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メディカルスタッフセッション 1 口演

肝炎医療コーディネーター：各都道府県での実態と課題
Special Session-1：The Roll of Medical Care Coordinators in Therapy for

Liver Diseases in Japan
第 1 日目 5 月 30 日（木）15：00～17：30
第 8 会場（京王プラザホテル 42F 高尾）

司会 考藤 達哉 国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター

江口有一郎 佐賀大学医学部附属病院肝疾患センター

立木佐知子 徳島大学病院肝疾患相談室

MP1―4
（口演発表 1 番目）

当県における地域肝疾患アドバイザーの活動状況と課題
岩手医科大学附属病院看護部 高島みゆき（たかしま みゆき）

MP1―36
（口演発表 2 番目）

特任肝疾患コーディネーターである病院管理栄養士としての使命
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）

MP1―25
（口演発表 3 番目）

肝炎医肝炎医療コーディネーターとしての管理栄養士の役割
三重大学医学部附属病院栄養診療部 原 なぎさ（はら なぎさ）

MP1―30
（口演発表 4 番目）

肝疾患専門医療機関における肝炎医療コーディネーターとしての薬剤師の取り組み
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）

MP1―34
（口演発表 5 番目）

歯科を受診する患者に対する肝炎検診受検勧奨の工夫
岡山大学病院医療技術部歯科衛生士室 三浦 留美（みうら るみ）

MP1―10
（口演発表 6 番目）

茨城県における肝炎医療コーディネーター活動の実態と課題
東京医科大学茨城医療センター肝疾患相談支援センター 會田美恵子（あいだ みえこ）

MP1―39
（口演発表 7 番目）

広島県における肝疾患コーディネーター活動と今後の課題
広島大学病院看護部 河本 有花（かわもと ゆか）

MP1―42
（口演発表 8 番目）

徳島県での肝炎医療コーディネーターの現状と活動について―多職種間のより綿密な連携を
目指して―

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）

MP1―47
（口演発表 9 番目）

大分県における肝炎医療コーディネーターの活動状況と課題
大分大学医学部附属病院肝疾患相談センター 藤田 幸子（ふじた さちこ）

MP1―49
（口演発表 10 番目）

沖縄県肝炎医療コーディネーターの実態と今後の課題
琉球大学医学部附属病院看護部 砂川 綾美（すなかわ あやみ）

MP1―40
（口演発表 11 番目）

山口県における肝炎医療コーディネーター活動の状況
山口大学医学部附属病院看護部 増井美由紀（ますい みゆき）

MP1―6
（口演発表 12 番目）

福井県における肝炎医療コーディネーター（Co）の実態と課題～養成と活動の両側面から～
福井県済生会病院 橋本まさみ（はしもと まさみ）

MP1―45
（口演発表 13 番目）

肝炎医療コーディネーターのモチベーションアップのためのスキルアップ研修の実施と効果
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）
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MP1―2
（総合討論のみ）

青森県における肝炎医療コーディネーター制度開始と今後の展望
弘前大学医学部消化器内科 遠藤 哲（えんどう てつ）

MP1―19
（総合討論のみ）

肝疾患コーディネーターの活動
山梨大学肝疾患センター 有薗 晶子（ありぞの あきこ）

MP1―32
（総合討論のみ）

鳥取県肝炎医療コーディネーター養成の開始とその活動
鳥取大学医学部附属病院看護部 松本 彩（まつもと あや）

MP1―37
（総合討論のみ）

ひろしま肝疾患コーディネーターの現状と新たな取組
広島県健康福祉局薬務課 三野 恵実（みの めぐみ）

MP1―38
（総合討論のみ）

市中病院における肝炎医療コーディネーターの活動報告
土谷総合病院看護部 谷本 泰子（たにもと やすこ）

メディカルスタッフセッション 2 口演

肝疾患の医療行政：各都道府県での実態と課題
Special Session-2：Government Policy for Liver diseases in Japan

