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特別企画 2 HCV Elimination Summit
（メディカルスタッフセッション 口演）

肝炎医療コーディネーターの現在と未来

第 2 日目 6 月 3 日（金）8：30～11：00
第 12 会場（パシフィコ横浜 会議センター 5F 502）

司会 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

井出 達也 久留米大学医学部内科学講座医療センター

山本 晴菜 神戸市立医療センター中央市民病院

【基調講演】 ストリート・メディカル―新しい医療のパラダイム―
横浜市立大学先端医科学研究センター

コミュニケーション・デザイン・センター 武部 貴則（たけべ たかのり）

SP2―O―1 高知県の医療機関に対して行った肝炎対策に関するアンケート調査の結果報告
高知大学医学部附属病院看護部 堀野 美香（ほりの みか）

SP2―O―2 介護支援専門員の強みと機会を活かした佐賀県における肝炎対策について
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―O―3 多職種 Co の連携による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業助成申請の取り組み
埼玉医科大学病院肝臓病相談センター 飯塚 綾子（いいづか あやこ）

SP2―O―4 当院における肝炎医療コーディネーターを活用した肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業へ
の取組み

愛媛大学医学部附属病院肝疾患診療相談センター/
愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学 徳本 良雄（とくもと よしお）

SP2―O―5 当院における肝がん重度肝硬変治療研究促進事業の運用と課題
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―O―6 当院における肝疾患医療費助成の実態と課題
仙台厚生病院肝臓内科 野村恵美子（のむら えみこ）

SP2―O―7 肝がん・重度肝硬変医療費助成対象者の拾い上げのための院内協力体制構築
岡山大学病院肝炎相談センター 畑中 信子（はたなか のぶこ）

SP2―O―8 コロナ禍におけるオンライン研修会でのフォローアップセミナーの工夫
久留米大学病院肝疾患相談支援センター 中原真由美（なかはら まゆみ）

SP2―O―9 岩手県の肝炎医療コーディネーター養成研修会の変遷からみた Web 会議のメリットとデメ
リット

岩手県保健福祉部医療政策室 佐々木琢磨（ささき たくま）

SP2―O―10 「肝疾患を考える多職種連携の会」立ち上げにおける肝炎医療コーディネーターとしての管理
栄養士の可能性について

仙台市太白区保健福祉センター 佐々木麻友（ささき まゆ）

SP2―O―11 眼科医会と連携した術前検査での肝炎ウィルス検査陽性者のフォローアップの取り組み
金沢大学附属病院 島上 哲朗（しまかみ てつろう）



74 肝臓 63 巻 suppl.（1）（2022） 第 58 回 日本肝臓学会総会

特
別
企
画

SP2―O―12 二次医療圏を単位とした自治体，拠点病院，肝炎医療コーディネーターの配置と活動～肝疾患
診療ネットワーク構築「H モデル」の構築の基盤として～

神戸市立医療センター中央市民病院 山本 晴菜（やまもと はるな）

SP2―O―13 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―O―14 中学生・高校生を対象にした出張肝臓病教室の成果
浜松医科大学肝疾患連携相談室 植田裕三子（うえだ ゆみこ）

SP2―O―15 肝炎医療コーディネーターの活動を支援するエデュテイメント資材としてのボードゲームの
開発

横浜市立大学先端医科学研究センター
コミュニケーション・デザイン・センター 西井 正造（にしい しょうぞう）

SP2―O―16 肝炎医療コーディネーターを中心とした HBV 再活性化予防の当院における取組み
熊本大学病院肝疾患センター 野村 真希（のむら まき）

SP2―O―17 肝炎医療コーディネーターによる本来業務をベースとした「最高のバトンタッチ」～ケアミッ
クス型中小病院における実証

医療法人ロコメディカル江口病院 松本美さと（まつもと みさと）

SP2―O―18 我が国の肝炎・肝がん対策における肝炎患者や患者会の役割～「肝炎医療コーディネー
ター」としての活動と次世代の医療者への受講推進

東京肝臓友の会 米澤 敦子（よねざわ あつこ）

協賛：アッヴィ合同会社
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特別企画 2 HCV Elimination Summit
（メディカルスタッフセッション ポスター 1）

