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肝炎デーとは？ 

 日本では、年間約4万人が肝臓病で亡くなっており、この

うち約3万5千人は、肝がんによる死亡で、国内における悪

性腫瘍死因の第4位となっています。 

 現在、慢性肝炎ウイルス感染者（B型肝炎、C型肝炎）が

300～370万人いると推測されています。肝炎ウイルスに

感染していても検査をできるだけ早く受けて感染を知り、医

療機関で適切な治療を受けることで、肝硬変や肝がんといっ

た深刻な症状に進行するのを防ぐことができるにもかかわら

ず、肝臓は沈黙の臓器と云われ、自覚症状では診断できない

ため、多くの患者さんが重症化してから診断されているのが

現状です。  

 この背景には、ウイルス性肝炎に関する国民全体の認知不

足と、肝炎ウイルス検査の受検率の低さにより、早期治療が

進んでいないことが問題となっていることに起因しています。 

 そのため日本でも日本肝炎デーを定め、様々な活動を行っ

ています。 

 2011年WHOが7月28日を「世界肝炎

デー」と制定しました。日本でも2012

年度より同日を「日本肝炎デー」と定め、

肝炎ウイルス検査の受検観奨、新たな感

染予防のため、全ての国民に対して、予

防、治療に係る正しい理解が進むよう普

及啓発及び情報提供を推進しています。 
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肝癌の死亡者数の推移 

大阪市立大学医学部附属病院  

肝胆膵病態内科学 

田守昭博 

OSAKA LIVER FESTA 2016 
市民公開講座 
あべのハルカスMed City 21 
2016.7.30 

ここまで進んだB型およびC型肝炎治療 

（
人

口
1

0
万

人
対

）
 

日本肝癌研究会：全国原発性肝癌追跡調査報告 
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B型肝炎診療のトピックス 
(HBV) 
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肝硬変 慢性肝炎 

成人期 
水平感染 

臨床的治癒 臨床的治癒 

臨床的治癒 

肝癌 急性肝炎 

肝炎ウイルスキャリアの臨床経過 
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B型肝炎ワクチン 

 選択的ワクチン接種 

 B型肝炎ウイルスの感染リスクの高い集団を選定
し、効率よくワクチンを接種する。 

 

 ユニバーサルワクチン接種 

 ワクチンを乳幼児や学童に対する定期接種へ組み
入れて、全国民をB型肝炎ウイルス感染から守る戦
略であり、国際的には標準的な予防法。 

ユニバーサルワクチン接種 

 すべての０歳児を対象として、B型肝炎ワクチンを3回接種する方針を決
めた。早ければ2016年度から予防接種法に基づく定期接種として、公費で
接種が受けられるようになることを目指すことになった。 
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B型肝炎ウイルスマーカー 

抗原（ウイルス由来） 

HBs抗原 B型肝炎に感染している 

HBc抗原 

HBe抗原 

－ 

ウイルスが活発に増殖し、 
感染力が強い 

HBs抗体 

HBe抗体 

過去の感染 
免疫が出来ている状態 

最近（急性）の感染 

ウイルスの増殖が低下し、 
感染力が弱い 

抗体（体内で作られる） 

IgG-HBc 

IgM-HBc 

高ければキャリア状態 

HBV DNA 感染しているHBV量 

B型肝炎ウイルスの増殖サイクル 

モダンメディア 54 巻12 号,2008［新しい検査法］より 

HBe抗原 不完全環状 
二本鎖DNA 

mRNA 
（4種のmRNAでHBsAg, HBcAg, HBeAg, 逆転写酵素（X蛋白）を翻訳）  

肝細胞 

PregenomicRNA 
コア粒子 

p22cr 

HBs抗原 

被核 
集合 

p22cr 

HBe抗原 
中空粒子 Dane粒子 

Dane粒子 

Receptorに 
結合し肝細胞へ 

感染 分泌 放出 放出 HBs抗原 

不完全環状 
二本鎖DNA 

プラス鎖DNA 
合成 

逆転写 
修復 翻訳 

転写 

脱殻 

cccDNA 

核 

HBs抗原：①感染の有無 ②抗原量は治療反応性と関係  
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・ラミブジン（ゼフィックス®) 

