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平成３０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 平成３０年７月１０日（火）午後４時００分から５時３０分まで 

 

２ 場  所 千葉商工会議所会館 １２階 会議室Ａ 

 

３ 出席委員（１１名中１１名出席） 

       加藤委員、小賀坂委員、是永委員、新委員、田中委員、西牟田委員（部会長）、

能川委員、眞鍋委員、三上委員、村田委員、安原委員 

（五十音順）     

４ 内  容 

（１）挨拶 

司会 

 ただいまから、「千葉県感染症対策審議会肝炎対策部会」を開催いたします。 

開催にあたりまして、疾病対策課 課長の石川より御挨拶申し上げます｡ 

 

 石川課長挨拶 

 

（２）委員紹介 

 司会 

 本日御出席の委員の御紹介をさせていただきます。 

 

 委員紹介 

 

司会 

本会議の成立について御報告申し上げます。 

千葉県行政組織条例第 32 条第 2 項の規定により、委員の半数以上の出席が必要

ですが、本日は、皆様全員に御出席を頂いております。会議は成立しておりますこ

とをここに報告いたします｡また、本部会は公開になっていること、また、傍聴人が

10 名いることを御報告いたします。 

 

それでは、これ以降の議事進行は、千葉県感染症対策審議会肝炎対策部会運営要

領第 5条第 1項の規定により部会長に会議の議長を務めていただくこととなってお

ります。 

西牟田部会長、よろしくお願いいたします。 

 

（３）議事 

部会長 

それでは、「議事１ 肝炎対策の実施状況及び計画について」事務局から、説明

をお願いします。 
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事務局説明 

 

部会長 

何か御質問、お気づきの点、ありますか。 

 

村田委員 

資料１の 11 ページ、フォローアップ事業の医療機関受診率 66．3％とのこと

ですが、この元になる数字は、12 ページの初回精密検査費用助成の件数が 130

件、定期検査が 9件、合計 139 件に対して、66．3％の人が治療に入ったという

ことでしょうか。 

 

事務局 

66．3％というのは、11 ページのフォローアップ同意者が医療機関を受診した

数ということです。１番の特定感染症等検査事業におけるフォローアップ事業

の同意者が 43 名、2番の健康増進事業のフォローアップ事業の同意者が 420 名

となっています。 

これらの方々が医療機関を受診した人数、１番に関しては、27 人、２番に関

しては、279 人、これらを総合的に見ると、県全体で、66．3％の方が医療機関

を受診しているという数となっております。 

 

村田委員 

分かりました。 

この部分については理解できましたが、この数字にあまり意味がないような気

がします。 

これはこれでいいのかもしれませんが、別のとらえ方をする必要があると思い

ます。 

後程、まとめてお伺いしたいと思います。ありがとうございました。 

 

部会長 

その他に、御質問、御意見はございますか。 
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是永委員 

資料２について、平成 28 年度の検診件数が、27 年度と比較すると 2 万件減

っています。 

これは千葉県だけでなく、全国的に 20％減っています。この理由の一つとし

て、平成 22 年度から 5年間、5歳刻みで検査を勧奨することとされておりまし

た。 

平成 28 年度は、全国的に受検者数が減少し、勧奨していたこの 5年が経過し

たからではないか、と解析をしています。その後も、検査を勧奨している市町

村もありますし、勧奨していない市町村もあります。また、平成 28 年度から始

めたという市町村もあります。 

しかし、千葉県の平成 29 年度の件数は、2万件増えています。まだ、他の県

の状況を確認していないのですが、これは、素晴らしいことだと思います。 

上限年齢が撤廃された平成 28 年と平成 29 年は、ほぼ一緒ですので、勧奨方

法などを市町村で考えて取り組まれている結果だと推測しております。 

引き続き、頑張っていただきたい、と思います。 

 

部会長 

貴重なコメントをありがとうございました。 

そのほかに、御質問、御意見はございますか。 

ないようでしたら、事務局から、「議事２ 千葉県ウイルス性肝炎患者等重症化

予防推進事業実施要綱の一部改正について」説明をお願いします。 

 