肝炎医療コーディネーターの現在と未来

第 2 日目 6 月 3 日（金）14：40～15：16
メディカルスタッフポスター会場（パシフィコ横浜 会議センター 3F 303，304 前 フォワイエ）

司会 斉藤 聡 横浜市立大学附属病院・肝胆膵消化器病学

SP2―P―1 拾い上げによる肝がん発見と浮き彫りになった課題
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―P―2 院内そして地域に根ざした肝炎医療コーディーネーターの取り組み
姫路赤十字病院治験管理室 上野 聖子（うえの まさこ）

SP2―P―3 「肝疾患を考える多職種連携の会」立ち上げにおける肝炎医療コーディネーターとしての管理
栄養士の可能性について

仙台市太白区保健福祉センター 佐々木麻友（ささき まゆ）

SP2―P―4 急性期病院における「なでしこ肝炎チーム」による肝炎ウイルスの院内拾い上げシステムの構
築と肝炎医療コーディネーターによるタスクシフトの試み

済生会松阪総合病院臨床検査課 青木 健人（あおき けんと）

SP2―P―5 当院における肝炎ウイルス結果説明の取り組み
マツダ株式会社マツダ病院看護部 河田真奈美（かわた まなみ）

SP2―P―6 当院における肝炎医療コーディネーターの活動の現状
名古屋大学医学部附属病院看護部 川添 知佳（かわぞえ ちか）

特別企画 2 HCV Elimination Summit
（メディカルスタッフセッション ポスター 2）

肝炎医療コーディネーターの現在と未来

第 2 日目 6 月 3 日（金）15：20～15：56
メディカルスタッフポスター会場（パシフィコ横浜 会議センター 3F 303，304 前 フォワイエ）

司会 井上 淳 東北大学病院消化器内科

SP2―P―7 肝炎医療コーディネーターの活動を支援するエデュテイメント資材としてのボードゲームの
開発

横浜市立大学先端医科学研究センター
コミュニケーション・デザイン・センター 西井 正造（にしい しょうぞう）

SP2―P―8 肝炎ウイルス検査結果の通知についての肝炎医療コーディネーターの関わり
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（あいた みえこ）
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SP2―P―9 肝疾患サポートチームによる肝炎ウイルスマーカー陽性者受診勧奨の取り組み
浜松医療センター患者支援センター患者支援室 内山 千春（うちやま ちはる）

SP2―P―10 高知県の医療機関に対して行った肝炎対策に関するアンケート調査の結果報告
高知大学医学部附属病院看護部 堀野 美香（ほりの みか）

SP2―P―11 病院全体での HCV 陽性者拾い上げの取り組みによる，非専門科 Co の育成と Dr の意識改革～
100％ の拾い上げを実現させるために～

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―P―12 当院における肝がん重度肝硬変治療研究促進事業の運用と課題
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）

特別企画 2 HCV Elimination Summit
（メディカルスタッフセッション ポスター 3）

肝炎医療コーディネーターの現在と未来

第 2 日目 6 月 3 日（金）16：00～16：36
メディカルスタッフポスター会場（パシフィコ横浜 会議センター 3F 303，304 前 フォワイエ）

司会 井上 泰輔 韮崎市立病院

SP2―P―13 介護支援専門員の強みと機会を活かした佐賀県における肝炎対策について
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―P―14 HCV 抗体陽性者の院内拾い上げにおける取り組み～院内把握率 100％ を目指して～
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）

SP2―P―15 コロナ禍におけるオンライン研修会でのフォローアップセミナーの工夫
久留米大学病院肝疾患相談支援センター 中原真由美（なかはら まゆみ）

SP2―P―16 当院における HBV 再活性化予防に対する取り組み
三重大学医学部附属病院薬剤部 水谷 栄梨（みずたに えり）

SP2―P―17 肝炎医療コーディネーターによる本来業務をベースとした「最高のバトンタッチ」～ケアミッ
クス型中小病院における実証

医療法人ロコメディカル江口病院 松本美さと（まつもと みさと）

SP2―P―18 肝疾患診療連携拠点病院の連携・支援から地域の肝炎医療コーディネーターの活動拡充へ
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）
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特別企画 2 HCV Elimination Summit
（メディカルスタッフセッション ポスター 4）

