
岡山労働局・各労働基準監督署
【共催】 岡山産業保健総合支援センター

平成３０年６月の働き方改革関連法案の可決成立を受け、県内の６会場で「働
き方改革推進に係る法令改正等説明会」を開催します。
本説明会では、改正された働き方改革関連法の中でも、労働時間の上限規制、
年次有給休暇の制度、フレックスタイム制度、正規と非正規との待遇差の解消な
どの説明を行います。
また、半数を超える働く人に何らかの健康上の所見が認められる状況下、働き
方改革を推進する上で大きな課題となっている働く人の「治療と仕事の両立支
援」についても説明を行います。
多くの方のご参加をお待ちしています。

会場 開催日時 開催場所 定員

① 新見会場
１１月１４日（水）
１４：００～１６：００

新見市新見３１０－３
まなび広場にいみ 小ホール

１００名

② 笠岡会場
１１月２０日（火）
１４：００～１６：００

笠岡市六番町１－１０
笠岡市民会館 第一会議室

１００名

③ 和気会場
１１月２２日（木）
１３：３０～１５：３０

和気郡和気町尺所２
和気商工会館 ３階会議室

１００名

④ 津山会場
１１月２８日（水）
１３：３０～１５：３０

津山市大田９２０

グリーンヒルズ津山 リージョンセン
ター ペンタホール

１００名

⑤ 倉敷会場
１２月６日（木）
１４：００～１６：００

倉敷市福田町古新田９４０
ライフパーク倉敷 中ホール

１００名

⑥ 岡山会場
１２月２０日（木）
１４：００～１６：１５

岡山市中区桑野７１５－２
岡山ふれあいセンター 大ホール

３００名

参加費は無料

開催日時・場所

 参加ご希望の方は、裏面の申込書に記載の上、参加申込書のあて先にＦＡＸ等でお申し込みく
ださい。入場券等は発行しませんのでご了承ください。

 参加申し込み締切日 平成３０年１０月１９日（金）
（締切日以降も定員に達していなければ参加可能ですので、お問い合わせください。）

事業主・労務担当者の皆さんへ

働 き 方 改 革 推 進 に 係 る
法 令 改 正 等 説 明 会 の ご 案 内 ! !

～時間外労働の上限規制等の労働時間法制の見直し・治療と仕事の両立等～



事業場名

所在地 〒 －

御出席者

職名 御芳名

電話番号

担当者御芳名 業種

働き会改革推進に係る法令改正等説明会の参加申込書
岡山労働局労働基準部監督課 あて

ＦＡＸ ０８６－２３１－６４７１
※参加希望会場に☑してください。

□ ①新見会場 □ ②笠岡会場 □ ③和気会場

□ ④津山会場 □ ⑤倉敷会場 □ ⑥岡山会場

お問合せ先 岡山労働局 労働基準部 監督課 ☎０８６－２２５－２０１５

申込に係る情報は共催の機関で
共有させていただき、本説明会の
開催、各種資料送付、ご案内等の
みに利用させていただきます。

■ 岡山・倉敷・津山会場では、希望者の方に無料の肝炎検査を予定しています。

同時開催

 開会あいさつ 開会１３：３０又は１４：００

各労働基準監督署長（全会場）

 残業時間の上限規制等労働時間法制の見直しについて

岡山労働局労働基準部監督課

 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保について

岡山労働局労雇用環境・均等室

■ ハラスメントの防止について （岡山会場）

岡山労働局労雇用環境・均等室

・・・≪ 休憩１０分 ≫・・・

 働き方改革実行計画と「治療と仕事の両立支援」について

岡山産業保健総合支援センター

 Ｃ型肝炎について （岡山・倉敷・津山会場）

 閉会

プログラムの概要















 

 

 

 

 

 

                               

                            平成31年1月10日 

                           おかやま西川原プラザ 

 

１．開  会                                     14：00 

 

２．あいさつ                           14：00～14：05 

   岡山労働局長 千葉登志雄  

 

３．治療と仕事の両立支援に係る研修項目  

（1）両立支援制度について                      14：05～14：20 

   岡山労働局労働基準部健康安全課長 北村牧子 

 

（2）両立支援の進め方と課題について                14：20～14：50 

   岡山産業保健総合支援センター 両立支援促進員 成川彰浩氏 

 

（3）肝臓病治療と仕事の両立に必要な支援とは        14：50～15：30 

   岡山大学病院 消化器内科 講師 池田房雄氏 

 

（休憩5分）       

（4）両立支援に関する診療報酬について            15：35～15：55 

   （一社）岡山県医療ソーシャルワーカー協会 会長 石橋京子氏 

 

（5）がん患者さんに対する両立支援について         15：55～16：20 

   岡山労災病院 腹部外科部長 石崎雅浩氏 

 

（6）おかやま若年性認知症支援センターについて       16：20～16：30 

   おかやま若年性認知症支援センター   

    若年性認知症支援コーディネーター 安藤光徳氏 

 

４．閉  会                          16：30 

   岡山労働局労働基準部健康安全課長 北村牧子 

治療と仕事の両立支援研修会 
＜プログラム＞ 



ポスター掲示場所 内科外来、外来化学療法室、検査部、放射線部、救急外来入口、東病棟5階(消化器内科)
 ディールーム、卒後臨床研修センター、研究棟掲示板、がん相談支援センター
リーフレット配布場所 内科外来、消化器外科外来、病棟、関係診療科

　リーフレットの配布については、外来での配布を基
本に計画し外来看護師の協力の下受診に来院された
患者さんを対象に配布しました。また、病棟でも配布
及び掲示を行いました。世界肝炎デーに合わせて計
画していた市民公開講座でも配布を予定していました
が、残念なことに開催当日が台風であったため安全を
考慮し中止となり配布できませんでした。
　ポスターの掲示は院内の掲示板を活用しました。目
を引いた様でポスターを見て窓口に相談に来られる方
もいらっしゃいました。相談に来られた方に相談を決
めた理由をお伺いすると「肝がんの8割」が明確に数
字で表示されていたからとのことでした。
　ポスターの掲示先やリーフレットの配布方法につい
て今回は院内にとどまりましたが、次年度同様の企画
があれば配布方法や掲示先についてもう少しアレンジ
を効かせていきたいと考えています。

