
国立研究開発法人国立国際医療研究センター 肝炎・免疫研究センター 肝炎情報センター主催
令和3年度都道府県肝疾患診療連携拠点病院 (第2回)医師・責任者向け研修会

肝炎情報センター 肝疾患研修室医長 是永匡紹

令和3年度肝炎対策地域ブロック戦略合同会議の纏め
①開催概要とお願い
②アンケート結果



R4年度ブロック会議日程（予定）と世話人

➢ 近畿：9月29日 木曜日（京都） 京都府立医大 伊藤先生

➢ 中国四国：10月3日 月曜日（広島） 広島大 河岡先生

➢ 関東甲信越：10月7日 金曜日（つくば）茨城医療C 池上先生

➢ 九州：10月14日 金曜日（長崎）長崎医療C 八橋先生

➢ 東海・北陸：10月17日 月曜日（富山）富山県中 酒井先生

➢ 北海道・東海：10月20日 木曜日（旭川）旭川医大 澤田先生

来年度もハイブリッド開催予定も出来るだけ現地、難しいならLiveを！
scheduleの確保をお願いします



肝炎対策地域ブロック戦略合同会議とは？
（通称 ブロック会議）

〇平成28年度から新たに開始された会議（6回目）⇒それまでは肝炎室と自治体で
〇参加者：拠点病院、都道府県・保健所設置市行政担当者、肝炎対策推進室、
〇全国を①北海道・東北、②関東甲信越、③東海北陸、④近畿、⑤中国四国、⑥九
州の６ブロックに分けて、肝炎対策に係る各地域での課題解決に資する情報提供、
連携協力体制構築などに資する会議を開催するもの

◆ 「顔の見える会議」である利点を活かし、拠点病院、
都道府県・保健所設置市担当者、厚労省等の関係者に有
用な情報を共有し、各地域における課題解決・連携強化
へ貢献する会議運営に努めていく

◆ 総合討論の充実を図っていく

自治体との連携会議・双方向性の維持が重要

研修会と異なりクローズの会・配布資料web公開無
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ブロック会議の基本構成（4時間⇒3時間）

１．厚生労働省肝炎対策推進室(80分→R1～70分)

２．肝炎情報センター（70分→R１～60分)
・ 政策研究班（H30～指標班)    ・ 拠点病院現状調査結果報告
・ 肝炎の疫学 ・ 事務局より(R1～今後の予定や相談支援システム、職域検診)

3.  活動事例報告（約30～40分)
・拠点病院（２施設 H30～1施設）

→R1～拠点病院・地方公共団体（１施設ずつ 計35分）
好事例よりも地域特徴に併せた活動報告・地方公共団体へ発言機会拡大
各地方公共団体からの発表中、2施設を医師・責任者向け研修会で発表し共有

４．総合討論（約30～40分)：→H30：都道府県から数分で活動内容報告
R1：活動内容を事前に記載⇒政令市・中核市から

も活動内容報告（当日指名）
＋終了後のアンケート



R2年ブロック会議アンケート結果（時間期間/配信方法）

103

146

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地方公共団体(n=180)

拠点病院(n=221)

配信時間
短すぎる やや短い ちょうど良い やや長い 長過ぎる その他

＊従来は３時間

参考にならない理由
保健所設置市：会議の進行が速かったので、もう少しゆっくり進めてほしい
それぞれの内容や取り組み例をもっと時間をかけて聞きたい



肝炎対策地域ブロック戦略合同会議
（アンケート自由記載から抜粋・・会議主旨を理解ください）

厚労省からの説明は現地からでなくても良いと思います。厚労省からの説明の内容が膨大で短
時間で理解できない。変更のほとんどない項目については「資料を読んでください」でもいい
(自治体向けであることを。肝炎室が自治体が対面で会う唯一の会）

最近はYouTubeでもたくさん医療系の動画があって気になる話題はみています。関係者だけで
なくどんどん一般公開を推進したらよいと思います。(クローズの会）

参加確認のためのパスワードを各セクションに散りばめるのはやめてほしい。医療の専門的な
話にはなかなかついていけないため、せっかくのオンデマンドなので選択的に活用したい。
(ブロック会議は病院事務担当者必須でありません）

肝炎コーディネーターの活動の把握が不十分で、他の地区での状況を知りたい。コーディネー
ター成功例などの報告もあると、今後のコーディネーター研修役立(情報C 拠点病院HP/FB、
相談支援システム質問箱、協議会好事例等で共有可能）

活動があまりできていない、ブロック会議でも発言もないような病院はおそらく体制が整わな
い。そのような病院が、どうやれば頑張れるか、議論(協議会で検討・指名しないと質問は無)

対面のみの開催だと上席のみが出席して会議の詳細について現場スタッフが知ることができな
いためです。liveの参加は難しいのでオンデマンド配信も継続していただきたい(DVD等で
会議後も視聴可能です）



