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1

なぜ検査を受けたほうが   よいのですか？

C型慢性肝炎はほとんど自覚症状が  なく、肝がんへと進む可能性があるので、
ぜひ検査を受けましょう。

1

　C型慢性肝炎とは、C型肝炎ウイルスの感染により肝臓に

炎症が起き、肝臓の細胞が壊れていく病気です。治療しないで

放置すると、肝硬変、肝がんへと進む可能性があります。

　現在、わが国にはC型肝炎ウイルスに感染している方が

150～200万人いると推測されていますが、このうち多くの

方が、ウイルスに感染していることに気づいていないと考え

られます。なぜなら自覚症状はほとんどなく、肝機能検査でも

異常を認めないことが多いためです。

　C型慢性肝炎に対する治療法は進歩しており、早期に発見し、

適切な治療を受けることでウイルスの排除や、肝硬変、肝がん

への進行を防ぐことができるようになってきました。

　C型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。多くの場合、保健所や自治体が委託している医療機関

において、無料で検査を受けることができます。
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C型肝炎ウイルス持続感染者（キャリア）数

2

C型慢性肝炎とは、どんな 病気ですか？

C型肝炎ウイルスにより肝臓の働き が悪くなる病気で、
“第二の国民病”ともいわれています。

　C型慢性肝炎になると、C型肝炎ウイルスにより長期間に

わたって肝臓の炎症が続き、細胞が壊れて肝臓の働きが悪く

なってしまいます。初期にはほとんど症状はありませんが、治療

しないで放置していると、長い経過のうちに肝硬変や肝がん

に進行することがあります。

　現在、わが国には30歳以上の100人に1～3人の割合でC型

慢性肝炎の患者さん、あるいは本人も気づいていないC型肝炎

ウイルスの持続感染者（キャリア）がいると推測されており、

“第二の国民病”ともいわれています。

2

［日本肝臓学会編. 慢性肝炎・肝硬変の診療ガイド2016より作図］

C型肝炎ウイルス持続
感染者（キャリア）数

150～200万人

医療機関へ通院中の者と
通院していない者を含む、
既知のC型肝炎ウイルス

感染者

検診・献血でのウイルス抗体
陽性率0.6％から推定される、
未知のC型肝炎ウイルス
感染者（約80万人）

（推定）
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C型肝炎ウイルスの感染  経路は？

主に血液を介して感染するので、感    染リスクの高い方は
ぜひ検査を受けましょう。

　C型肝炎ウイルスは主に血液を介して感染します。感染者の

血液が他者の血液に入ることで感染するため、日常生活での

感染はほとんどありません。現在わが国の感染者の多くは、

C型肝炎ウイルスが発見される前の輸血や血液製剤、あるいは

注射針の使い回しなどで感染したものと考えられています。

　そのため右記の方々は、C型肝炎ウイルスへの感染の可能性が

高いと考えられるため、当てはまる場合には検査を受けること

をお勧めします。

そうい
えば

　　過
去に…

1992（平成4）年以前の
輸血や血液製剤の投与

注射針、注射器の共用や
消毒が不十分な器具の使用

3

3

1992（平成4）年以前に輸血を受けた方

大きな手術を受けた方

フィブリノゲン製剤
（フィブリン糊としての使用を含む）を投与された方

血液凝固因子製剤を投与された方

長期に血液透析を受けている方

臓器移植を受けた方

薬物濫用者、入れ墨をしている方

ボディピアスを施している方

その他（過去に健康診断等で肝機能の異常を指摘
されていて、その後肝炎の検査を受けていない方等）

a.
b.
c.

d.
e.
f .
g.
h.
i .

　フィブリノゲン製剤は、出産の際に出血の多かった方や、大きな手術を
受けた方に対して使われた可能性があります。血液凝固因子製剤は、血友病
以外に、新生児出血症等の病気で「血が止まりにくい」と指摘を受けた方や、
病気や手術により出血の多かった方に使われた可能性があります。

［厚生労働省. C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ
（フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の再公表について）, 平成20年1月17日.