香川大学医学部附属病院 Kagawa Universi ty Hospital

ポスター掲示場所 ［医師対象］院内：医局
 ［市民対象］院内：外来フロア  
リーフレット配布場所 ［医師対象］院内：医局
 ［市民対象］院外：8/5 出張無料肝炎ウイルス検査(岡山大学病院様と合同開催) in シティライトスタジアム  

　一般市民向けのリーフレットは、8月5日に岡山大学病院様と合同開催した「出張無料肝炎ウイルス検査」にて、イベント
に参加された皆様にお配りしました。肝炎検査の意義を説明する際に合わせてご覧いただくと共に、御家族や御友人への啓
発もお願いすると、皆様快く了承して下さいました。連日の酷暑の影響で参加者が少なかったのが残念ではありましたが、岡
山大学病院様と合同開催したことで大変充実した活動となりました。また院内では、来院した患者さんや家族の方々の目につ
きやすい場所にポスターを掲示しました。皆様、足を止めて興味深そうに御覧になっていました。
　医師向けのリーフレット・ポスターについては、なかなか医師全員が集まる機会は無いということもあり、医局でのポスター
掲示及び各診療科長へのリーフレット配
布を行いました。また研修医にも周知し、
今後の診療業務等に役立てていただきた
いと思いました。
　今回のように各拠点病院が合同で 1 
つの活動を行うことは、大変意味のある
ことだと思います。今後も各拠点病院と
連携しながら、肝炎啓発活動に取り組ん
でいきたいと思います。

香川県立中央病院 Kagawa Prefectural  Central  Hospital

●袋の中身はこのようになっています！ ●岡山でのイベントにて、参加された皆様に啓発
用資材が入った袋を配布しました！

ポスター掲示場所 
●当院の内科外来
●医薬品卸売会社を通して、クリニックなどに配布していただいた。
リーフレット配布場所 
●肝炎デーの街頭キャンペーンのときに配布した。
●医薬品卸売会社を通して、クリニックなどに配布していただいた。

　今年も肝疾患啓発運動として7月29日に7回目となる街頭キャンペーンを
行いました。場所は昨年と同様、伊予鉄高島屋前の坊ちゃん広場周辺で
行いました。今年は台風12号の影響で開催できるか前日まで心配していま
したが、当日になってみると雨風は全くなく、毎年同様に猛暑の中での開催
となりました。大学からは肝疾患診療相談センター、看護部 (消化器疾患
病棟、内科外来)、総合診療サポートセンター、栄養部から参加していた
だきました。大学外からは愛媛県健康増進課、全国健康保険協会 (協会
けんぽ)愛媛支部、松山市保健所、愛媛新聞、さらには患者団体の方た
ちにも参加していただきました。今回、配布する資材の一部として中国・四
国地区 肝疾患診療連携拠点病院合同企画のリーフレットを使用しました。
参加していただいた皆様に合同企画のことをお話しすると、企画の規模の大きさに驚かれる方が多く、士気を高めるこ
とにとても効果がありました。受け取った方としても、複数の大学病院をはじめ、多くの大きな病院の名前が連なってお
り、説得力を感じるのではないでしょうか。

愛媛大学医学部附属病院 Ehime Universi ty Hospital

ポスター掲示場所 ［医師対象］肝疾患専門医療機関／肝炎ウイルス検査委託医療機関
 ［市民対象］市民公開講座 開催会場／院内外来掲示板／ポスター展
リーフレット配布場所 ［医師対象］肝疾患専門医療機関／肝炎ウイルス検査委託医療機関
  肝がん撲滅運動 市民公開講座に参加いただいた医師
 ［市民対象］市民公開講座開催会場／院内ポスター展／肝疾患専門医療機関
  無料肝炎ウイルス検査委託医療機関

　昨年に続き、今年も肝臓週間（7/23～7/27）に啓発のための院内ポスター展を開催し、そこで受検勧奨ポスターを掲示しま
した。また、開催期間ポスター展をご覧頂いている方に、院内に所属する肝炎医療コーディネーターがリーフレットを配布しました。
　7月28日には、肝がん撲滅運動市民公開講座を開催し、参加くださった医師には医師向けのリーフレットを、一般参加
者には受検勧奨のリーフレットを配布しました。今回は同じ会場で、無料肝炎ウイルス検査を実施し、協力いただいた肝
炎医療コーディネーターが呼び込みの際に受検勧
奨のリーフレットを配布し検査を受けたことがない
方への働きかけをしました。
　受検率アップのためには、普段病院に来る機会
のない方への働きかけが重要であり、イベント会場
での啓発活動は有効であったと思います。参加い
ただいた肝炎医療コーディネーターからも「自分の
声掛けが検査につながる経験ができてよかった」と
感想をいただきました。

徳島大学病院 Tokushima Universi ty Hospital

ポスター掲示場所 ［医師対象］高知大学病院 診療科医局
 ［市民対象］高知大学医学部附属病院総合受付待合／内科外来待合／整形外科待合
  高知県内肝臓専門医のいる病院、診療所
リーフレット配布場所 ［医師対象］高知大学医学部附属病院 各医局
 ［市民対象］高知大学医学部附属病院総合受付待合
  高知県肝臓専門医のいる病院、診療所／内科外来受診患者

　少ない時間でしたが多くの方々に肝炎
について周知ができ、興味を持っていた
だく時間になりました。
　消化器内科の患者さん以外にも診察
時にリーフレットを配ったことで、肝炎デー
の講演の参加者が昨年より約2.5倍増加
し、成果があったと思います。
　来年度もこの様な企画を是非お願い
いたします。

高知大学医学部附属病院 Kochi Medical  School Hospital

リーフレット配布場所　［市民対象］　肝炎デー啓発イベント（ゆめタウン徳山）

　7月28日の世界肝炎デーにあわせて、山口県・周南市・周南市の専門医療機関（徳山中央病院）・山口大学医学部附
属病院との共催で、受検促進パンフレット配布・無料肝炎ウイルス検査の肝炎啓発イベントを開催いたしました。その際、山
口県版のパンフレット配布に加え、中国・四国地区合同で作成した肝炎ウイルス検査を勧奨するリーフレットの配布を行いま
した。夏休みということもあり、県内外からのお客さんも多く大変賑わっており、検査やパンフレット配布も予想以上の反響が
ありました。総合受付にも中四国合同で作成したリーフレットの掲示も行い、お客さんだけではなく、参加した他施設スタッフ
や肝炎医療コーディネーターに対しても、中四国地区の拠点病院が協力しながら啓発に取り組んでいることを伝えることがで
きました。

