
救済対象者数の推計の考え方
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（１）現在の患者等

（２）後年度の発症者等

①１次感染者
②２次感染者
③死亡者

救済対象者

（１）現在の患者等
①１次感染者
全体の患者・無症候性キャリアの数を推計
→ 国が責任を認めることとしている期間（昭和23年～63年）に６歳以下であった者に限定
→ 母子感染者を除外

※母子感染の割合（仮定）
昭和17～40年代後半まで ：３割と仮定
昭和40年代後半～昭和50年代後半：徐々に上昇して８割に達すると仮定
昭和61～63年 ：母子感染はないと仮定

→ 証拠（母子健康手帳、接種痕、母親又は兄・姉の血液検査結果）により、予防接種による感染と推認される者の数を推計。
②２次感染者
１次感染者のうち、母子感染防止事業開始以前に出産した可能性のある者を推計。
→ その者の４分の１が出産時に母子感染を起こすと仮定。
→ 当該者が生んだ子どもの数（コーホート別累積出生率）を乗じて、その子どもに85～90％の確率で母子感染が起きると して推計。

③死亡者
過去20年間（平成元年～20年）に、肝がん・肝硬変で死亡した者を①の手法で推計し、さらに証拠としてカルテを提出できる者を推計。

（２）後年度の発症者等
無症候性キャリアからの発症率、慢性肝炎・肝硬変（軽症）からの進行率を踏まえ、現在の医学的知見から一定のモデルを作成して推計。

※留意点
○他原因について
カルテ等によって輸血、手術、父子感染、成人期の性交渉等の予防接種以外の感染原因が判明した場合については、救済対象とはならな

い旨を国側は主張しているが、このような場合がどの程度出てくるかについて、現時点で予測することは困難であることから、考慮していない。
○申請率について
政府として、原告以外の方にも同様の対応ができるよう、最大限どの程度の方が救済対象となりうるかとの観点から、申請率を
100%として試算。
なお、救済を制度化すれば、制度周知によって自覚が高まり、申請のインセンティブが働くことから、申請率は高くなるものと考えられる。
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手順① 現在の患者、無症候性キャリアの全体の数を推計する。

○患者（肝がん・肝硬変・慢性肝炎）
平成20年患者調査による肝がん・肝硬変・慢性肝炎の患者の数のうち、一定の割合の者がＢ型肝炎
ウイルス由来であると仮定。
※ Ｂ型肝炎ウイルス由来の患者を直接把握できる調査は存在しないため、このような仮定を置く
必要がある。

＜１＞ １次感染者の推計

○無症候性キャリア
日本赤十字血液センターにおける初回献血者データ等によるＢ型肝炎ウイルス感染者の割合（ＨＢｓ
抗原陽性率）を人口（平成17年国勢調査による）に乗じて推計。
※ 症状がなく、入院又は通院していない持続感染者を無症候性キャリアと仮定。

これらの者は患者調査からは推計できないため、このような推計をする必要がある。

※ 患者調査（３年に一度、厚生労働省が実施）により、全国の医療機関に入院又は通院している者の数を推計した指標（「総患者数」）を
用いて推計。（入院も通院もしてない者は、推計対象外。）

※ 項目ごとの推計方法
・慢性肝炎については、
「Ｂ型ウイルス肝炎」のうち慢性肝炎の全数及び
「慢性肝炎（アルコール性のものを除く）」のうち、13%がＢ型と仮定（肝硬変における13%（「内科学Ⅲ 第八版」（朝倉書店））と同じ
割合と仮定したもの）

・肝硬変については、「肝硬変（アルコール性のものを除く）」のうち、13%がＢ型と仮定（「内科学Ⅲ 第八版」（朝倉書店））
そのうち、１割が重症、９割が軽症と仮定（「肝硬変の成因別実態」（中外医学社））
・肝がんについては、「肝及び肝内胆管の悪性新生物」のうち、17%がＢ型と仮定（「慢性肝炎の治療ガイド2008」（日本肝臓学会編））