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/01/h0117-2/index.html］



109

C型慢性肝炎を治療しな  いとどうなりますか？

徐々に病気が進行し、10～30年後   には肝硬変や肝がんに
移行しやすくなります。

　C型慢性肝炎は軽い肝炎のまま経過するケースもありま
すが、約7割は徐々に病気が進行し、治療しないと10～30年
でその3～4割が肝硬変、さらに肝がんに移行するといわれ
ています。
　肝硬変とは長期間の炎症で肝臓の細胞が壊れ、それを修復
する形で線維成分が増加し、肝臓が硬くなってしまった状態
のことです。肝硬変になると肝がんが発生しやすくなるほか、
食道静脈瘤※1の破裂や肝性脳症※2など、生命に関わる重大な
合併症も起こりやすくなります。

肝がんの原因の約70％にはC型肝炎ウイルスが関係している
ことが分かっているため、C型慢性肝炎を治療することで肝がん
の予防につながります。

4

4

C型慢性肝炎の自然経過

肝がんの原因

治療しないと10～30年後に肝硬変、肝がんに移行しやすい

70％

30％ 治癒

慢性肝炎

肝硬変

肝がん

10～30年

正常

感染

急性肝炎

 68.1%
B型＋C型
肝炎ウイルス

 1.4%

B型肝炎ウイルス

 14.8%

B型・C型以外

 15.6%

肝がん症例
10,010例の内訳

［Taura N et al.                          2011；17（2）：PH7-11.より作図］Med Sci Monit

※1 食道静脈瘤
肝硬変になると肝臓に血液を運ぶ門脈の流れが悪くなり、血液は肝臓を迂回して食道の静脈を
通るようになり、瘤を作ります。悪化すると瘤が破裂して下血、吐血を起こします。

※2 肝性脳症
肝臓で処理されるべきアンモニアなどが脳に流れ、異常な行動や昏睡などの症状が起こり
ます。

C型肝炎
ウイルス
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C型肝炎ウイルスへの感染は、  どのような検査で分かるのですか？

血液検査でC型肝炎ウイルスの抗体と
ウイルスのRNA（核酸）を確認すると、
C型慢性肝炎と診断されます。

　C型肝炎ウイルスへの感染は、2段階の血液検査により診断

されます。

　第1段階では、採血をしてC型肝炎ウイルス抗体※を調べます

（抗体検査）。抗体検査で陽性の場合、C型肝炎ウイルスに感染

したことが分かりますが、既にウイルスが排除されている場合

もあります。そこで第2段階として、現在も体の中にウイルス

がいるかどうかを確認します（ウイルス核酸検査）。ウイルス

核酸検査でも陽性なら、C型慢性肝炎と診断されます。この

場合は、肝臓専門医のもとで

さらに詳しい検査を受けて、

治療計画を立ててもらう必要

があります。

5

5

C型慢性肝炎の検査・診断の流れ

C型肝炎ウイルス
核酸検査
陽性なら血液中にC型肝炎
ウイルスが存在する。

C型肝炎ウイルス抗体検査
陽性なら現在または過去の
感染を示す。

C型肝炎ウイルス型
検査
ウイルスの型によって受ける
治療が異なる。

C型肝炎ウイルス抗体検査

肝機能［AST（GOT）・ALT（GPT）］検査

過去に感染
したことがあるC型慢性肝炎

感染なし

治療の時期と
方法を検討

定期的な検査
（3～4ヵ月に1回）
必要に応じて治療

陽性

陽性

異常

陰性

陰性

正常

C型肝炎ウイルス核酸検査

※ 抗体
細菌やウイルスに感染した際に、身体に
とって異物と認識する免疫反応により
作られる蛋白質。
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肝炎の進行の程度は、ど  のように調べますか？

　C型肝炎ウイルスの感染が確認された場合は、病気の進行
の程度をより詳しく知るため、血液検査に加えて、超音波
（エコー）・CT（コンピューター断層撮影）・MRI（磁気共鳴
断層撮影）といった画像検査が行われます。
　超音波検査は、おなかに探触子（プローブ）を当てて、肝臓
の様子を観察する検査です。痛みもなく、10分前後で終わる
簡単な検査です。
　CTはX線、MRIは磁気を出す

