer 医師が先ほどお話した内容と多くの共通点があ

ります。彼はいま起きているさまざまなことについて知っていて、HIV 感染を避け

るために自分では何ができるか知りたいと言っています。アパラチア地域での HIV

の流行についても知っています。彼は「自分には健康問題はないが、かなり定期的

に麻薬を注射している」と言っています。HIV検査は陰性でした。 

 

ここで皆さんに質問をしますので、投票をお願いします。投票の間に、Hardy 医師

に伺いましょう。彼に何を処方しますか？毎日服用する PrEP の薬を処方します

か？皆さんに投票してもらっている間に、Hardy医師の考えを伺いましょう。 

 

W. David Hardy 医師 

一言で言えば、イエスです。疑問の余地はありません。なぜなら実際のところ、バ

ンコクで行われた研究があったので… 

 
Babafemi Taiwo 医師 

皆さんが、Hardy 医師と違う回答を出すか興味がありますね。誰もあなたの回答を

知らないですから。 

 
W. David Hardy 医師 

この研究ではテノホビルの経口投与は、テノホビル単剤としても TDF/FTC として

も、注射薬物使用者における HIV 感染の予防に効果があることが示されています。

この状況で、彼は助けを求めてきたのです。助けを求める叫びです。彼は自分に薬

物使用障害があることを知っています。自分にリスクがあることを知っていて、こ

れ以上の問題を避けたいと思っているのです。彼に薬物使用障害の治療を受けても

らうまで、薬物を使い続けている間は予防が必要です。 

 

 
【Chapter 3】 

Princy Kumar 医師 

素晴らしい。私も同意見です。皆さん賛成のようですので、次に行きたいと思いま

す。 

 

無作為化比較試験によるデータはあるでしょうか。確かにデータはありますので、

次に行きたいと思います。皆さん回答を選んで下さい。大丈夫ですね。それでは、

また再びお話頂ける機会があるでしょう。 
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では次に行きましょう。Hardy 医師が言及したデータがあります。この試験はバン

コクで行われたものです。多くの人はバンコク試験と呼んでおり、バンコクでのテ

ノホビルに関する試験です。この試験は、HIV 陰性の注射薬物使用者を対象として

おり、テノホビル単剤が投与されました。テノホビル・FTC ではなく、テノホビル

とプラセボを比較しました。そしてこの非常に脆弱性の高い患者集団において、

HIVの感染率が 48％下がったのです。 

 

個人的に非常に重要だと思ったのは、試験が進行し治療につながったことでリスク

の高い行為が減ったことです。Meyer 医師が言ったように、薬物乱用は病気なので

す。いつもこれは病気なのだと自分に言い聞かせています。素行の悪い人々だとい

うわけではありません。アルコールと同じく薬物乱用は病気であって、だからこそ

注射器を共有する等の全てのリスクの高い行為が、実際に改善したのです。 

 
初めに、この患者は男性だと言いましたが、少し設定を変えて診察を受けに来たの

が女性だったとしましょう。23 歳で、アパラチア地域に住んでいます。彼女も最近

の流行について耳にしています。病院に来たのは、6 ヵ月付き合っているボーイフ

レンドが時折薬物を注射しているからです。彼女は経口避妊薬を服用しています。

そうすればコンドームをする必要がないからです。これは彼女の言い分ですよ。 

 
ここで質問です。FTC/TDF または TDF 単剤の経口投与による PrEP は、男性と同

様に女性にも効果があるでしょうか？  それでは選んで下さい。この問題については、

Hardy医師に伺いたいと思います。 

 
W. David Hardy 医師 

はい。 

 

Princy Kumar 医師 

お考えをお聞かせ下さい。投票は待たなくて構いません。 

 