昨年度と今年度配信について
➢ 事前にmailを登録し個別IDを配布→個人情報・動画流出の制御
➢ 配信後2週間視聴可能 →自分の都合に合わせて何回でも視聴可能

➢ R2年度参加者増加（R1年度参加数)
→地方公共団体 110自治体 206名 （88自治体126名）
→拠点病院 71施設 228名 （67施設 143名）

*15%はアンケート返信せず

➢ ハイブリッド＋オンデマンド開催（出来るだけ現地・Live視聴）
➢ 配布資料は転送fileにて送付
→地方公共団体 114自治体(オンデマンドのみ25) 198名*
→拠点病院 71施設(オンデマンドのみ10) 250名

＊出席確認未自治体有
⇒約60%以上がハイブリッドに参加⇒双方向性の維持

配布資料配信後：Live～オンデマンド変更者は増加中
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R3年度 ブロック会議予定（2市が新規対象）
昨年はオンデマンド配信のみ⇒今回はハイブリッド開催

ブロック名 ブロック代表者 拠点病院 所轄県・保健所設置市 開催日時

北海道・東
北

井上　淳
東北大学病院
消化器内科　病院講師

北海道大、札幌医大、旭川医大、弘
前大、岩手医科大、山形大、東北

大、秋田大、市立秋田総合、福島県
立医大　　　　（１０）

北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮
城県、山形県、福島県　札幌市、旭川
市、小樽市、函館市、青森市、八戸
市、盛岡市、山形市、仙台市、秋田

市、郡山市、いわき市、福島市
（1道6県13市）

10月25日（月）
13：00　～　16：00

TKPガーデンシティPREMIUM
仙台西口

関東甲信越

加藤　直也
千葉大学医学部附属病院
消化器内科　教授

茨城医療C、日立総合、自治医科
大、獨協医科大、群馬大、埼玉医
大、千葉大、虎の門、武蔵野赤十

字、横浜市立大学附属市民総合医
療C、聖マリアンナ医科大、北里大、
東海大学、横浜市立大、新潟大、山

梨大、信州大(１７）

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、
山梨県、長野県、水戸市、宇都宮市、
前橋市、高崎市、さいたま市、越谷
市、川越市、川口市、千葉市、船橋
市、柏市、八王子市、町田市、横浜

市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤
沢市、茅ケ崎市、新潟市、長野市、松

本市、甲府市（1都9県23市）

10月8日（金）
14：00　～　17：00

ペリエホール 　Room A＋B

東海北陸

清水　雅仁
岐阜大学医学部附属病院
消化器病態学　教授

富山県立中央、市立砺波総合、金
沢大、岐阜大、順天堂大学医学部

付属静岡、浜松医科大、名古屋大、
名古屋市立大、藤田医科大、愛知

医大、三重大（１１）

富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛
知県、三重県、富山市、金沢市、岐阜
市、静岡市、浜松市、名古屋市、豊橋
市、岡崎市、豊田市、一宮市、四日市

市　　　　（6県10市)

10月18日（月）
13：00　～　16：00

岐阜大学サテライトキャンパ
ス

近畿

井田　良幸
和歌山県立医科大学附属病
院
消化器内科　講師

福井済生会、滋賀医科大、大津赤
十字、京都大、京都府立医大、関西
医科大、大阪大、大阪市立大、近畿
大、大阪医科薬科大、兵庫医科大、
奈良県立医科大、南和歌山医療C、

和歌山県立医療C　　（１４）

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵
庫県、奈良県、和歌山県、福井市、大
津市、京都市、大阪市、堺市、東大阪
市、枚方市、豊中市、八尾市、寝屋川
市、吹田市、高槻市、神戸市、姫路
市、西宮市、尼崎市、明石市、奈良
市、和歌山市　　（2府5県１９市）

10月29日（金）
14：00　～　17：00

テルグランヴィア和歌山　ル・
グラン

中国四国

島田　光生
徳島大学病院
消化器・移植外科　教授

鳥取大、島根大、岡山大、広島大、
福山市民、山口大、香川大、香川県
立中央、徳島大、愛媛大、高知大

（１1）

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、香川県、徳島県、愛媛県、

高知県、鳥取市、松江市、岡山市、倉
敷市、広島市、福山市、呉市、下関

市、高松市、松山市、高知市
（9県11市）

10月15日（金）
13：00　～　16：00

JRホテルクレメント徳島

九州

遠藤　美月
大分大学医学部附属病院
肝疾患相談センター　副セ
ンター長・医療安全管理部
講師

久留米大、佐賀大、長崎医療C、熊
本大、大分大、宮崎大、鹿児島大、

琉球大（８）

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大
分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、福
岡市、北九州市、久留米市、長崎市、
佐世保市、熊本市、大分市、宮崎市、

鹿児島市、那覇市　　（8県11市）

10月22日（金）
13：00　～　16：00

J:COM ホルトホール大分 大
会議室

開催場所

・R2年度オンデマンド
⇒ブロック別ではなく
一斉配信

・Webとなり4時間
⇒3時間へ

・R2年度世話人が今年
度も担当⇒コロナ対策
＋ハイブリッド準備

・松本市・一宮市が新規
(本ブロック無）

14病院 ２府5県19市
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14病院 ２府5県19市





保健所設置市：66市返信：６市未返信（いわき市・越谷市・川口市・茅ヶ崎市・豊中市5・岡山市）