ドーム状の機械の中に、横た

わった状態で入ります。肝臓

を数ミリきざみで輪切りにし

た画像が得られます。どちらの

検査も痛みはなく、15～20分

程度で終わります。

　血液検査や画像検査で進行の程度はほぼ分かりますが、さらに

詳しく調べるときには、肝生検が行われます。直径2～3ミリの

針を直接肝臓に刺し、肝臓の組織を顕微鏡で観察します。局所

麻酔のため負担は少ないものの、通常は実施後1泊入院します。

6

6

血液検査に加えて、超音波検査、CT  検査、MRI検査などの
画像検査で進行の程度を調べます。

肝機能を調べる血液検査

（基準値は施設によって多少異なります）

［日本肝臓学会編. 慢性肝炎・肝硬変の診療ガイド2016より改変］

■ 肝炎を診断

■ 進行の程度を判断

腫瘍マーカー
（AFP、PIVKA-Ⅱなど）

検査項目

血小板 肝臓における線維化の進行とともに
数が減少。

血清アルブミン
コリンエステラーゼ
コレステロール

プロトロンビンテスト
ヘパプラスチンテスト

肝障害の進行とともに値が低下。

肝臓で作られる血液凝固因子。肝障害の
進行とともに低下（プロトロンビン時間延長、
ヘパプラスチンテスト低下）。

肝がんを合併しているか確認するために
測定。

AST（GOT）
基準値：

40 IU/L以下

ALT（GPT）
基準値：

30 IU/L以下

肝臓の細胞に含まれる酵素。
肝炎があると細胞の破壊により
血液中に流れ出て血液中の値が
高くなる。

肝
予
備
能
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肝機能検査値が基準値以内  なら、治療をしなくてもよいですか？

肝機能が正常であっても肝臓の線維  化※が進むこともあるため、
医師とよく相談しましょう。

　ウイルス核酸検査でC型肝炎ウイルス陽性であっても、肝機

能異常のない方［ALT（GPT）値が基準値以下の方］がいらっ

しゃいます。この場合、以前なら積極的な治療は行われませんで

したが、最近では、肝臓の線維化※や、肝炎の進行が認められる

ケースでは積極的に治療が行われています。

　C型慢性肝炎の場合、肝臓の線維化が進むと、肝硬変を経て

肝がんを発症する可能性が高まります。C型慢性肝炎でALT

値が基準値以下の方でも、定期的な検査を受けるとともに、

積極的な治療を開始するタイミングについて、肝臓の病気に

詳しい医師とよく相談することが大切です。

7

7

ALT値が正常（30 IU/L以下）の方における肝臓の状態

軽度の線維化が
みられる

65.1%

肝臓の
線維化が
進展

F1

中等度の線維化が
みられる

3.1%

約70%

F2

［Okanoue T et al.                   2005；43（4）：599-605.より改変］J Hepatol

※ 肝臓の線維化
肝臓の線維化の進み具合は、肝炎の重症度の目安となっています。線維化の進み具合は肝生
検によって判定されます。線維化のない状態、軽度、中等度、高度、肝硬変と5段階に分けて
います。なお、血液検査で分かる血小板数でも、肝臓の線維化の進み具合がある程度推測で
きます。

線維化なし

31.8%

F0



1817

どのような治療法があり  ますか？

C型肝炎ウイルスの増殖を抑制する   抗ウイルス療法と、
肝炎の悪化を防ぐ肝庇護療法の2種   類があります。

　C型肝炎ウイルスの増殖を抑制して、感染からの治癒を目指
す治療です。以前はインターフェロンと呼ばれるお薬が使わ
れていましたが、最近ではインターフェロンを使わない「イン
ターフェロンフリー治療」が主流となっています。

■ インターフェロンフリー治療
飲み薬のみでC型肝炎ウイルスの増殖
を抑制します。治療期間は3～6ヵ月間
で、毎日お薬を飲み続けます。

■ インターフェロン治療
体のウイルス防御機構を活性化させるインターフェロンを定期
的に注射します。なお、飲み薬と組み合わせることもあります。

8

8

　抗ウイルス療法が行えない場合に、肝炎の進展予防を目的
として行われますが、ウイルスの増殖を抑制する効果はありま
せん。肝機能の改善作用を持つお薬を毎日飲み続けるか、定期
的に注射します。

● 肝庇護療法● 抗ウイルス療法

C型慢性肝炎に対する抗ウイルス療法と肝庇護療法

かん ひ ご

肝臓の炎症を抑え肝硬変、肝
がんへの進展を予防します。

肝がん

肝硬変

C型肝炎ウイルスの増殖を抑制
することでC型慢性肝炎を治
療します。

抗ウイルス療法

抗ウイルス療法の組み合わせ（例）

肝庇護療法
インターフェロン
フリー治療

インターフェロン
治療

・抗ウイルス薬1～2種類（飲み薬）

・インターフェロン（注射薬）＋抗ウイルス薬1～2種類（飲み薬）
・インターフェロン（注射薬）のみ
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肝臓専門医でないと治療   を受けられないのでしょうか？

