
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4年度第2回都道府県肝疾患診療連携拠点病院間連絡協議会/連絡協議会向け研修会

肝炎情報センター 肝疾患研修室医長 是永匡紹 2023 0127 

研修会事務局からのお知らせ
①今後の協議会・研修会予定
②アンケート（出席確認）
③拠点病院間連絡協議会・研修会の今後について
④相談支援システム



⚫ 令和5年度肝疾患診療連携拠点病院間連絡協議会・協議会参加者向け研修会

⇒第1回2023年7月21日(金)（東京コンファレンスセンター品川）

⇒第2回2024年1月26日(金) （東京コンファレンスセンター品川）

Hybrid 開催 (オンデマンド配信はDVD→登録後に欠席した事業・事務担当者優先）

第1回研修会：政策研究班(田中班） 第2回：ブロック会議地方公共団体好事例

⚫ 令和4年度肝疾患相談・支援センター関係者向け研修会

⇒2023年3月4日(土) PM（AP新橋 参加者締切済）

Hybrid 開催 (51/72 施設 会場28名 web90名 参加予定 ）

⚫ 令和５年度肝炎対策地域ブロック戦略合同会議（6ブロック 月or金）

⇒2023年9月29日(金)～10月27日(金) 
Hybrid 開催 (オンデマンド配信はDVD→登録後に欠席した事業・事務担当者優先）

①-a 肝炎情報センター主催会議予定
→schedule確保・参加者選定を



3

①-b 肝炎情報センター主催研修会予定
R4年度 肝疾患相談・支援センター向け関係者向け研修会
日時：2022 年 3 月 ４日（土） 13 時～ ４時間程度 

場所： AP 新橋 ＋ Live配信（ハイブリッド開催） 

 

1．挨拶（１３時～） 

 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 

肝炎情報センター長 考藤 達哉 

 厚生労働省 健康局 がん・疾病対策課 肝炎対策推進室   

室長補佐 野沢 彰紀 

 

2．講義（１３時５分～）７０分 

・「肝炎総合対策について」（２０分）     肝炎対策推進室 室長補佐 野沢 彰紀 

・「ウイルス肝炎治療の要点ーガイドラインの Update を中心に」（２０分） 

肝炎情報センター長 考藤 達哉 

・肝炎すごろくについて（２名 各１５分） 

横浜市立大学 先端医科学研究センターコミュニケーション・デザイン・センター  助教 西井 正造 

熊本大学病院 消化器内科 助教 瀬戸山 博子 

 

（１０分休憩） 

 

３．肝炎情報センター研修会事務局からのお知らせ（１４時２５分～）１５分 

・相談センター向け研修会とは／肝疾患相談支援システムについて（１５分） 

肝炎情報センター室長 是永 匡紹 

４．グループワーク（１４時４０分～）６５分(現地３グループ Live８グループ予定) 

・グループワークの進め方（５分） 

肝炎情報センター上級研究員 竹内 泰江 

・事例検討 問題点の抽出／アプローチ法／解決策（６０分） 

 

（5分休憩） 

 

５．グループ発表（１５時５０分～）６０分(５分／現地３グループ Live８グループ予定) 

・発表（各５分以内、質疑込 グループ代表 1名が口頭コメントまたは ppt使用） 

・総括コメント               肝炎対策推進室 室長補佐 野沢 彰紀 

 

６．閉会式（１６時５０分～） 

テーマ ：～事例から探す肝Coとしてで
きること～ （竹内上級研究員担当）

講義
→ 肝炎室・情報Cから(10分短）
→ 啓発資材活用（すごろく）

グループワーク
（昨年同様ブレイクアウトルーム活用)
→ 臨床・相談事例の検討
→ グループ発表
→ 受講証授与
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①-c 肝炎情報センター主催研修会予定
R4年度 肝疾患相談・支援センター向け関係者向け研修会

開催年度 会場 参加施設 参加人数 肝Co 肝Co率 注意

2016 市川 56 113 40 35% 70施設　2日間

2017 浜松町 54 120 44 37% 70施設　2日間

2018 浜松町 54 109 63 58% 71施設　2日間

2019 中止 56 102 74 73% 参考

2020 web(オンデマンド配信) 60 203 135 67% 71施設

2021 新橋(ハイブリッド) 50 136 97 71% 71施設　 4時間

2022 新橋(ハイブリッド) 51 118 105 89% 72施設　 4時間

・相談支援センター向け研修会申込状況⇒肝Co取得者増加⇒継続研修として・地域で出来ない内容を

・ハイブリッドに変更も
出席施設数減少傾向
⇒全施設出席に協力
頂けないでしょうか？

3年間以上連続欠席
：7施設（2施設は

7年間申込無）

・相談支援センター関係者＝看護師・事務だけでなく医師・院内肝Co取得者は対象

受講生募集mailの宛先

都道府県肝疾患診療連携拠点病院
事業担当者各位
事務担当者各位
（BCCで送信しております。看護部長、検査技師長、
薬剤部長、栄養管理部門長等、肝Coが在籍してい
る各部門の方にも適宜ご転送をお願いします。）

