
令和元年度 千葉県感染症対策審議会肝炎対策部会 議事録 

１ 日 時  令和元年８月９日（金）午後４時３０分から午後５時５０分まで 

２ 場 所  TKP千葉駅東口ビジネスセンター カンファレンスルーム４A 

３ 出席委員 西牟田委員、加藤委員、眞鍋委員、工藤委員、三上委員、寺口委員、 

是永委員、村田委員、能川委員、町山委員 

４ 内 容 

○開会 

○疾病対策課長挨拶 

○議事（１）部会長の選出について 

○議事（２）肝炎対策の実施状況及び計画について 

部会長 

西牟田でございます。円滑な審議に御協力の程、お願いいたします。 

それでは、議事（２）肝炎対策の実施状況及び計画に進みます。なお、議事（２）に関

する御意見・御質問については、（ア）から（ウ）の説明の後に、まとめて受付けます。 

それでは、まず、議事（ア）啓発支援事業及び検査促進事業について、事務局から、説

明願います。 

 

（事務局説明） 

 

 部会長 

引き続き、議事（イ）の医療推進事業について、説明願います。 

 

（事務局説明） 

 

部会長 

最後に、（ウ）の健康増進事業における肝炎ウイルス検診について、説明願います。 

 

（事務局説明） 

 

 部会長 



事務局から説明がありましたが、（ア）から（ウ）に関して、御意見、御質問がありまし

たらお願いします。まず、（ア）の普及啓発事業、検査促進事業について御意見・御質問あ

りますでしょうか。 

 

眞鍋委員 

千葉県薬剤師会の眞鍋です。今回、肝炎医療コーディネーターの養成のために、薬剤師

向けの研修会を開催していただけるということで、有り難く思っております。 

薬剤師にもコーディネーター研修会を受講してもらいたいという話を受けたときに、医

療従事者向けの研修会の中に入るのかなと思ったのですが、今回、独立して開催していた

だける理由というのは何かあるのでしょうか。 

 

事務局 

昨年度までの医療従事者向け研修会で病院の薬剤師の方にも受講していただいており

ますが、薬局の薬剤師にもコーディネーターになっていただきたい、また、愛知県で薬局

の薬剤師の方にも協力していただいて、治療の支援、フォローアップ等の取組をしている

との話を聞いて、今年度は、千葉県薬剤師会に御協力いただいてのコーディネーター養成

研修会を実施させていただきます。 

 

眞鍋委員 

薬局薬剤師にも、数多く参加してもらえるように、話を進めていきたいと思います。 

 

部会長 

外に何かありますでしょうか。是永委員どうぞ。 

 

是永委員 

補足ですが、愛知県では、院外の薬局で「たたけ肝炎」のリーフレットを展示・配付し

て、肝炎ウイルス検査の啓発を行い、受診に結びつけて、受療者が増えたということを、

肝臓学会誌に報告させていただいており、千葉県でも御検討いただければと思っています。 

また、大分県では、肝炎ウイルス検査を受けて陰性だった方には、お薬手帳にシールを

貼ってもらっています。陽性の場合、皆、自分で覚えている方が多いですが、陰性の場合



は、検査を受けたことすら忘れて、もう一度受けたりする方もいるので、このような取組

をしています。 

院外薬局数はものすごく多く、薬剤に対する知識はもちろん、勧奨活動に関しても積極

的な方が沢山おられます。拠点病院の中でも薬剤師や、栄養士の方もそうですが、院内の

コーディネーター数が多いほど、拠点病院としての活動が広がっているというデータもあ

ります。 

是非とも、院内はもちろん、院外にも千葉県でも、広がっていくと、肝炎に限らず、色々

な病気への対策に展開できるのではないかなと考えております。 

 

部会長 

貴重な御意見ありがとうございました。是非、そのような方向で進んでいったらと思い

ます。その外に御意見や御質問はありますか。 

加藤委員の千葉大学医学部附属病院では、コーディネーターの養成や教育など熱心に取

組んでいただいておりますが、いかがでしょうか。 

 

加藤委員 

千葉大学医学部附属病院の加藤です。コーディネーターの養成等を実施しておりますが、

年々参加人数が減る傾向にあります。また、リピーターが多く、新たにコーディネーター

を養成するというよりは、また来ていただいているという方が多いという状況です。 

そのため、新規に開拓する必要性を感じておりますのと、また、実際にコーディネータ

ーになった方がどういった活動をしたかをほとんど把握できていないので、コーディネー

ターになった方に、実際にコーディネートをしたのかどうかについて、コーディネーター

の名簿に基づいて、アンケートをするなどを考えていかないといけないかなと思っており

ます。 

 

