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1. DOTS 及び患者管理事業

DOTS事業

埼玉県

 DOTSの実施検討のための結核病床連携強

化事業

千葉県

 院内DOTS支援事業

・各関係機関が結核の診断、治療、患者管理、予

防対策等を効果的・効率的に施策を進めるために、

各自の院内DOTSの現状と問題点を話し合った。

また、保健所の連携について結核研究所の小林典

子氏より講演を頂いた。

効果  結核対策に携わる各機関が統一した院内DOTS

を実施できるよう支援することにより、千葉県

の結核対策を効果的、効率的に推進することが

出来る。

 在宅DOTSモデル事業（在宅療養者服薬支援

事業）

 過去の患者服薬状況について、平成12・13年

登録患者へアンケートを実施。

 通院患者に対して確実に服薬ができるような支援

　①保健所DOTS

　② 服薬診断　チェックシートを活用し、服薬管

理について決定する。

　　 月2回、課内保健師で方針についてカンファ

レンスを実施

　③メッセージ集の作成

　　 治療終了者へのアンケート回答者より、これ

から治療を開始する者へのメッセージを依頼

し、まとめて冊子とし、新登録患者に配布。

　④薬剤についての指導パンフレットを作成

　　 薬剤についての情報やアンケート解答者から

寄せられた工夫点を記載したパンフレットを

作成

　⑤薬箱の配布

　　 飲み忘れ防止のため、本人及び家族が気づき

やすい薬箱を、34条新規申請者に対して配布。

服薬状況確認システムの確立

　①医師会への啓蒙

　　 最新の結核治療及びDOTSの紹介のため医

師会に対して講演会を開催

　　平成15年3月4日（火）

　　講師：国立療養所千葉東病院　山岸副院長

　　「結核の治療について」参加者：72名

　②中断者への早期受診勧奨

　　 化学療法研究所付属病院との連携会議にて、

退院した患者について情報を提供。

　　中断が判明した時点おいて保健師が対応。

　③受診確認システムの確立

　　 管内の結核患者が多く受診をしている、市立

病院と受診確認について実施に向けて調整。

効果  ・過去に登録のあった患者へのアンケートによ

り、服薬状況についての課題が判明し、保健指

導における服薬支援方法の強化を実施すること

ができる。

・様々な服薬支援を開始し、服薬中断防止に向

け指導を開始したが、効果については今後の経

過観察が必要である。

・管内結核治療機関との連携が持てるようにな

り、来年度から受診確認システムを稼動する予

定であり、中断者の早期対応が出来る。

ニューヨーク式DOTSカンファレンス事業

・県内主要保健所に結核専門医を派遣し、また県

主催の結核対策作業部会に参加するなど統一した

実施要綱のもと、コホート会議の円滑な運営を図

るための方法や知識を普及徹底させた。
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効果  結核対策の普及徹底にきわめて有効なコホート

会議を有意義なものとするために、県内保健所

が結核対策の統一した見解を持つことが重要で

あるが、コホート会議に前準備として各保健所

の足並みをそろえ、結核対策を千葉県全体の取

り組みとして認識させる。

DOTS相談110番

・結核専門職、住民等からのDOTS相談に応じ

る一方、ホームページから医療関係者や各保健分

野の人達にDOTS情報の提供を行う資料、また

保健所の定期外健診実施の際の啓発用リーフレッ

トを作成した。

効果  県民、医療機関関係者に結核一般の知識・技術

の啓発を図る。

DOTS手帳の作成及び配布

・結核管理手帳を作成し、配布した。

効果  結核は正しい服薬によって治療可能であるが、

誤った服薬により多剤耐性結核など重症化させ

るおそれがある。この手帳を使用することで入

院時の服薬状況等の把握、退院後の患者の管理

を徹底し、結核患者の治療に大きな役割を果た

す。

県外医療機関とのDOTS推進事業

・「結核対策千葉方式」ハンドブック及び発表抄

録を作成し、各都道府県政令市及び隣接する県外

の結核病院へ送付し、「結核対策千葉方式」に対

する理解及び協力要請を行った。

効果  各都道府県及び県外の結核病院に「千葉方式」

の理解を得ることにより、密接な連携を図るこ

とができる。

東京都

大都市における結核の治療率向上事業

山谷地域直接服薬確認治療（DOT）

病院内直接服薬確認治療（DOT）

保健所による訪問指導の充実

結核病院の病床利用状況の把握

連絡会の開催

効果 ・ホームレス等結核患者の早期発見と治療促進

・直接服薬確認治療（DOT）の普及促進

・医療機関等、関係機関との連携強化

岐阜県

服薬指導事業

・初回訪問時に服薬継続の必要性を十分説明する

とともに、飲み忘れ防止のため、ビニールポケッ

ト付き「服薬指導カレンダー」を配布した。

効果  服薬の重要性に理解が得られ、また本人及び家

族により飲み忘れのチェックができたことで、

確実な服薬の徹底に効果がある。

京都府

結核治療率向上事業（DOTS事業）

DOTS事業検討会議の開催（事業評価会議）

　結核拠点病院と保健所で事業実施

DOTSカンファレンスの実施

服薬支援の実施

　①マニュアルに沿った対応の実践

　②退院後の服薬支援の方法、治療の評価等

DOTS推進検討会の実施

　結核精度管理研修の中で報告

効果  ・新登録患者の確実な治癒を促進させることに

より、再発による感染の拡大、薬剤耐性菌の出

現を防止する。

・他の病院への院内DOTSの普及。

兵庫県

院内DOTS推進事業

・院内DOTS研修会の開催

効果  県下の結核病院等で院内DOTSを推進すること

により、治療成績の向上が図れるとともに、再

発を抑えることができる。

奈良県

DOTS支援事業

 14年度対象者は、9月退院にあたり保健所で支

援者（看護職）の確保、県庁健康対策課で要綱

の作成等を行ったが、通院先の主治医の判断に

よりいったん服薬終了となった。現在、月1回

の胸部X線撮影により経過観察中。再発の際に

は、DOTS体制に入れるようにしている。

 15年度は県内全域への拡大に向けて、院内

DOTSの勧奨、病院との連携体制整備を行っ

た。国立療養所西奈良病院と月1回の退院カン

ファレンスを開始した。



6

効果 ・患者に対する確実な治療

・患者と接触する人への感染防止と不安解消

和歌山県

病院と保健所との看護連携強化事業

 結核症の入院患者について、結核病院（医師・

看護・社会福祉）と地域保健所との患者情報交

換システムの確立により、患者管理・指導体制

を強化した。

 各病院においてクリニカルパスウェイの普及や

患者教室を開催した。

 看護職員や事務職員を対象とした研修会を開催

した。

服薬手帳を作成した。

効果  結核病床を有する病院と地域の保健所との連

絡、協力体制を強化することや患者に対する結

核教育を徹底すること及び院内DOTSの実施に

より、適正な療養生活の確保や退院後の生活指

導が強化される。

岡山県

地域DOTS普及促進事業

・結核病床を有する医療機関における服薬指導に

ついての現状を把握し、関係者に対するDOTS

事業導入に向けて研修会を開催した。

その後、結核患者治療支援システムを構築するた

め、医療機関と保健所が連携会議を開催し、患者

の治療中断を防ぐための連携の強化を図った。

効果  ・院内DOTの現状が把握でき、また医療機関

と保健所の連携システムが構築される。

・病院と保健所の連絡体制が整い、退院後の治

療連携がとれるようになる。

札幌市

DOTS 対策事業

・病院、関係者等によるカンファレンスを行い、

入 院 中 は 院 内DOTSを、 退 院 後 は 委 託 先（ 訪

問看護ステーション）の看護師が訪問方式での

DOTSを行った。

また、DOTS協議会を開催し、協力医療機関、訪

問看護ステーションと情報交換等を行った。

効果  訪問DOTSにより確実に服薬が継続され、治療

終了となる。

横浜市

 大都市における結核の治療率向上（DOTS）

事業（横浜市DOTS事業）

 寿町勤労者福祉協会診療所でのDOTS治療の

実施と地域における結核治療の充実

　 看護師が月曜から金曜日まで毎日服薬確認を行

い、来所しない患者については、保健師、ケー

スワーカーの訪問等により治療中断防止を図っ

た。

　 また、糖尿病・アルコール依存症等の基礎疾患

を有した結核患者の外来治療を推進するため、

週1日結核専門医を配置した。

 国立療養所南横浜病院での院内DOTS支援と

効果的な患者管理

　 寿地区の結核患者の大多数が入院している南横

浜病院へMSWとカウンセラーを派遣し、ケー

スワークやカウンセリングで治療中断防止を図

り、DOTS治療の動機付けやDOTSカンファ

レンスの開催、関係機関への迅速な情報提供を

行った。

 DOTS事業をバックアップする関係機関との

連携体制の整備

　 寿地区及びその周辺地域での医療・保健・福祉

の連携を強化するため、横浜市DOTS事業ネッ

トワーク会議を開催し、中区寿地区以外の住所

不定者の事例等について各区福祉保健センター

が報告を行い、DOTSにつなげるための意見

交換を行った。

 院内DOTSの推進

　 県立循環器呼吸器病センターからの退院患者受

け入れ体制を構築した。

効果 ・治療脱落を予防し、結核治療完了率を高める。

・感染の拡大を防止する。

・医療、保健、福祉の関係機関が各々の役割が

再認識され、患者の支援体制の整備と実効性の

高い結核対策を推進することができる。

・DOTS治療の導入で、入院期間の短縮や医療

費の軽減を図り、結核病床の確保ができること

となる。

・市内の結核病床を有する病院の院内DOTSを

推進する。
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川崎市

川崎市結核対策DOT事業

・ 13年度に引き続き、保健所において職員及び

雇い上げ看護職によりDOTを実施した。また、

専門家を交えて推進会議を開催し、報告、評価、

検討を行った。

効果  従来の治療困難者とされている患者の治療成功

率を上げることにより、地域間較差を是正し、

市全体の罹患率・有病率の改善を図る。

名古屋市

名古屋市DOTS事業

・住所不定の結核患者に対し雇い上げ保健師が入

院中に病院訪問し、療養支援を行うとともに本事

業を説明、本人の了承を得た上で退院後生活保護

法の更生施設に入所させ、雇い上げ保健師を派遣

して直接監視下投薬を行った。

効果  住所不定の結核患者における治療脱落中断者を

ケアすることにより、治癒率向上を図る。

大阪市

DOTS事業の実施

・DOTSの趣旨を理解した患者に対し、医療機

関や福祉関係機関との連携を図りながら、退院後

の抗結核薬の服用を服薬支援者が直接見届けた。

効果  治療の中断を防止し、結核患者の治療完了率を

向上させることにより、蔓延防止・耐性菌の発

生防止、更には罹患率の抑制が期待される。

神戸市

DOTS事業の実施

広島市

DOTS導入推進事業

結核治療成績、治療状況等の分析を行った。

 DOTSを導入している都市を視察し、体制、手

法、効果等情報収集を行った。

 導入方法（対象者の選定、実施方法等）につい

て検討した。

 医療機関を訪問し、院内DOTS等について協

議し、協力依頼、調整を行った。

効果  DOTSを実施している都市を視察することによ

り、導入する上での問題点や課題が明確になり、

円滑に治療率向上（DOTS）事業を実施するこ

とができる。

東大阪市

DOTS対策事業

・医療機関へ委託をして、医療機関との連携を密

にしながら確実な服薬治療を徹底することによ

り、治療中断を防止することができる。

効果  服薬中断による多剤耐性患者の阻止及びさらな

る感染の拡大を防止することができる。

尼崎市

DOTS事業

 保健所又は保健センターにおいて保健所保健師

及び雇い上げ保健師が担当した。

服薬支援

　① 入院中：1～2回／月程度病院訪問し医療機

関との連携を密にしながら、本人に対して事

業の説明を行い同意を得た。

　② 退院後：1～5回／週、本人の状況に合わせて、

来所及び訪問により服薬確認を行った。

効果  患者の治療成功率を向上させ、併せて感染の拡

大や耐性菌の発生を防止する。

港区

結核患者服薬支援事業

・結核患者の対面服薬確認を訪問看護ステーショ

ンへの委託または保健師の訪問により行い、主治

医が必要と認めた期間、服薬治療を支援した。訪

問看護ステーションからの看護師の派遣は定期検

討会（DOTSカンファレンス）にて検討し、本

人の同意を得た上で決定し、派遣回数は支援個別

計画に基づき決定した。

効果  結核治療の必要な患者が治療脱落するのを防

ぎ、結核の蔓延を予防する。

新宿区

結核患者服薬治療支援事業

 保健師が病院訪問した際に入院結核患者と面接

をし、服薬治療支援事業（DOTS）についての

説明を行い、外来治療開始後この方式による服

薬治療支援を行う旨の承諾を得た。
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 入院中の服薬治療支援事業（DOTS）を承諾し

た者に対して、月1回DOT看護師が病院訪問

を行い、患者の状況等を確認した。

 退院連絡が病院から来たら、福祉事務所に連絡

をとり、宿所確保の依頼を行った。

 退院時、保健師又はDOTS看護師が病院の退

院時指導につきそった。

 月～金の午前9時30分から11時の間に患者を

通所させ、DOTS看護師の面前で服薬させた。

 退院後主治医が必要と認めた期間、服薬を支援

した。

 DOTS修了者に対し、終了のお祝いと継続服薬

している他の者を励ますDOTS終了式を行っ

た。

 療養生活における問題の共有と解決、治療中断

の防止、治療終了後の自立生活に向けた心身及

び社会的側面の準備、再発予防のためのセルフ

ケア能力の向上を目的としたDOTSミーティ

ングをDOTS実施中の者、終了した者を対象

に行った。

効果  ・保健師及びDOTS看護師が毎月病院訪問を行

い、医療や退院後の生活についての不安などの

相談にのり関係が作れるようになったため、自

己退院や治療中断が減少する。

・服薬支援は服薬支援を受ける者同士のつなが

りを生み、お互いの関係が刺激になったり支え

あったりすることで治療終了にこぎつけてい

る。

・結核の罹患率及び有病率を高位にしているハ

イリスクの者が多い地域特性をもつ当区として

は、本事業を確実に実施継続することで住所不

定者の治療中断の減少、多剤耐性結核の発生予

防が期待される。

患者管理事業

岩手県

結核治療中断者等早期把握支援事業

結核治療中断者の早期把握

　 協力医療機関の協力により結核患者の受診状況

及び菌検査実施状況を把握

 結核治療中断者への家庭訪問等保健指導の実施

及び協力医療機関への家庭訪問等状況報告

 治療中断者のうち治療再開困難事例に関する症

例検討会を実施

効果  医療機関と保健所が連携をとることにより、効

果的な患者管理及び患者への保健指導を行うこ

とができるとともに、多剤耐性結核の発生予防

や二次感染の発生を防止することができる。

神奈川県

結核患者管理促進事業

石川県

保健医療連携促進事業

 講義「結核患者服薬支援のための病院と保健所

の看護間連携の実際について」

　講師　大阪府立羽曳野病院　山野克子氏

意見交換：管内での看護間連携について

効果  具体的に連携の方法について決めることができ

る。

福井県

治療適正化事業

患者管理検討委員会の開催

　 構成：結核指定医療機関医師、結核病棟看護師、

保健所医師、保健師

　検討内容：①予防可能事例

　　　　　　②継続看護記録の活用例

　　　　　　③ 患者情報共有のためのシステムづ

くり

　　　　　　④連携マニュアルの作成

患者管理研修会

　 対象者：結核指定医療機関の医師、看護師、高

齢者入所施設の医師、職員約50名
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　内容：①予防可能事例について

　　　　② 結核患者管理における地域連携を考え

る

　講師：県立大学　教授　國分恵子氏

モデル診査会

　対象者： 結核診査協議会委員、結核指定医療機

関医師　約30名

　内容：①診査協議会の役割について

　　　　②モデル診査会

　講師：結核予防会　顧問　島尾忠男氏

 結核予防技術者地区別講習会（東海・北陸ブロッ

ク）派遣事業

　 技術者特別講習会に保健所職員等を派遣し、結

核対策に必要な最新の知識と学問の進歩に即応

した技術の習得と向上を図り、保健所の機能強

化を図った。

効果  ・医療機関と保健所の間での情報交換が円滑に

行えるようになる。

・継続看護記録の活用を促進することで、退院

後別の医療機関へかかったり、施設に入所した

りしたような場合、保健所を中心にそれぞれの

機関との連携強化が図れるようになる。

・事業を通し、保健所結核業務従事者の意識の

向上が図れる。

愛知県

結核に関する健康相談

・胸部X線撮影検査、肺活量検査等を含む健康診

断及び専門医、理学療法士、保健師等による日常

生活、福祉制度等に関する相談指導を実施した。

効果  ・結核患者や回復者、その家族等に対する増悪

防止のための自己管理能力の育成・強化により、

結核の再燃が予防される。

・肺結核及び胸郭切除術等に起因する呼吸不全

者及びその恐れのある者に対して、健康診断や

日常生活、福祉制度等に関する健康相談を実施

したことで、良好な日常生活の維持が図られ、

呼吸器疾患障害の発症、増悪が予防される。

京都府

結核患者相談事業

生活相談事業

　 相談員が主要病院及び在宅療養患者の自宅に出

向き相談を受けるとともに、電話（FAXを含

む。）でも常時相談を受けた。

医療相談事業

　 健康に関する催し（年3回）の場に相談コーナー

を設け、医師、相談員を派遣し、医療を中心と

した相談を受けた。

　 事業の実施について京都府患者同盟に委託した。

効果  京都府患者同盟により、療養体験に根ざした相

談活動等を行うことによって、病院、保健所で

カバーしきれない結核患者のニーズに応え、そ

の福祉を増進することができる。

島根県

登録者管理事業

・結核管理カード（ビジブルカード）から病状不

明者をリストアップし、保健師による受診勧奨及

び受診医療機関から情報を入手した。

効果  登録患者の病状把握、医療機関との連携の強化

につながる。

管理検討事業

・「結核予防可能例」を基本とし、患者管理方法

等について検討した。

効果  保健所の結核指標、患者管理等について評価し、

具体的な対応が行われた。

香川県

結核医療適正化事業

・結核予防対策業務を見直し、再検討した。医療

機関と保健所間の連携強化の方策や本県の実情に

即した結核対策の手法、普及啓発対策の方法等、

結核対策全般について関係機関と情報のやり取り

をし、患者管理を円滑に行うためのやり方を検討

した。

平成15年度から小・中学校のBCG接種が廃止に

なるため、乳幼児期のBCG接種の精度を高める

必要があり、関係者からの要望が強かったので、

県内のBCG接種医師に対し、手技等の研修を実

施した。

効果  ・情報を共有化し、役割分担をすることで、病

院と保健所が一体となった保健指導、患者管理

を行うことが可能であり、保健所職員の受け入

れ体制の向上、治療の脱落防止等が期待できる。

・菌検査等の検査情報がサーベイランス上に迅

速に反映され、結核対策の精度管理が向上する

ことが期待できる。

・BCG接種医師等の研修では、予防接種手技
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等の精度の向上が期待できる。

高知県

結核患者相談事業

低肺機能者健康教室

　 結核等により呼吸器に障害を持つ患者、家族に

対し、医師・理学療法士等による実生活面にお

ける健康教室を実施。（参加者数60人）

　 医師4人・理学療法士4人によるミニ講演・個

別相談・呼吸法実技・身障手帳障害年金につい

て

 結核予防週間などの啓発に使用するティッシュ

ペーパーを作成し、市町村や医療機関に配布し

啓発に利用。また、健康に関する催しの場に相

談コーナーを設け、健康医療相談及び結核予防

に関する啓発を実施。

　・ ティッシュペーパー40,000個作成（53市町村、

結核病床を有する医療機関等に配布し、啓発

活動を実施）

　・結核予防週間等に合わせ相談会の実施

 相談員研修：相談等に応える患者同盟の相談員

研修として実施。（第11回全国結核フォーラム

に2名参加）

効果  患者に対する生活相談等の実施により、患者・

家族の状況にあった相談・助言を行い、結核に

ついての正しい知識の普及や在宅療養の推進が

図れる。

大分県

結核患者療養支援ネットワーク検討会

 結核関係者情報交換会及び結核菌情報システム

の運用会議、院内DOTSの報告、その他患者

管理のためのマニュアルを作成した。

 結核専門医師による最新医療の医療技術向上の

ための事例検討を含めた研修会及び院内感染対

策研修会を実施した。

効果  結核患者の治療中断、脱落を防ぎ、治療完治を

図る。

鹿児島県

結核予防施行事務指導

・管内保健所の中から患者管理事務等の実施状況

を検討した結果、必要と思われる保健所に対して、

個別かつ具体的な指導を行った。さらに関係職員

等に対し、資質の向上を目的として、結核研究所

への派遣研修を行った。

効果  保健所における結核に関する管理上の問題点を

明確化することにより、一層の適正な患者管理

が図られ、保健所機能が強化された。

沖縄県

 結核患者支援体制づくりのための拠点病院

と保健所の連携強化事業

事務局会議（健康増進課、2保健所）･･･4回

拠点病院との連携会議･･･2回

　 参加者（病院医事課長、病棟師長、副院長、事

務局）

　①事業概要及び意義の説明

　②連携会議の役割、研修会の打合せ

 拠点病院の医師、看護職に対し研修「病院と保

健所の連携について」

　講師：結核研究所　小林氏（参加者41人）

 保健所職員に対する研修「コホート分析による

治療成績の評価」

　講師：結核研究所　小林氏（参加者16人）

 先進地視察（京都府及び宇治保健所、国立京都

南病院）

　研修者：医師1人、保健師1人

効果  ・連絡会議をとおして、病院、保健所、相互の

業務を理解し、拠点病院と保健所の継続した患

者支援ができる。

・連携の意義やDOTSの状況についての研修を

開催したことにより、共通の理解を得ることが

でき、その後患者面接の際の病院担当看護師に

よる積極的な保健師への声かけ、退院前の事例

検討会への保健所への呼びかけ等連携がとりや

すくなる。

・治療自己中断者及び治療困難者を早期に把握

できる体制をとることにより、治療完了率を高

める。

仙台市

結核患者服薬治療支援事業

・服薬困難者（喀痰塗抹陽性患者で精神障害を持

つ一人暮らしの方）に対して、服薬状況の確認、

治療中断の防止及び療養生活上の相談等を行っ

た。

効果  服薬困難者に対し服薬治療の支援を行ったこと

で、治療からの脱落を予防し、関係者への感染
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防止及び多剤耐性結核菌の発生防止が図られ

る。

岡山市

結核患者管理促進事業

患者及び接触者検診管理システムの構築

患者及び接触者健診管理システムの構築

　・ H12年度…システムの仕様を検討、患者管理・

接触者用リーフレットの検討

　・ H13年度…システム仕様等の作成、リーフ

レットの作成

　・ H14年度…システム仕様等の検討、各保健セ

ンターとのネットワークシステムの検討、コ

ホート分析による患者管理の強化

患者管理促進のための医療機関との連携体制整備

　・ 結核病床を有する医療機関との連絡会議の開

催（効果的な連携についての意見交換）

　・ マニュアル作成（連絡票等の作成、情報の共

有化）

 結核予防可能例の分析（電算システムの項目に

も加える）

　・ H12年度…11年の新登録塗抹陽性初回治療患

者事例の全体分析を行い、重症で発見された

患者の傾向を分析した。

　・ H13年度…システム的に結核予防可能例分析

が可能な体制をつくった。

　・ H14年度…分析結果から明らかになった課題

への対策を施策に反映できる体制整備を行っ

た。

効果  ・見つけた患者を確実に治し、感染を受けた接

触者の発病予防を適切に実施することにより、

結核患者の罹患率の減少が期待できる。

・結核患者管理事務、接触者管理事務を電算化

することにより、確実な対策を行うことができ、

将来的に予防可能例の分析等を電算管理するこ

とにより、問題点を予防対策にフィードバック

できる体制が確立される。

中央区

患者登録等

・結核患者及び結核回復者に関する情報を収集

し、結核患者及びその家族等に対する受療勧奨そ

の他の指導及び感染防止の措置等結核対策を実施

する上での基礎とした。

効果 受療勧奨その他の指導及び感染防止措置。
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2. 高齢者対策事業

北海道

老人福祉施設等結核予防対策事業

・地域の健康な高齢者のレクリエーションや老人

クラブの活動の場である老人福祉センター等通所

型の老人施設または老人ホーム等を会場に、保健

所職員（1チーム2人：医師、保健師、診療放射

線技師、事務担当職員等で構成）による健康教室

を52ヵ所（全道26保健所、1保健所につき2ヵ所）

で開催し、結核についての正しい知識の普及啓発

を図り、結核の発病を予防するとともに、早期発

見につながる定期健康診断の受診勧奨を行った。

効果  現在の高齢者は結核の蔓延時代に少年期を過ご

し、健康な者でも加齢に伴う体力の衰えから、

いつ発病するか予測がつかない感染者が多数潜

在している状況にある。

また、特に健康な人ほど重症化するまで放置す

る傾向にあるため、結核に対する意識啓発を図

り、定期健康診断の受診を勧奨して、発病の予

防及び集団感染の防止につなげる。

青森県

高齢者等に対する結核予防総合事業

岩手県

高齢者等に対する結核予防総合事業

高齢者等の出前健康教育の開催

　① 高齢者施設及び老人クラブ連合会等高齢者を

対象とした健康教育実施。

　②高齢者施設職員の健康教育。

　③その他事業者職員。

 結核院内・高齢者施設内感染予防対策研修会の

開催。

　 （対象者：医師、看護職、事務職等院内・施設

内感染予防担当者）

　結核院内・施設内感染予防テキストを作成した。

啓発ティッシュの作成・配布。

 市町村健康まつり等でのパンフレット配布・パ

ネル展示。

　 介護保険事業所へ「感染予防の手引き」及びパ

ンフレットの配布。

効果  ・一般住民の結核に関する理解と、予防意識の

高揚につながる。

・有症状時の早期受診及び、結核定期健康診断

の意義を理解し、高齢者の受診率の向上につな

がる。

・管内医療機関及び高齢者施設職員の結核の知

識や意識の向上により、高齢者の利用する機会

の多い、院内・施設内感染の防止の強化を図る。

（院内・施設内の感染予防テキストを作成し、

職員研修に活用して頂くよう周知）

寝たきり者結核検診事業

・結核健診を希望する管内町村の寝たきり（歩行

困難）者を対象に岩手県予防医学協会に協力を依

頼し、医師の指示のもと実施した。

受診者68人、健診結果：異常なし66人、経過観

察2人

効果  これまで、長期にわたり未受診となっている寝

たきり（歩行困難）者に受診の機会を提供する

ことにより、患者の早期発見、早期治療に結び

つけられる。

秋田県

高齢者等に対する結核予防総合事業

 高齢者が利用する医療、保健、福祉サービス関

係者を対象とした研修会や出前講座を開催し、

結核に対する認識を深めてもらうとともに早期

発見に努めるよう周知を図った。
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　併せて、喀痰の取り方についても研修を行った。

 老人施設の利用者で寝たきり等のために定期健

診を受けることができない者の喀痰検査を行

い、結核の早期発見に努めた。（検査は秋田県

総合保健事業団に委託）

効果  高齢者に日常接する人々に対し結核に対する、

注意喚起を促すことで高齢者が発病した場合の

早期発見を図るとともに、喀痰検査の必要な高

齢者に対して検査を実施することで長期未受診

者の予防対策と家族等の感染予防が図られる。

本県では、70歳以上の結核罹患率が53.4％と

高率であるため、特に老人施設職員に対し、結

核についての正しい知識を普及し、日常の観察

や有症状時には適切な対応がとれるよう、研修

を継続していくことで、結核の早期発見・治療

が期待できる。

山形県

高齢者等に対する結核予防総合事業

高齢者及び家族に対する啓発普及講習会の開催

介護保険施設等職員に対する研修会

効果  ハイリスクグループである高齢者及び介護職員

に対して結核に関する知識を普及することによ

り、早期受診と二次感染の防止に向け、住民の

意識が高められる。

介護保険施設の感染予防対策促進事業

・介護保険施設の管理者を対象に、施設内感染対

策の重要性を周知徹底した。その上で、実情に即

した結核施設内感染対策マニュアルを作成するた

めの検討会を開催した。

効果  県内施設における施設内感染防止に向けて、マ

ニュアルづくりを実践することで施設の職員の

意識が高まり、施設における二次感染や集団発

生といった事態を未然に回避できるような体

制・環境が整備される。

福島県

高齢者の結核予防対策事業

 13年度に実施したモデル地区（大信村）にお

ける状況をふまえ、管内市町村の結核定期健康

診断対象者に、健診の実施状況、結核の既往、

医療機関の受診状況に関するアンケートを実施

した。

　 配布数 14,948　　回収数 9,071

　回収率　60.7％

 の結果をふまえ、管内市町村の関係者、高齢

者の保健福祉関係者に対し調査結果の報告を

し、今後の高齢者の結核予防対策に関する研修

会を開催した。参加者115名

効果  これまでに、高齢者の未受診者を対象に調査を

行った結果、自力で通院ができないために健診

が受けられない者の存在が明らかとなった。今

後は、調査範囲を拡大し、これらの高齢者健診

対策を推し進める必要があると思われる。早期

発見により、高齢者から若年者への感染を防ぐ

ことにつながることが期待される。

茨城県

 結核ハイリスクグループにおける結核予防

対策事業

・県内の高齢者入所施設等で寝たきりなどの理由

により胸部X線撮影が困難な者に対する代替検査

として、喀痰検査を採用すべきモデル的に検査を

実施した。

効果  高齢者入所施設等における寝たきり者の健康管

理手法の確立ができ、潜在する結核患者の早期

発見が図れる。

寝たきり老人等結核健康診断事業

・結核健康診断の実施

　問診、血圧測定、保健指導（医師、保健師等）

　 胸部X線直接撮影（ポータブルX線撮影装置使

用）

効果  寝たきり等の理由により、結核健康診断の受診

機会が得られない住民について、結核の早期発

見、家族内感染の予防が図られる。また同時に

本人及び家族等の介護者の結核予防に対する意

識の高揚が図られる。

栃木県

意識調査分析による地域格差是正指導事業

・結核感染の可能性が高い高齢者施設等に対し、

実態調査や研修会等を実施し、高齢者の結核感染

予防意識を高めた。

効果  結核感染の予防意識の啓発や普及を促すことに

より、定期健康診断の定着、患者の早期発見及

び早期治療が期待できる。
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群馬県

受診困難高齢者における車椅子検診の実施

・デイサービス利用時の機会を捕らえ、受診困難

者に対して車椅子撮影を実施した。

効果  受診困難高齢者における車椅子健診を実施する

ことにより、デイサービスセンターでの車椅子

健診が実施され、今後の結核早期発見につなげ

ることが出来る。

一人暮らし老人結核対策

受診状況の把握

受診勧奨

　 前橋管内住民300名に対しアンケート調査を実

施し受診状況を把握するとともに、未受診者に

対しては受診勧奨を行った。

効果  一人暮らし老人の受診状況が把握でき、受診勧

奨を行うことで高齢者の健康状況が確保でき

る。また早期発見が期待でき、医療費の低減に

つながる。

高齢者用結核リーフレットの作成

・高齢者に優しく、見やすい結核予防啓発リーフ

レットを作成し、高齢者世帯に市町村等より個別

に配布した。

効果  高齢者が結核に対する知識を深め、早期発

見が期待される。

老人クラブ連合会への啓発普及活動事業

・国、県、管内の結核の状況や傾向、結核の予防

について及び健康診断受診の依頼を掲載した独自

のリーフレットを作成し、対象者に配布した。

効果  高発生群である60歳以上の高齢者に、結核の

現状を理解してもらうことにより、受診率の向

上が図れるとともに早期発見が期待できる。

高齢者組織を対象とした結核予防啓発事業

・管内高齢者施設に結核予防啓発を行うととも

に、医療、保健、福祉従事者を対象とした研修会

を開催した。

効果  高齢者施設に対する結核予防意識の高揚が図れ

るとともに、結核健康診断受診率の向上が図れ

る。

高齢者結核予防研修会

・太田市第二老人福祉センターで60歳以上の施

設利用者を対象に、結核研修会を開催した。

効果  結核の現状を十分把握してもらうとともに、感

染の防止に関する認識を高めてもらうことが出

来る。

高齢者結核予防対策事業

・「知っておきたい結核の知識」と題した講演会

を実施し、啓発用リーフレットを配布するととも

に、参加出来なかった施設に対しても研修会資料

を送付した。

効果  施設内における結核予防意識の高揚、結核集団

感染の未然防止等が期待される。

老人保健施設等職員に対する結核研修会

・高齢者の結核対策、施設内感染等の知識の高揚

を図るための講演会を開催し、事例検討会を実施

した。

効果  結核の正しい知識の普及と高齢者の結核予防対

策の周知を行うことにより、早期発見に努め、

施設内感染の防止を図ることが期待される。

埼玉県

高齢者等に対する結核予防総合事業

千葉県

高齢者施設結核患者早期発見モデル事業

・健康状態を観察して、2週間以上続く呼吸器疾

患等の結核の症状が疑われた入所者に、喉頭粘液

による結核菌検査を行った。なお、喀痰による検

査は採取が困難なため全員喉頭粘液による検査を

行った。

また、60歳以上の明らかな免疫抑制状態のない

者及び重度痴呆のない者を対象に、ツベルクリン

反応検査に代わる検査として血液検査による臨床

試験を実施し、比較検査としてツベルクリン反応

検査、結核感染を確認するための胸部X線写真の

読影を行った。

効果  血液による結核菌検査（QuantiFERON-TB第

二世代キット使用）の有効性が実証されること

で、これまでツベルクリン反応検査ではあいま

いだった結核感染の診断が正しく出来るように

なり、また結核感染・発病の高度危険群とされ

る高齢者の発病予防のための早期対応も期待で

きる。
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高齢者在宅結核患者早期発見モデル事業

在宅結核健診検討委員会開催（年2回）

在宅結核健診の実施

講演会の実施

 3年間（平成11～13年度）の事業報告書作成

効果  ・今年度は柏市の他に2市モデル地区を広げた

ので在宅結核健診が広域で実施されるようにな

り、各関係機関の意識改革・ネットワーク形成・

基盤整備を推進することが出来る。

・管内1民間病院で今年度から在宅X線撮影を

開始した。開業医が往診でX線撮影が必要と

思っても自分の所で撮影できない場合に病院と

連携を取り撮影をお願いできるようになった。

地域での在宅健診の受け皿ができた。

・地域を広げて在宅健診を展開した結果、1市

が積極的に取り組み始め、16年度から事業家

を検討している。

・結核予防会の鈴木公典医師の「在宅療養者等

の結核健診の必要性」についての講演を在宅結

核健診検討委員会で行ったことで、参加者の在

宅健診についての意識づけがなされた。

新潟県

高齢者に対するINH投与

・委託医療機関において対象者を選定してINH

を投与した。

効果  高齢者の結核感染者の発病を抑えることによ

り、新潟県の高齢者の新登録患者数を減少さ

せることが期待できるが、今年度は対象者がな

かった。

寝たきり者の健診

・結核健診受診不可能者に対し、喀痰検査を行い、

患者の早期発見、家族内感染予防に努めた。

効果  ・菌陽性患者の発見率では、7年間平均で0.07％

であり、県の一般住民（胸部健診）からの発見

率0.01％を上回っており、患者の早期発見、家

族内感染予防につながっている。

・患者発見に有効な事業であるため、今後も継

続する。

富山県

老人保健施設入所者健康診断事業

・老人保健施設入所者の結核健康診断の実施

効果 ・施設内感染の防止

・結核患者の早期発見

石川県

高齢者等に対する結核予防総合事業

 ①講演「 高齢者における結核対策～集団感染の

現状と対策」

　　講師　結核予防会　青木正和氏

　 ②意見交換及び講義

　　「感染症マニュアルの有効性について」

　　講義「感染経路別の予防策について」

　　　　 「施設における結核対策」

　　講師　保健所職員

　 ③講義及び意見交換

　　「高齢者に多い結核への対応について」

　　講師　国立療養所七尾病院　高橋昌克氏

　④結核感染予防対策研修会

　　講師　結核予防会結核研究所　星野斉之氏

 事前検査を実施し、INH投与対象者を決定。2

週間に1回、通算6ヶ月間INHを投与し、定期

的に肝機能検査、胸部X線検査、喀痰検査を行っ

た。投与終了後、医療機関で記載された検査所

見、投与状況に基づいて、服薬状況等の確認を

行った。約3年間を目途として、毎年年末に結

核の発病状況を確認する。

効果  ・高齢者の結核の特徴と対策についての理解に

より、高齢者の結核の重症化・再発の防止及び

蔓延の防止につなげる。高齢者の有症状時の早

期対応及び職員の健康管理の徹底を図るととも

に、高齢者に関わるスタッフの適切な健康管理

及び院内（施設内）感染発生時の適切な対応の

必要性の理解が深まる。

・結核既感染高齢者の結核発病の予防。

福井県

結核予防会研修委託事業

・日頃、高齢者との接触が多い医療従事者等を対

象に高齢者の結核予防に対する認識を高めること

を目的に次のとおり研修会を結核予防会福井県

支部に委託した。

演題「高齢者の結核について」

講師　結核研究所　星野斉之氏

効果  日頃寝たきりの高齢者の往診等を担当している

医療従事者や介護療養型医療機関等の医療従事

者の、結核に対する知識の普及、意識の高揚が

図れる。



16

山梨県

高齢者に対する結核予防総合事業

・研修会を開催し、結核に関する知識の普及を図

り、より効果的な結核発病防止対策事業の実施が

できるよう情報提供を積極的に行った。

効果  高齢者入所施設等の職員、及び高齢者等が治療

を受ける機会の多い医療関係者に対し注意喚起

し、早期発見の方法等について情報提供を行う

ことにより、結核患者の減少を図ることにつな

がる。

長野県

高齢者に対する結核予防総合事業

・結核罹患率の高い高齢者に対する講習会

市町村等と連携して、高齢者等を対象とした結核

に関する講習会を開催し、健康指導、保健指導等

をあわせて行い、罹患率の高い高齢者に対して正

しい知識の普及と予防意識の向上を図った。

効果  ・講習会には多数の者が参加しており、結核に

関する意識の高まりが感じられる。

・県内の結核患者は約7割が60歳以上の高齢

者で占められており、高齢化率も年々上昇傾向

にあるため、引き続いての啓発が必要である。

・罹患率の高い高齢者等に対する結核に関する

知識の普及を図ることにより、早期発見、早期

治療、二次感染の防止を図れる。

岐阜県

高齢者又は介護者研修会

 施設職員を対象に高齢者の結核予防・早期発見

の重要性について専門医師による講義

　 講演「 特別養護老人ホームにおける結核対策に

ついて」

　講師　厚生連久美愛病院　院長　武山直治氏

保健所職員による管内の結核状況の説明

効果  高齢者及び介護者に対し結核を再認識させると

ともに、高齢者の結核予防・早期発見について

の理解が深まる。

  集団施設研修会（東濃地域結核対策重点プ

ロジェクト）

　講演「結核予防対策について」

　講師　国療恵那病院名誉院長　伊藤朋文氏

効果  老人関係施設の職員に対し、結核の基礎知識、

利用者の健康管理、患者発生時の対応について

周知し、施設内感染の防止体制を強化すること

ができる。

 結核予防モニター任命・研修事業（東濃地

域結核対策重点プロジェクト）

結核予防モニター委嘱

委嘱後、研修会を実施

　講演「結核の現状について」

　講師　多治見市民病院共栄診療所長　上野喬氏

モニターの役割

　 結核予防の啓発、保健所への情報提供、会員の

意見・要望のとりまとめ

老人クラブ会員を対象に高齢者研修会

　開催（4回）

　講師　多治見市民病院共栄診療所長　上野喬氏

  老人福祉施設への出張研修会（西濃地域結

核対策重点プロジェクト）

・保健所職員が高齢者福祉施設に出向き、主に職

員を対象に結核予防について研修会を開催した。

 講演「老人福祉施設における結核等感染予防対策」

資料：ビデオ「結核ってどんな病気」

冊子「 結核院内感染の手引き」

　　 「結核予防マニュアルCD－ROM付き」

他7回開催

効果  ・介護者が結核感染予防対策の重要性を理解す

ることができる。

・高齢者入所施設における、日頃の入所者の状

態把握、定期健診、有症状時の受診の必要性に

ついて理解を深める。

三重県

高齢者に対する結核予防総合事業

 在宅高齢者また有症状の動けない高齢者につ

いて主治医の協力を得て痰を採取し、DNAプ

ローブ法による結核菌検査及び非定型同定検査

を実施し、医療機関に受診勧奨を行った。

 老人保健福祉施設を含む高齢者入所施設の入所

時の健診状況と現在の健診状況を把握し、特に

入所時の有所見者への対応に対する指導をし

た。

 介護サービス職員に対する高齢者結核に対する

知識の普及と保健所との連携、また通所施設に

おける職員、利用者に対する研修会を開催した。

 各保健所における既存協議会を活用し、事業結
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果の報告、評価、見直しを図り、事業の継続等

について検討した。

効果  ・高齢者の結核の早期発見及び注意喚起を図り、

また菌検査を実施し、医療機関に情報提供する

ことにより迅速な対応が可能となる。

・施設での結核発生の未然防止のための施策を

展開する。

・事業を外部委員に報告、評価してもらうこと

により、より効果的な内容の事業が展開される。

京都府

高齢者予防啓発事業

 高齢者関係施設に対し結核に関する情報提供を

行い、早期発見、発病予防の重要性を啓発した。

 保健所単位等において集中的な講演会等を実施

し、意識の啓発を行った。

効果  高齢者の結核に対する関心を高め、高齢者にお

ける結核の早期発見、発病予防に寄与する。

高齢者検診事業

・咳、痰等の自覚症状及び胸部の有所見の者を対

象に喀痰検査を実施し、結核の早期発見を図った。

効果  特に発病リスクの高い高齢者に対し、結核の早

期発見を図る。

高齢者予防投与事業

 住民健診受診者の中から発病の恐れのある者等

を実施要領基準にそって選定し、委託医療機関

において予防投薬を行った。

 選定作業（比較読影）、選定検査及び定期検査

については、保健所及び委託医療機関において

実施した。

 副作用等の心配等で服薬者なし。

効果  高齢者による発病を抑えることにより、新規感

染者及び二次感染を未然に防ぎ、罹患率等を低

下させることが可能となる。

指定医療機関等研修事業

・地区医師会を単位として、高齢者等の結核の基

礎知識及び院内（施設内）感染防止等の研修会を

実施した。

効果  地区医師の意識を高めるとともに、高齢者等の

結核の診断技術の精度向上が図れることによ

り、二次感染の防止策等が開業医レベルに普及

できる。

大阪府

高齢者等に対する結核予防総合事業

 高齢者に対する健康教室の開催（大阪エイフ

ボランタリーネットワークに委託）

　 結核発病確率が高い高齢者を対象として、医師

の講話、生活指導等を行い、結核予防と家族を

含めた健康管理の必要性を再認識させることに

より、結核罹患率の低減に努めた。（ブロック

別に開催）

保健所における重点対策

　 各地区の老人会の会合等に合わせて、結核につ

いての保健指導を行った。

　 また、健康診断を積極的に実施するとともに、

有症状時の受診勧奨を行うことにより、早期発

見、早期治療に努めた。

　 なお、今年度は老人デイケアサービスセンター

でサービスを受けている高齢者（施設設置者に

健診実施義務がない）に対して喀痰検査及びレ

ントゲン検査を実施した。

効果  ・本府が疫学調査を委託している大阪結核病学

研究会の研究「新登録高齢結核患者の研究」に

よると、60歳以上の新登録患者の発病の原因

について、胸部X線所見上に古い繊維硬化巣、

自然治癒巣からの発病が50%以上を占めると

報告されている。胸部X線写真で有所見者と判

定され、かつ治療歴のない者を特にハイリスク

グループとしてとらえ、保健指導や健康診断を

実施することにより、若年者層への高齢者から

の既感染発病を防止する。

・本事業を実施することにより結核新登録患者

の半数近くを占める高齢者の結核発病を防止す

るとともに、結核未感染者の多い若年者層への

高齢者からの既感染発病の防止に努める。

和歌山県

老人福祉施設利用者等に対する健康診断

・足腰が不自由で直立静止ができない等の理由で

施設健診の実施や住民健診の受診が困難であった

高齢者（施設入所者や通所施設利用者等）に対し

て、新型胸部健診車（リフト付き）等を活用して

健康診断を実施した。

効果  集団生活をする高齢者で、かつ足腰が不自由で

直立静止ができない等の理由で定期健康診断未

受診のハイリスクグループへの健康診断を実施

することにより、介護者への感染や施設内での
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集団感染が予防できる。