・アデホビル（ヘプセラ®) 

・エンテカビル（バラクルード®） 

・テノホビル（テノゼット®） 

抗ウイルス薬 

・インターフェロン
 （IFN） 
・ペグインターフェロン
 （PEG-IFN） 

免疫調整薬 

ウイルス増殖抑制 免疫力増強 

B型肝炎の代表的な治療法 

B型肝炎の治療目標 

•肝臓の炎症を正常化する→ALT持続正常化 

•ウイルスの量を減らす→HBV-DNAの持続陰性化 

•ウイルスの増殖を抑える→HBe抗原陰性＋HBe抗体陽性化 

短期 

治療目標 

•肝炎の活動性抑制による肝不全回避→HBs抗原陰性化 

•肝癌の発生の抑制および生命予後改善 

長期 

治療目標 
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  インターフェロン 抗ウイルス薬 

投与経路  注射  経口  

副作用  多  少  

価格  ＋＋  ＋  

ウイルス学的効果  低率（～20％） 高率（70％～） 

投与終了後の再燃  低  高  

投与期間  短期（～1年）  長期（1年～） 

耐性  － ＋ 

インターフェロンと抗ウイルス薬の比較 

併用療法 

0w 24～48w 48w 

follow-up 
核酸アナログ製剤 

インターフェロン 

0w 20w 24w 52w 

follow-up 
核酸アナログ製剤 

インターフェロン 

76w 

シークエンシャル療法 
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C型肝炎診療のトピックス 
(HCV) 

C型肝炎ウイルスを標的とした 
薬剤の開発 

 

Direct Acting Antivirals (DAA) 
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今、日本で受けることができるDAA治療 
NS3/4A 

プロテアーゼ 
阻害薬 

NS5A 
阻害薬 

NS5B 
阻害薬 

2014年9月 ～ アズナプレビル 
（スンベプラ） 

ASV 

ダクラタスビル 
（ダクルインザ） 

DCV 

2015年5月 ～ ソフォスブビル  
SOF (ソバルディ) 

＋リバビリン 

2015年9月 ～ レディパスビル 
LDV 

ソフォスブビル 
 SOF 

 

2015年11月 ～ 
 

パリタプレビル 
PTV 

＋リトナビル 

オムビタスビル 
OMV 

合剤： ハーボニー 

合剤： ヴィキラックス 

C型肝炎ウイルスのゲノム 

C E1 E2 p7 NS2 NS3 NS4A NS4B NS5A NS5B 

NS3/4A 
プロテアーゼ阻害薬 

NS5B阻害薬 

テラプレビル ダクラタスビル 
レディパスビル 
オムビタスビル 
エルバスピル 
ベルパスビル 

ソフォスブビル 

NS5A 
複製複合体阻害薬 

第１世代 
プロテアーゼ阻害薬 

第2世代 
プロテアーゼ阻害薬 

BMS-791325 
ABT-333 

非核酸型 
ポリメラーゼ阻害薬 

核酸型 
核酸アナログ 

プロテアーゼ活性を阻害 
複製複合体形成      

を阻害 

核酸合成酵素   
活性を阻害 

HCV RNAに取り
込まれ伸長を阻害 

Nakamoto S. et al, World J Gastroenterol. 2014; 20(11): 2902-2012 
Esperance A. et al, Gastroenterology.  2012; 142: 1340–1350 
Pelosi LA. et al, Antimicrob Agents Chemother. 2012; 56(10): 5230-5239 

シメプレビル 
アズナプレビル 
バニプレビル 
パリタプレビル 
グラゾプレビル 

DAAの分類と作用機序 
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各薬剤の臨床治験成績 
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ASV/DCV PTVr/OTV SOF/LDV SOF/RBV 
NS5A耐性 

なし  あり 
NS5A耐性 

なし  あり 

肝癌の合併なし、かつ慢性肝炎あるいは代償性肝硬変チャイルド 5 or 6点 

HCVセロタイプ 

HCVゲノタイプ 

腎機能 (eGFR) 