山口大学医学部附属病院 Yamaguchi Universi ty Hospital

ポスター掲示場所
市民病院内 ［本館］各外来／内科／脳外科／外科／眼科／耳鼻科／泌尿器科／中央採血室前
 ［東館］外来／循環器／放射線科受付前
 ［西館］外来／総合受付／総合案内／皮膚科など外来病棟　8か所
リーフレット配布場所
1ネットワーク医療機関　7医療機関
［福山・府中地区］
●公立学校共済組合　中国中央病院 ●独立行政法人国立病院機構　福山医療センター
●医療法人社団　日本鋼管福山病院 ●医療法人すこやか会　森近内科
●医療法人社団形慶正会　奥野内科医院
［尾三地区］
●広島県厚生農業協同組合連合会　尾道総合病院 ●総合病院　三原赤十字病院

2保健所等施設
●東部保健所　保健課　尾道市古浜町 ●東部保健所福山支所　保健課　福山市三吉町
●福山市保健所　予防課 ●福山市保健所　健康推進課すこやかセンター

3市役所　総務課

　当院は毎年 “世界肝炎デー” に合わせて7月に市民公開講座を開催しています。4月に入ると院長とテーマ等の打
ち合わせを行い、5月末には福山市内4医師会、福山市薬剤師会の共催、福山市歯科医師会の後援のもとポスター
等の配布を行います。今年のテーマは「肝がんを撲滅するために！」でした。 広報ふくやま・中国新聞への掲載、院内への掲示等の広報活動を
経て、今年も順調に7月7日（土）を迎えた前日「平成30年7月豪雨」により中止とし、9月15日（土）に延期にしました。
　しかし今年は7月28日（土）に広島県薬務課主催の “肝炎デー啓発活動” がマツダスタジアムと広島駅南口広場で開催され、当院も肝炎担当
者が参加しました。照り付ける日差しとスタジアムの熱気も味方し、ウエットティッシュとリーフレットは瞬く間になくなり、多くの方に啓発が出来、好評
のうちに終了したと聞きました。
　（7月29日の “肝炎啓発街頭キャンペーン in JR新山口駅” には2名の肝炎COが参加予定でした。）
　また、合同企画によるポスターは、ネットワーク医療機関・市や県保健所・市役所などに配布しました。院内にも掲示し、医師向け用のポスター
は電子カルテの院内情報共有に載せて各科医師への意識付けへと繋げました。

福山市民病院 Fukuyama City Hospital

ポスター掲示場所 ［医師対象］広島大学病院40診療科医局／広島県内の肝疾患診療連携病院7施設
 ［市民対象］広島大学病院開催の市民公開講座／広島大学病院外来棟待合・入院棟掲示板
  広島県内の肝疾患診療連携病院7施設
リーフレット配布場所 ［医師対象］広島大学病院40診療科医局／広島県内の肝疾患診療連携病院7施設
 ［市民対象］広島大学病院開催の市民公開講座／外来棟／広島県内の肝疾患診療連携病院7施設

　広島大学病院では、下記の肝炎啓発活動を実施しました。
●6月23日（土）市民参加型の公開講座開催
　『肥満と肝疾患』をテーマに、全員が体組成測定後、肝臓専門医の講演と理学療法士によ
る効果的な運動のレクチャーを受けました。会場に、中国・四国合同で作成した肝炎ウイル
ス検査受検促進のポスターを掲示し、参加者にリーフレットを配布しました。
●院内広報誌「肝疾患相談室ニュース」発行（写真①）
　肝疾患相談室では今年度から、肝疾患相談室の活動や肝疾患診療に関する最新の知見を
発信することを目的に「肝疾患相談室ニュース」を発行しています。第1号は世界肝炎デーの
当院の取り組みと、肝炎ウイルス検査結果の説明義務について広報しました。
●7月28日（土）肝炎啓発イベント（写真②）
　広島県の企画で、JR広島駅南口広場とMazda Zoom-Zoomスタジアム広島において肝
炎ウイルス検査受検勧奨の啓発活動を行いました。当日は、県内の専門医療機関の医師やコー
ディネーター、協会けんぽ、薬務課など27名が参加し、啓発資材3000個を配布しました。

広島大学病院 Hiroshima Universi ty Hospital

●①肝疾患相談室ニュース

●②啓発イベント活動参加の皆様

ポスター掲示場所 ［医師対象］鳥取大学医学部附属病院／職員通路３階4階
 ［市民対象］鳥取大学医学部附属病院／外来棟1階3階
リーフレット配布場所 ［市民対象］JR米子駅前／ 鳥取大学医学部附属病院　外来棟1階

　7月24日午後6時から米子がいな祭りが開催されたJR米子駅前で肝
炎啓発リーフレットの配布、肝炎ウイルス検査の受検勧奨を肝臓専門
医師、看護師、薬剤師12人で行った。中四国肝疾患ネットワークから
の赤いリーフレットと鳥取県肝疾患センターからのリーフレットと啓発用
ポケットティッシュを配布した。また、鳥取県肝疾患相談センターの啓
発用シールをTシャツの左胸と背中に貼り宣伝した。祭りの日ということ
もあり多くの人に配布することができた。しかし年代はさまざまであり、
若者が多かったことから肝炎に対して関心のない人が多かった。普段
あまり関心のない人に肝炎について啓発活動を行うことで情報を提供
できたことはよかったが、ターゲットを絞って院内ミニ講座や院外の市
民公開講座など興味のある人の集まる場所での配布がよかったのでは
ないかという反省があった。興味を持って肝炎ウイルス検査について聞
いてこられる方や具体的に知りたいという方もおられ、医師とともに配
布したことで専門的に対応できた。

鳥取大学医学部附属病院 Tottori  Universi ty Hospital

ポスター掲示場所 ［医師対象］ 各医局／県内の肝炎専門医療機関／健診、ウイルス検査実施医療機関
   希望された県内の肝炎医療コーディネーター
 ［市民対象］ 外来掲示板／各病棟／市民公開講座／県内イオングループの各店舗 
リーフレット配布場所 ［医師対象］各医局／県内の肝炎専門医療機関／健診、ウイルス検査実施医療機関
 ［市民対象］ 希望された県内の肝炎医療コーディネーター／市民公開講座／県内の肝炎専門医療機関

