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平成 28年度第２回広島県肝炎対策協議会議事録 

 

１ 日 時 

  平成 28 年 11 月 28 日（月） 19：00～20：30 

 

２ 場 所 

  県庁北館 ２階 第１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】 

  吉川 正哉  委員（医療法人吉川医院院長）【委員長代理】 

䑓丸 尚子  委員（広島市健康福祉局保健部長） 

  田中 知徳  委員（福山市保健所長） 

※ 代理出席 二部野 肇 （福山市保健福祉局保健部健康推進課保健企画技術担当課長） 

菊間 秀樹  委員（広島県健康福祉局長） 

  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） 

  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 

第３次広島県肝炎対策計画（案）について 

（２）その他 

 

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 

 第３次広島県肝炎対策計画（案）について 

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

４章まであり，かなり長いので，まずは第１章と第２章について事務局か

ら説明してください。 

（事務局）  （資料２（第１章及び第２章）について説明） 

（委員長）    ただいま事務局からの説明について，何か御意見や御質問等はございま 

せんか。 

（事務局）   修正をお願いします。３ページにある B 型肝炎ウイルスのキャリア数を

約 50,000 人から約 45,000 人に，C 型肝炎ウイルスのキャリア数を約

47,000 人から約 35,000 人に修正をお願いします。 

（委員長）   肝がん年齢調整死亡率について，広島県が全国に比べて急速に下がって

いるのは，どうしてだと思われますか。 

（事務局）   広島県が全国と比べて，早い段階から肝炎対策を行っている成果だと思

います。 

（委員長）   確かにまずは，吉澤先生が肝炎ウイルス検査について力を入れ，その後

肝疾患診療支援ネットワークができ，私が来てから治療を一生懸命やって

きた成果であると思われます。 

        何か御意見，御質問はありますか。 

        それでは，続きまして第３章と第４章について事務局から説明してくだ

さい。 

（事務局）   （資料１及び資料２（第３章及び第４章）について説明） 

（委員長）   ありがとうございました。 

ただいまの説明について，何か御意見，御質問はございませんか。 

（岡馬委員）  17 ページで経過観察のために必要な継続受診を中断する者が増加してい

ますとありますが，私たちも感覚的に増加していると感じてはいますが，

何らかのデータがあるのでしょうか。19 ページにあるフォローアップ体制

の充実を考える上で，必要になってくると思います。 

（事務局）   専門医からのコメントなどから総合的に判断して増加していますと記載

しましたが，具体的な数字は把握していないため，書きぶりを修正します。 

（向井委員）  職域についてですが，協会けんぽと健保組合は全然違います。例えば協

会けんぽは加入者が 105万人おり，健保組合全体より多い状況です。また，

協会けんぽは広島県内に事業所が 4 万 7 千社あり，組合は普通，加入企業

は県内に１事業所であるため，啓発の仕方等も違います。 

        また，協会けんぽでは節目検診をやろうと考えており，40 歳で約 1 万人

います。例えば 5 歳刻みで 40，45，50，55，60 歳に行う場合，郵便代だ

けで 500 万，600 万円のお金が掛かりますが，県として予算措置はできま

すか。例えば資料の提供等です。 

        次に，フォローアップシステムについてですが，協会けんぽとしてフォ
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ローアップもしっかり行っていきますが，登録者がいっぱいになり，フォ