事務局説明 

 

部会長 

委員の方々から御意見、御質問いただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 

御意見、御質問がないようでしたら、このような方向で進めていくというこ

とにさせていただきたいと思います。 

事務局よろしいですか。 
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事務局 

御了承が得られましたので、要綱の改正を進めさせていただきたいと思います。

また、同意書につきましても、同意取得率の上昇を目指しまして、市町村にも

啓発していきたいと考えております。 

 

部会長 

今後も周知徹底を図っていただきたいと思います。それでは、「議事 3 千葉県

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」事務局から説明をお願いします。 

 

事務局説明 

 

部会長 

ただ今の説明につきまして、御意見、御質問がありますか。 

 

三上委員 

キッコーマン総合病院の三上です。 

12 月にこの制度が始まった時点で、過去 3ヶ月以上入院医療を受けているとい

うことは、その前の１年間からでいいのでしょうか。 

あるいは、その制度が始まってから、ということでしょうか。 

 

事務局 

制度開始、12 月の時点で４ヶ月目を迎える方が対象になるので、その前までを

通算する形になります。 

 

三上委員 

分かりました。 

 

部会長 

そのほかに、御意見、御質問はありますか。 
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村田委員 

申請書や用紙などはこれからですか。 

事務局 

12 月の申請に間に合うように、準備しているところです。 

 

部会長 

そのほかに、ご意見、御質問はございますか。 

 

眞鍋委員 

費用助成についてですが、一度、全額負担をしてから返ってくるものなのか、

それとも、初めから１万円の負担だけでいいのでしょうか。 

 

事務局 

今までの肝炎の治療費助成と同じように、自己負担１万円だけということにな

りますが、申請を受付けてから、実際に、受給者証が交付されるまでは、療養費

の対象になります。 

それまでの間は、高額療養費の負担をしていただく形になります。 

 

三上委員 

4 ヶ月目のときはまだ立て替えないといけないということですか。 

過去 3ヶ月で、4ヶ月目から対象になりますが、申請前ですので、4ヶ月目のと

きは立て替えないといけないということですか。 

５ヶ月目からはもう受給者証を交付されているということですね。 

 

事務局 

はい、その通りです。 

 

部会長 

よろしいですか。 
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眞鍋委員 

初めからできればいいというのが希望です。 

 

部会長 

そのほかに御意見、御質問はありますか。 

 

では、村田委員から資料をいただいておりますので、村田委員どうぞ。 

 

