
令和3年3月19日（金）

令和2年度 奈良県肝炎対策推進協議会

【資料 】



【【【【令和２年度令和２年度令和２年度令和２年度 事業内容事業内容事業内容事業内容】】】】

1. 肝疾患相談窓口の設置

2. 肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会

3. 普及啓発

4. 肝臓病教室

5. 奈良県肝炎医療コーディネーター活動支援

6. 市町村技術支援事業

7. 地域連携事業

8. 肝疾患に関する研究
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2．肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会

・委員：奈良医大附属病院及び奈良県中核専門医療機関の代表、

県疾病対策課課長

・会長：奈良医大附属病院 吉治 仁志

・年2回開催（令和2年度中止）

1．肝疾患相談窓口の設置

面談及び電話相談の実施

（火・木・金 午前10時～12時、午後2時～4時）
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3. 普及啓発

１）啓発用ちらし「肝炎ウイルス検査を受けましょう！」作成、配布１）啓発用ちらし「肝炎ウイルス検査を受けましょう！」作成、配布１）啓発用ちらし「肝炎ウイルス検査を受けましょう！」作成、配布１）啓発用ちらし「肝炎ウイルス検査を受けましょう！」作成、配布

※肝疾患相談センターHPにも掲載しています。

市町村、保健所、専門医療機関、 県薬剤師会、へ配布（2,600部）

令和2年7月作成



2222）奈良新聞広告を用いた肝炎ウイルス検査の啓発（県民向け））奈良新聞広告を用いた肝炎ウイルス検査の啓発（県民向け））奈良新聞広告を用いた肝炎ウイルス検査の啓発（県民向け））奈良新聞広告を用いた肝炎ウイルス検査の啓発（県民向け）

5

奈良県肝炎検査受診率向上事業（委託医療機関分）の周知、啓発を行った。

（配布数：奈良県全域 新聞10万部、新聞折り込み広告32万部）

「無料検査を知らなかった。」「どこで受けられるのか。」「肝炎検査について知

りたい」等、電話による問い合わせや相談が、掲載後増加した。
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3333）啓発用エコバックの作成）啓発用エコバックの作成）啓発用エコバックの作成）啓発用エコバックの作成

肝炎検査啓発用資材として、研修会

等にて活用。

・900個作成

・院内拾い上げ研修会等にて配布

・市町村、専門医療機関

（配布予定）

（配布時）



〈R2年度〉

院内外来患者へ「肝臓病の運動と食事について」リーフレット配布（1,500部）

7

４．肝臓病教室



1111）日本肝臓学会肝炎医療コーディネーター研修会）日本肝臓学会肝炎医療コーディネーター研修会）日本肝臓学会肝炎医療コーディネーター研修会）日本肝臓学会肝炎医療コーディネーター研修会

（フォローアップ研修会）（フォローアップ研修会）（フォローアップ研修会）（フォローアップ研修会）

会場と会場と会場と会場とWEBWEBWEBWEB配信のハイブリットにて配信のハイブリットにて配信のハイブリットにて配信のハイブリットにて開催。開催。開催。開催。

R2R2R2R2年年年年10101010月月月月22222222日日日日 医大医大医大医大 臨床研究棟 大会議室大会議室大会議室大会議室

2222）手術前検査等肝炎検査陽性者の院内拾い上げ研修会）手術前検査等肝炎検査陽性者の院内拾い上げ研修会）手術前検査等肝炎検査陽性者の院内拾い上げ研修会）手術前検査等肝炎検査陽性者の院内拾い上げ研修会

R3R3R3R3年年年年2222月月月月18181818日日日日 医大医大医大医大 臨床研修センター臨床研修センター臨床研修センター臨床研修センター カンファレンス室カンファレンス室カンファレンス室カンファレンス室

3333）当センターから各コーディネーター（希望者）宛に）当センターから各コーディネーター（希望者）宛に）当センターから各コーディネーター（希望者）宛に）当センターから各コーディネーター（希望者）宛に

メール等にて、定期的に情報提供を行っている。メール等にて、定期的に情報提供を行っている。メール等にて、定期的に情報提供を行っている。メール等にて、定期的に情報提供を行っている。