鳥取県

高齢者に対する予防啓発事業

老人福祉施設等研修会（県内各地）

医療従事者研修会（鳥取市）

医療従事者研修会（倉吉市）

医療従事者研修会（米子市）

効果  ・老人福祉施設入所者、従事者等に対して、結

核の現状・正しい知識の普及を図ることにより、

ハイリスク者の多い高齢者施設に対して結核へ

の関心が高められる。

・医療従事者に対し、最新の結核医療の研修会

を開催することにより、患者への適正医療が図

れるとともに、結核に対する関心が高められる。

島根県

高齢者啓発事業

・結核予防週間に併せリーフレット等を配布し、

結核予防に向けての高齢者の意識啓発を図った。

効果  高齢者の結核予防の意識を高めることで、健診

受診率の向上につなげることができる。

広島県

老人福祉施設等職員講習会

・高齢者福祉施設等の介護職員及び入所者等に、

結核に対する正しい知識を普及啓発した。

効果  ・高齢者福祉施設等における結核患者の早期発

見、早期治療を実施するとともに集団感染及び

二次感染を防ぐ。

・新登録患者に占める60歳以上の者の割合が

過半数を超えている現状から、また最近は高齢

者福祉施設等で集団感染発生がみられるように

なっているが、介護職員等に対し結核に対する

正しい知識を普及啓発することにより、早期発

見・早期治療にむすびつけ、集団感染を未然に

防ぐ。

山口県

寝たきり老人喀痰検査事業

 保健所職員が対象者宅に出向き喀痰を採取し

た。

検査し、結果を通知した。

効果  日頃健診の機会の少ない寝たきり老人に対して

喀痰検査を実施することにより、結核患者の早

期発見、早期治療をすることができ、若年者な

ど周囲の結核未感染者への蔓延を防ぐことがで

きる。

徳島県

施設職員等研修会

・保健師による健康教育。医療知識の少ない介護

職員等にも理解しやすい内容で実施。

効果  関係者の知識、技術等が高まることにより、結

核予防対策において適切に対処できる。

香川県

寝たきり者等ハイリスクグループに対する

特別健診（東讃保健所）

・定期健診になじみにくい寝たきり老人等に対し

て、訪問指導を行い、喀痰検査及びポータブル胸

部撮影による特別健診を実施し、診断結果の管理・

指導を行った。

効果  結核罹患率の高いハイリスクグループに対する

健診により、早期発見及び施設等からの集団感

染予防が期待できる。

福岡県

在宅高齢者結核対策事業

・従来の普及啓発を中心とした事業を改め、より

多くの高齢者が結核定期健康診断を受診するため

に、市町村や老人会、結核予防婦人会等関係機関

と、受診率向上のシステムを構築した。例えば、

老人基本健康診査の事後指導が健診受診の動機づ

けになるような働きかけを行うことや、自分では

健診会場へ行くことができない高齢者を送迎する

など。

また、在宅高齢者の結核患者を早期発見し、適切

な対応をするためのマニュアルを作成し、在宅介

護に携わる人たちへの周知徹底を図った。

効果  高齢化の進行とともに、今後増加が予測される

高齢者の結核患者への対策として、患者の早期

発見に重点を置くべきと考えられる。これによ

り、早期治療を行なうことができ、治療期間

の短縮やそれにかかる医療費の削減が可能とな

り、また結核に感染していない若い世代への感

染拡大の防止が期待できる。
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熊本県

介護老人保健施設における結核健康診断

事前希望調査

内容検討会議の開催

実施要領に基づく実施

まとめ、報告

効果  ・介護老人保健施設の管理者等の、結核に関す

る認識が深まる。

・介護老人保健施設における結核患者発生時の

対応が可能となり、適切な対応ができる。

・ハイリスクグループの健診を行い、実態判明

による対策の検討ができる。

高齢者発病予防対策事業

・管内の高齢者に対し重点的に発病防止や有症状

時の早期受診などの健康教育を実施した。

効果 ・既往者の発病防止

・定期健康診断の受診の徹底

・結核の指標の改善

大分県

老健施設等モデル的健康診断

・老健施設等で定期健康診断を受診していない車

椅子利用等の高齢者に対し、胸部X線撮影を行い、

年1回の定期健康診断受診勧奨を行った。

効果  早期発見と感染予防と定期健康診断の受診徹底

を図る。

老人福祉施設等職員研修会

・老人福祉施設等の職員に対し、結核に関する知

識の普及及び予防意識の高揚を図った。

効果  集団感染・施設内感染の未然防止を図る。

宮崎県

高齢者等に対する結核予防対策促進事業

－ 高齢者入所施設の寝たきり者に対する喀痰検査－

・施設における結核健診の実施状況調査を行うと

ともに、胸部X線検査を受診する機会の少ない寝

たきり者等に対し、喀痰検査を実施することで結

核の早期発見・早期治療に努めた。

効果  結核既感染者である高齢者の結核発病を早期に

発見し治療することで、周囲に感染さえる危険

性の高い排菌者を未然に防ぐことができる。

沖縄県

高齢者等に対する結核予防総合事業

－ 在宅高齢者及び関係職員の結核予防対策推進事

業－

 施設に対する結核患者早期発見のための連携の

システム化

　高齢者対策連絡会の開催

 ホームヘルパー等に対する結核予防対策及び連

携に向けての研修

在宅高齢者で有症状者の喀痰検査

高齢者への研修会（老人クラブでの健康教育）

 過去に結核健診精密検査の対象であったハイリ

スク者の経過的な健康管理及び管理方法の検討

介護者のための結核予防マニュアル作成

効果  ・高齢者結核対策は関係職種に対する啓発が重

要であり、患者発生時に関係職種とスムーズに

連携を図ることができるように事業を実施し

た。今回研修会を開催した結果、介護専門員は

20代から40代の結核未感染者が多く、9割が

結核の介護経験がなく情報もないことがわかっ

た。結核に対する理解も不十分であり、今後も

引き続き啓発のための研修会を継続する必要が

ある。連携のためのシステム化は継続事業とす

る。

・高齢者への研修会は前年に結核患者の発生が

多く、地域的に結核に対する偏見が強いと思わ

れる地域を選定し、市町村、社会福祉協議会と

の連携の下で実施した。結核は感染する病気と

8割が理解しているが遺伝病あるいは生活習慣

病とアンケートに回答している人もおり、怖い

病気、他人に知られると困るなどの声もあった。

引き続き研修会を実施し、啓発していく必要が

ある。

札幌市

老人クラブ等の会員に対する講習会開催

・老人クラブ等の会員に対し、市内で古くから結

核撲滅に向け積極的な活動を続けている婦人団体

の会員を講師とする講習会を開催することによ

り、高齢者の結核予防に対する意識の高揚を図ら

れた。

さらに、老人クラブに住民健診の日程表を送付し、

住民健診の受診勧奨も併せて行った。

また、老人クラブの講習会の講師である婦人団体

に対しても講習会を行うことにより、婦人団体の
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意識の向上及び老人クラブの講習会内容の充実が

図られた。

効果  ・本事業により、高齢者に対し、結核の正しい

知識の普及及び結核健診の受診を促し、早期発

見・感染予防を図ることができる。

・婦人団体に対して講習会を行うことにより、

老人クラブの講習会の内容の充実が図れる。

仙台市

在宅寝たきり高齢者等健診事業

・在宅における寝たきりの高齢者であって、結核

治療歴のある者、糖尿病を有する者又は咳もしく

は痰が出ている者を対象として喀痰培養検査によ

る健診を行った。

効果  新規登録結核患者の過半数は、65歳以上の高

齢者となっている。この中で特に発病のリスク

が高い結核治療歴等のある者であって、在宅に

おける寝たきりの高齢者等を対象に健診を行う

ことで、結核の早期発見、早期治療及び関係者

への感染防止が図られる。

千葉市

寝たきり高齢者等結核検診事業

・可搬型X線装置を用い、対象者の居宅において

結核健診を実施した。また、必要に応じ喀痰検査

を追加した。

効果  可搬型X線装置を用いた結核健診によって、今

まで困難だった寝たきり高齢者の健診に道を開

き、結核の早期発見・治療が可能となり、結

核の重症化を防ぎ二次感染の危険性を減少させ

る。

横浜市

 高齢者等に対する結核予防総合事業（高齢

者の結核対策）

・健診を容易に受けられない要介護高齢者に対

し、感染性結核の簡易発見のツールとしての喀痰

検査導入を目的に、実施にあたって必要な条件、

体制、システムの組み立て、全体設計等を検討し

た。

市内部検討会（5回実施）

　 出席者：福祉保健センター長代表、局課長、

　担当係長、担当者

　内容：・高齢者の結核の実態

　　　　・要介護高齢者の結核事例

　　　　・想定される検査方法

　　　　・地域、関係機関との連携等

専門機関との検討会（3回実施）

　 出席者：国立南横浜病院医師、局課長、

　　　　　担当係長、担当者

　内容：・検体の採り方

　　　　・検査の設計

　　　　・必要条件、体制についての助言

効果  ・早期発見体制、服薬支援体制、啓発活動、高

齢者福祉施設との連携のあり方等を検討し、高

齢者の結核対策を推進する。

・健診を容易に受けることのできない要介護高

齢者のサービス現場で、感染性結核の簡易発見

の手法を確立できれば、市民、事業者が安心し

てサービスを利用できるになる。

・健診を通し、高齢介護サービス現場の結核集

団発生予防の連携を強化できる。

大阪市

高齢者結核予防総合事業

 在宅要介護高齢者に対する啓発及び喀痰検査調

査事業

高齢者結核の診断と治療に関する研修会

効果  高齢者既感染発病の防止・早期発見早期治療を

実施することで、結核罹患率の抑制を図る。

神戸市

寝たきり者等への結核検診の実施

北九州市

介護保険事業者等結核研修会

・結核予防会結核研究所及び福岡県看護協会から

講師を招き、介護保険事業従事者等に対して研修

会を実施し、結核の感染・発病に関する正しい知

識を習得させた。

効果  介護保険事業者等に結核の感染・発病に関する

正しい知識を習得させることにより、結核の発

生拡大を抑制する。

宇都宮市

高齢者在宅結核健診事業

・希望者に対し、在宅訪問し小型携帯用（ポータ



21

高
齢
者
対
策
事
業

2

ブル）X線装置による健診の実施

効果  ・結核患者の発見には至らなかったが、結核健

診受診が困難な寝たきり者に対し、在宅におけ

る健診を実施することにより、結核発病並びに

家族内感染防止を未然に防止することが可能と

なる。

・想像以上に反響が大きかったことから、翌年

度以降も継続的に実施する。

・単年度では事業評価することが困難であるた

め、3年間を目途に実施し、その後事業を評価

する予定。

富山市

高齢者結核健康診断推進事業

目的

　 結核予防法上、その長に健康診断実施義務の課

されていない高齢者施設（老人保健施設）入所

者に対し結核健康診断を実施することにより、

結核蔓延予防の措置を講じた。

方法

　 歩行可能な者については健診バスによる間接撮

影、寝たきり等による者はポータブル撮影（医

師立会い）を実施

実施

　 老人保健施設（7施設）の入所者433人（間接

撮影164人、ポータブル撮影269人）

効果  ・高齢者施設の管理者が結核対策に対する認識

を高め、今後自らが実施する必要性の認識を高

めることができる。

・高齢者及び家族が結核の知識を高めることに

より、健康診断受診率の向上が図られ、結核の

早期発見、結核蔓延予防の効果を得る。

金沢市

高齢者等結核予防対策事業

・老人保健施設、精神病院入所者を対象に石川県

成人病予防センターに委託し、おのおの施設に出

向いて健診を実施した。また、寝たきりの老人等

に対しては移動式X線撮影装置により健診を実施

した。

効果  老人保健施設や精神病院における結核の集団感

染を未然に防止するとともに、施設管理者への

院内感染防止の意識の高揚につながる。

豊田市

高齢者に対する結核予防総合事業

 老人クラブ等において、結核に対する理解と注

意喚起を図ることを目的とし、結核予防の啓発

教育を実施。

　実施団体数：10団体

　受講者数：893名

 医師を対象に、結核及び結核対策を取り巻く状

況の変化について知り、今後の結核対策につい

ての具体的な提案について学ぶ目的で講演会を

実施。

　「新世紀の結核戦略～結核根絶に向けて～」

　受講者数：67名

効果  ・発病予防及び早期発見は結核の蔓延を防止し、

罹患率の減少につながるが、高齢者自身が自分

の問題として捉え、結核の基礎知識及び予防行

動、早期受診の重要性を知ることで結核予防に

対する意識の向上につながる。

・講演会を通じて医療関係者の新しい結核対策

に対する理解が深まり、今後の高齢者への結核

対策のあり方を考える良い機会となる。

寝たきり者健康診断

・施設の長が行う、寝たきり者のポータブル胸部

X線撮影装置による定期健康診断の費用の3分の

2を補助した。

効果  寝たきり者に胸部X線撮影検査を実施すること

により、結核を早期に発見し、福祉施設等入所

者及び関係職員への蔓延を予防することができ

る。

堺市

結核まん延地区重点対策事業

・健康診断及び啓発活動等を行った。

効果  ・高齢者結核罹患率の高い地区において地域の

結核の現状等を認識し、共通の認識を持つこと

により地域団体との緊密な連携の元、地域住民

の協力を得ながら地域の実情に応じた結核対策

を推進できる。

・高齢者の健康診断を行うことにより、患者の

早期発見、集団感染防止等を図る。
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姫路市

満65歳の市民に対する結核健診事業

・満65歳の市民に対して個別に受診勧奨ハガキ

を送付し、結核健診を実施した。

効果  満60歳以上の新登録患者の率が半数以上を占

め増加傾向にある中、健診の受診機会を提供す

ることにより、患者の早期発見・早期治療が期

待できる。

和歌山市

高齢者等結核予防総合事業

・早期発見のための普及啓発

 高齢者及びその家族に対し、高齢者の結核の増

加、結核発病時の症状、結核に対する知識の普

及のため介護保険認定の調査時パンフレットを

配布し、有症状時の早期受診を勧奨した。

 結核診査協議会委員の先生を講師に招き研修会

を実施。今年度は、施設内感染対策を中心に医

師を対象に研修会を実施した。 

効果  ・高齢者及びその家族、福祉サービス従事者等

関係者が、結核の現状について認識することで、

結核患者の早期発見ができる。

・福祉施設利用者の患者発生があり、定期外健

診を実施している施設もあるが、施設内感染対

策が不十分な施設も見受けられる。今回研修の

実施により、施設内の感染対策の徹底が図れる。

倉敷市

高齢者等に対する結核予防対策事業

 高齢者施設の施設内感染防止対策のための実態

調査

　 高齢者施設130施設（回収85施設）にアンケー

ト調査を行い、施設内結核感染防止対策におけ

る具体的な感染リスクを評価した。

地域の高齢者等への意識調査

　 6,525人（回収5,110人）に結核及び健診の意識

調査を行い、問題点を分析した。

 高齢者施設職員・地域の高齢者等への結核予防

啓発

　① 結核研修会（地域の高齢者対象）を2回開催

（参加者380人）

　② 結核研修会（高齢者保健福祉施設職員対象）

を2回開催（参加者72人）

　③ リーフレット配布、結核クイズ等による啓発

を911人にフェスティバル会場等で実施した。

また、保健師だよりを1,643人に配布後町内

回覧し、結核予防啓発の標語・マスコットキャ

ラクター募集・展示により啓発を図った。

結核対策推進体制の充実

　①結核対策報告会、担当者会議

　　 保健所及び3保健福祉センターの結核担当者

会議を8回開催し結核対策の計画を具体的に

進めるとともに、既存データと調査結果によ

る結核の現状分析を行った。また、各地区担

当職員から所長への報告会を4回開催し、各

地区の特性を踏まえた課題から保健所の今後

の結核対策推進の方向性を検討した。

　②結核対策従事者派遣研修

　③結核対策事業担当職員研修会の開催

　　「治療成功をめざした結核患者支援」

　　講師：結核研究所保健看護学科　小林典子氏

効果  ・高齢者施設における結核院内感染対策の現状

を把握し、感染リスクに応じた効果的な結核発

病者の早期発見、集団感染防止対策について検

討し、その結果を研修会により高齢者施設職員

の結核に関する意識の向上ができる。しかし、

職員個人の意識向上にとどまっているため、施

設全体の意識向上に向けて継続的な啓発活動が

必要である。

・高齢者の結核及び健診に対する意識を把握

し、発病予備軍に対して効果的な結核対策を検

討するとともに、地域の高齢者に結核に対して

の正しい知識を普及することにより、自らの健

康管理による発病予防及び早期発見による二次

感染防止が図れる。

・派遣研修で最新の結核の専門知識を習得した

職員が、関係職員に伝達講習を行うことにより、

職員の資質の向上と効果的な結核患者管理が図

れる。また、研修会の開催や結核の現状分析、

事例検討を行うことにより、地域保健活動の質

的向上が図れる。

熊本市

高齢者対策事業（介護老人保健施設結核健診）

一次健診（委託）

　 ①胸部レントゲン直接撮影（立位撮影が可能な人）

　②喀痰検査（立位撮影が不可の人）

精密検査（委託）

　 精密検査は一次健診（胸部レントゲン検査）の

結果さらに精密検査を必要とする者に対し、次



23

高
齢
者
対
策
事
業

2

の各号に掲げる検査範囲で必要と認められるも

のを行うものとした。

効果  健診を実施することで、施設に働く若い職員に

対し結核についての啓発となり、今後の結核感

染拡大防止となる。

宮崎市

高齢者入所者施設における結核健診事業

・対象施設に対し対象者名簿を提出させ、結核菌

塗抹及び培養検査を実施した。菌検査の患者に関

しては、同定検査（ナイアシン検査）を実施し、

確定した場合は速やかに医療機関で治療した。

効果  寝たきり等により定期健康診断（胸部X線検査）

を受診できない者に対し喀痰検査を実施するこ

とにより、早期に患者を発見し、早期治療が図

られ、施設管理者に対しても結核予防意識の高

揚が図られる。

尼崎市

高齢者等への予防総合事業

・老人保健・福祉施設職員を対象に施設内の結核

予防対策についての研修会を実施した。

効果  高齢者や糖尿病患者の発病を抑えることで、高

齢者等の健康の保持を図るとともに、未感染者

への感染を防止する。

呉市

老人福祉施設における喀痰検査モデル事業

 対象施設を選定し、その施設長会議にて事業目

的及び内容を説明し、協力依頼した。

 同意が得られた入所者に対し、喀痰検査を行い

検体を回収した。

 結果については施設及び本人に対して返送し

た。

効果  結核再発可能性の高い既往歴者や寝たきり老人

に対して、喀痰検査を実施することにより、施

設に対して結核について啓発ができ、また結核

の早期発見、早期治療の徹底を図ることができ

る。

板橋区

結核予防啓発推進事業

・結核予防講演会

効果  高齢者関係施設の職員や関わりのある看護職等

に対して講演会を開催し、高齢者の結核問題の

重要性について意識啓発することができる。
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3. 小児結核対策事業

栃木県

小児結核免疫サーベイランス研究事業

・定期健診時のツベルクリン反応検査結果データ

の精密な分布を把握し、集計・解析結果を発表し

た。

効果  ツベルクリン反応検査、BCG接種技術の向上

及び学校における集団感染が疑われた場合のス

クリーニング

埼玉県

小児結核対策推進事業

石川県

小児結核予防対策事業

 講演「学校保健における今後の結核対策につい

て」

　講師　南加賀地域センター　能登隆元氏

　 報告「平成14年度ツベルクリン反応検査等調

査結果について」

　「平成9年度～平成14年度調査結果のまとめ」

　 調査「管内小中学校生のツ反・BCG接種実施

状況調査」

予防接種担当者連絡会

　 現状報告、課題分析、評価手法について検討、

BCG接種の実技指導

　チェックリスト等の配布（全予防接種医）

効果  ・ツ反のデータを基に、集団感染があるか、精

検対象者の判断等の知識の再認識ができる。

・予防接種及び結核健康診断の実施方法の関係

者の理解や知識が深まり、今後の実施と精度の

向上が期待される。

・各予防接種担当者が問題点を共有すること

で、改善に向けての意識をより高めることがで

きる。

広島県

小児結核予防対策事業

調査： BCG針痕数の調査、発赤径ヒストグラム

の作成等

研修会： 学校医（予防接種医）、養護教諭に対す

る研修会等の実施

連絡会議： 市町村、学校、教育委員会、及び医師

会等の関係機関との会議

効果  ・BCG接種医の研修を行うことにより接種方

法・技術等の向上が図れ、陽転率の向上につな

がる。

・小・中学校における結核定期健康診断におけ

る精密検査が適切に行われる。また、医療・教

育等の連携強化が図れ、患者発生時には迅速か

つ的確な対応が期待できる。

徳島県

 乳幼児BCG徹底作戦（旧名称：小児結核予

防対策事業）

・ツベルクリン反応検査発赤径調査事業を基に、

小児結核及び予防投薬例の症例検討を通じて、小

児結核治療の向上を図った。

BCG接種等の結核研修を行い、適正、確実な手

技の確保を図った。

効果  今後の小児結核の予防に関する関係者のレベル

アップが図られる。

金沢市

小児結核予防対策事業

 生後10ヶ月ごろにBCG接種勧奨案内を送付し

た。
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 ポリオ予防接種によりBCG接種が延期となっ

た児に接種勧奨案内を送付した。

 1歳6ヶ月児健康診査時に接種確認し、未接種

児には接種を勧奨した。

 転入者に対しては『母子保健制度のお知らせ』

を配布する際に、接種確認し、未接種児には接

種を勧奨した。

効果 BCG接種率の向上が図られる。

堺市

小児結核罹患率低減化対策事業

・本市においては4ヶ月健診時にBCG接種を

セットで行っており、0歳児の接種率は98％とか

なり高いが、さらに接種率の向上に努めた。

また、健診案内の際、接種勧奨用チラシを送付し

て更なる接種勧奨を行った。また、過去における

接種もれ者対策として、1歳6ヶ月健診・3歳児健

診時などにおいて未接種者に対し接種勧奨を行っ

た。

効果  ・乳幼児時期の早期BCG接種を行うことによ

る小児結核罹患率の低下。

・感染源である母親等へ健康教育を行うことに

より、患者の早期発見、集団感染の防止を図る。

高知市

集団感染予防啓発事業

 医療機関や関係機関・施設及び地域住民に対し

結核予防について、啓発普及に努めた。対象者

別に結核専門医による啓発普及を実施した。

 結核研修会などの機会に、冊子の配布を行った。

効果  前年度に引き続き、平成13年度は大阪府立羽

曳野病院高松勇小児科医長による医療機関関係

者向けの研修会を実施し、約100人の参加者が

あり、小児結核及びツ反・BCGに関する理解

を深めてもらうことができる。

東大阪市

乳幼児保護者健診事業

佐世保市

結核集団感染対策事業

 小児の結核の発病予防と早期発見・治療に必要

な知識及び対応手段などの講演を実施した。

　実施日：平成13年11月1日(木)

　 講師：横田俊平氏

　　　　（横浜市立大学医学部小児科学教授）

　出席者：213人

 神奈川県結核患者管理促進事業症例検討会へ参

加した。

　課題：・結核患者管理促進事業について

　　　　・患者指導用パンフレットについて

　　　　・川崎市の取り組みについて

　　　　・症例検討会

効果  ・子供と接する機会の多い人達に小児結核に関

する知識を習得してもらうことにより、今後の

小児結核の早期発見及び不要な予防内服の防止

につながっていると思われる。

・管理健診の実施時期の徹底に努めている。ま

た、患者指導用パンフレットの必要性を再認識

し、作成を検討している。
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4. 健診事業

北海道

北海道結核健診技術向上事業

医師・診療放射線技師等

　 医師・診療放射線技師を対象に、X線写真の画

像診断や菌所見による診断、短期集中治療方法

の普及等についてケーススタディ形式の研修

看護師・保健師・養護教員等

　 結核についての医学的な知識の付与と、ツベル

クリン反応検査及びBCG接種の技術向上を図

るための実技指導を加えた研修。

効果  ・医療従事者の結核に対する意識が低下し、症

例そのものも減少する中、専門医不足によるド

クターズディレイが結核の重症化、集団感染に

つながる危険性をはらんでいるが、本事業によ

り医療従事者の結核に対する意識啓発と診断等

技術の向上が図られ、本道の結核事情の改善さ

れる。

・身近な地域で開催することにより、多くの参

加者数が期待できる本事業は地域の医療従事者

の知識・技術の向上に効果的であり、今後も継

続が必要である。

岩手県

結核健康診断受診率向上対策事業

 各事業所に受診促進及び実施報告書提出促進等

に関する普及啓発のパンフレットを配布し、現

状を伝え結核定期健康診断の必要性について周

知した。

 事業所健康管理責任者の研修会を開催し、結核

予防の知識の普及を図った。

 市町村広報誌を活用し、前年度実施した結核に

関する意識調査結果について住民へ還元すると

ともに、健診受診の普及啓発を行った。

効果  定期結核健康診断の受診率の向上が図られるこ

とに伴い、患者の早期発見、感染の拡大防止に

つながる。

宮城県

精神病院モデル的健康診断

千葉県

  定期外健診におけるCR等の新技術を応用

したモデル事業

・定期外健診対象者及び結核発症高度危険群であ

る高年齢者に対して、CR・CT検査を実施する

とともにモニター診断を行った。

効果  結核発病の高度危険群の患者家族、接触者健診

と飯場などの定期外結核健診にCR・CT検査等

の新技術を応用した先駆的事業を実施すること

で、結核患者を早期に発見・治療して、結核の

重症化を防ぎ二次感染の危険性を減少させるこ

とができる。

 ホームレス・外国人等の結核発病の高度危

険群に対する結核予防対策事業

・CR装置による結核健診を集中的に実施し、そ

の場で画像診断と健康相談を実施した。また、必

要に応じCT撮影及び喀痰検査を実施した。

効果  本年度1人の結核患者を早期に発見・治療し、

結核の重症化を防ぎ、二次感染の危険性を減少

させた。また、それによって患者の医療機関へ

の受診の遅れを解消することができた。

東京都

住所不定者結核対策事業

・住所不定者健診（CR車）

効果  住所不定者結核患者の早期に発見し、治療につ



27

4
健
診
事
業

ながることにより感染拡大を防止する。

精神病院・老人保健施設入院患者対策事業

精神病院入院患者健診事業（CR車及び一般車）

 老人保健施設入院患者健診事業（CR車及び一

般車）

効果  精神病院・老人保健施設管理者に対し、結核へ

の知識と関心を高めることによる患者発見の遅

れの防止及び集団感染対策の充実（平成9年以

降、精神病院及び老人保健施設における集団感

染の発生事例はない。）

帰国子女結核予防対策事業

・帰国子女結核健診（東京都結核予防会へ委託）

効果  結核健診の機会提供による結核予防事業の効果

的な推進

神奈川県

精神病院結核健康診断事業

長野県

  定期健康診断受診困難な者等に対する健康

診断事業

・定期健康診断受診困難な寝たきり老人、寝たき

り身体障害者等に対し、ポータブルX線撮影装置、

ストレッチャー対応健診車による直接撮影、喀痰

検査等訪問健診を実施した。

併せて、家族に対する保健指導、有症時の受診勧

奨を行った。

効果  ・寝たきり者等については、民間の健診機関で

健診の実施が困難なため、行政に対するニーズ

が高くなっている。

・健康診断の受診機会に恵まれない者の受診率

向上が図れる。

健康診断精度管理事業

・過去5年間の罹患率、有病率の平均がいずれも

県平均を上回る市町村の住民定期健康診断におけ

るX線写真を保健所及び健診実施機関に委託して

二重読影した。

効果 ・精度管理に効果を上げた。

・健診精度の向上並びに読影技術の向上、見落

としを防ぐことによる患者早期発見、早期治療

の促進を図れる。

三重県

事業所に対する結核健診指導事業

桑名保健所

　 事業所の定期健康診断実施結果報告が低いこと

からも、引き続き組合等での保健所健康相談を

実施し、再度関係事業所に対してリーフレット等

により啓発を行った。また、商工会等に保健所の

お知らせコーナーを設置した。（9回、249名）

津保健所

　 平成13年度に実施したアンケート調査結果か

ら、4団体を選定し、重点的に健康教育を実施

した。（4回、99名）

効果  ・小規模な事業所では、職員の健康管理の認識

が低いことから、結核の発見の遅れが多いこと

から、継続して当該事業を実施しており、保健

所への報告も増加傾向にある。

・継続して事業を実施することにより、保健所

とのつながりを持ち、結核の予防に対する知識

の普及を図ることができる。

京都府

ハイリスク者モデル健診事業

・日々の雇用の従事者等を対象に夜間の胸部直接

撮影及び喀痰検査等を実施し、精密検査が必要な

者に対しては「精密検査無料券」を発行し、無保

険者に対する医療の受診機会を設けた。

また、受診後は医療保険の加入等についての生活

相談・指導を実施。

効果  ・結核蔓延地区等の環境改善及び継続医療体制

の拡充を図り、新規感染者を確実に治療体制に

繋げるとともに、二次感染防止を推進する。

大阪府

野宿生活者結核健診推進事業

関係機関との連絡調整会議

　 健診実施地域を管轄する保健所・当該市町村・

府社会援護課及び感染症・難病対策課で、実施

体制や健診結果に基づく措置等についての調

整・確認を行った。

　 特に河川敷等では、複数の市町村が関係するこ

とから健診実施について、関係機関等との綿密

な連絡調整会議を行った。また、健診終了後に

事業の総括を行った。

結核健診の実施
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　 野宿生活者が20人以上確認されている市町村

（大阪市・堺市除く）の公園及び河川敷で健診

を実施した。

　 事前に結核健診の案内チラシを配布し、管轄保

健所の胸部X線撮影車「はと号」でレントゲン

健診を実施した後、読影診断を行った。

　 なお、結核患者が発見された場合、結核病床を

有する医療機関に入院させる等の必要な調整を

行った。

効果  健診機会に恵まれない日雇労働者や住所不定者

を対象に結核健診を実施し、結核患者の早期発

見・治療に努め、感染の蔓延防止を図る。

奈良県

健康診断等事業

喀痰検査の実施（特別事業）

 事業所等に対する健康診断の実施・報告の勧奨

（一般事業）

効果  ・結核患者及び発病の恐れのある者の早期発見

・健康診断受診率の向上

愛媛県

健康診断受診困難者等に対する健康診断事業

・高齢者（特に寝たきり老人）や一般住民健診未

受診者の多い地域の住民に対する健康診断を行っ

た。

また、併せて一般住民への正しい知識の普及啓発

を行った。

効果  高齢者や一般住民健診未受診者に対する健康診

断を行うことにより結核の早期発見を実現する

とともに、結核に対する意識啓発が図られ、定

期健康診断の受診を促すことができる。

健康診断受診率向上事業

・各保健所で工夫を凝らしたパンフレット等を作

成し、罹患率低下、健康診断受診率向上の効果の

ある対象、地域を選定し重点的に普及啓発した。

効果  結核に対する意識の向上が図られ、健康診断の

受診率向上につながる。

福岡県

精度管理事業

・健診機関の医師、診療放射線技師を対象に研修

会を開催するとともに、健診機関の（保健所含む）

の医師、診療放射線技師の中からフィルム検討委

員を選出し、各健診機関よりX線フィルムの提出

を求め評価・検討を行った。

さらにこれに基づき、健診機関及び各健診実施義

務者に対して健診事業の改善指導を行った。

効果  ・健診機関の健診精度の格差の是正や精度の向

上はある程度改善されたが、精度管理は定期的・

継続的に行う必要がある。

・今後とも実施することにより、結核患者の早

期発見を図り、早期治療及び周囲への感染拡大

防止への効果を図る。

佐賀県

寝たきり者、身体障害者結核予防対策事業

 結核健診（直接撮影、喀痰検査）を佐賀県総

合保健協会（結核予防会佐賀県支部）へ委託

対象者宅へ出向き健診実施

効果  定期健康診断を受けることができない者を対象

に結核患者の早期発見、二次感染防止が期待で

きる。

大分県

寝たきり者・結核既往者に対する喀痰検査

・国東保健所管轄において寝たきり者の理由か

ら、結核定期健康診断を受診できなかった者及び

結核既往者に対して喀痰検査を実施した。

効果  早期発見と予防を図る。

仙台市

健康診断等事業（夜間健診、追加健診）

・定期健診を日中の時間帯に受診できない者には

夜間健診を、定期健診の未受診者には追加健診を

実施した。

効果  夜間健診及び追加健診の患者発見率は、住民検

診の患者発見率と比較して高い状況にある。夜

間健診・追加健診を実施することにより、定期

健康診断の未受診者を減らすことができる。

千葉市

らせんCT車健診事業

・休祝祭日を利用し、対象箇所にらせんCT車及

び胸部CR車を直接派遣し健診を実施した。

効果  都市部の特徴としてあげられる結核発症の高度
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危険群とされる、住所不定者や雇用不安定の単

身者などに対して、高精度のCT及びCR装置

を用いて集中的に結核健診を実施することによ

り、結核の重症化及び二次感染の防止に大きな

効果が期待される。

川崎市

ハイリスク者集団結核健診、受療支援

・野宿生活者は食料品支給会場、簡易宿泊所利用

者等は当該施設周辺、外国人労働者は日曜日にキ

リスト教教会等、日本語教育施設就学生について

は当該施設で結核専門健診機関に健診業務を委託

して実施。

また、受療支援事業では結核発病の疑いのある者

が医療機関を受診できるように紹介したり、入所

命令された者が入院できるよう結核病床を探し、

迅速に患者輸送を行った。

効果  結核ハイリスク集団における患者の早期発見・

早期治療に結びつけることができる。

定期健康診断フォロー

・各地区において定期健康診断の未受診者に対し

受けやすい時間・場所を設定し、健診（X線間接

撮影及び精密検査）を実施した。

効果  平日・昼間に受診困難な市民の受診率の向上が

図れる。

名古屋市

住所不定者結核健診

・無料宿泊所へX線車を派遣し、胸部間接撮影を

実施するとともに、要精検者を保健所で検査した。

なお、尿検査等の生活習慣病健診も同時に実施し

た。

効果  健診機会の少ない住所不定者に対して結核健診

を行うことにより、結核の普及啓発を図るとと

もに、結核患者の早期発見を行うことができる。

日雇労働者結核検診

 簡易宿泊所にX線車を派遣し、夜間健診を実施

した。

　受診者数73人、要精密検査者数2人

要精密検査（中村保健所）

　受診者数2人

効果  健診を受ける機会の少ない層に対して健診の場

を提供することにより結核の早期発見、普及啓

発を図る。

京都市

歩行困難者等健診

・身体的理由によりX線間接撮影を受診できない

市民に対して、リフト付X線車にて直接撮影によ

る健診を行った。

効果  ・市民への受診機会を均等に保障し、健診受診

率の向上及び患者の早期発見に資する。

・身体的理由により受診機会が狭められている

市民について、受診機会を均等に保障すること

により、健診受診率の向上及び患者の早期発見、

早期治療に資することができる。

大阪市

あいりん特別健診及び普及啓発事業

西成保健センター分室

　 結核専門医による結核特別健診及び結核療養相

談事業

　①健診受診者の精密検査及び療養相談

　②市立更生相談所の来所者健診

 あいりん総合センター前健診（健診車による結

核健診）

　毎月1回健診車による結核健診を実施

啓発普及事業（あいりん労働者の学習会）

　結核予防週間中に実施

 越年時対策（入所者に対して健診車による結核

健診

効果  本市の中でも高罹患率のあいりんにおける患者

の早期発見、早期治療及びあいりん労働者の意

識改革による受診の促進等により感染の未然防

止を図る。医療だけで解決できない問題があり、

今後とも関係団体と協力して事業の推進を図り

たい。

公園野宿者結核健診事業

・公園内で健診車による結核健診

効果  これまで健康状態が把握できていなかったあい

りん地区以外の野宿者を対象に健診を実施する

ことにより結核の有病者の把握、蔓延防止に努

める。
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広島市

ハイリスクグループ健康診断等事業

結核講習会

　 高齢者等を対象に結核への理解を深める講習会

を開催した。

健康診断

　 受診の機会に恵まれない主婦、高齢者、障害者、

その他の者を対象に健康診断を実施した。

効果  ハイリスクグループに対して重点的に健康診断

の受診率の向上、有症状時の早期受診、早期治

療の徹底、結核に関する正しい知識の普及を促

すことにより、結核の蔓延化防止を図る。

長期入所施設健診調査研究事業

・本事業への参加を希望する老人保健施設に健診

車を派遣し、委託により健康診断を実施した。ま

た結果を検討し、今後の結核対策の指導に活用し

た。

効果  ・健康診断を促進することによって、結核への

理解を広め、予防や早期発見の重要性を認識さ

せ、長期入所型施設での結核集団感染を防止す

る。

・今後の健康管理の指導を行う。

健康まつり健康診断等事業

・区民まつり、健康フェスティバル等において、

ポスター及びパネル展示、パンフレットの配付に

よる意識啓発を図るとともに、受診勧奨を行い、

健康診断を実施した。

効果  集客の大きい催し物に併設して健康診断等を実

施することにより、健康診断の受診率の向上、

有症状時の早期受診、早期治療を徹底させ、結

核の蔓延化防止が図られる。

北九州市

出前講演及び健診

・町内会や老人クラブなどの依頼や集会等の機会

を利用し、本市職員を派遣して市民に結核に対す

る予防や健診を呼びかけ、希望により健診を実施

した。

効果  本市は60歳以上の新登録者が増加傾向にある

ため、老人クラブ等の高齢者が集まる機会に啓

発、健診を実施することで感染予防の意識を高

める。

受診勧奨事業

・企業、施設、学校、医療機関、高齢者等にパン

フレットを送付し、健康診断受診の呼びかけと結

核予防意識の高揚を図った。

効果  健康診断受診による結核患者の早期発見及び結

核予防意識の高揚を図れる。

福岡市

特定地区での結核特別健診

・日雇い労働者等は、健診の関心が非常に低い。

そのため、事業者等の協力を得て、夕方から夜間

に健診を行い、胸部X線直接撮影の健診車にて、

飯場もしくは宿泊所近くで健診を行った。

ホームレス結核健診

 生活指導員（嘱託員2人）の定期巡回により、

ホームレスの実態を常時把握し、公園ごとの管

理台帳を作成した。

 管理台帳を基に、ホームレスが多い公園等を中

心に、レントゲン車を配備し、胸部X線撮影を

行った。必要に応じ、喀痰検査も実施した。

健診勧奨事業

 市内の学習塾、福祉施設等の事業所等に対して、

健診勧奨文書と実施報告書を発送し、かつ各保

健所においても健診日を設けて健診の機会を提

供した。

 事業所健診の効率的な勧奨強化を図るため、50

人以上の事業所に対して健診勧奨文書と実施報

告書を発送した。

旭川市

 一般住民健診（結核健診）における予防啓

発事業

・日程の周知及び結核知識の普及を目的とした

リーフレットを作成し、地区住民組織を通じて各

世帯に配布した。

効果  結核健診の日程表と併せ結核の予防知識を掲載

したチラシを作成し配布したことで、住民健診

受診のPRと結核予防意識の向上を図ることが

できる。
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横須賀市

出前検診

ホームレス結核検診事業

新潟市

一般住民定期健康診断受診啓発事業

 一般住民定期健康診断の結果とともに結核に関

するリーフレットを郵送し、結核についての正

しい知識を普及・啓発するとともに一般住民定

期健康診断の受診の動機づけをした。

 地域の保健師が、高齢者が利用する施設等で健

康教育を実施し、受診を勧奨した。

効果  ・一般住民定期健康診断の受診数が増加する。

・結核についての正しい知識の普及・啓発につ

ながる。

長野市

精神病院入院患者結核検診事業

 定期健康診断受診困難な者等に対する健康

診断

岐阜市

事業所における健康診断実施の促進

 事業所向け結核健康診断リーフレット及び報告

書様式等を郵送により配布を行った。

 未実施事業所等については指導を行った。

効果  未実施事業所の把握・指導及び事業所における

健康診断の普及啓発により受診率の向上が期待

できるとともに、報告書提出が促進される。

堺市

結核ハイリスク者検診事業

 結核ハイリスク者（行路者）に対して、無料胸

部X線検査を行い、福祉と連携して保健福祉総

合相談を実施した。

 発病者に対して個別訪問、医療機関への受診勧

奨等適切な指導を行った。

効果  ・結核ハイリスク者に対して健診を行うことで

発病者を早期に発見し、確実に治癒させること

により周囲への感染を可能な限り少なくすると

ともに、既感染者の発病予防を図る。

・適切な患者管理を行い、再発防止を図る。

高知市

事業所健診推進事業

・高知市内の事業所に健診実施・報告について広

報・通知文書・健診受託機関との連携等により勧

奨を行った。

効果  高知市内には、事業所も多く実態把握が不十分

であった。また、若年層の菌陽性者の結核も多

いことから、本事業を継続実施することにより

健診の勧奨ができ予防対策に役立つ。

宮崎市

事業所結核健康診断促進事業

・管内の事業主に対し、結核健康診断の実施・報

告義務を解説した参考資料及び結核に関するパン

フレットを商工会議所等の協力を得て配布し、結

核健康診断の重要性を認識させた。

効果  ・事業主が確実に年一回の結核健康診断を実施

することで、事業所で働く労働者の中から結核

患者を早期に発見し、治療することで高齢者だ

けではなく、幅広い年齢層への結核対策が実施

できる。

・従業員を雇用している事業主に対して結核が

集団に与える影響と結核健診の重要性を認識さ

せることで結核健診受診率の向上が期待でき

る。

鹿児島市

胸部レントゲン健康診断事業

 介護老人保健施設及び精神病院については、胸

部レントゲン車を派遣し、入所者等及び入院患

者を対象に健診を実施した。

 歩行困難者については、各家庭等に出向いて胸

部レントゲン撮影を実施した。

 健診で異常所見が疑われるものについては、精

密検査を実施し、結核の早期発見に努めた。

効果  結核の早期発見により、結核の蔓延を防止する。

東大阪市

乳幼児保護者健診事業

 保健センターにおいて実施する乳児4ヵ月児健

診を受診に来た保護者に対し、パンフレット、

パネル等により結核の保健指導を行い、若年保

護者に結核の知識を普及させた。
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 BCG接種を受けにきた保護者に無料で胸部X

線撮影を実施した。

効果  ・乳児をもつ若年保護者に結核の知識を普及し、

胸部X線撮影等を実施することにより、小児へ

の感染を防止することができる。

・小児の感染源となる機会の高い、若年保護者

の結核の早期発見ができる。

小規模事業所健診事業

 保健所において小規模事業所従業員を対象とし

た健診日を設けた。

 健診にきた従業員らに結核の保健指導を行い、

結核の知識の普及を図った。

 レントゲン車を企業密集地域へ派遣し、近隣企

業へ結核の知識の普及活動を行い、健康診断を

受診するよう勧奨した。

効果  小規模事業所従業員に結核の知識を普及するこ

とにより、結核対策の基本である定期健康診断

の重要性を認識させる。企業の定期健康診断実

施率を向上させ、結核の早期発見、集団発生を

防止することにより罹患率の低下を図ることが

できる。

大牟田市

結核回復者及びハイリスク者健診事業

・平成14年4月から平成15年3月までの1年間、

大牟田市保健所及び市内6ヵ所の地区公民館（保

健所では第1・2水曜日及び各種がん健診にセッ

ト、地区公民館では第4水曜日）で結核回復者及

びハイリスク者の結核健診を直接撮影により実施

した。

結核回復者については、サーベイランス情報より

登録除外後3年以内の者のリストを作成し、担当

保健師より受診勧奨を行った。高齢者のハイリス

ク者については、大牟田市住民基本台帳より62

歳、64歳、66歳、68歳、70歳に該当する世帯主

を抽出し、ダイレクトメールによる結核健診受診

案内を送付した。一般市民へは大牟田市の広報誌

により受診を呼びかけた。

効果  ・肺結核患者（非定型）1人を発見し、結核登

録される結核回復者についても管理情報の収集

機会として活用することができ、病状不明率の

大幅な改善の一因となる。

・結核発病の危険性の高い集団の結核健診を今

後も感染防止対策として継続する必要がある。

佐世保市

 高リスク・低受診率層に対する結核予防対

策推進事業

・定期健診を受ける機会の少ない住民に対する健

康教育や健診の実施。

 市内各支所や公民館などを健診車で巡回し、健

診を実施した。（642人）

 乳幼児の母親（BCG時）に対する健診（1,366人）

 離島における住民健診（108人）

 イベント時における健診（135人）

効果  健診の実施、受診勧奨を行うことにより、市民

の結核に対する意識の高揚及び、佐世保市にお

ける結核罹患率の低下に寄与できる。

千代田区

路上生活者結核健康診断

・ホームレスが個人事業者として廃品業（段ボー

ル）や日雇い業として雇用している事業者の協力

のもと、CR健診車を配置し健康診断を実施した。

また、今回は日比谷公園内の路上生活者を対象に

も実施した。

効果  早期発見による治療、予防が期待される。

港区

結核健診（ハイリスク事業所）

・対象事業所にCRの健診車を派遣し、健診を

行った。

効果  結核の早期発見、早期治療、重症化及び二次感

染の防止が期待できる。

新宿区

路上生活者結核健康診断

 福祉部が実施する「路上生活者出張相談」の会

場で、相談者のうち結核健診を希望する者に対

し、その場で結果がわかるCR車を雇い上げ、

胸部X線撮影を実施し、結核患者であった場合

に生活保護受給及び結核医療費公費負担に基づ

く適正医療の提供を行った。

 保健所が主体となり、福祉部の協力を得て、公

園周辺の路上生活者にその場で健診結果がわか

るCR車を雇い上げ、胸部X線撮影を実施した。

結核患者であった場合に、生活保護受給及び結

核公費負担に基づく適正な医療を提供し、結核
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の蔓延防止を図った。

