
主催 日本肝臓学会 後援 山梨大学医学部附属病院肝疾患センター、山梨県
問い合わせ先 山梨大学医学部附属病院 第1内科 電話 055-273-9584（直通）

※この会は、一般社団法人日本肝臓学会が「2017年度 GSK医学教育事業助成」を受けて開催しています。

入場無料

日 時

会 場 アピオ甲府 タワー館6階「キャッスル」中巨摩郡昭和町西条3600

９月２８日（土） 午後２時～４時

総合司会 山梨大学医学部附属病院肝疾患センター 井上 泰輔 先生
中山 康弘 先生

「肝炎医療コーディネーターに関するDVD上映」

肝疾患コーディネータースキルアップ講座

講演：「全国の肝炎医療コーディネーターの活動報告の紹介」
肝臓学会2019メディカルスタッフセッションより

201９肝炎医療コーディネーター研修会

日本肝臓学会と山梨大学医学部附属病院肝疾患センター、山梨県では、
肝疾患コーディネーターを対象に、全国の肝炎医療コーディネーターの活動紹介や、

肝炎医療の簡単なクイズを行います。
本研修会を機会に、肝疾患コーディネーターとしてのスキルアップを図りませんか？

山梨大学医学部附属病院 肝疾患センター

井上 泰輔 先生

特別企画：「肝炎医療の常識クイズ」
肝炎医療コーディネーターの仕事 どれが正解？

山梨大学医学部附属病院 肝疾患センター

中山 康弘 先生



別紙申込書
山梨大学医学部附属病院肝疾患センター・第1内科
Fax 055-273-6748

肝炎医療コーディネーター研修会へ出席します
所属名

◇以下の表に職種・氏名の記入をお願いします。

職種（職名） 氏 名

恐れ入りますが、準備の都合上、９月２０日（金）までにご返信下さい。
お電話（055-273-9584）でも、受付しております。

会場
本館3階 王朝の間

地図



日時

会場

主催

2019年１０月１９日(土) 13:30～16:00

山梨県立大学飯田キャンパス

山梨県、山梨産業保健総合支援センター
Ｃ館１０１大講義室（甲府市飯田5丁目１１－１）

申込先

山梨県福祉保健部健康増進課 ☎ 055-223-1494
kenko-zsn@pref.yamanashi.lg.jp FAX 055-223-1499

参加をご希望の方は、裏面申込書又はメールによりお申込みくださ
い。

入場
無料従業員の生活習慣病や肝炎対策から健康経営を考える

こんなお悩みをお持ちの方は是非ご来場ください

●新しい人材確保がむずかしい ●従業員に元気に働いてもらいたい
●企業のイメージを良くしたい ●肝炎陽性の従業員への対応がわからない

演題

企業と従業員のための健康セミナー

（受付は１３：００から）

◆「働く世代によくみられる生活習慣病」

◆「県内の肝疾患状況と最新治療」

齋藤順一 先生 （医）一規会 齋藤医院院長、産業医

講師 井上泰輔 先生 山梨大学医学部附属病院肝疾患センター長

講師 對間裕之 先生 ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研コンサルタント

◆「健康経営／治療と就労の両立支援」

生活習慣病予防を怠ることによって引き起こされる重大な疾病について、
産業医の立場から健康診断の重要性、検査項目・検査結果を基に事例を
紹介するとともに、職務上留意しておきたい点等について解説します。

講師

山梨県内における肝疾患状況、予防、最新治療及び治療支援等について
解説します。

従業員の健康を経営の視点で捉える「健康経営」がなぜ今、必要なのか？
成果につなげる健康経営の進め方について解説します。

日医認定単位
取得講座



参加申込書

山梨県福祉保健部健康増進課感染症担当

送信先 ＦＡＸ番号：０５５－２２３－１４９９

＜太枠の中は必須項目なので、必ずご記入をお願いします。＞

開 催 日 令和 元 年 １０ 月 １９ 日 （土）

講 習 会 名 企業と従業員のための健康セミナー

氏 名

勤務先
（所属名）

職 種
該当するものに

○をつけてください

事業主 人事労務担当者 衛生管理者 肝疾患コーディネーター

労働者 産業医 産業看護職 行政 その他（ )