部会長 

事務局からこの点について何かありますか。 

 

事務局 

コーディネーターの活動状況につきましては、年に１度、所属毎にとりまとめていただ



いて、御報告いただいておりますが、加藤委員が仰ったように、１年間活動実績がなかっ

たという報告の所属も多くあります。 

そういった所属の中には、医療機関内にコーディネーターが自分一人だけであり、活動

していくのが難しかったという意見もありましたので、今後も、同じ所属の中でも、様々

な職種の方に、コーディネーターになっていただけるような養成研修会の開催、また、コ

ーディネーターになっていただいた方に何度も参加していただけるように、昨年度は、パ

ネルディスカッションや市町村担当者会議では意見交換会も実施いたしましたが、講演＋

αの内容等を検討し、研修会内容を充実させられるように考えてまいります。 

 

部会長 

とても大事なポイントを御指摘いただきましたので、いかに新しい方を養成していくか、

活動状況を確認していくかを検討していってもらえればと思います。議事（ア）の外でも、

何か御意見、御質問等ありますでしょうか。村田委員どうぞ。 

 

村田委員 

先ほど御説明いただいた資料について確認です。資料２の８ページの肝がん・重度肝硬

変の医療費助成制度で年間に入院が３回あった方が申請する資格があり、４回目から医療

費助成を受けることができるという制度の入院の条件ですが、単なる入院ではなくて、高

額療養費制度を使って３回入院した人と理解していますが、それでよろしいでしょうか。 

 

事務局 

スライド８ページの注の２にもありますように、高額療養費制度が発生している必要が

あります。そのため、例えば、１日だけ入院してすぐ退院する日帰り入院などは対象外と

なります。 

 

村田委員 

ありがとうございました。 

 

部会長 

それでは、議事（２）は終了させていただきます。 



 

○議事（３）その他について 

部会長 

議事（３）のその他に進ませていただきます。 

村田委員どうぞ。 

 

