
マヴィレット®配合錠による
治療を受ける患者さんへ

監修　国家公務員共済組合連合会虎の門病院 顧問  熊田 博光 先生

あなたの服用期間は、
8週間  12週間 です。
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はじめに

この冊子は、マヴィレット®配合錠（以下、マヴィレットⓇ）による

治療を受ける患者さんとご家族に知っておいていただきたい

ポイントをまとめたものです。

わからないことや不安なことがあれば、

遠慮なく医師、看護師や薬剤師などにご相談ください。

マヴィレット®による治療を受ける間、気になる症状があったときは、

すぐに医師、看護師や薬剤師にご相談ください。
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C型肝炎は、肝がんの原因になります

自然に治ることはほとんどなく、
気づかない間に病気は進行します

C型肝炎ウイルスに感染した人の約70％は慢性肝炎に進行し、進行する
と自然に治ることはほとんどありません。
一般的に慢性肝炎に進行しても自覚症
状は少なく、気づかない間にゆっくりと
肝臓の線維化が進み、肝硬変や肝がん
へと進行する可能性があります。
なお、肝がんの発症率は、肝臓の線維化
が進むほど高くなります3）。

1） 一般社団法人 日本肝臓学会, 肝がん白書 令和4年度, p6
 https://www.jsh.or.jp/lib/files/medical/guidelines/jsh_guidlines/liver_cancer_2022.pdf　参照月：2023年2月
2） 公益財団法人 がん研究振興財団, がんの統計2022, p15

3） 一般社団法人 日本肝臓学会 肝炎診療ガイドライン作成委員会, C型肝炎治療ガイドライン（第8.2版）2023年1月, p3-4
 https://www.jsh.or.jp/lib/files/medical/guidelines/jsh_guidlines/C_v8.2.pdf　参照月：2023年2月

C型肝炎は、がんの原因になります。C型肝炎とは、C型肝炎ウイルスが肝臓に感染し炎症を起こす病気です。
C型肝炎は、いずれ「肝硬変」や「肝がん」へ進行する可能性があります。

肝がんの原因の50%はC型肝炎です1）。日本では年間約2.5万人が肝がんで
亡くなっており、がんによる死亡数でも上位に入ります（2020年肝臓がん
死亡数：5位）2）。

正常な肝臓

イメージ図
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C型肝炎ウイルスが引き起こすC型肝炎。

治療方法は、ウイルスのタイプ、

これまでの治療などによって異なり、

治療が難しい患者さんもいました。

C型肝炎の治療は、

体内からウイルスを排除する「抗ウイルス療法」を行います。

さまざまな患者さんに対して治療選択の幅が広がりました。

飲み薬による治療
12週間、16週間、24週間
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インターフェロン（注射薬）
による治療
24週間

インターフェロン（注射薬）
＋飲み薬の治療
24～72週間

抗ウイルス療法の種類



4）一般社団法人 日本肝臓学会 肝炎診療ガイドライン作成委員会, C型肝炎治療ガイドライン（第8.2版）2023年1月, 
p41-63　https://www.jsh.or.jp/lib/files/medical/guidelines/jsh_guidlines/C_v8.2.pdf　参照月：
2023年2月

5）公益財団法人 ウイルス肝炎研究財団, C型肝炎について（一般的なQ&A）【詳細版】平成26年7月改訂（改
訂第8版）　https://vhfj.or.jp/qac/　参照月：2023年2月

飲み薬による治療
12週間、16週間、24週間
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医師が治療を行う際に考えること4,5）

ウイルスのタイプ
ジェノタイプ

1型、2型、3～6型

ウイルスの耐性変異

これまでの治療
過去にインターフェロンの

治療を受けた

過去に飲み薬の
治療を受けた

現在服用中の薬剤

腎機能障害

肝がんの有無

患者さんの状態
高齢

肝臓の線維化が
進んでいる（肝硬変）



1日1回
8週間または12週間の
服用です※。
※ ご自身の服用期間は8ページを参照の上、
 医師にご確認ください。

8
weeksweeks

12
weeksweeks

ジェノタイプ1～6型までの
C型肝炎ウイルスに対して
治療効果を発揮します。

マヴィレット®は、C型肝炎ウイルスを排除する薬です。
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1型 2型 3型 4型 5型 6型