W. David Hardy 医師 

はい。今度も同じく答えはイエスです。なぜならこの女性は、自分のパートナーが

HIV 陽性か陰性か分からないのです。彼はもしかしたら陽性かもしれないと疑って

います。助けを求めに来たからです。この場合も、彼女は助けを求めに来ているの

です。おそらく、世界中には彼女と同じ状況の女性が大勢いるでしょう。HIV 感染

のリスクにさらされていることを知っていて、何か対策を取りたいという人たちで

す。継続的にコンドームを使うかどうか、場合によってはいつセックスをするのか、

必ずしも自分ではコントロールできないからです。こうした状況で、彼女は HIV の

感染を防ごうとしているわけですから、まさに PrEPに最適といえるでしょう。 

 
Princy Kumar 医師 

分かりました。これについては少しだけ賛成しかねます。なぜ賛成しかねるかとい

うと、皆さんにも言っておきますが、Hardy 医師と皆さんに対する私の質問は、彼

女に PrEP を行うべきかどうかを尋ねたわけではありません。彼女に PrEP を行うべ

きであるという点では皆さんに賛成です。疲れてきて問題を読んでいなかったのか、

やはりそろそろ休憩が必要かもしれませんね。私がここで尋ねているのは、男性と

比べ、PrEPの薬は女性に対してはどれだけ効果があるかという質問でした。 

 

W. David Hardy 医師 
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私の答えは同じです。女性が PrEP を受けた場合でも、やはり同程度の効果はあり

ます。生物学的には女性の方が、PrEP 薬のアドヒアランスを保つことが重要です。

特にテノホビルの浸透については、FTC はそうでもないのですが、テノホビルは膣

の粘膜細胞では直腸粘膜の場合ほど浸透しやすくないのです。 

 
男性については、週にたった 4 回の服用でも大丈夫かもしれませんが、女性の場合

は全 7 回の服用が必須です。ですから、決められた通りの服用を必ず守っていれば、

女性も PrEP によって HIV 感染を予防できるという研究がいくつかあります。また、

女性の場合は効果がないとする研究もあります。しかし効果がない場合には、アド

ヒアランスが要因です。 

 

Princy Kumar 医師 

エビデンスをお見せしましょう。Hardy 医師は正しいですが、皆さんにデータをお

見せします。女性も含め、主な試験での PrEP の効果を調べたメタアナリシスです。

この試験では、最初の 3 つをご覧下さい。FEM-PrEP 試験と VOICE 試験は 2 つあ

ります。VOICE 試験の経緯について覚えているでしょうか。テノホビルゲル、TDF

単剤、そして TDF および FTC とプラセボの比較を行った試験です。非常に早い段

階でテノホビルゲル群と TDF 単剤群は中止となり、TDF/FTC 群とプラセボ群に対

する試験が継続されました。それに関して差異はみられませんでした。さて、これ

を見たところ、FEM-PrEP試験と VOICE試験では女性に対する予防効果がなかった

という結果が出ています。ですが、それは全てアドヒアランスにかかっています。

スライドの下の方を見ると、アドヒアランス率が 25％だと、予防効果はないことが

分かります。ですがアドヒアランス率が 75％以上になると、女性にも効果が出てき

ます。 

 

この女性のケースに戻りましょう。彼女を診察し話をします。経口避妊薬は妊娠を

防ぐ効果はあるかもしれないし、そうではないこともあります。ですが、HIV の感

染や性感染症を防ぐことはできないと説明します。 

 

それからこの質問に移りましょう。HIV の感染を防ぐために、彼女は PrEP 薬をど

のくらいの頻度で服用する必要があるでしょうか？Meyer 医師に伺いたいと思いま

す。どのガイドラインでも毎日服用するように書かれていますが、ここでは女性に

十分な効果が出るにはどのような頻度で服用するべきかをお伺いしています。皆さ

んが答えを選んでいる間に考えをお聞かせ下さい。 

 
Jaimie Meyer 医師 

はい。データによると、彼女は少なくとも週に 5～6 日服用する必要があると思い

ます。この患者が私の前に座っているとしたら、毎日飲むのがベストだと話すでし

ょう。効果があるだけではなく、それが彼女のライフスタイルにも合っていると思

うからです。彼女は毎日経口避妊薬も飲んでいますから、アドヒアランスが向上す

るでしょう。 

 
 

