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平成 28年度第３回広島県肝炎対策協議会議事録 

 

１ 日 時 

  平成 29年３月 16日（木） 19：00～20：30 

 

２ 場 所 

  県庁本館３階 301会議室 

 

３ 出席委員 

  中西 敏夫  委員（一般社団法人広島県医師会常任理事） 

  大谷 博正  委員（一般社団法人広島県医師会（産業医部会）常任理事） 

  茶山 一彰  委員（広島大学大学院消化器・代謝内科学教授）【委員長】 

田中 純子  委員（広島大学大学院疫学・疾病制御学教授） 

䑓丸 尚子  委員（広島市健康福祉局保健部長） 

※代理出席 上田 久仁子（広島市健康福祉局保健部保健医療課保健予防担当課長） 

内藤 雅夫  委員（呉市保健所長） 

※代理出席 大野 誠司（呉市保健所健康増進課長）  

菊間 秀樹  委員（広島県健康福祉局長） 

 ※代理出席 金光 義雅（広島県健康福祉局医療・がん対策部長） 

  岡馬 重充  委員（広島肝友会代表） 

  石田 彰子  委員（備後肝友会会長） 

  向井 一誠  委員（全国健康保険協会広島支部長） 

   ※代理出席 大和 昌代（全国健康保険協会広島支部保健グループ長） 

  武生 英一郎 委員（一般財団法人広島県環境保健協会健康クリニック診療所長） 

 

４ 議 事 

（１）協議事項 

ア 第３次広島県肝炎対策計画（案）について 

イ 広島県肝疾患患者フォローアップシステムの課題と今後の方向性について 

（２）報告事項 

  ア 広島県肝炎対策事業の実施状況について 

  イ 平成２９年度の肝炎対策関係の主な事業（案）について 

 

５ 担当部署 

  広島県健康福祉局薬務課肝炎対策グループ 

   TEL （０８２）５１３－３０７８（ダイヤルイン） 
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６ 会議の概要 

（１）協議事項 

ア 第３次広島県肝炎対策計画（案）について 

（委員長）   「議題（１）協議事項ア 第３次広島県肝炎対策計画（案）について」，

事務局から説明してください。 

（事務局）   （資料１について説明） 

（委員長）    ありがとうございました。 

２点の変更点のうち１点目は，新しいデータに基づくことですので，御

意見はないかと思います。２点目の初回精密検査費用の助成率を 5％から

平成 33 年度には 60％にあげるということで，どういう方向で進めていく

のでしょうか。 

（事務局）   初回精密検査費用の助成制度の対象者は，県・市町が行っている公的な

肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方が対象条件の１つにあります。こ

れまで助成を利用している方の住所を調べたところ，大都市部の利用率が

低いことがわかりましたので，もちろん全市町にもお願いしますが，まず

は都市部の市町に対して，陽性と判定された方に結果通知する際に，初回

精密検査用のチラシを交付していただくようお願いします。 

（委員長）   それぐらいであがるのでしょうか。 

（田中委員）  検査を受けていないということではなく，検査費用助成を利用していな

いということなので，周知が重要になるかと思います。また，初回精密検

査費用の助成を受けられる方は，フォローアップシステムに登録する必要

があります。県・市町の肝炎ウイルス検査を受けてフォローアップシステ

ムに登録したら，検査費用の助成が受けられるということの周知が足りな

いということで，利用率が低いのではないかと思っています。 

（石田委員）  誰が説明するのですか。 

（田中委員）  陽性の結果を通知する際に，できたらフォローアップシステムに登録し

てください。そしたら，初回精密検査などの重症化予防の補助が受けられ

ますということを丁寧にお伝えすることが重要です。 

（委員長）   具体的には誰が説明することになるのですか。 

（事務局）   市町の保健師です。詳しいことになりますと県の保健所と薬務課が説明

します。 

（田中委員）  委託医療機関で検査した方は。 

（事務局）   委託医療機関で検査した方については，委託医療機関に初回精密検査用

のチラシを配布していただき，説明は県・市町が行うことになります。 

（岡馬委員）  所得要件はないのですか。 

（事務局）   初回精密検査については，所得要件はありません。公的検査で陽性と判

定されたという条件はありますが。 

（岡馬委員）  どなたでも。 

（事務局）   はい，公的検査で陽性と判定された方は，どなたでも対象となります。 

（田中委員）  公的検査で陽性だった方は，助成の対象となるが，手続きをしないと対
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象にならない。手続きにつなげるのを誰がやるかが，問題です。検査通知

