ひろしま肝疾患コーディネーター養成講座（広島会場）のご案内

広島県では，肝炎ウイルス感染者の方やその家族などからの相談対応や，啓発活動等を行う「ひろ
しま肝疾患コーディネーター」を養成しており，薬剤師を含む様々な職種の方が活躍しています。
昨年度はコロナ影響により中止しましたが，今年度は養成講座を実施しますので，積極的にご参加く
ださい。
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１日目：令和３年10月16日（土）
２日目：令和３年10月24日（日）（両日とも９時３０分開場）
※天候等の理由により，やむを得ず日程や開催方法をＷｅｂのみへ変更する場
合，前日の14時までに県ホームページに掲載します。
広島県立総合体育館（広島市中区基町4－1）
Ｗｅｂ（Ｚооｍ），現地参加※
※原則Ｗｅｂでの参加としますが，Ｗｅｂ参加が困難な場合は，現地での受講を認
めます。
肝疾患の相談対応などに携わる方
130名程度（現地参加者定員：40名程度）
先着順にて受付し，定員になり次第，締め切ります。
無料（参加は郵送・ＦＡＸ・Ｅメール・電子申請による事前申込みが必要です。）
令和３年８月16日（月）～９月30日（木）
広島県（共催：〔公社〕広島県薬剤師会，〔一社〕広島県病院薬剤師会）
広島県ホームページ
「令和３年度ひろしま肝疾患コーディネーター養成講座」

【プログラム（１日目） 10 月 16 日（土）】
時
間

内

容

10：10～11：10
（60 分）

オリエンテーション
ウイルス性肝炎に関する疫学
広島大学大学院 医系科学研究科 教授

11：10～11：20

休憩

11：20～12：20
（60 分）
12：20～13：20
13：20～14：20
（60 分）
14：20～14：30
14：30～15：30
（60 分）

Ｂ型肝炎
広島大学病院 消化器・代謝内科 助教
昼休憩
Ｃ型肝炎
広島大学病院 消化器・代謝内科 講師
休憩
ウイルス性肝炎以外の肝疾患
広島大学病院 消化器・代謝内科 診療講師

10：00～10：10

【プログラム（２日目） 10 月 24 日（日）】
時
間

内

田中 純子 先生

内川 慎介 先生

三木 大樹 先生

村上 英介 先生

容

10：05～11：05
（60 分）

オリエンテーション
肝硬変
広島大学病院 消化器・代謝内科 診療准教授

11：05～11：10

休憩

11：10～12：10
（60 分）
12：10～13：10
13：10～13：50
（40 分）
13：50～14：00
14：00～14：55
（55 分）
14：55～15：05
15：05～15：30

肝がん
広島大学病院 消化器・代謝内科 診療講師
河岡 友和 先生
昼休憩
肝疾患患者に対する相談対応
広島大学病院 肝疾患相談室 総括肝疾患コーディネーター 木下 一枝 先生
休憩
広島県における肝疾患対策
広島県健康福祉局薬務課 肝炎対策グループ
休憩
確認試験

10：00～10：05

中原 隆志 先生

【単位認定】以下を申請予定（シール交付を希望される薬剤師のみ）
・日病薬病院薬学認定薬剤師制度※ Ⅰ-2（医療制度）1 単位 V-2（疾病・薬物療法）4 単位
合計 ４単位
・日病薬・広島県病薬生涯研修認定制度※
※部分受講は対象としません。２日間の受講を確認後，シールを交付します。
・日本薬剤師研修センター 集合研修
合計 ４単位（１日 ２単位）
現地参加者は，受付時に本人確認を実施します。
研修会用会員カード又は運転免許証等の本人確認が出来る書類を持参ください。

Ｗｅｂ受講される方へ
肝疾患コーディネーターの認定証の交付，及びシール交付（シール交付を希望される薬剤師のみ）は，
視聴ログに加え，講義中に表示されるキーワードの回答が必要になります。
各日程の講義終了時に，参加回答フォームの URL 及び QR コードで提示しますので，当日中に御回答くだ
さい。遅刻や早退の場合，認定証及びシール交付は認められませんので，御注意ください。

