
平成 29年度 活動実績 
 

【肝臓病教室】 

○第１回 肝臓病教室 

月 日：平成 29年 6月 30日（金）15：30～ 

場 所：島根大学医学部附属病院 2階食堂ラパン（東側） 

対 象：一般 

講 演：「Ｃ型肝炎の最新治療と肝炎診療が途絶える事の問題」 肝臓内科 佐藤 秀一 

○第２回 肝臓病教室 

月 日：平成 29年 9月 29日（金）15：30～ 

場 所：島根大学医学部附属病院 みらい棟 4階ギャラクシー 

対 象：一般 

講 演：「C型より難しい B型肝炎の診療」 肝臓内科 佐藤秀一 

○第３回 肝臓病教室 

月 日：平成 29年 12月 15日（金）15：30～ 

場 所：島根大学医学部附属病院 2階食堂ラパン（東側） 

対 象：一般 

講 演：「日常生活と隣り合わせの肝臓病」 肝臓内科 飛田博史 

○第４回 肝臓病教室 

月 日：平成 30年 3月 16日（金）15：30～ 

場 所：島根大学医学部附属病院 みらい棟 4階ギャラクシー 

対 象：一般 

講 演：「進行した肝臓病」 肝臓内科 佐藤秀一 

 

【家族支援講座】 

  ○第１回 家族支援講座 

月 日：平成 29年 6月 30日（金）16：30～ 

場 所：島根大学医学部附属病院 2階食堂ラパン（東側） 

対 象：一般 

講 演：「がん患者・家族サポートセンターをご利用ください」がん専門相談員 槇原貴子  

○第２回 家族支援講座 

月 日：平成 29年 9月 29日（金）16：30～ 

場 所：島根大学医学部附属病院 みらい棟 4階ギャラクシー 

対 象：一般 

講 演：「『ぴったんこ肝★肝』みんなでクイズに答えて肝臓を元気にしよう!!」  

     A病棟 7階 看護師 横木陽子 

  ○第３回 家族支援講座 

月 日：平成 29年 12月 15日（金）16：30～ 

場 所：島根大学医学部附属病院 2階食堂ラパン（東側） 

対 象：一般 

講 演：「なるほど納得！肝臓を守る食事」 栄養治療室 端本洋子 

 



  ○第４回 家族支援講座 

月 日：平成 30年 3月 16日（金）16：30～ 

場 所：島根大学医学部附属病院 みらい棟 4階ギャラクシー 

対 象：一般 

講 演：「肝臓とおくすり」 薬剤部 中村健志 

 

【出張肝臓病教室】 

○第 1回 出張肝臓病教室 

月 日：平成 29年 10月 20日（金）13：30～16：00 

場 所：隠岐の島町ふれあいセンター 

対 象：一般 

講 演：「日常生活と隣り合わせの肝臓病」島根大学医学部附属病院 飛田博史 

    「『ぴったんこ肝★肝』みんなでクイズに答えて肝臓を元気にしよう!!」 

病棟看護師 横木陽子 

○第 2回 出張肝臓病教室 

月 日：平成 30年 3月 9日（金）18：00～19：00 

場 所：JAしまね出雲地区本部 

対 象：JAしまね職員 

講 演：「超音波でここまでわかる」島根大学医学部附属病院 佐藤秀一 

      

【市民公開講座】（年 2回） 

○市民公開講座（共催） 

月 日：平成 29年 8月 6日（日） 

場 所：益田 EAGA（200名） 

対 象：一般 

［肝炎ウイルス検査］11:30～13:00 

  肝炎ウイルス検査の希望者の採血 

［市民公開講座］13:00～15:40 

  司会：寺井医院 副院長 程塚政則 先生 

  講演１：「日常生活に潜む肝臓病の話」 

島根大学医学部附属病院 佐藤 秀一 先生 

  講演２：「肝炎撲滅へ－進歩する C型肝炎治療」 

益田赤十字病院 総合診療科部長 岡本 栄祐 先生 

  講演３：「沈黙の臓器 肝臓の SOS－肝硬変・肝がんの話」 

益田赤十字病院 医療技術部長 古田 晃一朗 先生 

 

○市民公開講座 

月 日：平成 29年 11月 26日（日） 10：30～12：00 

場 所：湖陵コミュニティセンター2階 視聴覚室 

対 象：一般 

講 演：「あなたの身近に潜む肝臓病」 島根大学医学部附属病院 佐藤秀一 

 

 



【島根県肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会】（年 2 回） 

○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 29年 9月 7日（木）15:00～16:00 

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 1（ＴＶ会議システム中継会場） 

○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 30年 2月 15日（木）16:00～17:00 

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 1（ＴＶ会議システム中継会場） 

 

