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知って、肝炎プロジェクトとは

このキャンペーンは、平成23年5月16日に策定された肝炎対策法を受け、厚生労働省の肝炎対策助成金事業として開始さ
れました。平成25年度より、肝炎に関する知識や肝炎ウイルス検査の必要性を分かりやすく伝え、あらゆる国民が肝炎へ
の正しい知識を持ち、早期発見・早期治療に向けて自ら積極的に行動していくこと目的とした「肝炎総合対策推進国民運
動事業」として啓発活動を致しております。
肝炎とは何か、そしてどのように感染するのか、どのような人に危険性があるのか、そして様々な予防方法と治療法を
知ってもらうことを目指します。肝炎は、健康に対し驚くべき損害をもたらすにも関わらず、いまだに認知度が低く、多
くが診断されず治療も施されていないという疾患です。
世界保健機関（WHO）は、2010年に世界的レベルでのウイルス性肝炎のまん延防止と患者・感染者に対する差別・偏見
の解消や感染予防の推進を図ることを目的として、7月28日を"World Hepatitis Day"(世界肝炎デー)と定め、肝炎に関す
る啓発活動等の実施を提唱しました。
日本でもこれに呼応した取組として、7月28日を日本肝炎デーと定め、国及び地方公共団体、医療団体や事業主団体等の
協力を経て、肝炎の病態や知識、予防、治療に係る正しい理解が進むよう普及啓発を行うとともに、受診勧奨を推進いた
します。
また、厚生労働省 肝炎総合対策推進国民運動 特別参与 杉良太郎氏をはじめとする、芸能界・スポーツ界から大使・スペ
シャルサポーターの方々に肝炎ウイルス検査の認知向上などを目的とした広報活動をお手伝いいただいています。

◆2012.7.28   第1回日本肝炎デー
マリノススタジアムにてイベントを開催

◆2012.8.8 子ども霞が関見学デー
◆2013.7.21    普及啓発プレイベント＠有楽町
◆2013.7.23    普及啓発プレイベント＠大阪
◆2013.7.28    第2回日本肝炎デー

西武ドームにてイベントを開催

いままでの活動実績
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大使・スペシャルサポーター紹介

厚生労働省
肝炎総合対策推進国民運動 特別参与

杉 良太郎
（歌手・俳優）

厚生労働省
肝炎対策特別大使

伍代 夏子
（歌手）

厚生労働省
肝炎対策広報大使

徳光 和夫
（フリーアナウンサー）

{ スペシャルサポーター }

石田 純一
（俳優）

岩本 輝雄
（元サッカー選手）

w-inds.
（歌手）

上原 多香子
（歌手）

内山 高志
（プロボクサー）

AKB４８メンバー
（歌手）

EXILEメンバー
（歌手）

小橋 建太
（元プロレスラー）

コロッケ
（タレント）

島谷 ひとみ
（歌手）

清水 宏保
（元スピードスケート選手）

瀬川 瑛子
（歌手）

貴乃花 光司
（第65代横綱）

高橋 みゆき
（元バレーボール選手）

田辺 靖雄
（歌手）

夏川 りみ
（歌手）

仁志 敏久
（野球解説者）

平松 政次
（野球解説者）

堀内 孝雄
（歌手）

的場 浩司
（俳優）

三浦 大輔
（プロ野球選手）

安田 美沙子
（タレント）

山川 豊
（歌手）

山本 譲二
（歌手）

※敬称略



7月22日（火）
知って、肝炎

キックオフミーティング2014
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実施概要

名 称 「知って、肝炎」 キックオフミーティング2014

実施日時 2014年7月22日（火）
・キックオフミーティング 13：00～14：30
・街頭配布 11：30～15：30

実施場所
・任命式＆キックオフミーティング

丸ビルホール
〒100-6307 東京都千代田区丸の内2-4-1丸ビル7階

・肝炎検査促進資料街頭配布…丸ビル周辺

対 象 ・任命式＆キックオフミーティング
プレス関係者 30媒体63名

・肝炎ウイルス検査促進資料街頭配布
一般対象 配布数 1,000個

目 的 肝炎の「早期発見」について、全国一斉訴求。
すべての国民が少なくとも1回は受検し、
国内最大級の感染症「肝炎」の根絶へ。
⇒コミュニケーション目標：肝炎ウイルス検査促進推進

