
県が指定している山口県肝疾患専門医療機関を受診しましょう

肝炎の治療には医療費の助成制度を利用できます

精密検査は保険診療となりますので、保険証を持参し、早めに受診しましょう。
初回精密検査には、検査費用の一部助成制度があります。
山口県肝疾患専門医療機関については、山口県のホームページをご覧ください。

県では、肝がんや肝硬変の予防対策の一環として、抗ウイルス治療や定期検査（要件有）に
かかる費用の一部を助成しています。

（下関市保健部成人保健課）
下関市南部町1-1





機密性2

あなたの健康を守るために、
医療機関への受診をお勧めします。
20〇〇年度の健診時に受検された肝炎ウイルス検査で「陽性」と判定されました。

ウイルス性肝炎を放置すると慢性肝炎から肝硬変や肝がんを発症することがあります。

※この通知は20〇〇年度の健診結果において、肝炎ウイルス検査を受検され、「要精
密検査」と判定された方のうち、検査受検後から本状をお送りする時点において医療
機関の受診が確認できなかった方にお送りしています。
なお、本状と行き違いで既に医療機関にご相談、受診されていましたら失礼のほど何
卒ご容赦ください。

全国健康保険協会 山口支部
電話：083-974-1501

HBｓ抗原陽性：B型肝炎ウイルス感染の可能性が高い

あなたの肝炎ウイルス検査の結果は

【受診に関するご相談は】山口大学医学部附属病院肝疾患センター

肝疾患相談支援室 電話：0836-85-3976 月～金（祝日除く）9時～15時

※HBV ： B型肝炎ウイルス

※



機密性2

あなたの健康を守るために、
医療機関への受診をお勧めします。
20〇〇年度の健診時に受検された肝炎ウイルス検査で「陽性」と判定されました。

ウイルス性肝炎を放置すると慢性肝炎から肝硬変や肝がんを発症することがあります。

※この通知は20〇〇年度の健診結果において、肝炎ウイルス検査を受検され、「要精
密検査」と判定された方のうち、検査受検後から本状をお送りする時点において医療
機関の受診が確認できなかった方にお送りしています。
なお、本状と行き違いで既に医療機関にご相談、受診されていましたら失礼のほど何
卒ご容赦ください。

全国健康保険協会 山口支部
電話：083-974-1501

HCV抗体陽性：C型肝炎ウイルス感染の疑いがある

あなたの肝炎ウイルス検査の結果は

【受診に関するご相談は】山口大学医学部附属病院肝疾患センター

肝疾患相談支援室 電話：0836-85-3976 月～金（祝日除く）9時～15時



山 口 県

肝炎ウイルス等精密検査医療機関へ
受診しましょう

山口県肝疾患診療連携拠点病院、山口県肝疾患専門医療機関、
県に登録した日本肝臓学会認定肝臓専門医の常勤医療機関

詳しくは県のホームページの一覧で確認してください

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15200/kansensyou/201612050001.html.