村田委員 

ありがとうございます。ただいま御質問させていただいたことにも関係のある課題であ

ります。今、慢性肝炎については飲み薬を 2か月～3か月間服用すればほぼ 98％から 100

パーセント、ウイルスを排除できます。薬価は500万～1000万円位と聞いていますが、個

人負担は3万円から6万円で治療できます。素晴らしい新薬が開発されて、治る時代にな

りました。しかしながら、すべての人が治る訳ではありません。やはり肝硬変、肝がんへ

進んでいる患者さんも多いです。その方に対して、国の助成制度として、昨年の12月から

肝がん・重度肝硬変の医療費助成制度が始まり、8か月が過ぎました。1年の間に、高額療

養費制度を使って入院した月数が 3回の方から資格があって、4回目から個人負担 1万円

で、後は全額、国と地方自治体で半分ずつ負担しますという制度です。 

国の方では毎月7,228人の対象者がいると見込んでおり、年間予算として今年度は、14

億円を計上しています。地方自治体でも同額の予算を計上していますので、28億円の予算

をもってスタートしました。助成基準の資格があって、助成を受けた方は7月までで、全

国で99人、約100人です。国は、毎月7,228人と見込んでいますが、累計でも100人に満

たないのが現状でございます。 

月当たりにしたら、13 人くらいです。毎月当たり 13 人くらいしか該当しませんが、予

算は、6万人近い方の分を計上しています。 

実績が少ない理由は色々ありますが、一つには、高額療養費制度で入院した月数が3回

の人に資格があるという条件が非常に厳しいということです。この3回の入退院をしてい

る間に亡くなっていく方がほとんどです。4 回目までたどり着いて、助成を受けたとして

も、あといくばくも命がないのかなと思います。 

今までは、助成制度すらなかった訳ではありますが、この助成制度は非常に条件が厳し

く、現実とはマッチしていないというのが現状でございます。その点、皆様にもお分かり

いただけたかと思います。 



私ども患者会としましては、5月28日に、国会請願をいたしました。請願書のサンプル

をつけさせてもらっています。タイトルとしては、「ウイルス性の肝がん・重度肝硬変患者

への支援と治療薬開発、肝炎ウイルス検診促進を求める」という請願です。 

請願総数166件の内で、採択数8件であり、その中の1件に採択されました。国会議員

の先生方とお話ししますと、何かの間違いではないか、この数字おかしいねと、皆さん驚

いています。早期に改善しないといけないなということも仰っていただきました。 

今年7月には、厚労省健康局の肝炎対策推進室長が代わりました。新しく入れ替わりま

したので、先だって、首都圏の患者会の代表５人で、室長は不在でしたが、疾病対策課長

と色々とお話しさせていただきました。現状は理解いただいたと思います。ただ、まだこ

の制度の説明が、各都道府県を通じて、患者まで届いていないのではないか、行き届いて

いないのではないか、ということを盛んに言っていた。 

私たち患者会は、もうその時期は、過ぎていると思っておりますが、もしそのようでし

たらもっと申請が上がってくると思いますが、この制度は昨年4月から、遡って助成して

いるにも関わらず、申請が上がってこないのです。我々患者会としても、徹底的に、会報

誌にもチラシを同封したりなど周知しています。皆さんにお世話になって、年間で、市民

公開講座を8回くらいやっており、その都度、周知はしておりますから、これ以上は増え

難いと思います。増えたとしても、毎月1件2件で、15人くらい増えたらいい方じゃない

かという状況が続いているという現状でございます。 

8 月で厚労省が来年度予算の検討に入ってくるかと思います。9 月、10 月くらいから具

体的な予算計上の話が出てくると思います。このままでいきますと、恐らく財務省から見

た場合、対象の患者がいないのではないか、予算もいらないのではないかと、予算の計上

も必要ないのではないかと言われてしまいます。一般的に見た場合、患者数は100人に満

たず、予算も 0.1～0.2%くらいしか使っていないのでそのように思われてしまう現状があ

ると思います。 

国会請願で採択されましたので、財務省に対する、制度の継続、予算の見直しという点

では、しっかりと検討いただけるのではないかということを希望しているところです。 

安心はできませんので、目を光らせたいなと、国会と厚労省をまだまだ往復しないといけ

ないなという状況を御説明させていただきました。 

それから、先程、ウイルス検診の市町村別の年齢上限を設けている市町村数が、県庁の

御担当の皆様にも御苦労を頂き、54 市町村中まだ上限を設けている市町村数が 14 という



ところまで来たということも聞きました。 

我々患者会も市長にお会いするようにしています。市長にアポイントとることが必要で

す。市長では何も分からないから、担当部長を呼びます。担当部長も分からないので、課

長を呼ぶ。課長もよく分からないといって、結局、係長等も含めて、4～5人集まる。そこ

で、われわれが色々な資料をお見せしながら、「なぜウイルス検診の年齢上限を70歳で止

めているのですか」と、「70 歳以上に陽性者が多いのですよ」というデータをお示しする

と、「なぜうちの市はこの状態でいるのだ」と市長がそこでバシバシ言われ、その場で年齢

上限の撤廃が決まります。実態をよく説明すれば、分かっていただける。残っている市町

村に対しても、県と協力しながら、市民公開講座と併せまして、推進していきたいと思い

ます。 

最後にですが、市民公開講座は5月には、木更津、君津で加藤先生にお世話になりまし

て、会場100人の会場が満員になりました。補助席を設け、やっと座っていただいたとい

う状況でした。県南地区の袖ヶ浦から館山までの外房線から内房線の海岸線沿いで、各市

町に訪問して、協力いただいて、広報紙への掲載をお願いして、開催いたしました。 

そして、今回は、9月22日に蘇我コミュニティセンターで、千葉市民と市原市民を対象

にして、市民公開講座を千葉市、市原市そして、千葉市医師会、市原市医師会に後援して

いただいて開催いたします。ウイルス検診を受けて陽性と判った人が、慢性肝炎のときに

分かったら、ほぼ治せる時代です。また、ウイルスはいないけれども、食生活がアメリカ

的になってきて、太りすぎ、脂肪肝による肝がんも増えてきているので、脂肪肝の講演と、

それから加藤先生からの「ウイルス肝炎」の講演、放置していたらウイルス性肝炎はこわ

い病気ですよということを含めて、早く見つけて治療しましょうという講演です。そして、

一番上のタイトルとして「あなたは肝炎ウイルス検診を受けましたか」と題しております

が、これは市民公開講座を10年程前から開催しているのですが、毎回タイトルの頭に入れ

ております。皆様に御協力いただいて、今回、9月22日には蘇我コミュニティセンターに

おいてこのような市民公開講座を開催いたします。  

是非、皆さんの中には、加藤先生のお話をお聞きになっていない方もいらっしゃると思

いますので、日曜日ですけれども、休日出勤手当てをもらって、御参加ください。肝炎撲

滅対策に携わっている皆さんは、加藤先生のお話を聞かないとダメですよ。私は、今まで

の市民公開講座の会場で皆様のお顔を見たことがないです。皆さん、是非、近くですから、

9月22日お待ちしております。ありがとうございました。 



  