を行う検査機関の医師や市町の保健師等が説明することになりますが，そ

こにコーディネーターを活用していただくと良いとおもいます。 

（委員長）   コーディネーターというのは，市町のコーディネーターということです

か。 

（田中委員）  そうです。 

（委員長）    初回精密検査費用助成の周知について，医療機関が出なかったですけど。 

（事務局）   現在，医療機関でも説明していただけるよう医師会にお願いに回ってい

ます。 

（委員長）   日常診療で忙しい中で，丁寧に説明するということはいかがですか。 

（大谷委員）  フォローアップシステムについて説明はしていますが，一人一人診察等

で時間がかかりますので，パンフレットのような資材があると大変助かり

ます。 

（石田委員）  きちんと制度について説明する方が必要だと思います。放っておくと大

変になりますということを説明する方がいないと，60％というのは難しい

のではないでしょうか。 

（田中委員）  先生方が説明するということはとても大変なことで，結果を通知するこ

とで終わると思いますので，その後市町に行くまでに時間や物理的な距離

があるので，その間をつなぐ方が病院でしたらコーディネーターだったり，

相談室だったりします。 

（石田委員）  結果を通知される時にかなりショックを受けられる方が多いと思います。

その時に，このような援助がありますよとか，このようにしなさいとレー

ルを敷いてくれる方が重要だと思います。 

広島県は全国的にもコーディネーターの養成数が多いですが，実際にど

ういう働きをされているのか，目に見えません。 

（委員長）   コーディネーターのあり方については今後の課題だと思いますが，目標

数値が現実的なものになるようにぜひ頑張っていただきたい。 

（岡馬委員）  まずはフォローアップシステムについて，それから助成制度についてと

２段階の説明になるため，分かりやすい資料をしっかり作成する必要があ

ります。 

（大谷委員）  渡せるものを用意してくださらないとなかなか難いかと思います。 

（事務局）   説明についてですが，市町に確認したところ，なかなか助成制度につい

て周知していないという現状がありましたので，まずは結果通知の際に保

健師に制度について説明していただくようお願いしています。医療機関に

ついては，説明がしやすいように，現在配付用のチラシを作成しておりま

す。 

        まずは計画初年度である平成 29 年度の状況をみてみたいと思っており

ます。その様子を見ながら改善し，60％に近づいていけるよう取り組んで

参りたいと考えております。 

（石田委員）  逆にフォローアップシステムに登録しなくても，初回精密検査を利用で
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きるという発想はなかったのでしょうか。 

（事務局）   この制度が国庫補助事業で，要件としてフォローアップに同意した者と

あるため，登録なしということはできない状況です。 

（委員長）   いろいろと意見出ましたが，出た意見を参考に修正等をお願いします。

最終的にはもう決めていかないといけないので，修正したものを私に見せ

ていただいて，最終案を取りまとめたいと思います。 

 

（１）協議事項 

イ 広島県肝疾患患者フォローアップシステムの課題と今後の方向性について 

（委員長）   それでは，続きまして「協議事項イ 広島県肝疾患患者フォローアップ

システムの課題と今後の方向性について」，事務局から説明をお願いします。 

（事務局）   （資料２について説明） 

（委員長）   ありがとうございました。 

        ただいまの事務局からの説明について，何か御意見や御質問はあります

か。 

        専門医療機関はこれまでも書いていましたから，これからも引き続き書

くとは思いますが，5 ページにあるかかりつけ医の登録勧奨については難

しいかもしれません。 

        何か御意見はありますか。 

        なければ次の議題に入りたいと思います。 

         

（２）報告事項 

ア 平成２８年度の取組状況について 

（委員長）   続きまして「報告事項ア 広島県肝炎対策事業の実施状況について」，事

務局から説明してください。 

（事務局）   （資料３について説明） 

（委員長）   ありがとうございました。 

        ただいまの事務局からの説明について，何か御意見や御質問はございま

せんか。 

（石田委員）  Ｃ型肝炎のハーボニーの偽造については広島県では事例があったのでし

ょうか。 

（事務局）   広島県では，そのようなことはありませんでした。 

（委員長）   よろしいですか。 

Ｃ型肝炎の患者については，治った患者が多くなっており大変良いこと

だと思います。 

 

（２）報告事項 

  イ 平成２９年度の肝炎対策関係の主な事業（案）について 

（委員長）    続きまして，「報告事項イ 平成２９年度の肝炎対策関係の主な事業（案）

について」,事務局から説明してください。 
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（事務局）   （資料４について説明） 

