肝炎啓発の国民運動に参加しませんか？

「知って、肝炎プロジェクト」
国民運動パートナー企業参画のお願い

http://www.kanen.org/
厚生労働省 肝炎総合対策推進国民運動事業
「知って、肝炎プロジェクト」事務局

肝炎は、こんな病気です。
肝臓は、人間の体内で最大の臓器。消化管から取り込
んだ栄養を利用しやすい形に変えたり、毒物を分解し
たり、体内の物質のバランスを維持したりなど、生命
を支えるために重要な多くのはたらきを担っています。
この肝臓の細胞が壊れてしまった状態が、肝炎です。
肝炎には、原因により、ウイルス性（A 型、B 型、C 型、
D 型、E 型など）
、薬物性、アルコール性、自己免疫性
などの種類があり、このうち、ウイルス性肝炎は、肝
炎ウイルスに感染することによって起こります。

肝炎ウイルスの感染経路

垂直感染

（母子感染）

水平感染

（輸血などの医療行為、性感染など）

ウイルス性肝炎（臨床経過による分類）
A 型、B 型、E 型ウイルスによるものが多い。

1．急性肝炎

急激に肝細胞が障害され、発熱、全身倦怠感、黄疸などの症状を起こす。
自然経過で治癒する例が多い。

2．劇症肝炎

急性肝炎のうち 8 週以内に高度の肝機能障害により脳症などを来すもの。
集中的な管理が必要（生存率 30％程度）。
B 型、C 型肝炎ウイルスによるものが多い。

3．慢性肝炎

長期間にわたり肝障害が持続する。
徐々に肝臓が線維化し肝硬変に至ることもある。
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多くのキャリア（ウイルス保持者）
が
存在しています。
現在、わが国で問題になっているのが、B・C 型肝炎です。肝炎ウイルスのキャリアは B 型が少なくとも約
110 万人、C 型は約 190 万人いると推定され、また、肝炎を発症している患者さんは、B 型が約 7 万人、C
型は約 37 万人と推定されています。

B・C 型肝炎のキャリア数と患者数
B 型肝炎
キャリア数※ 1

約

110 ～ 140 万人

患者数※ 2

約

C 型肝炎
約

190 ～ 230 万人

7 万人

約

37 万人
数字はいずれも推定

※1

平成 16 年度厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服緊急対策研究事業報告書（吉澤班）より推計。患者数（推計）を含む。

※2

患者数は、平成 20 年患者調査より推計。

肝炎は予防が可能な病気です。しかし…
肝炎を予防するためには、肝炎ウイルスに感染しないようにしなければなりません。わが国では肝炎の知識
が国民に普及していない状況の下で、多くの肝炎ウイルスキャリアが、感染の自覚がないまま日々を過ごし
ていることが問題視されています。
肝がんの原因の約 80％が肝炎ウイルスといわれています。肝臓は「沈黙の臓器」といわれ、もしもウイルス
に感染していても、自覚症状がないまま病気が進行する恐れがあります。
そして、ウイルスに感染しているかどうかは検査を受けないとわかりません。
ウイルス性肝炎は今日、多くの原因ウイルスと感染
経路が判明し、発症の仕組みも解明され、さまざま
な治療法が研究・開発されています。
もし、肝炎ウイルスに感染していても、早期に適切
な治療を行うことで、肝炎を治癒し、あるいは肝
硬変や肝がんへの悪化を予防することが可能なので
す。
肝炎ウイルスの検査は採血のみです。皆さんのため
にも、周りの大切な方のためにも、必ず一度は検査
を受け、早期治療につなげなければなりません。
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もっと知ってほしい肝炎対策のこと
国は、平成 20 年度から肝炎総合対策を推進するとともに、平成 21 年に「肝炎対策基本法」を制定し、翌
22 年度以降、肝炎治療に対する医療費助成、肝炎ウイルス検査の促進、正しい知識の普及と理解など 5 本の
柱からなる肝炎総合対策を推進しています。
しかし、国の肝炎普及啓発への取り組みについて、国民の 5 割弱の人には全く知られていません※。
また、肝炎ウイルス検査を受けたことがない人が、5 割程度いるという実態も明らかになっています※。
※厚生労働省肝炎検査受検状況実態把握事業（平成 23 年度）

肝炎普及啓発活動の認知度
問

肝炎ウイルス検査の普及啓発に向けた取り組みのうち、ご存知のものは何ですか？
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職域への配布
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『啓発施策の認知率』
（いずれかの啓発施策を認知している人の割合）49.5%