初回精密検査に要する費用助成があります
申請にあたっては、精密検査医療機関またはお住まいの市町を
管轄する健康福祉センターへご相談ください

肝炎検査 山口県

岩国健康福祉センター 0827-29-1523 宇部健康福祉センター 0836-31-3202

柳井健康福祉センター 0820-22-3631 長門健康福祉センター 0837-22-2811

周南健康福祉センター 0834-33-6425 萩健康福祉センター 0838-25-2667

山口健康福祉センター 083-934-2531 下関市立下関保健所 083-231-2664

山口健康福祉センター
（防府支所）

0835-22-3740 県健康増進課 083-933-2956

肝がんの原因は、ウイルス性肝炎が７割を占めています。
病気が進行すると治療も難しくなるため、早期発見・早期治療がとても大切です！

職域の肝炎ウイルス検査で

陽性 と判定された方へ



◆肝炎ウイルス陽性者 初回精密検査費用助成制度

区 分 内 容

対 象 者

山口県内に住所を有し、以下の全てに該当するもの

□ 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律
の規定による被保険者

□ １年以内に県・各市町・職域検査で実施した肝炎ウイルス検査において陽性と判定された者

□ 県(下関市に住所を有する者は下関市)又は市町が実施するフォローアップ事業に同意した者

助成対象

費用

助成対象

となる

検査等

※上記に関連する費用として県が認めた費用。ただし医師が必要と判断したものに限る。

対象回数 初回１回のみ

医療機関
山口県肝疾患診療連携拠点病院、山口県肝疾患専門医療機関、

県に登録した日本肝臓学会認定肝臓専門医の常勤医療機関

申 請 書

申請書（別記第１－１号様式）
【添付書類】
□医療機関の領収書、□診療明細書、□肝炎ウイルス検査の結果通知書
□職域検査受検証明書（保有している場合）

申請窓口 県健康福祉センター（下関市内に居住する者は下関保健所）

助 成 額
助成対象費用の自己負担分として支払った費用を助成

※医療機関によっては、診療明細書に費用がかかる場合がありますが、その費用は自己負担となりま
す。

支払方法
償還払い（申請者の口座に振り込み）

※医療機関でいったんは助成対象費用（各種保険の自己負担分）を支払っていただき、その後、
県に助成額を申請し、承認されると助成額が支払われる仕組みです。

項 目 検 査 内 容

□初診料（再診料）

□ウイルス疾患指導料

□血液形態・機能検査 末梢血液一般検査、末梢血液像

□出血・凝固検査 プロトロンビン時間、
活性化部分トロンボプラスチン時間

□血液化学検査 総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ＡＬＰ、
ＣｈＥ、γ-ＧＴ、総コレステロール、
ＡＳＴ、ＡＬＴ、ＬＤ

□腫瘍マーカー ＡＦＰ、ＡＦＰ－Ｌ３％、ＰＩＶＫＡ-Ⅱ半定量、
ＰＩＶＫＡ-Ⅱ定量

□肝炎ウイルス関連検査 ＨＢｅ抗原、ＨＢｅ抗体、ＨＣＶ血清群別判定、
ＨＢＶジェノタイプ判定等

□微生物核酸同定・定量検査 ＨＢＶ核酸定量、ＨＣＶ核酸定量

□超音波検査 断層撮影法（胸腹部）

⚫ ウイルス性肝炎は、適切な治療を受けることで肝炎から肝硬変
や肝がんに重症化するのを予防することができます

⚫ 肝炎ウイルス検査の結果が陽性の場合は、
すぐに肝炎ウイルス等精密検査医療機関を受診しましょう



山 口 県

肝炎ウイルス等精密検査医療機関へ
受診しましょう

山口県肝疾患診療連携拠点病院、山口県肝疾患専門医療機関、
県に登録した日本肝臓学会認定肝臓専門医の常勤医療機関

詳しくは県のホームページの一覧で確認してください

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15200/kansensyou/201612050001.html.