　院内の掲示スペースや7月29日に行った市民
公開講座の会場でポスター掲示、リーフレット配
布をした他、県内の肝炎医療コーディネーター
の方に呼びかけ、希望された方へリーフレットと
ポスターを配布しました。各施設で活用してもらっ
たり、地域の医療機関、役場、振興センター
等に配布してくださり、コーディネーターの皆さ
んの活動にもつながりました。
　県を中心に行われたイオンモール出雲での世
界肝炎デー街頭キャンペーンでもポスターを掲示し、県を通じて県内のイオングループ各店舗にポスター掲示をお願いしました。
　また、医師向けのリーフレットについては、各医局への配布に加えて院内の医療安全研修会の際にこの内容について紹介
する時間を設けてもらい、参加した医療従事者に呼びかけました。
　同じ資材を活用して県内のコーディネーターとも活動が共有できたり、他の拠点病院での取り組みを知って参考にさせてもらっ
たり、色々なきっかけにつながった企画でした。

島根大学医学部附属病院 Shimane Universi ty Hospital

●市民公開講座でのポスター掲示 ●医療安全研修での院内スタッフへの呼びかけ

ポスター掲示場所 ［医師対象］岡山大学病院の全診療科
 ［市民対象］岡山地方産業安全衛生大会／岡山大学病院の医科・歯科　外来棟
リーフレット配布場所 ［医師対象］岡山大学病院のPHS番号が付与されている医師すべて
 ［市民対象］岡山地方産業安全衛生大会／岡山大学病院の歯科診療室
  ファジアーノ岡山＆カマタマーレ讃岐の試合会場／岡山県肝炎相談センター

　7月4日に開催された岡山地方産業安全衛生大会で、中国・四国合同で
作成した肝炎ウイルス検査受検促進のリーフレットを配布させてもらいました。
この会は、岡山県の企業が安全衛生の重要性を知るために労働基準協会、

岡山産業保健総合支援センターなどが例年企
画しています。会自体の参加者は400人程度
だったそうですが、リーフレットとグッズをひと
つの袋にいれて、岡山大学病院の肝疾患サ
ポートチームのメンバーである医師・看護師・
検査技師・診療情報士などの様々な職種と配
布しました。企業で安全管理を担当される方々や産業保健に関わる保健師などにも肝炎検診
について知ってもらうきっかけづくりになりました。肝炎検診の受検勧奨は、岡山大学だけが行っ
ている取り組みではなく、国として推進しており、今回のリーフレット配布は中国・四国地区
の拠点病院が連携して行っている活動であることをお伝えすると、取り組みとして非常に重要
であることやそれだけ力をいれていると共感してもらえており、よかったなと思いました。

岡山大学病院 Okayama Universi ty Hospital

世界肝炎デーにちなむ肝炎啓発活動
～肝炎医療コーディネーター情報共有会をもとに～

2018年
中国・四国地区　肝疾患診療連携拠点病院　合同企画

　2018年5月19日に【肝疾患診療連携拠点病院　肝炎医療コーディネーター情報共有会】を開催しました。昨
年に続き2回目の開催となりますが、中国・四国地区の肝疾患診療連携拠点病院11施設すべてのスタッフに参
加いただきました。徳島大学肝疾患相談室の立木相談員に徳島県の肝炎啓発活動について、広島大学病院
消化器代謝内科の河岡先生に広島県の肝炎医療コーディネーター養成について報告していただきました。また、
肝炎啓発を中心とした拠点病院活動の活性化や肝炎医療コーディネーターの養成についてグループ討議を行
い、様々な職種の人が連携して活動する大切さを知ることが出来ました。さらに、会の後にも中国・四国地区
の拠点病院スタッフで意見を出し合って肝炎啓発用ポスターやリーフレットを作成し、世界肝炎デーで合同の肝
炎啓発活動を行うことができました。今後も、県の垣根を越えて連携した肝炎活動が出来ればと思います。

岡山大学病院　消化器内科　岡田 裕之・池田 房雄　

肝がんの原因の8割は

肝炎ウイルスです

鳥取大学医学部附属病院 TEL 0859-38-6525
島根大学医学部附属病院 TEL 0853-20-2721
岡 山 大 学 病 院 TEL 086-235-6851
広 島 大 学 病 院 TEL 082-257-1541
福 山 市 民 病 院 TEL 084-941-5151（内3146）
山口大学医学部附属病院 TEL 0836-85-3976

徳 島 大 学 病 院 TEL 088-633-9002
香川大学医学部附属病院 TEL 087-891-2468
香 川県立中央病院 TEL 087-811-3333（内2201）
愛媛大学医学部附属病院 TEL 089-960-5955
高知大学医学部附属病院 TEL 088-880-2338, 2339中国・四国地区

肝疾患診療連携拠点病院

世界肝炎デー
合同企画
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詳しくは、
お近くの
拠点病院に
お電話を！特に20歳以上で一度も検査を受けたことがない方、

家族に肝炎・肝がんの患者さんがいる方は一度検査を。

まずは、肝炎ウイルス検査を受けましょう！

☝

でも、治療で悪化を防ぐことが可能です！

鳥取大学医学部附属病院 TEL 0859-38-6525
島根大学医学部附属病院 TEL 0853-20-2721
岡 山 大 学 病 院 TEL 086-235-6851
広 島 大 学 病 院 TEL 082-257-1541
福 山 市 民 病 院 TEL 084-941-5151（内3146）
山口大学医学部附属病院 TEL 0836-85-3976

徳 島 大 学 病 院 TEL 088-633-9002
香川大学医学部附属病院 TEL 087-891-2468
香 川県立中央病院 TEL 087-811-3333（内2201）
愛媛大学医学部附属病院 TEL 089-960-5955
高知大学医学部附属病院 TEL 088-880-2338, 2339中国・四国地区

肝疾患診療連携拠点病院

世界肝炎デー
合同企画

詳しくは、
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知っていますか？

特に20歳以上で一度も検査を受けたことがない方、
家族に肝炎・肝がんの患者さんがいる方は一度検査を。

まずは、肝炎ウイルス検査を受けましょう！

　　　　　の原因の
8割は肝炎ウイルスです
肝がん

hepatitis

医師には
説明の義務
があります。

先生！　　  してますか？説明

肝炎ウイルス
検査の結果

陰性・陽性の結果説明を怠り、肝癌が見つかれば、訴訟で敗訴する事例があります。
陰性についても、説明義務化の通達が厚生労働省よりありました。

患者さんには、受けた検査の説明を！
陽性者は必ず肝臓専門医に紹介を！

鳥取大学医学部附属病院 TEL 0859-38-6525
島根大学医学部附属病院 TEL 0853-20-2721
岡 山 大 学 病 院 TEL 086-235-6851
広 島 大 学 病 院 TEL 082-257-1541
福 山 市 民 病 院 TEL 084-941-5151（内3146）
山口大学医学部附属病院 TEL 0836-85-3976