ローアップシステムの予算措置ができなくなるということはありませんか。

フォローアップはフォローアップ，検診は検診とばらばらに考えるのでは

なく，連携した対策が必要です。 

（事務局）   フォローアップシステムの登録者が増加していくと，医療機関への手数

料が増加され，財政的な面で問題は出てくるかとは思いますが，現在のや

り方を見直し，長く続けられる方法を考えていきたいと思っております。 

        資材の提供等については，できる限りのことは協力したいと思っており

ます。 

（向井委員）  サポートだけでいいますと，やはりお金が引っ掛かります。当然，保険

者であるため，やるべきことはやらないといけないと思っていますので，

お金は出します。しかし，色々ながんがあり，それらもお金が掛かってい

ます。また，現在協会けんぽの保険料は約 10％という状況で，事業者の不

平不満がすごくあがっています。そのような中で，ただやりなさいという

だけでは，ちょっと難しいところがあります。 

（事務局）   向井委員がおっしゃられましたとおり，協会けんぽとはがん対策を含め

て色々連携をとって，これまでやらせていただいております。今回の肝炎

対策につきましても，先ほどの啓発広報を含めて，我々としても計画に書

いていく以上は，より効果的な広報のあり方，もちろん予算的な措置も含

めて，最大限努力はしていこうと思います。５年間でこの目標を達成でき

るように，知恵と工夫をだしてやりたいと思います。そのような中でどう

いう形で，引き続き協会けんぽあるいは組合，保険者の方と連携を図るこ

とによって効果的な広報等ができるかを相談させていただきながら対応を

進めていきたいと思いますので，引き続きよろしくお願い致します。 

（委員長）   その他いかがですか。 

（武生委員）  先ほどの如何に広報するかということですが，13 ページの資料を見ても

検査を受けたくない方が 6.5％と非常に少ないと思いますし，検査を受け

ていない理由はやはり「メニューにないから」，「きっかけがないから」な

ど消極的な理由が多いです。だから，受検者が本気で受けないといけない

と思うようなアプローチを行えばいいと思います。その時に現在ネットも

スマホも普及していますので，如何にそこに誘導するかということで，例

えば，がん対策ではデーモン閣下のような，芸能人など認知度が高い方を

起用するのも１つの方法ではないかと思います。 

（石田委員）  効果的な啓発ということを先ほどおっしゃられましたけれども，有名人

に来てもらって啓発活動というのも１つの手だと思います。しかし，本当

に機会がなかったとか知らなかったという方がとにかく周りに多い状況で

す。まずは，教育現場，医学部，薬学部，看護学部でしっかり肝炎につい

て歴史的なことから学ぶべきです。最近でも医療現場で器具の使い回しが

あったという事件を聞きます。また，ピアスの問題やタトゥーの問題もあ

りますので，中学生や高校生にも教育する必要があります。 
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現在，元気だから関係ないと通りすぎていますが，みんな関係している

のだと思わせるような広報を行っていく必要があります。特に C 型肝炎に

ついては治る時代になったことから，治るなら検査を受けてみようかと思

う方が増えてくると思いますので，今がチャンスではないかと思います。 

（事務局）   広報につきましては，県民の方が「検査に行こう」，「治療に行こう」と

自分から思っていただけるよう，行政からどのように発信したらできるか

を第３次肝炎対策計画の中でしっかり考えながら進めていきたいと思って

います。目指す姿として「県民が肝炎について正しい知識を持ち，予防・

検査・治療等の肝炎対策に主体的に取り組んでいる。」としているとおり，

私どももそれに向けた発信を考えていきます。 

（委員長）   C 型肝炎の方等，検査で陽性とわかると治療費がかなりかかりますが，

治療費の多くは保険者等が負担していると思います。国や県から一部補助

はあるとは思いますけれども，やはり治療費の負担が多いことからあまり

検査を勧めたくないと思っているような保険者等はありますか。 

（向井委員）  健保組合のことはわかりませんが，現在協会けんぽは検査を勧めていこ

うと思っていますが，色々なころがありますので，全部やるわけにはいき

ませんよね。そうなるとプライオリティが高いかということになります。 

        協会けんぽには，２つの健診がありまして，生活習慣病予防健診と事業

主健診です。生活習慣病予防健診には，がんなどの色々な検査項目が付い

ていますが，事業主健診は付いていません。中小企業では例えば「時間が

かからない方がいい」とか「検査項目がたくさんあっても受けない」，「個

人が 700 円や 1,000 円払うことも嫌だ」という意見が多いです。私どもは

保険料を使って，できるだけ安いものでやっていこうとは思っていますが，

全部が全部無料にするわけにはいきません。やはり限りある財源をどうや

って使うかということが重要となっています。 

        肝硬変や肝がんになった方の方がお金がかかりますので，早い段階で対

処したいと考えています。そのあたりの行動変容をどうやってやるかが非

常に悩むところです。 

（委員長）   ありがとうございます。 

        11 ページにある肝炎ウイルス検査の普及啓発を実施している健康保険

組合の割合を 100％にするという目標は達成できますか。 

（事務局）   健康保険組合に対するアンケート調査で，ウイルス検査の体制はできて

いるということだけで止まっている現状が確認できましたので，次はしっ

かり発信していただくことをお願いしていきたいです。歩いてでも説得し

ていこうということで 100％という目標にしています。 

（委員長）   途中でどのように進行しているかを確認して，見直してもいいかもしれ

ないですね。 

        他に何かありますか。 

（吉川委員）  健康保険組合についてですが，普及啓発について，40 歳以上の人間ドッ

クに対する補助は金額が決まっていますので，その金額の中でやる必要が
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あります。また，検診機関によっては肝炎ウイルス検査を選択できるとこ

