
日　　時：

会　　場：

対　　象：

参 加 費 ： 

主　　催：

鹿児島大学病院 消化器内科　教授

肝疾患相談センター　センター長

　井戸　章雄

第1部：

鹿児島県くらし保健福祉部健康増進課

感染症保健係　橋口　雅和

鹿児島大学病院　肝疾患相談センター

山口大学医学部付属病院　肝疾患センター

休憩

第2部：

助教 　馬渡　誠一

講演5

特任助教 　小田　耕平

講演6

特任助教 　熊谷　公太郎

肝疾患相談センター　センター長

　井戸　章雄

鹿児島大学病院 肝疾患相談センター

TEL/FAX ： 099-275-5329

森内・小田・河野

11：30～12：00
30分

12：00～12：30
肝疾患領域の指定難病 30分

鹿児島大学病院 消化器内科

12：30～12：35 閉会の挨拶

講演4
ウイルス肝炎と肝炎医療費助成 30分

鹿児島大学病院 消化器内科

鹿児島大学病院 肝疾患相談センター
肝硬変（肝機能障害）と障害認定

kanennet@com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp

〒890-8520　鹿児島市桜ケ丘8-35-1

ＴＫＰガーデンシティ鹿児島中央　薩摩ホール

鹿児島大学病院肝疾患相談センター・鹿児島県くらし保健福祉部健康増進課

医療機関・保健所等の職員

無料　定員150人 （参加申込順）

プログラム
9：00～9：30 受　付

9：30～9：35 開会の挨拶

10分
9：35～9：45 講演1

《　問い合わせ先　》　　　

11：00～11：30

平成30年度鹿児島県肝炎医療コーディネーター養成講座

40分
肝炎医療コーディネーターの役割

～山口県肝疾患コーディネーターの活動紹介～ 副センター長　日髙　勲

副センター長　森内　昭博
25分肝炎医療コーディネーターに期待すること

9：45～10：10 講演2

10：10～10：50 講演3

肝炎に関する制度について

平成30年10月28日(日)　9：30～12：35 　 (9：00～　開場・受付開始)

mailto:kanennet@com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp
mailto:kanennet@com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp










平成 31 年 1 月吉日 

医療機関各位 

公益財団法人ウイルス肝炎研究財団 

ギリアド・サイエンシズ株式会社  

湘南東部総合病院 肝臓病センター 

 

『ウイルス肝炎研究財団による HCV Elimination Project のキックオフミーティング』  

開催のご案内 

 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 日頃は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 

 このたび、ウイルス肝炎研究財団より委託された新規プロジェクトのキックオッフミーティングを開催させていただ

きたく存じます。詳細につきましては、同封の資料をご参照いただければ幸いです。 

 ご多忙中のこととは存じますが、代理の方でも構いませんので、是非ともご来臨賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

敬具 

記 

１．日 時   平成 31 年 2 月 21 日（木） 18 時 00 分より 

２．場 所   湘南東部総合病院東館 1 階 会議室 

         神奈川県茅ケ崎市西久保 500 番地 

         電話番号 0467‐89‐3633（湘南東部総合病院 地域連携室直通） 

3. プログラム 開会の辞：湘南東部総合病院 委員長 市田隆文先生 

          講演: 「山口県における HCV 撲滅に向けた取り組み」 
             山口大学医学部附属病院肝疾患センター 日髙勲先生 

以上 

 

同封書類   研究概要 × １部 

出欠席ＦＡＸ票（会場案内図含む） × １部 

 



平成 30年度山口県肝疾患コーディネーター養成講習会 

【開 催 日 時】 平成 30 年 9月 2日（日）１０：００～１６：００ 

【会   場】 ANAクラウンプラザホテル宇部 3階「万葉の間」→「国際会議場」(宇部市相生町 8-1) 

