
市民公開講座

会 場：大阪府病院年金会館 コンベンションルーム
〒543-0074
大阪市天王寺区六万体町4-11
TEL：06-6776-1600
地下鉄谷町線・四天王寺前夕陽ケ丘駅
3番出口から徒歩1分

※開催会場に専用駐車場はございません。
お車でお越しの際は一般有料駐車場をご利用下さい。

～よくわかる肝炎治療と日常生活～

14：10～15：00（質疑応答含む）

「B型・C型肝炎の最新治療について」

講師：羽生 大記 先生
大阪市立大学大学院 生活科学研究科
生活科学部 教授

第１部

15：10～16：00（質疑応答含む）

「肝炎治癒後の望ましいライフスタイル」

講師：榎本 大 先生
大阪市立大学大学院 医学研究科
肝胆膵病態内科学 准教授

第２部

参加費無料！
先着200名様

１０月２０日 （土） １４：００～１６：００
座長：西口 修平先生

兵庫医科大学 内科学肝胆膵科 主任教授

主催：特定非営利活動法人わかくさ 浪速肝臓研究所
後援：大阪府、大阪市、大阪肝臓友の会

社会医療法人若弘会（若草第一病院、わかこうかいクリニック）
アッヴィ合同会社

～ 食事、アルコール、運動、に関する提言 ～



肝炎支援セミナー
～よくわかる肝炎治療と日常生活～

日時：2018年10月20日(土)14:00～16:00

会場：大阪府病院年金会館 コンベンションルーム

〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町4-11
TEL：06-6776-1600

ＦＡＸ応募用紙 ＦＡＸ：06-6643-6601

フリガナ

お名前

ご住所

電話番号

●ご質問（肝臓病等について講師へのご質問があればご明記下さい）
※講師へのご質問全てにはお答えできない場合がございますのでご了承ください

ＦＡＸ：記入欄に必要事項をご記入の上、受付事務局までお送りください。（FAX：06-6643-6601）
ハガキ：郵便ハガキに上記必要事項をご記入いただき、切手を貼付の上、受付事務局までお送りください。

E-Mail：上記必要事項を明記のうえ、下記アドレスまでメールにてお送りください。

※定員になり次第締め切らせていただきます。受付が出来ない場合にのみこちらよりご連絡致します。
申込み後、連絡がない場合については受付済となっていますので、当日会場にてお名前をお伝えください。

送付先：特定非営利活動法人 わかくさ
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5-9-21サンキビル2Ｆ

E-Mail:npo.wakakusa@gmail.com

お問い合わせ先：事務局 TEL：06-6643-6562（問い合わせ時間/月火金 9：00～17：00）

〒

応募締切：10月15日（月）必着
先着順となっておりますので、定員になり次第締め切らせていただきます。

※応募者の個人情報は本事業の運営にのみ使用致します。

市民公開講座

※飲み物のお持ち込みは可能ですが、ゴミは各自お持ち帰り
いただきますようお願いいたします。

主催：特定非営利活動法人わかくさ 浪速肝臓研究所
後援：大阪府、大阪市、大阪肝臓友の会

社会医療法人若弘会（若草第一病院・わかこうかいクリニック）
アッヴィ合同会社



平成 30年度大阪府肝炎医療コーディネーター養成研修 
次 第 

 

 
日時 平成 30年 10月 15日（月）13時～17時 10分 

会場 大阪国際がんセンター １階大講堂（ホール） 

 

 

１．開 会（13:00～） 

 

２．講 義 

 

（１）「大阪府の肝炎対策について」（13:05～） 
大阪府健康医療部保健医療室健康づくり課 総括主査 村山 清敬 

 

（２）「大阪府肝炎医療コーディネーターの役割について」（13:50～） 
大阪府健康医療部保健医療室健康づくり課  副主査 柏木 良夫 

 

（休憩 14:20～） 

 

（３）「Ｂ型・Ｃ型肝炎：最新治療」（14:30～） 
大阪市立大学医学部附属病院 榎本 大先生 

（大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学准教授） 

 

（４）「超音波でみる肝疾患」（15:15～） 
大阪市立大学医学部附属病院 打田 佐和子先生 

（大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学 講師） 
 

（休憩 16:00～） 

 

（５）「肝疾患診療連携拠点病院としての看護師の取り組み」（16:10～） 
大阪市立大学医学部附属病院 看護部 田頭 早苗看護師 

 

（６）「肝炎の食事管理」（16:40～） 
大阪市立大学医学部附属病院 栄養部 播磨 美佳栄養士 

 

３ 閉 会（17:10～） 



肝疾患メディカルスタッフコミュニケーション学術集会 

謹啓  時下 皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申しあげます。さて、この度、下記要領にて学術講演会を 

