
日時 2019年 6 月1日（土）  13時～15時 京王プラザホテル コンコードA（300名）会場

医師や企業の産業衛生スタッフ対象 日本肝臓学会主催

日本医学会連合　加盟学会連携フォーラム

肝疾患からできること肝疾患からできること
治療と仕事の両立支援とは？

日本産業衛生学会共催

(敬称略)

開会挨拶 （日本肝臓学会常任理事 第55回日本肝臓学会総会 会長 埼玉医科大学 消化器内科・肝臓内科教授）持田 智

総括
（日本産業衛生学会理事長 東京大学大学院医学系研究科 公共健康医学専攻精神保健学分野教授）川上 憲人
（日本肝臓学会理事長 大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学教授）竹原 徹郎

第一部
基調講演

第二部
パネルディスカッション

司会

１．治療と仕事の両立支援とは

（日本肝臓学会理事 国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター 研究センター長）考藤 達哉

(厚生労働省労働基準局 安全衛生部労働衛生課）

２．両立支援の実際と肝疾患への応用（仮）
（東海大学医学部 基盤診療学系衛生学公衆衛生学教授）立道 昌幸

３．肝疾患診療連携拠点病院における両立支援の現状（仮）
（愛媛大学医学部附属病院 肝疾患診療相談センター 副センター長）渡辺 崇夫

４．職域における肝炎対策（仮）
(厚生労働省健康局 肝炎対策推進室長［健康局がん・疾病対策課Ｂ型肝炎訴訟対策室長併任］)大場 寛之

５．職域肝炎ウイルス検査・陽性者に対する取り組みと課題

・ 両立支援を進めて行くのは？　
・ 肝疾患にできることは？（相談支援/連携強化・肝炎検査促進等）

（国立国際医療研究センター肝炎情報センター 肝疾患研修室長）　是永 匡紹

（日本産業衛生学会理事 北里大学医学部公衆衛生学教授）堤 明純

肝炎ウイルス
検査受けるゾー

治療は
経口薬なので
仕事は
続けられる
ゾー



検査結果は必ず確認してください。陽性の場合には、医師からの説明を受けましょう。

「HBs抗原」「HCV抗体」などの
結果が（+）だと肝炎ウイルスに
かかっている可能性があります。

肝炎
ウイルス
検査とは?

職域等も含めた肝炎ウイルス検査受検率向上と
陽性者の効率的なフォローアップシステムの開発・実用化に向けた研究班(フォローアップ班)

「そう
だ！検査を受ける」肝が

んは
予防
できる

！だから
こそ…

たった
1回の検

査で、長～い安心を手に入れませんか？

肝炎ウイルス

ゾ～

健診ついでに簡単検査
採血だけの簡単な検査で

 肝炎ウイルス感染の
有無がわかります。

1
POINT

結果連絡も安心
検査結果をお知らせ

するのは、あなただけ。
職場には連絡が

いきません。

2
POINT

肝がんになる前に治す
肝がんの発症を防ぐために

肝炎ウイルス検査を
一生に1回は

受けましょう。

3
POINT

早期治療で「さよなら肝炎！」

肝炎早期治療
サポートキャラクター

「かんぞーちゃん」

役立つ情報が
ここにあるゾ～
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※日本医師会認定産業医講習会（2単位申請中）　※日本産業衛生学会産業保健看護専門家制度認定講習会（申請中）
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