【Chapter 4】 

Princy Kumar 医師 

素晴らしい。皆さんのほとんどが Meyer 医師と同意見だと思います。このことを示

すデータを少しお見せしましょう。少し分かりにくいスライドですが、右側の

iPrEx の研究はモデル化して結果を見たものです。そしてこれは男性の場合です。
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Hardy 医師が 4 錠の服用で予防効果があると言ったのはこのデータによります。も

し 4錠を週に 4回飲めば、男性の場合は非常に効果があります。 

 
しかし、女性の場合は異なります。先に進んで、細胞組織を見てみることにします。

アドヒアランスが高くない場合、なぜ男性に比べて女性の方が効果が低くなるのか、

100％理由が分かっているわけではありません。ある程度は生物学的な理由かもし

れません。これはノースカロライナ大学の Patterson 博士によるもので、テノホビ

ルと FTCの固定用量配合剤を 15名の健康な志願者に投与しました。8名が男性、7

名が女性です。そして組織内濃度を見ました。  

 

ここを見ると、子宮頸部および膣での濃度は、直腸の組織内濃度よりも 2.5log 低く

なっていました。膣と子宮頸部での FTC の濃度は高かったものの、FTC-TP が検出

されたのは全ての細胞組織で 2日未満にとどまりました。 

 

生物学的には、男性に比べて女性は服用をさぼることが許されにくいということで

しょう。強調すると、女性の場合はいま見たように、十分にアドヒアランスを維持

する必要があります。毎日必ず飲んで下さいと言いたいですね。 

 
W. David Hardy 医師 

避妊薬と同じように。 

 
Princy Kumar 医師 

避妊薬と同じようにね。これは HPTN 試験で、ケープタウンで行われたものです。

この試験ではまず初めに、全員が毎日薬を服用しました。その後、女性だけ毎日服

用しました。血清反応陰性の女性たちの予防のためで、まずは全員が毎日服用して

から、3 つの治療群にランダムに割り付けられました。1 番目の治療群は毎日服用

する人達。2 番目の治療群は期間を基準にしたもの（time-driven）で、週に 2 回

服用、それからセックスの後に服用する人達。3 番目は event-driven と呼ばれる

方法、出来事を基準にした治療群です。IPERGAY 試験と同様で、セックスの前と後

だけに服用する人達です。 

 
この試験は有効性よりもアドヒアランスを調べるためのものであり、またどれだけ

カバーされているかを調べるためのものでした。アドヒアランスについて確認しま

す。毎日飲むように言われた人達の方が、アドヒアランスを保つ可能性がずっと高

かった。これが結論だと思います。週に 2 回および性交時に服用するように言った

場合、あるいは事前または事後にピルのように服用する場合を見ても、やはり毎日

服用するべきだという考えが強まる結果になっています。毎日飲む方がずっと飲み

忘れが少ないのです。 

 
PrEP としての TAF/FTC に戻ると、余り利用したいとは思えない結論になるでしょ

う。十分なデータがありません。治験の結果を待つべきです。残念ながら現在行わ

れている治験は、私の知る限り男性を対象にしたもので、女性を対象として行われ

ているものはないと思います。ですから現在のところは、PrEP を行う場合は、

TDF/FTCのみを利用することになります。 

 

これがまとめです。PrEP は明らかに効果があり、誰も疑ってはいません。重要なの

はアドヒアランスです。アドヒアランスに尽きます。そして適切な薬を、適切な場

所で、適切な時に投与することです。 

 