普及啓発の取り組みは
すべて知らない

肝炎総合対策の 5 本柱
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1

肝炎治療促進のための環境整備（医療費助成）

2

肝炎ウイルス検査の促進

3

肝疾患診療体制の整備、医師等に対する研修、相談体制整備などの患者支援 等

4

国民に対する正しい知識の普及と理解

5

研究の推進

知識が普及すれば検診受検率が高まる
一方、肝炎検査普及啓発活動の認知率と、C 型肝炎ウイルス検査の受検率との間には強い相関があることが
確かめられており、このことからも、すべての国民に対する肝炎知識の普及が望まれています。

肝炎検査普及啓発活動と C 型肝炎検診受診率との相関関係
肝炎検査受検状況実態把握事業 事業成果報告書から作図（平成 23 年度）

相関係数：0.70
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行政と企業、国民が手をつないで肝炎制圧へ
以上より、肝炎の知識普及啓発をさらに進め、誰もが肝炎検診を受けやすい環境を整えることが今日の優先
課題となっています。
そのためには、行政のほか、医療従事者、患者・キャリア、大学・学会、民間企業、さらに、メディア、一般企業、
国民まで、多くの人々が手をつなぎ合った協力体制が必要です。
「知って、肝炎プロジェクト」事務局は、これらの活動主体をつなぐ触媒機能を果たします。

「知って、肝炎プロジェクト」のミッション
民間企業
大学／
学術団体

医療者

「知って、肝炎プロジェクト」
事務局

行政

肝炎の正しい知識の普及に向けた国民啓発の取り組み
社会の多様な構成員が手をつなぎ、肝炎ウイルス検査の
普及啓発と受検率の向上を目指します。
患者／
キャリア

国民

患者会／
市民団体

メディア

肝炎
保険者

早期診断・治療により
肝硬変や肝がんへの
悪化を予防
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「知って、肝炎プロジェクト」は
パートナー企業を募集しています。
「知って、肝炎プロジェクト」は、厚生労働省が推進する肝炎総合対策に、市民のサイドから協力、参画する
国民運動です。
肝炎対策に関心のある企業や、社員の肝炎対策に積極的に取り組んでいる企業に協力をお願いし、運動を推
進していただくとともに、社内の活動状況や、他の参加企業との連携、支援の状況を情報発信することにより、
国民運動の輪の拡大に寄与していただくことを目的としています。

「知って、肝炎プロジェクト」事務局が
パートナー企業の啓発活動をサポート
Step１
●

パートナー企業への依頼

社員への冊子、ポスター、リングの配布

「知って、肝炎プロジェクト」サイトへの登録

●
●

勉強会・セミナーの開催

●

アンケートの実施

Step２

事務局

啓発活動のフォロー

「知って、肝炎プロジェクト」サイト上の活動状況報告

●
●

社内啓発活動のサポート

●

出前セミナーの開催

肝炎ウイルス検査の受検

●

企業間情報交換

家族や友人への情報提供

等

社内活動の内容に応じて
肝炎制圧に貢献することができます
企業検診は実施しているが
肝炎ウイルス検査は実施していない

肝炎ウイルス検査を実施している

自治体による無料検査の受検を
社員に勧奨・検診施設を紹介

肝炎予防の意識向上

肝炎予防の意識向上

（早期診断・治療の重要性の啓発）

（早期診断・治療の重要性の啓発）

肝炎の病識向上
企業の社会的価値向上
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パートナー企業の活動を
WEB サイトで紹介します
「知って、肝炎プロジェクト」WEB サイト上で
パートナー企業の活動を紹介し、企業による国
民運動の広がりをアピールします。

「知って、肝炎プロジェクト」
国民運動とは
国民運動参画のメリット

パートナー企業
TOP
現在○○の企業・団体が
パートナーです。

企業内の活動方法
パートナー登録ページ
パートナー企業・団体リスト
取組事例・意見交換会

社内啓発活動のプログラムを
事務局から具体的に提案します

出前セミナー

プログラム案
● 講演（専門医による肝炎知識向上のための講話）

演題「健康管理と知っておきたい肝炎の知識」など
会場：企業会議室を想定

意見交換会

プログラム案
● 講演（専門医による肝炎知識向上のための講話）

演題「健康管理と知っておきたい肝炎の知識」など
● ディスカッション

テーマ「国民はどこまで肝炎を正しく理解できているか」
「偏見をなくすた
めに企業ができることとは」など。企業による取組事例の紹介など。
パネリスト：企業健康管理担当者代表、専門医
● 意見交換会