徳 島 大 学 病 院 TEL 088-633-9002
香川大学医学部附属病院 TEL 087-891-2468
香 川県立中央病院 TEL 087-811-3333（内2201）
愛媛大学医学部附属病院 TEL 089-960-5955
高知大学医学部附属病院 TEL 088-880-2338, 2339

世界肝炎デー
合同企画
中国・四国地区

肝疾患診療連携拠点病院

●市民対象ポスター ●市民対象ポスター ●市民対象ポスター

ごあいさつ

香川大学医学部附属病院
［参加者］ 松本有加利／長内　恵里

香川県立中央病院
［参加者］ 高口　浩一／森田　康之

愛媛大学医学部附属病院
［参加者］ 渡辺　崇夫／藤原亜矢子

徳島大学病院
［参加者］ 田中　貴大／立木佐知子
 小林　保数／冨永　誠記

高知大学医学部附属病院
［参加者］ 堀野　美香／田所満理奈

山口大学医学部附属病院
［参加者］ 日髙　　勲／結城　美重
 増井美由紀

［編　集］　岡山大学病院

福山市民病院
［参加者］ 掛谷　義和／堀　　美幸

広島大学病院
［参加者］ 河岡　友和／川上　由育
 木原　幸子／河本　有花

鳥取大学医学部附属病院
［参加者］ 近藤　仁子／花田　知穂
 松本　　彩／三鴨　幹子

島根大学医学部附属病院
［参加者］ 飛田　博史／黒松　浩美

岡山大学病院
［参加者］ 池田　房雄／安中　哲也
 亀川　勝典／犬山奈穂美
 難波志穂子
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ポスター掲示場所 内科外来、外来化学療法室、検査部、放射線部、救急外来入口、東病棟5階(消化器内科)
 ディールーム、卒後臨床研修センター、研究棟掲示板、がん相談支援センター
リーフレット配布場所 内科外来、消化器外科外来、病棟、関係診療科

　リーフレットの配布については、外来での配布を基
本に計画し外来看護師の協力の下受診に来院された
患者さんを対象に配布しました。また、病棟でも配布
及び掲示を行いました。世界肝炎デーに合わせて計
画していた市民公開講座でも配布を予定していました
が、残念なことに開催当日が台風であったため安全を
考慮し中止となり配布できませんでした。
　ポスターの掲示は院内の掲示板を活用しました。目
を引いた様でポスターを見て窓口に相談に来られる方
もいらっしゃいました。相談に来られた方に相談を決
めた理由をお伺いすると「肝がんの8割」が明確に数
字で表示されていたからとのことでした。
　ポスターの掲示先やリーフレットの配布方法につい
て今回は院内にとどまりましたが、次年度同様の企画
があれば配布方法や掲示先についてもう少しアレンジ
を効かせていきたいと考えています。

　2018年5月19日に【肝疾患診療連携拠点病院　肝
炎医療コーディネーター情報共有会】を開催しました。
昨年に続き2回目の開催となりますが、中国・四国地区
の肝疾患診療連携拠点病院11施設すべてのスタッフに
参加いただきました。徳島大学肝疾患相談室の立木相
談員に徳島県の肝炎啓発活動について、広島大学病
院消化器代謝内科の河岡先生に広島県の肝炎医療コー

ディネーター養成について
報告していただきました。
また、肝炎啓発を中心とし
た拠点病院活動の活性化
や肝炎医療コーディネー
ターの養成についてグループ討議を行い、様々な職種の人が連携して活動する大切
さを知ることが出来ました。さらに、会の後にも中国・四国地区の拠点病院スタッフ
で意見を出し合って肝炎啓発用ポスターやリーフレットを作成し、世界肝炎デーで合
同の肝炎啓発活動を行うことができました。今後も、県の垣根を越えて連携した肝
炎活動が出来ればと思います。

岡山大学病院　消化器内科　岡田 裕之・池田 房雄　

香川大学医学部附属病院 Kagawa Universi ty Hospital

肝がんの原因の8割は

肝炎ウイルスです

鳥取大学医学部附属病院 TEL 0859-38-6525
島根大学医学部附属病院 TEL 0853-20-2721
岡 山 大 学 病 院 TEL 086-235-6851
広 島 大 学 病 院 TEL 082-257-1541
福 山 市 民 病 院 TEL 084-941-5151（内3146）
山口大学医学部附属病院 TEL 0836-85-3976

徳 島 大 学 病 院 TEL 088-633-9002
香川大学医学部附属病院 TEL 087-891-2468
香 川県立中央病院 TEL 087-811-3333（内2201）
愛媛大学医学部附属病院 TEL 089-960-5955
高知大学医学部附属病院 TEL 088-880-2338, 2339中国・四国地区

肝疾患診療連携拠点病院

世界肝炎デー
合同企画

知っていますか？
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詳しくは、
お近くの
拠点病院に
お電話を！特に20歳以上で一度も検査を受けたことがない方、

家族に肝炎・肝がんの患者さんがいる方は一度検査を。

まずは、肝炎ウイルス検査を受けましょう！

☝

でも、治療で悪化を防ぐことが可能です！

鳥取大学医学部附属病院 TEL 0859-38-6525
島根大学医学部附属病院 TEL 0853-20-2721
岡 山 大 学 病 院 TEL 086-235-6851
広 島 大 学 病 院 TEL 082-257-1541
福 山 市 民 病 院 TEL 084-941-5151（内3146）
山口大学医学部附属病院 TEL 0836-85-3976

徳 島 大 学 病 院 TEL 088-633-9002
香川大学医学部附属病院 TEL 087-891-2468
香 川県立中央病院 TEL 087-811-3333（内2201）
愛媛大学医学部附属病院 TEL 089-960-5955
高知大学医学部附属病院 TEL 088-880-2338, 2339中国・四国地区

