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特別企画 2-1 メディカルスタッフセッション 1 口演

肝疾患の医療行政の課題

第 1 日目 6 月 17 日（木）14：00～16：30
第 5 会場（京王プラザホテル札幌 3F 扇の間）

司会 是永 匡紹 国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター肝炎情報センター

榎本 大 大阪市立大学肝胆膵病態内科学

近藤 泰輝 仙台厚生病院肝臓内科

SP2―1―1 北海道における肝炎ウイルス陽性者の現状と取り組み
北海道大学消化器内科 小川 浩司（おがわ こうじ）

SP2―1―2 特定感染症事業における肝炎ウイルス検査受検啓発と陽性者フォローアップの取組み
山口県健康増進課 磯部 元胤（いそべ もとつぐ）

SP2―1―3 川崎市における肝炎対策の取り組みと課題
川崎市健康福祉局保健所感染症対策課 今井 治彦（いまい はるひこ）

SP2―1―4 千葉県の肝炎対策における重点的な取組について
千葉県健康福祉部疾病対策課 荒巻 昌彦（あらまき まさひこ）

SP2―1―5 新潟県における自治体肝炎ウイルス検診の現状
新潟大学医歯学総合病院肝疾患相談センター 薛 徹（せつ とおる）

SP2―1―6 当県におけるウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業について
三重大学医学部附属病院 長谷川浩司（はせがわ ひろし）

SP2―1―7 山梨県の市町村における独自事業でのウイルス肝炎検査
山梨大学医学部第一内科/

山梨大学医学部付属病院肝疾患センター 井上 泰輔（いのうえ たいすけ）

SP2―1―8 愛媛県伊予市の肝がん撲滅を目指した肝炎対策のあゆみと今後の展望
愛媛県伊予市役所市民福祉部健康増進課 岡市真由美（おかいち まゆみ）

SP2―1―9 当院における肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の周知及び院内連携の試み
大阪市立大学医学部附属病院患者支援課 大槻 周平（おおつき しゅうへい）

SP2―1―10 愛知県における市町村での肝炎医療コーディネーター配置の試み
名古屋市立大学病院肝疾患センター 井上 貴子（いのうえ たかこ）

SP2―1―11 当県における肝炎医療行政の取り組み
群馬県健康福祉部保健予防課 下山田めぐみ（しもやまだ めぐみ）

SP2―1―12 宮城県における肝炎対策の現状と今後の課題
宮城県保健福祉部疾病・感染症対策室 笠原 渚子（かさはら なぎさこ）

SP2―1―13 肝疾患医療費助成に関する課題と当院での取り組み
仙台厚生病院肝臓内科 野村恵美子（のむら えみこ）

SP2―1―14 福岡県及び拠点病院と連携した協会けんぽ福岡支部の肝炎対策～3 年間の取り組みの成果～
全国健康保険協会福岡支部 大江千恵子（おおえ ちえこ）
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SP2―1―15 妊婦健診における肝炎ウイルス検査陽性者への支援体制
金沢大学附属病院消化器内科 島上 哲朗（しまかみ てつろう）

SP2―1―16 埼玉県における妊婦検診：肝炎ウイルス陽性者の現状と受診勧奨の取り組み
埼玉県保健医療部疾病対策課 玉井 彩加（たまい あやか）
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特別企画 2-2 メディカルスタッフセッション 2 口演

これからは肝炎医療コーディネーターが肝疾患患者を救う時代

第 2 日目 6 月 18 日（金）15：00～17：30
第 8 会場（ロイトン札幌 2F エンプレスホール）

司会 井出 達也 久留米大学医療センター消化器内科

江口有一郎 医療法人ロコメディカルロコメディカル総合研究所

小川 浩司 北海道大学内科学講座消化器内科学教室

SP2―2―1 北海道における肝炎医療コーディネーター養成とフォローアップの現状と課題
北海道大学病院医科外来ナースセンター/

北海道大学病院肝疾患相談センター 長谷川智子（はせがわ さとこ）

SP2―2―2 当院における肝疾患センターの活動遍歴と今後の課題
札幌医科大学附属病院肝疾患センター 今野 佑紀（こんの ゆうき）

SP2―2―3 当院における新規肝炎ウイルス陽性者の拾い上げと受診勧奨の成果
旭川医科大学病院肝疾患相談支援室 野村奈津子（のむら なつこ）

SP2―2―4 臨床検査技師を含む多職種連携による院内肝炎ウイルス陽性者受診勧奨の取り組み
山口大学医学部附属病院検査部 藤永 亜季（ふじなが あき）

SP2―2―5 肝炎 CO の活動促進を目指した拠点病院の新たな試み
佐賀大学医学部附属病院肝疾患センター 矢田ともみ（やだ ともみ）

SP2―2―6 当院の肝疾患相談室における活動の実態と今後の課題
東北大学病院肝疾患相談室/

東北大学病院消化器内科 井上 淳（いのうえ じゅん）

SP2―2―7 肝硬変治療における管理栄養士・特認肝疾患コーディネーターの役割
広島赤十字・原爆病院医療技術部栄養課 山根那由可（やまね なゆか）

SP2―2―8 コロナ禍における非集客型・非接触型の Co 養成研修企画と医療従事者向け啓発活動+α
福井県済生会病院肝疾患センター 橋本まさみ（はしもと まさみ）

