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目 次
検査で陽性になったら…

初回精密検査費用助成制度について

治療に係る医療費助成制度について

ウイルス性Ｂ型・Ｃ型肝炎の窓口等

付録 からだの自己管理表

わが国においては、B型肝炎ウイルスあるいはC型肝炎
ウイルスの感染が、肝炎の原因の多くを占めています。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、肝炎ウイルスに感染

していても自覚症状がないことが多く、気づかないうち
に肝硬変や肝がんに移行してしまう人が少なくありませ
ん。しかし、現在は医療機関で適切な治療を受けること
で、ウイルス性肝炎は治る、もしくはコントロールでき
る病気になっています。

定期検査費用助成制度について

この手帳には、陽性判明後の、精密検
査⇒治療⇒経過観察（定期検査）の流れ
に沿って、県や市町村から受けられる助
成制度の情報が載っています。受けられ
る助成制度を活用し、付録の「からだの
自己管理表」に検査結果を記録しながら、
肝炎と上手に付き合っていきましょう。

「健やか力」向上
推進キャラクター

マモルさん
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この手帳では、B型・C型ウイルス性肝炎に関する公
費負担の助成制度や相談先等を案内しています。



肝炎ウイルス検査について
STEP1 検査で陽性になったら…

検査の結果が陽性（＋）だった場合、あなたの肝臓
は肝炎ウイルスに感染している可能性があります。
必ず早めに精密検査を受けて、肝臓の状態を確認し

てもらいましょう。
⇒初回精密検査費用助成制度（3頁）が活用できます。

陽性者に対するフォローアップ事業
肝炎ウイルス検査で陽性（＋）の反応が出た方に対

して、県または市町村※で実施しています。
※実施していない市町村もあります。

電話・訪問による受療状況の確認
ウイルス性肝炎に関する講習会などの案内
ウイルス性肝炎に関する相談支援の実施
検査費用助成制度（3頁、7頁参照）等の案内

フォローアップ事業とは
県または市町村が、

などを行い、肝炎ウイルスの自己管理を支援します。

◇参加しているフォローアップ事業の担当課の
連絡先を、ここに記録しておきましょう。

担当課名：

担当課の連絡先☎： － －

担当者の名前： さん
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初回精密検査費用助成制度
STEP2 初回精密検査費用助成制度について

肝炎ウイルス検査で陽性と判定された後、初めて受
ける精密検査の自己負担分の助成が受けられます。
肝臓は症状が出にくい臓器です。

精密検査は必ず受けましょう。

助成制度の対象者かどうか確認しましょう。

精密検査費用は、医療機関での支払いの際に一度
ご本人に負担いただきます。
助成制度の申請後に、認められた額がご指定の口
座に振り込まれます。

申請までの流れ

１

２

３

☑

参加しているフォローアップ事業の担当者等に
相談し、手続きについて説明を受けましょう。

精密検査費用を支払い、必要な書類（次ペー
ジを参照ください。）をそろえましょう。

４

精密検査を受けた年度内を過ぎると、申請ができ
なくなりますのでご注意ください。

精密検査を受けた年度内（必須）に助成制度
の申請をしましょう。

!

県が指定する医療機関（必須）※で、
陽性と判定された日から1年以内（必須）に
精密検査を受けましょう。
※医療機関についてはフォローアップ事
業の担当者等にお問い合わせください。
また、青森県のウェブページにも掲載さ
れています。（右のQRコードからアク
セスできます。）
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治療が必要な場合
「STEP3 治療に係る医療費助成制度について(5頁)」に
進みましょう。
医療費助成制度の対象外で、慢性肝炎・肝硬変・肝
がんに罹患している方は、「STEP4 定期検査費用助成
制度について(7頁)」の助成制度が利用できる場合が
ありますので確認しましょう。

治療が必要ない場合
無症候性キャリア等で治療が必要ない場合は、医師
の指示のもと、定期的に通院して肝臓の状態を確
認しましょう。

精密検査費用助成を受けたあとは…

(1)肝炎ウイルス初回精密検査費用請求書
(2)医療機関の領収書
(3)診療明細書
(4)振込先金融機関の口座がわかるもの
（預金通帳の写し等）

(5)申請者の氏名が記載された被保険者証等の写し
(6)肝炎ウイルス検査結果通知書の写し

Q＆ A

Q 申請に必要な書類は？
A 以下の書類をご用意ください。

Q 申請の相談先は？
A

))