※ 日本赤十字血液センターにおける初回献血者データ：1995年から2000年までの初回献血者の血液を検査した
結果、HBｓ抗原が検出された者の割合

肝がん・肝硬変（重症） 約1.2万人
肝硬変（軽症） 約0.7万人
慢性肝炎 約5.3万人
無症候性キャリア 約100～130万人
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手順② 対象世代を限定する。

○手順①で推計した総数のうち、国の責任を認めることとしている期間に６歳以下であった者（昭和17
～63年生まれの者）に限定する。

手順③ 母子感染を除く。

○母子感染によって感染した者は、予防接種によって感染した者ではないため、これを除外する。

○ただし、母子感染であっても、当該母親が予防接種によって感染した者である場合には、救済対象に
含まれるため、別途「２次感染者」として推計（後記「＜２＞２次感染者の推計」 参照）

※ 母子感染の割合
・昭和17～47年 ３割と仮定 （別添１の医学論文における報告による）
・昭和48～60年 徐々に上昇して８割に達すると仮定 （同上）

（昭和48・49年：４割 昭和50・51年：５割 昭和52・53年：６割 昭和54・55年：７割 昭和56～60年：８割）

・昭和61～63年 母子感染はないと仮定 （母子感染防止事業の成果を考慮）

肝がん・肝硬変（重症） 約0.4万人
肝硬変（軽症） 約0.3万人
慢性肝炎 約3.9万人
無症候性キャリア 約65～72万人

肝がん・肝硬変（重症） 約0.3万人
肝硬変（軽症） 約0.2万人
慢性肝炎 約2.7万人
無症候性キャリア 約43～48万人
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※ 患者数については、５歳階層別に集計されているため、対象世代を含む年齢階層（昭和14～18年生まれの階層か
ら昭和59～63年生まれの階層）とした。



手順④ 予防接種による感染と推認される者の数を推計。

○厚生労働省において実施したアンケート調査の結果を踏まえ、予防接種による感染と推認される者の
数を推計する。

※ 国側の提案
→ 厚生労働省において実施したアンケート調査における、母子健康手帳の所持者、接種痕の残っている者、母親
又は兄・姉が存命である者の割合を用いて推計（別添３）。

原告側の主張に基づき推計した数
→ 厚生労働省において実施したアンケート調査における、母親又は兄・姉が存命である者の割合を用いて推計
（別添３）。

※ 厚生労働省において実施した調査について
○厚生労働省において、民間業者に委託して実施（母子健康手帳の所持者、母親又は兄・姉が存命である者について
は平成22年1月、接種痕の残っている者については平成22年8月に実施） 。

○20～70歳の年齢層の一般の方（約1万人）を対象に、インターネットにより調査（調査結果は別添２）。

（国側の提案） （原告側の主張に基づき推計した数）
肝がん・肝硬変（重症） 約0.2万人 約0.2万人
肝硬変（軽症） 約0.2万人 約0.2万人
慢性肝炎 約2.1万人 約2.3万人
無症候性キャリア 約35～39万人 約38～42万人
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（考え方）
○ 母子感染であれば、予防接種による感染ではない。
○ しかし、予防接種によってＢ型肝炎に感染した女性が出産するとき、新生児に対して、母子感染が起こる可能性が
ある。この場合、新生児の感染についても予防接種との因果関係を認め、救済対象となる。

○ 昭和61年以降は、母子感染防止策が採られ、母子感染はほとんどないと考えられるが、昭和60年以前は、母子
感染が一定程度あったものと考えられる。

○ 具体的には、昭和32年（昭和17年生まれの女性が15歳となり、出産年齢に達している）～60年の間に、２次感染
が発生している可能性がある。

＜２＞ ２次感染者の推計

（推計手法）
① 昭和17～45年生まれの女性（昭和60年当時15～43歳）のうち、予防接種によって感染した可能性があり、予防接種
による感染と推認される者を前記「＜１＞１次感染者の推計」と同様の方法により推計。