ヘモグロビン 

併用薬 

薬剤耐性変異 

SOF + RBV DCV + ASV SOF + LDV OMV + PTVr 

経口抗HCV治療選択時のアルゴリズム 

30 mL/分/1.73m2 以上 

 セロ 2 

 2a, 2b  1a, 1b  1b 

10 g/dL 以上  

NS5B: S282T NS5B: S282T NS5A: L31M, Y93H 

NS3/4A: D168E NS5A: L31M+Y93H 

 セロ 1 

制限なし  

制限ないが透析例の安全性？ 
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B型・C型肝炎治療（インターフェロン治療、 
インターフェロンフリー治療及び 

核酸アナログ製剤治療）の 
医療費に対して助成が受けれます。 

B型・C型慢性肝炎、肝硬変治療 
医療費助成制度 
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 Ｂ型・Ｃ型肝炎治療（インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療
および核酸アナログ製剤治療）にかかる医療費が助成されます。 

世帯全員の市町村民税 
（所得割） 

課税年額の合計額 

 
自己負担限度額 

（月額） 

 

235,000円以上 
 

20,000円 

 

235,000円未満 
 

10,000円 

○自己負担額 
   治療費が高額になっても医療費の助成を受けることができます。 
   自己負担額は世帯収入によって月額1万円または2万円までに軽減されます。 

○申請の流れ 
   申請から受給者証が交付されるまで約１～２ヶ月かかります。 

申請者 

保健所（都道府県） 

①申請 

②審査 ③受給者証の交付 

約１～２ヶ月 

○申請に必要なもの 
   申請には下記の書類が必要です。 

 ① 肝炎医療費助成の申請書（保健所に用意されています） 

 ② 医師の診断書（医師が記入します） 

 ③ 世帯全員の住民票の写し（市町村など自治体から交付） 

 ④ 世帯全員の住民税の証明書（市町村など自治体から交付） 

 ⑤ 健康保険証の写し 
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大阪市立大学医学部附属病院  

肝胆膵病態内科学 

打田佐和子 
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腹部超音波検査（エコー）で 
何がわかるの？ 

腹部超音波検査（エコー）で 
何がみえる？ 

血管 

前立腺 

子宮、卵巣 
膀胱 

肝臓 

胆のう 

膵臓 

脾臓 

腎臓 

消化管 
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超音波検査（エコー）の特徴 

 痛みや危険性がなく、繰り返して検査が可能。 

 放射線被爆がない。 

 リアルタイムに観察できる。 

 見えない場所や見えにくい場所がある。 

  （骨・空気・脂肪の存在に弱い） 

慢性肝炎 肝硬変 

おなかの中をのぞいてみると… 

私って肝硬変？ 

慢性肝疾患の診断 
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肝硬度測定 
（FibroScan®） 

肝臓の弾性度（硬さ） 
17 kPa以上は肝硬変 

の可能性あり。 

＋脾臓の大きさ 

5点以上は 
肝硬変の可能性
あり。 

USスコア 
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肝細胞癌サーベイランスアルゴリズム 

• 超高危険度群（B、C型肝硬変）: 
3-4ヶ月毎の超音波検査 
3-4ヶ月毎のAFP/PIVKA-Ⅱ/AFP-L3の測定 
6-12ヶ月毎のCT/MRI検査(Option) 
 

• 高危険度群（B、C型慢性肝炎、他の肝硬変）: 
6ヶ月毎の超音波検査 
6ヶ月毎のAFP/PIVKA-Ⅱ/AFP-L3の測定 

肝癌診療ガイドライン2013年版（日本肝臓学会）より 

肝腫瘤の診断 

肝細胞がん 肝のう胞 

肝血管腫 転移性肝がん 
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さいごに 

超音波検査は、安全性が高く、身体への
負担が少ない検査です。 
 
定期的に検査を受けましょう。 
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肝炎治療薬 

作用 
 細胞の受容体に結合することで、肝細胞に働きかけ、ウイル
スを破壊する酵素を誘導したり、ウイルスの増殖に必要な蛋白
質を作れないようにしながらウイルスを退治する。 
 
副作用 
 インフルエンザ様症状 (全身倦怠感、発熱、頭痛等)、血球
減少、精神症状、間質性肺炎、心筋症、眼底出血が挙げられる。 

RBV (リバビリン) 