効果  ・結核のハイリスク集団である路上生活者等に

対し、健康診断の機会を設けることにより、結

核患者の早期発見・早期治療及びハイリスク集

団内での感染予防につながり、結核患者増加の

抑制が期待される。

・新宿駅周辺及び区立の公園周辺等で生活する

路上生活者が定期的に健診ができる体制が整備

されるまでは、健診が必要である。

台東区

重点地区結核健診（早期結核健診）

・東京都城北福祉センター前へレントゲン車を派

遣し、胸部X線撮影を行った。

効果  結核患者の早期発見及び治療の徹底

重点地区結核健診（北部地区結核健診）

・山谷地区内の玉姫労働出張所前へレントゲン車

を派遣し、胸部X線撮影を行った。

効果  結核患者の早期発見及び治療の徹底

重点地区結核健診（路上生活者結核健診）

 都立上野恩賜公園へCR車を派遣し、胸部X線

撮影を行った。

 結核健診と併せて、生活相談を行った。

効果  結核患者の早期発見と治療の徹底

世田谷区

 特定非営利活動法人設立による宿泊施設で

の結核健診事業

入居時健診－施設入居時の個別健診

 特別定期健診（年1回）－健診時期に入居して

いる者（特対事業分）

効果  結核患者・感染者を早期に発見するとともに、

区民である施設対象者に対して感染症対策・健

康づくり対策の普及啓発を行い、発見された患

者・感染者については確実に医療へと導く。

渋谷区

路上生活者結核健康診断

中野区

飯場労働者等生活困窮者への健診事業

健診車（CR健診車）による胸部レントゲン撮影

飯場労働者への結核予防教育

効果  ・飯場労働者、宿泊所等入居の元ホームレスを

中心にハイリスクグループに対する結核健診を

行うことにより、ホームレス前段階での結核対

策を実施することができる。

・労働者を雇用している事業者、宿泊所管理人

等に結核対策への理解を得ることができる。

豊島区

路上生活者健診

健康診断（CR健診車による胸部レントゲン撮影）

健康相談

効果  ・具合が悪くなってから、行き倒れ状態で発見

されることの多い路上生活者の結核を早期発見

し、治療に結びつけることにより、二次感染を

防止できる。

・CR健診車を使用することにより、健診→医

療の素早い対応ができる。

・後日調査において、主に飲酒トラブルによる

自主退院が多いという問題が指摘できた。

北区

結核ハイリスクグループ健診事業

・胸部X線撮影及び精密検査

効果  ハイリスクグループ健診は発見率、費用対効果

も高く、発見患者の治療支援をすることで、区

内の結核蔓延状況の改善が期待できる。

荒川区

結核健診

健診車を借り上げて、2回実施した。

荒川区保健所で実施した。

効果  ・住所不定者や簡易宿泊所滞在者等が本事業の

対象者であるが、即時診断結果が得られるCR

車で実施することにより、発見した患者を確実

に治療につなげることができる。

・要医療であった患者についても治療につなげ

ることができており、感染拡大を防止すること

ができる。
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板橋区

路上生活者健診事業

・路上生活者に事前の周知を行い、公園、高架下

から会場へ誘導し、結核健診を希望する者に対し、

その場で結果がわかるCR車を雇い上げ胸部X線

撮影を実施した。

効果  結核のハイリスク集団である住所不定者に対

し、健診の機会を設けることにより、結核患者

の早期発見、早期治療に導くことができる。

練馬区

住所不定者結核健康診断

・住所不定者の所在地を管轄する福祉事務所を通

し、保健相談所にて健康診断（胸部X線撮影等）

実施した。

効果  生活歴から、結核に感染している可能性が比較

的高く、宿泊所の形態から感染者の早期発見・

早期治療が見込まれ、二次感染の防止が図れる。

葛飾区

街頭結核健診

区の広報掲載による周知

地域の自治会、周辺のパチンコ店へのチラシ配付

外国人支援団体との連携

健診当日はCR健診車による胸部撮影、結果説明

効果  罹患率の低減化及び感染の予防

江戸川区

ハイリスク集団結核健康診断

・日雇い労働者等の集団宿泊施設（4ヵ所）利用

者及び住所不定者を対象に江戸川保健所において

実施

効果  早期発見及び感染の防止

外国人対策事業　

栃木県

在日外国人結核患者健康診断事業

・外国人結核登録者の発病から要医療までの経過

を調査し、管内外国人登録者の集団健診を行うと

ともに、パンフレット等を作成・配布した。

効果  ・外国人結核登録者の発病から要医療までの経

過を把握することにより、今後の結核対策及び

結核管理精度の向上を図る。

・健診機会に恵まれない在日外国人に対して、

結核健診等を継続して行うことにより、健康診

断状況及び受診状況を把握し、定期健康診断の

重要性を認識させ、結核感染及び発病の防止を

図る。

群馬県

外国人への健康診断

・国際交流協会の実施する、在日外国人のための

健康、法律相談事業とタイアップして、在日外国

人に結核健康診断を実施した。また、来所者に外

国人向け結核予防リーフレットを配布した。

効果  在日外国人に結核健康診断を実施することによ

り、結核患者の早期発見、早期治療に努め、結

核蔓延防止を図れる。

東京都

外国人結核対策事業

日本語学校就学生健診（東京都保健所管内）

外国人結核健診（東京都全域）

保険未加入外国人結核健診（東京都全域）

 財団法人結核予防会外国人結核電話相談で健診

が必要とされた方

効果  ・外国人の健診機会を確保し健診受診率の向上

を図ることによる患者の早期発見・早期治療

・低賃金の労働力として、アジア系の外国人が

増加していることなどを考慮し、当分の間（制

度的対応が可能となるまで）継続することとす

る。

神奈川県

外国籍県民結核健康診断事業

山口県

外国人健康診断事業

・各地域の食品衛生協会等から対象者の抽出を行

うとともに、健康診断受診票を本人に配布し、保

健所において胸部X線撮影を実施した。

効果  健康診断の受診機会の少ない在日外国人の健診
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を行うことにより、患者の早期発見、早期治療、

感染拡大の防止などの効果が期待できる。

札幌市

日本語学校就学生に対する健康診断

・健診車により日本語学校の就学生に対する胸部

X線撮影を行った。

効果  健診により患者1人が発見されたが、早期発見

だったため感染拡大を未然に防ぐことができ

た。

仙台市

日本語学校就学生健診事業

・日本語学校に就学する外国人を対象として健診

を実施した。

効果  日本語学校に就学する外国人を対象とした健診

の患者発見率は、住民健診と比較して極めて高

い状況にある。このため、当該健診を実施した

ことで結核の早期発見、早期治療が行われ、ま

た、関係者への感染防止が図られる。

千葉市

日本語教育施設就学生の健康診断事業

・胸部X線撮影による健康診断

効果  ・外国人による二次感染防止及び患者の早期発

見、早期治療の対応をとることができる。

・定期健康診断を受ける機会が乏しい外国人の

健康管理の一助になるとともに、教育施設に対

する意識啓発にも資する。

横浜市

外国人等への健康診断の実施

・外国人が多く受診している医療機関やボラン

ティアグループを通じ市内在住の外国人に受診を

呼びかけ、公的な会場として鶴見福祉保健セン

ター及び泉区福祉保健センターにおいて、健康診

断を実施した。

効果  ・ボランティアグループや「無保険の外国人の

医療に経験が深い医療機関」の協力を得ること

により、在日外国人に広く結核健康診断への勧

奨が行われ、効果的に外国人に対する健康診断

を実施していく契機となる。

・「無保険の在日外国人の医療に経験が深い医

療機関」の協力を得ることにより、患者発見後

の治療についても対応が可能となる。

日本語学校生徒への健康診断の実施

・市内にある日本語学校で、福祉保健センターが

レントゲン車を派遣し、名簿作成や要精密者の呼

び出しなどについては、学校側の協力を得て健診

を行った。

また、福祉保健センター保健師、ケースワーカー

が要医療者に対して、早期治療が開始できるよう

医療機関の紹介や公費負担制度の説明など必要な

対応を行った。

効果  ・日本語学校生徒からの患者の早期発見、特に

中国等からの耐性菌患者の早期発見や、感染拡

大防止を図ることができる。

・就学ビザで来日した外国人学生の実態調査に

協力してもらうなど、日本語学校の日常的な協

力が得られる。

京都市

日本語教育施設就学生健診

・日本語教育施設就学生に対する健診について、

受診勧奨を行った。

効果  患者発見、医療対策及び正しい知識の普及啓発

が図れる。

広島市

外国人健康診断事業

・外国語に翻訳した健診案内、問診票及び結果通

知書を用意し、通訳を配置して健康診断を実施し

た。

効果  受診の機会が増加することにより、有症状時の

早期受診、早期治療を誘導して結核の蔓延化の

防止に役立つ。

福岡市

留学生等健康診断事業

・アジアマンス（9月）の期間を中心に、留学生

及び就学生の家族等在留外国人を対象に胸部X線

撮影及び一般健康診査を委託医療機関で実施し

た。
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横須賀市

外国人結核対策事業

金沢市

外国籍住民結核予防対策事業

・問診、X線直接撮影、読影、健診結果説明

効果  結核健診等の受診機会の少ない短期在留の外国

籍住民に、健診、相談の機会が確保できる。

豊橋市

外国人学校の児童生徒に対する結核予防

・ブラジル人学校において医師・看護師などを派

遣し、集団方式で実施。

効果  現行の制度では接種の機会がない児童生徒に対

するツベルクリン反応検査、BCG接種を実施

したことにより、結核の早期発見と抗体保有率

の向上、結核蔓延の防止を図ることができる。

相模原市

外国籍市民結核健康診断

 市内在住外国人を対象に胸部X線検査を行い、

必要な者には医療機関を紹介した。

 指導用パンフレット（8ヶ国語）を配布し、結

核に対する啓発を行った。

効果  ・外国人の結核の早期発見・早期治療により、

外国人の感染性結核が減少し、ひいては罹患率

の減少が期待できる。

・受診者に対して結核について啓発する機会と

なる。

千代田区

日本語学校就学生結核健康診断

・結核健康診断（胸部X線撮影）を保健所にて実

施。

効果  早期発見による治療及び予防が期待できる。

港区

日本語学校就学生結核健康診断

身体計測・尿検査・胸部レントゲン直接撮影

 当日及び後日の二重読影により必要な者に対し

ては精密健診を勧奨

効果  ・健康診断の受診の機会が少ない者に対し、健

診を行うことにより結核の早期発見に努め、感

染の蔓延防止を図り結核を減少させていく。

・学校に対して健診の重要性を促し、啓発をし

ていく。

新宿区

日本語学校結核健康診断

 一次健診：対象校に対し、受診希望の確認を行っ

た。健診の事前説明を行い、日程を調整して4

日間レントゲン車を雇い上げて行った。

 二次健診：一次健診受診者のうち所見があった

ものを呼び出し、直接撮影を実施した。

 精密検査：二次健診で要精密検査となった就学

生について、委託医療機関（結核指定医療機関）

にて精密検査を実施した。

効果  ・在住及び街に訪れる外国人が多い当区として、

区内の日本語学校の就学生に対し健診を行い、

早期発見・早期治療に結びつけることで、学校

内及び地域の外国人しいては当区内での結核感

染者の増加を抑制できる。

・ここ数年日本語学校が新たに設立され、また

各学校の収容人員も増えてきており、結核発見

率が一般の住民健診等に比べ非常に高いため、

今後も本事業は継続実施していく必要がある。

台東区

日本語学校留学生結核健診

・胸部X線撮影を行った。

効果  外国人感染者の早期発見と治療の徹底

墨田区

日本語学校結核健康診断

・結核の正しい知識の習得と普及啓発のため実施

した。

効果  結核の早期発見・早期治療

江東区

東京ワールド外語学院健康相談

・レントゲン直接撮影

効果  ・患者の病状把握

・結核対策の迅速化、円滑化

・結核の再発、二次感染の防止
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目黒区

外国人就学生対策

大田区

日本語学校就学生に対する結核健康診断事業

・一次健診　

　問診・X線間接撮影、又はCR撮影

効果  健康診断の機会の少ない外国人に健診を実施

し、罹患の有無について確認できる。

渋谷区

日本語学校結核健康診断

中野区

日本語学校就学生等健康診査

・胸部X線撮影

効果  外国人の健康保持及び結核の蔓延防止

杉並区

日本語学校健診

・健診を希望する日本語学校の外国人就学生に対

する結核健康診断を実施。

効果  結核患者の早期発見と蔓延の防止を図ることが

できる。

豊島区

日本語学校結核健診

健康診断（胸部レントゲン撮影）

健康相談

効果  ・患者発見率から見て、未だハイリスクグルー

プと言える外国人留学生の結核を早期発見し、

治療に結びつけることにより、留学の目的達成

を支援するとともに二次感染を防止できる。

・健診に合わせて日本語学校健康教育を実施で

きることにより、異文化ストレスによるメンタ

ル的な疾患やAIDS等の他疾患の予防を推進で

きる。

荒川区

日本語学校

・健診車を借り上げて、1ヵ所で3日間実施した。

効果  受診機会の少ない就学生の結核予防を進め、蔓

延及び二次感染を防止する。

足立区

日本語学校結核健診

保健所の受託健診として実施した。

 日本語学校の代表者に連絡をとり、名簿・カル

テ等の作成を依頼し、学校所在地の管轄保健総

合センターにてX線撮影及び読影を行った。

効果  健診の機会の少ない外国人生徒と日本語学校へ

の予防知識及び意識の浸透と地域への感染防止

を図れる。

江戸川区

日本語学校結核健康診断事業

・希望する学校の希望者に対する結核健康診断を

保健所、保健センター、保健相談所において実施

効果  集団感染の防止等
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5. 結核対策推進事業

青森県

結核対策推進協議会の運営

・結核対策推進協議会の開催

　委員7名　青森市　1回開催

・無結核病床地域において結核医療確保等対策協

議会を開催、搬送マニュアルを検討

むつ・下北地域協議会

　委員7名　むつ市　1回開催

八戸地域協議会

　委員9名　八戸市　2回開催

上十三地域協議会

　委員11名　十和田市　2回開催

結核予防業務調査・検討会議の実施

・保健所結核対策会議

予防可能症例検討会　　5回

登録票の検討　　　　　2回

関係機関との連絡会議　2回

予防接種情報提供　　　1回

健康状況等把握調査

岩手県

公開式結核診査協議会開催事業

盛岡、花巻、二戸地区

　 3 保健所による公開式結核診査協議会と結核

予防会会長の特別講演を実施した。

　38名参加

一関、北上、水沢地区

　 3 保健所による公開式結核診査協議会と結核

予防会顧問の特別講演を実施した。

　52名参加

釜石、大船渡地区

　 2 保健所による公開式結核診査協議会と結核

予防会会長の特別講演を実施した。

　54名参加

久慈、宮古地区

　 2 保健所による公開式結核診査協議会と結核専

門医による講演を実施した。

効果  ・医療機関への受診における結核診断の精度の

向上を図ることにより、医師による患者発見の

遅れを減少させ、患者の早期発見・早期治療に

役立つ。

・結核診査協議会を公開することにより、保健

所での結核患者管理等の普及と医師との連携強

化が図られる。

結核対策関係機関ネットワーク事業

・東北地区の拠点病院となる国立療養所盛岡病院

を中心に結核病床を有する医療機関及び結核対策

関係機関並びに県（保健所）とのネットワーク化

を図った。

 結核医療（多剤耐性結核菌の治療、精神疾患等

重症合併症対策等）の検討、情報交換の実施

 結核医療や結核対策の最新情報の提供、結核医

療に関する研修会の実施

効果  国立療養所盛岡病院を拠点とした医療機関間の

情報交換を踏まえ、岩手県内の結核医療及び結

核対策の推進を図る。

宮城県

医療機関連携強化事業（院内DOTS推進会議）

山形県

看護連携推進事業

・平成13年度に結核専門病院との結核医療連絡

会を開催し「看護連携マニュアル」を作成したが、

平成14年度はそれを基にしてさらに一般医療機

関へ波及させ、相互業務の理解と役割の明確化を
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図った。また、現在保健所で活用しているパンフ

レットの見直しを行い、よりわかりやすいものに

した。

効果  結核専門病院及び一般医療機関と保健所の結核

担当職員との相互業務の理解と役割が明確化さ

れ、入院、外来を通じ一貫した患者支援に向け、

一般医療機関の理解を深めることができる。

福島県

結核対策推進協議会

 福島県の結核対策全般についての企画・検討、

結核対策特別促進事業の評価等を実施。

 福島県結核対策推進指針素案検討を行った。

　開催場所：福島市

効果  専門家に本県の現状や取り組みを報告し、適切

な指導を受けてきたことで結核に関する諸指標

値の改善につながった。今後とも本事業を継続

することにより、さらなる指標値の改善や福島

県における結核対策の適切な推進を図ることに

つながる。

結核対策評価事業

・ワーキンググループの開催

　 第 1 回　 平成13年度から開始した福島県結核

対策推進指針作成のための最終検討

　 第2･3回・ 福島県結核対策推進指針に掲げた事

業計画について、具体的な方向性の

検討

　 　 　 　・平成13年の結核データ評価

効果  福島県結核対策推進指針を各保健所のメンバー

で分筆し、ワーキンググループ会議にて随時調

整する作業を行ってきた。これにより、県とし

ての方向性を明確化し、メンバーの動機付けに

役立った。今後結核定期外健康診断のあり方、

結核対策のあり方について従来実施してきた事

業の効果を再度評価し、より効果的な結核対策

のための事業に反映できることが期待される。

今後は担当者の研修事業を充実させるととも

に、高齢者等ハイリスクグループへの重点的対

策や病院と保健所の連携事業を推進する。

千葉県

 結核病床を有する医療機関と関係行政機関

の連携

事例検討会　5回

院内面接の実施　患者連絡票の活用

 講演会1回

　医療従事者を対象とした知識の普及啓発

効果  結核病床を有する医療機関と連携を図ることに

より、患者が入院中にどんな治療を受け、治療

継続にどのような問題があるのかを早期に把握

し、検討・対応することができる。また、患者

家族や接触者の健診が徹底される。

結核対策千葉方式に基づく医療脱落防止事業

 君津中央病院（医師、看護師）と保健所（保健

師）による業務連絡会　2回

 君津中央病院（看護師）と保健所（保健師）に

よる業務連絡会　1回

効果  今年度3回業務連絡会を実施したことにより、

今まで以上に病院側と保健所の連携が取れるよ

うになる。

  山武保健所管内医療機関・保健所の結核対

策千葉方式の実践と評価

管内第35条医療機関連絡会の開催（3回）

 管内第34条、第35条の3病院と結核担当者と

の会議（1回）

医療機関結核研修会の開催

　標題：「結核医療の基準について」

　講師：国立療養所千葉東病院　佐々木結花医長

　参加者：20の医療機関　69名

効果  ・により、結核対策千葉方式の共通理解が

深まり、患者の情報交換が行われ、治癒に向け

た医療機関・保健所間の協力体制が確認できる。

・により、最新の結核治療基準について、幅

広い地域医療機関に知識の啓発普及を図ること

ができる。

・次年度への課題として、コホート評価の充実

と対処困難事例（合併症の併発や経済的困窮等）

に対して、更に医療機関と保健所が連携を密に

取ることの必要性が示された。

胸部健診精度管理事業

・CR・CT検査等の新技術を応用した対策を確

立するため、学識経験者、医療機関代表者で構成

する委員会を1回開催し効果的な事業の推進に当

たるとともに、判定基準作成・健診結果判定小委

員会、インフォームドコンセント委員会を開催し

た。

効果  ・胸部健診を有意義かつ効果的に推進し、精度

の向上を図ることができる。
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・健診の事後指導と受診者へのケアを徹底する

ことができる。

富山県

結核対策推進事業

統計資料の作成

制度周知

結核連絡協議会の開催

効果  ・各種結核予防対策の適切かつ迅速な実施

・関係機関との連携

福井県

結核予防対策強化推進事業

・丹南保健所管内の結核健診受診状況や結核感染

分布状況の把握をもとに、モデル地区を選定して、

高齢者の結核感染予防と患者早期発見の実施方法

の確立を図った。

結核健診対策検討委員会開催

　委員： 結核診査委員代表、市町村保健担当職員、

医師会代表、老人会代表、モデル地区の

保健推進委員会長

　助言者：福井医科大学　環境保健学教授　日下氏

　協議内容：事業の評価

アンケート調査

　 事業初年度（平成12年度）に意識調査をした

住民対象に再アンケートを実施し、意識の比較

を行った。

関係者の研修会開催

　管内専門職研修

　演題：「検査室からの結核菌の話」

　講師：結核研究所　鹿住祐子氏

　参加者：看護職101名

その他

　①予防推進員効果測定

　②市町村職員事例検討会

　③モデル地区住民健康教育

効果  ・モデル3地区ともに、一般住民健診受診率は

向上しており、その中でも事業の対象である

60歳以上住民受診率は、武生市東地区16.2％

→51.4％、鯖江市北中山地区28.7%→30.9%、

清水町16.1%→19.1%といずれも上昇している。

・市町村、既存の団体、医療機関の看護職と地

域を巻き込んで取り組んだため、地域の結核に

関する意識は向上し、一年に一回の胸部レント

ゲン健診受診の必要性や早期発見の視点が、高

齢者及び関係機関に広く啓発することができる。

長野県

届出、申請の徹底事業

・結核予防法に基づく医師及び病院管理者の義務

や公費負担申請のフロー等を記載した冊子を印

刷、配布した。

効果  ・医師の届出の徹底により保健所の対応が早期

に可能となり二次感染防止が期待される。

・適切な公費負担の申請による患者の経済的負

担の軽減、適切な結核医療に基づく治癒が期待

される。

岐阜県

東濃地域結核重点対策協議会

東濃地域の結核予防対策について協議

管内の結核の動向、事業の報告

事業計画の検討

東濃地域結核重点対策協議会設置要綱の確認

広報啓発用冊子グッズの作成、配布

効果  ・東濃地域という、結核諸指標値の特に悪い地

域を重点化することにより、当該地域の結核対

策の今後の方向性を検討することができる。

・医師の診断の遅れ、施設での患者発生予防及

び発生時の対応について問題提起がなされた。

静岡県

結核対策連絡協議会開催事業

・結核対策の重要事項の協議調整を図るため、協

議会を開催した。

効果  医療、学校、予防団体、市町村等との連携が強

化され、より充実した結核対策が期待される。

結核保健医療福祉ネットワーク推進事業

・医療機関と地域との連携を強化するため、連絡

協議会を開催してマニュアルを作成し結核予防対

策の推進と結核患者管理体制の充実を図った。

効果  医療機関と地域との連携が強化され、より効果

的な結核予防が期待される。

愛知県

結核医療対策協議会

・保健所長、学識経験者、結核病院を有する専門
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病院の代表、医師会関係者等30名程度で構成す

る結核医療対策全体会議を開催し、愛知県の結核

の現状を還元し、適正医療の普及や医療機関と行

政の連携、診療経験の共有化を図った。

効果  ・本県における結核の問題点を指摘検討するこ

とで、今後のより効果的な施策への糸口となる。

・診療経験の共有化を図ったことで、適正医療

の普及の一助となる。

地域別重点結核対策事業

・保健所ごとの結核指標の地域間格差の解消を図

るため、行政努力で改善可能と考えられる指標が

悪い5保健所を選定し、重点的に原因を探り改善

のための事業を実施した。

また、定期健康診断・予防接種の確実な実施を図

るため、医師会・校医・市町村等の定期健康診断・

予防接種関係者との連絡会議を開催した。

効果  ・指標の悪い保健所を選定し、重点的に取り組

むことで、当該地域の対策への意気込みが向上

し、また重点的に分析することで、指標の改善

につながる。

・医師会、校医、市町村等の関係者の結核に対

する意識が高まり、定期健康診断・予防接種の

確実な実施の一助となる。

三重県

結核モデル地域重点啓発事業

 御浜町の老人クラブ、婦人会、民生委員会、商

工会、自治会等の各団体に出向き、結核の予防

啓発及び有症状者の健康相談を実施し、早期受

診、定期健康診断の受診の徹底を図った。

 紀南医師会医師を対象としたツ反、BCG接種

技術の講習会、及び市町村担当者等に対する接

種率の向上のための研修会を開催した。

効果  熊野保健所管内で最も罹患率の高い御浜町をモ

デル地域として、重点的に予防啓発を実施する

ことにより、健康意識の向上を図り、他市町村

への波及効果を期待する。

結核出前トーク及び地域計画事業

 伊勢保健所管内の病院・施設に出向き職員の結

核の正しい知識の普及講習会を開催した。

 上野保健所管内の医師会代表者、結核専門医、

病院代表者、市町村代表者、教育委員会代表者、

企業代表者等による結核対策指針策定委員会を

設置し、指針の策定、対策協議会を設置した。（7

回開催）

効果  ・地域の病院、施設、介護関連機関の職員を対

象に結核の正しい知識の普及啓発を実施し、院

内感染等防止を図る。

・上野保健所においては、地域の各種代表者に

よる結核の問題、対策を検討し、指針をまとめ、

今後の対策協議会等への発展を図る。

兵庫県

結核対策における地域分類研究事業

 平成14年度は、各保健所の結核蔓延状況、菌

検査と診断、治療及び患者管理等の指標を多変

量解析等を用いて分析し、同様の特性を示す保

健所のグループを4～6程度に分類した。

 平成15年度は、検討委員会を設置して、4～6

程度に分類したグループごとの必要な結核対策

を検討し、優先順位を定めた。

効果  兵庫県下の全保健所を同様の特性を示す保健所

ごとに分類し、必要な対策及びその優先順位を

明確にすることにより、これまで以上に結核対

策の推進が図れる。

兵庫県結核対策推進会議の設置

・「過去に行った結核対策の評価」「今後、必要な

結核対策の検討」等、結核医療、結核予防対策に

関することについて協議を行った。

効果  兵庫県結核対策推進会議を開催することによ

り、兵庫県下の結核対策を有効かつ適切に進め

ることができる。

奈良県

結核対策評価推進会議事業

【事務局会議】

 結核発生状況、結核医療状況等に対する現状分

析及び今後の対策（結核対策指針の作成）

病院との連携体制の整備

　 国立療養所西奈良病院と月1回の定例カンファ

レンスを開始

結核患者管理評価システムの整備

結核の統計資料の精度向上

効果  ・予防可能例の防止、減少（患者の早期発見、

患者数の減少）

・患者支援の強化、病院との連携強化、DOTS

推進

・患者管理の質的向上
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・結核の統計資料の精度向上

島根県

結核対策連絡協議会

・結核対策について関係団体との連絡調整の機会

を設け、それぞれの団体で普及啓発等の事業を

行った。

効果  きめ細かな結核対策が実施できる。

「結核対策行動指針」評価事業

・平成12年度に策定した結核対策行動指針で設

定した県の結核対策の目標及び管内版行動指針で

定めた各保健所管内の結核対策の目標について、

その達成状況を検証し、併せて次年度以降の結核

対策を検討した。

効果  保健所ごとに目標を定めることにより、地域格

差の是正に向けた事業計画及び実施が可能とな

り、併せてその効果を検証することで、より実

効性のある事業を実施することができる。

岡山県

結核対策協議会

・医師、学識経験者、事業所関係者、教育関係者、

行政関係者等から構成し、結核対策上の問題点に

ついて協議した。

効果  岡山県の結核指標の評価をもとに、関連分野の

連携により結核根絶に向けた具体的な総合計画

について協議することができる。

山口県

結核予防対策推進モデル市町村事業

・地域の医師会、婦人会、青年団、老人クラブ等

の代表で結核対策推進協議会を構成し、住民へ知

識の啓発、健診の受診勧奨などを総合的かつ効果

的に行い、結核予防意識の高揚を図った。

効果  ・一般住民健診受診率の向上

・予防意識の高揚

・差別、偏見の解消

徳島県

結核対策推進会議

・県内の接触者健診の実施状況把握、現状の問題

点の把握と対策の検討を行った。

また、結核医療中核病院等関係機関との連携や症

例検討会を通じて的確に結核患者の管理を行うこ

とができた。

効果  接触者健診や保健指導における問題点を把握す

ることにより、対策の検討が講じられ、結核担

当者の接触者健診に対する意識の向上が図られ

る。

福岡県

結核対策推進協議会

・平成4年に結核対策推進協議会を設け、結核対

策を推進してきた。平成10年までは、新規登録

者は順調に減少していたが、平成11年は増加に

転じた。また、施設等における結核集団感染も発

生している。このような状況を踏まえ、結核対策

の見直しが必要になってきた。今後、結核対策推

進協議会の推進体制の強化を図るために、専門部

会と検討委員会を設置した。

効果  本県の結核対策の推進について、今後とも専門

的な見地から意見を聞き、結核対策を評価、推

進していくことが必要である。

熊本県

結核対策会議

結核の現状と今後の結核対策についての検討

関係機関の連携の強化

医療の充実

定期外健診の評価

効果  ・効果的な結核対策の推進

・専門医療体制の充実

・結核予防法に基づいた各種施策の推進

・連携システムの構築

大分県

結核対策推進会議

・県内の結核医療水準の向上、適正医療の普及、

最新医療の情報交換、患者管理の適正化を図るた

めに県内の結核動向を分析、協議し対策を検討し

た。

現在、①結核モデル病床病院への協力体制、②結

核関連病院と保健所との結核菌情報システムの構

築について等、作業部会を設置して結核対策に取

り組んだ。

効果  行政と医療機関の連携により、県内の結核医療

水準の向上を図る。
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鹿児島県

結核対策委員会

・専門家、保健所長等からなる結核対策委員会を

開催し、結核予防のための諸問題について検討を

実施した。

対策委員構成

　・結核病床を有する病院長

　・県保健所長会代表

　・県老人保健施設協議会代表

　・県老人福祉施設協議会代表

　・県結核成人病婦人会代表

　・県教育委員会

開催回数　　1回／年

検討内容等の例

　・結核病床の確保について

　・結核集団感染防止対策について

　・結核治療放置患者への対応のあり方

　・結核緊急事態宣言を受けた対策等

効果  委員会で検討した課題への対応を図ることによ

り、諸課題の解決されつつあるが、今後も結核

管理上様々な諸課題が出現するため継続事業と

していきたい。

沖縄県

結核予防全国大会

・1日目

　分科会

　　第1分科会（シンポジウム）

　　　対象：医療関係者、行政関係者

　　第2分科会（講演・結核劇）

　　　対象：結核予防婦人会、一般市民等

　2日目

　大会式典

　特別講演

効果  ・関係者の結核問題に対する共通認識を図り、

結核対策の具体的な指針を決議し、対策の向上

に寄与する。

・演劇を通して、一般市民への結核への関心を

高め、結核の知識を伝えることで結核の早期発

見につなげることが期待できる。

横浜市

住所不定者及び寿地区への特別対策

寿地区健診

　 寿地区住民を対象にしたレントゲン車による胸

部X線検査の実施

 福祉局寿生活館・中福祉保健センター事務連絡

調整会議

結核キャンペーン（結核に関する講話の実施）

 結核勉強会（結核に関する知識向上のための勉

強会）

CR健診

　 住所不定者を対象にしたCR画像診断車による

胸部X線検査の実施

　①中区住所不定者健診

　②西区居住（横浜駅周辺）の住所不定者健診

　③ 全市的な住所不定者対策（年末年始対策にお

ける結核健診）

効果  ・寿地区住民や支援団体の結核に関する啓発を

行うことにより、結核に対する正しい知識と結

核患者に対する偏見を軽減し、寿地区等の支援

団体（NPO）との連携を図ることができる。

・健診を受ける機会の少ない住所不定者対策を

強化するため、CR画像診断車による胸部X線

検査を実施することにより、結核患者の早期発

見・早期治療に努め、住所不定者の結核発病・

感染拡大が防止できる。

大阪市

大阪市結核対策評価委員会

・結核予防会、大学、医療関係者等を含め、本

市内外の結核の専門家・関係者の参画を求めて委

員会を設置、開催した。

効果  各種結核対策事業を定期的に検証することで、

その実施効果をより有効なものとしていくこと

が期待できる。

神戸市

結核対策会議開催事業

福岡市

結核対策保健医療連絡会議

連絡会議を年2回開催

 患者の早期発見、蔓延防止、集団感染予防等に

ついての結核対策の強化について協議
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横須賀市

 関東甲信越地区結核対策行政事務担当者連

絡会議

奈良市

結核対策評価推進事業

和歌山市

結核診断評価事業（和歌山県結核対策委員会）

 対象者の申請添付のX線フィルム（必要に応じ

CT）の用意及び登録者調査票を作成し、結核

研究所に医師と検討事例を選出した。

検討会

　症例検討を実施

 検討会での指摘事項から診査協議会での基準の

検討

　保健所での事前の確認事項を検討

効果  ・保健所における事前重点確認事項を決定、今

後診査協議会の諮問書及び答申書を県内で統一

する方向で検討

・結核診査協議会における診査基準は、症例が

複雑であり統一したものは困難である。来年度

においては、各診査協議会で審査困難事例を検

討することとする。

宮崎市

結核対策推進会議設置事業

・推進会議目的達成のために、以下の事項を協議

実行した。

 結核予防法に基づく健康診断の受診率向上につ

いて

 市民の結核についての知識及び意識の向上につ

いて

 結核に関する情報の収集、分析と市民への提供

について

医療機関及び医療従事者との連絡強化について

その他、結核対策の推進について

効果  推進会議の各委員は、個々の団体での要職であ

り学識経験者でもある。その為あらゆる立場か

らの意見や助言が得られ、官民一体となった結

核対策の推進が期待できる。

東大阪市

結核問題対策研究事業

 東大阪市の持続排菌例、治療中断例、結核死亡

例、困難事例の事例検討及び分析

 新登録患者のコホート分析、検討

効果  保健所、各保険センター等担当者のレベルアッ

プを図ることにより、結核事情の改善を図り、

結核に関する各種対策をより総合的、効果的、

効率的に実施することができる。

西宮市

結核対策管理検討事業

 結核対策管理業務を行うにあたり助言者の参加

を得て結核対策管理検討会を開催し、技術、手

法等の研修を含め予防可能事例及び処遇困難事

例の検討。

 結核病床を有する病院医師及び看護師と保健所

との情報交換システム体制の確立及び今後の院

内DOTSの検討及び実施。

 平成15年4月1日から施行された結核予防法施

行令の改正内容と今後の対応についての研修

効果  ・確実な患者管理や接触者健診を徹底すること

により、結核患者管理の強化が図れる。

・予防可能例の要因を明確にし、結核管理対策

の制度を高める。

・結核病床を有する病院と保健所との看護間連

携により、看護師と保健師は患者を中心とする

一環した看護が必要であるとの認識が高まり、

具体的な患者支援の方法について共に検討する

ことが出来る。

・平成15年4月から小中学校での結核定期健診

の改正に伴い、今後学校と保健所が連携を深め

地域における結核対策を共に取り組んでいく。

台東区

重点地区結核健診（結核対策推進協議会）

・各専門機関の代表者により、台東区結核対策に

ついて協議会を開催した。

効果  体系的、総合的な審議及び企画を行う。

板橋区

地域結核対策推進事業

 区内結核指定医療機関の職員を交えた地域結核
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対策推進看護連携会議　2回

 結核の専門医師及び保健師を交えたコホート観

察による治療成績評価検討会　2回

 全国結核対策推進会議資料代

効果  結核の専門医師及び保健師の助言を得て、患者

発生時における医療機関の的確な対応と患者の

療養支援を充実させることができる。
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6. 結核診査会・症例検討会事業

宮城県

結核診査検討会

秋田県

予防可能例検討事業

・結核予防対策を担当する保健所担当者と本庁担

当者により、事前に結核予防の対応をしていれば、

結核の発生を予防できたと考えられる事例につい

て検討を行った。また、本荘保健所長から、個々

の事例への対応について助言を得た。

効果  ・事例を共有することで、患者支援や患者発生

時の対応について、保健所間のばらつきが改善

され適切な対応が可能になる。また、各保健所

の結核対策について情報交換することにより、

業務の見直しすべき点や強化すべき課題が明ら

かになってくる。

・事業の継続により事例の集積をすることで、

新たに結核業務を担当する者にとって、さまざ

まな事例へ対応する場合、それらを参考にする

ことができる。

福島県

結核地域間格差是正事業

 予防可能例、コホート、サーベイランスによる

評価指標による現状分析、結核対策計画の立案

 読影技術研修会及び症例検討会（講師：結核研

究所医師）

予防可能例検討会（19症例の検討を行う）

　対象：医師、市町村保健関係者

　講師：医師

効果  ・病状不明者の減少

・結核患者、経過観察者の適正管理ができる

・受診、診断の遅れに関する指標の改善が見込

まれる

結核医療精度強化事業

 予防可能事例検討、対応困難事例等管内の身近

な事例をもとに、早期診断ができなかった原因

とその対策、治療診断が困難な例を題材に結核

に携わる医師が意見交換、結核の専門家の助言

を受けた。

実施保健所

　会津　参加者46名　　相双　参加者139名

効果  従来の講演形式の研修会では思うような成果が

認められなかったが、各保健福祉事務所で参加

型の研修事業に切り替えることにより、医師自

らの意識の向上と問題解決能力の向上につな

がった。さらに、研修会の実施により医師の診断、

治療技術（適正医療の普及）のレベルアップ、さ

らには結核診査協議会の活性化が図られる。多

剤耐性結核の予防につながる、治療期間、登録

期間の短縮につながる等の効果も期待される。

新潟県

予防可能例検討会の開催

・助言者を交え、保健所の保健師が事例を検討す

ることにより問題点を明らかにし、適切な患者管

理を行った。

効果  保健所保健師の結核に関する質的向上を図るこ

とができ、適切な患者管理を行うことができる。

愛知県

結核読影相談

・各結核診査協議会の終了後に、定例読影相談会

を開催した。また、随時相談として、県下1ヵ所（愛

知県健康づくり振興事業団健診部を選定）で開催

した。
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効果  本事業を実施したことにより、診断が難しい事

例の迅速な判断の手助けとなり、指標改善の一

助となる。

滋賀県

結核患者継続支援調整検討会

・結核病床のある医療機関、高齢者施設、市町村

等の代表者により検討会を開催した。

効果  ・検討会で結核病床を退院する場合に処遇が困

難な事例を検討したことにより、今後の事例に

対して適切な受け入れ先の確保ができる。

・排菌のため命令入所していた結核患者が、退

院後も確実に通院治療を受け、結核を再発する

ことを未然に防止することにより、結核対策が

推進できる。

京都府

結核診査会モデル事業

 府医師会、地区医師会、結核指定医療機関及び

結核診査協議会委員の協力と、国立療養所の専

門医師等の助言を得て症例検討した。

 診査会の活性化及び役割等を協議し、府内診査

の標準化を図った。

 保健所の患者管理対策に対し、診査会から助言、

要望等を受けた。

 診査のガイドラインを作成し、診査の標準化を

図った。

効果  結核診査会の診査内容を強化することにより、

適正化医療の普及が図れ患者管理の強化が推進

される。

兵庫県

結核診査協議会機能強化事業

・各保健所で理想的な診査会が開催できるよう、

結核研究所等の結核専門医を招き、問題を抱える

主治医にも参加を要請するなど診査会を公開し、

長期治療者等の症例検討、短期化学療法の定着、

医療の適正化の推進を図った。

効果  PZAを含む短期化学療法の推進が図れるとと

もに、INH単独等の不必要な治療を減少させる

ことなどが期待でき、結核診査協議会の資質向

上が図れる。

結核予防可能例検討会の開催

 各保健所における結核予防可能例検討会（年3

回）

 2次保健医療圏域における結核予防可能例検討

会（問題事例の検討、年1回）

効果  地域毎に結核患者発生に伴う諸問題が明確にな

り、地域の実情に応じた結核予防対策を企画し、

推進することができる。

和歌山県

結核対策検討委員会

・平成14年度の3か月分（4～6月）の新規登録

患者のX線フィルムや調査票をもとに診断事例を

検討するとともに結核の統計データを分析し、診

断の精度管理を行った。

また、結核診査協議会診査基準等の作成を行った。

効果  ・主治医らを交えて、症例検討を行うことによ

り、県下の医療機関全体の診断精度の向上や医

療の適正化が図られる。

島根県

読影技術セミナー

・公費負担申請、定期住民健診精検、一般指定医

療機関受診時のレントゲンフィルムで特異的及び

判定困難なケースの症例検討を行った。

申請前、申請時、申請後（約3ヵ月後）のフィル

ムを使用し、かつその時点のフィルム以外の患者

情報（菌検査結果）を加えながら検討を進めた。

効果  結核読影技術の向上と、判定におけるフィルム

以外の患者情報（菌検査結果）の重要性が認識

できる。

管理検討事業

・「結核予防可能例」を基本とし、患者管理方法

等について検討した。

効果  保健所の結核指標、患者管理等について評価し、

具体的な対応が行われる。

広島県

結核診査協議会症例検討会

・合同診査協議会を開催し、他診査協議会委員及

び結核専門医を交えて公費負担申請の診査及び診

査困難事例の症例検討を行った。

効果  ・検討会の中での助言を通じて、短期化学療法
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やその他の最新知識の普及を図る。

