
MM

(独)国立国際医療研究センター
肝炎・免疫研究センター

溝上雅史・正木尚彦

平成22年度第１回肝炎対推進協議会
平成22年6月17日15:00-18:00
厚生労働省省議室（9階）

肝炎情報センターの役割と現状



MM

肝炎総合対策の柱
1.インターフェロン療法の促進のための
環境整備

2.肝炎ウイルス検査の促進
3.健康管理の推進と安全・安心の肝炎治療
の推進、肝硬変・肝がん患者への対応

4.国民に対する正しい知識の普及と理解
5.研究の推進
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“肝炎情報センター”としての国の肝炎対策への貢献
③研修機能

肝疾患診療連携拠点病院等の医療従事者
に対する研修の企画・立案・推進

DRDR
DR

NSNS
NS

(独)国立国際医療研究センタ
ー

一般住民医療機関

医療機関
一般住民

①インターネット等による最新情報提供
肝疾患医療に関する診療ガイドライン、肝炎

診療をめぐる国内外の情報

②拠点病院間情報共有支援
肝疾患診療連携拠点病院で構成
する協議会組織の事務局機能を
担うなど拠点病院間の情報共有

拠点病院によるネットワーク

支
援

医療機関

医療機関

医療機関
医療機関

（厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室）



MM

“肝炎情報センター”としての国の肝炎対策への貢献
③研修機能

肝疾患診療連携拠点病院等の医療従事者
に対する研修の企画・立案・推進

DRDR
DR

NSNS
NS

(独)国立国際医療研究センタ
ー

一般住民医療機関

医療機関
一般住民

①インターネット等による最新情報提供
肝疾患医療に関する診療ガイドライン、肝炎

診療をめぐる国内外の情報

②拠点病院間情報共有支援
肝疾患診療連携拠点病院で構成
する協議会組織の事務局機能を
担うなど拠点病院間の情報共有

拠点病院によるネットワーク

支
援

医療機関

医療機関

医療機関
医療機関

（厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室）



MM

2008/12/1公開
http://www.ncgm.go.jp/center/index.html

情報提供機能
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都道府県名 施 設 名 郵便番号 所 在 地