② ①の女性のうち１／４が母子感染を起こしたと仮定。（Ｂ型肝炎に感染している妊婦の１／４程度が、ウイルスの
活動性が高かったとする報告（※）があるため）

③ ②の女性の数に、当該世代の女性が産んだ子の数（コーホート別累積出生率）を乗じ、さらに、85～90％（ウイルス
の活動性の高い母親から母子感染（持続感染）が成立するとされている割合）を乗じて、２次感染した新生児の数を
推計。

※ 厚生省児童家庭局母子衛生課監修「Ｂ型肝炎母子感染防止対策事業＝実施の手引き＝」1986年

（国側の提案） （原告側の主張に基づき推計した数）
肝がん・肝硬変（重症） 約0.03万人 約0.03万人
肝硬変（軽症） 約0.03万人 約0.03万人
慢性肝炎 約0.3万人 約0.3万人
無症候性キャリア 約4.3～4.9万人 約4.7～5.4万人
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（考え方）
○ 一時金の支給を受けた後に病状が進行した場合や、無症候性キャリアから慢性肝炎等を発症した場合には、病
状進行（発症）後の病態に応じた額と、既に支給を受けた額との差額を追加的に支払うこととなる。

＜４＞ 後年度の対象者数

（推計手法）
学会等で認められている発症率を前提に、一定の医学モデルを使って推計。
※発症・進行率についてはＰ７、症状進行・発症者の推計数についてはＰ８のとおり。

（国側の提案） （原告側の主張に基づき推計した数）
肝硬変（軽症）→肝がん・肝硬変（重症） 約1.1万人 約1.2万人
慢性肝炎→肝がん 約0.4万人 約0.4万人

肝硬変（軽症） 約1.2万人 約1.3万人
無症候性キャリア→慢性肝炎 約0.4～0.5万人 約0.4～0.5万人

→肝がん 約3.2～3.5万人 約3.4～3.7万人
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（考え方）
○ 過去20年間に肝硬変・肝がんによって死亡した者は、損害賠償を請求する権利がある。

※ 20年以上経過すると、除斥期間の適用により、請求権が消滅する。
※ 慢性肝炎によって死亡する例は考えられないため、推計上考慮していない。

（推計手法）
① 平成元年～20年の間に肝がん・肝硬変によって死亡した者（人口動態調査により把握）のうち、Ｂ型肝炎ウイルス由
来であり、母子感染ではなく、予防接種による感染と推認される者を、前記「＜１＞１次感染者の推計」と同様の手法
により推計。

② ①の者のうち、Ｂ型肝炎ウイルス由来の肝がん・肝硬変により死亡したことを確認するための証拠として、生前のカ
ルテを提出できる者を推計。

※ カルテの保存率
過去５年間は100％、６年目以降保存率が低下し、20年前は10％と仮定。

（国側の提案） （原告側の主張に基づき推計した数）
死亡者 約0.45万人 約0.8万人

＜３＞ 死亡者の推計



肝硬変
（軽症）

肝がん

年率5～10%

無症候性
キャリア

（HBe抗原陽性）

※20才から35才まで

の間に慢性肝炎また
はHBe抗体陽性無症
候性キャリアに移行

100%

無症候性キャリア
（HBe抗体陽性）

他原因による死亡

他原因による死亡

慢性肝炎
（35歳以降、肝が

ん・肝硬変に進行
する可能性がある

と仮定）

肝硬変
（重症）

年率7～8%

年率2%

＊ 進行率については、「慢性肝炎の治療ガイド2008」等をもとに設定。
幅があるものについては、単純平均をとって試算した。

年率2～3%

85～90%

年率0.1～0.4%

セロコンバー
ジョン（※１）に
伴う炎症症状
（満6 月未満）

10～15%

後年度の対象者数の推計の考え方（発症・進行率）

年率0.5～0.8%

（※１） Ｂ型肝炎ウィルスの増殖力を反映するＨＢｅ抗原が陰性（－）となり、ＨＢｅ抗体（ＨＢｅ抗原に対する抗体）が陽性（＋）になること。一般に、肝炎の沈
静化を伴う。