Page 10 of 13 

3 番目、最後の症例は生存率のギャップを埋めることについてです。併存疾患に関

するものです。 

 
ここで投票をお願いします。皆さんの診療で HIV 患者のプライマリーケアを担当す

るのは誰ですか？大規模な三次医療センターの感染症部門の主任である Taiwo 医師

に伺ってもよろしいでしょうか？Taiwo 医師が直接担当するのか、それともプライ

マリーケアを提供する医師に紹介しますか？ 

 
Babafemi Taiwo 医師 

患者を紹介します。高血圧のような併存疾患がある患者の場合は私が担当しますが、

糖尿病の併存や高血圧以外の併存疾患がある場合には、他の医師に紹介することが

多いですね。 

 
Princy Kumar 医師 

治療のために、他の医師に紹介することが多いのですか？ 

 
Babafemi Taiwo 医師 

こうした併存疾患全てを診療する時間と十分な技術のある医療提供者は、多数存在

すると思います。おそらく付加価値も生み出すでしょう。 

 
 

【Chapter 5】 

Princy Kumar 医師 

分かりました。皆さんの答えを見ると非常に興味深い。HIV 専門医である私の視点

から言うと、Taiwo 医師に近いですね。他の病気に関しては、私はますます適任で

はなくなってきています。特に糖尿病に関しては、新しい薬剤が次々に登場してい

て目が回りそうです。私の場合、高血圧と高脂血症の標準的な治療は出来ますが、

問題はプライマリーケアを提供する医師のところに行って下さいと言うと、ほとん

どの患者さんは「でもあなたが、私のプライマリーケア担当者じゃないですか」と

言うのです。だから非常に難しいです。 

 
リンダの話をしましょう。51 歳で喫煙者です。以前はドルテグラビル、TDF、FTC

の投与を受けていました。eGFR 値が 50mL/分以下になったので処方を変更しまし

た。ドルテグラビル、アバカビル、3TC に切り替えました。これが彼女の現在のレ

ジメンです。CD4+細胞数は 800/mm3。ウイルス量は検出限界以下です。ドルテ

グラビル、アバカビル、3TC を服用しているのは、明らかに HLA-B 5701 が陰性

だからです。しかし彼女には高血圧の併存があります。カルシウムチャネル遮断薬

を服用しています。彼女を診察した時、血圧は 146/74 でした。2 回目の測定も

146/74 でした。総コレステロール値は 250mg/dL、LDL 値は 160mg/dL、トリ

グリセリドは 290mg/dLです。 

 
ここで投票をお願いします。どの介入が、リンダの心血管疾患リスクに対して最も

大きな効果があると思われますか？皆さんが選んでいる間に、Taiwo 医師に伺いた

いと思います。お考えをお聞かせ下さい。1つだけ選んで下さい。 

 
Babafemi Taiwo 医師 

スタチン投与を始める選択をすると思います。Hardy 医師も賛同して頂けると思い

ます。なぜなら、アバカビルが心血管疾患のリスク要因になり得ることを示唆する

データが突然出てきたからです。ただし、これは非常に議論の余地があるデータで
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す。もしこれが本当だとしても、治療必要例数は非常に多くなります。つまり患者

1 例に副作用が現れるには、多数の患者をアバカビルに曝露させなければならない

からです。 

 
従って影響は非常に小さいのですが、スタチンのような薬剤の服用が、アウトカム

に大きな影響を及ぼしていることが示されています。最近では CROI で、癌に対す

る影響を検討したデータが公表されました。癌、特に感染症、感染に関連して引き

起こされる癌のリスクが有意に減少したことが示さました。ですからスタチンは劇

的な影響を及ぼすだろうと思います。 

 

患者のプロファイルで、他に修正可能な要因は血圧です。私の記憶だと上が 146、

最適にコントロールされていません。A1C は 6.4。糖尿病範囲の 6.5 ではないです

が、この患者には耐糖能異常が認められ、これも管理する必要があります。 

 