連絡先所在地等

（事業所 ・ 自宅）

〒 －
都道
府県

電話 ＦＡＸ

＊ 上記の太線の枠内へご記入ください。

＊ 連絡先は、所属事業所または自宅などすぐに連絡がとれるところをご記入ください。

＊ 定員（100名）に達した場合には受付を終了しますので、あらかじめご了承ください。

＊ 不明な点や詳細は、山梨県福祉保健部健康増進課（TEL 055-223-1494）までお問い合わせくだ
さい。



主催 山梨大学医学部附属病院肝疾患センター・医療福祉支援センター

でお困りのことはありませんか？

【開催日】
〇 令和 1年10月28日（月）14：00～16：00
〇 令和 1年12月 9日（月）14：00～16：00
〇 令和 2年 1月20日（月）14：00～16：00

＊相談をご希望する方は、相談日当日７番相談へお越しください。
個別相談室へご案内します。（予約制ではありません）

を開催します！

【対象となる患者さま】
がんと診断された方、肝疾患の方、またはその御家族等

【相談員】
社会労務士、弁護士、山梨産業保健総合支援センター

肝疾患コーディネーター（栄養管理士、看護師等）、

がん相談員 ※医師の相談対応は行っていません。



主催 山梨大学医学部附属病院肝疾患センター
連絡先 山梨県中央市下河東1110 電話 055-273-1111

後 援 山 梨 県

肝臓なんでも相談会
日時 ： 令和元年11月30日(土）

14時〜16時（受付13時30分〜）
場所 ：甲斐駒センター せせらぎ

北杜市武川町牧原1243

同時開催
＜ミニ肝ぞう病教室＞
・14時〜 ・15時〜

〜検診で肝機能異常を言われたら〜
山梨大学 第一内科 中山康弘先生

（肝疾患センター 副センター長）

この事業は厚生労働省が行う「肝炎患者の就労に関する総合支援モデル事業」の一環で行われています

肝臓病のことでお困りの方、
病気のこと、治療のこと、医療費のこと、しごとのこと、

肝炎訴訟のこと、日常生活について等
医師、弁護士、社会保険労務士、保健師等

肝疾患コーディネーターが
なんでもご相談に応じます。プライバシーは厳守いたします。







日時 令和2年2月27日（木）

18：30～19：30
場所 7北カンファレンスルーム

主催 山梨大学医学部附属病院肝疾患センター
連絡先 山梨県中央市下河東1110 電話 055-273-1111

肝ぞう病教室
のごあんない

肝性脳症について （第1内科 中岫 奈津子先生）
肝性脳症の看護 （７南病棟看護師 川口 優里奈先生）
肝臓病とくすり （薬剤師 中込 野乃花先生）

入院中の患者さまで参加をご希望の方はスタッフまでお声をおかけください

肝疾患センターでは、肝ぞう病の患者さまやご家族を対象に肝ぞう病教室を開催いたします。

当院のスタッフが、肝臓病のことや検査項目について、また日常生活での注意すること等を
わかりやすくお話しいたします。この機会に是非ご参加ください。



主催 山梨大学医学部附属病院肝疾患センター
連絡先 山梨県中央市下河東1110 電話 055-273-1111

後 援 山 梨 県

肝臓なんでも相談会
日時：令和2年3月8日（日）

13時30分〜15時30分（受付13時〜）

場所：アピオ甲府
本館3階 王朝の間

（中巨摩郡昭和町西条3600）

この事業は厚生労働省が行う「肝炎患者の就労に関する総合支援モデル事業」の一環で行われています

肝臓病のことでお困りの方、
病気のこと、治療のこと、医療費のこと、しごとのこと、
肝炎訴訟のこと、食事のこと等日常生活について
医師、弁護士、社会保険労務士、保健師等

肝疾患コーディネーターが
なんでもご相談に応じます。プライバシーは厳守いたします。
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