村田委員 

ありがとうございます。 

県から、配付された資料を私の方でまとめましたので一度、御説明申し上げます。

目的は、あくまでの県民の肝がん撲滅です。 

これを目指して、今何をしなければならないか、三点を御提案いたしますので、

皆様に御協議いただければ、と思います。 

一点目ですが、広島大学の田中先生の調査結果で、陽性者の 4割が治療に入って 

いないというお話をたびたび耳にしてきました。 

千葉県におきかえますと、資料 2－3の 3ページ B型、C型肝炎の陽性者数累計と

なります。 

このウイルス検診というのは、平成 14 年度から始まりまして、平成 29 年度まで 

市町村別に、何人、受検されて、そのうち陽性者が何人いるというのを各市町村が

把握されていると思います。そういうことで、累計の B 型、C 型を合計しますと、

18,158 人、それの単純計算、4割だと 7,000 人くらいの方が、そのままになってい

るのではないかということが言われてきました。この陽性者に対して、是非、市長

名で治療に結びつけるための説明書を発行することを市町村に徹底いただけない

かというお願いの提案でございます。 

 私が市町村を巡回して、年齢制限を撤廃して欲しいと、ここ 3 年くらいで 15、6

ヶ所、各市町村長と面談しました。 

そのときにお持ちした資料を今、皆さんにお渡ししています。 

市民一人一人に肝炎ウイルス検査の受診券を無料で渡して、市内の医療機関で受

けてくださいという活動を平成 14 年からやってきました。累計の受検者は県民の

1,275 千人、これは 40 歳以上でございます。ちょうど 40 歳以上の 33．8％です。 



7 
 

市町村の中で受診された方が、3 分の 1 です。3 分の 2 が残っています。この中

で、職域で検査をしている人がどれくらいいるのか、職域はほとんど進んでいない

と考えていいと思います。 

 二点目でございます。上限年齢撤廃についてです。飲み薬で副作用もなく、だい

たい 2ヶ月～3ヶ月で、98％完治するというのが、昨今の時代であります。もう 80

歳でも、2ヶ月、3ヶ月飲めば、完治できるわけですね。この時代にまだ上限年齢が

70 歳でとまっている市町村が 35％、19 ヶ所残っています。今まで 15 ヶ所くらい回

りまして、市長さんに直に面談したところでは、だいたいオッケーになる。   

 先ほど、君津市、木更津市、袖ケ浦市の話が出まして、41 歳でとまっている、と

いう話をさせていただきました。君津市在住の県会議員で石井ひろ子先生という方

がいらっしゃいます。 

私も君津市出身で、高校の先輩、後輩です。先生と一緒に、延べ 15 ヶ所回りまし

た。市長さんにお会いするというのは、非常に効果的だなと思いました。それまで

は担当窓口の課長さんに、ここ 5年、足が棒になるくらい、訪問してお願いしまし

たが、進みません。上限年齢撤廃には、なりませんでした。市長を訪問して説明に

伺いたい、と申しますと、市長は担当部長を呼びます。部長は、課長を呼びます。

課長は、担当係長を呼びます。 

そこで、市の対策会議ができてしまいます。 

「うちの市はなんでモタモタしている。」もう、そこで結論です。即決即断が市長

さんを交えて、できてくるということが分かりました。 

今後、有り難いことに、平成 33 年度までには、上限年齢を撤廃するという、お約

束、目標を立てていただきました。多分、課長さん、部長さん宛てに資料を出して

も進まないと思います。市長がその気になって、内部で会議をやらない限り、前に

進まないと思います。それは、痛いほど私は、やってきましたけど、ダメだった。

それで、お願いの仕方を変えまして、今はそれしかないなと。市長が「俺、受けて

たかな」と担当者に聞いていました。そんな認識もされていました。 

その後の資料は、市長に説明するための資料です。年齢が高いほど、感染者が多

いです。70 歳から 79 歳で 12％の感染率です、ということも御説明させていただき

ました。その次のグラフは年齢が高くなるほど、感染率が高いことが分かる資料で

す。もう一つのカラーの資料で、色々、がんの種類がございます、肝臓がん以外に

も、肺がん、胃がん、これだけあります、5 年後の生存率のグラフですと、肝臓が
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んは、残念ながら、38％くらいです。他のがんは、悪くはなりません。 