○ソフォスブビル ・リバビリン併用療法 
ソフォスブビル 
ソバルディ錠400 mg  
承認時期：2015年 
薬価：42239.6円 
用法：1日1回1錠 
副作用：貧血、頭痛、疲労感、吐き気、皮膚のかゆみ。 
注意点：抗結核薬、抗てんかん薬等併用禁忌薬あり。 
 

 
 

経口内服薬によるインターフェロン・フリー療法（C型肝炎） 

ペガシス皮下注45/90/180 µg 
承認時期：2003年 
薬価：7403/14376/27920円 
用法：週1回投与 

コぺガス錠200 mg 
承認時期：2007年 
薬価：789.2円 

リバビリン 

レべトールカプセル200 mg 
承認時期：2001年 
薬価：580.1円 

副作用：溶血性貧血。 
注意点：催奇形性あり。妊娠、授乳中の女性は禁忌。妊娠の    
    可能性がある場合、男女共に避妊が必要である。 

セロタイプ２ 

インターフェロン療法（B・C型肝炎） 

 ハーボニー配合錠 
 承認時期：2015年 
 薬価：54796.9円 
 用法：1日1回1錠 
 副作用：疲労感、貧血、頭痛、腹部不快感、そう痒症、便秘な
ど。 
 注意点：抗結核薬、抗てんかん薬等併用禁忌薬あり。 
    制酸剤、高脂血症治療薬等で併用注意薬あり。 

ヴィキラックス配合錠 
承認時期：2015年 
薬価：23057.5円 
用法：1日1回2錠食後服用 
副作用：末梢性浮腫、肝機能異常。 
注意点：併用禁忌薬・注意薬が多数あり。 
   （カルシウム拮抗薬、高脂血症治療薬、睡眠薬等） 

ダクルインザ錠60 mg 
薬価：7902.9円 
用法：1日1回服用 
スンベプラカプセル100 mg 
薬価：2847.4円 
用法：1日2回服用 
⇒2剤を併用することで高い治療効果が得られる。 
承認時期：2014年 
副作用：肝機能異常、多形紅斑、発熱、頭痛。 
注意点：抗結核薬、抗てんかん薬、免疫抑制薬等、併用禁忌あり。 
    グレープフルーツジュースを避けること。 

セロタイプ1 
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○パリタプレビル・オムビタスビル・リトナビル併用療法 

○ソフォスブビル・レディパスビル併用療法 

○ダクラタスビル・アズナプレビル併用療法 

用法：1日2回朝夕食後に服用する。吸収率が下がるため、   
   空腹時は避ける。 

ペグインターフェロンα-2a 



肝炎とは 

何でもお答えします 
気軽にお声かけください 

 肝臓の細胞に炎症が起こり、肝細胞が壊される病態です。その原因に
は、ウイルス、アルコール、自己免疫等がありますが、日本において
は、B型肝炎ウイルスあるいはC型肝炎ウイルス感染による肝炎がその
多くを占めています。慢性肝炎は、最低6か月以上持続する肝臓の炎症
です。 
 肝臓の線維化がひどくなるまで、ほとんどの人では症状が現れません
が、慢性肝炎は肝硬変や肝がんへ進行する場合があります。 
 慢性肝炎ウイルス感染者（B型肝炎、C型肝炎）は日本で300～370
万人いると推測されています。また、肝炎ウイルスに感染している人は
40歳以上の方が9割以上を占めていますが、最近B型肝炎において若い
人の感染も増加しています。 
 肝炎ウイルスに感染していても検査をできるだけ早く受けて感染を知
り医療機関で適切な治療を受けることで肝硬変や肝がんといった深刻な
症状に進行するのを防ぐことができます。 
 肝炎についての正しい知識を得て、早期発見・早期治療に結びつけま
しょう。 

これから紹介するポスターは、 
肝炎になっているかもしれない事や 
肝炎の症状などを紹介しています。 

気になる方は、そこにいる医師や看護師に
聞いてみてくださいね！！！！ 

 一般にB型およびC型肝炎ウイ
ルスは、血液や体液を介して感
染します。1992年以前の輸血歴、
不衛生なピアス処置や覚醒剤の
回し打ちなどが感染リスクと考
えられます。感染機会が明らか
でない場合も多々あります。 