事業・事務担当者は
院内肝Coやその上職に、左記
Mailを転送されていますか？

広く周知を再度お願いします
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①-d 肝炎情報センター主催研修会予定
R5肝炎対策地域ブロック戦略合同会議(会場もほぼ決定schedule確保を)

➢出来るだけ現地にきてdiscussionを（スクールから島席？）

ブロック名 ブロック世話人 拠点病院(72) 都道府県(47)・保健所設置市(87) 開催日時

東海

北陸

浜松医科大学

川田　一仁　先生

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、

四日市市　（6県10市)

9月29日（金）

13：00～17：00間

3時間

未定

中国

四国

香川県立中央病院

高口　浩一　先生

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2日（月）

13：00～17：00間

3時間

サンポートホール高松

（高松駅近）

近畿

大阪大学

阪森　亮太郎　先生

（疋田　隼人　先生）

福井県済生会、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、大阪公立大、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、和歌山医大、神戸大

(15)

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、一宮市、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20市）

10月13日（金）

13：00～17：00間

3時間

大阪大学

中之島センター

（国際会議場近）

北海道・

東北

福島県立医科大学

大平　弘正　先生

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16日（月）

13：00～17：00間

3時間

コラッセふくしま

（福島駅近）

九州
宮崎大学

永田　賢治　先生

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20日（金）

13：00～17：00間

3時間

KITTEN(仮)

（宮崎駅近）

関東

信越

東海大学

加川　建弘　先生

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、越谷市、

さいたま市、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27日（金）

13：00～17：00間

3時間

神奈川県民ホール(仮)

（山下町）

           開催場所
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②-a アンケート(11題+自由記載)回答のお願い
出席確認を兼ねていますので必ず返信(特にweb参加）をお願いします

下記QRコードを利用してスマートフォンからでも可能

https://www15.webcas.net/form/pub/ncgm_sys/kanen_202301

PWの聞き逃しに注意を
現地参加者もお忘れなく・・

PW：数字4文字

https://www15.webcas.net/form/pub/ncgm_sys/kanen_202301
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氏名(入力）

所属（プルダウン)

職種（プルダウン)

年数(入力）

視聴方法（プルダウン)

「次へ」押して登録

講義の参考度・質問も記載可能・次期テーマを

②-b アンケート(11題+自由記載)回答のお願い

講演者に質問がある場
合はご記入ください
匿名で講演者に連絡し
回答をお願いします

個人情報の登録

臨床

拠点病院事業
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②-c 第2回の参加形態(参加するとして)を１つ選択 (上)

最終画面(下左)⇒Thanks mail(下右）

↑登録後にThanks mailが届きます
迷惑mail boxに分類・アドレス

再回答する前に確認を

最終問題→全回答の確認画面→登録

↑ アンケート最終画面
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複数視聴の場合個別で回答要（代表者のみではありません）

アンケート回答(=出席確認)をお願いします②-d live参加者が退出ボタンを押すと下記画面が表示
⇒続行ボタンをおしてパスワード入力へ
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今後もハイブリッドは継続予定⇒やむなく欠席者・最確認希望者へDVD

拠点病院間連絡協議会（拠点病院間の連携・共有＝均てん化）
⇒事業担当者(医師）・事務担当者（病院事務・相談センター事務担当）
は必ず出席を→ 病院代表として参加→会場参加２名まで交通費が支給

今回からwebで参加登録開始:
締切(12月初旬)を過ぎての参加依頼：8施設10名中9名医師
→医師参加無施設が多くなる傾向有→事務担当者は出席管理を

今後の目標：現地参加者増加(特に事業・事務担当）

③-a 拠点病院間連絡協議会・研修会の今後について

事務だから研修会は欠席X
病院の仕事がbusyで全視聴不可X
グループワークを希望X
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③-b 拠点病院間連絡協議会・研修会の今後について

①施設長への依頼状 ②コロナ禍前(10時30分開始＋15時終了)
コロナ禍⇒12時⇒12時30分⇒13時開始

令和４年１２月日 

〇〇〇〇病院 

病院長  〇〇 〇〇  殿                 

 

                   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 

                   肝炎情報センター長 考藤 達哉 

 

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４年度第２回都道府県肝疾患診療連携拠点病院間連絡協議会・連絡協議会参加者（医

師・事務担当者）向け研修会への御施設職員の派遣、Web(live)視聴の許可について 

 

 肝炎対策の推進につきましては、平素よりご指導、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、当情報センター事業の一つである拠点病院間の情報共有支援のため、下記により  

令和４年度第２回都道府県肝疾患診療連携拠点病院間連絡協議会および連絡協議会参加者向

け研修会をハイブリッド（会場＋live配信）にて開催することと致しました。 

 ご多用のところ誠に恐縮ですが、別紙の方々の会場への派遣、また live 視聴についてご高

配賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

  

 

 

 

１．日  時  令和５年１月２７日（金） 

        拠点病院間連絡協議会     １３：００～１４：２０ 

        連絡協議会参加者向け研修会  １４：３０～１６：００（最長 16：20） 

事務担当者・参加者は
病院長(or上職)に
提出されてますか？
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③-c 拠点病院間連絡協議会・研修会の今後について
出席状況：コロナ禍前は140名会場参加・・・