会場：厚生労働省や企業会議室を想定
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「知って、肝炎プロジェクト」事務局のご紹介
厚生労働省の事業として、肝炎の正しい知識の普及と検診受検率の向上を目的とした肝炎総合対策推進国民運
動が 2012 年 4 月に発足し、
その活動を円滑に行うため、
「知って、
肝炎プロジェクト」事務局を設置しています。
＜肝炎総合対策推進国民運動特別参与＞
杉良太郎（歌手・俳優）

＜肝炎対策特別大使＞
伍代夏子（歌手）

＜肝炎対策広報大使＞
徳光和夫（フリーアナウンサー）

「知って、肝炎プロジェクト」 これまでの活動内容
平成 26 年度実績

「知って、肝炎プロジェクト」キックオフミーティング 2014
開催場所
開催年月日

東京都庁

開催年月日

2014 年 7 月 22 日

イベント概要

伍代夏子特別大使東京都知事表敬訪問
開催場所

丸ビルホール

田村厚生労働大臣、特別参与の杉良太郎氏、特別大使

2014 年 8 月 7 日

イベント概要

肝炎に関する正しい知識を持って、肝炎ウイルス検査

の伍代夏子氏、広報大使の徳光和夫氏をはじめ数多くのスペシャルサ

の必要性を都民の皆様に理解していただくための広報活動の協力依頼

ポーター（計 16 名）が参加したプレス向けイベントを実施。当日の模

を目的に訪問。

様は多くの TV・新聞・WEB で報道された。

平成 25 年度実績

第 2 回 日本肝炎デー（世界肝炎デー）

日本肝炎デー（世界肝炎デー）における普及啓発プレイベント

開催場所

開催場所

開催年月日

埼玉西武ドームほか全国 9 ヵ所

イベント概要

JR 有楽町駅前広場・JR 大阪駅 時空の広場

開催年月日

2013 年 7 月 28 日

プロ野球埼玉西武対オリックス戦で肝炎情報パネル展

2013 年 7 月 18 日・23 日

イベント概要

肝炎に関する情報のパネル展示と啓発ツール配布を東

示と啓発ツール配布。「三猿」パフォーマンスを国内 9 会場を含む世界

京と大阪で実施。東京会場では、肝炎患者である歌手・石川ひとみ氏

各地で同時に実施し、ギネス記録を更新。

のトーク・セッションも開催。

平成 24 年度実績

第 1 回 日本肝炎デー イベント
開催場所 日産スタジアム

「知って、肝炎プロジェクト」キックオフミーティング

開催年月日 2012 年 7 月 28 日
イベント概要

開催場所 イイノホール＆カンファレンス 開催年月日 2012 年 7月18 日

肝炎に対する偏見や

イベント概要 小宮山厚生労働大臣よ

差別の風評を「見ない、聞かない、

り杉良太郎氏に肝炎総合対策国民運動

話さない」の意味を込め、
「見ざる、

特別参与の辞令を交付の後、伍代夏子

聞かざる、言わざる」の「三猿」パ

氏による手記朗読、野田内閣総理大臣

フォーマンスを、同時に多くの人が

からのビデオメッセージ、持田香織氏

行うギネス記録に挑戦した。

のキャンペーンソングライブなど。

平成 24 年度 子ども霞が関見学デー

スペシャルサポーターの任命

開催場所 厚生労働省館内

杉良太郎特別参与の呼びかけにより、多数の著名人を「スペシャルサ

イベント概要

開催年月日 2012 年 8 月 8 日

サッカー元日本代表の波戸康広氏、モデル・タレント

のてんちむ氏による、肝炎に関するトークショー。

ポーター」に任命。各人のブログ上で任命の事実が紹介され、プロジェ
クト名の認知度が向上した。

ご連絡・お問い合わせは下記へ

厚生労働省 肝炎総合対策推進国民運動事業「知って、肝炎プロジェクト」事務局
〒 104-8176 東京都中央区銀座 7-13-20（株）日本経済社内
TEL：03-5550-4358
（平日 9：30〜17：30） FAX：03-5550-6550
メールアドレス： office@kanen.org URL：http://www.kanen.org/
※ 当プロジェクトとの協働によるオリジナルの啓発企画も歓迎致します。お気軽に事務局までご相談ください。
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