C型肝炎ウイルスは、過去の
輸血や血液製剤が主な感染経
路ですが、現在、防止策がと
られるようになってからは、
新たな感染者は激減しまし
た。  

輸血の経験がある 
入れ墨（タトゥー）ボディピアスがある 

※厚生労働省は、平成6年(1994
年)以前にフィブリノゲン製剤の納
入先とされている医療機関で治療
を受けた方々に「C型肝炎ウイル
ス」検査の受診を勧めています。  

肝炎検査をしてみる価値あり！ 

薬やサプリメントなど
の健康食品によって肝
臓が障害を受けるもの
を薬物性肝障害と言い
ます。 

健康食品・サプリメント 
内服薬の摂取 

薬剤やサプリメント使用後に肝機
能障害を認め、発熱や発心、皮膚
掻痒感をきたします。薬剤使用後
の1～4週間後の発症が多いと言わ
れています。 

本当は怖い!？   
 お薬事情 

検査を受ける時期 
感染したと思われ
る時期から3カ月
以上経過していれ
ば、正しい検査結
果を得ることがで
きます。 

肝炎検査を受けたことがない、 
もしくは受けた結果を聞いていない 

①どんな検査なの？ 

②検査はどこで受けられるの？ 

①肝炎ウイルスに感染しているかどう
かは、血液検査で分かります。採血し
てから1週間～数週間後には検査結果
を知ることができます。 

②行政（自治体）による検査があります。 
1.お住まいの市町村における住民基本健診 
 （40歳以上、医療機関で実施する個別検診や集団検診） 
2.お住まいの都道府県等の保健所における検査があります。 
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肝炎の指摘を受けたことがある 

昔、肝炎を罹ったことがある 
 
黄疸で入院したことがある 
 
肝臓の治療を受けたことがある 

● 

● 

● 

放置していたので、 
肝硬変になっていますね 

こんなシュチュエーションになっちゃうかも… 

定期的に検査することが大事です 

以上の経験の
ある人は・・ 

糖尿病、高血圧、高脂血症 
など生活習慣病のある人 

脂肪肝にご注意を！！ 

肥満、糖尿病の人はお酒を飲まなくても
脂肪肝になりやすいんです！！！！！！ 
アルコールが原因でない脂肪肝を「非ア
ルコール性脂肪性肝炎（NASH）」とい
います｡原因は肥満や糖尿病、脂質異常
症（高脂血症）などによるものです。そ
ういう人は、インスリンの働きが鈍く
なっています。インスリンの働きが鈍い
と、肝臓に脂肪がたまりやすくなるた
め、脂肪肝になりやすいのです。  

仕事の付き合いと言いつ
つ、暴飲暴食が多いな～ 

●適度な飲酒（ビールなら1日
につき中瓶2本以内）であれば、
アルコールは善玉であるHDLコ
レステロールの値を高く保つ働
きがあります。しかし摂取が過
ぎると、アルコールは、肝臓に
中性脂肪を過剰に蓄積し、脂肪
肝の原因となります。 
 
●毎日、アルコールを摂取して
いると次々に新たな中性脂肪が
合成されることになり、肝臓の
中性脂肪処理能力を超えてしま
うため、脂肪肝をもたらすので
す。 

アルコールをよく飲む 

脂肪肝の可能性大!?!? 

アルコールの飲みすぎには注意しましょう！！ 

基準 

血液検査でAST/ALT、ALP、γ‐GTP 
が高値と言われたことがある 

肝臓の異常を見つけるには、血液 
による肝機能検査が基本となります 

AST/ALT ALP γ－GTP 

＜115～359 U/L＞ ＜13～33 U/L ・ 8～42 U/L＞ ＜5～60 U/L＞ 

肝臓内の胆管でつくられ
る酵素です。胆汁中に排
泄されるため、胆道のど
こかに異常があると胆汁
がうまく流れなくなり血
液中に増え、数値が高く
なります。 

AST(GPT）、ALT(GOT) 
は肝臓の細胞の中にある酵
素で、肝臓の細胞が壊れる
と血液中に漏れ出てくるた
め、肝機能の指標として最
も一般的に検査されていま
す。 