肝疾患診療連携拠点病院

世界肝炎デー
合同企画

詳しくは、
お近くの
拠点病院に
お電話を！

危
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で
す
、

「
肝
炎
」の
放
置
。

知っていますか？

特に20歳以上で一度も検査を受けたことがない方、
家族に肝炎・肝がんの患者さんがいる方は一度検査を。

まずは、肝炎ウイルス検査を受けましょう！

　　　　　の原因の
8割は肝炎ウイルスです
肝がん

◦市民対象ポスター ◦市民対象リーフレット

hepatitis

医師には
説明の義務
があります。

先生！　　  してますか？説明

肝炎ウイルス
検査の結果

陰性・陽性の結果説明を怠り、肝癌が見つかれば、訴訟で敗訴する事例があります。
陰性についても、説明義務化の通達が厚生労働省よりありました。

患者さんには、受けた検査の説明を！
陽性者は必ず肝臓専門医に紹介を！

鳥取大学医学部附属病院 TEL 0859-38-6525
島根大学医学部附属病院 TEL 0853-20-2721
岡 山 大 学 病 院 TEL 086-235-6851
広 島 大 学 病 院 TEL 082-257-1541
福 山 市 民 病 院 TEL 084-941-5151（内3146）
山口大学医学部附属病院 TEL 0836-85-3976

徳 島 大 学 病 院 TEL 088-633-9002
香川大学医学部附属病院 TEL 087-891-2468
香 川県立中央病院 TEL 087-811-3333（内2201）
愛媛大学医学部附属病院 TEL 089-960-5955
高知大学医学部附属病院 TEL 088-880-2338, 2339

世界肝炎デー
合同企画
中国・四国地区

肝疾患診療連携拠点病院

◦医師対象リーフレット

ご いあ さ つ
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ポスター掲示場所 ［医師対象］院内：医局
 ［市民対象］院内：外来フロア  
リーフレット配布場所 ［医師対象］院内：医局
 ［市民対象］院外：8/5 出張無料肝炎ウイルス検査(岡山大学病院様と合同開催) in シティライトスタジアム  

　一般市民向けのリーフレットは、8月5日に岡山大学病院様と合同開催した「出張無料肝炎ウイルス検査」にて、イベント
に参加された皆様にお配りしました。肝炎検査の意義を説明する際に合わせてご覧いただくと共に、御家族や御友人への啓
発もお願いすると、皆様快く了承して下さいました。連日の酷暑の影響で参加者が少なかったのが残念ではありましたが、岡
山大学病院様と合同開催したことで大変充実した活動となりました。また院内では、来院した患者さんや家族の方々の目につ
きやすい場所にポスターを掲示しました。皆様、足を止めて興味深そうに御覧になっていました。
　医師向けのリーフレット・ポスターについては、なかなか医師全員が集まる機会は無いということもあり、医局でのポスター
掲示及び各診療科長へのリーフレット配
布を行いました。また研修医にも周知し、
今後の診療業務等に役立てていただきた
いと思いました。
　今回のように各拠点病院が合同で 1 
つの活動を行うことは、大変意味のある
ことだと思います。今後も各拠点病院と
連携しながら、肝炎啓発活動に取り組ん
でいきたいと思います。

ポスター掲示場所 
◦当院の内科外来
◦医薬品卸売会社を通して、クリニックなどに配布していただいた。
リーフレット配布場所 
◦肝炎デーの街頭キャンペーンのときに配布した。
◦医薬品卸売会社を通して、クリニックなどに配布していただいた。

　今年も肝疾患啓発運動として7月29日に7回目となる街頭キャンペーンを
行いました。場所は昨年と同様、伊予鉄高島屋前の坊ちゃん広場周辺で
行いました。今年は台風12号の影響で開催できるか前日まで心配していま
したが、当日になってみると雨風は全くなく、毎年同様に猛暑の中での開催
となりました。大学からは肝疾患診療相談センター、看護部 (消化器疾患
病棟、内科外来)、総合診療サポートセンター、栄養部から参加していた
だきました。大学外からは愛媛県健康増進課、全国健康保険協会 (協会
けんぽ)愛媛支部、松山市保健所、愛媛新聞、さらには患者団体の方た
ちにも参加していただきました。今回、配布する資材の一部として中国・四
国地区 肝疾患診療連携拠点病院合同企画のリーフレットを使用しました。
参加していただいた皆様に合同企画のことをお話しすると、企画の規模の大きさに驚かれる方が多く、士気を高めるこ
とにとても効果がありました。受け取った方としても、複数の大学病院をはじめ、多くの大きな病院の名前が連なってお
り、説得力を感じるのではないでしょうか。

香川県立中央病院 Kagawa Prefectural  Central  Hospital

愛媛大学医学部附属病院 Ehime Universi ty Hospital

◦袋の中身はこのようになっています！ ◦岡山でのイベントにて、参加された皆様に啓発
用資材が入った袋を配布しました！
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ポスター掲示場所 ［医師対象］肝疾患専門医療機関／肝炎ウイルス検査委託医療機関
 ［市民対象］市民公開講座 開催会場／院内外来掲示板／ポスター展
リーフレット配布場所 ［医師対象］肝疾患専門医療機関／肝炎ウイルス検査委託医療機関
  肝がん撲滅運動 市民公開講座に参加いただいた医師
 ［市民対象］市民公開講座開催会場／院内ポスター展／肝疾患専門医療機関
  無料肝炎ウイルス検査委託医療機関

　昨年に続き、今年も肝臓週間（7/23～7/27）に啓発のための院内ポスター展を開催し、そこで受検勧奨ポスターを掲示しま
した。また、開催期間ポスター展をご覧頂いている方に、院内に所属する肝炎医療コーディネーターがリーフレットを配布しました。
　7月28日には、肝がん撲滅運動市民公開講座を開催し、参加くださった医師には医師向けのリーフレットを、一般参加
者には受検勧奨のリーフレットを配布しました。今回は同じ会場で、無料肝炎ウイルス検査を実施し、協力いただいた肝
炎医療コーディネーターが呼び込みの際に受検勧
奨のリーフレットを配布し検査を受けたことがない
方への働きかけをしました。
　受検率アップのためには、普段病院に来る機会
のない方への働きかけが重要であり、イベント会場
での啓発活動は有効であったと思います。参加い
ただいた肝炎医療コーディネーターからも「自分の
声掛けが検査につながる経験ができてよかった」と
感想をいただきました。

ポスター掲示場所 ［医師対象］高知大学病院 診療科医局
 ［市民対象］高知大学医学部附属病院総合受付待合／内科外来待合／整形外科待合
  高知県内肝臓専門医のいる病院、診療所
リーフレット配布場所 ［医師対象］高知大学医学部附属病院 各医局
 ［市民対象］高知大学医学部附属病院総合受付待合
  高知県肝臓専門医のいる病院、診療所／内科外来受診患者

