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Web配信について
➢ 配信後1週間限定でアクセス可能→up load/録画は禁

➢ web配信資料は肝炎情報センターHPに掲載→情報共有に利用

➢ 医師・責任者向け研修会は中止→肝硬変等・行動変容当検討

←R1医師・責任者向け研修会アンケート結果

肝硬変
アルコール性肝疾患

Co活用・医療連携

(アンケート結果はHPに公開）



⚫ 拠点病院連絡協議会・医師向け研修会 年２回 (7月, 1月）

⇒2021年1月22日(金）
（東京コンファレンスセンター@品川）

⚫ 肝疾患相談・支援センター関係者向け研修会 年１回 (３月 1泊2日）

⇒2021年３月5日(金)/6日(土)

AP 浜松町

⚫ 令和３年度拠点病院連絡協議会・医師向け研修会年２回 (7月, 1月）

⇒2021年7月９日(金）予定
（品川コンファレンスセンター@品川）

今後の肝炎情報センター主催会議予定
開催方法の変更（web/短縮）可能性有

Web?

令和元年度中止→半日・座学
→Web?



アンケートについて（視聴確認兼用)
肝炎情報センター主催 連絡協議会に関するアンケート調査のお願い 

本日は令和 2 年度第 1 回都道府県肝疾患診療連携拠点病院間連絡協議会 web 配信をご視

聴いただきまして、まことに有難うございました。お手数ですが、下記のアンケート調査へ

のご協力を宜しくお願い申し上げます。尚、解析結果の一部は肝炎情報センターホームペー

ジ等で公表させていただく場合がございます。また、今後の肝炎情報センター事業計画への

参考資料にさせていただきたく存じます。ご記入いただいたアンケート調査票は mail にて

ご返信くだされば幸いです。 

 

１） あなたの職種をお教え下さい。       （           ） 

 

２） 現在の職種に就かれてからの経験年数をお教え下さい。  （      ）年 

 

３）本日の連絡協議会 web配信に参加された率直なご感想を以下の中からお選び下さい。 

（  ）大変参考になった （  ）多少は参考になった （  ）どちらともいえない

（  ）あまり参考にならなかった（  ）全く参考にならなかった 

 

４）web配信についてご意見をお聞かせください。 

（  ）web 配信で良い（  ）できるだけ集まった方が良い（  ）どちらともいえない

（  ）その他 自由記載                            

 

５） 今後の肝臓病教室、Co研修会、啓発活動(肝炎 day)について現状をお聞かせください。 

 肝臓病教室：（  ）開催未定 （  ）延期して開催 （  ）開催様式変更予定* 

 Co 研修会 ：（  ）開催未定 （  ）延期して開催 （  ）開催様式変更予定* 

  啓発活動 ：（  ）開催未定 （  ）延期して開催 （  ）開催様式変更予定* 

  *開催様式変更を選択された場合、 下記に記載をお願いします 

                                             

６） 本年度、第 2 回目肝疾患診療連携拠点病院間連絡協議会を 2021 年 1 月 22 日 東京

コンファレンスセンター（品川）で予定しておりますが、ご意見をお聞かせください 

（  ）今年度は web 配信が良い（  ）状況を確認しつつできるだけ集まった方が良い

（  ）どちらともいえない（  ）その他 自由記載                

 

７）今後、協議会等を企画、運営するにあたって、ご助言をいただければ幸いです。 

 

                                  

✓今回のWeb配信について

✓肝臓病教室・Co研修会・
啓発活動開催の現状

✓第2回連絡協議会開催可否

現状をお聞かせください

Mail: kanenken@hospk.ncgm.go.jp
FAX: 047-375-4760

＊情報Cは現在もテレワーク中です
電話でのお問い合わせはお控えください
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R2肝炎対策地域戦略合同ブロック会議日程
Web配信（10月19日～30日）→参加(視聴)登録・質問お願いします

ブロック名 ブロック代表者 所轄県・保健所設置市 拠点病院 開催日時

北海道・東北

井上　淳
東北大学病院

消化器内科　院内講師

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）

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）

10月23日（金）
13：00～17：00

TKPガーデンシティ
PREMIUM仙台西口　ホール
7B

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、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、甲府市（1都9県