開催させていただきます。ご多忙の折とは存じますが、ご出席賜りますようご案内申しあげます。       謹白 

 

【日時】2018 年 6 月 24 日（日） 11：30 ～16：０0  

【会場】あべのハルカス 25F 「会議室」 〒545-6016 大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43 TEL 06‐4399-9077   

 

司会：大阪市立大学 肝胆膵病態内科学 教授 河田 則文 先生 / 同 講師 打田 佐和子 先生 

 

Session１ C 型肝炎診療の問題点 part1 掘り起こし      11:30～12:15   

講師：大阪市立大学 肝胆膵病態内科学 准教授 榎本 大 先生               （30 分） 

「C 型肝炎患者の掘り起こしについて～受検・受診・受療の観点から～」      

演者：関西電力病院 薬剤部 古場 建 先生                        （15 分） 

   「Ｃ型肝炎・肝硬変に対するＩＦＮフリー経口治療薬開始時における併用薬適正使用の為の取り組み」 

 

－・－・－・－・－・－・－・－ 昼食 12:15～13:00 －・－・－・－・－・－・－・－ 

 

Session2 C 型肝炎診療の問題点 part２ アフターフォロー  13:00～14 :00  

講師：大阪市立大学 肝胆膵病態内科学 病院教授 田守 昭博 先生                        （30 分） 

    「C 型肝炎の最新治療 ～ウイルス消失後のフォロー、再感染の防止対策を含めて～」 

演者：大阪市立大学 生活科学部 山野 裕加 先生                                        （15 分） 

   「SVR が得られた高齢 C 型慢性肝炎患者における治療後の栄養状態の推移」 

演者：大阪市立大学医学部附属病院 中央臨床検査部 山下 依未 先生                      （15 分） 

   「C 型肝炎診療における肝硬度測定」 

 

Session３ 肝癌診療におけるチームワーク             14:00～15:00  

講師：国際がんセンター 消化器内科部長 片山 和宏 先生                                （30 分） 

   「慢性肝疾患患者への情報提供の意義」        

演者：認定 NPO 法人がんサポートコミュニティー 事務局長 大井 賢一 先生              （15 分） 

   「マルチパートナーシップ～がん患者を地域コミュニティでささえる～」   

演者：大阪市立総合医療センター 栄養部 濱浦 星河 先生                            （15 分） 

   「肝臓内科に特化した栄養サポートチームの取り組み」 

 

Session４ パネルディスカッション                15:00～16:０0  

テーマ：「肝疾患におけるチーム医療について」 

 

※本会は大阪府医師会生涯教育システム 3.5 単位を取得予定です。当日は生涯研修チケットをお持ち下さい。 

※当講演会は日本看護学会 認定看護師更新審査に申請可能です。群：Ⅰ実践活動 種類：研修への参加 項目：学会・研究会への参加 3 点 

※当日は参加費として医師 1,000 円 コメディカル 500 円徴収させて頂きます。 

※尚、当日は軽食をご用意しております。つきましては先生の所属するご施設の院内規定 等をご確認いただき、必要な手続き等がありましたら 

お取りくださいますようお願い申し上げます。 ※本会におきましては旅費の負担が出来ませんことをご了承ください。 

 

共催：肝疾患メディカルスタッフコミュニケーション / MSD 株式会社 

  



  
 
 
 

 
 

あべのハルカス会議室 

【場所】 

【会議室への行き方】 

ハルカス会議室はあべのハルカス 25 階にあります。 

地下 1階エレベーターに乗り、17 階で一度乗り換えをします。 

オフィスフロア用エレベーター【低階層（17-25F）用】に乗って 25階へ 

25 階で降りれば受付です。 



大阪府薬雑誌 平成30年4月号

　下記の内容により開催いたします。多数の大阪府薬会員各位にご聴講いただきますようご案内いたします。なお、
最新の情報はＯＫＩＳＳ府薬研修会、支部研修会のお知らせをご覧下さい。

大阪府
薬剤師会
生涯教育
研修制度

日本薬剤師
研修センター
受講シール

５月１２日（土） 府薬会館 学術研修会

　午後２時～４時 　本館３階大ホール 「薬剤師が知っておきたい肝炎治療の進歩：多職種連携の重要性

　について」

　大阪市立大学大学院医学研究科　肝胆膵病態内科学

　准教授　榎本 大

　共催：ＭＳＤ株式会社

5 1

研 修 会 ・ 説 明 会 の お 知 ら せ

単　　位

研　　　修　　　会
（演題、講師（敬称略）等）

場     所日　　時

大阪府薬主催、共催等
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