年数が経てば経つほど、よくなってます。残念ながら肝がんの場合は、１回手術

しても、治りません。１年以内に、ほとんどの方が再発をしている。そういう状態

なので、肝がんになる前に、慢性肝炎のうちに治療しましょうね、見つけてあげて

くださいね、ということを市長に訴えてきたわけであります。最後のページです。

千葉県が全国のがんで亡くなっている順位がワースト 10 の中の 9 位である。年間

1,240 名の方が亡くなっている。これは千葉大さんの肝臓病教室で、いただいた資

料でございますが、こういうデータを数字で分かるように、市長に具体的に御説明

申し上げる。千葉県の位置がどういうところにあって、我々は何をしなければなら

ないか、自ずと分かっていただけます。それで最後、これが大事なお話しです。累

計の陽性者に対して、どういう手を打って欲しいかという参考の事例でございます。

これは我孫子市長さんに、昨年、お願いに上がりまして、我孫子市が独自で作った

資料でございます。陽性者すべてに、B 型にも別途送ってもらっています。これに

は『今こそたたけ』リーフレットを添付していただいております。C 型の場合は、

飲み薬で月 1 万円、2 万円の自己負担額、3 ヶ月で治りますよと、しっかりと書い

てあります。陽性者に再度、ここで肩たたきをしていただいているという実態の報

告でございます。 

 次のページでございます。千葉市が、昨年 12 月、アンケートを陽性者すべてに発

送いたしました。「今、どうされていますか」、「治療されて治っていますか、治って

いませんか」、「迷っていませんか、これからどうすればいいか分かりますか」、など

患者さんからアンケートいただいております。お世話になって話をきかせていただ

いた中では、この 2か所に先手を打っていただいている。陽性者の 4割がそのまま

になっている。是非、他の市町村に対して、文書を送っていただきたい。県の方で

も、文書を送っていただいて、流していただきたいというお願いでございます。 

陽性者のフォローアップ事業、陽性者の平成 27 年からの 3 年間の累計で 400 人

ということでございまして、皆さんに、御提案でございますが、資料 1‐1の 18 ペ

ージの医療費助成の認定状況の集計表が載っています、1 万円、2 万円の申請書を

提出して、医療費助成、治療を受けたいと保健所窓口に来ています。飲み薬の時代

に入っています。4年間の合計で約 19,000 人います。これらの方はすべて保健所の

窓口を通っているわけですね。それで疾病対策課に回って、保健所に返って、患者

に返ってくるという状態です。データもあってどこに誰がいるかが分かっている。
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その方に対してフォローアップのアプローチ、誰が責任とっているのか、市町村の

コーディネーターなのか、宙ぶらりんの範囲がそこにあるのではないかと。そのた

め、同意者の人数が丸 3年かけても 400 人、遅々として進まない。4年間で約 19,000

人、年間で約 5,000 人近くの方のうちの、100 人くらいしか検査費用助成の申請に

つながっていないというのが、実態でありますので、ここのところを何とか結びつ

けるように、フォローアップ制度に参加してもらう必要があるんじゃないかなと。

年間 100 人ほどだと、やらないよりはいいですけど、やっているとは私は思ってい

ないです。そこのところの洗い直しをしていただきたい。少ない負担で治療できる。

県に沢山申請あがってきている。そのデータを活用してください。 

三点目、肝炎コーディ―ネーターの活用対策についてです。国の方針は、コーデ

ィネーターを公表する。コーディネーターにフォローアップの対策を打ってもらい

たい。現在、試験に合格したコーディネーターが 200 名、その前の無試験でのコー

ディネーターが300人です。そして県のホームページで名前を公表してもらいたい。

レベルアップを図ってもらいたい。県民の肝がん撲滅に取り組んでもらいたい。ホ

ームページに名前を公表することによって、その方も自信をもって取り組めるよう

になります。市町村別にコーディネーターの養成者のリストを流してもらいたい。

県に医療費助成の申請が年間 5,000 人くらいあがっているから、市町村のコーディ

ネーターにもこの情報は、共有してもらいたい。以上でございます。 

 

部会長 

村田委員ありがとうございました。ただ今、三点の提案がございましたので、こ

れについて、事務局、いかがでしょうか。 

 

事務局 

市町村が行っている健康増進事業について回答します。 

陽性者の 4割の未治療者が放置されているとのお話がありました。今まで市町村

でのフォローがされていないと予想される方に対して、現在どうなっているのかと

いう確認する文書を出すように、県が市町村に対して依頼するような文書を出して

ほしいという御依頼だったかと思います。 

文書を発出するかどうかについて、ここでは申し上げられませんが、担当者会議

や検診担当課長会議等での今まで同様、個別勧奨が受診者数の増加に有効であるこ
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となど、伝えております。 

健康増進事業の検診でも、高齢者のほうが、陽性率が高いという集計結果があり

ますので、データを示して御説明しています。それに併せて、県内でも効果をあげ

ている市町村の事例を出して、御説明をするという形では、担当者会議等でも、お

話しできると思います。 

また、村田委員の取組みもありまして、上限年齢がない市町村も増えてきました。

まだ、上限年齢のある市町村に対して、個別に支援や働きかけをしていきたいと考

えております。 

 