　少ない時間でしたが多くの方々に肝炎
について周知ができ、興味を持っていた
だく時間になりました。
　消化器内科の患者さん以外にも診察
時にリーフレットを配ったことで、肝炎デー
の講演の参加者が昨年より約2.5倍増加
し、成果があったと思います。
　来年度もこの様な企画を是非お願い
いたします。

徳島大学病院 Tokushima Universi ty Hospital

高知大学医学部附属病院 Kochi Medical  School Hospital
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リーフレット配布場所　［市民対象］　肝炎デー啓発イベント（ゆめタウン徳山）

　7月28日の世界肝炎デーにあわせて、山口県・周南市・周南市の専門医療機関（徳山中央病院）・山口大学医学部附
属病院との共催で、受検促進パンフレット配布・無料肝炎ウイルス検査の肝炎啓発イベントを開催いたしました。その際、山
口県版のパンフレット配布に加え、中国・四国地区合同で作成した肝炎ウイルス検査を勧奨するリーフレットの配布を行いま
した。夏休みということもあり、県内外からのお客さんも多く大変賑わっており、検査やパンフレット配布も予想以上の反響が
ありました。総合受付にも中四国合同で作成したリーフレットの掲示も行い、お客さんだけではなく、参加した他施設スタッフ
や肝炎医療コーディネーターに対しても、中四国地区の拠点病院が協力しながら啓発に取り組んでいることを伝えることがで
きました。

ポスター掲示場所
市民病院内 ［本館］各外来／内科／脳外科／外科／眼科／耳鼻科／泌尿器科／中央採血室前
 ［東館］外来／循環器／放射線科受付前
 ［西館］外来／総合受付／総合案内／皮膚科など外来病棟　8か所
リーフレット配布場所
1ネットワーク医療機関　7医療機関

［福山・府中地区］
◦公立学校共済組合　中国中央病院 ◦独立行政法人国立病院機構　福山医療センター
◦医療法人社団　日本鋼管福山病院 ◦医療法人すこやか会　森近内科
◦医療法人社団形慶正会　奥野内科医院

［尾三地区］
◦広島県厚生農業協同組合連合会　尾道総合病院 ◦総合病院　三原赤十字病院

2保健所等施設
◦東部保健所　保健課　尾道市古浜町 ◦東部保健所福山支所　保健課　福山市三吉町
◦福山市保健所　予防課 ◦福山市保健所　健康推進課すこやかセンター

3市役所　総務課

　当院は毎年 “世界肝炎デー” に合わせて7月に市民公開講座を開催しています。4月に入ると院長とテーマ等の打
ち合わせを行い、5月末には福山市内4医師会、福山市薬剤師会の共催、福山市歯科医師会の後援のもとポスター
等の配布を行います。今年のテーマは「肝がんを撲滅するために！」でした。 広報ふくやま・中国新聞への掲載、院内への掲示等の広報活動を
経て、今年も順調に7月7日（土）を迎えた前日「平成30年7月豪雨」により中止とし、9月15日（土）に延期にしました。
　しかし今年は7月28日（土）に広島県薬務課主催の “肝炎デー啓発活動” がマツダスタジアムと広島駅南口広場で開催され、当院も肝炎担当
者が参加しました。照り付ける日差しとスタジアムの熱気も味方し、ウエットティッシュとリーフレットは瞬く間になくなり、多くの方に啓発が出来、好評
のうちに終了したと聞きました。
　（7月29日の “肝炎啓発街頭キャンペーン in JR新山口駅” には2名の肝炎COが参加予定でした。）
　また、合同企画によるポスターは、ネットワーク医療機関・市や県保健所・市役所などに配布しました。院内にも掲示し、医師向け用のポスター
は電子カルテの院内情報共有に載せて各科医師への意識付けへと繋げました。

山口大学医学部附属病院 Yamaguchi Universi ty Hospital

福山市民病院 Fukuyama City Hospital
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ポスター掲示場所 ［医師対象］広島大学病院40診療科医局／広島県内の肝疾患診療連携病院7施設
 ［市民対象］広島大学病院開催の市民公開講座／広島大学病院外来棟待合・入院棟掲示板
  広島県内の肝疾患診療連携病院7施設
リーフレット配布場所 ［医師対象］広島大学病院40診療科医局／広島県内の肝疾患診療連携病院7施設
 ［市民対象］広島大学病院開催の市民公開講座／外来棟／広島県内の肝疾患診療連携病院7施設

　広島大学病院では、下記の肝炎啓発活動を実施しました。
◦6月23日（土）市民参加型の公開講座開催
　『肥満と肝疾患』をテーマに、全員が体組成測定後、肝臓専門医の講演と理学療法士によ
る効果的な運動のレクチャーを受けました。会場に、中国・四国合同で作成した肝炎ウイル
ス検査受検促進のポスターを掲示し、参加者にリーフレットを配布しました。
◦院内広報誌「肝疾患相談室ニュース」発行（写真①）
　肝疾患相談室では今年度から、肝疾患相談室の活動や肝疾患診療に関する最新の知見を
発信することを目的に「肝疾患相談室ニュース」を発行しています。第1号は世界肝炎デーの
当院の取り組みと、肝炎ウイルス検査結果の説明義務について広報しました。
◦7月28日（土）肝炎啓発イベント（写真②）
　広島県の企画で、JR広島駅南口広場とMazda Zoom-Zoomスタジアム広島において肝
炎ウイルス検査受検勧奨の啓発活動を行いました。当日は、県内の専門医療機関の医師やコー
ディネーター、協会けんぽ、薬務課など27名が参加し、啓発資材3000個を配布しました。

ポスター掲示場所 ［医師対象］鳥取大学医学部附属病院／職員通路３階4階
 ［市民対象］鳥取大学医学部附属病院／外来棟1階3階
リーフレット配布場所 ［市民対象］JR米子駅前／ 鳥取大学医学部附属病院　外来棟1階