・他の診査協議会における診査のベースライン

がお互いに確認でき、県内の診査協議会全体の

診査基準の均一化が図れる。

高知県

結核医療適正化事業

 結核研究所の専門医を助言者とする合同診査会

を開催し、公費負担申請医療内容等の適正化、

診査精度向上と協議会間の診査基準統一化を

図った。

　助言者：結核研究所対策支援部　宍戸真司氏

　出席者：診査委員25名、保健所職員25名

 診査事例から、菌検査実施状況、薬剤感受性情

報の適切な把握方法や診査精度の向上について

検討を実施。

効果  ・結核についての新しい情報や考え方などを確

認し、診査精度の向上及び基準の統一化、治療

の適正化を図る。

・申請様式や診査会時の情報提供の方法などを

具体的に助言していただき、今後も本県も改善

を検討する予定。

福岡県

モデル結核診査会

・結核研究所、結核予防会、国立療養所などの協

力を得て診査委員を選定してモデル診査会を開催

した。

効果  結核診査会における診査方法の格差の是正によ

る公平性の向上を図るとともに、診査会が短期

強化療法の普及及び適正な治療の実施をより的

確に指導することにより、結核医療費及びそれ

に伴う公費負担の軽減を図る。

宮崎県

予防可能事例検討会

・新規登録患者の結核予防可能例について検討す

るとともに、接触者健診がガイドラインに基づき

適正に行われているかを判定した。

また、専門家を招きこれまでの業務の評価を頂く

とともに、問題点を指摘して頂いた。

効果  地域での結核患者発生に伴う諸問題が明確にな

り、これまでの事業の評価が出来、地域の実情

に応じた今後の予防対策を討議することができ

る。

北九州市

結核診査協議会モデル公開事業

・結核予防会結核研究所から講師を招き、模範

的な結核診査会を行ってもらい、本市の結核診査

会の資質向上を図るとともに、市内医療機関の結

核医療の適正化を図った。

効果  診査協議会の委員及び市内の医師の読影技術や

患者管理の技能向上を図り、適切な結核医療を

推進する。

和歌山市

モデル診査会事業

・複十字病院の尾形先生を講師にむかえ、主治医

及び医師会のを通じ、検討会の案内を送付し、参

加を募った。

7 月から11月の診査協議会で診査困難事例と却

下になった症例の中から9例を選び、事務局から

症例を提示し、診査協議会委員から議論になった

点や診査結果を報告し、参加者と意見交換後講師

から助言をいただき、1例ごとに討議した。

結核病学会から「結核医療の基準」について見直

しのあったことを報告した。

効果  診査協議会の提出される症例は、服薬中断や耐

性結核等治療経過が複雑なものや結核を否定で

きないものなど診査が困難であるため、診療経

験の豊富な助言者をむかえ検討することで、主

治医に助言でき適切な治療が行なえる。

尼崎市

結核モデル診査協議会の開催

・専門講師の派遣により、助言や指導を得ながら

結核診査協議会を開催した。

効果  結核診査協議会の機能強化を図ることで、適正

な医療の普及に資する。

西宮市

結核対策管理検討事業

・結核対策管理業務を行うにあたり助言者の参加

を得て、結核対策管理検討会を開催し技術、手法

等の研修を含め予防可能事例及び処遇困難事例の

検討。
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市内結核病床を有する病院医師及び看護師と保健

所との情報交換システム体制の確立。

　（助言者）

　・結核専門医師

　・保健師

効果  ・確実な患者管理や接触者健診を徹底する事に

より結核患者管理の強化（初回本人面接・家庭

訪問の全員実施、受療状況・病状不明者の状況

の把握及び対応の強化、喀痰検査の実施・結果

の確認及び初回連続3回実施の徹底、服薬状況

の確認、ガイドラインに基づく的確な定期外健

康診断と健診の拡充等）が図れる。

・予防可能例の要因を明確にし、結核管理対策

の制度を高める。

・市内結核病床を有する病院と保健所との連

絡・協力関係をより密にすることにより、適正

な療養生活や退院後の生活指導が確保される。

呉市

結核予防可能例等検討会事業

・平成12年度に結核予防可能例等調査を実施し

て、問題点を抽出した。平成13年度は、問題点

に対して対策を立てることができた。今後の保健

活動のあり方を明確にして、現在実施している結

核対策の強化を図ることができた。

効果  今後の保健活動のあり方を明確にして、現在実

施している結核対策の強化を図ることができ

る。
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7. 院内感染・集団感染対策事業

福島県

結核院内（施設内）感染予防対策事業

会津保健所

　・院内感染予防対策会議の開催

　 　 結核発生事例を通し、13年度見直した感染

予防マニュアルについて情報交換等行った。

　・結核院内感染予防対策実態調査

　 　 各施設の院内感染対策の実態、マニュアル作

成状況について実態調査を行った。

南会津保健所

　・ 各施設の高齢者への健診、結核感染予防・発

生時対策実態調査

　・ 高齢者の結核の実態、結核をとりまく現状等

に関する講演会の開催

効果  管内各医療機関において院内感染防止マニュア

ルの策定を推進し、21医療機関で実行された。

しかし、これを有効に活用するまでには至って

おらず、活用のための見直しを行った。より活

用度の高いマニュアルを策定し、有効利用を促

進することにより施設職員が結核対策の必要性

について理解し、結核患者発生時の対応が適切

にできることが期待される。

茨城県

結核院内・施設内感染対策事業

・県保健予防課主催による院内（施設内）感染対

策講習会を開催

感染管理の基礎知識と実践について

院内感染事例発生時の対応について

 高齢者入所施設における施設内感染対策につい

て

効果  ・各医療機関（施設）での院内感染対策委員会

において、結核対策の必要性が再認識され発生

防止のための取り組みが期待される。

・長期入院患者及び入所者等の対象者の状況に

応じた健康管理のあり方について見直す契機と

なる。

・集団感染事例による結核患者の減少が期待さ

れる。

栃木県

結核集団感染防止対策事業

・高齢者施設入所者等に対し、健康診断を実施し

た。

実施方法：健診機関に委託

健診内容：胸部X線間接撮影

＊事業実施時期が冬期となったため、受診者が予

想（2000人→530人）を下回った。そのため、急

遽、普及啓発用リーフレット及び啓発物品を各施

設に配布した。

効果  高齢者施設入所者等の結核患者の早期発見と、

集団感染防止対策に関する意識の向上が期待さ

れる。

群馬県

院内感染・施設内感染対策研修会

・管内の市町村・学校・医療機関・福祉施設等の

関係者を対象に、院内感染・施設内感染の講演会

を実施し、学校保健法施行規則による健康診断の

方法、及び注意点について研修した。

効果  平常時から感染予防対策の必要性を理解するこ

とで、院内感染や施設内感染を未然に防止でき

る。

院内感染防止のための結核研修会の開催

・管内に住所のある医療機関に従事する職員に、

結核院内感染防止のための研修会を開催した。

効果  研修会を開催することにより、医療従事者に対

し結核予防に対する知識の習得、院内感染の防
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止のための知識の普及が図られ、今まで以上に

高い認識を持ち、病院内で職員や患者の健康管

理と良好な職場環境作りの一助になる。

大阪府

集団感染防止対策強化事業

【構成】府立羽曳野病院　医師　1名

　　　府立公衆衛生研究所疫学調査員　1名

　　　府下保健所　医師　6名

　　　 本庁感染症対策グループ職員　2名

　　　（保健師、放射線技師各1名）

研修・研究会の開催

　 専門医を招聘し構成メンバーが定期的に集ま

り、情報の収集、保健所の実施した集団感染事

例の分析・予防可能例等の検討を行い、保健所

へ助言等を行った。

保健所（発生事例）に対する調査・援助活動

　 年間30例近い集団感染に発展する可能性のあ

る事例に対し、現地に出向き調査を行うととも

に、必要に応じ相談・指導を行った。

集団感染発生時のRFLP検査の実施

保健所に対する指導研修会の開催

　 研究報告書を作成・配付し、保健所の医師、保

健師等を対象に研修会を開催した。

医療機関を対象に講習会等を通じ、院内感染対

　 策の確立についての必要性の認識を高めた。ま

た、複数の抗結核剤に耐性を持つ、多剤耐性菌

による最近の院内感染事例当について、医療機

関に対して情報提供を行った。

効果  ・大規模集団感染事例発生時等に対し、援助チー

ムが必要に応じ現地へ出向き、指導にあたるな

ど、迅速的確な対応が期待できる。

・保健所をサポートすることにより、集団感染

対策の強化を図る。

・府内医療機関に対し、院内感染対策の確立を

促進し病院内の集団感染の防止を図る。

愛媛県

結核集団感染防止講習会事業

 結核に関する情報を提供し、健康診断の重要性

や結核の予防意識を啓発した。

 安全衛生管理者に対する講習会では、定期健康

診断の報告書提出について依頼した。

効果  ・「ハイリスクグループ」に対して、各保健所

で学校保健・職域保健・地域保健と連携して講

習会を開催することにより結核予防に対する意

識啓発が図られ、集団感染のリスク軽減にもつ

ながる。

・本県では事業所の定期健康診断の報告書提出

率が5％と悪いことから、事業所の安全衛生管

理者に対する講習を行うことで、報告書提出率

の向上を図る。

福岡県

結核院内感染対策事業

・平成11年度～平成12年度で、結核集団感染対

策事業として、医療機関の管理者及び従事者に対

して研修を行い、結核の院内感染マニュアルを作

成するよう指導した。

このマニュアルが実際に活用できるものにするた

めに、モデル病院を指定し、結核患者が発生した

場合のシミュレーションを行い、各病院等の院内

感染対策担当者と実際の対応について検証した。

効果  病院内で結核患者が発生した際に、院内感染防

止マニュアルを活用し、より迅速かつ適切な対

応をすることにより、院内感染防止を図ること

が可能となる。

施設内感染予防事業

・結核集団感染対策事業として、施設の管理者及

び従事者に対して実地指導を行った。

効果  関係施設の結核対策が強化され推進することに

より、集団感染の発生を抑えることができ、罹

患率の減少を図ることが可能となる。

佐賀県

指定医療機関技術者研修会（杵藤保健所）

・ 事例紹介「 施設での結核患者発生時の対応につ

いて」

・ 講演「 高齢者における結核対策～集団感染の現

状と対策～」

効果  結核患者の早期発見、二次感染の防止が期待さ

れる。

指定医療機関技術者研修会（伊万里保健所）

・ 講演「 今、だから気をつけたい結核～院内感染

予防～」

・ グループワーク「 効果的な結核院内感染防止対

策を考える」

効果  結核院内感染対策に対する指導者の育成によ
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り、結核患者の早期発見、二次感染の防止が期

待される。

結核院内感染対策事業

・検討委員会の開催

効果  院内感染防止対策の確立等により、医療従事者

及び入院患者の結核予防が期待できる。

熊本県

集団感染・院内感染対策事業

・研修会及び講義

　「これからの結核対策について」

　「学校における集団感染対策について」

　「結核集団感染予防のための対策について」

効果  ・集団感染、施設内感染防止に関する認識が高

まり、結核の予防や早期発見対策が強化される。

・施設、学校内の結核集団発生の予防と発生時

の適切な対応ができる。

大分県

集団感染・院内感染対策

・集団感染・院内感染を未然に防ぐために、事例

検討会を結核研究所専門医師を交えて実施した。

効果  集団感染・院内感染の未然防止を図る。

宮崎県

結核院内感染予防対策事業

・院内感染予防の専門家（聖路加医大看護師）に

より、管内医療機関の医師・看護師等を中心とし

た院内感染予防に関する研修会を行うとともに、

聖路加病院における院内感染マニュアルについて

検討した。

効果  ・医療機関の管理者や職員が結核に対する知識

を身に付けることで患者の早期発見・早期治療

につながり、患者発見後の早期対応が可能と

なったと考えられる。

・結核患者発生時の対応もスムーズに進めるこ

とができ、周囲への感染（集団感染）を未然に

防ぐことができる。

・職員の結核に対する意識が高まり、自ら各医

療機関に応じた院内感染予防マニュアル作成の

参考となる。

沖縄県

 高校生・大学生、専修学生、教員等に対す

る結核集団感染予防対策

 結核研修前にアンケート調査を実施し、研修に

対する動機づけも含め結核に対する意識調査を

行った。

　 高校生（定時生も含む）、大学生、看護学生、

農業大学校生

結核研修会（12回実施）

　参加人員･･･4332人

　 高校生、大学生、看護学生、農業大学校生、職

員

 結核についての冊子配布による結核予防啓発

･･･4800冊

効果  ・高校生、大学生、専修学生、職員等の結核に

対する意識が高まり、定期健診への自発受診が

促され自らの健康管理ができる。

・結核の初期症状について理解でき、有症状時

の早期受診で結核の早期発見、治療ができ集団

感染予防ができる。

・学校等で患者発生があった時、定期外健診が

速やかでかつ適切に実施できる。

・教職員の結核についての知識が深まり、生徒

の健康管理に役立てられる。

札幌市

結核院内感染対策事業

 市内の医療機関の医師及び臨床検査技師会の会

員を対象として、国立療養所の検査技師を講師

として、結核菌検査についての講演会を実施。

 「医療関係者の結核の院内感染対策について」

を医療機関及び高齢施設に配布した。

効果  医療機関及び施設における結核に対する意識の

向上と集団感染対策の促進が図られる。

旭川市

 集団感染・院内感染対策に関する研修会開

催事業

・結核予防会（札幌）から講師を招き、結核院内

感染対策や職員の健康管理についての講演と、保

健所職員を講師に二段階ツ反の実施について、知

識と実技の講習を実施した。

効果  院内感染や集団感染に関する知識を取得するこ

とで、感染に対する予防意識を高めることがで
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郡山市

結核集団感染予防対策事業

・講演「結核院内感染対策について」

　 講師　 山形県村山総合市庁保健福祉環境部医療

監（兼）村山保健所長　阿彦忠之氏

効果  結核院内感染防止対策が効果的に進められ、集

団感染の予防、対応ができる。

宇都宮市

結核集団感染防止対策事業

・老人保健施設に入所している者を対象とした結

核健診の実施（胸部X線撮影）

効果  集団生活をする結核感染の危険性の高いグルー

プ（ハイリスクグループ）に対する結核健康診

断を実施することにより、結核患者を早期に発

見し、集団感染を未然に防止することができる。

岐阜市

 医療機関及び施設等に対する院内感染対策

の研修

・市医師会等と連携し、市内指定医療機関医師、

各医療機関・施設従事者を対象に、結核予防会

等から講師を招き研修会を開催した。

効果  結核研修会を開催することにより、医療機関及

び施設における院内感染予防対策、結核知識の

向上及び保健所との連携が図られる。

岡山市

 指定医療機関集団指導研修会（院内・施設

内感染対策特別事業）

 各施設内の実態調査（アンケート）を実施し、

各施設ごとの現状と課題、保健所支援のニーズ

等を調査した。

 院内感染対策の一環として感染性結核の患者の

事例等をもとに対策の実際について研修会を

行った。

効果  結核の早期発見により、院内感染を予防し、感

染拡大を防ぐ。

高知市

院内感染等結核集団感染予防講演会

・医療機関や関係機関・施設及び地域住民に対し、

結核予防特に院内感染等集団感染予防について、

結核専門医による研修を通して啓発普及につとめ

た。

また、啓発用冊子等を配布した。

効果  結核の現状と院内感染対策に対する理解を深め

てもらうことができる。

熊本市

結核集団感染対策事業

結核集団感染予防研修会の実施

　演題：「結核の院内感染防ぐには」

　講師：結核予防会　青木正和氏

　参加者：92医療機関254人

　 施設内感染予防及び体制作り、結核について最

新情報の提供及び結核患者発生時の具体的対応

についての研修会を開催した。

 病院、老人福祉施設等へ施設内感染予防の情報

提供及び集団感染予防パンフレット等を配布す

るとともに適宜個別指導を実施した。

 市内事業所に結核予防についてのパンフレット

を配布し、結核の正しい知識についての普及啓

発を図った。

効果  平成11年より患者発生時、病院調査時や施設指

導監査時などを利用して、各病院・施設に予防

策や発生時の対応等の指導を行い、各現場で施

設内感染予防マニュアルの作成や二段階ツベル

クリンの実施など少しずつ予防方法等について

浸透してきている。

佐世保市

結核集団感染対策事業

 結核対策の包括的見直しについての講演を実施

した。

　 講師　神ノ田昌博氏（厚生労働省健康局結核感

染症課課長補佐）

 結核データベース化におけるシステムの視察

　 視察先　沖縄県北部福祉保健所、沖縄県庁健康

増進課

効果  ・結核の現状及び今後の結核対策について関係

者から理解を得ることができ、結核対策を実施

していくに当たって協力を得やすくなる。
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・結核患者及び接触者の管理、また結核診査会

に関する資料等のデータベース化について参考

となる点が多々あった。現在の事務処理を見直

し、データベース化に努めていきたい。
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8. 普及・啓発事業

青森県

予防知識の普及啓発事業

岩手県

結核予防普及啓発活動事業

 市町村の健康まつり等の一般住民が多数集まる

場を利用し、結核予防コーナーの設置等により

結核予防のパネルの展示、パンフレット等を配

布した。

 市町村の広報誌やテレビ、ラジオ、有線放送、

電光掲示板による結核予防普及啓発の実施。

 旅客バスやJR駅構内等への結核予防ポスター

やステッカーの掲示の実施。

 保健推進員、市町村職員等対象の講演会を実施

した。

効果  最近関心が低下している結核について住民の意

識を高めることにより、定期結核健診の受診率

向上、患者の早期発見、集団感染の防止につな

がる。

宮城県

一般住民等に対する結核予防啓発

秋田県

結核予防週間における啓発普及

・結核予防週間中、街頭キャンペーン、新聞広告、

健康教室等により結核についての正しい知識の普

及啓発を図った。

効果  結核に対する一般住民の関心が薄れ、過去の病

気であるとの認識が定着しつつあることから、

県全域に対する結核予防及び結核の早期発見・

治療について啓発普及することにより、罹患率・

有病率の改善が図られる。

山形県

 啓発普及事業（TVスポットを用いた検診受

診勧奨）

・啓発用CFを製作し放送した。（民放4局）

効果  平成12年度と比べると、受診の遅れはやや改

善されてきている。しかしながら、全国平均と

比較するとその割合は高いことから、結核への

関心を高めることで受診の遅れを減らすととも

に、結核に対する正しい知識の普及が図られる。

福島県

結核予防啓発資材の作成等啓発事業

 小中学生及び一般住民に「結核」の二文字を認

識させるため、結核ポスターを作成し、小中学

校等及び市町村等に配布した。

 患者向け、家族向け、経過観察者向け、高齢者

向け等結核予防に関するリーフレットを作成

し、当該者に配布し啓発活動を行った。

 結核予防週間に結核に関する内容を新聞記事に

掲載した。

　　リーフレット　10,000枚

　　ポスター　　　2,500枚

効果  ・児童、生徒への知識の伝達

・一般成人、ハイリスク者への再認識効果

群馬県

外国人に対する結核予防普及啓発

・国際交流協会の情報誌や町広報紙（ポルトガル

語版）と一緒に結核予防啓発用パンフレットの配

布を行った。

効果  結核健診未受診者の多い在日外国人に結核予防
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啓発を行うことにより、患者発生の抑制、予防

意識、健康管理の重要性に対する認識が深まる。

その結果集団感染予防にもつながる。

健康祭等への参加

・管内市町村の健康祭等の開催に合わせ会場の一

部を借用し、結核予防の現状、結核予防の重要性、

有症状時の早期受診等について、周知徹底を図っ

た。

効果  管内市町村住民に結核に対する意識が芽生え、

結核健診受診率の向上、早期受診等が期待でき

る。

結核予防PR活動事業

・保健福祉事務所主催の動物愛護ふれあいフェス

ティバル及び松井田町健康祭りに、結核コーナー

を設置し、来場者に対し結核について普及啓発活

動を実施した。

また、地域FM局より世界エイズデー等に関する

情報提供をした。

効果  結核という語句の定着、結核に関する正しい知

識の普及、定期健診の受診率の向上、医療機関

への早期受診等が期待できる。

健康祭における結核講演会の開催

・市町村の実施する健康祭において、結核に関す

る結核予防の啓発用語入りふうせんを配布した。

効果  講演会及び啓発用語入り紙ふうせんを配布する

ことにより、結核の現状、健康診断受診の重要

性、有症状時の早期医療機関受診等、意識の高

揚が期待される。

  事業所への結核予防啓発と健康診断実施状

況調査

・管内の事業所に対し定期健康診断の実施、結核

の意識調査を行った。また結核予防パンフレット

の配布を行った。

効果  結核健康診断の実態を把握することにより、

ニーズに応じた健診体制を整えるための基礎資

料が得られるとともに、結核予防の普及啓発に

よる健康診断に対する意識向上、結核の早期発

見や集団感染防止が図れる。

管内医療機関への結核医療啓発普及活動

・結核医療の適正化を図るため、管内医療機関に

対し、届出、諸申請、医療基準の解説等における

わかりやすいパンフレットを作成し配布するとと

もに、短期化学療法の実施をお願いした。

効果  医療機関に正しい医療基準を理解してもらうと

ともに、4剤投与による短期化学療法の普及が

図れる。

東京都

一般都民等普及啓発事業

世界結核デー講演会の開催

結核・エイズ合同講演会

一般都民用普及啓発用パンフレットの作成

効果  一般都民等に対する結核に関する正しい知識の

普及

神奈川県

結核予防思想啓発普及活動事業

新潟県

全国結核フォーラムの負担

・特別講演及びパネルディスカッション

効果  全国の結核予防の普及啓発を行うことにより、

結核に対する関心を高め、結核の早期発見、早

期受診に結びつけることができる。

結核予防思想の普及啓発

 相川保健所管内各家庭にパンフレットを配布

し、また、保健所の健診活動を通してパンフレッ

トを配布した。

一般住民に対し、講演会を開催した。

 市町村担当者に対し、研修会を開催した。

効果  ・一般住民に結核予防思想の普及啓発が図られ

ている。

・市町村担当者に結核対策に対する最新の知識

の習得する機会が得られ、有意義な研修となっ

ている。

・一般住民に対する普及啓発は、普遍的である

ため今後も継続する。

富山県

普及啓発促進事業

重点地区講習会等の開催

 重点地区で開催される事業（フェスティバル等）

の機会における啓発普及

効果  結核の知識の高揚及び健診受診率等の向上
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石川県

啓発普及事業

 各地域の施設に保健所職員が出向き、結核に関

する講話を実施

各市町へパンフレットを配布

　 結核予防啓発用パンフレット作成ワーキンググ

ループ会議 

参考図書の購入

　「結核の統計2002」　　9冊

効果  ・結核に関する知識を広く普及できる。

・結核健診の必要性を強く促すことで理解し、

受診を推進することができる。

・定期健康診断の受診、有症状時の早期発見が

期待できる。

福井県

各種広報活動事業

新聞広告による啓発

　 県民の結核への関心を高めるために、福井県内

の地方紙2紙に広告を掲載した。

施設、学校管理者等への普及啓発

　 施設、学校の管理者等へパンフレット「結核検

診マニュアル」を配布した。

事業所衛生管理者研修会

　 労働局、労働基準監督署と協力し、安全衛生管

理者講習会の際に結核に関する知識の普及啓発

を行った。

効果  結核に対する意識が薄れている中で、結核につ

いて考える機会を与え、結核予防を広く一般に

広報することができる。

山梨県

啓発普及活動事業

 公共交通機関に予防会発行のポスターを掲示し

た。

予防会発行のリーフレットを配布した。

効果  結核に関する正しい知識の普及・啓発を行い、

結核患者の減少に伴い結核は過去の病気という

イメージを払拭することにより、県民の結核に

対する認識を新たに喚起し、定期健診の受診率

の向上が期待できる。

長野県

結核予防啓発事業

・啓発パンフレット配布　　17,000部

企業及び住民対象の衛生教育のあらゆる機会をと

らえ、定期健診の勧め、結核予防のための日常生

活等の講習を行った。

効果  ・住民に対する結核予防意識の啓発活動は最も

基本的かつ効果が期待されるものである。

・結核予防の意識を高めることにより、定期健

診の受診率の向上、感染の予防、防止を図れる。

岐阜県

結核予防広報普及啓発

結核予防週間に合わせ、毎日新聞に広告を掲載

 リーフレット「結核　みんなで予防しよう」

5,180部を購入し、各種の機会を通じて高齢者

をはじめ一般住民への啓発に役立てた。

効果  結核が過去の病気ではないこと、有症状時の医

療機関早期受診が重要であることなどについて

啓発することができる。

  結核予防広報普及啓発（西濃地域結核対策

重点プロジェクト）

・結核予防週間中に、リーフレットの配布等啓発

活動を行った。

効果  管内住民が結核について再認識し、理解を深め

る機会となる。

静岡県

啓発普及教材の整備

・最近の結核の状況を資料として配布した。

また、統計資料やポスターの配布を行い、一般住

民の意識啓発に努めた。

効果  一般住民の意識啓発が図られ、一層の結核予防

が期待される。

愛知県

重点普及啓発活動

・県内の医療機関や老人福祉施設等に、結核の最

新情報や結核発生動向等のデータを盛り込んだ情

報紙・パンフレットを作成・送付した。

効果  結核の最新情報等を医療関係者や老人福祉施設

職員等に発信することで、結核の再確認を促す



58

とともに、患者発生時の迅速かつ適切な対応の

一助となる。

三重県

結核予防啓発事業

・FM三重放送による普及啓発放送

　 「学校における今後の結核対策」をテーマに講

習会を4回開催

効果  ・県民に対して、結核予防週間に併せ、県内唯

一の民間FM放送局であるFM三重放送により

結核の普及啓発が行える。

・平成15年度から対応が変わる学校の結核対

策について、関係者の理解が得られる。

結核健康教育・相談事業

 県内2ヵ所の病院を利用して、肺機能障害者、

糖尿病患者等に対し、三重県呼吸不全協会へ委

託し、結核の正しい知識の普及と日常生活の健

康教育を行った。

 鈴鹿保健所管内において、養護教諭、商工会加

盟者に対する相談、研修会を開催した。

効果  ・肺機能障害者や糖尿病患者等の結核発生高危

険群に対し普及啓発を実施し、結核高危険群の

結核罹患の減少傾向が評価できるまで事業を継

続していく。

・養護教諭、商工会等の結核に対する迅速な対

応と連携を深める。

滋賀県

予防啓発事業

・結核予防会滋賀県支部に委託して結核予防啓

発事業を実施した。

 結核予防啓発用ラジオスポット番組を製作し、

放送した。

 結核予防啓発資材等を作成の上、街頭で配布し

た。

 結核予防啓発用ポスターを作成の上、学校、老

人福祉施設、市町村、保健所等で掲示した。

効果  結核予防に関する正しい知識を普及啓発するこ

とにより、一般住民等の結核に対する意識の高

揚が高揚し、定期健康診断の受診率の向上、有

症状時の早期受診等が図られ、県内の結核予防

対策が推進できる。

京都府

結核予防啓発活動

・府民（高齢者を対象）に対して結核の知識の普

及・啓発用のパンフレットを作成し、配布した。

効果  住民の結核に対する知識が向上することによ

り、結核予防の意識が高められ、罹患率の低下

につながる。

大阪府

若年者結核対策特別促進事業

府内高校生等に対する啓発パンフの作成配布

　 府内の高校生、専門学校生（約30万人）に対

して結核予防のための啓発パンフを作成配布

し、結核予防知識の周知徹底を図った。

養護教諭等に対する研修会の開催

　 学校における生徒の健康管理や学校健診におい

て重要な役割を担う養護教諭等に対して結核に

関する実務研修を実施し、もって健診等の効果

的な推進を図った。

効果  結核未感染者が多いにもかかわらず結核に関し

知識や関心の低い若年者における結核発病を防

止するとともに、結核予防知識の普及啓発を図

ることができる。

啓発普及活動事業

・一般府民に対し結核予防意識の向上を図るため

結核予防週間等に合わせて、チラシ等を作成配付

するとともに、各保健所において街頭キャンペー

ンとともに実践的啓発として胸部X線撮影などの

健診を実施した。

また、業態者を会員として組織する(社)大阪公

衆衛生協力会に会員の研修の実施を委託するとと

もに、会員の店舗に結核に関する小冊子を置き、

一般府民が入手できるように努めた。

効果  結核の正しい知識の普及と定期の健康診断・予

防接種の実施を促進することにより、結核の早

期発見及び予防を図ることができる。

兵庫県

結核緊急事態宣言を受けての普及啓発

 ポスター、リーフレットによる正しい知識の普

及

 定期健康診断（住民健診、乳幼児のBCG、事

業所健診、施設健診等）の受診勧奨及び未受診
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者に対する対策

要精密健診の未受診者への追跡調査

老人会等各種会合での健康教育等

 結核予防週間を中心に広報紙等市長機関誌への

啓発記事の掲載

 結核予防週間記念講演会等の開催

効果  県民に兵庫県の結核の現状と正しい知識を普及

することにより、有症状時の早期受診、定期健

康診断の受診を促進すること等ができ、結核罹

患率の低下が期待できる。

和歌山県

広報啓発活動

 予防啓発のためのパンフレット・リーフレット・

ポスターの作成

 予防週間における該当啓発活動及びラジオス

ポットの放送

 予防啓発パネル等関係資料の作成及び文化祭

（高校・看護学校）等への貸し出し

効果  ・人々が結核という言葉を身近にとらえ、関心

をもつことにより、結核の正しい知識を身につ

けることが期待できる。

・感染拡大防止の観点等から、結核症の正しい

知識の普及は、継続的に行う必要がある。

結核出前教室

・住民サークルなどの要望・要請に応えて、保健

所職員や結核診査協議会員（医師）が会場に出向

き、健康教室を実施した。

効果  結核に関する知識の普及、ボランティアの育成、

結核患者の早期発見及び患者発見時の適切な対

応が期待できる。

鳥取県

新聞広告による普及啓発事業

・県内地方紙に記事を掲載した。

効果  新聞媒体を通して、不特定多数の県民に対して、

結核への関心を高めることにより結核予防の重

要性を周知させる。

島根県

結核征圧キャンペーン

 結核予防週間に併せて街頭でパンフレットや

グッズを配布し、結核予防の意識啓発を行った。

 各保健所管内での健康相談やイベント等、他の

機会も利用して、広く意識啓発を図った。

効果  結核予防週間を周知し、結核予防対策への理解

を高めることができる。

岡山県

広報媒体によるPR活動

 結核予防週間を中心に普及啓発活動を実施し

た。

 街頭無料健診、健康相談、パネル展示等、保健

所単位で作成したリーフレットを一般住民及び

学校、高齢者施設等の関係機関に配布、結核に

ついて時刻表へ広告の掲載。

効果  定期健康診断の必要性が普及し、受診者の増加、

有症状時の早期医療機関受診が徹底される。

広島県

啓発普及活動

・県民に対し結核予防知識及び結核予防意識の浸

透を図った。

また、特定地域の住民に対しては重点的に正しい

知識の普及を図るとともに、健診の重要性を訴え

受診率の向上を図った。

効果  ・県民に対し結核に関する正しい知識を浸透さ

せ「結核は過去の病気」という意識を払拭させ

ることにより、健診受診率を向上させるととも

に、結核撲滅意識を高揚させる。

・地域の実情に応じた結核対策が推進され、地

域格差が是正される。

・特定の地域（集団）に対して画一的でなく柔

軟に対応できるため、効率的に普及啓発が行え

るため継続して行う。

山口県

一般地区普及啓発事業

・結核予防週間を中心に、一般県民に対して結核

に関する正しい知識の普及啓発活動を行った。

効果  一般住民の結核について再認識させることがで

きる。

徳島県

広報媒体による普及啓発

・結核週間中に予防思想普及啓発に関する記事を
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新聞、テレビ、ラジオを利用して広報を行った。

徳島駅前で懸垂幕によって結核予防の広報を行っ

た。

効果  結核予防知識の啓発普及を図ることにより、住

民の意識が高揚され、また結核健康診断の受診

率向上が図られる。

  パンフレット配布による重点的広報（医療

機関）

・医療機関に結核予防活動への協力を依頼するパ

ンフレットを配布した。

効果  結核登録、家庭訪問指導、患者管理業務等の地

域における結核対策を迅速かつ着実に推進し、

結核の再発や二次感染の防止が図られる。

パンフレット配布による重点的広報（事業所）

・事業所に結核健康診断の実施と報告の励行を求

める内容のパンフレットを配布した。

効果  受診状況の把握を踏まえ、健診機関と協力し受

診率の向上が図られる。

香川県

啓発普及活動事業

パンフレット等の配布事業

　 パンフレットを定期・定期外健康診断時に配布

し、結核予防思想の普及啓発を図った。

結核予防PR広告作成

　 結核予防PR広告を作成し、結核予防週間中に

新聞に掲載した。

効果  パンフレットの配布やPR広告を行うことによ

り、県民に対する結核予防思想の普及啓発を図

り、結核予防思想の高揚が図れる。

高知県

結核予防啓発事業

結核の集い

　 地域に根ざした活動を行っている婦人会のリー

ダーや市町村衛生関係職員等が集まる場を活用

し、結核予防の啓発普及に関する研修を実施し、

結核予防の意識の向上を図った。（リーダー研

修会参加者数150人、講師 結核予防会青木

正和氏）

 啓発用ツールを活用し、マスコミや市町村の広

報、地域ごとの健康まつり、各種研修会等の様々

な機会を活用し、啓発普及活動を行った。

　・結核予防啓発パレード

　・ 結核予防週間： 啓発行事の実施、各保健所で

の啓発活動の実施

効果  ・地域のリーダーや地域住民の結核予防の意識・

知識の浸透を図り、疾病の早期予防・早期発見

の促進を図る。

・地域の健康づくりのリーダーによる、継続し

た結核啓発を指導・支援することができる。

福岡県

普及啓発事業

 関係機関にポスター及びパンフレットを配付す

るとともに、各保健所で、地域に合った普及啓

発の事業を計画・実施した。

 結核集団発生の予防のためのリーフレットを作

成し、関係機関に配布した。

効果  ・まだ、依然として「結核は過去の病気」とい

う考え方が、一般県民のみならず医療従事者の

中にもあり、今後、集団発生の危険も拡大する

可能性がある。

・各種の普及啓発活動を実施することにより、

多くの県民が結核の現状を正しく理解すること

によって、結核予防を推進することができる。

佐賀県

普及啓発事業

パンフ配布

 新聞広告（結核予防週間、世界結核デーに実施）

効果  県民への結核に関する正しい知識の普及啓発や

健康診断の受診及び医療機関での早期受診を促

すことにより、結核予防が期待できる。

事業主のための結核予防啓発事業

リーフレット配布

 定期健康診断報告書の未提出事業所へのチラシ

配布

効果  結核知識の普及啓発と定期健康診断の実施率の

向上

長崎県

啓発普及対策

啓発パンフ等作成

　・結核予防啓発ちらし：7万部作成、配布

　・ 結核予防啓発ポスター（結核予防週間）：
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1500枚作成

　・結核予防啓発ポスター（BCG）：500枚作成

　・ スマートバック「結核予防週間」：2万枚作成、

配布

　・ 結核予防啓発用品（マグネットバー、風船、

入浴剤等）等の作成

 新聞広告、車内構内広告、町広報など、各種メ

ディアを活用した普及啓発

 各種会合等を利用した結核講演、結核予防パネ

ル展示

 結核予防週間に併せた県下一斉街頭キャンペー

ン

のぼり、横断幕の掲揚、巡回広報車によるPR

 ちらし、ポスター等の作成、配布（結核健診受

診率が10%未満の市町村については、啓発ちら

しの全世帯配布を行った）

その他地域特性にあわせた啓発普及活動

効果  ・結核に対する認識を高める。

・健診受診率の向上及び患者の早期発見を図

る。

熊本県

知識の普及啓発事業

 健康まつり等における普及啓発：結核関係パン

フレットの配布

 結核予防週間における活動：新聞掲載、市町村

広報、無料健診、講演会、結核予防キャンペーン

健康を守る婦人の会

効果  ・結核意識の高揚

・住民健診の受診率のアップ

・地区組織の活性化

宮崎県

普及啓発対策事業

 県内の結核状況を盛り込んだパンフレットによ

るPR

 マスメディアによる普及啓発

　 ・「結核緊急事態宣言」にもあるように、一般

住民の結核に対する意識の低下を防ぐため、宮

崎市を除く県内全市町村に対し、本県の結核

現状を含んだ結核予防啓発パンフレットを配布

し、早期発見・早期治療の意識を持ち、積極的

に結核健診の受診、地域保健活動への参加を進

めた。

　 また、住民健診実施前にマスメディア（テレビ、

ラジオ）による広報を行い、結核健診の関心を

高め受診率向上を図った。

効果  「結核は過去の病気である。」という誤った認

識を無くし、結核について再認識をさせ住民の

結核予防思想の向上を図り、住民健診の受診の

促進や有症時の早期受診等による早期発見・早

期治療につなげることにより、県内の結核罹患

率・有病率が低下が期待できる。

鹿児島県

地域普及啓発事業

 ポスターの配布及び広告、パンフレットの作成

による広報活動

 婦人団体等による個別訪問活動による受診勧奨

活動の推進

効果  住民の結核に対する関心と結核健診受診率の向

上を図ることにより、結核指標値が改善されつ

つある。

札幌市

結核予防週間等啓発事業

・結核予防週間PRポスターを作成し教育施設や

公共施設に掲示することにより、結核予防週間を

周知するとともに、結核健診の受診の勧奨を行っ

た。

また、結核予防週間中に夜間結核健診を実施。日

頃健診を受ける機会の少ない層に対して住民健診

を実施した。

効果  9月17日～30日までの結核予防週間にあわせ

て、PRポスターを施設等に掲示することによ

り、市民に結核予防週間を周知するとともに効

率的に結核健診の受診を勧奨することができ

る。

仙台市

啓発普及活動事業

・健診ポスターを作成する他、健診受診勧奨懸垂

幕を各区役所庁舎に掲示した。

効果  市民への結核予防に関する知識の普及と結核健

診の受診率の向上が図られる。
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千葉市

普及啓発事業

・自治会を通じ区内全世帯へリーフレットを回覧

することによって啓発普及を行った。また、保健

所、保健センターの窓口にてリーフレットを市民

に対して配布した。

効果  知識の高揚により健康診断の受診率も上昇し、

結核患者の早期発見・早期治療を促すことがで

きる。

川崎市

啓発普及活動

・結核啓発用ポスター掲示

 9月：結核予防週間

　 市内の路線バス（3社707台）及び市内全域の

掲示板・保育園他689ヶ所

 3月：世界結核デー

　市内を走るJR線車内（約1,500枚）

　 その他、JR川崎駅時刻表に啓発広告を掲載

（10,000枚）

効果  市民にとって無関心になりがちな結核に対し、

注意を促すことができる。

地区講演会

・各地区において効果的な健診を行うための連絡

調整等の母体づくりや、結核予防思想普及のため

の講演会を開催し、結核に関する知識の普及を

図った。

効果  結核健診の円滑な実施及び結核予防思想普及が

できる。

京都市

普及啓発活動事業

結核予防と住民健診受診勧奨ビラの全戸配布

 結核予防と住民健診受診勧奨ポスターを各地域

に掲示

 結核予防と住民健診受診勧奨ポスターを市バ

ス、地下鉄に掲示

 結核予防啓発パンフレットや健診受診勧奨リー

フレットを一般市民に配布

 結核予防啓発パンフレットや健診受診勧奨リー

フレットポスターを、市内全大学・専門学校・

各種学校・高齢者社会福祉施設等に配布

効果  ・住民健診の受診率向上と早期発見・早期治療

により結核予防に資する。

・結核に対する正しい理解と結核予防思想の普

及啓発に資する。

・大学生等に対する健診受診率向上と結核予防

思想の普及啓発に資する。

結核予防市民のつどい

・講演「高齢者の結核の現状とその予防」

　 京都予防医学センター附属診療所

　所長　佐藤篤彦氏

効果  市民に対し、改めて結核予防思想の普及啓発を

図ることにより、受診の遅れ等による蔓延防止、

結核健診の受診率向上等結核対策の推進に資す

る。

大阪市

結核普及啓発事業

 結核予防週間中に結核普及啓発街頭キャンペー

ンを実施するとともに、啓発用パンフレットを

配布した。

 若年者に対する結核の予防啓発を行うため、市

内3ヵ所で行われている若者が多いイベントの

実施時に街頭キャンペーンを実施した。

効果  ・市民の結核に対する意識低下の中結核普及啓

発街頭キャンペーンを通じて、市域あげての啓

発活動を実施したことにより、有症状時の受診

を促進し、早期発見、早期治療に資する。

・結核予防週間中に結核普及啓発街頭キャン

ペーンを実施したことにより、市民の意識向上

を期待する。

・若い世代を中心に感染予防啓発に資する。

結核健診等にかかる啓発普及事業

・特別促進地区において、特に高率な校区に対す

る啓発普及事業を結核予防会大阪府支部に委託

実施した。

効果  本市の結核事情に鑑み、地域振興会をはじめ関

係団体の協力を得ながら、地域ぐるみの結核対

策を推進していかなければならない。そこで、

特別促進地区を設定するとともに、特に重点校

区において結核健診の啓発事業を展開させたこ

とにより、結核対策の充実、強化を図る。
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神戸市

結核予防普及・啓発の実施

北九州市

普及啓発事業（結核予防週間キャンペーン）

・市内全域の一般住民を対象に結核の正しい知識

の啓発と結核に対する意識の高揚を図るため、結

核予防週間キャンペーンを実施した。

効果  結核の正しい知識の啓発と結核に対する意識の

高揚を図る。

福岡市

結核予防のPR

市内全戸配布の市政だよりによる広報

 ポスター掲示（市営地下鉄車内、バス車内、公

民館など公共施設）

 パンフレット配布（各保健所イベント実施時、

公民館など公共施設）

出前講座

・保健所職員により、校区公民館での集会、事業

所における労働安全衛生講習会等の機会をとら

え、結核の正しい知識の普及及び予防対策につい

ての講座を行った。

旭川市

結核予防週間に係る啓発事業

・結核予防週間に併せ、旭川市における結核の現

状や予防啓発に関する記事を、新聞広告として掲

載。

効果  ・結核についての関心を高めるとともに注意を

喚起し、危機意識を持つことで健診受診など予

防行動の促進を図ることができる。

・結核についての地元に密着したタイムリーな

情報を提供する機会となる。

秋田市

 ポスター、パンフレット等による啓発普及

活動

・結核予防への関心を高めるため、関係機関へポ

スター、パンフレットを配布し、また、結核予防

週間中に、看板、懸垂幕、新聞、広報あきた等に

よる健診の啓発促進を図った。

効果  結核に対する一般住民の関心が薄れ、「過去の

病気」としての認識が定着しつつあることから、

結核予防の啓発普及を徹底することで、定期健

康診断の受診率の向上が図られ、結核患者の早

期発見につながる。

郡山市

結核予防週間啓発事業

 労働基準監督署、商工会議所等へ啓発用パンフ

レット配布

 保健福祉フェスタ開催場所に結核予防コーナー

を設置

　・結核予防パネルの展示

　・結核予防啓発パンフレット等の配布

　・健康相談

　・結核に関するクイズ実施による啓発

効果  ・結核についての住民への知識の普及及び啓発

・結核対策として予防接種や受診の必要性を住

民が理解し、結核蔓延を未然に防ぐ手段がとれ

る。

・定期健康診断の受診率の向上

富山市

啓発普及促進事業

・市内医療機関窓口にパンフレットの配布設置

乳幼児BCG接種対象者（保護者）に対し、その

効果及び手技についての正しい知識を啓発普及

効果  結核の知識の高揚及び健診受診率の向上を図

る。

長野市

結核予防普及啓発事業

静岡市

結核予防啓発事業

・結核に関する各種パンフレットを購入し、市民

に配布した。

住民健診の受診者に配布した。

 住民健診再検査及び定期外健診、患者家族・接

触者への健康相談時等を利用して、来所者に配

布した。

 各保健福祉センター（7ヵ所）で実施する健康
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教育等の機会に、来所者に配布した。

 保健所及び各保健福祉センターに常時配備し

た。

 結核予防週間に懸垂幕（購入済）を設置して結

核予防意識の集中的な浸透を図るとともに、街

頭キャンペーンを行い、啓発用物品を配布した。

 住民健診実施期間中にはPR用懸垂幕を設置

し、受診を呼びかけるとともに、市の清掃車に

住民健診を呼びかけるマグネットを貼付した。

効果  市民の結核予防に対する知識の普及が図れる。

豊橋市

 結核予防啓発事業（懸垂幕掲示、リーフレッ

ト配布、高齢者等への健康教育）

 現在の結核登録者状況の周知及び予防のための

健診奨励を内容とする懸垂幕を結核予防週間を

中心に市役所へ掲示した。

 健康フェスティバルなどの機会を通して、結核

についての正しい知識普及のため、リーフレッ

トの配布を行った。

 高齢者の結核が多いことを考慮し、老人クラブ

等を対象として健康教育を実施した。

効果  ・結核に対する意識高揚を図り、有症状時の早

期受診、患者の早期発見につなげ、結核蔓延防

止を図ることができる。

・結核の正しい知識を普及することで、結核患

者に対する地域の理解を深めることができる。

豊田市

高校生等に対する啓発事業

・結核の基礎知識、定期健康診断、事後管理の徹

底等について高校生等を対象に結核予防教育を実

施。（パンフレット及びクリアファイル等の配布）

効果  結核の基礎知識や予防行動などの理解により、

結核予防に対する意識が向上し、結核患者の減

少及び早期発見につながる。

姫路市

市民健康展での結核予防啓発事業

普及啓発用ポスター、パネル掲示

 啓発用ウェットティッシュ、チラシの配布

効果  結核に対する意識が向上しているなか、一般市

民に対し結核の現状と正しい知識を普及するこ

とにより、健診の受診促進、早期受診が期待で

きる。

和歌山市

普及啓発事業

・結核について市民向けのチラシ「長引く咳に　

ご用心!!」を配布し、胸部健診の日程も併せて広

報した。

効果  ・結核についての正しい知識をもち、積極的に

健診を受けてもらう。

・結核に対する偏見を是正する。

・結核健診車による市内巡回健診が開始されて

おり、この健診を受けることにより、早期発見、

治療が結核の蔓延防止、しいては結核撲滅につ

ながる。

・普及啓発は、結核対策において重要事業であ

り、市民があらゆる機会に結核の知識を、また

結核健診の必要性を視野に訴え、地道な意識改

革につなげる必要がある。

岡山市

広報媒体によるPR活動

一般への啓発

　 愛育委員が各地域のイベント（運動会、健康ま

つり等）開催時にリーフレット、啓発風船、啓

発ティッシュ等を活用して普及啓発を行った。

高齢者及び若年者にターゲットと絞った啓発

　① 高齢者の新登録率が高いため、老人クラブ連

合会の総会等の機会を活用して、定期健康診

断・有症状時の受診勧奨等の啓発を実施した。

また、老人クラブの地域の活動にて健康教育

等を開催する際には、保健所職員を講師とし

て派遣し、リーフレット等を活用して高齢者

の意識づけを行った。

　② 若年者への啓発の一環として、乳幼児健康診

断時（1歳6ヶ月児、3歳児）に結核啓発の風

船を配布する他、健診受診券にチラシを同封

するなど、有症状時受診勧奨と、BCGの早

期接種の勧奨を実施した。

若年者への対策として

　 若年者の結核への関心がうすれてきていること

から、市内の専門学校等学生にリーフレットを

配布し、結核の知識を啓発した。新成人向けパ

ンフレットに結核啓発記事を載せた。

効果  ・定期健康診断、有症状受診及び定期予防接種

の必要性を広報媒体により、広く市民に浸透さ
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せるとともに、地域に根差した地域住民団体の