【肝炎専門医療従事者研修】 

○第 1回 肝炎専門医療従事者研修 

月 日：平成 29年 10月 27日（金）18:00～19:00 

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 1（ＴＶ会議システム中継会場） 

講 演：「肝臓専門医向け講習会（グレカプレビル/ピブレンタスビル登場に際して）」 

     島根大学医学部附属病院 肝臓内科 佐藤秀一 

○第 2回 肝炎専門医療従事者研修（後援） 

月 日：平成 30年 2月 15日（木）17:00～18:00 

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 1（ＴＶ会議システム中継会場） 

主 催：ギリアド・サイエンシズ株式会社 

講 演：「ウイルス肝炎 現在と今後」 

    東京大学医科学研究所 先端医療研究センター感染症分野 教授 四柳宏先生 

 

【一般医療従事者研修】 

○一般医療従事者研修 

月 日：平成 29年 11月 16日（木） 18：00～ 

場 所：島根大学医学部附属病院 みらい棟 4階ギャラクシー 

講 演：「C型肝炎撲滅を目指して～最新治療と受診啓発の取り組み～」 

山口大学医学部附属病院 肝疾患センター 日髙勲先生 

 

【肝炎特別授業】 

○益田高等学校 

     月 日：平成 30年 3月 8日（木） 14:40～15:25 

     場 所：益田高校体育館 

     対 象：1、2年生 

○松江農林高校 

     月 日：平成 30年 3月 13日（火） 14:50～15:40 

     場 所：松江農林高校教室 

     対 象：総合学科 2年・福祉サービス系列クラス 

 

 



○出雲高等学校 

     月 日：平成 30年 3月 14日（水） 15:15～16:05 

     場 所：出雲高等学校 

     対 象：2年生 

 

【肝疾患相談・支援センター会議】 

○第１回 肝疾患相談・支援センター会議 

月 日：平成 29年 5月 23日（火）17:20～ 

場 所：相談室 4 

○第 2回 肝疾患相談・支援センター会議 

月 日：平成 29年 7月 11日（火）17:20～ 

場 所：相談室 4 

○第 3回 肝疾患相談・支援センター会議 

月 日：平成 29年 9月 12日（火）17:30～ 

場 所：相談室 4 

○第 4回 肝疾患相談・支援センター会議 

月 日：平成 29年 11月 8日（水）17:30～ 

場 所：相談室 4 

○第 5回 肝疾患相談・支援センター会議 

月 日：平成 30年 1月 10日（水）17:30～ 

場 所：相談室 4 

○第 6回 肝疾患相談・支援センター会議 

月 日：平成 30年 2月 28日（水）18:30～ 

場 所：相談室 4 

 

【肝疾患診療連携拠点病院間連絡協議会 出席】（年 2 回） 

○第１回 肝疾患診療連携拠点病院間連絡協議会 

月 日：平成 29年 7月 21日（金）10:30～12:00 

場 所：東京コンファレンスセンター・品川  コンファレンスルーム 402N 

○第 2回 肝疾患診療連携拠点病院間連絡協議会 

月 日：平成 30年 1月 26日（金）10:30～12:00 

場 所：東京コンファレンスセンター・品川  コンファレンスルーム 402N 

 

【拠点病院医師・責任者向け研修会 参加】（年 2回） 

  ○第 1回 拠点病院医師・責任者向け研修会 

月 日：平成 29年 7月 21日（金）13:00～15:30 

場 所：東京コンファレンスセンター・品川  コンファレンスルーム 402N 

○第 2回 拠点病院医師・責任者向け研修会 

月 日：平成 30年 1月 26日（金）13:00～14:50 

場 所：東京コンファレンスセンター・品川  コンファレンスルーム 402N 

 

 

 



【肝炎対策地域ブロック戦略合同会議 出席】 

月 日：平成 29年 10月 16日（月）13：00～17：00 

場 所：岡山県医師会館 401会議室 

 

【肝炎医療コーディネーター研修 講師】 

     主 催：島根県 

日 程：［出雲会場］出雲保健所大会議室 

          ①平成 29年 12月 7日（木）13:30～17:10 

 ②平成 30年 1月 11日（木）13:30～17:10 

         ［益田会場］益田合同庁舎大会議室 

          ①平成 29年 12月 14日（木）13:30～17:10 

 ②平成 29年 12月 21日（木）13:30～17:10 

         ［継続研修］出雲合同庁舎 501会議室 

          平成 30年 2月 1日（木）13:30～16:00 

 

【平成 29年度肝炎ウイルスに関する相談員養成研修 参加】 

月 日：平成 29年 9月 28日（木）～9月 29日（金） 

場 所：発明会館 港区虎ノ門 2-9-14 

 

【平成 29年度肝疾患相談・支援センター関係者向け研修会 参加】 

月 日：平成 30年 3月 2日（金）～3月 3日（土） 

場 所：AP浜松町 Aルーム 東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビル B館地下 1階 

 

 