ろとできないところがあります。 

       そのような状況であるため，健康保険組合も肝炎ウイルス検査をやるよう

啓発を行っていません。やはりお金が掛かってくるので，色々ある中で肝

炎ウイルス検査だけやるということはないと思います。 

        一般的な健康診断の中には含まれていません。40 歳以上の人間ドックに

は含まれていますが，やはり本人の希望と検診機関が実施しているかどう

かになりますので，そのようなところを踏まえて勧奨していかないといけ

ないと思います。 

（委員長）   ありがとうございました。 

        そういうことを念頭に入れてやっていただけたらいいですね。 

        他に何かありませんか。 

（岡馬委員）    22 ページにある肝硬変や肝がん患者に対する一層の支援あり方につい 

       てですが，支援がどこまでできるかということがあると思います。最近患 

       者の中で聞いた話になりますが，肺など他の臓器のがんに対する良い薬は

あるが，肝がんが肺など他の臓器に転移した場合，保険や標準治療等の関

係で使えないということがあります。そのことで，自分は治療をあきらめ

ざるを得ないということでホスピスに申し込む患者もいます。がん死を減

らすという観点で，転移した場合でも対応できるよう，がん全体の中で肝

がんを位置づけていく方向性も考えていかないと思います。 

（委員長）   オプジーボのことですかね。肝臓の悪い方に対して，オプジーボが安全

にできるか，効果があるのかわからないため，今治験で確認していますの

で，いずれ保険診療で受けられるようになると思います。 

        他に何かありますか。 

        フォローアップシステムについてですが，医療機関に黙って来なくなる

方がたくさんいます。このような方はフォローアップシステムに登録を勧

めようにも勧めようがないです。私たちも病院に受診しなくなった方をチ

ェックすればよいのですが，どこの病院も忙しくてチェックできるような

状況ではありません。途中で受診を中断する方に対してのどのような対策

をとるかを考えていかないといけない。 

        他に何かありますか。 

（石田委員）  身体障害者手帳について対象要件が緩和されましたが，改訂前と改定後

では，申請数に変化はあったのでしょうか。どのくらい増えているのか，

それとも現状維持なのか毎年数字で表していただきたいと思います。 

（事務局）   担当課に申請数がどのように推移しているか確認しておきます。 

（委員長）   他に何かありますか。 

（岡馬委員）  普及啓発の話ですけど，「知って，肝炎プロジェクト」については御存じ

ですか。確かに有名人を活用して普及啓発することは，多くの方に知って

もらえるので大事なことだと思います。ただ，１つ気になることがありま

す。普及啓発をすることでの逆効果です。C 型肝炎は治ることは良いこと
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ですが，治るのであれば放置しておいてもいいじゃないかと受け止める方

もいるということを踏まえた上で，啓発を進めていかないといけないと思

います。現在，テレビ等色々な場で啓発されていますので。 

（事務局）   C 型肝炎については，注意していきたいと思います。 

「知って，肝炎プロジェクト」つきましては，昨年度，島谷ひとみさん

が知事を表敬訪問されました。また，その様子がテレビで放映していただ

きました。 

（委員長）   その他に何かございますか。 

        それでは本日の議題は以上ですが，その他何かありませんか。 

（事務局）   本日はありがとうございました。 

        これからのスケジュールとしては，パプコメを行い，それを受けまして

必要な修正等を行い，第３回目の協議会で成案とする御協議をいただきた

いと思います。今後，修正等がでてくると思いますがその際には茶山委員

長に御一任いただければと思っています。いかがでしょうか。 

（委員長）  よろしければ私の方で作業させていただきます。 

       それでは本日の議論はこれで終了させていただきます。 

       どうもありがとうございました。 

 

７ 配布資料一覧 

資料１    第３次広島県肝炎対策計画の骨子について 

資料２    第３次広島県肝炎対策計画（案）について 

 

参考資料１  肝炎対策の推進に関する基本的な指針 

参考資料２  広島県肝炎対策協議会設置要綱 

 参考資料３  広島県肝炎対策協議会委員名簿 