しかし、いま挙げたあらゆる要因を加味しても、最も劇的で持続する影響を及ぼす

唯一の要因は、スタチンの投与だと思います。 

 
W. David Hardy 医師 

あるいは喫煙をやめることです。これは私たち医師として最も困ることです。喫煙

をやめさせるために薬を投与することは出来ませんが、介入してこの依存症に対処

するために助けることは出来ます。  

 
Princy Kumar 医師 

喫煙をやめさせるという意見には賛成です。しかし私の患者集団を見ると、運動を

させるのも同じくらい大変です。恥ずかしいことですが、ある意味では、修正可能

なリスク要因に対して薬を投与する方がずっと簡単なのです。 

 
Taiwo 医師が触れたことはここで示されており、100％正しいです。これをご覧下

さい、私からも指摘します。喫煙をやめると、心筋梗塞の 38％を防ぐことが出来ま

す。高脂血症をコントロール出来れば、この割合は 43％、高血圧をコントロール出

来れば、この割合は 41％、そしてこの 3 つの要因全てをコントロール可能な場合に

は、心筋梗塞の 86％を防ぐことが出来ます。私たちが知っている概念を裏付けるも

のです。修正可能なリスク要因に取り組んでみることです。 

 

先に進んで、心血管疾患のリスク因子の低減に寄与する他の要因を見てみると、や

はり複数の心血管リスク因子を有している患者へのアバカビルの投与は避けたい。

しかし、焦ってレジメンを変えようとしているうちに、時には他のあらゆるものが

心筋梗塞に対して及ぼす影響について忘れてしまうことがあります。 

 

脂質について見てみましょう。これまでの最新のアウトラインを見ると、スタチン

治療から恩恵を受ける 4 つの患者グループで、最大の恩恵を受けているのはアテロ

ーム性動脈硬化症の診断を受けた患者です。そして LDL-C 値が 190mg/dL 以上の

患者。糖尿病があり 40～75 歳の患者であれば、LDL-C 値のより低い閾値でスタチ

ン治療を開始したいという考えが以前からあります。70mg/dL～189mg/dL の間

ですが、目標は 70mg/dL まで下げることです。もし糖尿病がなく 40～75 歳まで

であれば、10年間の心血管リスクを勘案することになります。 

 
スタチンの投与を始める場合、薬物間相互作用を確認することは非常に重要です。

皆さんも私も承知していることですが、リトナビルベースのレジメンかコビシスタ
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ットベースのレジメンであれば、シンバスタチンの使用は避けるでしょう。スタチ

ン濃度が高くなりすぎ、横紋筋融解症が起こる可能性があります。 

 
しかし、他のスタチンでも服用量に注意する必要があります。さて、この太字で示

されているのはコビシスタットベースのレジメンであれば、アトルバスタチンの厳

守すべき最大服用量は 20mg、ロスバスタチンの最大服用量は 20mg です。これは

米国保健福祉省（DHHS）のガイドラインに記載されています。 

 
高血圧症については Taiwo 医師が示唆したように、現在高血圧に関する許容度は低

くなっています。ガイドラインが改訂されたのです。ガイドラインを確認してみま

す。私を知っている人ならご存知かと思いますが、妹が心臓専門医なのでこの講演

の前に、私が確実に理解できるよう教えて欲しいと頼みました。メッセージを正確

にお伝えできるからです。妹が言ったことをそのままお話しします。 

 