部会長 

ありがとうございました。ただいま、3 つのことについて、よい制度ができているのに

申請がでてきていないということ、市町村の年齢上限について、そして市民公開講座の御

案内でございました。これに関しまして、事務局の方で何かありますか。 

  

 事務局 

特にありません。 

 

部会長 

なかなか制度上の条件が厳しくて、活用がしにくいということもあるかもしれませんが、

多くの方が利用できるように、周知等を進めていってもらいたいと思います。その外にな

にかありますか。 

 

是永委員 

前回の部会の際に、加藤委員から、全国の自治体の意見を聞いて、皆に広く知見してい

くべきではないかという話があったことと、もうひとつは、能川先生から、もうそろそろ

検査数が減らないのはなぜだろうかとの御質問もあったので、説明させていただきます。 

最初に、2002年から5年間、老人保健事業で、節目・節目外検診といって40歳～70歳

以上の方に、基本検診と一緒に受けた際の検査数についてです。結局この5年間で、約870

万人は、肝炎ウイルス検査を受検済みです。今の時代から言うと 15 年前なので、今の 55

歳から、85歳の人までの国民健康保険に加入していた人たちは、これくらい受けている可

能性があるという形になります。 

千葉市の当時の状況はこれを見ると節目検診対象者の78%が受検済で、千葉市の取組は、

大変素晴らしいことをやっていただいているということが分かるのですが、当時から問題

なのは、この中の陽性者がどこにいったかが分からないということです。ちゃんと治療を

受けたのか、当時はC型肝炎に対する経口薬もありませんし、未だに肝炎の治療は副作用

が多いと思っている方もおられますので、高齢の方には、もう一回受検して、治療を考え

ていただくということも、あるのかなと思っています。 

 次に、全国の状況ですが、B 型肝炎が陽性率 0.6%、C 型肝炎の陽性率が、0.3%で、先程



と比べると、かなり少なくなっているということがわかります。 

多くは、健康増進事業で、特定検診やがん検診などと併せて受けられる方が多いので、

市町村が実施主体となり、千葉県は、市町村と連携しながら、肝炎対策を行わないといけ

ません。 

 検査を増やす方法は、村田委員が言われたように、年齢の上限を増やして40歳以上にも

勧奨していくということもあるのですが、例えば宮崎市のように、クーポン券を、がん検

診と一緒に入れると、受けていない人もどんと受けてくれて増えます。5年くらいすれば、

だいたい半分くらいの人が受けるかなというデータもあるということが分かります。 

研究班の中では、「肝炎ウイルス検診」より、「肝がん検診」という言い方にした方が、

皆もっと受けるのではないかという声もあるのですが、なかなかそこまで、言えない現状

があります。 

千葉県では、先ほど事務局から説明があったように、今でも B型肝炎 400 名、C型肝炎

200 名の陽性者が新規で見つかっている状況で、これらの人たちをなんとか受診・受療へ

とつなげたいということになります。 

千葉市では、これまで受検していない市民に受検シールを配ることで、検診受検率が低

い 41 歳～44 歳の受検数が増加しています。もちろん陽性者数は、少ないのですが、これ

で、一回受けていただいたという記録も残ります。 

フォローアップというのは、C型肝炎は、受療といえますが、B型肝炎は、経過観察で様

子を見ないといけないので、市町村は、まずは陽性者をできるだけ専門医療機関へ繋いで

ほしい。 

先進的な取組をしている県を御紹介すると、岩手県は健診医療機関が医師会等と連携し

て受診確認をして7割程の受診確認率で、鳥取県も7割くらいですが、これもかなり人力

をかけています。佐賀県では、患者さんのデータを暗号化し連結、どこへ受診したかを把

握できるシステムを作っているのですが、ここまでやっても受診確認率は、5 割というの

が現状です。 

フォローアップといっても、陽性者のうちの6割はどこにいったか分からないという状

況で、そこを何とかしたいというのが、今日、県の方からあった話になります。 

上手くいっているのが、さいたま市、堺市で同意欄を問診票に入れ込んでいます。その

内容は検査を受けるときに、陽性だったら受診確認の調査票を送付、あるいは電話で確認

してよいですか、ということだけで、90%以上が同意します。大阪ではフォローアップ事業



に同意していないと検査を受けられない形式になっており、堺市は同意率が100%です。一

つの市で、陽性者が毎年、100 人くらい出るので非常に大変ですが、50％以上の受診確認

をしていただいています。一方、宮崎県では、全くフォローアップ事業への同意はとれて

いません。先程、事務局が示したように、健康増進事業での陽性者には、保健指導が入る

