
○肝炎専門医療従事者研修

回数（回） 参加者（人） 回数（回） 参加者（人） 回数（回） 参加者（人）

２５年度 3 266 3 174 6 440

２６年度 3 270 3 173 6 443

２７年度 3 215 3 232 6 447

２８年度 3 320 3 183 6 503

２９年度 3 359 2 128 5 487

＊２９年度は、４月～１２月までの実績

○肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会

回数（回）

２５年度 1

２６年度 1

２７年度 1

２８年度 1

２９年度 1

〇健康管理手帳の作成

＜主な配布先＞

指針７　肝炎医療の提供体制及び人材育成
（肝炎診療ネットワークの充実）

武蔵野赤十字病院

虎の門病院

武蔵野赤十字病院

武蔵野赤十字病院

虎の門
病院

武蔵野
赤十字病院

・肝炎治療等の医療水準の向上に資するため、医療従事者を対象に研修を実施する。

合計

幹事（事務局）

　都内肝臓専門医療機関、都内診療所、健康保険組合、区市町村等

・肝疾患診療連携拠点病院と幹事医療機関が、都内の肝炎等治療及び肝疾患診療連携拠点病院
事業について協議する。

・肝炎の病態、治療方法、肝炎医療に関する制度等を記載した手帳を作成・配布し、適切な治療を促
進する。

虎の門病院

＜作成部数＞

B型 C型

２５年度 19,000 19,000

２６年度 26,000 26,000

２７年度 26,000 26,000

２８年度 26,000 26,000

２９年度 26,000 26,000



肝炎専門医療従事者研修・肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会

（平成２８年度実績）

○肝炎専門医療従事者研修（虎の門病院）

実施日時 対象者 参加人数 講師・テーマ 備  考

平成 28 年

5 月 29 日

（日）

14:00～
16:00

肝臓専門医

療機関の医

師及び地域

のかかりつ

け医等

159 名 ウイルス性肝炎治療の最前線

1）『B 型慢性肝炎診療の最新の治療成績』

講師：虎の門病院 肝臓内科部長 鈴木文孝

2）『C 型肝炎に対する経口剤治療の選択と今

後の新たな経口剤の動向』

講師：虎の門病院分院 分院長

熊田博光

会場：

ソラシテ

ィカンフ

ァレンス

センター

Room C

平成 28 年

9 月 18 日

（日）

14:00～
16:00

肝臓専門医

療機関の医

師及び地域

のかかりつ

け医等

90 名 変革を遂げた肝炎診療の中での諸問題

1）『危険な脂肪性肝疾患（fatty liver disease)
の見分け方と今後の診療展開』

講師：虎の門病院 肝臓内科

川村祐介

2）『高齢化社会における C 型肝炎治療～直接

作用型抗ウイルス薬市販後の実態～』

講師：虎の門病院 肝臓内科医長

芥田憲夫

会場：

UDX 
GALLER
Y 4 階

NEXT-2

平成 28 年

11 月 27 日

（日）

14:00～
16:00

肝臓専門医

療機関の医

師及び地域

のかかりつ

け医等

71 名 進行した肝疾患に対する最新の話題

1）『肝癌診療に関する最近の話題』

講師：虎の門病院 肝臓内科医長

小林正宏

2）『インターフェロンフリー時代の画像診断

～いつ、どのタイミングで専門医に紹介する

のか～』

講師：虎の門病院 肝臓内科医長

斉藤 聡

（情報提供）2017年の肝炎治療はどうなる？

講師：虎の門病院 肝臓内科部長

鈴木義之

会場：

KFC
Hall＆
Rooms
3 階

Annex



○肝炎専門医療従事者研修（武蔵野赤十字病院）

実施日時 対象者 参加人数 講師・テーマ 備  考

平成 28 年

7 月 10 日

（日）

14:00～
16:00

医療従事者 106 名 「脂肪肝・NASH の最新トピックス」

徳重 克年（東京女子医科大学 消化器内科

教授・講座主任）

「C 型肝炎治療の留意点」

泉 並木（武蔵野赤十字病院 院長）

「ウイルス排除後の生活について～B型肝炎

治療も含めて」

板倉 潤（武蔵野赤十字病院 消化器科副部

長）

新宿エル

タワー

平成 28 年

10 月 10 日

（月）

14:00～
16:00

医療従事者 36 名 「Ｃ型肝炎の最新治療」

朝比奈 靖浩（東京医科歯科大学大学院医歯

学総合研究科 肝臓病態制御学講座教授）

「肝硬変合併症の最新治療」

中西 裕之（武蔵野赤十字病院 消化器科副

部長）

「ウイルス排除後の日常生活について～B型

肝炎治療を含めて」