彼女が言うには、私はいつも拡張期血圧を見て心配するのですが、全ては収縮期血

圧に基づくのだそうです。そしてこれは非常に複雑なグラフですが、妹に説明して

もらったのでよく分かりました。彼女が言うには、もし高血圧であるとしたら、そ

れと併発しがちなものは何でしょうか。もし高血圧かつ糖尿病であれば、ACE 阻害

薬や／または ARB を服用し始めることが合理的です。蛋白尿も減少させるからです。

もし高血圧かつ糖尿病であれば、ACE 阻害薬や／または ARB を服用するのが良い

です。例えばリシノプリルやロサルタン、その他これらのクラスに分類される薬剤

がとても合理的です。 

 
高血圧があり心血管疾患がある場合、確認された狭心症や心筋梗塞の記録がなくて

も、肥満、高いウエスト・ヒップ比、喫煙者であること等のリスク要因があるだけ

でβ遮断薬が最も適切な薬剤であるということです。 

もし冠動脈疾患が既に確認されていれば、アムロジピン等のカルシウムチャネル遮

断薬が非常に良いでしょう。データによると、アムロジピンは攣縮の予防および動

脈の拡張に良い効果があるからです。 

 
アムロジピンの唯一の問題は、確実に脚の浮腫を引き起こし、患者を不快にさせる

ことです。脚の浮腫について患者は必ず不満を言います。これは非常に分かりやす

いと思いましたし、私は役に立つ事実として頭に入れています。 

 
最後に妹に聞いたのは、どのような患者にアスピリンを投与すべきかということで

す。いつもアスピリンが話題になるからです。もし男性であれば、アスピリンは 45

歳以上の患者に対して、心血管疾患のリスク要因がある場合には、一次予防として

発症率を低下させることが明らかになっているからです。女性には当てはまりませ

ん。女性の場合、アスピリンが心血管疾患の発症率を低下させることは示されてい

ません。 

 

女性の場合、65 歳以上で高血圧や糖尿病等、脳卒中のリスク要因があるなら、満腹

時に 81mg のアスピリンを投与すると卒中のリスクが下がります。これが男性と女

性におけるアスピリンの有益性の差で、この（高血圧症分類の改訂前後の）2 つの

データに示されています。これはとても有益だと思いました。しかし、妹は 5 日も

すれば忘れるでしょうと言いました。ですから、いま話したことを皆さんが私にも

う一度思い出させて下さい。 

 



Page 13 of 13 

ここで投票をお願いします。皆さんの担当している患者のうち、血圧が正常値の人

は何割いますか？この投票はやめて先に進みましょう。もう終了時間が近づいてい

るから先に進みます。 

話を戻しましょう。この 2 つの研究を紹介して終わりたいと思います。これは HIV

陽性の患者に対するスタチンの処方についてで、こちらはスタチンが必要なのに処

方されていない患者で、こちらは処方された患者です。このデータは、私たちの患

者集団におけるスタチンの重要性を把握していても、また Taiwo 医師もスタチンが

重要である他の理由をいくつかお話し下さいましたが、それでも私たちがスタチン

を処方するのは苦手であることを示しています。 

 
これは地域薬局の介入についての調査です。調剤の同期化について見てみると、も

し全ての処方薬を同じ日に受け取らせるとしたら、例えば ARB を受け取る日とスタ

チンを受け取る日が異なることがないように、つまり毎月特定の日に全ての薬剤を

渡すとし、また受け取り予約日の前に確認の連絡を取ることで、結論としてアドヒ

アランスを保つ可能性が大幅に高くなります。これは私たちとしても非常に納得の

いくことです。 

 
終わりにしましょう、そして皆さんを解放しましょう。もし質問がある場合は残り

ますが、他の皆さんは解放してあげたいと思います。まとめとしては、必ず従来の

リスク要因を特定し、対処しなければならないということです。スタチン療法は十

分に処方されていません。血圧管理のガイドラインが厳しくなったということは、

現在、高血圧を最適に管理できていない患者が増えているということになります。

そして薬剤師の皆さんへ。会場には何人か薬剤師の方がおられますが、皆さんは医

師、看護師、医師助手が患者をより長生きさせ、より有意義で充実した人生を送る

ことができるように支援する重要な役割を担っているのです。 

 
Hardy 医師やパネリストの皆さんに、最後にコメントがあるか伺いたいと思います。

質疑応答の時間は取りませんが、私たちはしばらく残りますので、どなたでもご質

問においで下さい。最後にコメントのある方はいらっしゃいますか？ 

 

W. David Hardy 医師 

コメントはありません。Meyer医師、Taiwo医師、何かありますか。 

 

Babafemi Taiwo 医師 

そうですね、良い週末をお過ごし下さい。私たちの発言を大目に見て頂きありがと

うございました。 

 

Princy Kumar 医師 

ありがとうございました。 