SP2―2―9 当センターでの肝炎医療コーディネーター養成の現状と院内非専門医対策について
新潟大学医歯学総合病院肝疾患相談センター 荒生 祥尚（あらお よしひさ）

SP2―2―10 都の肝炎対策実施計画に繋がった職域 Co.支援の取り組み
虎の門病院肝疾患相談センター 松原礼矢子（まつばら あやこ）

SP2―2―11 当県における肝疾患コーディネーターの取組み
熊本大学病院肝疾患センター 野村 真希（のむら まき）

SP2―2―12 肝炎検査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
奈良県立医科大学附属病院奈良県肝疾患相談センター 村井麻里子（むらい まりこ）

SP2―2―13 甲府市における肝疾患コーディネーターの健康施策への可能性と新たな取組みについて
甲府市役所福祉保健部健康支援センター生活衛生薬務課 浅山 光一（あさやま こういち）
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SP2―2―14 肝炎ウイルス検査受検勧奨～デジタルサイネージの設置の効果～
社会医療法人雪の聖母会聖マリアヘルスケアセンター

国際保健センター 岡田 尚子（おかだ なおこ）

SP2―2―15 肝炎医療コーディネーター養成研修会における患者会，自治体参画の事例検討パネルディス
カッションの意義

東京肝臓友の会 米澤 敦子（よねざわ あつこ）
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特別企画 2-2 メディカルスタッフセッション 2 ミニオーラル 1

これからは肝炎医療コーディネーターが肝疾患患者を救う時代

第 2 日目 6 月 18 日（金）13：10～14：00
ミニオーラル会場（ロイトン札幌 3F ロイトンホール CD）

司会 井上 淳 東北大学病院消化器内科

SP2―2MO1―1 多職種による肝疾患コーディネーターの役割と取り組み
東海大学医学部付属大磯病院診療協力部中央臨床検査科 荒川 聡（あらかわ さとし）

SP2―2MO1―2 「地域包括期」病院での肝硬変診療における肝炎医療コーディネーターの役割
神戸朝日病院薬剤科 大谷 綾（おおたに あや）

SP2―2MO1―3 肝疾患連携拠点病院としての当院の肝炎コーディネーターの取り組み
高知大学医学部付属病院看護部 堀野 美香（ほりの みか）

SP2―2MO1―4 当院における肝疾患コーディネーターの活動および課題について
JCHO 横浜中央病院医事課（医師事務作業補助者） 松木 優子（まつき ゆうこ）

SP2―2MO1―5 コロナ禍における肝疾患診療連携拠点病院の取り組みと肝炎医療コーディネーターとの連携
徳島大学病院患者支援センター肝疾患相談室 立木佐知子（たつき さちこ）

SP2―2MO1―6 「肝炎医療コーディネーターフィロソフィ」と「相互活動賞賛システム」は多職種から構成され
る肝炎医療コーディネーターの活動の基盤となる

ロコメディカル総合研究所 江口有一郎（えぐち ゆういちろう）

SP2―2MO1―7 外来内視鏡受検者を対象とした肝炎ウイルス検査受検勧奨の取り組み
広島大学病院看護部 木下 一枝（きのした かずえ）

SP2―2MO1―8 入院肝硬変患者における筋痙攣の実態と重症度および栄養状態との関連についての検討
仙台市太白区保健福祉センター家庭健康課健康増進係 佐々木麻友（ささき まゆ）
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特別企画 2-2 メディカルスタッフセッション 2 ミニオーラル 2

これからは肝炎医療コーディネーターが肝疾患患者を救う時代

第 2 日目 6 月 18 日（金）14：00～14：50
ミニオーラル会場（ロイトン札幌 3F ロイトンホール CD）

司会 日高 勲 済生会山口総合病院内科

SP2―2MO2―1 当院における肝疾患患者に対する取り組み
一般財団法人医療・介護・教育研究財団柳川病院 山みどり（おのやま みどり）

SP2―2MO2―2 当院における肝炎ウイルス検査の現状と院内連携の取り組み
鹿児島大学病院肝疾患相談センター 小田 耕平（おだ こうへい）

SP2―2MO2―3 ウイルス肝炎撲滅に向けた院内連携における当院の取り組み
石巻赤十字病院診療支援事務課 和田 静佳（わだ しずか）

SP2―2MO2―4 肝炎コーディネーターによる「埼玉石心会病院の肝炎対策チーム活動」
社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院検査部 小林 保彦（こばやし やすひこ）

SP2―2MO2―5 当院における肝炎医療コーディネーターの取り組み
～多職種連携による院内受診勧奨システム周知の取り組み～

鳥取県肝疾患相談センター 橘田 彩（きつだ あや）

SP2―2MO2―6 当院における多職種からなる肝疾患コーディネーターの活動
～院内啓発活動・肝炎ウイルス結果説明の必要性について～

マツダ株式会社マツダ病院看護部 中村千恵子（なかむら ちえこ）

SP2―2MO2―7 多職種連携による肝炎受診勧奨患者拾い上げの工夫
市立貝塚病院看護局 藪 光穂（やぶ みほ）

SP2―2MO2―8 肝炎検査陽性者掘り起こしシステムの構築～医師と薬剤師の協働によるタスクシェアを見据
えて～

神戸市立医療センター中央市民病院薬剤部 山本 晴菜（やまもと はるな）