マヴィレット®は、C型肝炎ウイルスを排除する薬です。
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マヴィレット®は、1日1回 3錠を まとめて食後に、毎日服用します。
マヴィレット®は8週間続けて服用する場合と、12週間続けて服用する場合が
あります。

ウイルスのセログループが1または2
（ジェノタイプが1型または2型）

C型慢性肝炎である（代償性肝硬変＊ではない）

服用期間は8週間注

服用期間は

12週間

（記入例）

いいえ

いいえ

は
い

は
い
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マヴィレット®の服用方法

服用する日付を
記入することができます。

マヴィレット®（実物大）
1日1回分の3錠が1シートに入っています。

＊ ： 壊れていない肝細胞や再生した肝細胞が十分にあり、特に目立った症状がない「代償性肝硬変」が対象です。

注 ： これらの条件を満たした場合でも前治療歴に応じて医師の判断により
  服用期間が12週間になることもあります。



■ 服用時間を決めて、飲み忘れない工夫をしましょう。
 治療日誌を活用しましょう。

マヴィレット®の血中濃度が低下すると、ウイルスが再び増えることがあり
ます。ウイルスを排除するためには、マヴィレット®を決められた期間、忘れず
に毎日服用することが大切です。
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注意 ： マヴィレット®の服用中は、ご自身の判断で服用する量を
  変えたり、服用をやめたりしないでください

・ 食卓など目につきやすいところに薬を置いておく
・ 家族や友人に声をかけてもらう
・ 服用したら、手帳やカレンダーにチェックする
・ 思い出したときに服用できるように、1回分を持ち歩く
・ アラームを使う

こんな工夫で飲み忘れ防止

ウイルスを排除するために大切なこと

飲み忘れると、ウイルスを排除できない可能性があります

※小児の手の届かないところに保管してください。

ウイルスが
再び増える

薬の効果が発揮される濃度

薬
の
血
中
濃
度

（飲み忘れ）服薬服薬

高い

低い

イメージ図
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飲み忘れに気づいた時間によって対処法が異なります。

服用予定時間から

飲み忘れた1回分（3錠）を
そのまま服用

18時間
経過していない

マヴィレット®を服用する時間から
18時間たっていなければ、飲み忘
れた1回分（3錠）をすぐに服用して
ください。
次に服用するときは、通常通りの
時間に服用してください。

マヴィレット®を服用する時間
から18時間以上たっていた場合は、
飲み忘れた分は服用しないでくだ
さい。次に服用する時間に、1回分
（3錠）を服用してください。
決して一度に2回分をまとめて服用
しないでください。

飲み忘れた分は服用せず
次の服用時に

1回分（3錠）を服用

18時間
経過している

対処法

マヴィレット®を飲み忘れてしまったら



一緒に服用すると、マヴィレット®あるいは
他の薬に、影響が出ることがあります。
（効果が弱くなる、あるいは効果が強くな
りすぎて副作用が出るなど）

他の医療機関や診療科を受診したり、薬局
で薬を買う場合は、医師や薬剤師にこの
カードを提示してください。

11

マヴィレット®は、下記の薬剤とは一緒に服用してはいけません（カッコ内は
代表的な製品名）。
・ アタザナビル硫酸塩（レイアタッツ®、HIVの薬）
・ アトルバスタチンカルシウム水和物
 （リピトール®など、高コレステロール血症の薬）
・ リファンピシン（リファジン®など、結核などの薬）

マヴィレット®と一緒に服用してはいけない薬

ここからはがして、おくすり手帳や財布に入れ、
常に持ち歩くと便利です。

私はマヴィレット®を服用しています
服用期間 ： 　　　　年　　月　　日から
  　　　　年　　月　　日まで
　 8週間（56日） 　 12週間（84日）
マヴィレット®処方医療機関
 電話番号
 担当医

副作用／併用薬を確認してください

服用中カード



マヴィレット®の主な副作用として、そう痒、頭痛、倦怠感、悪心などが報告
されています。

気になる症状があったら、すぐに医師、看護師や薬剤師に相談してください。
また、ご自身の判断で服用する薬の量を変えたり、服用をやめたりしない
でください。
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マヴィレット®の副作用

妊娠を考えている方あるいは授乳中の方

マヴィレット®は胎児への影響がわかっておらず、安全性は確立していま
せん。したがって、使用を避けることが望ましいと考えられています。妊娠中
にマヴィレット®による治療を検討されている方、あるいは治療期間中に
妊娠を検討されている方は、医師にご相談ください。