　7月24日午後6時から米子がいな祭りが開催されたJR米子駅前で肝
炎啓発リーフレットの配布、肝炎ウイルス検査の受検勧奨を肝臓専門
医師、看護師、薬剤師12人で行った。中四国肝疾患ネットワークから
の赤いリーフレットと鳥取県肝疾患センターからのリーフレットと啓発用
ポケットティッシュを配布した。また、鳥取県肝疾患相談センターの啓
発用シールをTシャツの左胸と背中に貼り宣伝した。祭りの日ということ
もあり多くの人に配布することができた。しかし年代はさまざまであり、
若者が多かったことから肝炎に対して関心のない人が多かった。普段
あまり関心のない人に肝炎について啓発活動を行うことで情報を提供
できたことはよかったが、ターゲットを絞って院内ミニ講座や院外の市
民公開講座など興味のある人の集まる場所での配布がよかったのでは
ないかという反省があった。興味を持って肝炎ウイルス検査について聞
いてこられる方や具体的に知りたいという方もおられ、医師とともに配
布したことで専門的に対応できた。

広島大学病院 Hiroshima Universi ty Hospital

鳥取大学医学部附属病院 Tottori  Universi ty Hospital

◦①肝疾患相談室ニュース

◦②啓発イベント活動参加の皆様
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ポスター掲示場所 ［医師対象］ 各医局／県内の肝炎専門医療機関／健診、ウイルス検査実施医療機関
   希望された県内の肝炎医療コーディネーター
 ［市民対象］ 外来掲示板／各病棟／市民公開講座／県内イオングループの各店舗 
リーフレット配布場所 ［医師対象］各医局／県内の肝炎専門医療機関／健診、ウイルス検査実施医療機関
 ［市民対象］ 希望された県内の肝炎医療コーディネーター／市民公開講座／県内の肝炎専門医療機関

　院内の掲示スペースや7月29日に行った市民
公開講座の会場でポスター掲示、リーフレット配
布をした他、県内の肝炎医療コーディネーター
の方に呼びかけ、希望された方へリーフレットと
ポスターを配布しました。各施設で活用してもらっ
たり、地域の医療機関、役場、振興センター
等に配布してくださり、コーディネーターの皆さ
んの活動にもつながりました。
　県を中心に行われたイオンモール出雲での世
界肝炎デー街頭キャンペーンでもポスターを掲示し、県を通じて県内のイオングループ各店舗にポスター掲示をお願いしました。
　また、医師向けのリーフレットについては、各医局への配布に加えて院内の医療安全研修会の際にこの内容について紹介
する時間を設けてもらい、参加した医療従事者に呼びかけました。
　同じ資材を活用して県内のコーディネーターとも活動が共有できたり、他の拠点病院での取り組みを知って参考にさせてもらっ
たり、色々なきっかけにつながった企画でした。

ポスター掲示場所 ［医師対象］岡山大学病院の全診療科
 ［市民対象］岡山地方産業安全衛生大会／岡山大学病院の医科・歯科　外来棟
リーフレット配布場所 ［医師対象］岡山大学病院のPHS番号が付与されている医師すべて
 ［市民対象］岡山地方産業安全衛生大会／岡山大学病院の歯科診療室
  ファジアーノ岡山＆カマタマーレ讃岐の試合会場／岡山県肝炎相談センター

　7月4日に開催された岡山地方産業安全衛生大会で、中国・四国合同で
作成した肝炎ウイルス検査受検促進のリーフレットを配布させてもらいました。
この会は、岡山県の企業が安全衛生の重要性を知るために労働基準協会、

岡山産業保健総合支援センターなどが例年企
画しています。会自体の参加者は400人程度
だったそうですが、リーフレットとグッズをひと
つの袋にいれて、岡山大学病院の肝疾患サ
ポートチームのメンバーである医師・看護師・
検査技師・診療情報士などの様々な職種と配
布しました。企業で安全管理を担当される方々や産業保健に関わる保健師などにも肝炎検診
について知ってもらうきっかけづくりになりました。肝炎検診の受検勧奨は、岡山大学だけが行っ
ている取り組みではなく、国として推進しており、今回のリーフレット配布は中国・四国地区
の拠点病院が連携して行っている活動であることをお伝えすると、取り組みとして非常に重要
であることやそれだけ力をいれていると共感してもらえており、よかったなと思いました。

島根大学医学部附属病院 Shimane Universi ty Hospital

岡山大学病院 Okayama Universi ty Hospital

◦市民公開講座でのポスター掲示 ◦医療安全研修での院内スタッフへの呼びかけ
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中国・四国地区　肝疾患診療連携拠点病院　合同企画
香川大学医学部附属病院
〒761-0793 香川県木田郡三木町池戸1750-1
TEL 087-891-2468

［参加者］ 松本有加利／長内　恵里

香川県立中央病院
〒760-8557 香川県高松市朝日町一丁目2番1号
TEL 087-811-3333（内 2201）

［参加者］ 高口　浩一／森田　康之

愛媛大学医学部附属病院
〒791-0295 愛媛県東温市志津川
TEL 089-960-5955

［参加者］ 渡辺　崇夫／藤原亜矢子

徳島大学病院
〒770-8503 徳島県徳島市蔵本町2丁目50-1
TEL 088-633-9002

［参加者］ 田中　貴大／立木佐知子
 小林　保数／冨永　誠記

高知大学医学部附属病院
〒783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮185-1
TEL 088-880-2338, 2339

［参加者］ 堀野　美香／田所満理奈

山口大学医学部附属病院
〒755-8505 山口県宇部市南小串1-1-1
TEL 0836-85-3976

［参加者］ 日髙　　勲／結城　美重／増井美由紀

福山市民病院
〒721-8511 広島県福山市蔵王町5-23-1
TEL 084-941-5151（内 3146）

［参加者］ 掛谷　義和／堀　　美幸

広島大学病院
〒734-8551 広島県広島市南区霞1-2-3
TEL 082-257-1541

［参加者］ 河岡　友和／川上　由育
 木原　幸子／河本　有花

鳥取大学医学部附属病院
〒683-8504 鳥取県米子市西町36番地1
TEL 0859-38-6525

［参加者］ 近藤　仁子／花田　知穂 
 松本　　彩／三鴨　幹子

島根大学医学部附属病院
〒693-8501 島根県出雲市塩冶町89-1
TEL 0853-20-2721

［参加者］ 飛田　博史／黒松　浩美

岡山大学病院
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目5-1
TEL 086-235-6851

［参加者］ 池田　房雄／安中　哲也／亀川　勝典
 犬山奈穂美／難波志穂子

発行日　2018年10月2日
編 集　岡山大学病院
印 刷　株式会社中野コロタイプ
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