22市）

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）

10月30日（金）
14：00～18：00

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
肝疾患診療支援センター

センター長

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、四日市市　　　　（6県10市)

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）

10月16日（金）
13：00～17：00

岐阜大学サテライトキャンパ
ス　多目的講義室（大）

近畿

井田　良幸
和歌山県立医科大学
内科学第２講座　講師

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、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18市）

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）

10月9日（金）
13：00～17：00

ホ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）

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）

9月18日（金）
14：00～18：00

JRホテルクレメント徳島　4
階　クレメントホール

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（消化器内科・助教）

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→大

牟田削除）

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）

10月13日（火）
13：00～17：00

J:COMホルトホール大分　2
階201・202会議室

開催場所

2019年9月
世話人決定

↓
2019年10～11月
開催日確定
↓

地方公共団体へも
開催日連絡(内諾)

↓
2020年４月
会場確定

(COVID-19対策)
↓

2020年6月
Web配信へ変更
*参加登録中

↓
来年度は通常開催を
目指す



R2肝炎対策地域戦略合同ブロック会議内容
拠点病院連絡協議会以上に双方向性が重要

〇平成28年度から新たに開始された会議
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



R2肝炎対策地域戦略合同ブロック会議内容
肝炎室・情報Cからの情報発信＋地方公共団体から活動報告を検討中

R１ブロック会議のアンケート結果 令和元年度 第2回 拠点病院医師・責任者向け研修会資料より
http://www.kanen.ncgm.go.jp/archive/conference/20200107142838.html

ブロック会議で取り上げて欲しいテーマ



肝疾患相談支援システム
昨年度の相談件数・内容はon lineで集計(6月末)⇒ご協力感謝致します

３）相談件数  　   相談件数・内訳は相談支援システムで報告する　→5）へ移動

相談件数・内訳は現状調査票(本票）で報告する　→例年通りご入力ください

①総数 件/平成30年度１年間

①の内訳 面談 （ ）件/年  電話   （ ）件/年   FAX  ( ）件/年 e-mail （    )件/年 　 その他（ ）件/年

②相談元の内訳 （　患者 件/年 　家族 件/年 他の医療機関 件/年 　自治体 件/年 その他（ ) 件/年)

４)　相談内容

病気自体に関して　　　　　　　 （ ）  件/平成30年度１年間 ※　相談内容が複数項目にわたる場合は、それぞれ別個にカウントして下さい

病気の治療に関して　　　　　　 （ ）  件/平成30年度１年間

医療費助成制度に関して （ ）  件/平成30年度１年間 ※　3)①の相談件数総数と同じ数字にならなくて結構です

肝炎ウイルス検査について  　 （ ）  件/平成30年度１年間

日常生活上の留意点について （ ）  件/平成30年度１年間 ※　左記の分類に振り分け困難な場合は、「その他」でカウントして下さい

医療機関に関して                 （ ）  件/平成30年度１年間

病気の偏見・差別に関して    　 （ ）  件/平成30年度１年間

生活支援について 　　　　      （ ）  件/平成30年度１年間

仕事・就労支援について         （ ）  件/平成30年度１年間

肝炎訴訟について                （ ）  件/平成30年度１年間

その他  　　　　　                 （ ）  件/平成30年度１年間

上記の「その他」について、具体事例を以下に記載して下さい

Excelシート調査廃止

On lineへ



肝疾患相談支援システム入力状況
相談日からできるだけ時間をおかないで入力をお願いします



肝疾患相談支援システムの活用
質問箱⇒回答で困った場合や解釈等なんでもOK



肝疾患相談支援システムの活用
今年度Co研修会・啓発活動開催予定・工夫等を投稿

昨年も肝炎デーについて投稿お願い
するも返信は5施設のみ・・
是非とも共有の場に



①肝臓病教室（サロン含）②Co研修会（養成・継続）
③啓発活動（肝臓週間等に向けて）④その他 →開催予定状況をお聞かせください

相談支援システム・質問箱より下記の現状について依頼開始中！！

6/16：岡山大学より質問有

大分大・埼玉医科・
広島大・岐阜大・
徳島大・北海道大・
札幌医大・旭川医大・
虎ノ門病院・佐賀大
鳥取大
→新たな取り組みの紹介
→今後の予定 等

7/2現在11施設より
情報提供有

ありがとうございます


