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平成２８年度 事業報告 
 

【肝臓病教室】 

○第１回 肝臓病教室 

月 日：平成 28年 6月 24日 

場 所：島根大学医学部附属病院 ２階食堂「ラパン」 

対 象：一般 

講 演：島根大学医学部附属病院 肝臓内科 佐藤 秀一 先生 

     「Ｃ型肝炎の治療とウイルス陰性化後の問題」 

○第２回 肝臓病教室 

月 日：平成 28年 9月 29日 

場 所：島根大学医学部附属病院 ２階食堂「ラパン」 

対 象：一般 

講 演：肝臓内科 三宅 達也 先生 

     「Ｂ型肝炎のお話し」 

○第３回 肝臓病教室 

月 日：平成 28年 12月 21日 

場 所：島根大学医学部附属病院 ２階食堂「ラパン」 

対 象：一般 

講 演：肝臓内科 飛田 博史 先生 

     「NASH（ナッシュ）ってどんな病気？」 

○第４回 肝臓病教室 

月 日：平成 29年 3月 17日 

場 所：島根大学医学部附属病院 ２階食堂「ラパン」 

対 象：一般 

講 演：肝臓内科 佐藤 秀一 先生 

     「進行した肝臓病について」 

【家族支援講座】 

  ○第１回 家族支援講座 

月 日：平成 28年 6月 24日 

場 所：島根大学医学部附属病院 ２階食堂「ラパン」 

対 象：一般 

講 演：島根大学医学部附属病院 リハビリテーション部 中隅 濃 先生 

     「運動って肝臓にいいの？」 

  ○第２回 家族支援講座 

月 日：平成 28年 9月 29日 

場 所：島根大学医学部附属病院 ２階食堂「ラパン」 

対 象：一般 

講 演：ハローワーク出雲 原田義久 統括職業指導官 

     「ハローワークにおける就業相談」 

  ○第３回 家族支援講座 

月 日：平成 28年 12月 21日 

場 所：島根大学医学部附属病院 ２階食堂「ラパン」 

対 象：一般 

講 演：黒松 浩美 ＭＳＷ「肝疾患相談支援センターと相談支援について」 
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  ○第４回 家族支援講座 

月 日：平成 29年 3月 17日 

場 所：島根大学医学部附属病院 ２階食堂「ラパン」 

対 象：一般 

テーマ：「肝臓病患者として思うこと」 

 

【出張肝臓病教室】 

○出張肝臓病教室 

月 日：平成 28年 9月 16日 

場 所：益田赤十字病院 研修棟 講堂 

対 象：一般 

講 演：肝臓内科 佐藤秀一 先生 

     「Ｃ型肝炎の治療とウイルス陰性化後の問題」 

 

【市民公開講座】 

○市民公開講座「知って！肝臓」【共催】 

月 日：平成 28年 7月 24日 

場 所：ニューウェルシティ出雲 ２階 

対 象：一般 

［肝炎ウイルス検査］10:30～12:00 

  肝炎ウイルス検査の希望者の採血 

［肝臓の堅さを調べてみよう］10:30～12:00 

  腹部超音波検査で肝臓の堅さを調べるデモンストレーション 

［市民公開講座］12:00～15:00 

  講演１：栄養治療室 平井 順子 先生 

       「肝臓を守る食生活のコツ」 

  講演２：肝臓内科 三宅 達也 先生 

       「肝臓の硬さについて」 

  講演３：肝臓内科 飛田 博史 先生 

       「糖尿病と肝臓病の密接な関係」 

  講演４：肝臓内科 佐藤 秀一 先生 

       「薬と肝臓のお話」 

○市民公開講座「大切にしよう！あなたの肝臓」【共催】 

月 日：平成 29年 2月 19日 

場 所：松江赤十字病院 本館６階 

対 象：一般 

［肝炎ウイルス検査］12:00～13:00 【第一会議室】 

  肝炎ウイルス検査の希望者の採血 

［市民公開講座］13:00～16:00 【講堂】 

  司 会：松江赤十字病院 検査部長 内田 靖 先生 

  講演１：島根大学 肝臓内科 佐藤 秀一 先生 

       「普段の生活に潜む肝臓病の話」 

  講演２：松江赤十字病院 消化器内科 花岡 拓哉 先生 

       「治る？治らない？ウイルス性肝炎の最近の話題」 

       講演３：島根大学 肝臓内科 三宅 達也 先生 

            「肝臓が硬くなったらどうなるの？」 
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【肝炎専門医療従事者研修】 

○肝炎専門医療従事者研修 

月 日：平成 29年 3月 2日（連絡協議会終了後） 

場 所： 

 【出雲会場】島根大学医学部附属病院みらい棟４階 ギャラクシー 

 【浜田会場】浜田医療センター（ＴＶ会議システム中継会場） 

講 演：肝臓内科 佐藤秀一 先生 

     「肝炎診療の今後の展開」 

 

【一般医療従事者研修】 

○一般医療従事者研修 

月 日：平成 29年 3月 23日 

場 所：みらい棟ギャラクシー 

対 象：一般医療従事者 

講 演：ＪＡ広島総合病院 肝臓内科 主任部長 兵庫 秀幸 先生 

     「生活習慣病のトータルケアの第一歩 

 －シフトワーカーの現状と対策－」 

 