ので、フォローアップ事業への同意に関係なく、健康増進事業に基づいて、受診確認をし

て、7割くらいの受診確認ができています。陽性者が少ないところでは、このように1件、

1 件受診確認をすることで、非常にうまくいっており、千葉県でも陽性者の少ない市町村

では、どうかと思っているところです。 

最後になりますが、ハーボニーが出て、千葉県では医療費助成の助成件数が平成29年度

は1,300件、昨年度が1,100件と、まだまだ減りません。このC型肝炎の患者さんはどこ

から出てきているのか、村田委員が一生懸命、受検機会を開いてくださっているのに、肝

炎ウイルス検診から見つかった陽性者がどうなっているのかということが、本当に分かっ

ていない。千葉県は検診を頑張っていて、全国でも検診数がトップ５なので、陽性者が治

療につながるのもトップ５になると嬉しいなと個人的に思っているところです。以上です。 

  

部会長 

貴重な説明をありがとうございました。確かに全国的なことをよく知って、千葉県がや

るべきことをやっていくということが大事なことだと思いました。外に御意見はございま

すか。村田委員どうぞ。 

 

村田委員 

すみません。先程の私の説明の中で、一つ説明が抜けておりました。累計40歳以上の人

が肝炎ウイルス検査の対象者ですが、どのくらいの 40 歳以上の方が受検されたのかなと

いうことを市町村別にすると、千葉市の40歳以上人口の58万4千人に対して、受診率が

30.4%でまだ3割というところでございます。 

市川市は40歳以上が27万人いるのですが、半分以上がすでに肝炎ウイルス検診受検さ

れていて、受診率が 53%です。まだ 15%くらいの市町村もあります。54 市町村で受診率を

平均すると、35%程です。平成 14 年～平成 30 年までの肝炎ウイルス検診の累計でござい

ます。これには保健所の検査数は、入っておらず、市町村だけで実施いただいている実数

であります。大きい市では市川市で53%、船橋市で48%ですが、市町村毎に色々と差が相当



あります。進んでいるところの3分の1くらいの受診率のところもあります。上限年齢撤

廃を最初から実施していた市町村とここ 2～3 年前からやっている市町村との差が大きい

のかなと。実態としては、まだまだ差があるので、Ｃ型肝炎の陽性者もまだまだ相当見つ

かるのではないかなと思っております。職場健診も進み始めましたけど、なかなかこれは

難しいと思います。進まないと思います。それよりも市町村の検診は、全部の市民が受け

られて、会社に結果が報告されずに、結果が本人にしかいかない非常に受けやすい制度だ

と思っておりますので、個別勧奨をしっかりやってもらうということがポイントではない

かと思います。中には、個別勧奨をやっていますと言っているけれども、国保の加入者に

だけやっていて、それ以外の方には何かの機会に周知しているだけで、クーポン券は送っ

ていないという市町村もおありかと思いますので、少ないところはもう一度県庁御担当課

と共にチェックしていきたいと思っているところでございます。以上でございます。 

 

部会長 

ありがとうございます。今、是永委員、村田委員から千葉県の中でも、市町村によって

も色々と差がありますが、全国的に見ると非常に差が出ており、受診率が高い自治体には

工夫があると説明いただきました。全国的な工夫、実績を勘案して、千葉県の中の対応を

進めていければと思います。 

事務局何かありますか。 

 

 事務局 

健康づくり支援課でございます。先ほど、村田委員から県と協力してと言っていただき

ました通り、今年度に入りまして、７月上旬に、検診も本当に最後の時期ではあったので

すが、酒々井町に訪問して年齢上限の引き上げを検討していただけないかと依頼をさせて

いただきました。感触としては非常によくて、これだけ周りの市町が年齢上限を引き上げ

ているから、来年こそはと、言っていただきました。併せて、栄町にはお電話をさせてい

ただいて、意識は高くなってきたな、来年こそはもうちょっとでも年齢上限を上げていた

だければな、陽性率の高い世代のところに勧奨できればなと思った次第でございます。事

務局からの報告でした。 

 

部会長 



ありがとうございました。県も色々工夫して取組をしているということが分かりました。 

ただ今も色々と貴重な御意見を伺いましたので、これを更に活かしていけるよう工夫をし

てもらいたいと思います。大方、御意見を言っていただいて、これからの進むべき方向も

聞いていただいたと思いますので、これで私の役目を終わらせていただきたいと思います。 

それでは、以後の進行を、事務局にお返しします。 

 

司会 

西牟田部会長、円滑な議事進行をありがとうございました。それでは、以上をもちまし

て閉会とさせていただきます。本日はありがとうございました。 