実施内容 ・「知って、肝炎」キックオフミーティング2014
厚生労働大臣挨拶／辞令交付／広報大使任命式／
特別大使・スペシャルサポーター登場・大臣激励・
意気込みコメント／フォトセッション

・肝炎ウイルス検査促進資料街頭配布
3点セット配布(「知って、肝炎」リング、肝炎ウイルス検査啓発リーフレット、PRポケットティッシュ)

※徳光和夫広報大使「知って、肝炎」キックオフミーティング2014終了後
街頭配布参加

主 催 厚生労働省
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記録写真

【記者配付資料】

【徳光広報大使 肝炎検査受検促進パンフレット街頭配布】
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メディア露出 TVメディア
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放送日 曜日 放送局 番組名 時間 ネット数 露出時間

1 7月22日 火 NTV news every. 15：50～19：00 8局
1分15秒

（17：46～17：47）

2 7月22日 火 CX スーパーニュース 16：50～19：00 18局
57秒

（17：36～17：37）

3 7月23日 水 NTV NEWS ZERO 23：00～23：59 30局
2分12秒

（23：31～23：34）

4 7月23日 水 NTV Oha！4 NEWSLIVE 4：00～5：50 8局
1分15秒

（4：53～4：54）

5 7月23日 水 TBS はやチャン！ 5：00～5：30 7局
58秒

（5：25～5：26）

6 7月23日 水 MX  モーニングCROSS 7：00～8：25 1局
1分47秒

（7：42～7：44）

7 7月23日 水 NTV スッキリ！ 8：00～10：25 18局
1分27秒

（9：49～9：51）

8 7月23日 水 YTV
ZIP
（関西ローカル・パート） 6：30～8：00 1局

43秒
（7：22～7：25）

9 7月24日 木 TBS ひるおび 11：00～13：50 28局
14分46秒

（12：48～13：05）



メディア露出 PRINTメディア
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発売日 分野 媒体名 媒体社 サイズ（cm） 備考

1 7月23日 スポーツ紙
日刊スポーツ

（札幌版）
日刊スポーツ新聞社 12.5×10.5 カラー

2 7月23日 スポーツ紙
日刊スポーツ

（東京版）
日刊スポーツ新聞社 12.5×10.5 カラー

3 7月23日 スポーツ紙
日刊スポーツ
（名古屋版）

日刊スポーツ新聞社 12.5×10.5 カラー

4 7月23日 スポーツ紙
日刊スポーツ
（北九州版）

日刊スポーツ新聞社 12.5×10.5 カラー

5 7月23日 スポーツ紙
デイリースポーツ

（東京版）
デイリースポーツ 11.5×8.6 カラー

6 7月23日 スポーツ紙
デイリースポーツ

（大阪版）
デイリースポーツ 11.5×8.6 カラー

7 7月23日 スポーツ紙
スポーツ報知

（札幌版）
報知新聞社 10.0×46.9 カラー

8 7月23日 スポーツ紙
スポーツ報知

（東京版）
報知新聞社 10.0×46.9 カラー

9 7月23日 スポーツ紙
スポーツ報知
（名古屋版）

報知新聞社 10.0×46.9 カラー

10 7月23日 スポーツ紙
スポーツ報知

（大阪版）
報知新聞社 10.0×46.9 カラー

11 7月23日 スポーツ紙
スポーツ報知
（北九州版）

報知新聞社 10.0×46.9 カラー

12 7月23日 スポーツ紙
サンケイスポーツ

（東京版）
産業経済新聞社 20.6×13.0 カラー

13 7月23日 スポーツ紙 道新スポーツ 北海道新聞 20.6×13.0

14 7月23日 一般紙 pa-tona 北日本新聞社 12.7×10.9 カラー



メディア露出 WEBメディア

合計301のWEB媒体にて掲載

＜掲載WEB＞
マイナビニュース、BIGLOBE ニュース、MY J：COM、Yahoo!ニュース、ニコニコニュース、
ネタりか、MANTAN TV、@niftyニュース、Ameba News、BIGLOBE ニュース、Bimajin、
Candyトピックス、CROOZblog、GirlsNow、GREE、Infoseekニュース、Kirei Style、livedoor
ニュース、mixi ニュース、エキサイトニュース等
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8月7日（木）
伍代夏子特別大使
東京都知事表敬訪問
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実施概要