1 北海道

国立大学法人 北海道大学病院 060-8648 札幌市北区北１４条西５丁目

国立大学法人 旭川医科大学病院 078-8510 旭川市緑が丘東２条１丁目１番１号

札幌医科大学病院 060-8543 札幌市中央区南１条西１６丁目２９１番地

2 青森県 国立大学法人弘前大学医学部附属病院 036-8563 弘前市本町５３

3 岩手県 岩手医科大学附属病院 020-8505 盛岡市内丸１９－１

4 宮城県 国立大学法人 東北大学病院 980-8574 仙台市青葉区星陵町１－１

5 秋田県
国立大学法人 秋田大学医学部附属病院 010-8543 秋田市広面蓮沼４４－２

市立秋田総合病院 010-0933 秋田市川元松丘町４－３０

6 山形県 国立大学法人山形大学医学部附属病院 990-9585 山形市飯田西２－２－２

7 福島県 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 960-1295 福島市光が丘１番地

8 茨城県
株式会社 日立製作所 日立総合病院 317-0077 日立市城南町二丁目１番１号

東京医科大学霞ヶ浦病院 300-0395 稲敷郡阿見町中央三丁目２０番１号

9 栃木県
自治医科大学附属病院 329-0498 下野市薬師寺３３１１－１

獨協医科大学病院 321-0293 下都賀郡壬生町北小林８８０

10 群馬県 国立大学法人 群馬大学医学部附属病院 371-8511 前橋市昭和町３－３９－１５

11 埼玉県 埼玉医科大学病院 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８

12 千葉県 国立大学法人 千葉大学医学部附属病院 260-8677 千葉市中央区亥鼻１－８－１

13 東京都

14 神奈川県

横浜市立大学附属市民総合医療センター 232-0024 横浜市南区浦舟町４丁目５７番地

聖マリアンナ医科大学病院 216-8511 川崎市宮前区菅生２-１６-１

北里大学東病院 228-8520 相模原市麻溝台２-１-１

東海大学医学部付属病院 259-1193 伊勢原市下糟屋１４３

15 新潟県 国立大学法人 新潟大学医歯学総合病院 951-8520 新潟市中央区旭町通一番町７５４番地

16 富山県
富山県立中央病院 930-8550 富山市西長江２－２－７８

市立砺波総合病院 939-1395 砺波市新富町１－６１

17 石川県 国立大学法人 金沢大学医学部附属病院 920-8641 金沢市宝町１３－１

18 福井県 社会福祉法人 恩賜財団 福井県済生会病院 918-8503 福井市和田中町舟橋７－１

19 山梨県 国立大学法人 山梨大学医学部附属病院 409-3898 中央市下河東１１１０

20 長野県 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 390-8621  松本市旭３－１－１

21 岐阜県 国立大学法人 岐阜大学医学部附属病院 501-1194 岐阜市柳戸１－１

22 静岡県
順天堂大学医学部附属静岡病院 410-2295 伊豆の国市長岡１１２９

国立大学法人 浜松医科大学医学部附属病院 431-3192 浜松市東区半田山１－２０－１

23 愛知県

名古屋市立大学病院 467-8602 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１

国立大学法人 名古屋大学医学部附属病院 466-8560 名古屋市昭和区鶴舞町６５

藤田保健衛生大学病院 470-1192 豊明市沓掛町田楽ヶ窪１番地９８

愛知医科大学病院 480-1195 愛知郡長久手町大字岩作字雁又２１

24 三重県 国立大学法人 三重大学医学部附属病院 514-8507 津市江戸橋2-174

25 滋賀県
国立大学法人 滋賀医科大学医学部附属病院 520-2192 大津市瀬田月輪町

大津赤十字病院 520-8511 大津市長等一丁目1-35

26 京都府
国立大学法人 京都大学医学部附属病院 606-8507 京都市左京区聖護院川原町５４

京都府立医科大学附属病院 602-8566 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町４６５

27 大阪府

関西医科大学附属滝井病院 570-8507 守口市文園町１０番１５号

近畿大学医学部附属病院 589-8511 大阪狭山市大野東３７７－２

国立大学法人大阪大学医学部附属病院 565-0871 吹田市山田丘２番１５号

大阪市立大学医学部附属病院 545-8586 大阪市阿倍野区旭町１－５－７

大阪医科大学附属病院 569-8686  高槻市大学町２番７号

28 兵庫県 兵庫医科大学病院 663-8131 西宮市武庫川町１番１号

29 奈良県 公立大学法人奈良県立医科大学附属病院 634-8522 橿原市四条町８４０

30 和歌山県

31 鳥取県 国立大学法人 鳥取大学医学部附属病院 683-8504 米子市西町３６番地１

32 島根県 国立大学法人 島根大学医学部附属病院 693-8501 出雲市塩治町８９－１

33 岡山県 国立大学法人 岡山大学病院 700-8558 岡山市鹿田町２－５－１

34 広島県
国立大学法人 広島大学病院 734-8551 広島市南区霞１－２－３

福山市民病院 721-8511 福山市蔵王町５－２３－１

35 山口県 国立大学法人 山口大学医学部附属病院 755-8505 宇部市南小串１－１－１

36 徳島県 国立大学法人 徳島大学病院 770-8503 徳島市蔵本町２－５０－１

37 香川県 香川県立中央病院 760-8557 高松市番町５－４－１６

38 愛媛県 国立大学法人 愛媛大学医学部附属病院 791-0295 東温市志津川

39 高知県 国立大学法人 高知大学医学部附属病院 783-8505 南国市岡豊町小蓮１８５－１

40 福岡県 久留米大学病院 830-0011 久留米市旭町６７

41 佐賀県 国立大学法人 佐賀大学医学部附属病院 849-8501 佐賀市鍋島５－１－１

42 長崎県 独立行政法人 国立病院機構 長崎医療センター 856-8562 長崎県大村市久原２丁目１００１－１

43 熊本県 国立大学法人 熊本大学医学部附属病院 860-8556 熊本市本荘１-１-１

44 大分県 国立大学法人 大分大学医学部附属病院 879-5593 由布市挟間町医大ヶ丘１－１

45 宮崎県 国立大学法人 宮崎大学医学部附属病院 889-1692 宮崎県宮崎郡清武町木原5200

46 鹿児島県 国立大学法人 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 890-8520 鹿児島市桜ヶ丘８－３５－１

47 沖縄県 国立大学法人 琉球大学医学部附属病院 903-0215 中頭郡西原町字上原２０７番地

計 ４５道府県・６５病院

肝疾患診療連携拠点病院一覧（2010年4月1日現在）

国立大学法人 ３３病院
公立・私立大学 ２３病院
その他 ９病院
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肝疾患診療連携
拠点病院１

肝疾患診療連携
拠点病院２

肝疾患診療連携
拠点病院４７・・・・・

・・

専門医療
機関A

専門医療
機関B

専門医療
機関Z

・・・

・・・

専門医療
機関A

専門医療
機関B

専門医療
機関Z

・・・

・・・

専門医療
機関A

専門医療
機関B

専門医療
機関Z

・・・

・・・

・・・・・
・・

肝炎情報センター

・・・・・
・・

（平成20年11月に設置）

肝炎情報センターの果すべき役割
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・第１回都道府県肝疾患診療連携拠点病院間連絡協議会
・肝炎対策について（厚生労働省）
・肝炎情報センターの活動報告
・拠点病院事業に関するアンケート調査結果

・肝炎情報センター主催平成２２年度第１回研修会（医師向け）
１）「肝炎ウイルス検診陽性者の追跡調査」・・・川崎医科大学 日野啓輔

２）「茨城県におけるC型肝炎検診後のフォローアップと肝炎対策事業の現況」
・・・東京医科大学茨城医療センター 松﨑靖司

３）「肝炎に関する最新の疫学」 ・・・広島大学 田中純子

４）「B型・C型肝炎治療の最新情報」・・・虎の門病院 熊田博光

５）「C型肝炎研究の最前線」 ・・・名古屋私立大学 田中靖人

研修機能 肝炎情報センター主催平成２２年度医師向け研修会
日時：平成２２年６月１７日（木）１０：００～１６：３０
会場：国立国際医療研究センター病院 国際医療協力研修センター大会議室
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