部会長 

今後の市町村の集まりなどで説明し、推進していくとのことでした。 

村田委員よろしいですか。 

 

村田委員 

はい、通知した結果でいいので、われわれにも資料をいただきたいと思います。 

 

田中委員 

松戸市でございます。まず一点目ですが、陽性者のフォローアップにつきまして

は、本市も、昨年 12 月に実施をしたところでございます。状況につきましては平成

27、28 年度で、対象の陽性者が 116 名、そのうち連絡がついた方が 62 名、内訳は

受診済が 55 名、未受診者が 7 名です。また平成 29 年度については対象者が 35 名

いましたが、連絡がついた方が 22 名、内訳は、受診済 15 名、受診予定者 5名です。

平成 29 年度につきましては、受診済、受診予定者を含めると約 9 割の方が、何ら

かの形で治療行為を行っているというデータがでましたけれども、実際、大きな課

題としては、フォローアップをしたところ、反応のない方が、沢山いるということ

があります。 

併せて上限年齢撤廃の関係でございますけれども、村田委員の御要望も踏まえま

して、平成 29 年度から、80 歳まで拡大をしたところであります。昨年度の実績で

単純推計でございますけれども、約 700 名増えました。本市におきましても、年齢

撤廃に向けて取り組んでいきたいと思います。以上、報告させていただきます。 
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部会長 

貴重な御報告、ありがとうございました。村田委員いかがでしょうか。 

 

村田委員 

未治療の陽性者をしっかりと見届けるということをお願いしたいと思います。 

 

部会長 

それでは続いて、事務局からお願いします。 

 

事務局 

二点目の、県が実施している陽性者のフォローアップ事業についてですが、県で

は保健所と委託医療機関で肝炎ウイルス検査を実施しています。 

陽性者に関しては、今までも、フォローアップ事業の説明と同意取得について、

働きかけをして参りましたが、本日、御説明させていただきましたとおり、国の要

綱の改正を受けて、より多くの方に同意をいただきたいという趣旨に基づいて、問

診票を替えました。 

今後も、更なる働きかけを推進して参ります。また、肝炎治療特別促進事業の受

給者証を送る際に、県の方から、初回精密検査費用と定期検査費用助成の制度に関

するリーフレットを必ず同封しております。 

先日も、加藤委員に御相談申し上げたところですが、治療が終わった方の中には、

定期検査費用の助成制度を忘れている方がいるかもしれませんので、今後、より分

かりやすいリーフレットを作成し、配付できないか、検討させていただいていると

ころです。 

フォローアップの同意をいただくこと、また、定期検査費用助成制度があること

を周知できるように、今後も色々な方法を模索していきたいと考えております。 

 三点目の肝炎医療コーディネーターの活用・促進対策についてですが、昨年度、

国の要綱が改正となりまして、新しく養成研修会の受講者に試験を受けていただい

て 200 名を養成した状況です。試験については、最低限の知っておくべき知識を確

認するため、バッジの交付と併せて、国の通知に基づいて、実施しているところで

す。 

 肝炎医療コーディネーターの活用についてですが、国から、所属機関リストを作
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成して公表するということが通知されております。県では公表することについて、

同意を得られた施設名をホームページで公表しております。 

 

部会長 

村田委員よろしいでしょうか。 

 

村田委員 

分かりました。確認します。 

 

部会長 

そのほかに何かありますでしょうか。 

 