協力による受診勧奨等により、結核健診、結核

予防についての理解を深めることができる。

・正しい知識の普及により、結核に対する偏見

が軽減され、早期受診、早期発見、接触者健診

への協力が得られやすい環境づくりが期待され

る。

倉敷市

一般住民向けの普及啓発事業

 結核の正しい知識について健康教育（56学区

の愛育委員会）

 愛育委員の受け持ち世帯へのリーフレットの回

覧

 結核予防週間の期間に啓発ステッカーを公用車

に付けて市内を走行した。

効果  結核予防の健康教育、リーフレットの回覧等に

より、結核に関する正しい知識の普及啓発と健

診のPRを行うことができる。そのことにより、

60歳以上の結核予防の意識・健診の受診率向

上及び有症状者の早期受診が図れる。

福山市

結核予防普及啓発事業

講演会

 結核予防週間におけるチラシ配布・パネル展等

の啓発活動

 福祉施設等に対する啓発活動

効果  ・結核に対する正しい情報の普及により、結核

の早期発見、治療につながる。

・住民に対して、チラシ等で住民結核健康診断

受診の勧奨を行うことにより、結核に対する意

識の向上につながる。

・施設等における結核集団発生の防止につなが

る。

高松市

啓発普及活動事業（結核予防啓発事業）

・結核予防パンフレット等をしない関係機関に配

布するとともに、定期、定期外健康診断時に配布

し、結核予防思想の普及啓発を図った。また、地

区保健委員会等の各種機会を捉えて、重点的に高

齢者への意識啓発を行った。

効果  パンフレット等の配布やPR広告を行ったこと

により、市民に対する結核予防思想の普及啓発

が図られたが、高齢者の罹患率が高いことから、

今年度においても高齢者へ重点的に意識啓発を

行ったことにより、早期発見につながり、より

一層の感染予防が図られる。

松山市

結核予防週間啓発普及事業

・市庁舎へ横断幕の掲示、市庁舎・支所・保健所・

学校・幼稚園・保育園・産婦人科等にパンフレッ

トを配布し、小児の保護者及び高齢者に配布する

ことにより、罹患率の低減化、健康診断受診率向

上を重点的に普及啓発した。

効果  小児の家族及び高齢者に結核に対する意識の向

上が図られ、健康診断受診率の向上による結核

の早期発見、早期治療を実施した。

高知市

啓発普及活動事業

 結核予防週間の関連事業の実施や結核・感染症

の講演会等健康教育時に、結核予防のパネル等

を使用して結核についてわかりやすく情報提供

をした。

 医療機関や施設等の関係機関及び地域住民に対

し、あらゆる機会を通して、結核予防の啓発普

及に努めた。

効果  結核についての正しい知識の普及・啓発を図る

ことができる。

長崎市

結核予防普及啓発事業

・学校、施設、事業所に対し、結核に関する知識

の普及及び健康診断報告の義務についての周知を

図った。

 市内の学校・公民館・支所・関係団体等あてに、

パンフレット・ポスターの配布

 結核予防週間にテレビ・ラジオ等にて広報を行

い、長崎県総合保健センター、長崎県看護協会、

長崎市婦人会と連携協力し、大手スーパーにお

いて、キャンペーンを実施。啓発グッズ・パン

フレットの配布、健診車による街頭結核健診を

実施した。

 長崎市健康フェスタ・健康ながさき21イベン

トにおいて、健康診断の実施、パンフレットを
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配布した。

 ポリオ予防接種会場など様々な機会を捉えて、

結核を含む感染予防の啓発を実施した。

 事業所へ報告書提出義務について周知した。

効果  ・特に事業所において、従業者には結核予防に

おける定期健康診断の必要性を、また事業主に

は定期健康診断の実施義務と保健所への報告義

務等について、認識を新たにし、実施率、受診

率、報告率の向上が図られる。

・この事業を継続することによって、これまで

周知できていない事業所に対して、広く普及啓

発を図り、結核対策を推進する上で一層の効果

が得られる。

熊本市

結核予防普及啓発事業

 結核予防週間を中心に結核の正しい知識の普

及・啓発及び早期発見・早期治療の啓発をすす

め、9月23日には熊本県結核予防会と共催で街

頭結核健診及びキャンペーンを実施した。

　・街頭健診

　・ 市内全戸配布のタブロイド新聞に結核の記事

を掲載

　・ポスターを交通機関等で掲示

　・結核に関するリーフレット等の配布

　　 （保健所・保健福祉センター窓口、街頭キャ

ンペーン等で配布）

 結核定期健康診断用に全世帯に結核健診チラシ

を配布し、啓発に努めた。

 事業所へパンフレット送付

　 施設・事業所に対し健康診断の実施及び結果報

告書の提出を勧奨する文書及びパンフレットを

送付し、結核についての普及啓発に努めた。

効果  結核に対する意識が薄れている現在、葉書での

受診勧奨、チラシ配布、ポスターの掲示ラジオ

での広報等により、市民（特に高齢者）へ結核

についての正しい知識と予防の普及啓発を常に

行い、有症状時の早期受診が推進できる。

大分市

結核普及啓発活動

住民健診受診勧奨のチラシ

　自治体単位で回覧

結核予防キャンペーン

　① 結核予防標語の横断幕の設置及び旗の掲示

　　設置期間：平成14年9月20日～30日

　　設置場所：市内中心部（1ヵ所）及び保健所

　②結核予防標語入りポケットティッシュの配布

　③ 電光掲示板等各種メディアを利用した普及啓

発

結核予防のための健康教育

　①高齢者、在宅サービス関係者に対する研修会

　② 老人保健施設及び医療機関の看護職に対する

研修会

効果  結核に対する正しい知識の普及により、結核予

防及び早期受診・早期発見の効果が期待でき、

同時に住民健診の受診率向上が期待される。

鹿児島市

結核感染症予防事業

結核感染症対策講演会を実施した。

　① 対象… 医師及び看護師、社会福祉施設の代表

者など

　②参加者…84人

 結核予防週間に市の公用車に広報用マグネット

パネルを張りつけて広報した。（206台）

 パンフレットやビデオ放映により、市民へ結核

予防の周知を図った。

　① 4保健センターや研修会等の機会にパンフ

レットの配付

　② 4保健センターでのビデオ放映

効果  結核の早期発見及び早期治療、医師や市民など

の意識の高揚

函館市

一般住民啓発事業

 市広報紙に啓発記事を掲載、関連団体へポス

ター・リーフレットの配布、保健所庁舎の垂幕

等により、健康診断受診を勧奨。

 各学校を通じて、児童、生徒及び保護者に対し

結核予防リーフレットを配布し啓発。

効果  結核予防に対する意識の向上が図られる。

事業所啓発事業

・各事業主等に結核予防パンフレットを送付し、

定期健康診断実施の必要性に理解を求めるととも

に、結核予防法第11条の健康診断実施報告義務

を周知した。

効果  ・本事業の実施により事業主からの報告数も増

加してきており、結核健康診断に関する相談も
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寄せられているので継続していくことにより、

事業主・被雇用者の健康診断に対する理解が得

られ、定期健康診断の受診率向上が図られる。

・結核対策の見直しにより定期健康診断の実施

方法が見直されるため、新しい結核対策につい

て十分に啓発する必要がある。

東大阪市

啓発普及活動事業

 一般市民に対し、結核予防意識の向上を図るた

め、健康展、学校園大会、街頭無料健診、夜間

健診、公民館等での健診、またケーブルテレ

ビ等で放映を行うなど日常的な啓発活動を進め

た。

 ポスター、リーフレット、ポケットティッシュ

等を配布した。

効果  結核の正しい知識の普及を図ることで、健康診

断等の実施率の向上及び有症状時の早期受診に

より、罹患率を低減させることができる。

尼崎市

結核予防普及啓発事業の実施

・リーフレットの配布　　18,000部配布

効果  有症状時の早期受診、健康診断の受診等を促し、

もって結核患者の早期発見を図る。

西宮市

普及啓発事業

 西宮市健康フェア及び西宮市大学交流祭におい

て結核コーナーの設置。

　・パネル展示

　・チラシ配布

 市の広報（市政ニュース、保健所ホームページ

等）やさくらFMの活用。

　 公民館、体育館等市民の利用する公的施設にポ

スター掲示。

 高齢者及び若年層に知識を普及する為、機能訓

練参加者への講習と看護実習生へのオリエン

テーションにて啓蒙及びリーフレットの配布。

 市内医療機関へ西宮市オリジナルポスター・パ

ンフレット等の配布。

効果  一般市民、特に高齢者及び若年層に対して結核

の正しい知識を普及することにより、健康診断、

住民健診及び有症状時の早期医療機関受診率を

上げ、結核患者の早期発見と早期治療を可能に

する。

呉市

普及啓発事業

・結核予防週間行事において結核コーナーを併設

し、パネル展示、健康教育の実施、リーフレット

配布等により結核予防及び健康診断の重要性につ

いて普及啓発活動を行った。

効果  結核に対する知識の普及、予防意識の高揚を図

ることができる。

下関市

普及啓発事業

・保健所の主催する「健康のつどい」（毎年9月

開催）や結核予防週間等の機会を利用し、啓発用

パンフレットを配布して結核に関する正しい知識

の普及を図った。

特に糖尿病などの基礎疾患を持つ可能性の高い高

齢者に対しては、個別通知を行い、胸部健診の有

用性などを通知した。

効果  ・年間を通じて結核に対する正しい知識の普及

啓発を行っているが、イベント等を活用して重

点的に実施することにより、市民の結核に対す

る意識を向上させることが期待できる。

・個別通知をすることにより、その知識を受診

行動に結びつけ、ひいては結核の早期発見に寄

与することが期待できる。

大牟田市

結核予防普及啓発事業

 結核を過去の病気として捉えるのではなく、現

代の重大な病気の一つとして市民が関心を持つ

ことに加え、結核の正しい理解や感染予防につ

いて啓発を実施した。

 啓発事業として大牟田市の広報誌「広報おおむ

た」に特集を2回掲載した。

 健康づくり市民大会、各種がん健診、結核健診

事業開催時にパンフレット及びリーフレットを

市民へ配布した。

効果  市民の手や目に届く媒体を活用し、市民の結核

予防意識を低下させず、結核緊急事態宣言から

の関心の高まりを継続させるとともに、自分た

ちの身近な問題として再認識する情報発信とな
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る。

千代田区

一般区民に対しての普及啓発

・一年を通して、結核に関する正しい知識や関心

を深めるために、パンフレットや啓発用品による

普及啓発を行った。

効果  結核問題を再認識してもらうことにより、結核

の早期発見・予防が期待される。

墨田区

結核対策普及啓発

・結核の正しい知識の習得と普及啓発のため実施

した。

効果  結核の早期発見・早期治療

品川区

結核予防啓発事業
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9. 研修事業

医療従事者向け

北海道

結核研究所研修派遣事業

医師～胸部X線研修

　内容： 肺結核を中心とした胸部疾患のX線読影

に関する講義及び実習　他　4日間

診療放射線技師～夏期研修

　内容： X線写真の画像と被曝、最近の画像診断、

菌検査の実際　他　3日間

保健師～基礎研修

　内容： 結核の保健指導、結核対策における病院

と保健所の連携　他　4日間

行政担当者～結核行政担当者研修

　内容： 結核対策の立案、患者管理、結核管理図

とその活用　他　4日間

効果  保健所職員の結核に関する知識及び技術の向上

が期待され、地域の結核事情の向上につなげる

ことができる。

 保健所勤務医療従事者講習会（平成14年度

結核予防技術者北海道地区講習会）

・「結核対策の包括的見直しに関する提言」をテー

マとした技術者全体の講習会の開催及び医師、保

健師、診療放射線技師それぞれの分科会による講

習会の開催。

講師は、結核予防会結核研究所及び厚生労働省

に依頼。

効果  ・全国レベルでの視野にたった知識や分科会に

おける専門知識・技術の習得を図ることにより、

技術者の地域間格差を解消を図り、北海道全体

の結核予防の推進を図る。

・全道の結核医療従事者を対象とするこの事業

は、道内での統一した結核対策を推進する上で

重要な役割を果たしている。

保健所管内結核医療従事者講習会

・「院内感染対策」を中心テーマとした全体講習

会を実施した後、医師、保健師、診療放射線技師

それぞれの分科会の講習会を独自のテーマにより

実施。

なお、保健師等についてはBCG予防接種の実技

指導も併せて実施した。

講師は結核予防会北海道支部に依頼。

効果  ・ここ数年、増加傾向にある集団感染対策の基

礎知識についてそれぞれの職種の立場から習得

でき、発生時における迅速な指導・対応が期待

できる。

・分科会におけるそれぞれの専門知識・技術の

習得は、現場での即戦力につながるものと期待

でき、保健所が主催することにより、保健所職

員の結核対策上のリーダーとしての意識のさら

なる充実が期待できる。

青森県

結核予防関係職員研修及び講習会

・派遣先：結核予防会結核研究所

結核予防業務研修会

・県内医師等対象　国立療養所青森病院（浪岡町）

講話、結核の現状と課題、施設見学

岩手県

結核研究所等への派遣研修

指定医療機関医師等研修事業

 結核予防対策に従事する者を結核研究所専門研

修へ派遣した。
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 結核予防会結核研究所等から講師を招き、医

師等に対する講演会を開催した。

効果  ・結核予防対策従事者の資質の向上

・結核についての診断・治療の技術向上

・医療機関等集団施設に従事する職員に対し結

核に関する知識の向上を図ることにより、集団

感染の未然防止につながる。

宮城県

結核研究所における技術者等研修

結核予防技術者地区別講習会

老人福祉施設等職員研修

秋田県

結核研究所における技術者等研修

・結核研究所等に派遣し、高度な知識を習得し、

地域の結核予防対策業務と患者発生時の適切な対

応を図るための専門研修を受講した。

効果  結核対策における保健師活動の強化と質の向上

を図り、患者発生時の対応や患者支援が適切に

行われている。医師については結核対策の実施

に必要な技術の習得が図られている。

結核予防技術者地区別講習会事業

・結核研究所等に派遣し、高度な知識の習得と結

核対策実施上必要な知識を習得するための研修に

参加した。

効果  結核対策における保健師活動の強化と質の向上

と、医師については結核対策の実施に必要な技

術の習得が図られ、当研修で得た知識をもとに

地域の出前研修事業等を展開している。

指定医療機関等医師の研修会

・結核研究所から講師を招いて、「最近の結核の

診断・治療について」というテーマで講演を行っ

た。講演終了後、希望者による読影検討会を実施

した。

効果  ・医師が診断を確実に行うことで、患者の早期

発見が図られ、また適正な治療を行うことによ

り、有病期間の改善が期待される。

・結核の指定医療機関として新規に指定される

医療機関もあり、継続していく必要がある。

山形県

 結核予防業務従事者研修－結核研究所研修

等への派遣

・結核研究所等が開催する各種研修会への派遣

効果  各職種の結核予防業務担当者が、結核に対する

知識及び技術を深めることにより、的確な結核

対策を推進する体制が整備される。

医療従事者研修事業 

・研修会の実施。

効果  早期発見かつ適切な治療に向け、菌検査の重要

性や耐性菌についての理解が深められる。

福島県

結核対策技術研修事業

・結核予防及び結核対策に関する知識、技術の向

上を目的とした研修を情報交換、講義等の方法を

用いて実施し、さらに発生動向調査システムの操

作技術を高め精度の高いデータ作成を目指した。

場所：福島市　1回

効果  各担当者が管内の結核に関するデータを評価

し、対策の方針が立てられる。

結核研究所等派遣研修

保健看護学科　

　・対策8日間コース 　　　1人

　・夏期研修　　　　　　　3人

医学科長期研修　　　　　1人

臨床検査技師短期研修　　1人

結核行政担当者短期研修　1人

結核担当者地区別講習会（宮城県）8人

効果  本事業により本県結核担当者のレベルアップに

つながり、結核対策を効率的に進めることがで

きた。今後とも、本事業を継続することにより、

さらなるレベルアップや結核対策の中心となる

行政担当者の出現が期待される。

結核対策技術研修事業

・結核予防及び結核対策に関する知識、技術の向

上を目的とした研修を情報交換、講義等の方法を

用いて実施

結核指定医療機関医師等の研修

目的： 最新の結核に関する知識、技術に関する伝

達のための研修会

 対象： 結核指定医療機関、結核健診委託医療機関
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等関係者

場所：郡山市　1回　参加者　157名

効果  講演に先立ち県担当者の現状報告を行うことに

より、担当者自身のモチベーションと高め、レ

ベルアップを促すことに役立った。行政と医療

の交流の場を提供できたことも有意義であった

と思われる。専門家を招き、結核対策の最新の

知識を指定医療機関担当者に普及させることが

できた。今後とも本事業を推進することにより、

指定医療機関がその果たすべき役割について認

識し、ひいては保健所との連携強化につながる

ことが期待される。

ツベルクリン反応・BCG予防接種研修会

・研修会の開催　参加者114名

 ツベルクリン反応・BCG予防接種成績につい

て報告

講演会「 小児の結核対策結核予防法の見直しを

ふまえて」

効果  ・市町村に依頼し、リーフレットを乳児健診

時に保護者へ配布し、早期BCG接種を勧めた。

これによって、粟粒結核から乳幼児を守ること

ができるとともに、市町村職員の啓発にもつな

がる。

・結核について乳幼児期のBCG接種の重要性、

今後の小児の結核対策等について理解してもら

える。

・各関係機関との連携がとりやすくなる。

茨城県

結核対策推進のためのマンパワーの養成

 結核予防会結核研究所における技術者等研修

派遣

地区別結核予防技術者講習会等の研修派遣

結核予防全国大会参加

　 保健所の医師、保健師、放射線技師等を各種研

修等に派遣し、結核対策強化のためのマンパ

ワー養成を図った。

効果  結核対策について指導的立場にある保健所担当

者が、結核対策を講じるために必要な基本的知

識及び最新の情報を習得することにより、地域

に即した問題点等を的確に把握し、それに応じ

た対策を立案することが可能になる。

 結核検診精度管理・医療技術向上対策強化

事業

・県内7保健所及び県保健予防課主催による結核

健診及び医療技術研修会を開催。

 結核対策の包括的見直しに関する提言等につい

て

学校における今後の結核対策のあり方について

 事業所における結核予防対策と患者発生時の対

応について

 社会福祉施設における結核予防対策と患者発生

時の対応について

効果  各機関における結核健診技術を認識することに

より、各々の機関において結核対策の取り組み

が講じられ、結核予防対策強化及び患者発生時

の早期対応が図られる。

栃木県

結核予防技術者地区別講習会事業

・結核研究所等の講師により医師、保健師、放射

線技師向け講演会及び合同講演会を開催した。ま

た、関東信越地区各自治体の結核担当者による

会議も開催され、各自治体からの問題点や結核予

防法の改正等について結核研究所の講師と討議し

た。

効果  講習会を通じて、結核予防に係る各種技術の向

上及び最先端の知識を修得し、各自治体及び保

健所での地域格差是正事業の参考に資する。

保健師研修派遣事業

・短期研修　2名

効果  結核対策における保健師活動の強化と質の向上

により、地域の実情に応じた効果的な結核対策

の推進が期待される。

群馬県

結核指定医療機関医師及び学校医結核研修会

・結核研究所の医師を講師として、研修会を実施

した。

効果  結核医療の第一線を担っている指定医療機関医

師や学校医等に最新の結核医療の知見、また今

年度改正された学校における結核対策を研修し

ていただくことで、患者の早期発見や適正医療

の徹底を図ることが期待できる。
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保健所・市町村結核担当者及び保健師研修会

・最新の結核に関する話題、結核予防法施行令及

び施行規則の改正について研修会を開催した。

効果  結核対策の重要性を保健所・市町村それぞれの

立場で再認識するとともに、保健所の結核対策

を客観的立場で再評価できる。

埼玉県

結核診断技術研修事業

千葉県

移動結核研究所事業

・結核研究所で実施している保健師、診療放射線

技師等の研修会を県において主催し、その際に結

核研究所等から講師を派遣願った。

また、結核研究所研修に参加した保健師による伝

達講習を併せて行った。

効果  昨年度までは、結核研究所が実施する研修に少

数の保健師、診療放射線技師等を研修に参加さ

せ資質の向上を図っていたが、県において同様

の研修会を主催したことにより、課題等の現状

把握を共有化ができ、「結核対策千葉方式」の

目標に向かう具体的な対策を図る上での一助と

することができる。

検査技師に対する結核菌検査研修会の開催

・結核菌の染色法、DNA増幅法による結核菌の

検出、バイオセーフティ技術について講義と実習

を行った。

効果  ・新検査指針の理解と習熟により、検査精度の

向上と検査期間の短縮が期待される。

・感染防止対策についての理解により、検査技

師の感染防止に役立てる。

医療従事者等に対する結核研修会の開催

「結核対策千葉方式の推進」

「結核対策の包括的見直しに関する提言」

効果  結核の半減、制圧のために結核全般の知識を広

く普及させ、また現在の変わり行く日本の結核

対策、千葉県の結核対策の方針を発信すること

で、さらなる結核対策強化を推進することがで

きる。

画像処理技術向上研修の開催

・保健所、医療機関に所属する診療放射線技師が

各自撮影した胸部直接・間接写真及びCR写真を

持ち寄り、医師と技師が合同で評価を行った。

効果  画像処理技術の精度管理及び質的向上が図れ

る。

画像診断技術向上研修の開催

・結核、肺癌症例のCR・CT写真から教材用サ

ンプルフィルムを作成し、画像診断と比較読影を

行った。また、モニター診断を実践した。

効果  結核専門医の不足が問題となっている昨今、結

核の診断に重要な胸部X線写真の診断能力の維

持・向上を図ることができ、千葉県の読影の精

度向上に役立てる。

東京都

指定医療機関対策事業

指定医療機関向け結核予防冊子の作成、配布

 指定医療機関医師・結核病院医師・結核診査協

議会委員対象講演会開催

効果  指定医療機関関係者の、結核医療、診断、治療

への知識及び技術水準の向上

医療関係者結核予防及び普及啓発事業

看護学生・医学生結核予防普及啓発

 看護学生・医学生等向け教育補助教材の作成、

配布

効果  ・看護学生、医学生等に対し、結核未感染者の

増加を考慮し実習開始前にツベルクリン反応検

査を行い、院内感染防止のため必要な措置を講

ずる。

・医療関係者に対し、結核への知識と関心の向

上を図り、正しい治療の普及を促進し、患者発

見の遅れを防止する。

保健所医師等研修事業

 保健所における患者管理の充実（東京都保健所

管内）

 保健所医師・保健師・臨床検査技師等を対象に

した結核講習会の開催（東京都全域）

 「結核集団感染対策マニュアル」の作成、配布

（東京都全域）

 「結核の統計」の購入（東京都保健所管内）

 「東京都における結核の概況」の作成、配布（東

京都全域）

 「結核の健診を受ける方へ」（仮題）の作成、

配布（東京都全域）
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効果  保健所における患者管理の充実等、結核専門機

能の強化による結核に関する保健医療水準の向

上

神奈川県

結核指定医療機関担当医師等研修事業

結核対策管理指導者研修事業

新潟県

結核精度管理研修

・結核の定期健康診断のフィルムを読影する医師

について、合同研修会を開催し、撮影から確定ま

での効率化と健診精度の向上を図った。

効果  ・撮影から確定診断までの効率化と健診精度の

向上が図られている。

・県内の読影医師の増加により健診結果が早く

判明するようになってきている。

・健診従事医師の研修は、健診の質の向上のた

め今後も継続する。

富山県

結核予防技術者研修事業

結核予防医師研修会

結核研究所等研修派遣

コホート会議

効果  結核医療、患者管理及び集団感染対策の向上

石川県

結核研究所等への派遣研修

医学科　　　　　2名

保健看護学科

　長期研修　　　　1名

　対策8日間 　　　1名

　夏期研修　　　　2名

臨床検査技師　　1名

行政担当者　　　1名

結核予防技術者地区別講習会派遣　4名

国際結核セミナー及び結核対策推進会議派遣

　東京都で開催　　1名

効果  より高度な知識の修得により各保健所担当者に

おける結核に対する知識のレベルアップが図ら

れ、結核予防の推進が図られる。

なお、各自治体での特対事業の取り組みがわか

り、今後の特対計画の参考となる。

医師研修会

結核診査会モデル検討会

　講演「結核の新しい話題」、症例検討

　講師・助言　結核予防会　増山英則氏

 症例「老人保健福祉施設入所者の発病」他4事

例（計2回）

　講師　結核予防会　増山英則氏

①模擬結核診査協議会

　②結核感染予防研修会

①講演「これからの結核対策について」

　　講師　結核予防会　増山英則氏

　② 症例検討･･･症例を持ち込み、X線フィルム

の読影

症例「予防可能例症例検討」他1事例

　講師　結核予防会　増山英則氏

　 研修「 結核発病ハイリスク者への対応と結核患

者看護について」

　講師　結核予防会　　増山英則氏

効果  ・申請患者の主治医の参加により、診査会の役

割や位置づけの理解を深め、事例検討等により、

結核医療の新しい知識を得ることができる。

・最近の結核医療の考え方を、症例を通して効

果的に得ることができる。

・診査会の診査技術の向上と結核の早期診断と

適正な医療の推進が図れる。

・結核対策について関係機関の理解が深まり、

結核管理の強化が図れる。

・結核発病リスク者への適切な対応と届出まで

の期間の短縮が期待できる。

福井県

結核研究所講習会派遣事業

・普段から結核予防業務に携わっている保健所の

各技師を、結核研究所が主催する講習会に派遣し

た。

保健師短期研修（8日間）　　　　1名

放射線技師短期研修（4日間）　　1名

臨床検査技師短期研修（6日間）　1名　計3名

効果  結核研究所において集中的に講習を受けること

により、患者管理の在り方、X線所見等、菌検

査等、日頃の業務を検討する機会となる。
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山梨県

結核対策管理指導事業

結核予防会に講師を依頼し、研修会を開催した。

結核研究所主催の研修を受講した。

 最新の結核関連の図書（予防会刊）を広く活用

した。

効果  ・医療技術の向上に伴い、より適切な治療の実

施が期待できる。

・結核予防事業に従事している技術者が、結核

対策に必要な最近の知識や医療技術の進歩に呼

応した技術を習得できる。

長野県

結核予防技術者研修事業

・結核に関する最新の知識の習得と技術向上のた

めの研修を行うとともに、各分野の指導的立場に

ある者を専門研修に派遣した。

効果  ・研修会への参加者は数年前と比較して多く

なっており、知識の習得、意識の向上に効果を

上げているが、今後とも医療技術の進歩や状況

の変化に応じた研修を実施する必要がある。

・結核技術者の知識の習得と技術の向上を図る

ことにより、二次感染、集団感染の防止、患者

管理の強化、ハイリスク集団対策などの結核対

策に寄与する。

・研修会の開催により関係者の結核に対する意

識向上を図れる。

岐阜県

結核予防技術者地区別講習会

・結核予防会結核研究所が企画し、東海北陸ブ

ロック7県の持ち回りで開催する地区別講習会を

当県において開催した。

効果  ・東海北陸地区各県、政令市、市町村、医療機

関で結核対策に従事する者の資質向上を図るこ

とができる。

・各県、市の行政担当者の間で疑問点の解消や

情報交換を行うことができる。

結核予防技術者等養成研修

・結核担当職員を結核予防会結核研究所が実施

する研修等へ派遣した。

効果  大きな転換期にある結核対策について最新の知

識、技術を習得することで、結核担当職員の資

質向上を図ることができる。

TBメディカルスクール

・結核予防会等から講師を招き、県内の医師、

医療従事者を対象に研修会を開催した。

講演「結核標準医療の普及について」

　講師　結核予防会大阪府支部

　顧問　亀田和彦氏

効果  PZAを使用した標準的治療法の重要性、標準

的治療期間などについて理解を深め、適正医療

の普及を図ることができる。

講演「結核の院内（施設内）感染予防について」

　講師　国立療養所岐阜病院内科医長　加藤達雄氏

効果  ・院内（施設内）感染予防の重要性、予防策に

ついて理解を深めることができる。

・定期外健診等保健所の役割についても理解を

得られる。

 講演「 結核の診断と治療　～早期発見、早期治

療をめざして～」

　講師　結核予防会大阪府支部　顧問　亀田和彦氏

効果  結核の診断・治療、多剤耐性結核などについて

理解を深め、早期発見の促進と適正医療の普及

を図ることができる。

静岡県

医療従事者研修事業

・医療従事者の資質の向上を図ることにより結核

対策を充実させるため、医師、看護師等に対する

ツベルクリン反応検査・BCG接種の方法及び判

定等の研修会を実施した。

効果  地域の医療従事者の資質の向上が図られ、継続

により一層の結核予防が期待される。

検診従事者研修事業

・結核予防業務に従事する保健所職員の資質向上

を図るため、結核予防会結核研究所が実施する

研究会に派遣した。

効果  従事職員の資質向上が図られ、継続により予防

業務の一層の推進が期待される。

愛知県

結核研究所研修派遣

・県職員を結核研究所の主催する研修会に計画的

に派遣し、結核予防活動に必要な最新の知識・技

術を修得させた。
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効果  本事業を通じて、結核対策の中心的推進者の育

成・確保に努めることにより、結核予防活動や

各対策の推進が図られる。

地区別講習会派遣

・県職員を東海北陸地区別講習会に計画的に派遣

し、結核予防活動に必要な最新の知識・技術を修

得させた。

効果  本事業を通じて、結核対策の中心的推進者の育

成・確保に努めたことにより、結核予防活動や

各対策の推進が図られる。

保健所・市町村医師等研修

・結核研究所等から結核に造詣が深い講師を招

き、結核の患者管理や指導にあたる医師等に対し

て研修を開催し、最新の知識技術を修得させた。

効果  保健所長を始めとする結核対策を担う医師等へ

の知識普及を通じて、患者管理の適正化や結核

対策の向上が図られる。

医師講習会

・県医師会に研修事業を委託し、県下全域の医師

会員に対して、結核に対する知識・技術の啓蒙・

普及を図った。

効果  ・ツベルクリン反応検査陽性率が低く、感染源

となる塗抹陽性肺結核罹患率が横ばい状態を続

けている中で、患者の発見、登録が遅れること

は、蔓延の可能性を高める危険性をはらんでい

る。また、適切な化療内容が処方されなければ、

治療の成果は上がりにくい。

・本事業の実施により、患者の早期発見、適正

医療の普及が図られ、結核蔓延の一助となる。

保健所・市町村行政担当者研修会

・結核健康診断・予防接種の現状と、結核予防知

識の周知徹底を図り、健診・予防接種受診の意義

の理解を深めるため、保健所・市町村等の担当職

員に対し研修会を開催し、受診率向上及び適切な

健診・予防接種実施の一助とする。

効果  結核健康診断・予防接種受診の意義の理解が深

まることにより、受診率の向上、適切な健診・

予防接種実施が図られる。

三重県

結核研究所研修、地区別講習会

結核研究所研修

　長期研修　1名（保健師）

　短期研修　4名

　（放射線技師1、検査技師1、事務2）

 地区別講習会　16名（医師3、保健師9、放射

線技師2、検査技師1、事務1）

効果  ・結核を取り巻く状況は急速に変化しており、

これらに迅速に対応するために人材育成は必要

不可欠である。

・研修終了者には、各保健所担当者に対する研

修伝達講習を実施し、また、保健所結核対策支

援登録員として結核困難事例の際は、地域の枠

を超え支援していく体制を整備するため、当面

事業継続していく。

滋賀県

結核研修会

・滋賀県薬剤師会、滋賀県放射線技師会、滋賀県

福祉・救護施設協議会、滋賀県健康推進連絡協議

会に委託して、結核予防会結核研究所等の専門

講師による、講義形式の研修会を開催した。

効果  ・薬剤師については、抗結核薬の確実な服用の

推進ができる。

・診療放射線技師については、結核画像診断の

精度が向上される。

・施設の職員については、施設内感染予防体制

が充実する。

・健康推進員（結核予防婦人会員）については、

一般住民等へ結核予防知識が普及される。

結核関係職員派遣研修

・最近の結核を取り巻く状況について、結核予防

関係職員を結核予防会結核研究所主催の研修会

へ派遣して結核の知識を習得させ、関係者に対し

て伝達講習会を開催した。

効果  研修受講者はもとより関係者に対して伝達講習

会を実施することにより、最近の結核を取り巻

く状況の周知ならびに結核の知識が修得でき

る。

結核予防技術者地区別講習会

・近畿地区の当番県として、厚生労働省、結核予

防会結核研究所の講師により結核予防対策講習会
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を開催した。

効果  都道府県市町村の結核予防対策従事者に、結核

予防に関する最新の情報等を講習したことによ

り、地域のおける結核予防対策の質が向上し、

結核対策が推進できる。

京都府

保健所等技術職員派遣研修事業

・結核研究所が実施する研修及び結核地区別講習

会に派遣し、資質向上を図り、服薬支援等に関す

る新しい情報を得て伝達講習会を併せて実施し研

修成果を広めた。

効果  ・地域の課題に沿った対策を展開できる資質の

向上が期待できる。

・服薬支援に関しての取り組みが充実する。

市町村、保健・医療関係者等研修

・市町村、医療機関、施設職員に院内感染予防及

び高齢者の結核に関する研修を実施した。

効果  ・市町村、医療機関、施設職員に院内感染予防

及び高齢者の結核に関する知識の普及を行うこ

とにより、施設間格差が是正できる。

・集団発生時等の対策、結核予防知識に関する

研修を実施することにより、資質向上が期待で

きる。

大阪府

指定医療機関結核知識普及研修事業

指定医療機関に対する結核知識の普及

　 結核医療を担当することができる指定医療機関

に対し、患者発見対策を目的とした結核に関す

る手引き等を作成配布し、患者の早期発見、早

期治療をもって集団感染の防止に努めた。

指定医療機関医師等に対する研修

　 保健所が指定医療機関の医師に対して結核の早

期診断の重要性、結核患者の発生時における家

族・接触者健診の徹底について研修を行った。

効果  指定医療機関に対し、読影技術の向上と患者発

見時における保健所との連携強化の必要性を認

識させることができる。

結核健診精度管理事業

X線フィルムの二次読影の実施

　（結核予防会大阪府支部に委託）

医師・放射線技師研修

　（結核予防会大阪府支部に委託）

 医師・臨床検査技師・放射線技師等を結核研究

所研修への派遣11名

結核予防地区別講習会の開催・参加

医師研修（結核予防会大阪府支部に委託）

効果  ・結核診断技術の向上を図ることで、結核健診

の適切な精度管理に努める。

・若手医師を中心に結核診断技術の向上に努め

ることにより、ドクターズ・ディレーの克服に

努める。

兵庫県

結核指導医師設置事業

 概ね30歳代、40歳代の医師に対し、2年間にわ

たり計10日間の研修を実施した。

 講師は結核研究所に依頼し、結核の診断・治療

技術の研修を行った。なお、研修内容の詳細に

ついては、別途結核研究所と協議の上決定した。

平成14年度の研修回数は3回

効果  地域毎に結核専門医を養成及び設置すること

で、地域における結核の診断・治療技術の向上

が図れる。

結核予防医師研修事業

・結核に関する最新の知識の習得及び結核治療法

及び診断に関する研修会を開催した。

効果  結核診断精度の向上が図れるとともに、治療成

績の向上が図れる。

結核研究所研修への派遣事業

・結核研究所研修への派遣

 結核短期研修： 診療放射線技師、保健師、臨床（衛

生）検査技師

結核長期研修：医師

効果  結核実務者の資質向上が図られ、結核予防対策

が推進できる。

結核予防実務者研修会

・結核の最新知識の習得、結核集団感染の防止等

に関する事項の研修

効果  地域で結核予防に従事する者に研修を実施する

ことにより、地域の実情に応じた結核対策が推

進されるとともに、集団感染の防止が期待でき

る。
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奈良県

結核対策指導啓発事業

派遣研修

　① 結核研究所の研修派遣

　　（長期、短期、夏期コース）計7名

　②結核予防会地区別講習会への派遣　延20名

研修会開催

　① 「結核モデル診査会公開研修会（講演含む）」

医師研修会　1回

　②「高齢者の結核について」全体研修会　1回

　③学校保健関係者研修等

普及啓発

　① 患者指導用パンフレットの作成、配布（2,000

部）

　② 統計資料「奈良県の結核」の作成、配布（300部）

　③ 結核予防チラシ（小学校1年生用）の作成、

配布（20,000部）

　④結核予防週間行事として街頭無料健診

　⑤学校、施設、事業所等への啓発・啓蒙活動

効果  ・医師、保健師、担当職員等の資質の向上、適

正な医療の普及

・一般県民への結核に対する知識や関心の向

上、早期受診の促進と健康診断受診率の向上

和歌山県

結核予防技術者研修派遣

・研究機関、日本結核病学会等において、長期及

び短期の研修を行うことにより、結核に関する専

門的知識を身につけた。

効果  ・医療従事者や行政担当者の結核の専門性を高

めることにより、地域の特性に応じた効果的な

結核対策が行える。

・医療従事者や行政担当者の資質向上を目的と

しているため、継続的に実施する必要があると

思われる。

医師研修会

・各保健所管内の実情に応じ、各郡市医師会等と

タイアップして、結核研究所の講師等による研修

を実施した。

効果  ・臨床医に対して、研修を行うことにより、院

内感染防止対策について意識強化や乳幼児の

BCG接種の効果を高めることにより、小児結

核の発病防止を図れる。

・臨床医に対して、地域の結核の状況について

周知を図り、診断の遅れの防止や短期化学療法

の実施等の効果的な治療が図れる。

救急隊隊員に対する結核研修

・結核症の病理や感染経路について研修を行っ

た。

効果  救急救命活動として結核患者を搬送する際、救

急隊員への正しい感染予防を図ることにより、

救急隊員及び患者に対する負担が軽減できる。

鳥取県

結核関係者研修事業

 結核診査協議会委員を対象とした結核診査協議

会連絡会を開催した。

 結核関係者職員を結核研究所の研修会に派遣し

た。

放射線技師を対象とした研修会を開催した。

効果  ・結核担当職員として、最近の結核の現状、最

新知識の習得を行うことにより専門的知識及び

適正な医療の普及が図られる。

・受講職員による伝達講習を行うことにより職

員の知識向上が図られる。

島根県

保健所結核予防従事者中央研修

・結核研究所において専門ごとに長期または短期

の専門研修を受講した。

効果  各職種の専門性を高め、結核に関する専門的か

つ高度な課題について対応できる人材を養成で

きる。

地区別講習会派遣事業

・結核予防担当技術者が最新の知識と技術を取得

できるよう、地区別講習会へ派遣した。

効果  担当技術者が結核対策に必要な知識や技術を取

得することで、結核に関する専門的かつ高度な

課題について対応できるようになる。

従事者合同会議

・結核の最新の知見に関する研修会を開催した。

院内（施設内）感染予防

定期外健診の必要性

高齢者の結核対策　等

効果  ・最新の知見について習得することができる。

・特に施設、学校等における予防対策の充実が
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期待できる。