（※２） 他原因による死亡については、 一般の死亡率と同様と仮定。年齢にもよるが、年率0.07～37.2％程度。

（※２）

（※２） （※２）
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国側の提案 ：約1.2万人
原告側の主張：約1.3万人

肝硬変
（軽症）

肝がん

無症候性
キャリア

（HBe抗原陽性）

※20才から35才まで

の間に慢性肝炎また
はHBe抗体陽性無症
候性キャリアに移行

無症候性キャリア
（HBe抗体陽性）

他原因による死亡

他原因による死亡

慢性肝炎
（35歳以降、肝が

ん・肝硬変に進行
する可能性がある

と仮定）

肝硬変
（重症）

＊ 進行率については、「慢性肝炎の治療ガイド2008」等をもとに設定。
幅があるものについては、単純平均をとって試算した。

国側の提案 ：約3.2～3.5万人
原告側の主張：約3.4～3.7万人

セロコンバー
ジョン（※１）に
伴う炎症症状
（満6 月未満）

国側の提案 ：約0.4～0.5万人
原告側の主張：約0.4～0.5万人

後年度の対象者数の推計の考え方（人数）

国側の提案 ：約0.4万人
原告側の主張：約0.4万人

（※１） Ｂ型肝炎ウィルスの増殖力を反映するＨＢｅ抗原が陰性（－）となり、ＨＢｅ抗体（ＨＢｅ抗原に対する抗体）が陽性（＋）になること。一般に、肝炎の沈
静化を伴う。

（※２） 他原因による死亡については、 一般の死亡率と同様と仮定。年齢にもよるが、年率0.07～37.2％程度。

（※２）

（※２）

（※２）

国側の提案 ：約39.6～44.4万人
原告側の主張：約42.4～47.6万人

国側の提案 ：約2.4万人
原告側の主張：約2.6万人

国側の提案 ：約0.23万人
原告側の主張：約0.23万人

【肝がん・肝硬変（重症）の患者数】
国側の提案 ：約0.23万人
原告側の主張：約0.23万人

【合計】
国側の提案 ：約1.1万人
原告側の主張：約1.2万人

現在の感染者数の推計値

将来発生する患者数の推計値
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（別添１）母子感染の割合についての過去の報告
※ Ｂ型肝炎ウイルスの検査法が確立されたのは昭和４５年のため、それ以前に感染経路を

研究した文献は存在しないと考えられる。
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→ 昭和４０年代後半～昭和５０年代半ばにかけて、衛生状態の改善等によって、母子感染の
相対的割合が増加（３割→８割）したものと仮定。

＜仮定した母子感染者の割合＞
昭和47年以前 ３割 → 昭和48・49年 ４割 → 昭和56～60年 ８割 → 昭和61年～ なし

昭和50・51年 ５割
昭和52・53年 ６割
昭和54・55年 ７割
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年齢階層
（平成２２年

時点）

①
母子健康手帳所持率

（※１）

②
接種痕の残っている者

（※２）

③
母親又は兄・姉の存命率

（※３）

２０～２４ 約93.0% 約46.9% 約98.1%

２５～２９ 約90.2% 約43.0% 約98.1%

３０～３４ 約87.2% 約39.9% 約98.1%

３５～３９ 約83.7% 約55.2% 約96.6%

４０～４４ 約80.6% 約78.3% 約94.4%

４５～４９ 約77.4% 約80.3% 約92.2%

５０～５４ 約67.8% 約85.0% 約88.7%

５５～５９ 約59.2% 約85.0% 約85.1%

６０～６４ 約51.7% 約82.6% 約78.5%

６５～６９ 約47.3% 約78.2% 約69.1%

（別添２）厚生労働省において実施したアンケート調査による母子健康手帳の保管状況、
母親又は兄・姉の存命状況、接種痕についての調査結果
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※１ 「あり」（自分や母親等が保管（と思う））と回答した者に加え、「わからない」と回答した者の半数は所持と仮定
※２ 接種痕が有ると回答した者は、接種痕の確認ができると仮定
※３ 母親又は兄・姉のいずれかが存命している者は、存命している者の血液検査結果を提出できると仮定