板倉 潤（武蔵野赤十字病院 消化器科副部

長）

パレスホ

テル立川

平成 29 年

1 月 22 日

（日）

14:00～
16:00

医療従事者 41 名 「C型肝炎治療～誰でもウイルス排除が可能

となった現状と残された問題点」

小池 和彦（東京慈恵会医科大学第三病院講

座教授 消化器・肝臓内科診療部長代行 ）

「肝臓と栄養・脂肪肝のトピックス」

黒崎 雅之 （武蔵野赤十字病院 消化器科

部長 ）                         

「ウイルス排除後の日常生活について ～B
型肝炎治療を含めて」

板倉 潤  （武蔵野赤十字病院 消化器科副

部長）

武蔵野ス

イングホ

ール



○肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会（事務局：虎の門病院）

開催日 平成28年10月26日（水曜日）

開催場所 東京都庁第二本庁舎 31階 特別会議室26

協議会出席者 幹事医療機関・東京都肝疾患診療連携拠点病院・東京都

協議内容

（1）東京都肝疾患診療連携拠点病院実績について

（2）肝疾患インターフェロン治療効果判定調査について

（3）平成28年度肝疾患インターフェロンフリー治療効果判定調査について

（4）職域向けウイルス性肝炎研修会について

（5）その他（東京都からの連絡事項等）



○肝炎専門医療従事者研修（虎の門病院）

○肝炎専門医療従事者研修（武蔵野赤十字病院）

○肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会（事務局：武蔵野赤十字病院）

肝炎専門医療従事者研修・肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会
（平成２９年４月～１２月実績）

実施日時 場所 参加者 講師・テーマ

医療従事者45名

・肝癌につながる怖い脂肪肝
東京女子医科大学　消化器内科教授・講座主任　徳重　克年
・ウイルス性肝炎の最新の治療と今後の課題
武蔵野赤十字病院　消化器科　玉城　信治
・仕事と治療を両立させるための医療者の役割
武蔵野赤十字病院　消化器科副部長　板倉　潤

平成29年7月9日（日）
 14:00～16:00

新 宿 エ ル タ
ワー

医療従事者83名

・B型肝炎の最新情報
東京大学医科学研究所　感染症分野教授　四柳　宏
・肝臓と栄養・脂肪肝のトピックス
武蔵野赤十字病院　消化器科部長　黒崎　雅之
・仕事と治療を両立させるための医療者の役割～C型肝炎治療を含めて
武蔵野赤十字病院　消化器科副部長　板倉　潤

平成29年9月24日（日）
 14:00～16:00

府中市市民活
動センター「プ
ラッツ」

実施日時 場所 参加者 協議内容

平成29年10月17日（火）
 18:30～20:00

都庁第二本庁
舎北側３１階
特 別会議 室２
５

幹事医療機関
拠点病院
東京都

（１）東京都肝炎対策指針の改正について
（２）東京都肝疾患診療連携拠点病院事業実績について
（３）Ｃ型肝炎地域連携パスの運用について
（４）職域向けウイルス性肝炎研修会（東京都肝疾患職域コーディネーターの養成）
について
（５）ウイルス肝炎治療効果判定調査（一次調査）について
（６）ウイルス肝炎治療効果判定調査（二次調査）について
（７）その他（国予算概算要求・定期検査費用助成・肝炎ウイルス検査啓発資材等）

実施日時 場所 参加者 講師・テーマ

平成29年5月21日（日）
14:00～16:00

UDX
GALLERY

4階 NEXT-1
医療従事者153名

肝癌撲滅への肝炎診療
1）『脂肪性肝疾患（Fatty liver disease)の、ここが
　　ポイント～日常診療での危険な脂肪肝の見分け方～』
講師：虎の門病院 肝臓内科　川村 祐介
2）『ウイルス制御時代の肝疾患診療』
講師：虎の門病院 肝臓内科医長　小林 正宏

平成29年10月22日（日）
14:00～16:00

赤坂インターシ
ティコンファレ

ンス
医療従事者96名

日常診療で直面する肝臓病の問題点
～見落とさないためのポイント～
1）『新しい肝癌診療時代における画像診断』
講師：虎の門病院 肝臓内科医長　斉藤 聡
2）『脂肪肝と生活習慣病との連関』
講師：虎の門病院付属健康管理センター統括センター長　荒瀬 康司

平成29年11月26日（日）
14:00～16:00

赤坂インターシ
ティコンファレ

ンス
医療従事者110名

変貌する肝炎治療の動向
～ウイルス性肝炎から脂肪性肝疾患まで～
1）『Ｃ型肝炎・ＮＡＳＨ～治療の実態と今後の展望～』
講師：虎の門病院 肝臓内科医長　芥田 憲夫
2）『Ｂ型肝炎治療のｕｐ-ｔｏ-ｄａｔｅ』
講師：虎の門病院 肝臓内科部長　鈴木 文孝