【受講対象者】 看護師・保健師・薬剤師・管理栄養士・医療ソーシャルワーカー・臨床検査技師・ 

理学療法士・作業療法士の方でコーディネーター事業にご協力いただける方 

（＊新規の方が対象です） 

【募 集 定 員】 １００名（定員になり次第、締め切らせていただきます。） 

プログラム 

 9:40～  受 付 

 10:00～10:10 開講式：主催者挨拶 

 10:10～10:25  肝炎医療コーディネーターとは（15分） 

  山口大学医学部附属病院 肝疾患センター 日髙 勲 

 10:25～10:55  講義①：Ｂ型肝炎（30分） 

  山口大学大学院医学系研究科 医学教育センター 久永 拓郎 

 10:55～11:25  講義②：Ｃ型肝炎（30分） 

  山口大学医学部附属病院 肝疾患センター 日髙 勲 

  ～休憩（10分）～ 

   11:35～12:05  講義③：脂肪肝（ＮＡＳＨ、アルコール性肝障害)（30分） 

         山口大学大学院医学系研究科 臨床検査・腫瘍学 松本 俊彦 

   12:05～12:35  講義④：肝硬変の合併症（30分） 

  山口大学大学院医学系研究科 消化器内科学 岩本 拓也 

～昼休憩（50分）～ 

   13:25～13:55  講義⑤：肝癌（30分） 

  山口大学医学部附属病院 第一内科 前田 雅喜 

  13:55～14:10  講義⑥：肝炎ウイルス検診（15分） 

  山口県 健康福祉部 健康増進課 宮下 洋一  

   14:10～14:25  講義⑦：公的助成制度・身体障害者認定制度（15分） 

  山口県 健康福祉部 健康増進課 東 弘明 

         ～休憩（10分）～ 

     14:35～14:55     テスト 

   15:00～15:10   講義⑧：肝炎患者の声 （10分） 

     15:10～15:25  講義⑨：肝炎患者のケア（15分） 

         山口大学医学部附属病院 看護部 増井 美由紀 

   15:25～15:40  講義⑩：コーディネーターの活動：院内受診勧奨への取り組み（15分） 

         阿知須共立病院 臨床検査技師 石田 千鶴 

   15:40～        閉講式：認定証交付（テスト合格者の方）、主催者挨拶 

 ≪主催≫ 山口県、山口大学医学部附属病院（山口県肝疾患診療連携拠点病院） 

 ≪後援≫ 山口県医師会、山口県薬剤師会、山口県看護協会、山口県病院協会、   

   山口県栄養士会、山口県臨床検査技師会 

 

 お問い合わせ先  山口大学医学部附属病院 肝疾患センター ＴＥＬ：0836-22-2371 







開会挨拶 北海道地域保健課

本日の研修会について（ご案内・注意事項など） 肝疾患相談センター 看護師　銭谷　菜子
肝炎医療コーディネーターとは～ 山口大学医学部附属病院肝疾患センター　
　山口県肝疾患コーディネーターの取り組み 副センター長　日髙　　勲
北海道の現状と肝炎対策について 北海道地域保健課

B型肝炎 北海道大学病院 消化器内科 特任助教　須田　剛生

C型肝炎 北海道大学病院 消化器内科 教授　坂本　直哉

肝臓病に関係する検査データの見方・肝硬変の病態 札幌医科大学医学部 消化器内科学講座　
 准教授　佐々木　茂
肝臓がんの診断と治療 北海道大学病院 肝疾患相談センター長　小川　浩司

NASH、アルコール性肝炎 旭川医科大学 内科学講座 消化器・血液腫瘍制御内科学分野　
 助教　澤田　康司
医療費助成について 札幌厚生病院 医療社会事業科 MSW　今野　雄太

確認テスト

肝炎医療コーディネーターとは、肝炎に関する療養相談、検査、治療方法、服薬、

医療費の助成制度など幅広い知識とスキルを持ち、肝炎の患者さまが安心して

検査や治療を受けたり、日常生活を送ることができるよう患者さまをサポート

する相談員のことです。北海道大学病院ではこの肝炎医療コーディネーターを

育成するため北海道肝炎医療コーディネーター研修会を開催いたします。

●肝疾患に係る情報提供、
　肝炎ウイルス検査の受検案内
●肝炎ウイルス検査陽性者への
　受診勧奨や専門医療機関の紹介
●継続受診の重要性の説明　など

肝炎医療コーディネーターの活動例

日　時 平成 30年
場　所 北海道大学学術交流会館　2階講堂 （札幌市北区北8条西5丁目）
定　員 先着200名 （定員になり次第締め切り）

無料

対象者

プログラム

お申込・お問い合わせ

9月17日（月祝）9:00～15:00

肝疾患診療連携拠点病院職員、肝疾患専門医療機関職員、病院・訪問看護施設に勤務する職員、市町村・企業・医療機関において
健康管理に携わる医師・看護師・保健師・薬剤師・栄養士・臨床検査技師・事務職員、企業における衛生管理者など
※平成29年9月10日（日）開催の北海道肝炎医療従事者研修会（肝炎医療コーディネーター研修会）受講者は本研修会を受講でき
ません。 お申込をされた場合、お断りの連絡をさせていただきます。何卒ご了承ください。

受講料

受講者負担

平成30年9月6日（木）締め切り
別紙申込書にご記入のうえ、FAX・Eメール・郵送の
いずれかで右記までお申込ください。
申込書はホームページからもダウンロードいただけます。
http://www.huhp.hokudai.ac.jp/liver_center/

北海道大学病院　肝疾患相談センター
〒060-8648　札幌市北区北14条西5丁目
 TEL：011-706-7788　FAX：011-706-5630
 Eメール：liver_reception@huhp.hokudai.ac.jp

交通費

お申込

※昼食は各自お取りください。
※研修会を全て受講した方に認定証の交付を行います。

共催 ： 北海道／北海道大学病院肝疾患相談センター

JR札幌駅北口（西側）から徒歩7分

平成30年度

コーディネーター
研 修 会

北海道肝炎医療
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