インターフェロンフリー治療に代表   される最新の治療は、
肝臓専門医の知識や経験が必要とさ  れるため、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

　C型肝炎ウイルスに感染していると分かったら、肝臓専門医

に治療計画を立ててもらうことが大切です。かかりつけ医と

肝臓専門医の2人を主治医とすることもできます。

　かかりつけ医は自宅や職場の近くにあって通いやすく、気心

が知れている安心感もあります。一方、肝臓専門医は、詳しい

検査をするための機器をそろえていて、治療に関する最新情報

にも精通しています。

　そこで、かかりつけ医には定期的な血液検査などをして

もらい、肝臓専門医には1～3ヵ月に1回、治療効果や副作用

などを確認してもらうことも可能です。

　C型慢性肝炎の治療では、かかりつけ医と肝臓専門医が連携

した「病診連携」が積極的に行われています。

9

9

患者さん、かかりつけ医、肝臓専門医による三者一体の治療

患者さん

●治療経過や
　検査データなど
　の情報交換

●C型肝炎ウイルス抗体検査／
　C型肝炎ウイルス核酸検査
●血液検査

●画像検査
●肝線維化進行度の検査
●治療方針の決定

●専門的な治療が
　必要な場合
●定期的な受診
　（1～3ヵ月）

●経過の観察
●普段の診療

かかり
つけ医

肝臓
専門医
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医療費の助成について教  えてください。

医療費助成により、インターフェロン
フリー治療にかかる自己負担額は
月額1万円または2万円となります。

　2014年9月から、C型慢性肝炎・C型代償性肝硬変に対する

インターフェロンフリー治療に対して、医療費の公的な助成

制度を使えるようになりました。なお、インターフェロン治療も

助成の対象です。

　過去に医療費助成を受けてインターフェロン治療やインター

フェロンフリー治療を行った方でも、一定の条件を満たせば、

再び助成の対象となります。

　インターフェロンフリー治療にかかる薬剤費、診察費、入院費などの
自己負担の上限は月額1万円または2万円であり、残りの費用は国と
自治体（都道府県）が負担します。自己負担額の違いは収入の違いに
よるもので、世帯の市町村民税課税年額によって分けられています。
　医療費助成制度の詳しいことは、かかりつけ医や肝臓専門医、ある
いは都道府県の窓口、最寄りの保健所などにお問い合わせください。
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助成額

医療費助成手続きのあらまし

※原則として世帯全員の合算、ただし税制上・医療保険上の扶養関係にないと認められる方に
ついては、当該世帯の市町村民税額の合算対象から除外できます。

世帯の
市町村民税課税年額※

自己負担の
上限額（月額）

235,000円未満 10,000円

235,000円以上 20,000円

●医療費助成制度について詳しいことはかかりつけ医、肝臓専門医および都道府県の
　窓口、最寄りの保健所などにお問い合わせください。

患者

都
道
府
県

保
健
所

医療機関
（保険取扱医療機関）

①申請（書類提出）

②
審
査

③受給者証の交付

④受療
（自己負担額の支払）
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日常生活でどのようなこと に気をつければよいでしょうか？

日常生活に特別な制限はありません  ので、
できるだけ普通の生活を送るように  心がけましょう。

　C型慢性肝炎の患者さんに日常生活の特別な制限はありま

せん。治療中の方も含めて、できるだけ普通の生活を送りま

しょう。

　適度な運動をしながら、栄養バランスのよい食生活を心

がけるとよいとされています。偏食、暴飲暴食、アルコールは

好ましくありません。健康食品の中には治療の妨げとなる物

があるので、事前にかかりつけ医や肝臓専門医、薬剤師にご

相談ください。

　C型肝炎ウイルスは主に血液を介して感染しますが、感染力は

弱く、日常生活で感染することはほとんどありません。身体に触れ

たり、食器を共用したり、一緒に入浴したりしても大丈夫です。

ただし出血しているおそれがあるため、食事の口移しや、歯ブラシ・

カミソリの共用は避けてください。またケガなどで出血した際

には、血液の付いた物を紙や布などでしっかりと包んで捨てて

ください。患者さんの血液が皮膚に付いた場合は、流水で洗い

流せば問題ありません。
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