
肝炎はウイルスやアルコール，薬物などを原因とした肝
臓の炎症であり１），日本における原因の多くはウイルス感
染によるものとされる２）．「感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律」（感染症法）において，ウ
イルス感染を原因とする急性肝炎のうち，A 型肝炎と E

型肝炎は４類感染症に，B型肝炎，C型肝炎，D型肝炎及
びその他のウイルスによる肝炎は「ウイルス性肝炎（E型
肝炎及び A 型肝炎を除く）」として５類感染症に分類され
ている３）．これらの疾患を診断した医師は保健所に届出を
行い，その情報は感染症法に基づく感染症発生動向調査に
より集計されている．
ここでは２００６～２０１６年に報告された北海道における急

性ウイルス性肝炎の発生状況についてまとめ，全国の状況
と併せて報告する．
本報告は感染症サーベイランスシステム（National

Epidemiological Surveillance of Infectious Disease：NESID）
により集計された感染症発生動向調査の資料を利用した．
NESIDが稼働した２００６年４月から２０１６年１２月に診断さ
れた急性ウイルス性肝炎の患者情報を対象とし，北海道は
２０１７年５月１６日時点での全数報告集計結果を，全国はNESID

のWISH公開データ（年報）を用いた．集計及び解析に
は，Microsoft Excel２０１３及び当所が開発し地方衛生研究
所全国協議会が供給している感染症発生動向調査支援ツー
ル４）を用いた．
北海道及び全国の A 型肝炎，B型肝炎，C型肝炎及び E

型肝炎それぞれの性別年齢階級別報告数を表１，報告数の
推移を図１，年齢階級別報告数を図２，都道府県別の報告
数を図３，北海道における感染経路及び感染地域（推定を
含む）を表２に示す．

１．A型肝炎

A 型肝炎は主に糞口感染で伝播する．衛生状態の悪い発
展途上国では，多くの人が乳幼児期に A 型肝炎ウイルス
（HAV）に感染し免疫を獲得するため，抗体保有率が高く，
肝炎の流行は稀であるとされている５）．一方，衛生環境の
整備された先進国では，HAV感染の機会が減ることによ
り抗体保有率が低下しており，海外渡航や汚染された輸入
食品の摂取による新たな感染の危険性が懸念されている５―７）．
A 型肝炎は潜伏期間が２～６週間と長く１），感染源や感染経
路の特定は困難であることが多い．感染の予防には，十分
に加熱調理された飲食物の摂取や食事前の手洗い，流行地
域では生水や野菜などの非加熱飲食品の摂取を避けること
が重要である．また，ワクチンによって発症を予防するこ
とができることから，流行地域への長期旅行者や医療従事
者，HAV抗体を持たない肝疾患などの基礎疾患のある患
者，男性同性愛者については予防接種が推奨されている５―７）．

A 型肝炎の報告数は北海道５６例（男性３４例，女性２２
例），全国２，４２１例（男性１，４３２例，女性９８９例）（表１），
年あたりの報告数は北海道が１～１１例，全国が１１５～４３３
例であった（図１）．年齢階級別の報告数は，全国では５０
歳代を中心に２０～６０歳代での報告が多かった．北海道で
は全体として報告数が少ないため明確な傾向は見出せなかっ
たが，６０歳代，７０歳代以上で比較的報告数が多かった
（図２）．都道府県別では，東京都（男性２２０例，女性１３８
例），大阪府（男性１０６例，女性８７例），神奈川県（男性
１１０例，女性５９例）の順に報告が多く，北海道は１４番目
（男性３４例，女性２２例）であった（図３）．北海道におけ
る報告の推定感染経路は，経口感染が最も多く３８例であ
り，性的接触が２例（経口感染との重複１例を含む），家
族内での感染が２例，不明が１５例であった．推定感染地
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表１ A型，B型，C型及び E型肝炎の男女別，年齢階級別報告数（２００６～２０１６年）
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表１ A型，B型，C型及び E型肝炎の男女別，年齢階級別報告数（２００６～２０１６年）（つづき）
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図１ A型，B型，C型及び E型肝炎の年間報告数の推移（２００６～２０１６年）
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図２ A型，B型，C型及び E型肝炎の年齢階級別報告数（２００６～２０１６年）
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図３ A型，B型，C型及び E型肝炎の都道府県別報告数（２００６～２０１６年）
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域は，経口感染では国内２８例，国外８例，不明２例，性
的接触は国内国外ともに１例であった（表２）．
２．B型肝炎

B型肝炎は，血液や体液を介して感染し，主な感染経路
は母子間の垂直感染や家族内での水平感染，性行為である８，９）．
成人期の感染ではほとんどが一過性の急性 B型肝炎また
は不顕性感染となり，慢性肝炎に進展するのは５％未満
とされるが，１歳以下で感染した乳児の８０～９０％，６歳未
満で感染した小児の３０～５０％で慢性化するといわれてい
る８）．日本では１９８６年から母子感染防止事業が実施され
たことにより，垂直感染による無症候性キャリアの発生は
著しく減少している９）．加えて，２０１６年１０月から水平感
染の予防のため幼児期における定期接種が開始されたこと
から，今後その予防効果が期待される９）．

B型肝炎の報告数は，北海道３３例（男性２１例，女性
１２例），全国２，１６０例（男性１，６８０例，女性４８０例）（表１），
年あたりの報告数は北海道が０～５例，全国が１７４～２３６例
であった（図１）．年齢階級別の報告数は全国，北海道と
もに２０歳代で最も多く，１０歳代以下の低年齢層及び７０