保健所管内研修事業

・保健所管内の結核の状況を提供し、各機関で改

善すべき事項等について、最近の知見を含めて講

習会を開催した。

効果  関係機関が結核の現状について把握し、それぞ

れの立場で改善することにより、地域格差が是

正できる。

岡山県

実務者の研修派遣

・結核研究所（結核研究所が主催する各種研修会

含む）及び地区別講習会に結核担当者を派遣した。

効果  ・担当者の資質の向上、意識の高揚により、徹

底した地域結核対策が講じられる。

・また専門性をもって地域の各関係機関に対

し必要な結核対策のコーディネート活動ができ

る。

指定医療機関医師及び診査協議会委員研修会

・指定医療機関の医師等に対し、岡山県全域及び

地域の結核の現状を踏まえ、結核予防法に基づく

適正な医療や対策に関する研修会を行った。（県

内2ヶ所）

効果  ・患者の早期発見、早期治療につながり、重症

例の減少、短期化学療法の徹底が図れる。

・結核専門医の育成につながる。

 健診精度向上研修会（放射線技師研修会、

臨床検査技師研修会）

 指定医療機関等の診療放射線技師に対し、X線

写真撮影技術の研修会の開催

 指定医療機関等の臨床検査技師に対し、PCR

等の最新知識や結核菌検査（塗抹、培養、非定

型抗酸菌等）の技術の研修会の開催

効果  診断価値の高い良い画質のX線写真、確実で迅

速な結核菌の検出により、患者の早期発見、早

期治療につながる。

結核予防担当者研修会

・保健所の結核予防担当者に結核研究所等での研

修の伝達講習を含め、最新知識の研修を行い、今

後の対策につなげる。

効果  担当者の資質の向上により、地域での結核対策

の第一線機関として役割が果たせるとともに、

施策に反映できる体制整備が図れる。

広島県

結核実務者研修

・結核実務者を結核研究所研修等に派遣して、効

果的な健診、予防行政等の知識を習得させた。

効果  結核実務者を結核研究所研修等に派遣すること

により、最先端の健診、予防行政技術を習得す

る。

結核予防技術者等研修

・医師、保健師、行政担当者等を研修することに

より、結核医療技術や知識の向上を図った。

効果  医師、保健師、行政担当者等を研修することに

より、本県の結核医療技術の均一化及び向上を

図るとともに、専門家を育成する。

結核対策担当者研修会

・本庁及び保健所担当職員により予防可能例や対

応困難事例等の分析・検討を行った。

効果  症例の分析・検討を行うことにより、今後の対

応・対策の改善及び充実強化が図れる。

山口県

医療従事者研修事業

・医師　1人　18日間

　結核事務担当者　1名　4日間

　保健師　2人　4日間

　保健師　2人　8日間

　結核予防地区別研修会　5人

効果  対象者を専門研修に派遣することによって、そ

の知識を生かした予防・治療が期待でき、もっ

て結核予防・治療の資質の向上が図られる。

読影研修事業

・各保健所において結核診査協議会委員及び保

健所担当者を対象として読影研修会を開催した。

各々の協議会委員の中から代表者が講師となり、

様々な症例について検討した。

効果  結核診査協議会委員及び保健所担当者を対象と

して読影研修会を実施することにより、結核医

療の中心となる委員の胸部X線写真の読影力が

高まり、結核患者の早期発見、早期治療及び適

切な結核医療の提供が図られる。
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徳島県

医療関係者等研修会

・患者事例について、外部から講師を招き、結核

診査会委員をはじめとする医師等を対象に事例検

討会及び研修会を実施することにより、診断精度

の向上、短期化学療法の普及及び院内感染防止に

関する対策を図った。

効果  医師に対する適正な結核医療の普及及び技術の

向上に対する結核予防対策の技術の向上及び知

識の再認識等資質の向上が図られ、院内感染防

止に寄与する。

予防業務従事者派遣研修

・予防業務従事者を結核研究所関係の研修会に派

遣し、各分野での技術向上を図った。

効果  各保健所の結核予防対策の均一的なレベルアッ

プが図られ、適切な対策が講じられる。

職員研修

・県内外で開催される結核対策に係る各種研修会

等へ職員を派遣した。

効果  関係者の知識、技術等が高まることにより、結

核予防対策において適切に対処できる。

香川県

結核予防技術者地区別講習会

・結核予防会の企画・協力による結核技術者の

資質の向上を目的とした研修会を開催した。

効果  業務担当者を対象とした各種研修会を実施する

ことにより、健診精度、管理指導及び結核診断

技術の向上が図れる。

結核研究所における技術者研修

・結核指導・管理に関する最新の知識及び技術の

習得を目的に、結核研究所で実施されている研修

に保健医療関係者を派遣した。

効果  結核研究所への派遣研修により、健診精度、管

理指導及び結核診断技術の向上が図れる。

愛媛県

結核研究所研修受講事業

・保健所の医師、放射線技師、保健師、検査技師

及び行政担当者を結核研究所主催の研修に派遣し

た。

効果  ・結核研究所の研修により多くの職員を派遣す

ることにより、高度でかつ最新の情報と知識を

習得させ、結核対策の現場における指導的役割

を十分に発揮することができる保健所職員を養

成できる。

・最新の医療知識を習得したことで、地域にお

ける適正医療の普及にも貢献できる。

結核診査協議会委員研修事業

・結核診査協議会委員を対象に、専門の講師を招

き結核に対する最新医療情報を提供した。

効果  ・結核診査協議会委員が最新医療情報を得るこ

とにより、適正医療の普及と結核に対する意識

の再認識が図られ、結核の早期発見・早期治療

を促進することができる。

・この研修内容を地元医師会等で報告を行うこ

とにより、県下全域の指定医療機関等の医療従

事者へも情報が提供でき、医療従事者の結核に

関する意識低下の防止にもつながる。

高知県

医療従事者等研修事業

院内感染・集団感染予防研修

　 県内の結核予防・医療に従事する者を対象に、

院内施設内感染防止について、最新の情報等の

研修を実施し、結核に対する理解を深めた。

　・結核セミナー全県（参加者数：280人）

　　「コホート調査とDOTSについて」

　　医療、福祉施設関係者、学校、行政関係等

　・医療従事者研修（参加者数63人）

　　「結核の現状と院内感染」

委託研修

　高知県臨床衛生検査技師会（参加者数63人）

　高知県放射線技師会（参加者数28人）

　呼吸療法研究会（参加者数65人）

　 上記3団体に研修開催を委託し、それぞれ専門

的技術や知識の習得を図った。

職員中央派遣研修

　 結核の専門的技術や新しい知識の習得のため結

核研究所への派遣。

　（医師長期研修2人、保健看護学科短期研修2人）

　結核予防地区別講習会：5人参加

効果  結核に対する理解を深め、地域の実情に沿った

結核対策を推進するための人材育成や本県の効

果的な対策を検討するために予防関係者の連携

を図れる。
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福岡県

結核業務従事職員研修事業

・保健所に勤務する職員を結核研究所及び地区別

研修会等へ派遣すると共に、結核研究所等より専

門家を招き保健所の結核業務従事職員に対して、

予防可能例検討会など結核に対する施策、医療、

及び疫学等の研修を行った。

効果  保健所職員の知識及び技術を向上させることに

より、結核対策の充実強化を図り、罹患率の低

減、適正な患者管理に努める。

結核予防接種実地研修

・接種前に予防接種や接種方法に関する資料の配

付やビデオによる知識の確認を行うとともに、人

形等を利用して講師による模範接種等を行った。

効果  昨年度の研修出席者から、これまでのビデオ等

では十分理解できなかった接種上の注意点につ

いても、医師の実地の接種を見ることで理解し

やすいとの意見があった。今年度も引き続き実

施研修を行うことにより、予防接種を行う医師

の接種技術を向上させるとともに、予防接種の

効果を上げることによる乳幼児の結核感染・重

症化の防止を図る。

佐賀県

 平成14年度九州地区結核予防技術者地区別

講習会

・結核予防事業に従事している技術者に対して、

最新の結核の状況を再認識して頂くとともに、よ

り高度な知識の習得を図るため、厚生労働省担当

官及び結核研究所の講師による講義を行った。

さらに、九州各県政令市の結核行政担当者による

結核担当者会議を開催した。

効果  地方における結核技術専門講習会は開催が少な

いため、各市町村や医療機関の職員に対し、結

核の最新情報・知識を提供することで、今後の

結核対策の充実が期待される。

結核予防技術者等研修会への派遣

・各研修会への派遣

効果  ・結核予防技術者等の資質の向上により結核対

策の一層の推進が期待される。

・毎年、当該研修により専門性を深めている。

指定医療機関医師研修会開催委託事業

・結核研究所の専門医を講師として迎え、管内の

医師に最新の結核医療について研修を実施した。

効果  県内医師の資質の向上により結核対策の一層の

推進が期待される。

長崎県

結核医療研修会

県医師会委託による研修会

　 講師：横浜市立大学医学部小児科　横田教授「小

児と結核」等、参加者105人

専門講師招聘による研修会

　① 西彼保健所：講師　結核研究所対策支援部副

部長「結核の診断と最近の標準医療」等、参

加者42人（内保健所職員7人）

　② 県南保健所：講師　結核研究所対策支援部副

部長「結核医療の基準と結核対策の動向」等、

参加者103人

　③ 対馬保健所：講師　県立多良見病院診療部長 

「結核の診断と治療」等、症例検討会の実施  

参加者6人

その他

　 西彼保健所：結核診査協議会の公開診査・症例

検討会の実施。参加者：19名

　 結核指定医療機関協議会研修会の実施。

　参加者：22名

効果  「結核医療の基準」を周知することにより適正

医療を普及させ、治療の短期化が期待される。

結核指導者育成事業

・専門機関への派遣、各種研修会への派遣

結核研究所への派遣

　① 放射線学科研修：1人（短期研修：結核対策

と被曝）

　② 保健看護学科研修：2人（短期研修：対策8

日間コース）

　③ 保健看護学科研修：2人（短期研修：基礎4

日間コース）

　④ 臨床（衛生）検査技師研修：1人（短期研修：

臨床検査技師短期研修）

　⑤結核行政担当者等短期研修：2人

　　国際結核セミナー（東京）に参加：5人

　　結核対策推進会議（東京）に出席：5人

　　全国結核予防大会（宮城県）に参加：3人

　　結核フォーラム（新潟県）に参加：1人

　　 結核予防技術者地区別講習会（佐賀県）に参
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加：10人

　　結核対策推進会議（宮崎県）に出席：2人

　　 全国保健所放射線技師総会・全国放射線技師

総合学術大会（新潟県）に参加：1人

効果  結核対策の効果的な企画策定及び意識の向上並

びに指導者の育成が期待される。

結核実務者研修会

実務者研修会の開催

　 各保健所において医師及び実務者等を対象に研

修会を開催。全保健所で開催。

　参加者数：406人

結核情報誌の作成、配布

効果  結核の状況を周知することにより、結核対策の

推進及び連携の強化が期待できる。

熊本県

指定医・結核診査協議会委員研修

・結核診査協議会委員、指定医等研修

講義「抗酸菌感染症の診断と治療」

講義「学校における集団感染について」

講義「新しい結核対策～学校における結核健診」

事例報告「入院患者の結核発生を経験して」

事例検討（定期外健診の評価）

症例検討

効果  ・ドクターズディレイ及びこれに起因する周囲

への感染の防止

・菌検査の重要性の認識と確実な菌検査の実施

・平均入院期間の短縮

・病院職員の健康管理対策及び院内感染対策の

充実

・保健所の定期外健診の充実

専門家の育成及び研修

結核研究所研修への派遣

地区別研修会への派遣

国際結核セミナーへの派遣

結核予防全国大会への派遣

効果  ・地域における結核対策指導者の育成

・研修内容の復命による知識の波及

・結核の知識が深まり、活動の評価ができる

・地区分析に基づいた結核対策の展開

大分県

結核研究所における技術者等研修

 保健看護学科基礎4日間コース（結核モデル病

床を有する病院の看護師3名）

医学科長期研修（拠点病院医師1名）

 全国結核対策推進会議・国際セミナー（拠点病

院医師1名、本庁担当者1名）

結核予防全国大会（本庁担当2名）

効果  結核研究所への結核医療機関職員の派遣は、結

核の現状及び最新医療技術を学ぶことにより、

医療機関と行政機関との連携が強化され、結核

対策の向上が図れる。

結核予防技術者地区別講習会

・結核対策の現状把握と結核対策特別促進事業の

評価・推進を図った。

効果  結核の現状を把握し、結核対策に必要な意識向

上を図る。

結核指定医療機関技術者研修

・結核発病ハイリスク者の発見方法と治療方法に

ついて結核予防会長による講演会及び意見交換

会を実施した。

効果  罹患率の高い地域において、結核指定医療機関

医師の結核に対する知識及び意識改革の向上を

図る。

結核研究所における技術者等研修

医学科短期研修（保健所医師1名）

 保健看護学科対策8日間コース

　（保健所保健師2名）

 臨床検査技師短期研修

　（保健所臨床検査技師1名）

 保健看護学科対策8日間コース

　（保健所保健師1名）

 保健看護学科基礎4日間コース

　（保健所保健師1名、拠点病院1名）

 結核行政担当者短期研修

　（保健所結核行政担当者3名）

 放射線学科結核対策と被曝

　（診療放射線技師1名）

効果  結核の現状及び最新医療技術を学ぶことによ

り、結核対策の向上が図れる。
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宮崎県

結核医療従事者養成事業

・保健所結核業務担当者（保健師、医師、放射線

技師、事務）及び病院結核予防対策担当者の養成

研修

結核予防会結核研究所、結核予防技術者地区別

講習会及び患者管理地域間格差検討会議等に結核

業務担当者を派遣し、結核現状及び対策、実技指

導等についての研修を受けた。

効果  ・結核業務担当者の結核に対する意識の高揚と

診断技術及び患者管理等の結核予防事業等の向

上、結核対策の中心となる担当者の専門的知識

の習得ができ、各地域での結核対策の向上が図

られる。

・全国結核対策推進会議においては、各ブロッ

クにおいても下部組織が設置されることから、

今後の結核対策の大きな柱となることが考えら

れ、全国での最新情報の交換等、重要なものと

考える。

鹿児島県

結核対策管理指導事業

保健師等研修会

　 患者管理の見直しを行い、その精度向上を図る

ため保健師に対する研修会を実施した。

効果  結核予防担当者等の技術の向上により、各保健

所間における結核に関する問題点を共有化する

ことにより一層の適正な患者管理が図られる。

モデル結核診査協議会

　 各保健所結核診査協議会委員に対して、モデル

的な結核診査協議会を開催し、新しい結核医療

の基準に沿った診査及び地域の管理状況の検討

等の研修を行った。

効果  適正な結核医療の普及及び結核診査協議会の機

能強化を図ることにより、治療期間の短縮及び

有病率等の結核指標値が改善されつつあるので

今後も継続していきたい。

沖縄県

結核対策従事者研修事業

結核研究所における研修派遣

　 保健師、医師、臨床検査技師、放射線技師、結

核事務担当者等

地区別講習会

　保健師、医師、放射線技師

その他結核対策に関連する研修

効果  ・結核対策従事者の研修を積み重ねることによ

り、資質向上が図られ、効果的な結核対策を推

進することにつながる。

・結核に関する最新の知識、情報を得ることに

より、業務に反映させ対策の強化につながる。

・今回研修に参加した職員が中心となり、病院

との連携事業の推進にも力をそそぐことができ

る。

・ブロック会議に参加することで、他県との情

報交換や沖縄県の結核対策の課題整理にも役立

てる。

札幌市

 結核予防技術者の結核研究所主催の研修会

への派遣

・保健所及び保健センターに勤務している保健

師、放射線技師を結核研究所が主催している短期

研修に派遣した。

効果  ・結核業務に携わっていなかった職員に対し、

結核対策上必要な基礎知識及び最新の情報を習

得させる。

・伝達研修会を実施することにより、参加した

職員のみならず、他の職員に対しても結核対策

の質の向上を図ることができる。

結核予防に携わっている医師等の研修会開催

・結核研究所の大森正子氏や保健所に勤務する医

師等を講師として、日本結核病学会北海道支部の

会員等を対象に、「結核談話会」として講演会及

び事例発表を行った。

効果  研修会において結核対策等の最新の知見、知識

を提供することにより、医師の質の向上を図る。

連携診療機能強化事業

・結核病院の医師を講師として、医師会の支部単

位で読影研修（3回）を開催

効果  ・結核の初期診断に重要な読影の研修を実施す

ることにより、一般医療機関における早期発見、

早期治療の促進を図る。

・一般医療機関と結核病院との連携を強化する

ことにより、結核予防対策の向上が図られる。
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仙台市

結核対策管理指導事業

・結核予防会結核研究所への派遣研修を実施し

た。

効果  結核予防技術の進歩に対応した適切な結核管理

及び患者指導を行う。

横浜市

結核予防技術者地区別講習会

・結核対策に必要な最近の知識と技術の向上を図

るため、講習会を実施し、講習会終了後、結核対

策特別促進事業についての意見交換や、各自治体

での問題や提案事項について議論した。

効果  結核事務関係者の資質の向上を図るとともに、

結核に関する情報交換や定期外健診時の連携強

化につながる。

指定医・診査委員への研修会

指定医研修会

　 市内約1200か所の結核指定医に呼びかけ、「結

核」をテーマに講演を行い、横浜市の結核の最

新動向や結核医療や公費負担制度の変更などを

説明し、協力を要請した。

結核診査協議会委員合同研修会

　 事例をもとに申請された医療内容等についての

議論や講演会を実施した。

 結核診査協議会委員研修・結核発生動向調査委

員会

　 診査協議会関係職員の診査に資する情報提供を

行うため、講演会を開催した。また、結核発生

動向の情報について解析を行い、解析結果を有

効に利用するために併せて開催した。

効果  ・指定医への研修は、市医師会と共催で毎年結

核に関する講演会を開催することにより、結核

予防法に規定する届出の徹底を図る貴重な機会

となっている。

・最新の情報提供を行うことにより、結核に関

する知識の風化防止に役立つ。

・短期化学療法の適切な普及と効果的な患者管

理及び専門委員会としての診査会の機能を高め

ることができる。

・各区福祉保健センターごとに研修会を開催す

ることで、結核についての情報提供ができるこ

とや、結核患者発生時における各関係機関との

連携強化につながる。

医師・保健師等の研修

「結核の治療・対応についての知識向上」

　結核研究所対策支援部医学科長　伊藤邦彦氏

　 「結核菌検査についての知識」

　国立療養所南横浜病院内科医長　大谷すみれ氏

「結核対策の現状と動向、必要性」

　感染症・難病対策課長　水野哲宏氏

　 「患者発生時の初期対応」

　緑区福祉保健センター長　豊澤隆弘氏

　西区福祉保健センター医務担当係長　吉田道彦氏

　 「適切な対応・予防活動につながる情報の取り方」

　西区福祉保健センター保健師　嘉代佐知子氏

効果  ・福祉保健センター職員の結核に対する知識及

び技術の向上を図ることができる。

・保健師による初回訪問及び退院時訪問実施率

を高めることができる。

川崎市

結核研究所派遣研修

・職種毎に専門的な科目の研修を受講した。

効果  結核研究所の研修を受講することによって、最

新の専門的な知識及び技術を習得でき、人事異

動等に影響を受けない継続的な結核対策を構築

できる。

結核診査協議会委員等研修事業

・神奈川県・横浜市・横須賀市・相模原市と共催

して、結核対策の専門家を講師に研修会等を開催。

診査協議会委員のみならず、指定医療機関医師に

も参加を呼びかけた。

効果  ・専門家から実践的な最新の知識を得ることに

より、適正な医療の徹底が図られる。

・近隣自治体の抱える問題点について共有で

き、広域的な結核対策を模索できる。

指定医療機関医師研修会

・川崎市医師会等と協力して、市内全指定医療機

関を対象に、結核の専門家を招いて診療に必要な

結核の知識に関する研修会を行った。

また、同時に法令上の義務の徹底を図った。

肺結核診断の信頼性　－誤診を避ける方策－

　講師　結核予防会第一健康相談所　増山英則氏

結核の医学的リスク要因と対策

　講師　国立療養所千葉東病院副院長　山岸文雄氏

効果  結核の診断・治療についての知識を習得しても

らうことにより地域の結核医療水準の向上を図
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る。

職種別技術研修会

・結核予防会結核研究所等の専門家を講師とし

て、主に保健所における菌検査、X線検査及び患

者管理を実施する上で必要な専門技術の実地指導

を行った。

「胸部疾患の検査法について」

　 講師　日本医科大学第二病院　放射線科

　　　　山本彰氏

「最新の結核検査情報について」

　講師　結核研究所　鹿住祐子氏

効果  専門技術職である保健所職員が最新の技術・知

識を習得することにより地域の結核対策水準の

向上に役立てる。

市主催研修・講演会

・専門講師により、保健所職員に対して結核対策

強化を目的とした研修会を行った。

「 結核発生動向調査事業報告から見た川崎市の結

核問題２」

－市・区における結核対策の最優先課題の検討－

講師　結核研究所　大森正子氏

効果  保健所における結核対策強化を図ることができ

る。

名古屋市

結核等X線写真読影研修

・各保健所において過去に撮影したX線フィルム

を教材についてX線フィルムの読影実地研修を実

施した。

 講師：医療法人幸会老人保健施設みず里

　　　副施設長　牧野勝雄氏

効果  保健所等本市職員（医師）のX線写真の読影技

術の向上及び結核に関する知識の習得を図り、

より的確・迅速な患者発見及び患者指導の向上

を図る。

結核従事者派遣研修

・結核従事者（本市職員）を結核研究所の各研修

に派遣するとともに、研修後においては職種毎に

伝達講習会を実施した。

効果  結核に対する知識、技術の習得を図り、より的

確迅速な結核対策の向上を図る。

結核従事者講習会

・「結核の基礎について」「結核発生動向調査及び

その結果からみた本市の結核の現状について」「大

阪市のDOTS事業について」「今後の結核対策に

ついて」の講習会を実施した。

講師　大阪市保健所　豆多文子保健師

　　　衛生研究所職員

　　　保健所職員

効果  ・結核に対する最新の知識の普及を図り、保健

師及び看護師活動の強化と質の向上を図る。

・医療機関と保健所連携を図る。

京都市

結核予防実務者派遣研修

・結核研究所主催の研修等への職員派遣

効果  全国の結核対策の現状を把握するとともに、専

門的知識、技術の系統的な習得を行い、本市の

現状に即したより効果的な結核対策を行うこと

に資する。

結核指定医療機関研修

講演「最近の結核を巡る２，３の話題から」

　講師　国立療養所南京都病院　院長　倉澤卓也氏

京都市の結核

　講師　京都市左京保健所　所長　今井弘行氏

効果  ・結核軽視の風潮にある医療関係者に対し、結

核対策の再認識を図ることにより、結核対策の

推進に資する。

・医療機関、社会福祉施設と行政との連携強化

により、迅速かつ確実な患者管理の推進に資す

る。

結核予防実務者研修

結核担当者への集合研修

　 京都市及び行政区別の結核統計及び結核管理図

について、京都市結核定期外健診実施要領につ

いて、報告

 結核診査協議会委員と結核担当職員との集合研

究

　① 地区別講習会の報告と参加者より京都市の結

核対策に必要なことの発表

　② 京都市の結核統計について

　③ 全体討議「結核診査協議会運営上の問題点～和

歌山県における結核診査協議会資料を基に～」

結核担当職員への集合研修（京都府合同）

　講演「日本版DOTSの現状について」
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　 講師　結核研究所対策支援部保健看護学科

　　　　科長代理　永田容子氏

　 京都府版DOTSの現状と今後の課題について

～看護連携をとおして～の報告

効果  ・結核診査協議会及び保健所における結核対策

の統一的運用と円滑な事業遂行を図ることに資

する。

・全国の結核対策の現状を把握するとともに、

専門的知識、技術の系統的な習得を行うことに

より、より効果的な結核対策の推進に資する。

大阪市

結核対策従事者研修事業

 結核対策従事者及び結核予防実務者に対する講

習会

　 結核対策従事者研修（医師、保健師等）　6回

開催

　【委託先　結核予防会大阪府支部】

結核予防技術者研修

効果  結核対策従事者及び結核予防技術者に対する研

修を行うことにより、専門知識の習得や集団発

生対策等結核対策事業の充実・強化を図る。

結核指定医療期間研修事業

指定医療機関医師等に対する講習会を実施

市内10保健センターで実施（延べ333名参加）

 「結核医療の基準」、「外来治療の最新情報」等

テーマを設定して実施

効果  結核に対する意識低下等により結核専門医師が

非常に少なくなっている現状の中で、講習会等

を実施することにより、医師の意識向上が図ら

れ、結核患者の早期発見・早期治療に資するこ

とができる。

神戸市

結核対策従事者派遣研修の実施

結核研修会の実施等

広島市

管理指導事業

結核セミナー　2月6日

　講師　結核研究所医学科長　伊藤邦彦氏

　テーマ：菌検査を中心とした抗酸菌の臨床

結核研究所研修への派遣

　 結核研究所研修

　（保健師2人、診療放射線技師1人、行政職員1人）

　 結核予防技術者地区別講習会

　（医師1人、保健師1人）

　 国際結核セミナー、結核予防全国大会

　（各医師1人）

　DOTS連絡会議（保健師2人、行政職員2人）

　 DOTS先進地視察

　（保健師1人、保健予防係長1人）

「広島市の結核概要」作成

　 結核指定医療機関等の医療従事者に対して、本

市の結核概要及び最新の医療情報を提供した。

結核講習会等

　地区で結核に関する説明会等を開催した。　　

　受講者数　1631人

効果  ・結核に対する正しい知識と理解、また集団感

染の実態について、医療関係者、老人施設・福

祉施設関係者、学校保健関係者等に広めること

ができる。

・市民に結核に対する正しい知識と理解を広め

ることができる。

・結核担当職員の結核に関する知識と最近の結

核対策について理解を深めることができる。

北九州市

保健医療従事者派遣研修

・市職員を結核予防会の地区別講習会や結核研究

所研修に派遣した。

効果  市職員が結核に関する基礎的及び最新の知識を

習得することにより、市の行う結核事業の質的

向上を図る。

福岡市

職員研修

・本市の結核予防対策に従事している医師・保健

師・診療放射線技師等を結核予防会結核研究所

等に派遣し、結核予防の知識、技術を修得させた。

結核予防研修（指定医療機関）

・国立療養所から、結核の専門家を講師に招いて

講演会及び質疑応答などのディスカッション形式

による研修を実施した。
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結核予防研修（業種別）

 各保健所と区医師会の共催により、年1回実施

した。

 各保健所結核診査協議会委員や結核専門医等を

講師に招き、結核の基本的知識の再確認、院内

感染の予防等についての研修会を開催した。

旭川市

 結核予防担当者の結核研究所主催の研修会

への派遣

・保健所に勤務している保健師を結核研究所が主

催している研修に派遣した。

保健看護学科夏期研修、基礎研修

効果  ・結核対策における最新の知識及び情報を取得

し、結核担当職員の資質の向上を図ることがで

きる。

・平成12年度から中核市移行に伴い、保健師・

看護師・事務職員を研修会に派遣しているが、

結核業務に携わっていなかった職員が結核対策

上必要な基礎知識及び最新の情報を取得するこ

とができ、大変有益であった。

秋田市

結核予防実務者研修会

・「結核予防対策について」最近の結核事情から

今後の医療及び対策について、講師を招き講演を

行った。

効果  結核の知識や状況を理解することで、患者の早

期発見、感染防止が図られ、罹患率の改善につ

ながる。

結核技術者の研修会派遣

・結核研究所に派遣し、高度な知識の習得と結核

対策実施上必要な知識を習得するための研修に参

加した。

効果  結核対策における保健師活動の強化と質の向上

を図り、結核対策の実施に必要な技術の習得が

図られる。

結核行政担当者短期研修

・結核研究所に派遣し、高度な知識の習得と結核

対策実施上必要な知識を習得するための研修に参

加した。

効果  結核対策における行政事務の強化と適切な事務

処理の向上のため、必要な技術の習得が図られ

る。

郡山市

結核担当者養成事業

保健看護学科短期研修　1人

結核対策技術研修会　5人

結核特別対策地区別講習会　1人

効果  ・結核発生時に適切な判断がとれる。

・結核対策の中心となる職員の養成。

・結核についての最新情報を把握し、住民への

知識及び啓発の普及に役立てる。

・保健師、結核行政担当者のレベルアップ。

指定医療機関技術者研修会事業

・講演「結核の治療、適正医療について」

　 講師　 結核研究所対策支援部医学科長　伊藤邦

彦氏

効果  ・適正医療の普及が図れる。

・治療期間の短縮

・年末活動性全結核中2年以上治療割合の短縮

・肺結核入院期間の短縮

いわき市

結核研究所等派遣研修

・結核業務担当保健師及び保健所職員等を結核研

究所で実施する保健看護学科の各研修や地区別講

習会及び県で実施する結核対策技術研修会に派遣

した。

効果  ・結核対策の中心となる専門職員の増加。

・結核対策の中心となる専門職員の質の向上。

・地域の結核対策における保健師活動の強化と

質の向上。

結核対策技術者研修会

・平成15年度からの小中学校における結核健康

診断等の制度改正を踏まえて、学校における今後

の結核対策の基本的な考え方並びに乳幼児のツ反

とBCG接種技術の再確認を図った。また、法に

基づく各種予防接種技術及び考え方についても再

確認し、個別接種による医療機関格差がないよう

技術の均一化を図るため研修会を実施した。

テーマ：「 結核対策の見直し及び予防接種の精度

管理について」

 講師： いわき市立総合磐城共立病院　小児科部長  

渡辺信雄氏
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　説明：いわき市保健所、いわき市教育委員会

効果  ・ツベルクリン反応検査及びBCG接種技術の

再確認、技術向上、個別接種による各医療機関

の技術の均一化を図る。

・平成15年度以降の結核対策の見直しについ

て、現状や今後の対策を理解したうえで、健康

診断等の結核対策を円滑に実施することができ

る。

宇都宮市

保健所における結核患者管理に関する事業

結核研究所短期研修放射線学科研修参加

全国結核対策推進会議参加

効果  ・保健師及び結核予防対策事務担当者が、全国

会議及び講習会等に参加することにより、結核

予防対策の現状や地域の特殊性の把握及び問題

点の焦点化を図ることができる。

・今後、本市における結核予防対策及び患者管

理の取り組みに対する改善に役立てていく。

横須賀市

指定医療機関等研修会

結核診査協議会委員等公開研修会

新潟市

結核予防従事者研修

・結核研究所の研修に参加

　研修コース

　・医学科医師短期研修　　　　　　　1人

　・保健看護学科対策8日間コース 　　1人

　・保健看護学科基礎4日間コース 　　2人

　・保健看護学科夏期研修　　　　　　1人

　第8回国際結核セミナーに参加 　　　2人

効果  ・医師が医療機関に対し、より的確に指導・助

言ができるようになる。

・保健師が結核患者の治療を確実に完了させる

ことの重要性を再認識し、患者管理を強化する。

また、医療機関との連携のための体制作りが促

進される。

・ガイドラインを基に個々のケースにあった定

期外健康診断を実施できるようになる。

第11回全国結核フォーラム

特別講演「新しい結核予防のあり方を求めて」

　結核予防会結核研究所長　森　亨

 パネルディスカッション

　「結核との闘いは続いている」

　・ コーディネーター

　　近藤有好（新潟鉄道健診センター所長）

　・ パネリスト

　　土屋俊晶（国立療養所西新潟中央病院長）

　　大泉廣（新潟県患者同盟）

　　藤野志津子（新潟市保健所保健師）

　　伊藤勉（国立療養所西新潟中央病院）

　　医療ソーシャルワーカー

効果  ・講演等により、結核の正しい知識の普及につ

ながる。

・パネルディスカッションでの意見交換に加

え、会場からの質問が活発に出る場面もあり、

行政・医療・福祉関係者、結核患者・回復者、

一般市民等の連携が深まる。

富山市

結核予防技術者研修事業

ツベルクリン反応検査・BCG接種医師講習会

　① 日時・場所　平成14年5月13日　富山市医

師会館内

　② 内容

　　講演：「 結核の現状とツベルクリン・BCG接

種のありかた」

　　講師：日本BCG研究所長　戸井田一郎氏

　③受講者　富山医療圏内医師116名

結核予防医師研修会

　① 日時・場所　平成15年3月7日　富山市保健

所館内

　②内容　講演：「標準治療について」

　　 講師： 国立療養所広島病院第一呼吸器科医長

重藤えり子氏

　③ 受講者　富山医療圏内医師60人、地域保健

関係者（保健師、放射線技師等）21人

技術者職員研修派遣等

　①結核予防技術者地区別講習会（岐阜市）1人

　②結核研究所夏期研修会（放射線学科）1人

　③結核研究所短期研修会（保健看護学科）1人

　④全国結核対策推進会議（東京都）1人

効果  学術の進歩に即応した結核の知識と技術を習得

することにより、結核医療及び患者管理などの

向上を図る。
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金沢市

結核研究所への職員派遣研修

・保健看護学科対策8日間コース

・保健看護学科夏期研修

効果  職員が結核に対する最新の情報や知識を習得で

き、その活動につながる。

医師結核研修会開催

・テーマ「医療施設の結核対策は現場の実践から」

　講師　山形県村山保健所長　阿彦忠之氏

効果  結核患者が結核の症状出現から治療までの間に

数ヶ所の医療機関を受診しているケースがよく

見られることから、診療所や病院外来も院内感

染の危険性が少なくないことを認識し、日常診

療においても結核への配慮をするという意識の

高揚が図れる。

長野市

結核予防技術者等研修事業

岐阜市

結核研修参加

・結核予防会の主催する全国結核対策推進会議

に参加した。また、結核予防会の主催する研修

のうち、結核行政担当者等短期研修を受講した。

効果  ・結核対策に関する最新の知識・情報等を修得

するとともに、他県市の結核対策特別促進事業

の評価等の全国会議から、今後の結核対策の推

進を図る。

・結核行政実務の向上並びに結核対策事業を推

進できる。

静岡市

結核予防従事者研修事業

保健看護学科短期研修（対策8日間コース）

　 結核対策・患者管理全般を中心に実際の活動に

応用できる知識・技術を習得し、より専門的な

技術を学んだ。

結核行政担当者等短期研修

　 行政サイドからの指導と現場における結核対策

のとらえ方、意識の向上などを含めた知識を習

得した。

効果  結核についての最新情報の収集を行うことによ

り、結核予防に携わる関係職員の視野の拡大と

結核に対策意識が向上する。

医療従事者結核予防研修事業

・介護保険施設における結核予防対策についての

講義

講師：静岡県立総合病院　本多淳郎氏

　　　（結核診査協議会委員）

効果  介護保険施設、医療機関従事者等が、結核の現

状や患者発生時の対応などを学ぶことにより、

結核を予防する上で必要な知識を習得できる。

浜松市

結核対策管理指導事業

豊橋市

結核研究所研修派遣

・市職員を結核研究所の主催する研修会に計画的

に派遣し、結核予防活動に必要な最新の知識・技

術を習得させた。

効果  ・新たに結核対策業務に携わる職員が研修を受

けたことにより、専門的知識・技術が習得でき

る。

・結核病棟に勤務する看護師が受講したこと

で、院内結核対策を見直す機会となり、保健・

医療との連携が強化される。

豊田市

研修派遣

・市職員を結核研究所の主催する研修会に計画的

に派遣し、結核予防活動に必要な最新の知識・技

術を修得させた。

効果  本事業を通して、結核対策の中心となる推進者

の育成に努めることにより、予防活動や各対策

の推進が図られる。

堺市

結核精度管理事業

結核指定医療機関研修会

　結核治療や診断に関すること

結核研究所への派遣研修

　医学科研修（医師）

　保健看護学科夏期研修（保健師）
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　行政担当者等短期研修（事務職員）

大阪府主催結核研修

　結核治療や診断に関すること

効果  ・結核診断精度の向上、短期化学療法の普及

・保健センター医師、保健師、事務職員の資質

向上とともに、必要に応じ報告会を実施するな

どその他の関係職員に対しても周知し、今後、

より効果的な結核対策の推進を図るのに役立た

せる。

姫路市

結核予防研修会への派遣事業

・結核研究所への派遣研修

　結核行政担当者等短期研修（保健師1人）

　保健師短期4日間研修（保健師2人）

　保健師短期8日間研修（保健師1人）

　地区別講習会（保健師1人・診療放射線技師1人）

　保健看護学科夏期研修（保健師1人）

　 国際セミナー・全国結核対策推進会議（保健師

1人）

効果  結核担当職員の資質の向上を図ることにより、

より質の高い結核予防行政を執行することが期

待できる。

 結核指定医療機関の医師等に対する研修会

開催事業

・結核予防に関する研修会

効果  結核指定医療機関の医師等に対し、研修会を開

催し結核予防意識の高揚を図ることにより、結

核の早期発見・早期治療につながり有病期間等

の低下が図れる。

奈良市

結核対策指導啓発事業

和歌山市

結核予防技術者研修派遣

・結核研究所等に結核関係職員を派遣し、最新の

結核の知識を習得させて関係職員に対し伝達講習

を実施した。

研修内容

　医学科長期研修　　　　　　1人

　保健看護学科短期研修　　　2人

　地区別講習会　　　　　　　1人

効果  ・最新の結核の専門知識を習得し、個々の専門

性を高め、精度の高い患者管理を行うことがで

きる。

・地域の問題点を把握でき、効果的な結核対策

を行うことができる。

・この事業については、多種多大な問題を抱え

た結核対策を行っていくことにおいて、高度な

知識を習得したスタッフで結核対策を実施する

ことが不可欠であると考える。そのため、職員

全員が研修を終了するまで実施したい。

岡山市

実務者の研修派遣

・結核研究所研修及び地区別講習会等に保健所実

務担当者を派遣した。

効果  保健所実務者は、地域住民に対する結核予防策

の推進役であると同時に、地域の医療従事者、

保健衛生関係者に対しても指導的立場にある。

よって、その知識と意識が向上することにより、

より適正かつ効果的な対策が可能となり、ひい

ては罹患率、有病率の減少につながる。

福山市

結核予防技術者の人材育成

結核研究所　保健看護学科基礎コース（東京）

結核研究所　結核行政担当者等短期研修（東京）

結核予防技術者地区別講習会（香川県）

結核対策実績発表会（広島市）

全国結核対策推進会議（東京）

効果  ・結核の現状把握及び予防技術の習得による結

核対策の向上に役立つ。

・結核対策の中心となる結核予防技術者の育成

を図る。

結核医療機関研修会

・医療機関関係者に対する研修会

効果  ・ツ反、BCG接種制度の移行等の内容を演題

としたため、関心も高く、多くの出席者があっ

た。結核対策には医療機関の協力が不可欠であ

り、制度の普及に努めることができる。

・結核に対する正しい情報の普及により、結核

の早期発見、治療につながる。

・結核の院内、施設内感染防止を図る。
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保健師研修会

・保健師を対象として、結核に関する研修会を開

催した。

効果  老人保健等の担当保健師、及び事業所の健康管

理を業務としている保健師等に正しい認識を持

たせることで、職員・従業員の結核感染のリス

クを軽減するとともに、市民に結核に対する正

しい認識を持ってもらうことができ、結核の早

期発見、早期治療の一助となる。

高松市

結核対策管理事業

保健医療関係者研修派遣

　 結核患者の指導・管理等、結核対策の推進に必

要な最新の知識及び技術等の習得を目的とし

て、結核研究所で実施されている研修に保健所

医師及び保健師を派遣した。

効果  結核研究所への派遣研修を実施したことによ

り、今後の結核対策を推進するための専門知

識を有するリーダーの養成が行われ、保健師等

を活用した総合的な結核対策の推進に寄与した

が、今年度においても派遣研修を実施したこと

により、結核対策の推進のために必要な体制の

より一層の強化を図られる。

結核対策医師研修会

　 医師を対象に、結核の院内感染や集団感染の防

止についての知識を深め、結核予防の意識の啓

発及び適正医療についての理解・普及を図るた

めの研修会を実施した。

効果  医師を対象にした研修会を実施したことによ

り、結核の院内感染や集団感染の防止について

の知識が深まったが、今年度においても研修会

を実施したことで結核予防の意識の啓発及び適

正医療についての理解・普及を図られ、患者の

早期診断による一層の蔓延防止に寄与する。

松山市

結核研究所研修受講事業

・保健所の保健師及び診療放射線技師を結核研究

所の主催する研修に派遣した。

保健師看護学科研修（2人）

放射線学科研修

効果  結核研究所に職員を派遣することにより、より

高度な知識を習得することができ、結核対策の

現場における指導的役割を果たす。

高知市

結核対策推進人材育成事業

・結核研究所が実施する研修等への派遣研修

効果  ・結核担当者を研修会等に参加させ、結核に対

する知識や新しい結核対策の情報等を習得させ

ることにより、結核対策の推進に寄与する人材

を育成することができ、結核対策事業に取り組

んでいる。

・平成14年度も本事業を実施し、短期研修1人

（保健師1人）、長期研修1人（保健師1人）を参

加させ資質の向上が図られる。

結核セミナー事業

・医療従事者・結核予防担当者に対し、最新の情

報をふまえた研修を行った。

効果  結核に対する理解を深め、結核予防や結核発生

時の早期対策など検討し結核予防関係者の連携

を図ることができる。

長崎市

医療技術者結核対策研修事業

講師招聘による研修会の実施（講義・質疑）

　①テーマ　「結核院内感染予防対策について」

　②講師　結核研究所疫学研究部長　和田雅子氏

　③ 出席者　 医師・看護師・保健師・行政担当者

等　約150人

結核医療費公費負担申請等の手続きについて

効果  ・結核感染に係る治療、予防、看護知識、技術

を修得することにより、結核の早期発見、早期

治療並びに効果的な予防対策事業を構築してい

く上で期待できる。

・特に、研修会の実施により、医療技術者の関

心度の急速な高まりとともに、結核罹患率、有

病率の減少、60歳以上の新登録率の上昇など、

結核対策の一助として研修の役割は大きく、本

事業の継続と更なる充実を図る必要がある。

熊本市

各種研修事業

結核指定医療機関医師研修会

　演題「結核の早期診断について」

　講師：結核予防会第一健康相談所　増山英則氏

　参加者：指定医療機関医師140人
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研修会等への職員派遣

　 各種研修会に医師・保健師等を派遣し、最新の

結核情報や現在実施している事業を評価し、事

業の充実を図りレベルアップできた。

効果  ・本事業での研修会等実施による情報提供等に

より、医療機関での結核の早期発見を促進。

・行政と医療現場との結びつきを深め、本市に

おける結核対策のレベルアップを図る。

・結核の早期発見、治療を推進することにより、

結核の感染拡大防止と治療期間の短縮を図る。

・担当者を研修に派遣することにより、最新情

報での現状を提供し、住民サービスにつながる。

大分市

結核予防技術者の人材育成

全国結核対策推進会議・国際結核セミナー

結核予防技術者地区別講習会（佐賀）

九州各県及び政令市結核担当者会議（佐賀）

結核保健看護学科短期研修【基礎コース】（東京）

結核保健看護学科短期研修【対策コース】（東京）

効果  結核の最新知識及び技術を習得し、結核対策の

中心となるマンパワーを育成することにより、

結核対策の向上を図ることができる。

宮崎市

結核対策業務従事者研修事業

・保健所結核業務担当者（保健師、診療放射線技

師、臨床検査技師、事務職）養成研修

結核研究所を始めとする各研修会に派遣し、今後

の結核対策の一層の推進を図った。

効果  結核業務従事者が結核について正しい知識を習

得することにより、結核に対する視野の拡大と

意識の向上が図られ、本市における今後の結核

対策の一層の推進が期待できる。

鹿児島市

結核対策促進事業

・結核予防技術者地区別講習会や結核研究所短期

研修などに職員を派遣し、資質の向上を図った。

効果  結核の蔓延を防止する。

小樽市

 結核予防会保健師派遣事業（結核研究所へ

の保健師の派遣）

・結核研究所に保健師を派遣することで結核対策

上必要な基礎知識及び最新の情報を修得した。

効果  結核対策に必要な保健師活動の強化と質の向上

ができる。

 結核予防会医師派遣事業（結核研究所への

医師の派遣）

・医師として結核対策上必要な知識及び最新の情

報を修得した。

効果  結核対策に必要な医師の判断等の強化と質の向

上ができる。

 結核医療従事者養成事業（結核医療技術講

習会の開催）

・専門講師による結核医療技術や今後の結核対策

を含めた講習会

効果  医療技術者の結核予防の啓発普及と専門知識の

向上が図られる。

函館市

指定医療機関等講習会

・呼吸器専門医を講師として講習会を実施

テーマ「 結核短期治療の重要性～薬剤耐性化の防

止とDOTS成功のために～」

効果  ・医療従事者の確実な治療に対する意識改革を

行うことにより、治療中断による再発、薬剤耐

性の出現を予防することができる。

・指定医療機関の中には職場健診を受託してい

る医療機関も多いことから、早期発見につなが

り、集団感染、施設内感染を呼びかける場とし

ても有効である。

・結核を取り巻く状況の変化を踏まえ、新しい

結核対策についての情報提供や意識改革を促す

場としても有効である。

施設管理者講習会

・呼吸器専門医を講師として講習会を実施

 テーマ「 施設における結核集団感染の予防策につ

いて～最近の事例から～」

効果  ・結核予防・結核医療を実施する医療関係者ば

かりではなく、施設の運営に係る管理者等が共

通の認識で結核予防にあたることで健康診断な
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どスムーズに実施することができる。この結果、

施設内の結核予防事業や患者発生時の措置等が

円滑に実施することができる。

・施設や学校関係者に最新の情報を提供し、連

携を強化していくことが必要である。

結核看護研修会

・結核予防会複十字病院の看護師長を講師に研修

会を実施

テーマ「確実な服薬支援を目指して」

効果  患者管理について医療機関と保健所の連携を強

化することにより、さらに確実な結核医療を推

進することができる。将来的に結核看護連絡会

により患者の結核医療を両サイドからサポート

していくことが可能である。このことにより治

療の失敗を防いでいくことができると考える。

結核医療技術者養成事業

 結核研究所保健看護学科短期研修（保健師）

　 1 人

結核予防技術者研修会（保健師）1 人

 結核研究所保健看護学科夏期短期研修（保健師）

1 人

 結核研究所行政担当者短期研修（行政担当者）

1 人

効果  ・当市における結核担当職員の資質の向上によ

り、的確に効率的な結核対策を推進できる。

・最新の知識と情報を習得するために継続的に

実施していく必要がある。

相模原市

結核医療従事者研修会

・ 「結核が変わる～変わるツベルクリン・BCG・

健診～」

・結核の現状からみる問題点と課題

・具体的な制度改正の内容

　講師：八王子保健所長　桜山豊夫氏

効果  医療機関関係者が結核の現状と課題等を認識す

ることにより、結核の早期発見・院内感染防止

等に役立てることができる。

結核診査協議会委員等公開研修会

・ 「学校における今後の結核対策～地域と連携し

た結核対策について～」

　講師：八王子保健所長　桜山豊夫氏

効果  新たな学校における結核対策システム等につい

て学ぶことにより今後の定期健康診断の実施計

画策定、評価等の際に役立てることができる。

職員研修

地区別講習会

　結核に対する最新の情報についての講義

　結核対策における保健指導等

効果  結核の新しい知識を学び日常の結核対策に反映

させる。

行政担当者等短期研修

　 行政サイドからの指導と現場における結核対策

のとらえ方、意識の向上などを含めた知識の再

確認についての講義

効果  結核についての知識を深めることで、結核対策

を推進できる。

保健看護学科保健師短期研修

　 結核の基礎知識、患者への保健指導の実際につ

いて講義

効果  結核対策の推進に寄与する。

保健看護学科保健師短期研修

　 結核概論、結核とエイズ、結核対策の現状、患

者管理、結核看護概論等

効果  結核対策の推進に寄与する。

放射線学科短期研修

　 結核対策、結核概論、胸部X線解剖とX線所見、

放射線管理、撮影技術

　 デジタル画像、胸部写真の評価実習、撮影実習、

施設見学

効果  胸部X線撮影の技術を高めることができる。

医師短期研修

　 結核対策、結核症の診断と治療、結核を中心と

した胸部X線読影の講義及び実習

効果  結核対策の推進に寄与する。

東大阪市

結核担当者研修事業

 指定医療機関等の医師に対し、結核治療や診断

に関する研修会を実施した。

 保健所保健師・放射線技師・事務担当者を結核

研究所へ派遣し、研修させた。

 近畿地区及び大阪府主催の研修会に担当者等を

参加させた。

効果  結核に関する人材を育成することにより、医師

の診断技術の向上及び適正治療、適切な患者管

理がされ、結核予防対策の充実を図ることがで

きる。



93

研
修
事
業

9

尼崎市

結核医師研修会の開催

・テーマ　「非定型抗酸菌症の診断と治療」

講師　 天理よろづ相談所病院　呼吸器内科　田中

栄作氏

効果  診断技術等の向上を図ることにより、今後の結

核患者の早期診断を促進し、適正な医療の実施

に資する。

結核関係職員派遣研修

・結核研究所が実施する研修及び会議

効果  結核関係職員の資質向上

西宮市

結核指定医療機関医師研修事業

・ 「結核治療について～結核治療時に従うべき理

論と理屈～」

 講師　結核研究所対策支援部医学科長　伊藤邦彦氏

効果  指定医療機関の医師に結核に対する意識の向上

を図り、正しい結核治療（肺結核の初回標準化

学療法及び再治療と薬剤耐性結核症の治療）の

知識を習得し、薬剤感受性試験及び同定検査の

重要性を理解することで、結核治療の適正化及

び結核短期治療の徹底が行なわれる。

結核対策従事者派遣研修事業

結核研究所にて短期研修及び夏期研修の受講。

全国結核対策推進会議への参加。

国際結核セミナーへの参加。

結核予防技術者地区別講習会への参加。

日本結核病学会への参加。

効果  結核対策管理業務を行うにあたり結核対策上必

要な知識・技術及び最新の情報を修得し、結核

対策における保健師、診療放射線技師及び結核

行政担当者の強化と質の向上を図ることによ

り、結核対策を一層推進させることになる。

呉市

結核対策管理事業

・保健所職員を結核研究所の開催する研修に派遣

し、結核に対する専門知識を習得できた。

効果  研修に派遣することにより、結核対策に必要な

最新知識と技術を習得し、本市にあった結核対

策の推進を図ることができる。

下関市

中央研修事業

保健看護学科基礎4日間コース 　　1人

保健看護学科夏期研修　　　　　　1人

保健看護学科短期研修　　　　　　1人

放射線学科短期研修　　　　　　　1人

結核予防地区別講習会　　　　　　1人

効果  本市における結核対策に従事する保健師等を専

門研修に派遣することにより、その知識を生か

した保健活動を行い、本市の結核対策の資質向

上が期待できる。

行政担当者研修事業

・行政担当者研修（4日間）1人

効果  結核対策に従事する行政職員を専門研修に派遣

することにより、新しい情報を修得し、より充

実した結核対策が期待できる。

大牟田市

結核対策従事職員研修派遣事業

・厚生労働省・結核予防会の開催する結核予防技

術者地区別研修（佐賀市）へ結核対策に従事する

医師及び保健師を研修派遣した。また、結核研究

所が開催する結核行政担当者等短期研修へ結核対

策に従事する職員を研修派遣した。

効果  ・九州各県の結核対策に取り組む実践的な事例

検討報告、全国レベルでの結核対策に対する講

演を結核対策に従事する職員の情報収集の機会

として活用し、大牟田市における結核対策推進

について再評価を行う。

・結核診査会においても適正医療の普及へ向け

た診断・治療指導等の助言の強化、結核診査会

意見として長期治療登録者の医学的判断に基づ

いたケース対応を適切に取りまとめることがで

きる。

・現在のように一般臨床医師の結核臨床経験が

少なくなっていく中で、法的な役割のみでなく、

地域の結核臨床に携わる医師を指導し、いっそ

うの適正な結核医療を広める義務を果たさなけ

ればならないという認識ができる。

ツ反・BCG精度管理医師研修事業

・大牟田市内の保健所、小学校、中学校でツベル

クリン・BCG接種に従事する医師及び学校保健

関係者の研修を開催した。
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効果  BCG接種医師ごとに手技が異なる現状を改善