（委員長）    ありがとうございます。 

         ただいまの事務局からの説明について，何か御意見や御質問はござい

ませんか。 

（岡馬委員）   （３）の事業は肝疾患患者フォローアップシステムの活用についてで

すよね。確かに肝疾患，特にＣ型肝炎についてはフォローの段階に入っ

ており，一旦ウイルスが排除された後どうするかが重要です。また，心

配になっているのが，肝炎と戦ってきた，闘病してきた方々です。やは

り，全体的に体力が落ちているというか，いろいろな面で別の障害や病

気になっている方が結構います。一旦ウイルスが消えてその方の QOL が

あがって普通に生活できるようになったということであれば非常に良い

ことですが，肝炎ウイルスは消えたけれども，他の病気になって亡くな

ったということではないでしょうか。全体的に QOL をあげていくという

方向のフォローも必要なのではないかと思います。 

（委員長）    インターフェロンフリー治療で治った方は体調が良くなって，食べて

太ってコレステロールがあがるということが多いです。だから，これか

らそういうことによる疾患が増えるのではないかと懸念しております。 

         他に何か御意見はございませんか。 

（事務局）    参考資料４について説明させていただいてよろしいでしょうか。 

         県では協会けんぽと協力していろいろなことを取組んでいますが，来

年度協会けんぽが節目の年齢の方に受検勧奨のハガキを出す取組を予定

されております。 

（大和委員）   協会けんぽは職域の加入者が多いですが，35～74 歳までの県内約 40

万人の被保険者に対し，健診と同時実施により自己負担 612 円で肝炎ウ

イルス検査の助成をしております。しかし，実際に肝炎ウイルス検査を

受検する対象者は健診受診者の約 2.2％に留まっております。そのため

来年度 29年度は 35歳～70歳までの 5歳刻み約 9万人にダイレクトメー

ルを送付する事業を計画しております。ダイレクトメールと同時にポス

ターを作りまして健診機関に貼っていただこうと考えております。29 年

度の 4 月の第 1 週には発送するように準備しておりまして，その受検率

の変化をみまして次年度も継続して通知事業を行うかどうか判断してい

く予定になっております。 

参考までにご紹介させていただきますと平成 26 年度肝炎ウイルス検

査受検者の中でＢ型肝炎ウイルス陽性者は 1.3％，Ｃ型肝炎ウイルス陽

性者は 0.1％でした。その後全受検者に肝炎受検カードの配布，陽性で

あった方には広島県が実施しているフォローアップシステムの通知も行

っております。それから平成 27 年度の肝炎ウイルス関連の医療費が上位

10 位に入っておりまして，県内全域で年間 37 億 4500 万円であることを

ご紹介します。 

（委員長）    ありがとうございました。その節目で受ける方 9 万人についてはこれ
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まで受けた方はほとんどいないのですか。 

（大和委員）   これまで受けたことがない方に送ります。 

（委員長）    受けていない方がそんなにいるのですか。受けた方と受けていない方

はどれくらいの割合ですか。 

（大和委員）   2.2％しか受けておりません。 

（委員長）    ほとんど受けていないですね。 

（大和委員）   97.8％が受けていない状況です。 

（田中委員）   全体的に職域が隔たりになっていたところが，全国的にも協会けんぽ

が牽引されております。協会けんぽの中でも広島支部は非常に前向きで，

こういうことに予算をとっていただいております。広島県の職域も今ま

で受けていない方が受けるので，患者が増えるのかもしれません。また，

結果通知をきっちり協会けんぽにやっていただく仕組みを確立していた

だくことで，他の職域で始める時のお手本になるので大変期待しており

ます。 

（委員長）    そうですね。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

（大和委員）   薬務課の番号等も入れさせていただいておりますので，お電話がかか

ってくるかと思いますがよろしくお願いします。 

（委員長）    もし増刷等があるときには，肝疾患相談室の電話番号も入れていただ

けると良いと思います。 

（大和委員）   今からでも間に合うかも知れません。 

（委員長）    ぜひよろしくお願いします。 

          他に何か御意見御質問等はございませんか。 

（石田委員）   第３広島県肝炎対策計画についてですが，23 ページにあるその他肝炎

対策の推進に関する重要事項の（２）肝硬変及び肝がん患者に対する一

層の支援のあり方について施策の方向として肝硬変及び肝がん患者のニ

ーズの把握に努めますと書いてありますが，実際に患者会を通してとか，

患者会と連携するとか話し合うとかせずに何となく文章化してやります

というと，絵に描いた餅のようになってしまうのではないでしょうか。

どういう方法で患者のニーズを把握されるのか具体的に書いた方がよい

と思います。 

（事務局）    今のところ，患者会の方とそういう会をもつということまでは考えて

おりませんが，こういった協議会の場を活用して，こういったことがあ

るということを糸口にしてそこから広げていきたいと考えております。 

（委員長）    他に何かございますか。よろしいでしょうか。それではいろいろ御意

見ありがとうございました。 

          これで本日の協議会を修了させていただきます。 
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７ 配布資料一覧 

資料１-１    第３次広島県肝炎対策計画（案）の概要について 

資料１-２    第３次広島県肝炎対策計画（案） 

資料２      広島県肝疾患患者フォローアップシステムの課題と今後の方向性

について 

資料３      広島県肝炎対策事業の実施状況について 

資料４      平成２９年度肝炎対策関係主要事業について 

 

参考資料１    広島県肝炎対策協議会設置要綱 

参考資料２    広島県肝炎対策協議会委員名簿 

 参考資料３    肝臓機能障害に係る障害認定状況に関する調査結果 

 参考資料４    全国健康保険協会広島支部資料 