歳代以上の高年齢層の報告は少なかった（図２）．都道府
県別では，東京都（男性３６５例，女性７１例），大阪府（男
性１５３例，女性５１例），兵庫県（男性１１６例，女性３５例）
の順に報告が多く，北海道は１７番目（男性２１例，女性
１２例）であった（図３）．北海道における報告の推定感染
経路は，異性間の性的接触による感染が１３例，同性間の
性的接触４例，異性同性間不明の性的接触２例，輸血によ
る感染２例，不明１２例であった．静注薬物常用及び母子
感染を原因とした報告はなかった．感染地域として国外が
推定されたのは１例，国内または国外の両方が推定された
のが１例であった（表２）．
３．C型肝炎

C型肝炎は主に血液を介して感染し，注射器，針の再使
用や不十分な滅菌処理，スクリーニング検査が未実施の血
液及び血液製剤の輸血などが主な原因であり，性行為によ
る感染や母子感染は比較的稀であるとされている１，１０）．C

型肝炎ウイルスに感染すると，多くは無症状に経過するが，
慢性肝炎に進展することも多く，肝硬変を経て一部は肝臓
がんを発症するとされている１，１０，１１）．C型肝炎に対するワ
クチンは未だ実用化されていないが，近年，治療効果の高
い抗ウイルス剤などが開発されており，予後の改善がみら
れている１０，１１）．

C型肝炎の報告数は，北海道１１例（男性５例，女性６
例），全国４０３例（男性２５０例，女性１５３例）（表１），年
あたりの報告数は北海道が０～３例，全国が２７～５３例であっ
た（図１）．年齢階級別の報告数は，全国では１０歳代以下
の低年齢層での報告は少なく，３０歳代及び７０歳代以上で
の報告数が多くなっていた．北海道では報告数が少ないた
め明確な傾向は見出せなかったが，６０歳代での報告が多
くなっていた（図２）．都道府県別では，東京都（男性５９
例，女性１４例），大阪府（男性３５例，女性３２例），福岡
県（男性１８例，女性７例）の順に報告が多く，北海道は
９番目（男性５例，女性６例）であった（図３）．北海道に
おける報告の推定感染経路は，針等の鋭利なものの刺入事
例が３例（うち２例は入れ墨による），静注薬物の常用１
例，輸血１例（針等の鋭利なものの刺入との重複１例を含
む），医療業務従事中患者血液を介する感染１例，透析操
作による感染１例，不明５例であった．性的接触及び母子
感染を原因とする報告はなかった（表２）．
日本における B型肝炎ウイルスと C型肝炎ウイルスの

感染者数は，それぞれ１１０万人～１４０万人，１９０万人～２３０
万人と推定されている１２）．このため，日本では２０１０年１
月に施行された肝炎対策基本法に基づき，医療費の助成，
肝炎ウイルス検査，肝疾患に関する研究の推進などの対策
が取られている１３）．
４．E型肝炎

E型肝炎の主な感染経路は，途上国では糞便で汚染され
た飲み水を介した糞口感染であるが１４），国内においては，
ブタやイノシシなどの肉や内臓の生食または加熱不十分な
状態での喫食などによる感染が問題とされている１５，１６）．E

表２ 北海道におけるA型，B型，C型及び E型肝炎報
告例の感染経路及び感染地域（２００６～２０１６年）
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型肝炎の予防においては，現在国内ではワクチンの使用が
認められず，流行地域への旅行に際しては非加熱の飲食物
の摂取を避けること，国内においてもブタや野生動物由来
の食材は十分に加熱することなどの注意が必要である１５）．

E型肝炎の報告数は，北海道３４３例（男性２５８例，女性
８５例），全国１，２９８例（男性１，０２４例，女性２７４例）（表１），
年あたりの報告数は北海道が１１～１０７例，全国が４３～３５６
例となっており，近年増加傾向にある（図１）．その増加
の要因として，IgA 抗体検出の保険適用（２０１１年１０月），
感染症発生動向調査の届出基準における検査方法への IgA

抗体検出の追加（２０１３年４月）など，検査方法や制度の
変更も指摘されている１７）．年齢階級別の報告数は１０歳代
以下の低年齢層での報告は少なく，全国では６０歳代が最
も多いのに対し，北海道では４０歳代が最も多かった（図
２）．都道府県別では，北海道（男性２５７例，女性８５例）
が最も報告が多く，次いで東京都（男性１６６例，女性３０
例），神奈川県（男性５９例，女性１３例）となっており，
他の肝炎と比較しても北海道の報告数が多くなっている
（図３）．北海道における推定感染経路は，経口感染２４９例，
不明９４例であった．感染地域として国外を推定したもの
は２例，国内または国外の両方を推定したものは１例，感
染地域不明は２例であった（表２）．

A 型，B型，C型，E型を除くウイルスによる肝炎は北
海道で１例，全国で１１６例の報告があり，北海道ではサイ
トメガロウイルス感染事例（２０１１年）であった．その他，
ウイルス不明の事例が全国で１例報告されている．D型肝
炎については全国でも報告例はなかった．

以上，感染症発生動向調査のデータを基に，北海道にお
ける急性ウイルス性肝炎の発生状況についてまとめた．
稿を終えるにあたり，感染症発生動向調査にご協力頂い

ている医療機関ならびに関係各位に深謝いたします．
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