肝炎医療コーディネーターの現在と未来

第 2 日目 6 月 3 日（金）14：40～15：16
メディカルスタッフポスター会場（パシフィコ横浜 会議センター 3F 303，304 前 フォワイエ）

司会 赤羽たけみ 奈良県立医科大学消化器・代謝内科

SP2―P―19 我が国の肝炎・肝がん対策における肝炎患者や患者会の役割～「肝炎医療コーディネー
ター」としての活動と次世代の医療者への受講推進

NPO 法人東京肝臓友の会 米澤 敦子（よねざわ あつこ）

SP2―P―20 二次医療圏を単位とした自治体，拠点病院，肝炎医療コーディネーターの配置と活動～肝疾患
診療ネットワーク構築「H モデル」の構築の基盤として～

神戸市立医療センター中央市民病院 山本 晴菜（やまもと はるな）

SP2―P―21 院内肝臓病教室開催に向けた多職種連携体制の構築
千葉大学医学部附属病院看護部/

千葉大学医学部附属病院千葉県肝疾患相談センター 阿部麻由美（あべ まゆみ）

SP2―P―22 非アルコール性脂肪性肝疾患に対する地域全体での栄養サポートを目指した取り組み
佐賀大学医学部附属病院肝疾患センター 原 なぎさ（はら なぎさ）

SP2―P―23 健診センターにおける職域等も含めた肝炎ウイルス検査受検への取り組み
市立伊勢総合病院健診センター 江川 美穂（えがわ みほ）

SP2―P―24 肝炎医療コーディネーターにおける臨床検査技師の役割・関わり方と今後の課題
戸田中央総合病院臨床検査科 塚原 晃（つかはら あきら）

特別企画 2 HCV Elimination Summit
（メディカルスタッフセッション ポスター 5）

肝炎医療コーディネーターの現在と未来

第 2 日目 6 月 3 日（金）15：20～15：56
メディカルスタッフポスター会場（パシフィコ横浜 会議センター 3F 303，304 前 フォワイエ）

司会 酒井 明人 富山県立中央病院消化器内科

SP2―P―25 当センター Co による院内肝炎ウイルス検査陽性者拾い上げ新体制の有用性
奈良県立医科大学附属病院奈良県肝疾患相談センター 奥野 聖子（おくの きよこ）

SP2―P―26 当院における新規肝炎ウイルス陽性者の拾い上げと県内臨床検査技師会での活動 臨床検査
技師会での肝疾患 Co の活動普及の可能性と新たな取組みについて

山梨厚生病院臨床検査室 古屋 良太（ふるや りょうた）
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SP2―P―27 多職種連携による肝がん重度肝硬変治療促進事業対象者の拾い上げ
群馬大学医学部附属病院肝疾患センター 戸島 洋貴（とじま ひろき）

SP2―P―28 当院におけるチームで取り組む B・C 型肝炎陽性患者拾い上げ活動の取り組みと運用方法に
ついて

地方独立行政法人桑名市総合医療センター検査室 大矢知崇浩（おおやち たかひろ）

SP2―P―29 HCV 抗体陽性者への受診勧奨の効率化を目指して
旭川医科大学病院臨床検査・輸血部 及川 貴允（おいかわ たかよし）

SP2―P―30 肝炎医療コーディネーターの強みを活かした看護研究～非代償性肝硬変患者に対する支援の
方策を探る～

佐賀大学医学部生涯発達看護学講座/
大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻博士後期課程 川久保 愛（かわくぼ めぐみ）

特別企画 2 HCV Elimination Summit
（メディカルスタッフセッション ポスター 6）

肝炎医療コーディネーターの現在と未来

第 2 日目 6 月 3 日（金）16：00～16：36
メディカルスタッフポスター会場（パシフィコ横浜 会議センター 3F 303，304 前 フォワイエ）

司会 日髙 勲 済生会山口総合病院

SP2―P―31 中学生・高校生を対象にした出張肝臓病教室の成果
浜松医科大学肝疾患連携相談室 植田裕三子（うえだ ゆみこ）

SP2―P―32 肝疾患コーディネーターを中心とした肝炎対策チームの取り組み
上天草総合病院検査科 房木 明里（ふさき あかり）

SP2―P―33 肝炎コーディネーターの連携による院内肝炎ウイルス検査陽性者の拾い上げ
和歌山県立医科大学附属病院肝疾患相談支援センター 山田 純子（やまだ じゅんこ）

SP2―P―34 眼科医会と連携した術前検査での肝炎ウィルス検査陽性者のフォローアップの取り組み
金沢大学附属病院 島上 哲朗（しまかみ てつろう）

SP2―P―35 北海道における肝炎医療コーディネーターの現状と活動状況
北海道大学消化器内科 小川 浩司（おがわ こうじ）

SP2―P―36 当院における HCV 抗体陽性例に対する院内連携・受診勧奨システムに携わる肝炎コーディ
ネーター看護師の役割

国家公務員共済組合連合会 KKR 高松病院 久保 晴香（くぼ はるか）
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特別企画 2 HCV Elimination Summit
（メディカルスタッフセッション ポスター 7）