肝臓内の胆管でつくられ
る酵素です。解毒に関与
しており飲酒による影響
を受けるため、アルコー
ル性肝障害では高値にな
ることが知られています。
また、胆汁の流れが悪く
なっても高値になるので、
胆汁の流れる経路の異常
を調べる指標でもありま
す。 

血液検査の重要性 

基準 基準 
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基準 ：18万～34万/µL 

 慢性肝炎における血小板数と肝臓の線維化の関
係は、肝臓の線維化が進むほど肝臓がんを発症し
やすいことが知られていいます。 
 血小板の数は、肝臓の線維化の程度と関連して
いますので、その数値から肝臓がんの危険性をあ
る程度予測することが可能です。 

血液検査で血小板が低いと 
言われたことがある 

血小板は血液の病気でも
数値が下がりますが、実
は肝臓の線維化の指標で
もあります。 

血小板は血液の病気 
だけじゃないんです!!! 

血小板の数で肝がんの危険性をある 
程度、予測することが可能です。 

おじさんのお腹の
中身はこうなって
います！！黄色部
分が腹水です。 

それは腹水かも？！ 

腹腔内には生理的にも少量の体液（30～40 ml）が存在しま
す。しかし様々な原因によりこれ以上の体液（100～200 ml以
上）が貯留した場合を腹水といいます。 

腹水は超音波検査・腹部CT検査で存在が確認できます 

お腹が張る自覚がある 

もちろん、便秘ということもあるので
悪しからず★ 

肝臓が悪くなると、手のひ
らが赤くなることがありま
す。これを手掌紅斑と言い
ます。 

掌（手のひら）が赤い？！ 

 手掌紅斑は、親指のつけ根
や小指のつけ根の下など、ふ
くらんでいる部分が「かなり
強い赤の斑点状」になり、手
のひらの中央部は、普通の色
をしているのが特徴です。赤
い部分を圧迫すると、色が消

えるのも特徴です。 

手掌紅斑は、肝障害によってホルモンの生成や分解が異
常になり、その結果、女性ホルモン・エストロゲンが過
剰になるために起こると考えられています。 

自分の手をじっくり見て下さい！！ 

鼻の頭や顔が赤く 
なったりすること
があります 

気になる症状があった方 
そうでない方も 
一生に一度は 
肝炎検査を受けましょう！ 

大阪市立大学医学部附属病院 肝胆膵病態内科学 
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副菜 
主食と主菜に不足する 

ビタミン・ミネラルの供給源 
★野菜などを使った料理 

主食 
エネルギーの供給源 
★ごはん、パン、 
めんなどの穀物 

主菜 
たんぱく質、脂肪の供給源 

 ★魚や肉・卵・大豆などを 
使った料理 

肝炎の食事療法 
～肝臓に負担をかけないために～ 

① 栄養のバランスのよい食事をしましょう 

 栄養のバランスのよい食事とは５大栄養素が偏りなく含まれる食事
のことです。それは難しいことではありません。下の図のように毎食、
３つの器をそろえることでバランスのよい食事を摂ることができます。
皆さんも、今日から３つの器を意識してみませんか。 

３つの器（主食・主菜・副菜）をそろえましょう 

② アルコールは控えましょう 

 アルコールは肝臓で分解されます。一度に分解される量には限りが
あるため、飲みすぎると肝臓の機能が低下します。肝炎のウイルスを
持った方、肝炎と診断された方はアルコールの摂取によって肝臓の機
能の低下が早まるといわれています。アルコール摂取はできる限り控
えるようにしましょう。 
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③ 健康食品の摂取に注意しましょう。 

④ 鉄分の摂りすぎに注意しましょう。 

 （ただし貧血の方は主治医に相談してください。） 

 最近、肝臓によいといわれる健康食品が多くみられますが、よいか
らといってたくさん摂るとかえって肝臓に負担をかけることがありま
す。摂取するときは医師にご相談ください。 

 C型肝炎の方の中には肝臓の中で鉄分が蓄積しやすくなる方がいま
す。鉄分が蓄積すると肝臓が硬くなり、機能が低下するため、鉄分
を多く含む食品をまとめて食べないようにしましょう。 