初回精密検査に要する費用助成があります
申請にあたっては、精密検査医療機関またはお住まいの市町を
管轄する健康福祉センターへご相談ください

肝炎検査 山口県

岩国健康福祉センター 0827-29-1523 宇部健康福祉センター 0836-31-3202

柳井健康福祉センター 0820-22-3631 長門健康福祉センター 0837-22-2811

周南健康福祉センター 0834-33-6425 萩健康福祉センター 0838-25-2667

山口健康福祉センター 083-934-2531 下関市立下関保健所 083-231-2664

山口健康福祉センター
（防府支所）

0835-22-3740 県健康増進課 083-933-2956

肝がんの原因は、ウイルス性肝炎が７割を占めています。
病気が進行すると治療も難しくなるため、早期発見・早期治療がとても大切です！

職域の肝炎ウイルス検査で

陽性 と判定された方へ



◆肝炎ウイルス陽性者 初回精密検査費用助成制度

区 分 内 容

対 象 者

山口県内に住所を有し、以下の全てに該当するもの

□ 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律
の規定による被保険者

□ １年以内に県・各市町・職域検査で実施した肝炎ウイルス検査において陽性と判定された者

□ 県(下関市に住所を有する者は下関市)又は市町が実施するフォローアップ事業に同意した者

助成対象

費用

助成対象

となる

検査等

※上記に関連する費用として県が認めた費用。ただし医師が必要と判断したものに限る。

対象回数 初回１回のみ

医療機関
山口県肝疾患診療連携拠点病院、山口県肝疾患専門医療機関、

県に登録した日本肝臓学会認定肝臓専門医の常勤医療機関

申 請 書

申請書（別記第１－１号様式）
【添付書類】
□医療機関の領収書、□診療明細書、□肝炎ウイルス検査の結果通知書
□職域検査受検証明書（保有している場合）

申請窓口 県健康福祉センター（下関市内に居住する者は下関保健所）

助 成 額
助成対象費用の自己負担分として支払った費用を助成

※医療機関によっては、診療明細書に費用がかかる場合がありますが、その費用は自己負担となりま
す。

支払方法
償還払い（申請者の口座に振り込み）

※医療機関でいったんは助成対象費用（各種保険の自己負担分）を支払っていただき、その後、
県に助成額を申請し、承認されると助成額が支払われる仕組みです。

項 目 検 査 内 容

□初診料（再診料）

□ウイルス疾患指導料

□血液形態・機能検査 末梢血液一般検査、末梢血液像

□出血・凝固検査 プロトロンビン時間、
活性化部分トロンボプラスチン時間

□血液化学検査 総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ＡＬＰ、
ＣｈＥ、γ-ＧＴ、総コレステロール、
ＡＳＴ、ＡＬＴ、ＬＤ

□腫瘍マーカー ＡＦＰ、ＡＦＰ－Ｌ３％、ＰＩＶＫＡ-Ⅱ半定量、
ＰＩＶＫＡ-Ⅱ定量

□肝炎ウイルス関連検査 ＨＢｅ抗原、ＨＢｅ抗体、ＨＣＶ血清群別判定、
ＨＢＶジェノタイプ判定等

□微生物核酸同定・定量検査 ＨＢＶ核酸定量、ＨＣＶ核酸定量

□超音波検査 断層撮影法（胸腹部）

⚫ ウイルス性肝炎は、適切な治療を受けることで肝炎から肝硬変
や肝がんに重症化するのを予防することができます

⚫ 肝炎ウイルス検査の結果が陽性の場合は、
すぐに肝炎ウイルス等精密検査医療機関を受診しましょう



山 口 県

肝炎ウイルス等精密検査医療機関へ
受診しましょう

山口県肝疾患診療連携拠点病院、山口県肝疾患専門医療機関、
県に登録した日本肝臓学会認定肝臓専門医の常勤医療機関

詳しくは県のホームページの一覧で確認してください

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15200/kansensyou/201612050001.html.