問合せ先：広島県健康福祉局薬務課肝炎対策グループ 082-513-3078

ひろしま肝疾患コーディネーター養成講座（福山会場）のご案内

広島県では，肝炎ウイルス感染者の方やその家族などからの相談対応や，啓発活動等を行う「ひろ
しま肝疾患コーディネーター」を養成しており，薬剤師を含む様々な職種の方が活躍しています。
昨年度はコロナ影響により中止しましたが，今年度は養成講座を実施しますので，積極的にご参加く
ださい。
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１日目：令和３年９月11日（土）
２日目：令和３年９月19日（日）（両日とも９時３０分開場）
※天候等の理由により，やむを得ず日程や開催方法をＷｅｂのみへ変更する場
合，前日の14時までに県ホームページに掲載します。
広島県民文化センターふくやま（福山市東桜町1－21）
Ｗｅｂ（Ｚооｍ），現地参加※
※原則Ｗｅｂでの参加としますが，Ｗｅｂ参加が困難な場合は，現地での受講を認
めます。
肝疾患の相談対応などに携わる方
70名程度（現地参加者定員：50名程度）
先着順にて受付し，定員になり次第，締め切ります。
無料（参加は郵送・ＦＡＸ・Ｅメール・電子申請による事前申込みが必要です。）
令和３年７月14日（水）～８月23日（月）
広島県（共催：〔公社〕広島県薬剤師会，〔一社〕広島県病院薬剤師会）
広島県ホームページ
「令和３年度ひろしま肝疾患コーディネーター養成講座」

【プログラム（１日目） ９月 11 日（土）】
時
間

内

容

10：10～11：10
（60 分）

オリエンテーション
Ｂ型肝炎
ＪＡ尾道総合病院 消化器内科 内科部長・肝臓病センター長
片村 嘉男 先生

11：10～11：20

休憩

11：20～12：20
（60 分）
12：20～13：20
13：20～14：20
（60 分）
14：20～14：30
14：30～15：10
（40 分）

Ｃ型肝炎
福山市民病院 内科長（肝臓）
昼休憩
ウイルス性肝炎以外の肝疾患
福山市民病院 肝臓内科
休憩
肝疾患患者に対する相談対応
福山市民病院 精神科 公認心理士

10：00～10：10

【プログラム（２日目） ９月 19 日（日）】
時
間
オリエンテーション
10：00～10：05

内

安中 哲也 先生

大西 理乃 先生

黒田 理子 先生

容

10：05～11：05
（60 分）

ウイルス性肝炎に関する疫学
広島大学大学院 医系科学研究科 教授

11：05～11：10

休憩

11：10～12：10
（60 分）

肝硬変
福山市民病院 内科 医療技術部次長，科長
藪下 和久 先生
昼休憩
肝がん
独立行政法人国立病院機構福山医療センター 肝臓内科 診療部長
金吉 俊彦 先生
休憩
広島県における肝疾患対策
広島県健康福祉局薬務課 肝炎対策グループ
休憩
確認試験

12：10～13：10
13：10～14：10
（60 分）
14：10～14：20
14：20～15：15
（55 分）
15：15～15：20
15：20～15：45

田中 純子 先生

【単位認定】以下を申請予定（シール交付を希望される薬剤師のみ）
・日病薬病院薬学認定薬剤師制度※ Ⅰ-2（医療制度）1 単位 V-2（疾病・薬物療法）4 単位
合計 ４単位
・日病薬・広島県病薬生涯研修認定制度※
※部分受講は対象としません。２日間の受講を確認後，シールを交付します。
・日本薬剤師研修センター 集合研修
合計 ４単位（１日 ２単位）
現地参加者は，受付時に本人確認を実施します。
研修会用会員カード又は運転免許証等の本人確認が出来る書類を持参ください。

Ｗｅｂ受講される方へ
肝疾患コーディネーターの認定証の交付，及びシール交付（シール交付を希望される薬剤師のみ）は，
視聴ログに加え，講義中に表示されるキーワードの回答が必要になります。
各日程の講義終了時に，参加回答フォームの URL 及び QR コードで提示しますので，当日中に御回答くだ
さい。遅刻や早退の場合，認定証及びシール交付は認められませんので，御注意ください。
問合せ先：広島県健康福祉局薬務課肝炎対策グループ 082-513-3078