肝炎医療コーディネーターの現在と未来

第 2 日目 6 月 3 日（金）14：40～15：16
メディカルスタッフポスター会場（パシフィコ横浜 会議センター 3F 303，304 前 フォワイエ）

司会 磯田 広史 佐賀大学医学部附属病院肝疾患センター

SP2―P―37 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―P―38 岩手県の肝炎医療コーディネーター養成研修会の変遷からみた Web 会議のメリットとデメ
リット

岩手県保健福祉部医療政策室 佐々木琢磨（ささき たくま）

SP2―P―39 本県での肝炎医療コーディネーター養成の現状と活動事例紹介
新潟大学医歯学総合病院消化器内科 酒井 規裕（さかい のりひろ）

SP2―P―40 ウイルス性肝炎の撲滅に向けた当センターの活動―院内ウイルス性肝炎陽性者の掘り起こし
と一般市民向けの情報発信―

岐阜大学医学部付属病院肝疾患診療支援センター 山下知守枝（やました ちずえ）

SP2―P―41 多職種 Co の連携による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業助成申請の取り組み
埼玉医科大学病院肝臓病相談センター 飯塚 綾子（いいづか あやこ）

SP2―P―42 当院における多職種連携による院内肝炎陽性者受診勧奨の取り組み
済生会山口総合病院看護部 上利 早紀（あがり さき）

特別企画 2 HCV Elimination Summit
（メディカルスタッフセッション ポスター 8）

肝炎医療コーディネーターの現在と未来

第 2 日目 6 月 3 日（金）15：20～15：56
メディカルスタッフポスター会場（パシフィコ横浜 会議センター 3F 303，304 前 フォワイエ）

司会 前城 達次 琉球大学病院第一内科

SP2―P―43 当院における肝炎医療コーディネーターとしての臨床検査技師の取り組み
地方独立行政法人桑名市総合医療センター中央検査室 矢野 孝明（やの たかあき）

SP2―P―44 肝炎医療コーディネーターを中心とした HBV 再活性化予防の当院における取組み
熊本大学病院肝疾患センター 野村 真希（のむら まき）

SP2―P―45 山形県において再開した肝炎医療コーディネータ養成の現状と課題
山形大学医学部附属病院肝疾患相談室 今野亜希湖（こんの あきこ）
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SP2―P―46 和歌山県肝炎コーディネーターのスキルアップを目指して
和歌山県立医科大学附属病院肝疾患相談支援センター 三木美代子（みき みよこ）

SP2―P―47 当院における HCV 撲滅活動
医療法人あかね会土谷総合病院看護部 橋本 良（はしもと りょう）

SP2―P―48 当院における肝炎医療コーディネーターを活用した肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業へ
の取組み

愛媛大学医学部附属病院肝疾患診療相談センター/
愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学 徳本 良雄（とくもと よしお）

特別企画 2 HCV Elimination Summit
（メディカルスタッフセッション ポスター 9）

肝炎医療コーディネーターの現在と未来

第 2 日目 6 月 3 日（金）16：00～16：30
メディカルスタッフポスター会場（パシフィコ横浜 会議センター 3F 303，304 前 フォワイエ）

司会 池田 房雄 岡山済生会総合病院肝臓病センター

SP2―P―49 ウイルス肝炎撲滅を目指した当県の取り組みと肝炎医療コーディネーターの役割
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―P―50 当院における肝疾患医療費助成の実態と課題
仙台厚生病院肝臓内科 野村恵美子（のむら えみこ）

SP2―P―51 島根県における肝炎医療コーディネーター配置率向上に向けた取り組み
島根大学医学部附属病院肝疾患相談・支援センター 黒松 浩美（くろまつ ひろみ）

SP2―P―52 岡山県地域肝炎対策サポーターの活動の可視化にむけた試み
岡山大学病院新医療研究開発センター 難波志穂子（なんば しほこ）

SP2―P―53 肝がん・重度肝硬変医療費助成対象者の拾い上げのための院内協力体制構築
岡山大学病院肝炎相談センター 畑中 信子（はたなか のぶこ）

協賛：アッヴィ合同会社