是永委員 

コメントをよろしいでしょうか。村田委員からの要望の一点目は、過去の陽性者

に対してどういったアプローチをするかという話だったと思います。  

それについて千葉市、我孫子市同様に過去の C 型肝炎ウイルス陽性者へ『たたけ肝

炎』というリーフレットを送っている市町村が全国的にも増えています。  

最初はこれを送ると、今まで十分に勧奨されていなかったと陽性者から苦情がでるので

はないかと、不安に思われている肝炎担当者や医師の方が多くいました。  

しかし、現在、これを送付してトラブルになったということは、今のところないようですの

で、過去の陽性者対策の一つの方法としてよいのかと思います。ただ、残念ながら、これを

受け取っても反応しない人もいます。過去受診したか分からない人たちに対して、７年間送

り続けた市が研究班内で報告されていますが、結局 5 割しか受診の確認ができませんでし

た。反応しない人は必ずいます。  

また、反応しない人の自宅を訪問した保健師からの話ですが、中には、「入ってくるな」と

いう方もいらっしゃいますし、「ほかの病気でそれどころでない」という方もいらっしゃいま

す。 
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一つの目標として、5 割の人がだいたいどうなっているかが最終的に分かればいいのか

なというのが、僕自身が思っているところです。  

 二点目の重症化予防事業内で行われるフォローアップ事業というのは、新規の陽性者

に対しても、専門医を受診させ継続受診させることです。資料にあります受診率 60％という

のはフォローアップに同意した陽性者に対する割合です。同意のない人はまだ 7 割くらい

いらっしゃいます。その方達の状況が分からない。そこで同意する人を増加させるために、

研究班から厚労省に要望し同意を陽性・陰性の結果前、つまり検査の問診時に取っても良

いというように要綱を変更・追記したところ、千葉県はいち早く変更していただきました。  

柏市さんも、そのように考えているというのをお伺いしています。  

今度の同意欄がある問診票内にある長所は、受検するときに、問診から同意確認の欄

までは医師が説明しなくて良く、患者さんの意思で決定されますので、医師の負担は減少し

ます。  

署名ですと 80％くらい、チェック方式ですと 95％くらいの同意率です。  

実際、フォローアップを拒否される方もおられますので、この方法はオプト・アウトでなく、

オプト・インになります。検診の業務に何の影響もありません。さらにもっと強調できる点

は、同意欄の下に検査結果説明をしたことと、紹介先を記載しないといけません。医師が陽

性者に説明して、どこへ紹介したかという証明にもなりますので、医療従事者が説明しなか

ったというトラブルもなくなりますし、紹介先が分かるので、フォローアップされる方も受診確

認がしやすい。この一枚ですべてが動くようにということで作ってもらっています。こういう流

れで、同意者を増やしていき、アプローチする人を増やしていきましょう、ということです。  

 定期検査に関しては、村田委員のお示しした通りですが、B 型肝炎に対する核酸アナログ

投与中の患者は治療費助成でフォローアップしていますのでその対象外です。大きなター

ゲットとしては C 型肝炎で治療費助成をうけた特にインターフェロンフリーの 8,000 人です。

ウイルス排除に成功した陽性者に対して定期費用助成を積極的に増やしていくというのは

いい目標かなと思っています。患者会からも千葉県版のリーフレットを作成・送っていただ

いておりますので、拠点病院を通じで専門医療機関、指定医療機関でも配って周知してい

ただくと、医師側も制度を理解し広がっていくと思います。 
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一方で、治療費助成と異なり残念ながら償還払いですので、領収書を送付しなければい

けません。また後期高齢者の対象となる 75 歳を超えている方が、定期検査費用助成を受

けようとしても、助成範囲の 2,000 円～3,000 円の費用になってしまうので診断書の文書料

を考えると、僕らも申請を勧められないのが正直なところです。 

それも今、県の方で動いてもらっていて、指定医療機関医師のエコー診断結果で、慢性

肝炎の所見があれば、診断書なしにしましょうという方向に向かっており、患者さんに負担

がないように、少しずつ変えていこうとしております。他の県はまだそうなっていないのです

から、替えられたということは大きな一歩かなと思います。  

  コーディネーターに関してのホームページ公開について、おっしゃるとおりで公開には同

意が必要です。これともう一つ似ているのが、肝ナビというもので、先日からアップしている

のですが、専門医療機関、検査医療機関が分かるシステムです。自分の位置や住んでい

る近くの検査医療機関を地図上で検索できるものですが、そのときにシステムに病院名を

載せて良いか否かも、同意がないから載せるかどうかには検討したいという県もありますの

で、このあたりは慎重に進めていただければと思います。 

 