し、各学校間及び接種医ごとの格差を少なくし、

大牟田市におけるBCG予防接種効果を高める

ための手技の再確認ができる。

佐世保市

結核健康診断等技術向上対策事業

・結核研究所主催「診療放射線技師短期研修」に

出席

効果  結核の病理、診断と治療及び結核対策の動向な

ど、この研修を通じて結核に関する知識を深め

ることができ、今後の診断技術の向上につなが

る。

足立区

 専門的知識の普及・啓発（結核研修・結核

講演会）

結核研修

　 結核研究所の夏期研修（3日間）に保健師4人

を派遣した。

結核講演会

　 高齢者と接する機会の多い医療・福祉関係者及

び関心のある方を対象に、高齢者の結核の現状

と対応についての講演会を実施した。

効果  ・結核対策に関する知識・技術など最新の情報

を習得し、職場リーダーの育成が図られる。

・実施した講演会では、高齢者の結核の現状と

対応についての普及・啓発が図られる。

事業所・学校保健向け

宮城県

事業所等に対する講習会

群馬県

学校保健関係者結核研修会

・結核研究所の医師等を講師として、研修会を開

催した。

効果  法改正された学校における結核対策について周

知徹底を図るとともに、結核の集団感染の防止

を図る。

東京都

学校関係者等普及啓発事業

小・中学校養護教諭等対象講演会（東京都全域）

 高校・大学・各種学校等健康管理者対象講演会

（東京都全域）

 高齢者・福祉施設職員対象講演会（東京都全域）

効果  学校職員等に対し、結核への知識と関心を高め

ることによる患者発見の遅れの防止及び集団感

染対策の充実

岐阜県

事業所衛生管理者研修会

講演「最近の労働衛生対策の動向等について」

　 講師　岐阜労働基準監督署安全衛生課長

　　　　村瀬直貴氏

 講演「 産業保健推進センター・地域産業保健セ

ンターの事業について」

　 講師　岐阜産業保健推進センター副所長

　　　　渡辺勤氏

講演「職場の結核予防対策」

　 講師　労働基準協会連合会労働衛生センター　

顧問　大山昭男氏

効果  事業所衛生管理者に対し結核に対する基礎知識

の普及を図り、定期健康診断受診の必要性につ

いて理解が得られる。

陶磁器産業事業所等職員研修会

（東濃地域結核対策重点プロジェクト）

講演「職場の健康管理と結核対策」

　 講師　岐阜県産業保健センター診療所長

　　　　加藤保夫氏

講演「じん肺対策について」

　 講師　多治見労働基準監督署衛生専門官

　　　　勝股光悦氏

効果  日常業務に追われ普段は研修等の機会に恵まれ

ない小・零細企業の事業主に対する研修であり、

事業所での健康管理の必要性について周知が図

られる。

鳥取県

事業所衛生管理者研修

・教材を活用して、保健所職員による研修会を開

催した。

効果  各職名で結核予防推進の指導者としての知識の
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向上と、地域単位での健診受診率の向上が図ら

れる。

島根県

事業所衛生管理者研修

・結核の患者発生状況（事業所における集団発生

事例）及び最近の知見について講習会を開催した。

効果  結核予防対策への理解が高まり、事業所健診の

受診率の向上につながる。

岡山県

養護教諭等結核予防指導者の研修

・養護教諭等の結核予防指導者に対し、結核対策

についての研修会を開催した。

効果  ・学校、施設等での定期健康診断実施の徹底や

患者発生時の対応が徹底される。

・地域での結核予防担当者の育成につながり、

各関係機関で日頃から連携体制を整備すること

ができる。

事業所衛生担当者研修会

・事業所のうち中小企業の衛生担当者に結核対策

についての研修会を開催した。

研修会に保健所職員が出向き、定期健康診断の実

施及び実施義務者からの報告の徹底、患者発生時

の対応等について啓発を図った。

効果  ・中小企業における定期健康診断の実施及び報

告、患者発生時の対応が徹底される。

・事業所での結核予防担当者の育成につながる

とともに、患者発生時の対応が迅速的確に実施

できるよう、日頃から保健所と事業所の連携体

制の構築を図る。

徳島県

事業所等関係者講習会

・定期健康診断の実施状況調査、町村等との連携

による啓発活動、高危険群に対する健康診断の実

施、研修会等による医療機関との連携を図った。

効果  関係者の知識、技術等が高まることにより、結

核予防対策において適切に対処できる。

浜松市

事業所等結核講習会

高松市

事業所衛生担当者結核研修会

・事業所の衛生担当者を対象に定期健康診断等結

核予防の意識の啓発・普及を図るとともに、事業

所での結核の蔓延や集団感染の防止についての知

識を深めるための研修会を実施した。

効果  事業所の衛生担当者と対象にした結核研修会を

実施したことで、結核予防の意識の啓発・普及

が図られ、事業所での結核の蔓延や集団感染の

防止についての知識を深めることができる。
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10. 調査・研究・モニタリング事業

コホート観察調査事業

石川県

コホート検討会

① 平成14年度新登録患者（菌陽性患者）のうち、

治療終了した11例について検討

　② コホート検討会評価表により集計したものに

ついて、評価

結核治療成功のための連絡検討会

　意見交換「服薬支援の状況報告」　

　助言　結核予防会　星野斉之氏

結核患者管理評価票による検討会

平成14年度結核検討会の実施

　講演「 確実な服薬支援を目指して～入院治療の

服薬指導における看護職員の役割と地域

での服薬支援について」

　講師　結核予防会　小林典子氏

　意見交換「医療機関と保健所の連携について」

効果  ・確実な治療の必要性について確認できる。

・結核患者の治療成績の評価を行うことで、問

題点を明確にするとともに、菌検査情報の把握

や服薬支援の重要性を再認識することができ

る。

・定期的に検討会を開催することで、効果的な

結核患者支援と治療成績の向上を図ること可能

である。

愛知県

結核治療成功促進事業

コホート検討会

　 2保健所において医療機関の協力を得てコホー

ト検討会を実施し、治療成績の評価、治療状況

の把握及び初回面接の実施状況の把握等を検討

した。

結核管理のあり方に関する研修会

　 コホート検討会を取り入れての患者管理のあり

方と治療成功の促進を図るための患者援助の方

策について研修会を行った。

効果  コホート検討会を通じて、治療脱落や中断を早

期に把握し、治療再開へつなげることができ、

今後患者の治療成功率が高まっていくことが期

待できる。

京都府

コホート検討会議

 コホート検討をすることで、地域の結核対策の

課題を明らかにできる。

 全保健所にて実施。3ヵ月に1回の検討会の実施。

 結核病床のある病院から定期的に菌情報の提供

がされるシステム作りをした。

 結核拠点病院との連携により効率的な患者管理

を実施した。

効果  ・地域における結核対策の課題を明確にし、対

策が総合的に推進できる。

・患者の中断、脱落が防止でき、効率的な患者

管理が実施できる。

大阪府

結核患者治療成績評価推進事業

結核患者の治療成績情報の収集

　 現状では得る手段の乏しい結核患者の治療中か

ら治療終了までの菌及び治療成績の情報につい

て保健所が各医療機関からの収集に努めた。

　 また、治療支援のためのリーフレット、服薬手

帳を作成し配布した。

収集した治療成績情報の分析・検討

　 結核病院ごとに収集した治療成績に関する情報
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を分析・検討し、抽出された結核医療の問題点

について、その対策を検討するとともに、個々

の症例についても連携した対応をとるために情

報交換を行った。

結核患者治療成績評価検討会の実施

　 保健所職員、結核対策専門家（公衆衛生専門家・

結核臨床医）を交えた検討会を開催し、結核患

者の治療成績を評価して結核医療も含めた治療

完遂のための課題を抽出し、結核患者への効果

的な治療支援を行った。

効果  治療成績を評価する際に医療機関と連携し、結

核対策の専門家や結核医療に携わる臨床医の参

加を得ることで、常に専門的な視点で結核対策

を分析するとともに、保健所と医療機関との協

力体制が強化され、治療中断率の減少すなわち

治療成功率の向上に努める。

高知県

積極的疫学調査事業

 保健所間を越して検討するべき最重要事例等の

発生は無かったことから、チームを編成しての

検討会の開催はしなかった。

コホート検討会について先進地研修の実施

　 患者指導の服薬支援体制の検討を実施するた

め、結核セミナーで取り組みを紹介していた

だいた大阪市コホート検討会及びDOTSカン

ファレンスについて研修を実施。

各保健所における事例検討の実施

効果  ・定期的に事例を中心に検討することや、積極

的疫学調査を実施することにより適切な事後対

応が実施できる。

・コホート検討会を実施することにより、適切

な服薬指導の実施が確認でき、保健指導の評価

が可能となる。

・今後、コホート検討の必要性や実施に向けて

各保健所で取り組み、院内DOTSの推進につい

て医療機関との検討を開始する予定。

千葉市

コホート実態調査事業

・結核療養所である国立療養所との間で、患者の

登録から治療終了までの間の定期的な情報交換体

制を確立し、情報の共有を図った。

結核専門医師3人及び保健所結核担当者からなる

評価会議を行い、結核患者登録票と結核予防法申

請用紙から服薬状況、菌所見、抗結核薬の種類及

び治療状況を観察し、集計及び分析を行った。

効果  生存者の治療成功率は85%を示し、治療成績

の判定基準により評価し、問題点を改善するこ

とで、より充実した結核対策を推進することが

できる。

川崎市

治療成績評価事業

・年4回のコホート検討会を開催し、本人面接や

菌検査所見、服薬状況把握を徹底し、適切な患者

管理をすることにより患者を治療成功に導いた。

効果  治療中断、脱落を防ぐとともに、多剤耐性菌の

出現を防ぎ、患者を治療成功に導くことができ

る。

富山市

治療成績調査事業

・コホート観察検討会議の開催

日時　平成14年3月18日

内容　 調査集計結果を基に保健師初回指導・定

期外健診・患者治療成績等について協議

構成員　 保健所長、保健師、放射線技師、結核

担当事務等

効果  今後の結核患者管理及び定期外健診等に役立て

る。

豊田市

結核患者管理コホートミーティング事業

定期的にコホートミーティングを実施。（年8回）

　① 治療開始後2～4ヵ月経過した患者に対して、

菌検査（培養検査、感受性検査）、治療状況、

内服状況、管理状況を分析し、評価した。

　② 治療の終了した患者に対して、治療成功か否

かを分析し、評価した。

結核専門保健師対象の講演会及び検討会

　「新たなる結核対策と患者支援」

　 ～結核予防法の改正に向けて、効果的な患者支

援を考える～

効果  ・結核患者管理状況を分析、評価し、日常業務

の中に位置づけて徹底した管理を行うことによ

り、治療の失敗、中断、脱落を防ぎ、併せて再

発、耐性菌の増加を防止することができる。

・講演会を通じて結核専門保健師の今後の結核
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対策の方向性について理解を深めることができ

る。

和歌山市

コホート検討会

検討会

　 所長、医師、保健師、結核担当事務等結核業務

従事者と結核専門医師結核予防会結核研究所の

専門家を助言者として交え、検討した。

病院との連携強化

　 情報交換会、DOTSカンファレンスに出席し、

病院との情報交換を実施し、退院後の服薬支援

につなげる。

　 病院との連絡会で他の病院との情報交換がない

との意見が聞かれ、実際に院内DOTSに取り

組んでいる羽曳野病院の看護師長を講師にむか

え研修会を実施し、相互の情報交換会を開催し

た。

効果  ・治療開始から3ヵ月を経過した対象者の検討

では、感受性検査が実施できていないものがあ

り、また菌株が処分されていることもあり、4ヵ

月に1回の開催では時期が遅すぎる。今後3ヵ

月の検討については、月1回実施の方向で取り

組みたいと考える。

・初回面接時に中断が予想されるケースについ

てはDOTSの導入が必要であるが、いかに保健

所で取り組んでいくかが今後の課題である。

ツ反・BCG評価事業

青森県

予防接種後健康状況調査事業

岩手県

予防接種後健康状況調査事業（BCG）

・予防接種を受けたモニタリング対象者に調査票

を配布し、副反応発生の有無等を確認することと

し、必要に応じて電話または面談により詳細の聴

取を実施した。

効果  予防接種副反応の発生実態が把握できるととも

に、副反応の報告事例と予防接種の因果関係に

ついて検討ができ、有効かつ安全な予防接種が

実施される。

宮城県

予防接種後健康状況調査

山形県

ツ反・BCGサーベイランス事業

・ツベルクリン反応・BCG接種の状況を調査、

結果を地元へ還元

効果  効果的なBCG接種、効率的な精密検査の実施

のための指標となった。

予防接種後健康状況調査事業

・予防接種後健康状況調査の実施

効果  正しい予防接種副反応情報を収集し、県民に情

報を提供するとともに、予防接種の実施方法の

改善を図るための指標となった。

福島県

予防接種後健康状況調査事業

 モニターが集団接種等により予防接種を受けた

者の中から当該事業の協力に関して同意が得ら

れた者に調査票を配布し、観察期間中の様子に

ついて記入してもらった。

 モニターは調査票を収集、集計票に記入し、県

に送付した。

県は内容をチェックし、国に送付した。

効果  予防接種に対する正しい知識の普及啓発及び健

康被害の根絶

茨城県

BCG等モニタリング事業

・定期予防接種を受けた者の保護者に対し、調査

票により副反応等の調査を実施するとともに、結

果の集計を行った。

効果  予防接種による副反応の発生状況を把握し、集

計された情報を市町村の各関係機関に提供する

ことにより、有効かつより安全な予防接種の実

施が図られる。
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栃木県

予防接種後健康状況調査事業

・予防接種後健康状況調査実施要領による

効果  予防接種の副反応発生状況については、これま

で全国的な調査を実施していないことから、正

確な副反応情報の把握がなされていない現状に

鑑み、予防接種後健康状況調査を実施し、正し

い予防接種副反応情報を収集し広く国民に情報

を提供するとともに、予防接種の実施方法の改

善に資する。

群馬県

ツ反・BCG接種の実施状況調査

・ツベルクリン反応検査の発赤径を調査し、ヒス

トグラムを作成することにより、各学校、地域ご

との特徴を理解し、真の判定に役立てる。

効果  本事業を養護教諭と一緒に行うことで、養護教

諭のツベルクリン反応検査結果に対する分析能

力が向上できる。

埼玉県

予防接種後健康状況調査事業

千葉県

BCGモニタリング事業

・厚生労働省通達による「予防接種副反応モニタ

リング実施要領」に基づき君津市をモデル市町村

として、BCGの集団接種時において調査票を配

布し、その結果を基にモニタリング一覧表を作成

し、厚生労働省に報告し、解析・評価を行った。

効果  BCG予防接種による副反応の発生の実態を把

握することにより、今後の個別接種への移行等

の参考資料となる。

東京都

予防接種副反応モニタリング調査

・予防接種副反応モニタリング調査（BCG及び

ポリオ）

効果  予防接種による副反応の発生状況を正確に把握

し、今後の適切な予防接種行政に資する。

神奈川県

予防接種後健康状況調査

新潟県

BCG接種副反応モニタリング事業

・乳幼児期接種対象者、学童期接種対象者の中か

らモニターを選定し、調査票を配布した。モニ

ターにおいて副反応の発生の有無等を調査票に記

入し、返送してもらった。

調査票の集計・分析を行い、結果を県民に提供し

た。

効果  通常みられる副反応の発生状況、及び従来副反

応と考えられていなかった反応の発生状況を把

握でき、予防接種副反応の発生要因等に関する

研究の一助となり、有効かつより安全な予防接

種を実施することができる。

富山県

健康診断・予防接種制度管理事業

症例検討会

X線フィルムファイル管理

ツ反・BCG接種実態調査

効果  読影技術の向上による結核患者の早期発見、早

期治療及び小児への免疫付与の向上

福井県

BCG予防接種後健康状況調査事業

 BCG接種後、対象者の保護者に対して事業の

趣旨を説明し、モニタリング協力の同意を得

た後、予防接種後健康状況調査票を配布した。

 保護者から市町村あてに郵送される調査票によ

り、副反応発生の有無等を確認し、予防接種後

健康状況調査一覧表に転記し、県あてに報告し

た。

 県は、厚生労働省に調査一覧表を送付し、後日

還元されたデータを県、郡・市医師会、市町村

等を通じて県民に提供した。

効果  ・適正かつ最新の予防接種副反応情報を広く県

民に提供することにより、県民が正しい理解の

下に予防接種を受けることができる。

・予防接種副反応の発生要因等が研究によっ

て明らかになることから、より有効かつ安全に

BCG接種を実施することができる。
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山梨県

予防接種後健康状況調査事業

健康状況調査の実施

健康状況調査結果の解析・評価

情報の還元・提供

効果  予防接種副反応の発生要因等に関する研究の一

助とすることにより、有効かつより安全な予防

接種の実施に役立つ。

三重県

予防接種副反応モニタリング事業

保護者に対する調査説明会

調査票による調査

調査分析及び評価検討

分析結果、副反応情報等の提供

効果  分析結果、副反応情報を広く住民に提供するこ

とにより、住民が正しい理解のもとに安心して

予防接種を受けることができるようになる。

滋賀県

予防接種後健康状況調査事業

・予防接種を受けた者の保護者に対して、予防接

種後健康状況調査票を配布し、保護者により記入

後、回収し集計した。

効果  予防接種に関する適正かつ最新の副反応情報を

広く県民に提供すること、および予防接種副反

応の発生要因等に関する研究を推進することに

より、有効かつ安全な予防接種が実施できる。

BCG接種効果調査事業

・小学校1年生のツベルクリン反応検査結果を市

町村、学校別に調査・分析することにより、乳幼

児期のBCG接種の効果を評価・解析し、陽性率

が有意に低い地域・学校に対して、BCGの接種

技術の向上を指導した。

効果  乳幼児期のBCG接種効果を評価・解析し、陽

性率が有意に低い地域・学校のBCGの接種技

術の向上を指導したことにより、結核対策の推

進ができる。

京都府

ツベルクリン反応結果分布調査事業

・例年、強陽性者が発見される地域を中心にツベ

ルクリン反応の判定結果の分布調査を実施し、そ

の分析結果を地区医師研修、市町村学校保健関係

者等の研修等において発表した。

調査結果の分析を行い、今後の課題についてまと

めた。

効果  今後の地域の乳幼児、児童・生徒の感染状況を

知るデータとなる。

予防接種副反応モニタリング事業

 モニター（定点医療機関）を選定し、予防接種

後の被接種者について、副反応の有無、通常反

応及び異常副反応を呈したものの状況について

調査を行った。

 各モニターから報告される調査票（結果）につ

いて、専門家による検討会において解析評価を

行い、報告書としてまとめた。

 結果（報告書）については、市町村、地域医師

会及び接種医師等に広く還元した。

効果  予防接種副反応モニタリングを実施し、正しい

予防接種副反応情報を収集し、住民に情報を提

供するとともに、予防接種の実施方法の改善に

資する。

兵庫県

BCG・ポリオ予防接種健康調査事業

・対象者の保護者が、ポリオ接種後35日間にお

ける健康状況を観察し、その結果を市へ報告した。

効果  予防接種副反応の発生要因等に関する研究の一

助とすることにより、有効かつ安全な予防接種

の実施に資する。

和歌山県

BCG副反応モニタリング

・市町村の協力を得て、予防接種副反応モニタリ

ングを実施した。

効果  適正かつ最新の予防接種副反応情報を広く国民

に提供するとともに、予防接種副反応の発生要

因等に関する研究の一助とし、もって有効かつ

安全な予防接種を実施することができる。

鳥取県

BCGモニタリング調査事業

・BCG接種について、選定した市町村内の保護

者に予防接種後の副反応のアンケート調査を行
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い、全国で集計、解析、評価し、副反応の実態を

明らかにし結果を提供した。

効果  予防接種の実態を明らかにし、実施医師、保護

者に提供することにより、今後の有効で安全な

予防接種の実施方法の改善への資料となる。

岡山県

結核予防接種技術評価事業

・県内の小学校の小学1年児のツベルクリン反応

及びBCG針痕数の調査を実施することで乳幼児

期のBCG接種の技術評価を行い、その結果をも

とに陽転率の低い地域に対して結核予防接種技術

研修会を開催した。

効果  県内の乳幼児期のBCG接種技術の評価及び研

修会を行うことで、接種技術の地域格差の是正

が図れ、結核に対する免疫賦与の徹底により学

校等における若年者の結核集団感染の防止につ

ながる。

予防接種後健康状況調査

 新見市で事業を実施した。

　（ポリオ200人、BCG 400人）

 予防接種実施後に対象者の保護者に対して説明

を行った後、調査票を配布し、郵送されてきた

調査票により副反応の発生確認を行った。

 モニターからの調査票を一覧表にまとめ、厚生

労働省あてに報告を行った。

効果  ・予防接種に関する正しい知識の普及啓発の一

環として実施することにより、県民の予防接種

に対する正しい理解が深まる。

・予防接種副反応の発生要因等に関する研究の

一助とすることにより、有効かつより安全な予

防接種の実施が期待できる。

広島県

予防接種後健康状況調査事業

・定期予防接種接種者の副反応の発生状況等をモ

ニターした。

効果  適性かつ最新の予防接種副反応情報を広く県民

に提供するとともに、予防接種副反応の発生要

因等に関する研究の一助とすることにより、有

効かつ安全な予防接種が実施できる。

山口県

BCG等モニタリング事業

・BCG接種をした乳幼児、小学生及び中学生の

保護者に接種後の副反応を4ヵ月間観察し、その

副反応をハガキに記入してもらい、集計した。

効果  集計した副反応を解析、評価することによって、

予防接種副反応情報を広く提供し、副反応の発

生要因等に関する研究の一助とする。

徳島県

ツベルクリン反応発赤径調査事業

・県内の小中学校の結核定期健康診断受診対象者

におけるツベルクリン反応検査時の発赤径を調査

し、ツ反陽性率の改善、担当医師の資質向上を図っ

た。

効果  ツベルクリン反応検査時の発赤径を調査し、地

域間の格差を把握することによりツ反陽性率の

改善、担当医師の資質向上を図る。

予防接種モニタリング事業

・予防接種実施後、対象者の保護者に対して、予

防接種後健康状況調査票を配布し、副反応発生の

有無等を確認し、一覧表を作成した。

効果  正しい予防接種副反応情報を収集し、広く国民

に情報を提供するとともに、予防接種の実施方

法の改善に資することができる。

香川県

 中学校におけるBCG接種針痕数調査事業

（小豆保健所）

・13年度BCG接種者のツベルクリン反応結果を

調査し、針痕数と陽性率について分析した。また、

分析結果を関係者に周知し、受診率・接種技術向

上のため、研修を行った。

効果  ・予防接種の受診率・接種技術の解析評価の結

果を関係機関及び関係者へ還元することで、地

域におけるBCG接種技術の向上が図れる。

・関係職員等の研修により、意識の向上が図れ

る。

福岡県

BCGモニタリング調査事業

・予防接種を受けた者に健康状況調査票を配布
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し、一定期間観察を依頼し、結果を集計後厚生労

働省に送付した。調査結果は、厚生労働省がまと

め報告書を作成し、県は市町村等関係機関に配布

した。

効果  予防接種副反応情報を市町村等関係機関に提供

し、有効かつより安全な予防接種の実施や、住

民に対する正しい知識の普及・情報の提供に資

することができる。

ツ反・BCGサーベイランス事業

 県内の小中学校のツベルクリン反応検査の結果

を集計し、保健所単位でツベルクリン反応の分

布図等を作成し、報告書としてとりまとめた。

 各保健所において、報告書等を基に医師会、養

護教諭、市町村担当者等に対して説明会及び研

修等を通じ指導を行った。

効果  ・小2の陽性率は年々改善されてきたが、まだ

全国平均には及ばない。このため今後ともツベ

ルクリン反応検査、BCG接種の精度管理及び

技術向上を図り、乳幼児、若年者の結核罹患率

の減少に資する必要がある。

・学校における集団発生時の対策、予防投薬の

判断基準の資料としても活用できる。

長崎県

BCG接種効果調査

 関係機関と連携を図り、小学校1年時にBCG

を接種した者について、小学2年生時のツベル

クリン反応検査、BCG接種による副反応を調

査した。

 調査終了後、結果をまとめ関係機関に還元した。

 BCG接種マニュアルの作成・配布（各保健所

及び各市町村）

効果  調査した情報を地域に還元することにより、

BCGに対する認識が高まり、技術の向上及び

地域格差の是正が期待できる。

BCGモニタリング事業

・モニターに対して調査票を配付し、提出された

調査票を集計し国に提出した。また、国からの解

析・評価された還元情報を、関係機関等に情報提

供した。

効果  モニタリングにより得られた情報を関係機関等

に還元し、有効かつ安全なBCG接種を実施す

る。

熊本県

ツ反・BCG評価事業

ツベルクリン反応・BCG接種状況調査

ツベルクリン反応・BCG評価表の作成と検討

研修会

効果  ・ツベルクリン反応・BCG接種の現状の確認

・ツベルクリン反応・BCG接種の正しい知識

の普及と適切な接種

・ツベルクリン反応・BCG精度に関する認識

の共有化

・ツベルクリン反応・BCG接種の適正化によ

り、乳幼児期及び児童生徒の結核発病の防止を

図る。

・学校関係者との連携の強化

大分県

予防接種後健康状況調査

・市町村において予防接種を受けた者の保護者に

対し、副反応の健康状況調査を実施した。

効果  予防接種副反応の実態が把握できる。

宮崎県

予防接種モニタリング調査事業

・モニターに対して予め調査票を配布し、一定期

間の観察を依頼した。

各モニターから提出された調査票を集計し、一覧

表を医学的、疫学的見地から解析・評価を行った。

効果  最新の予防接種副反応情報を被接種者に提供

し、有効かつより安全な予防接種の実施に資す

ることができる。

札幌市

予防接種後健康状況調査事業

・予防接種後健康状況調査検討会において、予防

接種後健康状況調査総括表及び予防接種後健康状

況調査一覧表を医学的、疫学的見地から解析・評

価を行い、予防接種副反応の発生実態を把握する

とともに、報告事例と予防接種との因果関係につ

いて検討した。

効果  予防接種後健康状況調査により得られた予防接

種副反応情報は、都道府県、日本医師会等に還

元するとともに、都道府県、市町村、日本医師

会等を通じて広く国民に提供されることから
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有効かつ安全な予防接種を実施の促進が図られ

る。

仙台市

予防接種後健康状況調査事業

・定期の予防接種を受けた者に対し調査票を配布

し、また、回収を行い、その結果を集計した。

効果  予防接種副反応の発生要因等に関する研究の一

助として、有効かつより安全な予防接種の実施

が図られる。

横浜市

予防接種後健康状況調査事業

・医療機関・福祉保健センター・市立小中学校に

おける定期の予防接種を対象に、予防接種後の健

康調査を実施した。

効果  ・予防接種後の健康状況について、従来、副反

応として把握されている変化にとどまらず、情

報を収集することにより副反応の発生要因等に

関する研究の推進に寄与する。

・副反応等に関する最新の知識を広く国民に提

供することにより、正しい理解に基づいた予防

接種の実施が可能となる。

川崎市

予防接種後健康状況調査

・各区役所保健所及び教育委員会学校教育部が実

施機関になり、保護者による一定の観察期間後、

アンケート調査を実施。調査内容は厚生労働省に

提出し、厚生労働省でまとめられた情報は市民及

び協力医療機関に還元された。

効果  市民が正しい理解の下に予防接種を受けること

ができる。

名古屋市

予防接種副反応モニタリング事業

・BCG　 乳幼児（名古屋市守山区内の住民）　　

小中学校（名古屋市緑区の小学校2校及

び中学校1校）

　ポリオ　名古屋氏南区内の住民

神戸市

予防接種副反応モニタリング事業

広島市

BCGワクチン等副反応モニタリング調査事業

・BCGワクチン等の副反応モニタリング調査を

実施した。

効果  BCGワクチン等の副反応の発生状況を把握す

ることにより、市民に対して適切な情報提供が

可能となるため、予防接種、結核に関する正し

い知識の普及啓発に資することができる。

北九州市

予防接種後健康状況調査事業

ポリオ

　 予防接種の接種後に健康状況調査事業の協力者

を募り、予防接種後健康状況調査ハガキを配布

し回答をもらった。

ツ反・BCG

　 北九州市教育委員会に事業協力を依頼し、協力

校2校（小・中学校各1校）に予防接種後健康

状況調査ハガキを配布し回答をもらった。

効果  調査状況を広く国民に情報提供し、予防接種へ

の理解と関心を求めることを図る。

岡山市

ツ反・BCG接種技術評価・調査等事業

・平成14年度小・中学校定期健康診断（ツベル

クリン反応）結果等をもとに、学校ごとのヒスト

グラム、陽転率等を集計し、医師会代表、専門医

師を含めて検討を行い、その結果をもとに医師向

けの研修を行った。

また、医療機関へ貸出用にビデオを整備した。

効果  ・定期予防接種の確実な実施ができる。

・医師が結核予防についての知識と意識をもつ

ことにより、地域の結核を監視し、早期発見に

つなげることができる。

松山市

ツ反・BCG接種技術評価調査事業

・ツ反・BCG接種の実施状況の調査を実施し、

集計・分析・評価を行い、冊子に取りまとめ関係
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機関へ配布した。（学校医・医師会・実施医・学校・

教育委員会等）

効果  ・松山市の学校間の格差の是正や実施医や学校

医への結核定期健康診断への取り組みの再認識

を促し、学校関係者への結核に対する認識の強

化

・集団発生時のベースとしてのデータの蓄積

・定期健康診断関係者（医師等）への配布資料

としての利用

熊本市

ツベルクリン発赤径調査事業

・毎年4月から6月にかけて実施している熊本市

内の小・中学校の定期健康診断の判定結果を集計

し、分析を加え研修会及び冊子として関係者に還

元した。

効果  ・今後学校での集団感染発生時の基礎資料とな

る。

・結核についての啓発となる。

・ツベルクリン検査は結核患者発生時の感染状

況判断に利用している。今回の結果からツベル

クリン検査の判定は注射方法や判定方法に影響

が受けやすいことを改めて確認できる。今後検

査時はこの点に注意し技術を均一化し、実施す

ることが重要となる。

・本調査終了とともに学校におけるツベルクリ

ン検査・BCG接種は終了廃止となり、小・中

学校における定期の部分は結核予防法からなく

なる。今後結核をさらに減少させるためには、

早期受診、医療機関での早期診断、学校での健

康チェック等がより重要となる。本市としては

今後も結核についての普及・啓発に努め、児童・

生徒の結核発病が起こらないよう関係機関と協

力していきたい。

呉市

 幼児のBCG接種時期及び針痕数調査モデル

事業

・1歳6ヶ月児健診時に担当者が実施時期及び針

痕数を調査した。

効果  ・幼児のBCG接種の状況を把握することによ

り、接種率、接種技術の実態を把握することが

できる。

・接種率、接種技術を向上させるための基礎資

料を得ることができ、分析・評価することによっ

て今後の結核対策の強化を図ることができる。

調査研究事業

青森県

予防可能例調査

・結核新登録患者予防可能例チェック表に基づ

き、各保健所が調査する。

効果  ・発見の大幅な遅れ、健診体制の問題、医療上

の問題等を調査、分析することにより、発病、

重症化の予防ができる。

・保健所毎のきめ細かい結核対策の推進へつな

がる。

栃木県

地域格差是正のための要因分析事業

 ツベルクリン反応検査の調査は、乳幼児143名、

小学生167名、中学生57名の計367名により分

析を行った。

 普及啓発事業としては、藤岡町の各老人会会員

を対象に、講演会を開催し、普及啓発用のパン

フレット、各種資料を配付した。

 学校健診改正による講演会を実施し、管内市町

村保健師及び小・中学校養護教諭約90名の参

加が得られた。

効果  ・各個人（乳幼児、小学時、中学時）のツベル

クリン反応検査結果を一貫して調査、分析する

ことにより、予防内服の必要なものの的確な把

握と指導が可能となる。

・高齢者へ結核に対する認識を深めることで、

結核症状がおきた場合、早期受診、早期治療の

必要性を認識させることができる。

・学校健診の改正に伴う講演を行うことによ

り、学校における健診のあり方及び対応につい

て理解させることができる。

千葉県

 管内医療機関の実態調査及び保健所と医療

機関の連携体制づくり

 医療機関へのアンケート調査結果を分析、報告

書として調査対象医療機関に発送

 アンケート調査結果を『船橋市医師会報』に掲
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載してもらい、結核の現状と課題について情報

を提供。

 の結果及び前年度の結核患者登録票調査結果

と併せて地域特性を分析、管内の医療機関への

情報提供・研修会を開催

 の結果及び前年度の結核患者登録票調査結果

と併せて、保健所、専門医、管内医療機関代表

で検討会を実施。

効果  ・管内医療機関を取り巻く結核問題の実態を把

握することができ、医療機関へ提示する客観的

資料が得られるとともに今後の対策につなげら

れる基礎資料が得られる。

・調査の結果を報告することで、医療機関の結

核に対する関心が高められ、今後の患者の早期

発見、院内感染防止へつなげられる。

東京都

結核対策調査研究事業

結核薬剤耐性菌調査研究

RFLP検査、薬剤感受性試験の実施

肺結核患者調査（コホート）と解析・評価

効果  ・結核対策の効果的推進のための基礎的データ

の集積

・結核菌検査の充実による効果的な予防対策の

推進

・結核患者の治療完了の現状調査に基づき、効

果的な治療脱落防止策の策定が可能になる。

 結核発生動向調査解析システム修正委託

（都保健所再編による）

・システム修正委託

効果  結核発生動向調査の適正な運用

奈良県

 発見の遅れ要因調査事業（予防可能例調査

事業）

・各保健所において、予防可能例を検討すること

により、管内における結核対策の問題点を把握し、

予防可能例率を低減させるために検討会を開催し

た。さらに、県全体の集計も行い、奈良県におけ

る予防可能例の傾向や結核対策の問題点を把握し

た。

効果  予防可能の症例分析より、新患者の発生を防ぐ

対策を立案し、予防可能例率を低減させ罹患状

況を改善することができる。

和歌山県

地域保健所特定要因分析調査

・菌株の型別分析（RFLP分析）、ツベルクリン

反応発赤径調査の実施及び結核統計の分析を行っ

た。

効果  各保健所または特定の地域内において、罹患率

（小児罹患率）等が高い原因を推察し、効果的

な予防対策を推進することにより罹患率等の低

減を図れる。

沖縄県

 中高年層における糖尿病患者等、ハイリス

クグループへの結核予防対策

 H7年～H12年の新登録者の内、糖尿病を合併

している者の調査

　 ビジブル等により背景調査、及びアンケート調

査を行った。

 糖尿病等ハイリスクグループの結核発病予防及

び早期発見に関する研修会

　① 管内の在宅介護に関わる保健、医療、福祉サー

ビス従事者に対する研修会

　② 管内糖尿病専門医に対する結核研修会

事業報告書作成

効果  ・糖尿病等ハイリスクグループの結核発病予防

及び早期発見ができる。

・在宅介護に関わる保健、医療、福祉サービス

従事者の、結核に対する意識が向上し、在宅高

齢者の（とりわけ糖尿病患者の）結核発病を早

期に発見することができる。

・調査事業により、糖尿病等を合併する者に

対する具体的な予防策をたてることが可能にな

る。

・管内の糖尿病専門医への研修会の情報交換を

とおして結核に対する理解が深まり、早期発見、

重症化の防止が可能になる。

未成年結核対策強化事業

過去10年間の予防内服者の実態調査（184人）

　（感染源の有無、接触状況、内服状況等）

管内医療従事者の研修会の実施（参加者51人）

 管内養護教諭及び産業保健師、市町村担当者の

研修（参加者72人）

予防内服者のパンフレット作成基準の検討

効果  ・未成年結核患者及び予防内服者の実態調査か

ら接触者健診の重要性とガイドラインに沿った
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健診の進め方の再確認ができ、今後の未成年結

核対策の方向性が確認できる。

・結核専門医の講演会の開催をとおして、結核

に対する最新の情報等の知識を深め、未成年結

核の診断治療の適正化や対策の強化につなが

る。

・予防内服者の実態分析から保健所及び医療

機関での予防内服の適正化を周知及び強化でき

る。

・平成15年の小中学生のBCG廃止を目前に控

え、学校健診に関わる各関係機関のネットワー

ク化を促進できる。

・今回の調査から見えてきた内服中断につなが

る要因を今後の保健指導に生かし、予防内服完

了率を高める。

定期病状調査事業

北海道

結核定期病状調査事業

・結核の公費負担医療適正化のため、医療機関に

対し次の者に係る病状報告書の提出を求める。

 結核登録患者のうち、医療費の公費負担申請を

行っていない者。

 結核登録患者のうち、医療費公費負担承認期間

終了後、再申請を行わなかった者。

結核登録患者のうち、治療中断が考えられる者。

 管理健診の対象である結核登録者のうち、保健

所において健診結果が把握できていない者。

効果  結核患者の病状把握（悪化の発見）、治療復帰

への指導及び再発の早期発見の推進を図る。

青森県

結核定期病状調査事業

岩手県

結核定期病状調査事業

対象者の把握

 対象者の受診した医療機関等から、結核定期病

状調査報告書による病状の報告を依頼。

 医療機関等では、必要事項を記載のうえ、請求

書を添えて保健所あてに提出。

 保健所は、送付された報告書を精査し、不備が

ある場合には医療機関等に内容を照会し、ビジ

ブル等書類の整備や患者管理の資料とした。

効果  医療機関等から登録者の状況を把握することに

より、効果的な訪問指導が実施できるとともに

適正な患者管理が図られる。

宮城県

定期病状調査事業

山形県

結核定期病状調査事業

・結核登録者のうち、管理健診等により病状把握

が困難な者について、医療機関等の協力を得て結

核定期病状調査を実施した。

効果  再発や二次感染の防止に向け、管理健診等が困

難な患者の病状把握ができる。

福島県

結核定期病状調査事業

・結核患者及び経過観察者について、主治医に連

絡し文書で病状把握を行い、各対象者への対応、

指導計画を立案した。226件実施

効果  ・病状不明者の減少

・結核患者、経過観察者の適正管理ができる。

茨城県

結核定期病状調査事業

・保健所において把握する治療中断者及び管理健

診対象者に対し、結核健診の受診を勧奨するとと

もに、当該者が医療機関等で行った結核健診の結

果について、当該健診の実施者に情報提供を依頼

し、当該者の病状把握に努めた。

効果  本県における結核登録者の病状不明率を低減さ

せることで、再発防止、重症化の予防・二次感

染防止が図られる。

栃木県

結核定期病状調査事業

・医療機関等から、結核登録者の病状等を把握し

た。

治療中断者に対し、医療の必要性を理解させ、受
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療継続するよう勧奨した。

効果  結核対策の迅速化、円滑化を図り、結核の再発

や2次感染防止を図る。

群馬県

結核定期病状調査事業

・結核管理者が受診している医療機関の医師に、

該当者の病状の状況を報告してもらった。

効果  結核管理者の病状報告をしてもらうことによ

り、適正な患者管理が行えるとともに、今後の

管理方針の決定ができる。

埼玉県

結核定期病状調査事業

千葉県

定期病状調査事業

・結核登録者の病状について、医療機関等の協力

を得て実施した。

効果  訪問指導等の結核対策の迅速化を図り、結核の

再発や二次感染の防止を図った。

東京都

結核定期病状調査

・結核定期病状調査

効果  医療費公費負担申請を行わない者及び保健所、

委託医療機関以外の医療機関等で管理健診を受

診した者等の病状を把握し、保健所の保健指導

を充実させる。

神奈川県

結核定期病状管理促進事業

新潟県

結核定期病状調査

・医療機関から結核登録者の病状等に関する資料

の提供を得た。

効果  医療機関から結核登録者の病状等の情報を得る

ことにより保健所の結核患者管理に役立てるこ

とができる。

富山県

定期病状調査報告事業

・主治医からの病状報告書により、病状を把握

効果  結核治療の脱落、結核の再発防止及び二次感染

の防止

石川県

定期病状報告事業

結核患者のうち　（計2人）

　①医療費公費負担申請を行っていない者

　② 医療費公費負担承認期間終了後、再申請を行

わなかった者

　③その他治療中断が考えられる者

 保健所で健診結果が把握できない管理健診対象

者（計130人）

　 上記対象者の病状について医療機関等の協力を

得て定期的に病状を把握した。

　の対象者については、おおむね6ヶ月毎に。

　の対象者については、年1回。

効果  病状把握のできた登録者に対し、受診勧奨等適

切な指導を行うことができ、再発や二次感染の

防止が図れる。

福井県

定期病状調査事業

・結核登録者の病状について医療機関等の協力を

得て、結核定期病状調査事業を実施した。

ただし、公費負担医療制度、管理健診精度により

保健所において病状が把握されている者を除く。

効果  医療機関から登録者の病状等を把握することに

より、訪問指導等の結核対策の迅速化、円滑化

を図り、もって結核の再発や二次感染の防止を

図ることができる。

山梨県

定期病状調査事業

・結核登録者の病状について、医療機関の協力を

得て実施した。

 次の者については、概ね6ヶ月ごとに病状把握

を実施した。

　①医療費の公費負担の申請を行っていない者

　② 医療費の公費負担承認期間が終了した後、再

申請を行わなかった者
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　③その他治療の中断が考えられる者

 管理健診を要する対象者であって、保健所にお

いて健診結果が把握できていない者について

は、年1回の病状把握を実施した。

効果  結核登録者の病状等を把握することにより、訪

問指導等の結核対策の迅速化、円滑化を図り、

結核の再発や二次感染の防止が図れる。

長野県

結核定期病状調査事業

・医療機関等の協力を得て、対象者の病状を把握

した。

効果  結核登録者のうち、保健所においての病状把握

の困難な者について、病状を把握することによ

り、訪問等患者、回復者に対する指導の迅速化

を図り、もって結核の再発や二次感染の防止を

図る。

静岡県

結核定期病状調査事業

・結核登録者の病状把握について医療機関等の協

力を得て実施する結核定期病状調査事業

効果  医療機関等から登録者の病状等を把握すること

により訪問指導等の結核対策の迅速化、円滑化

を図り、結核の再発や二次感染の防止が期待さ

れる。

愛知県

定期病状調査事業

・結核登録者のうち、公費負担医療制度、管理健

診制度により病状把握の困難な者について、医療

機関等から結核定期病状調査報告書により報告を

求め、病状等を把握した。

効果  ・結核登録者のうち、公費負担医療制度、管理

健診制度により病状把握の困難な者について病

状等を把握したことで、訪問指導等の結核対策

の迅速化、円滑化が図られる。

・結核の再発や二次感染の防止に役立てること

ができる。

三重県

結核定期病状調査事業

・指定医療機関等の協力を得て、病状調査及び情

報提供を行い、患者管理の徹底及び医療機関に対

する届出義務等の遵守の徹底を図った。

効果  ・医療機関等と連携を密にし、結核患者に対す

る日常生活の指導及び医療中断者に対する受診

勧奨等の協力体制が確保できる。

・病状把握を行うことにより二次感染防止を図

る。

滋賀県

結核定期病状調査事業

・保健所は医療機関へ「医師連絡票」を送付し調

査を依頼した。これを受けて、医療機関は担当医

が病状等を記入願いし、保健所へ「医師連絡票」

を返送した。

効果  結核患者の病状等を把握することにより、結核

の再発、二次感染を未然に防止することができ、

結核の蔓延防止が図れる。

京都府

結核定期病状調査事業

 医療機関などから病状報告書を提出させ、訪問

指導等の結核対策の迅速化を図り、患者情報を

充実させ適切な保健指導等を実施した。

 予防知識に関する研修を実施した。

効果  患者管理の適正化により二次感染を予防すると

ともに、患者の治療状況等を適切に把握し、結

核を確実に治療させることが可能となる。

大阪府

結核定期病状調査事業

・結核患者のうち、適正な患者管理を行うため、

対象者について医療機関へ病状照会を行い、回答

を得た。

効果  結核登録者のうち、公費負担医療制度、管理健

診制度により病状把握困難な者について医療機

関等から登録者の病状を把握することにより訪

問指導等の結核対策の迅速化、円滑化を図り、

もって結核の再発や二次感染の防止に努める。

兵庫県

結核定期病状調査事業

・保健所に登録されている結核患者のうち、公費

負担申請、管理健診等により病状が把握されてい
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る者以外の者について、医療機関等の協力を得て