5555．．．．奈良県肝炎医療コーディネーター活動を支援
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内容︓1. 基調講演 （DVD）『 肝臓病に関する⾏政および⽇本肝臓学会の事業 』2．特別講演司 会︓奈良県⽴医科⼤学 消化器内科学講座 教授 吉治 仁志1）「 肝炎医療コーディネーターの役割 〜 福井県における活動の紹介 〜 」福井県済生会病院 副院⻑・肝疾患センター⻑ 野ツ俣 和夫 先生2）「 肝炎医療コーディネーターとは︖〜 国はなぜ肝炎医療Coを養成し活⽤したいのか︖〜 」福井県済生会病院 肝疾患センター 橋本 まさみ 先生3．パネルディスカッションテーマ︓「私にできるコーディネーター活動」司 会︓奈良県⽴医科⼤学 消化器内科学講座 講師 赤羽 たけみ演 題︓1）「 中小規模病院での取り組み (他科陽性患者をいかに拾い上げるか) 」宇陀市⽴病院 臨床検査科 藤原 美子2）「 非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD)における管理栄養⼠の関わり 」市⽴奈良病院 医療技術部 栄養室 田中 芳果3）「 肝炎医療コーディネーター活動の開始・その最初の⼀歩 」南奈良総合医療センター 臨床検査部 辻本 武寛4）「 奈良県肝疾患相談センターの取り組みについて 」奈良県肝疾患相談センター 村井 ⿇⾥⼦

⽇時︓2020年10月22日（木） 14:00〜16:30会場︓奈良県⽴医科⼤学 臨床研究棟1階 大会議室橿原市四条町840対象︓奈良県肝炎医療コーディネーター 医師以外の医療従事者⼜はそれに準ずる⽅
会場とWEB配信の
ハイブリットにて開催
受講者：計受講者：計受講者：計受講者：計 42名名名名

（会場（会場（会場（会場 28名、名、名、名、Web14名）名）名）名）

職種内訳職種内訳職種内訳職種内訳

看護師看護師看護師看護師 9名名名名

薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師 7名名名名

臨床検査技師臨床検査技師臨床検査技師臨床検査技師 6名名名名

保健師保健師保健師保健師 6名名名名

医師医師医師医師 3名名名名

栄養士栄養士栄養士栄養士 3名名名名

社会福祉士社会福祉士社会福祉士社会福祉士 2名名名名

メディカルクラークメディカルクラークメディカルクラークメディカルクラーク 1名名名名

その他その他その他その他 5名名名名

1111））））



2222）院内手術前肝炎検査陽性者拾い上げ研修会）院内手術前肝炎検査陽性者拾い上げ研修会）院内手術前肝炎検査陽性者拾い上げ研修会）院内手術前肝炎検査陽性者拾い上げ研修会 開催開催開催開催
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日時：令和3年2月18日（木）

※時間帯を2回に分けて開催

① 1回目 12：15～12：45 ② 2回目 17：30～18：00

場所：臨床研修センター カンファレンス室

対象： 院内の奈良県肝炎医療コーディネーター、

医療従事者又はそれに準ずる方

受講者：計 65名

職種内訳

看護師 39名、臨床検査技師 11名、事務 7名、医師2名、保健師 2名

病棟クラーク 2名、臨床工学技士 1名、社会福祉士 1名

内容：講義

「手術前検査等肝炎検査陽性者の院内拾い上げについて 」

講師 アッヴィ合同会社 藤田 淑人 氏 30分
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6．市町村技術支援事業

• H30、R1年度 肝炎検査啓発イベント（奈良マラソン）来所者対象

に実施したアンケート結果と肝炎検査啓発ちらしを送付

（市町村・保健所）

n=442

ある

ない

不明

R1年調査「市町村で肝炎検査を

受けられることを知っていますか」

N=487

はい

いいえ

69.2％

H30年調査「今までに肝炎検査を

受けたことがありますか」

奈良マラソン来場者を対象にアンケート調査を実施

●●●● 72.6％が、「肝炎検査を受けたことが％が、「肝炎検査を受けたことが％が、「肝炎検査を受けたことが％が、「肝炎検査を受けたことがないないないない」」」」と回答。（と回答。（と回答。（と回答。（H30））））

●●●● 69.2％が、「市町村で肝炎検査を受けられることを％が、「市町村で肝炎検査を受けられることを％が、「市町村で肝炎検査を受けられることを％が、「市町村で肝炎検査を受けられることを知らない知らない知らない知らない」」」」と回答。（と回答。（と回答。（と回答。（R1））））

72.6％
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事 務 連 絡

     令 和 2 年 8 月 2 8 日

市町村肝炎対策担当課 御中 

 

                   奈良県立医科大学消化器内科学講座 

                 奈良県肝疾患相談センター   

 

 

アンケート結果報告と肝炎検査啓発チラシの送付について 

 

 

 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、奈良県は、都道府県別の肝炎検査受診率で全国最下位が続いています。そのため当センターでは、毎年１２月に奈良マラソン会場にて肝炎検査啓発活動を行っ

ています。来場された方を対象にアンケート調査を実施したところ、市町村の肝炎

検査の周知度が低いことが明らかになりましたので報告します。肝炎検査受診率を向上させるためには、市町村の肝炎検査を周知徹底していただくことが非常に重要

であると考えられます。 

そこで、当センターでは啓発チラシ「気がつかないうちに肝がんに！？」を改訂

し、新たに肝炎検査の周知及び啓発を目的としたチラシを作成しました。僅かな部

数ではありますが送付します。追加希望がございましたら下記までご連絡いただけ

れば、必要部数を送付します。                  
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7.地域連携事業