部会長 

ありがとうございます。 

今回の参考資料の重要性がよく分かりました。そのほかに何かありますでしょ

うか。 

 

加藤委員 

千葉大学消化器内科の加藤でございます。今の件に関しまして、私の方から、

コメントさせていただきたいと思います。一点目の陽性者の４割が未治療という

件ですが、佐賀大学の先生がアンケートを以前にとられて、なんで受診しないか

という理由が分かっています。1番目は、症状がないから。2番目が、実はこれが

一番困っています。医者から通院しなくていいと言われたから。ウイルス陽性で

も、AST、ALT つまり肝機能が悪くないので、病院に来なくていいと。また、医師

側は「様子を見ましょう。」と言うのですが、それは、またしばらく経ったら来て

ください、という意味なんですが、「様子を見ましょう」と言われた途端、来なく
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なる患者さんが多いのです。 

そういったことを踏まえますと、受診しない人に受診を促すときに、症状が無

くても、肝硬変、肝がんにつながる病気ですよ、必ず定期検査が必要ですよとい

うことが分かるように、簡単な資料を同封しないといけない。 

是永委員もおっしゃったように、御本人の意思を変えるのは、難しいですが、

ある程度は、そこまでは努力をした方がいいのかなと思いました。 

二点目のフォローアップ事業については、実は C 型肝炎の治った方で、定期検

査費用助成を申請された方が 7 人、これは治った方の数を考えると、極めて少な

いです。これは医療機関側にも、申し訳ないところがございまして、我々が忙し

い外来の中で、患者さん全員に伝える時間がない。ですから、是永委員がこれも

おっしゃったように、やはり、パンフレットを活用していく。というのは、僕ら

も、この患者さんに話したか話さないかも分からなくなってしまうのです。 

また、千葉県では、C 型肝炎の医療費助成を受ける方に、リーフレットを挟ん

でいるということですが、1992 年くらいからインターフェロン治療が行われてい

ます。 

20 数年に渡って、治った方がいらっしゃるということを考えると、やはり現在、

申請のあった人にだけ周知するというだけでは有効ではない、病院単位で、簡単

な資料を患者さんにお渡しするということを現在、千葉大でも考えているところ

で、千葉県と協議をしているところです。 

 それからコーディネーターや肝ナビのことなどの話がありましたが、現実に、

高齢の方ですと、インターネットを駆使できるという方は多くありませんので、

ある程度は紙ベースでの情報提供も必要なのではないかと思います。 

インターネットを利用しない世代の方が、肝炎ウイルスに感染している可能性

が高いので、インターネットに頼らない形での方策も考えていかなければならな

いと思っている次第であります。 

 

部会長 

ありがとうございました。 

加藤委員から大変素晴らしいまとめをいただきました。委員の方々、よろしい

でしょうか。 
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加藤委員 

最後にもう一つ、先ほど、村田委員から御提案いただいたことに少しコメント

いたします。 

全体として、もし可能であれば、是永委員もおられるので、千葉県の数字だけ

では正直、ピンとこないので、都道府県毎の比較がないと、都道府県毎に人口が

全然違います。各都道府県で取り組みが全く違います。 

目標は、やはり千葉県を肝臓がんで亡くなる方が全国で一番少ない県にする。

そのための活動指標として、他県との比較というものが、資料の中に一つでもあ

ると、活動の評価がしやすいのかなと思いました。もし可能であれば、そういう

指標を入れていただければと思います。 

 

部会長 

ありがとうございました。 

事務局もそういった資料を入れることも検討しながら、今後、千葉県の状況を

よくしていけるように図っていきたいと思います。 

それでは他によろしいでしょうか。 

それでは議事を終了いたしまして、事務局にお返しいたします。 

 

司会 

西牟田部会長円滑な議事進行どうもありがとうございました。 

これをもちまして、閉会とさせていただきます。 

本日はどうもありがとうございました。 

 


