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図3−10 医療機関からの感染情報（輸血
用血液製剤の使用）に基づく遡
及調査（HBV・HCV・HIV）

（広島大学大学院・吉澤浩司による）
（出典）
厚生労働省「B型及びC型肝炎の疫学及び検診を含む肝炎対策に関する研究班」平成16-18年度報告書

図3−11 HBV急性感染の経過図
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2日
HCV抗体が出現するまでの期間（チンパンジー実験による実測値）3.3カ月
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（出典）「HIV検査・相談マップ：HIVま
め知識」
（厚生労働省科学研究
費エイズ対策研究事業ホーム
ページ）
より

