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我が国における肝炎の現状 
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2012 年 7 月、WHO は：「中国及びアジアその他地区で B 型肝炎が流行している。 当該地区では大多数

の人が自動機に既に B 型肝炎に感染しており、8～10％の成年人口が慢性的な感染をしている。B 型肝炎が

引き起こす肝臓がんは、この地区における男性がん死の三大原因の一つとなっているが、女性のがんの主

なものの一つともなっている」と発表した。 

 

疫学調査によると、A 型肝炎の感染は年齢と地区といった様々な要因により異なるが、年齢が上がるほ

ど高率、且つ、農村部が都市部より多くなっており、一般的に 50～80％になっている。これにより試算し

てみると、中国では 7 億人から 8 億人の人が A 型肝炎に感染していたことになる。 

 

B 型肝炎の感染率は、黒竜江省や河北省、河南省及び湖南省の四省 10,484 人に対する調査で 58％が感染

していることが判明した。これに基づき試算すれば、6 億～7 億人が B 型肝炎に感染していたことになる。 

 

C 型肝炎については、中国では正確な疫学調査がなされていない。とはいえ、輸血後の肝炎患者中、中

国国内では 6 割から 8 割が感染している。 

 

D 型肝炎は、その殆どが B 型肝炎ウィルスに感染している人にのみ現れる。全国 17 地区から B 型肝炎

表面抗原陽性患者 1,764 人の肝組織を検査したところ、D 型肝炎抗体陽性患者が 167 人見つかり、検出率

は 9.47％となった。（宮本注： 原文の「定性肝炎（Dinxing Ganya）」は発音は同じだが意味を持たないの

で、ここは「丁型肝炎（Dinxing Ganyan：D 型肝炎）」の誤記と思われます） 

 

E 型肝炎は、その特異性診断法がまだ普及していないために、国内における流行状況は不確かなままだ。 

各地からの報告によれば、既に吉林省、遼寧省、河北省、山東省、内蒙古自治区および新疆自治区と、6 省・

市、自治区でこの感染症流行が見られている。 その流行の多くは水源が糞便で汚染されたことと関連があ

り、一部には汚染された食物から感染したものまである。 国内では新疆南部における E 型肝炎の蔓延が最

悪だったが、3 地区 23 町村に広がり、発症者数は 12 万人を超え、流行は 20 か月にわたった 

 

国内における血清疫学調査によると、散発的なウィルス性肝炎モデルにおいて、A 型肝炎が 36％～47％、

B 型肝炎が 36％～41％、C 型肝炎が 10％～25％、E 型肝炎が 10％～20％を占めている。 

 

http://www.cqgwzx.com/html/tszl/gbzx/gbxw/12/07/853.html 

 

 

Hepatitis in our country 
Chongqing Infectious Disease Medical Center www.cqgwzx.com 2012-07-28  Source: 

Chongqing Infectious Disease Medical Center 

 

In July 2012, the World Health Organization announced that hepatitis B is endemic in China and other parts of Asia. 

Most children in the region are already infected with the HPV (Hepatitis B) Virus during childhood, and 8% to 10% of 

the adult population is chronically infected. Hepatitis B-induced liver cancer is one of the top three causes of cancer 

death in men in the region and is a major cancer in women. 

 

Hepatitis A infection, according to epidemiological survey, often varies with age and region, the older, the higher the 

infection rate, and rural areas than the city, usually 50% to 80%. According to this, 700 million to 800 million people 

in China have been infected with hepatitis A. 

 

Hepatitis B, of which infection rate was 58% according to a survey of 10,484 people in four provinces of 

Heilongjiang, Hebei, Henan and Hunan. According to this projection, 600 million to 700 million people have been 

infected with hepatitis B. 

 

http://www.cqgwzx.com/html/tszl/gbzx/gbxw/12/07/853.html


Hepatitis C, there is no exact epidemiological survey in China. However, after the transfusion of hepatitis, the 

domestic 60% to 80%. 

 

Hepatitis D almost always occurs on the basis of hepatitis B virus infection. According to the survey of 1764 positive 

cases of hepatitis B surface antigen liver tissue in China’s 17 regions, there were 167 cases who were positive for 

hepatitis D antibody, the detection rate was 9.47%. 

 

Hepatitis E, due to the fact that HEV-specific diagnostic methods have not been widely used, its prevalence in the 

country is not clear. According to reports from all over the country, the disease has been endemic in 6 provinces, cities 

and autonomous regions in Jilin, Liaoning, Hebei, Shandong, Inner Mongolia and Xinjiang. Its epidemic is more related 

to water pollution caused by excrement, and a few are transmitted through contaminated food. The most severe hepatitis 

E epidemic in southern China is in southern part of Xinjiang, affecting 23 cities and towns in three regions. The 

epidemic continued for about 20 months with a whopping 120,000 cases. 

 

According to the national serum epidemiological survey, in the sporadic type of viral hepatitis, hepatitis A accounted 

for 36% to 47%, hepatitis B accounted for 36% to 41%, hepatitis C accounted for 10% to 25%, and hepatitis E accounted 

for 10% to 20%. 
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--------------------------------------------------------------------------------  

2012年 7月，世界卫生组织公布：乙型肝炎在中国和亚洲其它地区流行。该区域大多数人在儿童时期即已

感染乙型病毒，8%–10%的成年人口受到慢性感染。乙型肝炎引致的肝癌是该区域男性癌症死亡的三大原因之

一，是女性的一种主要癌症。 

根据流行病学调查，甲型肝炎的感染常因年龄与地区的不同而异，年龄越大，感染率越高，且农村高于城

市，一般为 50%~80%。据此推算，中国有 7亿~8亿人感染过甲型肝炎。 

乙型肝炎的感染率，根据对黑龙江、河北、河南及湖南四省 10484人的调查发现为 58%。据此推算，有 6亿

~7 亿人感染过乙型肝炎。 

至于丙型肝炎，在中国尚无确切的流行病学调查资料。但在输血后的肝炎中，国内为 60%~80%。 

丁型肝炎几乎都发生在乙型肝炎病毒感染的基础上。根据对全国 17 个地区 1764 例血清乙型肝炎表面抗原

阳性患者肝组织开展的检查发现，定性肝炎（应该这是「丁型肝炎」吧）抗体阳性者有 167例，检出率为 9.47%， 

由于戊型肝炎的特异性诊断方法尚未普及，因此其在国内流行情况尚不清楚。根据各地的报告，不前已有

吉林、辽宁、河北、山东、内蒙和新疆 6 个省、市、自治区有本病流行。其流行多与水源被粪便污染有关，少

数是通过污染食物而传播的。国内戊型肝炎流行最严重的地区是新疆的南部，波及 3个地州 23个城镇，曾持

续流行 20个月，发病人数达 12万之多。 

据国内血清流行病学调查表明，在散发性机型病毒性肝炎中，甲型肝炎占 36%~47%,乙型肝炎占 36%~41%，

丙型肝炎占 10%~25%，戊型肝炎占 10%~20%。 
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