初回精密検査に要する費用助成があります
申請にあたっては、精密検査医療機関またはお住まいの市町を
管轄する健康福祉センターへご相談ください

肝炎検査 山口県

岩国健康福祉センター 0827-29-1523 宇部健康福祉センター 0836-31-3202

柳井健康福祉センター 0820-22-3631 長門健康福祉センター 0837-22-2811

周南健康福祉センター 0834-33-6425 萩健康福祉センター 0838-25-2667

山口健康福祉センター 083-934-2531 下関市立下関保健所 083-231-2664

山口健康福祉センター
（防府支所）

0835-22-3740 県健康増進課 083-933-2956

肝がんの原因は、ウイルス性肝炎が７割を占めています。
病気が進行すると治療も難しくなるため、早期発見・早期治療がとても大切です！

妊婦健診の肝炎ウイルス検査で

陽性 と判定された方へ



◆肝炎ウイルス陽性者 初回精密検査費用助成制度

区 分 内 容

対 象 者

山口県内に住所を有し、以下の全てに該当するもの

□ 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律
の規定による被保険者

□ １年以内に県・各市町・職域検査で実施した肝炎ウイルス検査において陽性と判定された者

□ 県(下関市に住所を有する者は下関市)又は市町が実施するフォローアップ事業に同意した者

助成対象

費用

助成対象

となる

検査等

※上記に関連する費用として県が認めた費用。ただし医師が必要と判断したものに限る。

対象回数 初回１回のみ

医療機関
山口県肝疾患診療連携拠点病院、山口県肝疾患専門医療機関、

県に登録した日本肝臓学会認定肝臓専門医の常勤医療機関

申 請 書

申請書（別記第１－１号様式）
【添付書類】
□医療機関の領収書、□診療明細書
□母子健康手帳の検査日、検査結果が確認できるページの写し
※母子健康手帳により検査日等が確認できない場合は、医療機関が発行する検査結果通知書
により確認するものとする。

申請窓口 県健康福祉センター（下関市内に居住する者は下関保健所）

助 成 額
助成対象費用の自己負担分として支払った費用を助成

※医療機関によっては、診療明細書に費用がかかる場合がありますが、その費用は自己負担となりま
す。

支払方法
償還払い（申請者の口座に振り込み）

※医療機関でいったんは助成対象費用（各種保険の自己負担分）を支払っていただき、その後、
県に助成額を申請し、承認されると助成額が支払われる仕組みです。

項 目 検 査 内 容

□初診料（再診料）

□ウイルス疾患指導料

□血液形態・機能検査 末梢血液一般検査、末梢血液像

□出血・凝固検査 プロトロンビン時間、
活性化部分トロンボプラスチン時間

□血液化学検査 総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ＡＬＰ、
ＣｈＥ、γ-ＧＴ、総コレステロール、
ＡＳＴ、ＡＬＴ、ＬＤ

□腫瘍マーカー ＡＦＰ、ＡＦＰ－Ｌ３％、ＰＩＶＫＡ-Ⅱ半定量、
ＰＩＶＫＡ-Ⅱ定量

□肝炎ウイルス関連検査 ＨＢｅ抗原、ＨＢｅ抗体、ＨＣＶ血清群別判定、
ＨＢＶジェノタイプ判定等

□微生物核酸同定・定量検査 ＨＢＶ核酸定量、ＨＣＶ核酸定量

□超音波検査 断層撮影法（胸腹部）

⚫ ウイルス性肝炎は、適切な治療を受けることで肝炎から肝硬変
や肝がんに重症化するのを予防することができます

⚫ 肝炎ウイルス検査の結果が陽性の場合は、
すぐに肝炎ウイルス等精密検査医療機関を受診しましょう



協会けんぽの健康診断では、生活習慣病予防健診と同時に、
肝炎ウイルス検査を実施しております。

通常2,079円の検査が624円で受けられますので、
ぜひこの機会に受けてください。

協会けんぽにご加入の皆様へ

肝炎ウイルス検査
実施のお知らせ

検査を希望する方は、裏面をご記入の上、
一般健診受診の際に、受付にご提出ください。

肝炎ウイルス検査 実施概要

検査費用： 2,079円

申込方法：裏面をご記入ください。

検査方法：
一般健診の採血の際に、同時に採血をします。
特別な検査は必要ありません。

過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受診できません。

624円



氏名

被保険者証の記号・番号

生年月日

住所

電話番号

※肝炎ウイルス検査を希望する方のみ、
ご記入の上、生活習慣病予防健診の受診時に、
受付にご提出ください。

肝炎とは…

肝炎は、肝炎ウイルスの感染によっておこる、肝臓の病気です。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ自覚症状が現れにくいため、血
液検査によって早期発見することが必要です。
輸血や手術の経験がない方でも感染している可能性があるため、
一生に一度、受けることをお勧めします。

この検査では、B型肝炎・C型肝炎に感染しているかどうかが分
かります。検査は任意ですが、協会けんぽでは皆様に受けるこ
とをお勧めしております。

今まで受けたことのない方、または受けたかどうかわからない
方は、この機会にぜひ受けてください。

※この検査結果は、受診者自⾝の今後の健診・治療及び保健師等による保健指導（特
定保健指導を含む）・健康相談並びに個⼈が識別されない方法での統計・調査研究に
限り使われます。

健診機関名
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