【肝炎特別授業】  

  ○出雲西高等学校肝炎特別授業 

月 日：平成 29年 1月 25日 

場 所：出雲西高等学校 第一多目的教室 

対 象：出雲西高等学校学生 

講 師：肝臓内科 佐藤 秀一 先生 

  ○出雲高等学校肝炎特別授業 

月 日：平成 29年 3月 15日 

場 所：出雲高等学校 

対 象：出雲高等学校学生 

講 師：肝臓内科 佐藤 秀一 先生 

 

【島根県肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会】 

○第１回 島根県肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会 

月 日：平成 28年 10月 6日 

場 所：出雲会場】島根大学医学部附属病院みらい棟４階 ギャラクシー 

  【浜田会場】浜田医療センター２階 会議室②（ＴＶ会議システム中継会場） 

議 題： 

１．島根県肝疾患診療連携拠点病院（本院）の活動報告 

 ２．第 1回都道府県肝疾患診療連携拠点病院間連絡協議会の内容について 

 ３．平成２８年度 拠点病院医師・責任者向け研修会の内容について 

 ４．第 1回島根県肝炎対策協議会の内容について 

 ５．肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書の変更点について 

 ６．その他 
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○第２回 島根県肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会 

月 日：平成 29年 3月 2日 

場 所：【出雲会場】島根大学医学部附属病院みらい棟４階 ギャラクシー 

 【浜田会場】浜田医療センター２階 会議室②（ＴＶ会議システム中継会場） 

議 題：１．島根県肝疾患診療連携拠点病院（本院）の活動報告 

 ２．第２回都道府県肝疾患診療連携拠点病院間連絡協議会 等の報告 

 ３．相談件数、相談内容の報告 

 ４．たたけ肝炎リーフレットに関する調査結果の報告 

 ５．その他 

 

【肝疾患相談部門連絡会議】 

○第１回 肝疾患相談部門連絡会議 

月 日：平成 29年 1月 27日 

場 所：相談室④ 

議 題：１ 本年度の活動報告について 

     ２ 肝疾患相談・支援センター規則について 

    ３ その他 

 

【知って肝炎プロジェクト】 

○知って肝炎プロジェクト 

月 日：平成 28年 10月 26日 

場 所：出雲市役所 

内 容： 

手島章斗さん(SOLIDEMO)から出雲市内高等学校の校長先生へ色紙の贈呈 

手島章斗さん(SOLIDEMO)による出雲市長への表敬訪問 

 

【肝炎コーディネーター養成研修会】 

○肝炎コーディネーター養成研修会【共催】 

月 日：平成 29年 11月 17日 

場 所：出雲合同庁舎 501号室 

内 容：挨拶 健康福祉部 知念 希和 

    説明 薬事衛生課 坂本 あずさ 

    講話 松江肝臓友の会 中村 利行 

    説明 健康推進課 皆尾 光 

講義 島根大学 肝臓内科 佐藤 秀一 先生 

       B型肝炎訴訟山陰弁護団事務局長 高橋弁護士 

       薬害Ｃ型肝炎しまね弁護団代表 妻波弁護士 

    意見交換 

○平成２８年度 肝炎コーディネーター継続研修会【共催】 

月 日：平成 29年 2月 27日 

場 所：出雲合同庁舎 604号室 

内 容：挨拶 薬事衛生課 糸川 浩司 

    説明 薬事衛生課 坂本 あずさ 

    講義 島根大学 肝臓内科 佐藤 秀一 先生 

       島根大学 地域医療連携センター 黒松 浩美 MSW 
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【肝疾患診療連携拠点病院間連絡協議会】 

○第１回 肝疾患診療連携拠点病院間連絡協議会 

月 日：平成 28年 7月 15日 

場 所：国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院 

     出席者：佐藤 秀一 先生  宮本 武志 

 ○第２回 肝疾患診療連携拠点病院間連絡協議会 

月 日：平成 29年 1月 20日 

場 所：東京コンファレンスセンター・品川 402N 

     出席者：佐藤 秀一 先生  宮本 武志 

 

【肝炎対策地域ブロック戦略合同会議】 

○肝炎対策地域ブロック戦略合同会議（中国四国ブロック） 

月 日：平成 28年 10月 31日 

場 所：ホテル JAL シティ松山 

議 題： 

 １．厚生労働省肝炎対策推進室からの説明 

 ２．拠点病院、肝炎情報センター等から説明 

 ３．総合討論 

出席者：佐藤 秀一 先生 

    石原 郁美 看護師 

    黒松 浩美 ＭＳＷ 

    宮本 武志 

 

【拠点病院医師・責任者向け研修会】 

  ○第 1回 拠点病院医師・責任者向け研修会 

月 日：平成 28年 7月 15日 

場 所：国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院 

     出席者：佐藤 秀一 先生  宮本 武志 

  ○第 2回 拠点病院医師・責任者向け研修会 

月 日：平成 29年 1月 20日 

場 所：東京コンファレンスセンター・品川 402N 

     出席者：宮本 武志 

 

【看護師・相談員向け研修】 

  ○肝疾患診療連携拠点病院 看護師・相談員向け研修会 

月 日：平成 29年 3月 3日～4日 

場 所：国立国際医療研究センター国府台病院内 

肝炎・免疫研究センター 研修室 

     出席者：横木 陽子 光学医療診療部看護師 

         黒松 浩美 ＭＳＷ 

 

 

 

 