令和3年度 第2回
現地/Liveのみ募集 71施設 現地27名 Live 172名 (会議開始1か月前)

（マンボウ後に開催） 現地10名 Live 153名 (29名欠席＋無断視聴有)

令和4年度 第1回
現地/Liveのみ募集 71施設 現地32名 Live 170名 (会議開始1か月前)

現地29名 Live 153名 (20名欠席＋無断視聴有)

令和4年度 第2回 （現地率 24%・・・30%は超えず→次回は！！）
現地/Liveのみ募集 72施設 現地48名 Live 152名 (会議開始1か月前)

（開催5日前） 現地43名 Live 155名 (当日欠席?＋無断視聴?)

令和4年度 第1回アンケート 結果 より 現地希望は約50名（30%弱）
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③-d 拠点病院間連絡協議会・研修会の今後について
ブロック別現地参加率 ～約70名 1拠点病院1名の出席可能を想定～

R4　第1回
北海道・

東北

関東

信越

東海

北陸
近畿

中国

四国
九州 計

拠点病院数 10 17 11 14 11 8 71

現地参加人数 2 7 7 4 1 9 30

現地参加施設数 2 5 7 3 1 7 25

現地参加率 20% 29% 64% 21% 9% 88% 35%

R4　第2回
北海道・

東北

関東

信越

東海

北陸
近畿

中国

四国
九州 計

拠点病院数 10 17 11 15 11 8 72

現地参加人数 3 9 9 6 5 11 43

現地参加施設数 3 7 8 4 4 8 34

現地参加率 30% 41% 73% 27% 36% 100% 47%

九州(全施設会場参加)・東海北陸の現地参加施設率↑ 近畿、関東は現地参加を！！
注：中四国：1/26変更前：参加人数9名 参加施設数６(46%)



③-e 第1回連絡協議会アンケート結果(研修会テーマ)
臨床:肝がん 自己免疫疾患? 拠点病院事業：肝Co 病院連携(訴訟・妊婦検診以外)

R3研修会 R1研修会 R4研修会 R3 n=451
R4 n=490
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④a 肝疾患患者相談支援システムとは？
2019年から全ての拠点病院使用（相談対応は拠点病院の役目)



④b相談支援システム利用状況 マンスリーレポート
入力件数(月1000件)・お願いやログイン状況をmailとシステムへ⇒責任者or管理者は要確認

・システム責任者：ユーザー管理・記載内容確認等
・システム管理者：責任者の代行
・一般ユーザー（記載可能・閲覧のみ）
⇒青字:6か月連続システムアクセス無でID削除
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④c 相談支援システム利用状況 ログイン状況
ユーザー数(481⇒333名）記載者:82名(24%) 閲覧：150名(45%)
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④d 相談支援システム利用状況 質問箱
質問箱を通じた情報共有:回答に苦慮する質問、お困りごとを気軽に投稿可能

肝がん助成申請について

B型給付金対象者について

繰り返しmailにて質問
⇒30拠点以上に
定期的に発信



New④f.相談支援システム利用状況：質問箱 SNSとして
質問箱から独立して活動報告欄を施設別に(啓発・研修会agendaが一目で）



2020

④g-1.相談支援システム利用状況:活動指標
活用指標・解析dataを本会議終了後に送付⇒今後に役立てください

年間25件未満の相談登録施設
は解析除外（8施設は3年間未達）
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②g-2.相談支援システム利用状況:活動指標
R3チャートは大きい上位施設（広島 名市大 大分 富山県中 虎の門）

1779件
0.87

1889件
0.90

600件
0.90

197件
0.87

858件
0.86
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②g-3.相談支援システム利用状況:活動指標
相談件数がこれ以上増加することは困難⇒できるだけ相談対応を学べれば

件数は平均以上も
自由記載が少ない

件数は平均以上も
自由記載が少ない＋
入力から遅れて記載
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New④ｇ-1.相談支援システム利用状況：記載内容の公開
質問・回答を公開することで相談対応者の均てん化を目指す(202211よりデモ)

動画
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④ｇ-2.相談支援システム利用状況：記載内容の公開
12月末で43施設が公開・521件の相談とその回答がストック⇒個人情報は未記載

〇相談記録公開について（公開率 21.6% 443/2094 →先月 28.7%   241/839） 

12月  

11月 

 （橙：50%以上 100％未満 灰：50%未満） 

  →公開施設：11月 37施設 12 月４３施設） 

29施設が確認
閲覧しませんか？
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アンケート回答(=出席確認)をお願いします

現地参加者も忘れずに・Live参加者は退出後自動的にサイトへ

Live複数参加者は代表ではなく個別で

最後のPWは閉会の挨拶後！ 確認して退出を

下記QRコードを利用してスマートフォンからでも可能

https://www15.webcas.net/form/pub/ncgm_sys/kanen_202301

PW：数字4文字

https://www15.webcas.net/form/pub/ncgm_sys/kanen_202301
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