かなり多い 
豚レバー、鶏レバー 

ひじき 

やや多い 

卵（卵黄に多く、卵白に少ない）  大豆・大豆製品 

まぐろの赤身、ぶり、さんま（血合いに多い） 

ほうれん草、小松菜など青菜類    

牛肉（内臓に多く含まれる） 

貝類（赤貝、内臓ごと食べるしじみやあさりなど） 

そば、インスタントラーメン、スパゲティ 

ポップコーン、チョコレート、あずき、あん 

≪鉄分を多く含む食品（常用量）≫ 

≪鉄分を多く含む食品を摂取するときの工夫≫ 

 吸収を促進するので同時に摂らない。 

  ・青菜類+動物性たんぱく質（肉類) 

  ・+ビタミンC（果物) 

  ・+クエン酸（果物、酢）  

 吸収を阻害するので同時に摂る。 

   ・タンニン（お茶、紅茶、コーヒー） 

   ・カルシウム（牛乳、乳製品） 

 鉄製の調理器具を使用しない。 

 健康食品・健康補助食品・サプリメントに注意する。 

 （鉄分の含有量を確認する。） 
大阪市立大学医学部附属病院栄養部 
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肝炎ウイルス無料検査のご案内 

 フィブリノゲン製剤投与などによる肝炎ウイルスの感染不安のある市民を対象に肝炎検査
を実施しています。本人の自覚症状なしに肝炎ウイルスに感染している場合もありますの
で、過去に肝炎ウイルス検査を１回も受けたことがない次の方は、肝炎ウイルス検査を受け
ることをお勧めします。 

  

１ 対象者  

 次のいずれかに該当する感染不安のある満20歳以上の市民  

（１）平成6（1994）年以前に輸血等（輸血又は血液製剤）を受けたことがある人  

（２）広範な外科的処置を受けたことがある人  

（３）妊娠・出産時に多量の出血をされたことがある人  

（４）肝臓病の既往歴（過去の肝機能異常も含む）がある人  

 （既に医療機関において肝臓疾患の診断を受けている、 又は治療を受けている人は除く）  

（５）その他、感染不安がある人  

 （昭和63年までに集団予防接種を受けたことがある人など。ただし、性感染等による不
安、 

  業務に起因する人は除く）  

 

２ 実施場所  

 各区保健福祉センター（区役所保健福祉課、又は保健課、健康課）  

 

３ 費用  

 無料 

 

４ 検査項目  

 HBs抗原検査、HCV抗体検査（中力価、低力価の場合はHCV核酸増幅検査も実施）  

 

５ 実施方法  

（１）予約制となります。検査希望日の3日前まで（閉庁日を除く）に電話等でお申し込み 

  ください。検査を希望される方は、肝炎フォローアップ事業※について同意されるか 

  どうかを確認します。  

（２）検査当日は、血液検査を行います。（食事は普段どおり摂取可）  

（３）検査日から２週間後にお越しいただき、結果をお返しします。 
 ※肝炎フォローアップ事業とは  
検査において陽性と判定された方が、適切な検査・治療を受けることができるように、肝
炎専門医療機関の紹介、受診のサポート、あなたの治療状況を医療機関から把握し必要に
応じて、肝炎の専門家で構成する検討会において最新の知見に基づいて治療内容を検討し、
医療機関に情報提供を行います。それにより、複数の専門家の意見を反映した、より良い
治療を受けることができます。  

 各区保健福祉センター（保健業務担当）・大阪市保健所感染症対策課 
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無料肝炎検査問合せ先         
（各自治体ホームページより抜粋） 

大阪府  健康医療部保健医療室健康づくり課   電話06-6944-6029 
 
奈良県  保健予防課感染症係          電話0742-27-8612 
  
兵庫県  健康福祉部健康局疾病対策課      電話078-362-3202 
 
京都府  健康福祉部健康対策課         電話075-414-4766 
 
滋賀県  健康医療福祉部薬務感染症対策課    電話077-528-3632 
 
和歌山県 福祉保健部健康局健康推進課      電話073-441-2643 
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