また、授乳中はマヴィレット®を服用できません。やむを得ずマヴィレット®

を服用する場合は、授乳を避けてください。



効果判定のための検査日
　　　　年　　　月　　　日　（　　）
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また、マヴィレット®の服用を終了してから、12週間後に血液検査による
効果判定を行います。
治療が終了した後も、継続的な受診が必要です。わずかなC型肝炎ウイルス
の増殖や、肝臓の状態（肝がんの発症）などを、定期的に検査するためです。

※検査の回数や頻度は、患者さんの状態や医療機関によって異なります。

服用期間
8週間の方 12週間

0
服用開始

4 8 12 16 20 24 （週）

服用期間
12週間の方 12週間

マヴィレット®の治療中あるいは治療後に行う検査

マヴィレット®を服用している間は、必要に応じて血液検査を実施します。
それによって、体内のC型肝炎ウイルスの量や肝臓の状態、副作用などを
確認します。
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マヴィレット®による治療を受ける間、特に日常生活の制限はありません。
C型肝炎ウイルスの感染力は弱いので、通常の日常生活でまわりの人に
感染することはほとんどありませんが、次のことを心がけましょう。

日常生活で注意すること

●体重を増やしすぎない。
適度な運動をする。
食べすぎない。

●鉄分をとりすぎない。
レバーなど鉄分が多い食品や、
鉄分を含むサプリメント、
健康食品、薬などに注意する。

●お酒は飲まない。

●歯ブラシ、カミソリなど血液がつく可能性がある
ものは、自分専用にする。

●血液や分泌物がついたものは、袋に入れるなど
して捨てる。

●ケガの手当てをする人の皮膚に、血液や分泌物
がつかないようにする。ついた場合は、水でよく
洗い流す。

●乳幼児に口移しでものを食べさせない。
●献血は避ける。

ご自身で肝臓のためにできる工夫としては、次のようなことがあります。
無理せず、できることからはじめてみましょう。

専用
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C型慢性肝炎・C型代償性肝硬変に対する
医療費助成制度があります

※1 ： 2023年2月現在
※2 ： 世帯とは、患者さんを含む住民票上の世帯全員のことです。ただし、同じ住民票の世帯でも、実質的に生計を別にしていると認められる
  場合は、その人の収入を世帯の課税額合算対象から除外できます。
※3 ： 市町村民税（所得割）課税年額は、市区町村役場で「世帯全員の課税証明書」をもらうことでわかります。

C型肝炎の治療は非常に高額であるため、患者さんの医療費負担を軽減
するために国と都道府県が行っている公的な助成制度です。

C型慢性肝炎・C型代償性肝硬変で、インターフェロンフリー治療（飲み薬）を受
ける患者さんのうち、都道府県による審査を経て認定された方が対象となります。

助成の対象となる患者さん

この制度の対象であると認定されれば、自己負担の上限額は原則1ヵ月
1万円（世帯所得の多い方は2万円）となります。

詳しいことは、別冊子「医療費助成ガイド」でも紹介しています。
不明な点がありましたら、病院のソーシャルワーカー、都道府県
の窓口、お住まいの保健所などにお問い合わせください。

自己負担の上限額

●インターフェロンフリー治療にかかる初診料、再診料、検査料、入院料、
薬剤料で保険適用となっているもの

●インターフェロンフリー治療による副作用の治療で保険適用となって
いるもの（ただし治療を中断して行う副作用の治療については対象外）

助成の対象となる医療の範囲

世帯※2の市町村民税（所得割）課税年額※3

235,000円以上

235,000円未満

自己負担上限額（月額）

20,000円
10,000円

自己負担上限額（月額）※1

入院時食事療法・生活療養標準負担額は別途負担



マヴィレット®による治療を受けられる
患者さん専用の問い合わせ窓口

アッヴィ合同会社では、マヴィレット®による治療を受けられる
患者さん専用のコールセンターをご用意して、治療情報の提供等、

患者さんの治療継続をサポートしております。

専用のオペレーターが対応しております。ぜひご利用ください。

受付時間／年中無休　9:00～18:00（通話料無料）
0120-171-630
マヴィレット®コールセンター

医療機関名

患者さんとご家族のための情報サイト
http://maviret.jp

2023年2月作成
JP-MAVI-180170-5.0

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。