名 称 「知って、肝炎」 伍代夏子氏 東京都知事表敬訪問

実施日時 2014年8月7日（木） 12：40～12：55

実施場所 東京都庁第一本庁舎7階特別応接室
〒163-8001東京都新宿区西新宿2-8-1
TEL 03-5321-1111

対 象 プレス関係者 11媒体18名

目 的 肝炎の「早期発見」について、東京都民及び全国一斉訴求。
すべての国民が少なくとも1回は受検し、
国内最大級の感染症「肝炎」の根絶へ。
⇒コミュニケーション目標：肝炎ウイルス検査促進推進

実施内容 肝炎特別大使 伍代夏子氏、東京都知事 舛添 要一氏 表敬訪問

主 催 厚生労働省
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記録写真

【面会風景】

新宿駅西口ハルク前
新宿駅東南口

【肝炎検査促進パンフレット街頭配布】
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メディア露出 TVメディア

12

放送日 曜日 放送局 番組名 時間 ネット数 露出時間

1 8月7日 木 CX スーパーニュース 16：50～19：00 18局
60秒

（17：23～17：24）

2 8月8日 金 MX MXニュース 12：15～12：30 1局
1分37秒

（12：17～12：18）

3 8月8日 金 BSフジ BSフジニュース 10：55～11：00 BS放送
1分8秒

（10：57～10：58）



メディア露出 PRINTメディア
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発売日 分野 媒体名 媒体社 サイズ（cm） 備考

1 8月8日 一般紙
読売新聞

（東京・都内版）
読売新聞社 4.2×12.4

2 8月8日 一般紙
読売新聞

（東京・武蔵野版）
読売新聞社 4.2×12.4

3 8月8日 一般紙
産経新聞
（東京版）

産業経済新聞社 17.0×11.9 カラー

4 8月8日 一般紙 東京新聞 中日新聞東京本社 3.4×9.8 カラー

5 8月8日 スポーツ紙
サンケイスポーツ

（東京版）
産業経済新聞社 17.0×15.5

6 8月8日 スポーツ紙 道新スポーツ 北海道新聞社 17.0×15.5

7 8月8日 スポーツ紙
スポーツ報知

（札幌版）
報知新聞社 3.4×15.7 カラー

8 8月8日 スポーツ紙
スポーツ報知

（東京版）
報知新聞社 3.4×15.7 カラー

9 8月8日 スポーツ紙
スポーツ報知
（名古屋版）

報知新聞社 3.4×15.7 カラー

10 8月8日 スポーツ紙
スポーツ報知

（大阪版）
報知新聞社 3.4×15.7 カラー

11 8月8日 スポーツ紙
スポーツ報知
（北九州版）

報知新聞社 3.4×15.9 カラー

12 8月8日 スポーツ紙
デイリースポーツ

（東京版）
デイリースポーツ 10.2×6.2



メディア露出 WEBメディア

合計30のWEB媒体にて掲載

＜掲載WEB＞
Yahoo！ニュース、livedoorニュース、SANSPO.COM、iZa、gooニュース、FNNニュース、
so-netニュース、Gyao、時事ドットコム、msnビデオ、スポーツ報知、infoseek楽天
ニュース、楽天WOMAN、gooニュース、デイリースポーツONLINE、BIGLOBEニュース、
msn産経ニュース等
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10月2日(木)
日経健康セミナー21スペシャル

戦略的健康管理が会社を変える
国内最大級の感染症対策から考える健康管理
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健康診断における肝炎ウイルス検査実施状況

※出典 厚生労働省
「平成23年度肝炎検査受検状況実態把握事業
事業成果報告書」
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【タイトル】 「日経健康セミナー２１」 スペシャル 戦略的健康管理が会社を変える 国内最大級の感染症対策から考える健康管理

【主 催】 厚生労働省 【共 催】日本経済新聞社

【開催日時】 2014年 10月2日（木） 開場 13：00／開演13：30 16:30終了

【開催場所】 日経ホール 〒100-8066 東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル3階

【プログラム】 13:30～13:40 主催者挨拶：
13:40～14:40 基調講演：

「企業の成長力を左右する健康経営～戦略的に取り組む社員の健康管理～」
古井祐司氏 (東京大学政策ビジョン研究センター健康経営研究ユニット特任助教)