第 2 日目 5 月 31 日（金）14：30～17：00
第 8 会場（京王プラザホテル 42F 高尾）

司会 田中 純子 広島大学大学院医系科学研究科疫学・疾病制御学

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

浅山 光一 山梨県福祉保健部健康増進課

MP2―3
（口演発表 1 番目）

岩手県におけるウイルス性肝炎対策の現状と課題
岩手県保健福祉部医療政策室 小野 泰司（おの やすし）

MP2―14
（口演発表 2 番目）

肝硬度測定装置（FibroScan）を活用した C 型肝炎治療終了者のサポート事業とその成果につ
いて

山梨県福祉保健部健康増進課 浅山 光一（あさやま こういち）

MP2―7
（口演発表 3 番目）

石川県における肝疾患行政
金沢大学付属病院消化器内科 堀井 里和（ほりい りか）

MP2―26
（口演発表 4 番目）

広島県における肝疾患対策～広島県肝疾患患者フォローアップシステムの運用と課題～
広島大学大学院医歯薬保健学研究科疫学・疾病制御学 源内 智子（げんない ともこ）

MP2―27
（口演発表 5 番目）

広島県肝疾患患者フォローアップシステム登録者に関する集計解析結果
広島大学大学院医歯薬保健学研究科疫学・疾病制御学/

広島県健康福祉局薬務課 三野 恵実（みの めぐみ）

MP2―24
（口演発表 6 番目）

県と政令市，中核市，拠点病院が連携した肝炎ウイルス検査受検推進の工夫
岡山県保健福祉部健康推進課感染症対策班 春田 祥男（はるた よしお）

MP2―35
（口演発表 7 番目）

肝疾患診療エコシステムにおける県独自の新たな取り組み～特に直近の重要な課題への対策
について～

佐賀県健康福祉部健康増進課がん撲滅特別対策室 池上 愛子（いけがみ あいこ）
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MP2―2
（口演発表 8 番目）

青森県のウイルス性肝炎対策について
青森県健康福祉部がん・生活習慣病対策課 清水 孝平（しみず こうへい）

MP2―5
（口演発表 9 番目）

肝炎対策における感染症対策事業と健康づくり推進事業の連携について
福島県保健福祉部健康増進課 菊地 陽子（きくち ようこ）

MP2―8
（口演発表 10 番目）

当県における肝炎医療行政の現状と課題
群馬県健康福祉部保健予防課 干川 孔明（ほしかわ こうめい）

MP2―12
（口演発表 11 番目）

肝がん撲滅に向けた埼玉県の取り組み
埼玉県保健医療部疾病対策課/

埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科 小泉 優理（こいずみ ゆり）

MP2―10
（口演発表 12 番目）

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 伊瀬雅比古（いせ まさひこ）

MP2―13
（口演発表 13 番目）

川崎市における肝炎対策の取組み
川崎市健康福祉局保健所感染症対策課 小泉 祐子（こいずみ ゆうこ）

MP2―1
（口演発表 14 番目）

札幌市肝炎ウイルス陽性者の現状と課題
北海道大学病院消化器内科 小川 浩司（おがわ こうじ）

MP2―36
（口演発表 15 番目）

宮崎県におけるウイルス肝炎対策の実態と課題
宮崎大学医学部内科学講座消化器血液学分野 大園 芳範（おおぞの よしのり）

MP2―33
（口演発表 16 番目）

福岡県における肝炎ウイルス検査陽性者の精密検査受診率の検討
久留米大学医学部消化器内科 井出 達也（いで たつや）

MP2―32
（口演発表 17 番目）

協会けんぽ福岡支部における肝炎ウイルス検査促進と陽性者へのフォロー体制の構築
全国健康保険協会福岡支部 大江千恵子（おおえ ちえこ）

MP2―16
（口演発表 18 番目）

協会けんぽ A 支部による肝炎ウイルス検査促進事業の成果と今後の課題
名古屋市立大学病院中央臨床検査部 井上 貴子（いのうえ たかこ）


