
岐阜県の
肝炎・肝がん対策について
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本日の内容

１ 岐阜県の肝炎対策事業と現状

２ 肝炎ウイルス検査の様式改正と調査結果

３ 陽性者フォローアップ（受診状況調査）の結果

４ 肝炎対策に関する広報活動



１．岐阜県の肝炎対策事業

２「受診」

初回精密検査

１「受検」

肝炎ウイルス検査の
啓発と検査費用助成

・県保健所
・委託医療機関

○岐阜県

○市町村

・岐阜市保健所
・保健センター
・委託医療機関

＜実施体制＞

精密検査と治療後の
定期検査費用助成

専門医療機関(14か所)
での検査費用を助成

３「受療」

肝炎治療

県内外の医療機関での
治療費を助成

医療費を助成

肝がん・重度
肝硬変治療

指定医療機関での治療費
を助成

定期検査

県内医療機関での検査
費用を助成

陽性者フォローアップ

・受診状況確認
・セミナー案内

０「予防」

・コーディネーター養成

・普及啓発活動
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１．岐阜県における肝炎治療の拠点

肝疾患診療拠点病院

岐阜大学医学部附属病院

●高山赤十字病院
●下呂温泉病院

飛騨医療圏

● 中濃厚生病院
● 木沢記念病院

中濃医療圏

● 県立多治見病院

● 東濃厚生病院

東濃医療圏
● 大垣市民病院

西濃医療圏

●岐阜市民病院

●岐阜県総合医療センター ●羽島市民病院

●松波総合病院 ●朝日大学病院

●東海中央病院 ●岐阜清流病院

岐阜医療圏
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１．岐阜県の現状①
（健康増進事業（B型肝炎ウイルス検診））

※地域保健・健康増進事業報告から算出
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１．岐阜県の現状②
（特定感染症検査等事業（B型肝炎ウイルス検査））
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１．岐阜県の現状③
（初回精密・定期検査費用助成）

定期検査助成との件数差
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１．岐阜県の現状④
（肝炎治療特別促進事業（新規））
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１．岐阜県の現状⑤
（肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業（新規））

※10月審査分まで
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２．肝炎ウイルス検査事業の様式改正と調査結果①
（県委託医療機関での検査分）

・肝炎ウイルス委託検査に係る申込書様式の改正（令和２年７月）

【問診項目】

③ 岐阜県の無料肝炎ウイルス検査のことをどこで知りましたか？（複数回答可）

□友人・知人 □医療機関 □薬局 □保健所 □テレビ □ラジオ・新聞 □講演会

□県・県医師会作成のチラシやポスター（ご覧いただいた場所や配布があった場所を教えてください。）
（□医療機関 □薬局 □保健所 □市町村役場 □コンビニ □その他（ ））

□岐阜県ホームページ □岐阜県以外のホームページ（ ）

④ 検査結果が陽性の場合には、フォローアップに同意しますか？（同意いただいた場合は、医療機関への受診状況を確認

させていただく他、肝疾患に関する相談会の案内や県が認める初回精密検査や定期検査の費用助成を受けることができます。）

□岐阜県及び住所地の市町村が行うフォローアップ事業について同意する。
□岐阜県が行うフォローアップには同意するが、住所地の市町村が行うフォローアップには同意しない。

（※同意がなくても検査は受検できます。また、検査結果確認後にフォローアップ事業に参加することもできます。）

(様式一部抜粋）

改 正 内 容 目 的

フォローアップ事業への同意欄を追加 同意取得率の向上、確実なフォロー

アンケート（どこで肝炎検査を知ったか）を追加 効果的な広報方法の検討

紹介先医療機関名の記載欄を追加 精密検査の実施率向上
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２．肝炎ウイルス検査事業の様式改正と調査結果②
（県委託医療機関での検査分）

○フォローアップ事業への事前同意とアンケート調査結果の解析

調査件数：１２１件（上記期間中に新様式で申請のあった件数）

調査期間：令和２年７月～令和３年８月末まで

（１）フォローアップ事業への同意件数：１１０件（取得率：９０．９％）
（２）アンケート調査結果（複数回答あり）

項 目 回答数

友人・知人で聞いた ９

医療機関で聞いた ８８

保健所で聞いた ５

テレビで見た ２

チラシ・ポスターを見た １９

医療機関、薬局で見た １４

保健所、市町村（保健センター）で見た ５

県ホームページ、その他ホームページで見た ６

回答なし ２
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３．岐阜県肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業
（令和２年度受診状況調査結果①）