（※）陽性者に対するフォローアップ事業（2頁）参照

参加しているフォローアップ事業（※）の実施
主体ある自治体（県または市町村）の担当者まで
ご相談ください。
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ウイルス性肝炎の治療に係る医療費助成制度
STEP3 治療に係る医療費助成制度について

月額1万円または2万円の自己負担額でウイルス性肝
炎の治療が受けられます。
申請後、審査の結果、助成対象として認定された方

には、「肝炎治療受給者証」が交付されます。

手続きについて説明をうけましょう。

申請から肝炎治療受給者証の交付までは、おおよ
そ1ヶ月半～２ヶ月程度かかります。

申請までの流れ

１

２

３

☑

審査の結果、認定になった場合は、受給者証
が郵送されます。

４
ウイルス性肝炎に関する医療費の支払いの際に受
給者証を提示することで、月額1万円または2万円
の自己負担額で治療が受けられます。

受給者証を使って、治療を受けましょう。

申請に必要な書類（次ページを参照くださ
い。）をそろえ、申請しましょう。
申請は近隣の県の保健所か、青森県庁北棟６階の
がん・生活習慣病対策課で受け付けています。

（※）ウイルス性Ｂ型・Ｃ型肝炎の窓口等（9頁）参照

対象となる治療を開始する場合、近隣の県の保健
所（※）等に相談し、手続きについて説明を受け
ましょう。
また、申請後、審査の結果で「不認定」となる場
合もあります。
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治療後も慢性肝炎・肝硬変・肝がんと診断されて
いる場合は
「STEP4 定期検査費用助成制度について(7頁)」の助成
制度が利用できる場合がありますので確認しましょう。

上記以外の場合は
医師の指示のもと、定期的に通院して肝臓の状態を
確認しましょう。

治療が終わったあとは…

Q＆ A

Q 申請に必要な書類は？
A

Q 自己負担額（月額1万円または2万円）の決定方法は？
A 世帯の市町村民税（所得割）課税年額の合算額が

235,000円以上の方は月額2万円となり、235,000円
以下の方は月額1万円となります。

Q 対象となる治療は？
A 以下の治療で保険適用となっているものです。

Ｃ型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインター
フェロン治療及びインターフェロンフリー治療並びにＢ型
ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及
び核酸アナログ製剤治療。

（※）ウイルス性Ｂ型・Ｃ型肝炎の窓口等（9頁）参照

医師の診断書や、世帯全員の住民票、世帯全員の課
税証明書等が必要になります。詳しくは、近隣の県
の保健所（※）までお問い合わせください。また、
青森県のウェブページにも掲載しています。
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定期検査費用助成制度
STEP4 定期検査費用助成制度について

肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎・肝硬
変・肝がんの患者さんは、定期的に受ける検査費用の
助成（年度内２回まで）が受けられます。

助成制度の対象者かどうか確認しましょう。

定期検査費用は、医療機関での支払いの際に一度ご
本人に負担いただきます。
助成制度は年度内2回まで利用可能ですが、申請後
に、認められた額がご指定の口座に振り込まれます。

申請までの流れ

１

２

次ページの対象者の条件に当てはまりそうな場合
は、参加しているフォローアップ事業の担当者等
に相談し、手続きについて説明を受けましょう。

４

検査を受けた年度内を過ぎると、申請ができなく
なりますのでご注意ください。

定期検査を受けた年度内（必須）に助成制度
の申請をしましょう。

!

県が指定する医療機関（必須）※で、定期
検査を受けましょう。

ウイルス性肝炎の治療に係る医療費助成制度（5頁）の
受給者証が有効である期間中は申請できません。

!