≪令和2年度≫

・宇陀地区医師会学術講演会

「C型肝炎撲滅をめざして～これからの肝疾患診療も含めて～」

R3年1月23日 宇陀市榛原総合センター

・企業の健康経営において、奈良トヨタ、JAならけんに対して

肝疾患の予防・早期発見に、助言及び活動を支援。

新聞記事に掲載予定



14

８．肝疾患に関する研究

1））））「肝炎ウイルス感染者の偏見や差別による被害防止への効果的な手法の確立「肝炎ウイルス感染者の偏見や差別による被害防止への効果的な手法の確立「肝炎ウイルス感染者の偏見や差別による被害防止への効果的な手法の確立「肝炎ウイルス感染者の偏見や差別による被害防止への効果的な手法の確立

に関する研究」に関する研究」に関する研究」に関する研究」 （厚生労働省肝炎等克服政策研究事業）

【院内回答者結果】

1.2％
2

57.6％
99

0

7.6%

13
4.1％
7

0.6％
1

4.1％
7

9.9％
17

15.1％
26

0

20

40

60

80

100

120
回答者（職種別）回答者（職種別）回答者（職種別）回答者（職種別）

あるあるあるある
6%

ないないないない
89%

わからないわからないわからないわからない
5%

図1 B型肝炎型肝炎型肝炎型肝炎「食事で感染する可能性がない」と回答（全体）
配布176名 回答172名（回答率 97.7％）

0%

71%

2％前％前％前％前後後後後
13%

20％前％前％前％前後後後後
2%

80％以上％以上％以上％以上
2%

わからないわからないわからないわからない
12%

図2 C型肝炎型肝炎型肝炎型肝炎「食事で感染する確率
0％」と回答（全体）

0%

2%

2％前後％前後％前後％前後
29%

20％前％前％前％前後後後後
34%

80％以上％以上％以上％以上
22%

わからないわからないわからないわからない
13%

図3 C型肝炎型肝炎型肝炎型肝炎「針刺し事故で感染する確率は2％」と回答（全体）
・Ｂ型肝炎は、血液を介して感染し、空気や食事を介して感

染しないということに対する理解度については、概ね正しく

理解されていると考えられた。

・C型肝炎が食事を介して感染するか否か、針刺し事故で

の感染確率に関する理解は、概ね過大評価していると考え

られた。
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2）「肝臓」誌へ論文投稿、掲載）「肝臓」誌へ論文投稿、掲載）「肝臓」誌へ論文投稿、掲載）「肝臓」誌へ論文投稿、掲載

肝炎検査啓発イベント（奈良マラソン会場）来場者アンケート

調査及び無料肝炎検査の結果についてまとめた。

「肝炎ウイルス検診低受診率地域における肝炎検査認知度の

現状と効率的な肝炎検診の試み」

肝臓62号89-91（2021）49：89

3）第）第）第）第56回日本肝臓学会総会回日本肝臓学会総会回日本肝臓学会総会回日本肝臓学会総会 （R2年5月21日・22日）

「当センターにおける県内肝炎医療コーディネーター支援の

取り組み」 コロナのため誌上発表となる。
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HBｓｓｓｓ-Ag

（（（（+）数）数）数）数

HBｓｓｓｓ-Ag（（（（+）、）、）、）、

HBV-DNA検査検査検査検査

数数数数

HBｓｓｓｓ-Ag（（（（+）かつ）かつ）かつ）かつ

消化器内科消化器内科消化器内科消化器内科

受診歴あり受診歴あり受診歴あり受診歴あり

受診率受診率受診率受診率

768名 731名 725名 94.4％

院内拾い上げ研修会にて問題提起を行った。

94.4％が消化器内科

受診しており、見落と

しが少ない。

4）院内）院内）院内）院内HCV/HBV拾い上げ状況調査を行う。拾い上げ状況調査を行う。拾い上げ状況調査を行う。拾い上げ状況調査を行う。

検査数、消化器内科紹介状況（調査期間：R2年4月1日～12月31日）

HCV-Aｂｂｂｂ

（（（（+）数）数）数）数

HCV-Aｂ（ｂ（ｂ（ｂ（+）、）、）、）、

HCV-RNA検査検査検査検査

数数数数

HCV-Aｂ（ｂ（ｂ（ｂ（+）かつ）かつ）かつ）かつ

消化器内科消化器内科消化器内科消化器内科

受診歴あり受診歴あり受診歴あり受診歴あり

受診率受診率受診率受診率

226名 65名 58名 25.7％

HCV-RNA検査数が少

なく、見落とされてい

る可能性がある。