14:40～15:00 挨 拶：
杉良太郎氏 (厚生労働省 肝炎総合対策推進国民運動特別参与挨拶/歌手・俳優）

15:00～15:15 講 演：
「肝炎対策に対する厚労省の取り組み」
鈴木章記 （厚生労働省健康局疾病対策課 肝炎対策推進室長）

15:15～15:30 休憩
15:30～16:30 パネルディスカッション:

「いかに肝炎対策に取り組み企業を健全な成長に導くか？」
・古井祐司氏
・渡辺哲氏 (東海大学医学部基盤診療学系公衆衛生学教授)
・浅野健一郎氏 (株式会社フジクラ 人事・総務部健康経営推進室副室長）
・荒川正章氏 (埼玉肝臓友の会 幹事)
・鈴木章記
コーディネーター：
徳光和夫氏 (厚生労働省 肝炎対策広報大使/フリーアナウンサー)

【申込人数】 432名

【参加人数】 306名

日経健康セミナー21スペシャル概要
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日経健康セミナー21スペシャル記録写真
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【役職】

【性別】 【年齢】 【業種】

【従業員数】

日経健康セミナー21スペシャル参加者概要
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会場アンケート調査結果

日経健康セミナー21スペシャルアンケート



2014年12月3日（水）
スペシャルサポーター コロッケ氏番組出演

テレビ東京「Ｌ４ＹＯＵ！」
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実施概要

番組名 L４YOU！

放送日時 2014年12月3日（水） 16：00～16：52

放送回タイトル

放送局 ・テレビ東京・テレビ北海道・テレビ愛知・テレビ大阪・テレビせとうち・TVQ九州放送
・信越放送・びわ湖放送・奈良テレビ放送・テレビ和歌山・大分放送・宮崎放送

（12局にて放送）

番組内容 脂肪肝、NＡＳＨ(ナッシュ）、ウイルス性肝炎について解説

ウイルス性肝炎の解説部分ではコロッケ氏がスペシャルサポーター証を披露し、
知って、肝炎プロジェクトの紹介、肝炎ウイルス検査の未受検者に対し受検を呼びかけ

出演者 スペシャルサポーター コロッケ氏
横浜市立大学附属病院消化器内科 中嶋 淳教授
司会：草野 満代（フリーアナウンサー）・板垣 龍佑（テレビ東京アナウンサー）

22

年末年始は要注意！
今から間に合う肝臓(秘）対策
（脂肪肝・ウイルス性肝炎）



2015年2月19日（木）
スペシャルサポーター 山本譲二氏

下関市長表敬訪問
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実施概要

名 称 「知って、肝炎」 山本譲二氏 下関市表敬訪問

実施日時 2015年2月19日（木） 10：00～10：30

実施場所 下関市役所本庁舎本館5階 市長応接室
山口県下関市南部町1番1号

対 象 プレス関係者 １９媒体へ取材依頼

目 的 肝炎の「早期発見」について、下関市民及び山口県一斉訴求。
すべての国民が少なくとも1回は受検し、
国内最大級の感染症「肝炎」の根絶へ。
⇒コミュニケーション目標：肝炎ウイルス検査促進推進・陽性者の早期治療開始喚起

実施内容 スペシャルサポーター 山本譲二氏、下関市長 中尾友昭氏 表敬訪問

主 催 厚生労働省
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下関市表敬訪問

【杉良太郎特別参与メッセージ】
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メディア露出 TV・ラジオ・Printメディア