年齢階層
（平成２２年

時点）

国側の提案 原告側の主張に基づき推計した数
（※３）

生存者（※１） 死亡者（※２）

２０～２４ 約94.5% 約91.2% 約98.1%

２５～２９ 約92.7% 約88.5% 約98.1%

３０～３４ 約90.5% 約85.5% 約98.1%

３５～３９ 約89.6% 約80.8% 約96.6%

４０～４４ 約90.4% 約76.1% 約94.4%

４５～４９ 約88.1% 約71.3% 約92.2%

５０～５４ 約84.4% 約60.1% 約88.7%

５５～５９ 約79.9% 約50.4% 約85.1%

６０～６４ 約71.9% 約40.5% 約78.5%

６５～６９ 約61.1% 約32.7% 約69.1%

（別添３）厚生労働省において実施したアンケート調査結果により
予防接種による感染と推認される者の割合

※１ 母子健康手帳所持者の割合（別添２の①）と、母子健康手帳を所持していないが、接種痕の残っている者の
割合（（１００－別添２の①）×別添２の②）の和に、母親又は兄・姉の存命している者の割合（別添２の③）を
掛け合わせて算出

※２ 母子健康手帳所持者の割合（別添２の①）に、母親又は兄・姉の存命している者の割合（別添２の③）を掛け
合わせて算出（死亡者については、接種痕の残っている者の割合を考慮しない。）

※３ 母親又は兄・姉の存命している者の割合（別添２の③） 12



和解金の総額の推計

以上の推計を踏まえて和解金の総額を試算すると、以下のとおりとなる。

①現在の患者等

補償額（万円） （国側の提案） （原告側の主張に基づき推計した数）

（国側の提案） （原告側の主張） 対象人数(万人） 合計(億円) 対象人数(万人） 合計(億円)

死亡 2,500 4,000 0.45 1,125 0.80 3,200

肝がん・肝硬変（重症） 2,500 4,000 0.23 575 0.23 920

肝硬変（軽症） 1,000 4,000 0.23 230 0.23 920

慢性肝炎 500 2,000 2.4 1,200 2.6 5,200

無症候性キャリア 0 1,200 39.6 ～ 44.4 0 42.4 ～ 47.6 50,880 ～ 57,120

合計 3,130 合計 61,120 ～ 67,360

②後年度の発症者等

追加給付の額（万円） 対象人数(万人） 合計(億円) 対象人数(万人） 合計(億円)

肝硬変（軽症）→肝がん・肝硬変（重症） 1,500 0 1.1 1,650 1.2 0

慢性肝炎→肝がん 2,000 2,000 0.4 800 0.4 800

慢性肝炎→肝硬変（軽症） 500 2,000 1.2 600 1.3 2,600

無症候性キャリア→肝炎 500 800 0.4 ～ 0.5 200 ～ 250 0.4 ～ 0.5 320 ～ 400

無症候性キャリア→肝がん 2,500 2,800 3.2 ～ 3.5 8,000 ～ 8,750 3.4 ～ 3.7 9,520 ～ 10,360

合計 11,250 ～ 12,050 合計 13,240 ～ 14,160

総額 14,380 ～ 15,180 総額 74,360 ～ 81,520

【国側の提案】 最大約１．５兆円
（このほか無症候性キャリアに対する政策対応として約０．５兆円）

【原告側の主張】 最大約８．２兆円 13