☑

※医療機関についてはフォローアップ事
業の担当者等にお問い合わせください。
また、青森県のウェブページにも掲載さ
れています。（右のQRコードからアク
セスできます。）

３ 定期検査費用を支払い、必要な書類（次ページ
を参照ください。）をそろえましょう。
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医師の指示のもと、助成制度を活用しながら、定期
的に通院して肝臓の状態を確認しましょう。また、検査
の結果は付録の「からだの自己管理表」に記録しましょう。

定期検査費用助成を受けたあとは…

(1)肝炎ウイルス定期検査費用請求書
(2)医療機関の領収書
(3)診療明細書
(4)定期検査費用振込先金融機関の口座の分かる書類
（通帳の写し等）

(5)申請者の氏名が記載された被保険者証等の写し
(6)世帯全員の住民票の写し
(7)世帯全員の市町村民税課税（非課税）証明書等、
世帯全員の市町村民税の課税年額を証明する書類

(8)定期検査費用の助成に係る医師の診断書※

※2回目以降の申請では省略できる場合があります。

Q＆ A

Q 申請に必要な書類は？
A 以下の書類をご用意ください。

Q 申請の相談先は？
A

（※）陽性者に対するフォローアップ事業（2頁）参照

Q 対象者の条件は？
A

①医療保険の加入者である。
②肝炎ウイルスによる慢性肝炎・肝硬変・肝がんの患者
③住民税非課税世帯か、市町村民税所得割の合計が

23,5000円未満の世帯に属する。
④ウイルス性肝炎の治療に係る医療費助成制度（5頁）の
受給者証の交付を受けていない。

以下の条件全てに当てはまる場合はご相談ください。

参加しているフォローアップ事業（※）の実施
主体である自治体（県または市町村）の担当者
までご相談ください。
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助成制度について相談したい時は…

ウイルス性Ｂ型・Ｃ型肝炎の窓口等

●医療費助成制度（5頁）の場合
以下のうち、最寄りの申請先にご相談ください。

名称 所在地 電話番号

青森県がん・生
活習慣病対策課

〒030-8570
青森市長島１－１－１
（県庁北棟６階）

017-734-9216

東地方保健所 〒030-0113
青森市第二問屋町4丁目11-6

017-739-5421

弘前保健所 〒036-8356
弘前市大字下白銀町14－2
青森県弘前健康福祉庁舎2階

0172-33-8521

三戸地方保健所 〒039-1101
八戸市大字尻内町鴨田7

0178-27-5111

五所川原保健所 〒037-0056
五所川原市末広町14

0173-34-2108

上十三保健所 〒034-0082 
十和田市西二番町10-15

0176-23-4261

むつ保健所 〒035-0073
むつ市中央1-3-33
青森県むつ健康福祉庁舎

0175-31-1388

受付時間：平日 8:30～17:15医療費助成制度 申請先一覧

●初回精密検査（3頁）・定期検査（7頁）費用に係る助成
制度の場合
参加しているフォローアップ事業（2頁）の実施主体である自
治体（県または市町村）の担当者までご相談ください。
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治療などについて相談したい時は…

ウイルス性肝炎に関する、電話での相談を受け付けています。

肝疾患相談センター（弘前大学医学部附属病院内）

受付時間：平日 8:30～15:00
※平日12:00～13:00 及び土日・祝日・年末年始を除く。

所在地：〒036-8563 弘前市本町53
連絡先☎：0172-33-5111 内線 4020

肝炎に関する情報をウェブサイトで見るには…

TOPページにアクセスし、
ホーム > 保健・医療・福祉 > がん・生活習慣病対策
のページの中の、「関連ページ」中「肝炎対策」の部分
をご覧ください。

青森県庁 TOPページ（h ps://www.pref.aomori.lg.jp/）

ウイルス性肝炎に関する助成制度や、
講習会などの情報については、県の
ウェブサイト上でも公開しています。

目1-1

（直通）

青森県がん・生活習慣病対策課までお問い合わせください。
自己管理手帳のことについては…

所在地：青森県青森市長島一丁目1-1
連絡先☎：017-734-9216（直通）

◇付録の様式「からだの自己管理表」も、県のウェブサイト
上でデータを配布しています。様式が不足した場合は、ダ
ウンロードしてご使用ください。
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