■テレビ

放送日 放送曜日 放送局 番組名 ネット数

2月19日 木 KRY山口放送 KRYニュース 1局

2月19日 木 KRY山口放送 熱血テレビ 1局

■ラジオ
放送日 放送曜日 放送局 番組名 ネット数

2月19日 木 KRY山口放送 KRYニュース 1局

2月19日 木 コミュニティーFM下関 1局

■新聞
発売日 分野 媒体名 媒体社 備考

2月20日 金 山口新聞 みなと山口合同新聞社 カラー

2月20日 金 朝日新聞 朝日新聞社

2月20日 金 毎日新聞 毎日新聞社



その他広報活動
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インターネットの普及状況

※1・2出典：総務省「平成25年 通信利用動向調査」

【インターネットの利用者数及び人口普及率の推移】※1 【インターネットの利用者 世代別】※2

【ソーシャルメディアの利用率（全体・年代別）】※3

※3出典：総務省
「平成25年 情報通信メディアの利用時間と

情報行動に関する調査」
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広報動画

■スペシャルサポーターによる広報動画を5編制作
【なくそう！肝炎】杉良太郎・伍代夏子「あなたと、大切な人のために、必ず検査を受けてください」
【なくそう！肝炎】上原多香子・w-inds.・岩本輝雄・島谷ひとみ・コロッケ「必ず検査を受けてください」
【なくそう！肝炎】平松政次・田辺靖雄・小橋建太・清水宏保・仁志敏久「必ず検査を受けてください」
【検査は必ず報われる】高橋みなみ（AKB48）「高橋みなみからのお願いです」
【なくそう！肝炎】HIRO・NAOKI（EXILE）「大切な人に声をかけて、想いを行動に」

■厚生労働省 YOUTUBEオフィシャルサイト

「知って肝炎 YOUTUBE」で検索
総再生回数は117万回を超える
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広報動画 「必ず検査を受けて下さい」篇
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広報動画案内チラシ

知って、肝炎ホームページからダウンロードが可能



【Yahoo!リーディングテキスト】
7/25～7/29掲出

【FACEBOOK】

【Twitter】
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WEBによる広報

【Yahoo!トップページに掲載】
肝炎ウイルス検査、受けてますか？
早期発見を（厚労省）
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WEBによる広報

【リスティング広告（検索サイト検索結果画面広告）】 Yahoo!/Google等にて実施中

健康診断結果表における肝機能検査値に連動するキーワードを購入
通常の健診では肝機能検査しか行われていないことを告知し、
肝炎ウイルス検査施設を紹介するランディングページに誘導

キーワード：
AST、GOT、GPT、y-GTP、ALP、ZTT、TTT、LDH、A/G比、総蛋白、MCV、
MCH、MCHC、血清鉄、BMI、健康診断、人間ドッグ、肝炎

GOTだけじゃない。肝臓の異常
www.kan-en.org
肝がんの8割はウイルス性。健康診断
でウイルス検査をしているか確認を！

検索サイトの検索結果ページに
メッセージを掲載



掲載日： 2014年7月29日
媒体名： スポーチ報知「L」（エル）

女性向けを意識した紙面構成
毎週火曜日に本紙に折り込み

掲載内容：杉良太郎特別参与による肝炎対策に関する活動紹介
伍代夏子特別大使・徳光和夫広報大使によるスペシャル対談
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スポーツ新聞における広報

掲載日： 2015年2月16日～25日
媒体名： サンケイスポーツ

①肝炎（かんえん）ウイルス検査って？健康診断じゃダメなの？
小橋 建太氏
（監修 佐賀大学肝疾患医療支援学講座 江口教授）

②ウイルス性肝炎（かんえん）ってどんな病気？
平松 政次氏

（監修 国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター肝疾患研修室 是永室長）
③普通の生活では肝炎ウイルスに感染しないよね？

瀬川 瑛子氏
（監修 愛媛大学消化器・内分泌・代謝内科学 日浅教授）

④肝臓について教えて！
安田 美沙子氏
（監修 国立国際医療研究センター 肝炎・免疫研究センター

肝疾患先進医療研究室 考藤室長）
⑤お酒の飲み過ぎが肝臓病の原因？

三浦 大輔氏
（監修 横浜市立大学肝胆膵消化器病学教室 中島主任教授）

⑥肝炎（かんえん）になっても痛くないの？
（監修 国立国際医療研究センター 肝炎・免疫研究センター

肝炎情報センター 正木センター長）
⑦食べ物でB型・C型肝炎（かんえん）ウイルスに感染しますか？

貴乃花 光司氏
（監修 国立感染症研究所 ウイルス第二部 脇田部長）

⑧肝炎の主な治療法を教えて下さい？
高橋 みゆき氏
（監修 国立国際医療研究センター 肝炎・免疫研究センター 溝上センター長）

⑨肝炎ウイルス検査はどこで受けられますか？費用は？
清水 宏保氏
（監修 厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室）

掲載内容：
肝炎の疑問にスペシャルサポーター
が答えるコラムを連載
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