＜令和２年度肝炎ウイルス陽性者の医療機関の受診状況等調査結果＞

調査対象者数：323人（市町村 254人、県 69人）
回答者数：206人（回答率：63.7％）

○直近１年間での肝臓の病気に関して医療機関に受診しましたか。

項 目 回 答

受診した １７４人

未受診（未回答含む） ３２人※

※未受診の理由

回答（内容を要約し分類） 回答

・無症状、肝機能に異常がない、経過観察のみだから １０人

・治療済み、完治したから ４人

・他疾患で血液検査等を行っているから ２人

・新型コロナのため、医療機関が遠方だから ２人

・知ったばかりだから、他疾患で入院していたから ３人

・未回答 １１人
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３．岐阜県肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業
（令和２年度受診状況調査結果②）

○(受診をしたと答えた場合）現在の治療状況と今後の予定について

項 目 回 答

現在治療を受けている、又は治療予定はある ２５人

現在治療を受けていない（経過観察） １２３人

治療済み １８人

未回答 ８人

○(受診をしたと答えた場合）現在の病状について（B・C型併発はそれぞれに計上）

項 目 回 答 再掲

無症候性キャリア ７１人 ７１人

慢性肝炎 ６４人
８６人

肝がん・肝硬変 ２２人

治療済み ６人 ６人

未回答・不明 １２人 １２人
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３．岐阜県肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業
（令和２年度受診状況調査結果③）

○定期検査に係る費用助成を利用したことがありますか。

項 目 回 答

利用したことがある １０５人

利用したことがない ７７人※

未回答 ２４人

項 目 回答

制度について知らなかったから ２２人

申請方法がよくわからない ９人

日々の生活が忙しいため ４人

必要書類を集めることが面倒なため ６人

制度の対象者に該当しないため（無症候性キャリア等） ３４人

その他（戻ってくる金額が少ない等） ４人

※利用していない理由（複数回答あり）
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３．岐阜県肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業
（令和２年度受診状況調査結果④）

○自由記述（抜粋）

分 類 内 容（要 約）

助成金額

あまりメリットがない為、検査費用助成を現在は利用していない

提出書類や診断書等の金額、保健所等への交通費を入れると助成金額
（返還金額）が少ない。

助成対象

無症候性キャリアの定期検査は、全て費用は自費なので、少しでも補
助がでる制度にして欲しい。

慢性肝炎でMRI撮影をしたが、対象外で助成対象にいれてもらえませ
んでした。入れてもらえると幸いです。

手続方法
助成申請の住民票他証明書類は、官庁同士で省けると思われ、助成制
度のあり方検討して欲しい。

その他

新型コロナの感染拡大が起こりつつある中での受診だったので、行っ
ていません。症状が悪化してないか心配です。受診しなくてはと思う
のですが病院へ行くのを躊躇してしまいます。

肝炎患者の集い等あったら教えてほしい。治療完了した方が、どのよ
うな生活をしているのか知りたい。一人暮らしで体調の変化等心配。
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４．肝炎対策に関する広報活動

内 容

１
チラシ配布（医師会、保健所、
各市町村、薬局、コンビニ等）

4
一般県民向けセミナー（委託）
医師、医療従事者向け講習会（委託）

２
ラジオ（岐阜放送、エフエム岐阜）
テレビ放送（岐阜放送）

5 県施設内展示・電子モニター放映

３ 地デジ・データ放送 6 イベント（ぎふ市民健康まつり）

電子モニター放映↑

年度 配付先 店舗数 配布部数

H28
コンビニ 760 7,600

調剤薬局 1,012 10,120

H30 コンビニ 777 8,100

H31
コンビニ 547 5,470

調剤薬局 1,033 10,330

＜コンビニ、薬局への配布実績＞
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県・県医師会作成リーフレット

↑A4三つ折りリーフレット
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定期検査費用助成（表面）・フォローアップ事業（裏面）リーフレット
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まとめ

＜岐阜県における肝炎対策の現状と課題＞

・肝炎ウイルス検査の受検者は全国平均と比して少ない

※現在の受検者が、過去の積み重ねの結果かアプローチ不足か解析が必要

⇒アンケート結果では、多くの受検者が、検査事業の探知を医療機関でしている
ことから、協力医療機関の拡充とコーディネーターの養成が必要

・フォローアップの同意取得率の向上
検査申込書に同意欄を作成したことで、切れ目ないフォローが可能に

⇒同様の取り組みを市町村の健康増進事業にも拡大できないか？

・肝炎治療助成件数に比して定期検査費用助成件数が少ない
調査結果では、制度や申請方法を知らないといった回答が多く、償還額や手続

き方法等への要望が多かった｡
⇒治療後の定期検査について、治療助成時に制度周知するなどアプローチ、併せて
手続きの簡素化等の検討が必要。

医療機関、市町村、各種団体と現状と課題の共有が必要
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ご清聴ありがとうございました