病状調査報告書により年1回～2回程度病状を把

握した。

病状調査事業対象者

　①医療費の公費負担申請を行っていない者

　② 医療費の公費負担承認期間が終了した後、再

申請を行わなかった者

　③その他治療中断が考えられる者

　④ 管理健診を要する対象者であって、保健所に

おいて健診結果が把握できていない者

　 ①、②及び③の対象者については概ね6ヶ月ご

と、④の対象者については年1回の病状把握を

実施した。

　 なお、結核菌陽性患者、治療中断者及び治療が

不規則な者については、本事業を活用すること

により、患者管理の強化を図った。

実施方法

　 各健康福祉事務所から医療機関に対し、結核定

期病状調査事業報告書の提出を依頼して行った。

経費

　 定期病状調査事業の協力を依頼した医療機関等

に対して、1件につき3,000円の報告書料を支

払った。

効果  病状に応じた保健指導を行うとともに、患者管

理の効率化を図り、結核の再発や二次感染防止

を図る。

奈良県

定期病状調査事業

・医療機関に対し登録者の病状を照会し、文書に

より回答を得、手数料を支払った。

効果  登録者の病状を適切に把握することにより、結

核の再発や二次感染の防止できる。

和歌山県

定期病状調査

・指定医療機関に対して、結核患者については年

2回、管理健診対象者については年1回、病状の

追跡調査を実施し、所轄保健所長に報告すること

を依頼した。

効果  ・病状調査を実施することにより、結核患者及

び管理健診対象者に対する家庭訪問指導などの

結核対策の円滑な運営が図られることにより、

結核の再発及び二次感染の防止が図れる。

・再発や二次感染防止の観点等から、継続的に

行う必要があると考える。

鳥取県

結核登録者病状調査事業

・平成13年度末現在における結核登録患者の病

状調査を行った。

効果  登録患者の病状を把握することにより、正確な

診断、適正な医療の実施につなげていくととも

に、保健所と医療機関との間での菌検査結果等

の情報交換を円滑に行い、連絡体制の強化を図

る。

島根県

結核定期病状調査事業

・結核登録者の病状について、医療機関から情報

提供をしてもらった。

効果  登録者の病状を把握することで、結核の再発、

蔓延防止を図ることができる。

岡山県

結核定期病状調査

・保健所が医療機関の指導を行い、その協力を得

て様式等により患者の病状の調査を行った。

効果  ・結核登録者のうち病状が不明になった者の医

療状況を把握することにより、適正な患者管理

が実施できる。

・保健所は日頃から指定医療機関の医師との連

携を密にし、患者に対する日常生活における指

導、医療中断者に対する受療勧奨等主治医との

協力体制が確立できる。

広島県

定期病状調査事業

・医療機関等から結核登録者の病状等について報

告書の提出を受け、1件につき3,000円の報告書

料を支払った。

効果  医療機関から情報を得ることにより、活動不明・

病状不明登録者に対する適切な管理・指導を行

うことができる。
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山口県

定期病状調査事業

・保健所の結核担当者が公費負担医療制度、管理

健診制度により病状把握の困難な結核登録者の病

状について、主治医等に依頼し、報告を受けた。

効果  ・病状把握が困難な者について現在の状況を知

ることができ、治療が中断している者等につい

ても把握することができる。

・医療機関等との連携を密にすることにより、

適切な患者管理が図られる。

徳島県

結核定期病状調査事業

・保健所が結核登録者の病状について、医療機関

等の協力を得て定期的に調査した。

効果  ・結核登録者のうち、公費負担医療制度、管理

健診制度によっては病状を把握することが困難

な者について、医療機関等からの報告を受ける

ことにより登録者の病状等を適切に把握するこ

とができる。

・訪問指導等における結核対策の迅速化、円滑

化が図られ、より一層結核の再発や二次感染の

防止に備えることができる。

香川県

定期病状調査事業

・「結核業務の手引き」に基づき、定期的に病状

把握を行った。

効果  的確な患者管理を行うことにより、治療の脱落

防止が図れる。

愛媛県

 結核定期病状調査事業（旧結核医療費適正

化対策費補助金）

・公費負担医療制度、管理健診精度により結核登

録者の病状把握が困難な者について、登録者の主

治医の協力を得て病状を把握するものであり、情

報を提供した医師に対して報償費を支払った。

効果  結核登録者のうち、公費負担医療制度、管理健

診制度による病状把握の困難な者について、医

療機関から登録者の病状等を把握することによ

り、訪問指導等の結核対策の迅速化、円滑化が

図られる。

高知県

結核定期病状調査事業

・結核登録者のうち、保健所において病状把握の

困難な者について、医療機関から、年1回の病状

報告書の提出を求め、訪問指導の迅速化、円滑化

と的確な患者管理を行った。

効果  訪問指導の迅速化・円滑化及び的確な患者管理

を行い、結核の再発や二次感染の防止を図る。

福岡県

定期病状調査事業

・結核登録患者のうち、医療の公費負担・管理健

診・家庭訪問等で病状把握の困難な者について、

医療機関等から登録者の病状等を把握した。

効果  結核登録患者のうち病状不明な者は、保健所で

管理できていない状況にある。この調査を行う

ことによって、保健所は患者の病状等を把握し、

訪問指導等を行うなど患者管理の徹底を図る。

佐賀県

結核定期病状調査事業

・医療機関に対する病状把握の困難な結核登録患

者の病状調査

効果  結核登録患者の病状把握により適正な患者管理

が期待できる。

長崎県

結核定期病状調査事業

・結核登録者の病状について、医療機関の協力を

得て病状を把握した。

西彼保健所2件、県央保健所26件、県南保健所1件、

五島保健所2件、上五島保健所9件、対馬保健所

8件　計48件

効果  結核登録者の病状を定期に把握することによ

り、再発や二次感染を防止する。

熊本県

定期病状調査事業

定期病状報告の依頼

ケースの正確な病状把握、及び管理

効果  ・主治医との連絡体制の強化

・ケースの正確な病状把握
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・訪問指導等の充実

大分県

結核定期病状調査事業

・結核指定医療機関の協力を得て、結核登録者の

健康管理を行った。

効果  再発防止等患者管理の徹底を図る。

宮崎県

結核定期病状調査事業

・結核登録者の病状について、「結核定期病状調

査報告書」により、医療機関等の協力を得て実施

した。

効果  医療機関等から、登録者の病状等を把握するこ

とにより、訪問指導等の結核対策の迅速化、円

滑化を図り、もって結核の再発時感染の防止を

図ることができる。

沖縄県

結核定期病状調査事業

 保健所において、病状把握が困難なケースを対

象に、医療機関へ病状の報告依頼を行った。

 医療機関から報告書の提出があった場合は、手

数料を支払った。

効果  医療機関より情報を提供してもらうことによ

り、医療中断や病状不明者の状況を迅速に把握

することができ、結核の再発や二次感染の防止

につながる。

札幌市

結核定期病状調査事業

・結核登録者のうち病状把握の困難なものについ

て、医療機関から登録者の病状の把握を行った。

効果  結核登録者のうち病状把握の困難なものについ

て、医療機関から登録者の病状等を把握するこ

とにより、訪問指導等の結核対策の迅速化、円

滑化を図り、結核の再発や二次感染の防止を図

ることができる。

仙台市

定期病状調査事業

・結核登録者の健康管理を図るため、医療機関へ

の照会により健康状態を把握した。

効果  結核登録者の健康状況及び健診の受診状況が把

握できる。

千葉市

結核定期病状調査事業

・対象者に関して、医療機関等の協力を得て行う

定期病状調査事業

効果  登録者の病状等を把握することにより、訪問指

導等の結核対策の迅速化、円滑化及び結核の再

発や二次感染の防止が期待できる。

横浜市

定期病状調査

・福祉保健センターにおいて結核登録している者

のうち、医療費の継続申請を行っていない等によ

り、病状把握されていない者について、患者管理

を適切に行うため医療機関に対して協力料を支出

した。

効果  ・登録者の病状等について、正確な情報が迅速・

確実に得ることができる。

・病状不明者についての最終情報が得られるこ

とにより、登録者の削除など適切な管理が図ら

れる。

川崎市

結核定期病状調査事業

・結核登録者のうち病状把握困難なものについ

て、保健所から医療機関へ情報提供を依頼するこ

とにより、登録者の病状等を把握し結核の再発や

二次感染の防止を図った。

効果  結核登録者の病状把握をすることにより、患者

管理を向上させ、結核の再発や二次感染の防止

が可能となる。

名古屋市

結核定期病状調査事業

・結核定期病状調査報告書により医療機関に対し

て照会し、報告を求め、必要に応じて訪問指導等

適切な指導を行った。

効果  登録者の病状等を把握することにより、訪問指

導等の結核対策の迅速化、円滑化を図り、もっ

て結核の再発及び二次感染の防止を図る。
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京都市

結核定期病状調査事業

・結核定期病状調査報告書に対して1件当たり

3,000円支払った。

効果  訪問指導等の結核対策の迅速化、円滑化を図り、

結核の再発や二次感染の防止を図ることができ

る。

大阪市

定期病状調査事業

・対象患者が受診している医療機関等に対する病

状照会と報告

効果  当該結核登録患者に対する訪問指導、受診勧奨

等適切な指導が必要に応じて行うことが可能と

なる。

神戸市

結核定期病状調査事業

広島市

結核定期病状調査事業

・結核登録者のうち、公費負担医療制度、管理健

診制度により病状把握の困難な者について、医療

機関等から登録者の病状等の報告を受け、患者管

理を行った。

報告があった医療機関等へ謝礼金を支払った。

効果  結核登録者の病状が把握でき、患者管理や感染

防止に役立つ。

北九州市

結核定期病状調査

・結核登録患者のうち病状把握の困難なものにつ

いて、医療機関等から登録患者の病状等を把握す

ることにより結核対策の迅速化、円滑化を図り、

結核の再発や二次感染の防止を図った。

効果  結核対策の迅速化、円滑化を図り、結核の再発

や二次感染の防止を図る。

福岡市

定期病状調査事業

・対象者の病状について、関係医療機関等から報

告書を提出させた。報告書の内容が適当と認めら

れた場合、医療機関に対し報告書料を支払った。

旭川市

結核定期病状調査事業

 結核登録者のうち次の者について、おおむね

６ヵ月ごとに医療機関等に照会し、病状把握を

行った。

　①医療費の公費負担申請を行っていない者

　②医療費の公費負担承認期間が終了した者

　③その他治療中断が考えられる者

 管理健診を要する対象者であって、保健所にお

いて健診結果が把握できていない者について

は、年1回の医療機関等に照会し、病状を把握

した。

効果  ・病状不明者の状況を把握することで結核対策

の迅速化や円滑化を図り、結核の再発や二次感

染防止の推進を図ることができる。

・本事業の実施により、平成13年の病状不明

率は前年より約20%減少し、大幅に向上させ

ることができた。

郡山市

結核定期病状調査事業

・結核登録者について医療機関の協力を得て、病

状、医療の状況、日常生活に対する指示、担当医

師からの指示・連絡事項等について調査を行った。

効果  ・病状把握の困難な登録者について、その病状

を把握し、受療の促進や訪問指導等の措置をと

ることができる。

・結核の再発を防ぐことができる。

いわき市

結核定期病状調査事業

・合計件数　30件

効果  医療機関等から、登録者の病状等を把握するこ

とにより、訪問指導等の結核対策の迅速化、円

滑化を図り、もって結核の再発や二次感染の防

止が図られる。

宇都宮市

結核定期病状調査事業

・結核定期病状調査の実施
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効果  ・訪問指導等の結核対策の迅速化及び円滑化を

図ることにより、結核の再発や二次感染を防止

する。

・今後も継続し、保健所における結核患者管理

に役立てる。

横須賀市

結核定期病状調査

新潟市

結核定期病状調査

・結核登録者について、医療機関に病状の報告を

依頼した。

　《概ね6ヶ月ごとに報告を依頼した者》

　・医療費の公費負担申請を行っていない者

　・ 医療費の公費負担承認期間が終了した後、再

申請を行わなかった者

　・その他治療中断が考えられる者

　《年1回病状報告を依頼した者》

　・ 管理健診を要する者であって保健所において

健診結果が把握できない者

効果  ・結核登録者の病状を把握することにより、適

切な患者管理ができる。

・病状不明者、活動性不明者が減少する。

富山市

結核定期病状調査事業

・全結核登録者のうち13人の結核患者に対し、

富山市結核定期病状調査実施要綱に基づき実施

効果  ・結核の再発の防止

・二次感染の防止を図る

金沢市

定期病状調査事業

・「結核定期病状調査事業実施要領」のとおり

効果  管理健診に保健所へ出向けないものの病状を把

握することができる。

長野市

定期病状調査事業

静岡市

結核定期病状調査事業

・医療機関等に対し、結核登録者の病状調査及び

報告を依頼した。

効果  結核登録者の病状等を把握することにより、訪

問指導等の結核対策が効果的に行われる。

浜松市

結核定期病状調査事業

豊橋市

結核定期病状調査事業

・結核登録者の病状について把握するため、医療

機関等の協力を得て実施した。ただし、公費負担

医療制度、管理健診制度により保健所において病

状が把握されている者は除く。

結核患者のうち、医療費の公費負担の申請を行っ

ていない者、医療費の公費負担承認期間が終了し

た後、再申請を行わなかった者、その他治療中断

が考えられる者については、おおむね6ヶ月ごと

に病状把握を実施した。

管理健診を要する対象者であって、保健所におい

て健診結果が把握できていない者については、年

1回の病状把握を実施した。

効果  結核のサーベイランス事業の資料として、管内

の結核情報を把握できる。このことで、結核患

者の治療の徹底と治療終了後の経過観察を行

い、再発の早期発見、二次感染防止を図ること

ができる。

豊田市

定期病状調査事業

 厚生労働省通知の「結核定期病状調査事業実施

要綱」に基づき実施した。

 管理健診対象者であって、保健所で健診結果が

把握できていない者、その他必要な者に対して

病状把握を実施した。

効果  報告の情報をもとに保健師による訪問等必要な

指導を行い、結核の再発や二次感染の防止が図

られる。
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堺市

結核定期病状調査事業

 病状調査対象者について、定期病状調査依頼（報

告）書により医療機関等に照会し、病状把握を

行った。

 報告書により把握した情報を結核登録票に記録

するとともに、当該結核登録患者に対し、必要

に応じて訪問指導、受診勧奨等適切な指導を

行った。

効果  ・発病者を早期に発見し、確実に治癒させるこ

とにより周囲への感染を可能な限り少なくする

とともに、既感染者の発病予防を図る。

・結核患者及び回復者について病状把握をし、

適切な患者管理を図る。

姫路市

結核定期病状調査事業

・登録者の病状について指定様式により医療機関

等からその病状等を把握し、その医療機関等に情

報提供料を支払った。

効果  登録者の病状等を把握することにより、訪問指

導等の結核対策の迅速化、円滑化を図り、結核

の再発や二次感染の防止が可能となり、結核対

策の推進が期待できる。

奈良市

定期病状調査事業

和歌山市

定期病状調査事業

・指定医療機関における、治療患者の治療状況・

経過観察者及び治療中断者の情報提供による報告

料を支払った。

効果  ・医療機関における患者の情報は患者管理にお

いて必要不可欠である。

・患者においても不必要な治療及び受診を強制

されず、相互の連携による患者管理がスムーズ

にできる。

岡山市

結核定期病状調査

・結核定期病状調査事業実施要綱による。

効果  医療機関等から登録者の病状等を把握すること

により、訪問指導等の結核対策の迅速化円滑化

を図り、結核の再発や二次感染の防止に寄与す

る。

倉敷市

結核定期病状調査事業

・結核登録者のうち、公費負担医療制度、管理健

診制度により病状把握の困難な者について、医療

機関等から調査報告書により登録者の病状等を把

握し、訪問指導等の結核対策に活用した。

効果  登録者の病状等の把握ができるため、訪問指導

等の結核対策の迅速化、円滑化が図れ、もって

結核の再発及び二次感染の防止が図れる。

高松市

結核医療費適正化対策事業

　結核定期病状調査事業

・結核登録者の病状等について、「結核定期病状

調査報告書」により医療機関等の協力を得て、そ

の把握を行うことにより、患者管理の適正化を

図った。

効果  結核登録者の病状等を把握することにより、訪

問指導等の結核対策の迅速化、円滑化を図り、

結核の再発や二次感染の防止を図るとともに、

患者管理及び医療費の適正化に寄与したが、今

年度においても実施したことで患者管理・訪問

指導等のより一層の充実を図ることができる。

松山市

結核定期病状調査事業

・公費負担医療制度・管理健診制度等により病状

把握が困難な登録者の病状報告を主治医の協力を

得て、「医師連絡」という方法で把握した。

効果  管理健診対象者のうち病状把握困難者につい

て、主治医から病状報告を得て、結核登録者の

状況を把握し、結核対策パッケージによるサー

ベイランスの精度向上に努め、病状不明者を

5％以下にする。

高知市

定期病状調査事業

・病状調査



115

10
調
査
�
研
究
�
�
�
�
�
�
�
事
業

効果  ・病状把握困難な者について病状把握すること

ができ、保健指導に役立つ。

・適正医療や患者管理による再発を予防すると

ともに二次感染の予防に役立つ。

長崎市

結核定期病状調査事業

結核定期病状調査報告依頼書の送付

 報告書の回収、整理、患者情報の収集及び対応

策の検討

情報提供謝礼金の支払い

効果  ・保健所と主治医との保健医療ネットワークに

より、円滑な患者管理が推進できる。

・患者の受療状況を的確に把握でき、治療の中

断、失敗等の防止対策として期待できる。

・保健指導の情報源として、多大な効果がある。

熊本市

結核定期病状調査事業

・結核登録者の病状について、医療機関の協力を

得て健診後の結果を把握し、再発防止に努めた。

効果  保健所にて病状把握の困難な結核登録者につい

て、医療機関から情報を得ることで病状把握が

でき、病状不明者の結核再発や二次感染防止を

図る。

大分市

結核定期病状調査報告事業

・医療機関の協力を得て、結核登録患者の健康管

理及び治療状況の把握を行った。

効果  医療機関との連携を密にとることにより、結核

の再発防止等患者管理の徹底を図ることができ

る。

宮崎市

結核定期病状調査事業

・結核登録者のうち治療終了者に対し管理健診を

実施するが、すでに医療機関と受診し病状が把握

されている者については定期病状調査報告書を送

付し病状を把握した。

効果  不活動性結核の者については管理健診を実施し

病状を把握するが、保健所での管理健診に応じ

ず病状把握ができない者についてこの事業を実

施することにより、今後の訪問指導、結核対策

の効率化及び結核の再発防止が期待できる。

鹿児島市

結核定期病状調査事業

・結核登録者の病状について、医療機関等の協力

を得て実施する結核定期病状調査事業とした。

効果  結核の再発や二次感染の防止ができる。

小樽市

定期病状調査事業

・経過観察になっている者の病状調査すること

で、病状把握につながり、登録の継続及び削除の

判断ができた。

効果  経過観察中の者の結核再発防止及び早期発見が

できる。

函館市

結核定期病状調査事業

・対象者の了解を得て受診医療機関に照会し、病

状等を把握した。

効果  登録者の病状を確実に把握し、的確なサポート

をすることができる。

さいたま市

結核定期病状調査事業

・医療機関の協力を得て、病状把握困難者に対す

る病状の調査を実施した。

効果  病状把握の困難な者について、医療機関等から

登録者の病状等を把握することにより、訪問指

導等の結核対策の迅速化、円滑化を図り、結核

の再発や二次感染の防止を図られる。

相模原市

結核定期病状調査

 調査対象者が受診した医療機関に結核定期病状

調査報告書を送付し、必要事項の記入を依頼し

た。医療機関から提出された報告書を審査し、

医療機関に対し調査報告書1件につき3,000円

の報償費を支払った。

 調査報告書を確認し、必要があると認めた時は、

医療機関、調査対象者に対し、訪問指導等結核
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予防法上適切な指導を行った。

効果  登録者の病状等を適切に把握することにより、

訪問指導等の結核対策の迅速化、円滑化が図ら

れ、結核の再発防止や二次感染の防止が期待で

きる。

東大阪市

結核定期病状調査事業

・病状調査対象者について、結核定期病状調査報

告依頼書により医療機関等に照会し、病状把握を

行った。

効果  結核患者の再発と二次感染の防止を図り、結核

の罹患率を低減化する。

尼崎市

結核定期病状調査事業

・病状の把握ができない結核登録者について、医

療機関等から病状報告書を提出してもらった。

効果  訪問指導等の結核対策の迅速化、効率化を図る。

呉市

結核定期病状調査事業

・対象者について、結核定期病状調査依頼書によ

り医療機関に照会し、病状把握を行った。

効果  医療機関から登録者の病状等を把握することに

より、訪問指導等の結核対策の迅速化、円滑化

を図り、結核の再発や二次感染の防止を図るこ

とができる。

下関市

結核定期病状調査事業

・年4回調査を実施　年間実施人数　36人

効果  ・病状把握の困難な者について病状調査を実施

することにより、病状不明者が減少し、患者管

理体制の強化につながる。

・結核の再発や二次感染の防止にも役立つ。

大牟田市

結核定期病状調査事業

・大牟田市結核定期病状調査事業実施要綱に基づ

き、結核登録者の病状を把握した。

平成14年度結核定期病状調査報告書数：151人

効果  結核登録者の病状把握及び管理情報の把握を行

うことにより、適正な結核登録情報の管理を行

う。

佐世保市

結核定期病状調査事業

・「結核定期病状調査実施要領」により、治療終

了者あるいは中断者について病状把握を行った。

効果  ・結核登録者の病状把握を徹底することにより、

結核対策の迅速化及び円滑化を図ることができ

る。

・結核の再発や二次感染を防ぐことにより、本

市における結核患者の減少に寄与できたと思わ

れる。

千代田区

結核登録者定期病状調査

・結核登録者の病状について医療機関等の協力を

得て、結核定期病状調査を実施した。

効果  結核患者及び回復者について病状を把握するこ

とにより、適切な患者管理ができる。

港区

結核定期病状調査事業

・結核登録患者のうち、公費負担医療制度、管理

健診制度により病状把握の困難な者について、医

療機関等に調査票を送付し、その回答により登録

者の病状等を把握した。

効果  訪問指導等の結核対策の迅速化、円滑化を達成

する。

新宿区

結核患者の登録等（定期病状調査）

 患者本人もしくは医療機関に対し、保健所が得

ている最終情報以降に新しい病状に関する情報

を得られるかどうかを確認し、定期病状報告書

を医療機関に送付した。

 医療機関から調査報告書を受領したときは、速

やかに報告料の支払い手続きを行った。

効果  病状把握の困難なケースについては、医療機関

に結核定期病状調査報告書料を支払うことで訪

問指導等の結核対策が迅速かつスムーズにな

り、その他の対策へ人・時間を回すことができ
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る。

文京区

結核定期病状調査事業

・結核定期病状報告書により医療機関に照会し

た。

効果  結核の再発や二次感染の防止が図れる。

台東区

結核定期病状調査事業

・医療機関等から結核定期病状調査報告書を提出

してもらい、患者管理を行った。

効果  事業の効率的な推進を図るとともに、適切な患

者管理を行う。

墨田区

結核定期病状調査

・管理健診等による病状把握が困難な者について

行った。

効果  結核の再発、二次感染の防止

江東区

結核定期病状調査

品川区

定期病状調査事業

目黒区

定期病状調査

・区内の結核登録者について、医療機関等の協力

を得て病状を把握した。

大田区

大田区結核定期病状調査

・対象者の病状について定期病状調査報告書によ

り医療機関等に照会した。

効果  病状の把握が困難な者につき、医療機関から登

録者の病状等を調査することにより、治療中断

の防止等患者の療養支援を円滑に進めることが

できる。

世田谷区

定期病状調査事業

・調査対象者の病状について、定期病状調査報告

書により医療機関に照会し、これを受け該当医療

機関は報告書に記入のうえ、保健所あてに報告し

た。

渋谷区

結核定期病状調査報告書

中野区

結核定期病状調査事業

・結核登録患者の主治医に対して、定期病状調査

票を送付し病状を把握した。

効果  結核登録患者の受診状況や治療終了時期を的確

に把握し、病状不明を極力減少させ、患者管理

の充実を図る。

杉並区

定期病状調査

・結核登録患者のうち、病状を把握することが困

難な者について、医療機関から報告書の様式によ

り情報を入手した。

効果  病状調査を行うことにより、正確な結核罹患患

者の病状を把握し、再発や二次感染の防止を図

ることができる。

豊島区

結核定期病状調査

・結核定期病状報告書

効果  医療機関からの病状を把握することにより、保

健所の結核対策における訪問指導等の迅速化、

円滑化を図り、結核の再発や二次感染を防止す

る。

北区

結核定期病状調査事業

・実施対象者の病状について、定期病状調査報告

書により医療機関に照会した。

効果  対象者の的確な病状把握により、結核の再発や

二次感染防止の効果がある。
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荒川区

結核定期病状調査

・結核定期病状調査の協力依頼を各医療機関に発

送し、報告数に基づき手数料を医療機関に支払っ

た。

効果  結核患者及び回復者の治療状況や病状を把握で

き、効率的な患者管理ができる。

板橋区

結核定期病状調査事業

・医療機関の協力を得て、結核患者のうち保健所

において病状が把握されていない者にあっては概

ね6ヶ月ごと、管理健診を要するものであって保

健所において健診結果が把握できていない者に対

しては年1回、所定の様式により、結核定期病状

調査報告を協力医療機関へ依頼し、報告を得た。

効果  ・保健所における結核登録患者の病状把握の適

正化を補完し、訪問指導等の結核対策の迅速化、

円滑化を図ることができる。

・医療機関からの文書回答による病状把握は、

迅速かつ正確性を有しており、質の高い患者管

理を行うためには今後も継続して実施する必要

がある。

練馬区

定期病状調査

・結核登録者の病状について、登録者の状況に応

じて半年毎または年1回、医療機関等の協力を得

て調査を実施した。

効果  結核登録患者のうち病状を把握することが困難

な者について、医療機関から情報を入手するこ

とにより訪問指導等の結核対策の迅速化、円滑

化を図り、もって結核の再発や二次感染の防止

を図る。

足立区

定期病状調査

・結核病状把握のため、定期的に医療機関に対し

結核登録者及び治療後の経過観察者の病状調査を

行った。

効果  ・保健総合センターの訪問指導等結核対策の迅

速化・円滑化を図れる。

・再発、二次感染の防止

葛飾区

結核定期病状調査事業

・対象者について、医療機関に照会し、報告書料

と支払った。

効果  結核患者の適正医療の推進及び治療終了後の再

発防止

江戸川区

定期病状調査事業

・結核患者の病状について医療機関等の協力を得

て、定期的に行った。

菌検査事業

茨城県

分子疫学を用いた結核感染経路解明事業

結核菌株の収集・保存

　 結核菌の遺伝子的性状を調べるため県内医療機

関及び保健所の協力を得て、県内結核患者から

分離された結核菌株の収集及び保存を行った。

結核菌の遺伝子学的性状等の分析

　 現行法によるRFLPの分析を結核予防会結核

研究所の協力を得ながら行い、併せて結核菌株

を継代培養し、DNA（核酸）の抽出に備えた。

効果  ・結核菌の分子マーカを登録し、データベース

化しておくことで、空間的に離れて発生した事

例同士等を比較し、相互の関連を明らかにする

ことが出来る。また、施設内感染や集団感染等

の原因究明において科学的な根拠を与えること

が出来る。

・迅速な感染経路の解明を行うことにより、新

たな結核患者の抑止につながる。

・薬剤耐性等の臨床データと関連させること

で、医療機関に対して適切・迅速な情報提供が

可能であり、薬剤耐性獲得機序の解明に寄与で

きる可能性がある。

千葉県

 集団感染早期発見のための迅速DNA検査

事業

・保健所、医療機関から型別の依頼に基づき、
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DNA検査を実施し、成績を報告した。

効果  ・結核感染事例について分離された結核菌の型

別により、感染源、感染状況の把握が可能とな

り、疫学調査や予防対策に役立つ。

・県内での流行状況把握のため、今後も調査の

継続が望まれる。

耐性菌早期発見のための薬剤感受性試験事業

・保健所、医療機関からの依頼に基づき、薬剤感

受性検査を実施し、成績を報告した。

効果  ・結核菌の薬剤耐性化の傾向を迅速に判定して

治療や予防対策に役立てる。

・今後は検査法が確立していないピラジナミド

の迅速検査について検討する必要がある。

新潟県

迅速検査法の検討

・保健所で実施した結核精密健診受診者のうち菌

検査結果が陽性で早期に同定検査が必要な者に対

してPCR検査等を行い、迅速検査法による結核

菌検査の結果を検討した。

効果  ・PCR検査法と通常の塗抹、培養検査の結果

を比較検討することにより、それぞれの検査の

特徴を把握することができる。

・症例が少なく結果を出すまでに至っていない

ので、今後も継続する。

滋賀県

結核感染源調査事業

・結核患者から分離された結核菌のDNAを制限

酵素切断長多形分析（RFLP分析）することによっ

て結核菌を亜分類（DNA型別）し、これによっ

て結核菌のDNA型の地域特性を明らかにすると

共に、感染源、患者の関係を特定して感染拡大の

防止を図った。

効果  ・排菌患者の結核菌のDNA型を分析すること

により、地域特性や感染源・感染経路を解明す

る手段としてのデータ収集ができる。

・新たな感染を未然に防止するための対策を講

じ、結核の蔓延防止が図れる。

兵庫県

結核感染源調査事業

・患者とその濃厚接触者、また既に加療中の患者

から分離した結核菌を制限酵素切断長多型性分析

（RFLP分析）することによって結核菌を亜分類

し、これによって感染源・患者（感染者）の関係

を特定した。

効果  ・RFLP分析を実施することにより、結核患者

と接触した者の二次感染の防止を図るための対

策を講じることができ、結核の蔓延を予防する

ことができる。

・県内で分離された菌株のRFLPパターンが類

似するものについては、今後の分離動向を監視

することができ、今後の結核対策の推進に役立

つことができる。

結核まん延防止事業

・結核患者発生の際に、濃厚接触者を対象に塗抹

法及びPCR法に基づいた迅速検査法（アンプリ

コア法）を用いて、直接喀痰中の結核菌の検索を

実施した。また、菌検索には培養法も併せて実施

した。

効果  結核治療の対象者の確定及び結核菌の早期確定

を行うことにより、2次感染の拡大を防止し、

結核蔓延状況の改善が図れる。

結核菌検査精度管理研修事業

・結核菌検査技術及び知識の習得に関する研修

アンプリコア・マイコバクテリア法、MIGT抗酸

菌培養法、DDHマイコバクテリウム法、RFLP

分析、PCR法　等

効果  臨床（衛生）検査技師の検査技術及び精度管理

の向上により、適正な診断・治療が行われるこ

とができる。

岡山県

結核菌DNA解析調査事業

・新登録患者の培養された結核菌の菌株を岡山県

環境保健センターに集約し、指紋分析（RFLP分

析）を行った。また、感染源、感染経路の究明等

の検討のための研修会を開催した。

効果  ・県内施設（環境保健センター）において、結

核菌のDNA解析調査体制を整えることで、二

次感染防止等においてより迅速な対応が可能に

なるとともに、関係機関（保健所、医療機関及

び検査機関等）との連携体制の強化にもつなが

る。

・岡山県で発生している結核菌型の分析により

効果的対策の示唆が得られる。
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熊本県

結核感染源追跡調査事業

基盤整備

　 検査機関である熊本県保健環境科学研究所にお

ける機器、物品等の整備

 集団感染のおそれがある場合の菌株の保存と分

析

評価・分析

効果  結核菌のRFLPパターンの比較から、患者間の

結核感染伝播の状況を明らかにすることによ

り、関連する患者接触者への対応の質的な向上

を図ることができる。

大分県

RFLP分析調査

・結核菌の収集・保存を行い、長期的に結核菌の

動向を把握した。

集団感染の追跡を行い、接触者健診に活用した。

効果  感染拡大防止を図る。

沖縄県

結核菌DNA分析による地域結核管理改善事業

 県内の病院及び保健所等において菌陽性肺結

核患者から得た菌株を、結核研究所に送付し、

DNA分析を行った。

 菌株送付に際しては、各患者の個人識別情報等、

必要な情報も提供した。

 分析の結果、結核菌が同一又は酷似していると

判定された患者間の接触関係等について調査

し、結核研究所に報告した。

 結核研究所は、患者全体の分析結果について解

析し、沖縄県サーベイランス委員会に報告した。

 委員会は、この報告書及び調査で判明した接触

者への対応等について総合的な検討を行った。

関係者の研修会　1回

　講師　結核研究所

効果  ・結核は他の感染症に比べて感染から発病まで

の経過が長いため、結核の感染経路の推定には、

結核菌のクラスター分析に加えて詳細な情報収

集が必要となる。

・関連する患者間の結核感染伝播状況は今後も

引き続き分析を行い、質的向上を図る必要があ

る。

札幌市

結核菌遺伝子分析調査事業

・検体提供患者の同意を得て、結核菌のRFLP検

査を実施し、類似グループについて解析を行った。

また、RFLP結果報告会を開催し、協力医療機関

と情報交換を行った。

効果  2事例でRFLPの分析により、同一感染源であ

ることが確認され、感染経路の解明や定期外健

診の範囲や期間の決定等結核対策の充実が図ら

れる。

名古屋市

結核菌RFLP分析検査

・結核患者から得られた菌株を用いて、本市衛生

研究所においてRFLP分析を行い、その結果から

分子疫学的解析を行った。これにより感染経路・

感染源の特定や蔓延状況の把握をし、感染防止等

の対策を行った。

また、衛生研究所において本市の結核菌の情報を

収集することにより、名古屋市全体の大きな結核

感染の流れを菌株のRFLPパターンから把握し、

中・長期的な結核対策を行った。

効果  現在は、感染経路の追及や結核蔓延の解明を聴

き取り調査による情報に頼っているが、RFLP

分析を行うことで、科学的データにより裏付け

されることになり、より的確な結核対策を行う

ことができる。

大阪市

結核菌調査研究委託事業

・結核菌の分子型とそれを用いた分子疫学の調査

研究を大阪市立環境科学研究所委託した。

効果  本市の結核状況分布、特に西成・浪速区等の結

核患者の多い区の患者動向を調査することによ

り、今後の本市の結核対策事業の整備充実を図

る。

神戸市

RFLP分析調査
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11. 婦人会・リーダー育成事業

北海道

地域リーダー養成事業

・「結核緊急事態宣言」発表後における結核対策

のテーマとした講習を中心とした宿泊研修を行っ

た。

効果  ・結核に関する知識や予防思想の普及啓発が促

進されるとともに、地域保健活動のリーダーを

養成することにより、活動の活性化と広がりが

促される。

・道内各地で活動している人々が一堂に会する

ことにより、結核予防に関する情報交換ができ、

地域事情や組織の規模を超えて検討が行われ、

結核をはじめとする地域の保健活動が推進され

る。

秋田県

結核予防婦人会幹部研修会

福島県

保健衛生ミニ講座

・学校、事業所、その他老人クラブ等、地域と密

着した集団の中に保健所職員が積極的に関わって

結核に関する講話等を通しながら知識の普及と育

成を図った。

　実施主体　6保健所

　開催回数　44回

　参加者　　1653人

効果  地区リーダー組織の育成、地区組織活動の支

援、地域に根ざした保健サービスの向上につな

がる。

山梨県

地域組織活動促進事業

・結核に関する知識の普及を図り、より効果的な

結核予防事業の実施ができるよう、情報提供を積

極的に行った。

効果  最新の結核情報を学び、結核患者の保健指導や

学校における予防対策等に役立てるとともに、

地域の意識啓発を促し、結核対策に取り組むこ

とにつながる。

長野県

地域組織等活動促進事業

・地域婦人会組織の研修大会

県下各地において、結核予防対策のリーダーとし

て活動している結核予防婦人会等婦人団体の連携

を図るとともに、研修大会を開催し結核の知識を

高め、地域組織の強化を図った。

効果  ・地域婦人組織との協力関係は結核対策上

不可欠なものである。

・地域婦人組織会員が結核に関する正しい知識

等を修得することにより、地域の住民に対する

知識の還元が期待され、それに伴う県民の結核

予防意識の向上と早期発見、早期治療、二次感

染の防止を図れる。

静岡県

結核予防リーダー研修会

・結核予防の自主組織である静岡県結核予防婦人

会の幹部、市町村の自治組織の衛生担当である保

健委員や市町村保健師等を対象に研修会を開催

し、結核予防活動の活性化を図った。（静岡県結

核予防婦人会に委託し、県下3会場で実施。）

効果  地域における結核予防活動の活性化が促され、
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継続により一層の結核予防が期待される。

京都府

結核予防地域リーダー養成事業

・府内を数ブロックに分け、結核予防知識と活動

のあり方についての研修を実施した。

効果  府内各地域において各地域の実情にあった研修

会を実施することにより地域の特性を理解し

た、結核予防地域リーダーが養成できる。

鳥取県

結核予防婦人団体研修事業

・県内の婦人会の指導者を、第7回結核予防関係

婦人団体中央研修会に派遣した。

効果  他都道府県との親善交流と相互開発により、指

導者としての知識向上と県内各地域において結

核予防事業推進への貢献が図られる。

島根県

地区組織等活動促進事業

地区推進員の代表者を中央研修へ派遣した。

 婦人団体（連合婦人会）に対して、講演とパネ

ラーに等よる講習会を開催。

　 島根県環境保健公社（結核予防会県支部）へ委

託して実施。

効果  地区組織を活用することにより、結核予防対策

を広く浸透させることができる。

山口県

地区組織等活動事業

・関係団体等の会員に対して、結核意識の普及啓

発や研修を行い、会員等から広く一般住民に予防

意識を啓発した。

効果  行政機関で実施する啓発活動とは違った新たな

活動が展開され、県民の意識の高揚を図ること

ができる。

香川県

地域組織等活動促進事業

・地域の施設や自治会等の関係者を対象に、地域

の実情に応じた講習会を行い、既感染者の発病防

止や健康づくりに重点をおいた啓発を図った。

効果  結核の発病防止に重点をおいた啓発活動を行う

ことにより、高齢者における既感染結核の再発

防止が図れる。

長崎県

地域組織の育成

 結核予防婦人団体幹部講習会（福岡市）：各保

健所管内の地域組織の代表者等9人を派遣

講習会参加者による伝達講習会開催

健康まつり等での啓発

効果  ・結核予防婦人会等の育成を図ることにより、

地域に根ざした結核対策を効率的に実施するこ

とができる。

・結核の現状を周知することにより、結核に対

する正しい知識を広く普及する。

熊本県

九州地区結核予防婦人団体幹部講習会

講演「始まります！新しい結核対策」

講義「婦人会活動の活性化について」

分科会「結核予防のための婦人団体の役割」

 全体討論会「結核予防のための婦人団体の役割」

効果  各県の結核予防婦人団体の幹部が、結核に関す

る新たな知識を得ることにより今後の地域での

結核予防活動が更に活性化し、広く地域住民へ

も健診の必要性など知識の普及ができ、また結

核予防婦人団体の活性化の機会となる。

大分県

結核予防婦人会等研修事業

・予防週間に婦人会に対する研修会を実施し、一

般住民に対する普及啓発活動を婦人会及び関係職

員で実施した。

効果  高齢者の定期健康診断の受診率向上及び地域活

動の活性化を図る。

鹿児島県

地域組織等活動事業

・県結核予防婦人会に対し研修会を開催した。

効果  家庭婦人に対し、結核予防思想を普及のための

活動者を育成できつつある。
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秋田市

保健所管内結核予防婦人会研修会

・地域の問題点を取り上げ、その問題点をテーマ

に研修会を実施した。

効果  結核予防婦人会の地域における活動を、より積

極的で的確に地域住民に直結し、結核に関する

理解を得ることで、一般住民健診の受診率の向

上と、結核予防の認識の定着が図られる。

いわき市

結核ミニ講座

・老人クラブ、婦人会、地区組織等地域と密着し

た集団の中で、保健所等の職員が積極的に関わり

結核予防に関する講話等を通しながら知識の普及

につとめた。

効果  ・地区組織活動の支援をしながら、一般住民の

結核定期健康診断受診率の向上を図り、結核の

早期発見、早期治療につなげ、結核の蔓延を予

防する。

・結核予防の行動が住民自らとれる。

長野市

地域組織等活動促進事業
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12. 肺機能障害者対策事業

青森県

肺機能障害者支援事業

・結核既往者呼吸教室開催

対象：結核既往者

開催地：各保健所所在地

講師：結核専門医師、理学療法士、保健師等

回数：11回

山形県

低肺機能者健康診断実施事業

・医師・理学療法士による低肺機能者の呼吸器教

室を実施

効果  低肺機能者のQOL向上のためのフォローアッ

プが図られる。

茨城県

低肺機能者健康相談事業

・県内6保健所において、専門医師、理学療法士、

保健師等が中心となり、講習会等を開催。

専門医師による講義

 リラクゼーションを中心としたリハビリ訓練の

実施

 日常生活の過ごし方や緊急時における応急処置

等の指導

 地域の保健、医療、福祉関係者あるいは患者相

互の情報交換

効果  ・低肺機能者の日常生活の質的向上が推進され

る。

・低肺機能者への理解を深め、在宅療養の援助

体制の整備が図られる。

・低肺機能者及びその家族同士の交流の場とな

り仲間づくりが図られる。

東京都

肺機能障害者対策事業

低肺機能者を対象とした講演会（東京都全域）

 低肺機能者在宅支援事業（多摩東村山保健所管

内）

効果  低肺機能者のクオリティーオブライフの向上

神奈川県

低肺機能者講習会

新潟県

肺機能障害者の訓練教室

・低肺機能者に対し、呼吸訓練、健康相談等を実

施し、必要に応じ健康診断を実施した。

効果  ・呼吸訓練により、肺活量について有意に改善

が図られている。また、疾病理解や同じ病気の

者同志の交流により、孤独感、不安感が和らぐ

こと、不安解消が実践意欲を向上させること、

実践が自信につながること、結果的に自覚症状

の改善、QOLの向上が認められ、教室は有用

である。

・低肺機能者にとっては唯一の訓練教室となっ

ており、対象者のQOL向上のため、今後も継

続する。

富山県

低肺機能者対策事業

・呼吸器教室の開催

医師による講義

呼吸法実技等

効果  結核再発防止と日常生活への支援
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岐阜県

結核後遺症者支援技術者研修会

・専門医師による講義と理学療法士による呼吸法

実技

講演「日常生活と慢性呼吸器疾患」

講師　高山赤十字病院内科医師　西尾優氏

実技指導　高山赤十字病院PT　荒井祥司氏

 酸素機器管理指導　

帝人在宅医療㈱　嶋田直樹氏

㈱小池メディカル　石原正祥氏

効果  講義と呼吸リハビリ、実際に酸素ボンベを用い

た機器の管理等、結核後遺症者の支援にあたる

担当者にとって有意義な研修会となる。

結核後遺症者健康呼吸器教室

医師による講演

　講演「慢性呼吸器疾患との上手なつきあい方」

　講師　高木クリニック院長　高木鋼太郎氏

音楽療法士による実技

　実技「歌を使って腹式呼吸を体験してみよう」

　講師　岐阜県音楽療法士　粥川由美氏

効果  結核の後遺症者が、慢性呼吸不全の回復と結核

の再発防止について医師の指導を受けるととも

に呼吸法の実技を身に付ける貴重な機会とな

る。

結核後遺症者健康呼吸器教室

（東濃地域結核対策重点プロジェクト）

講演「自分でできる肺機能評価」

　講師　水田クリニック院長　水田隆俊氏

実技「呼吸器リハビリテーション」

　講師　木沢記念病院　理学療法士　山下恒彦氏

参加者全員の交流会

効果  ・低肺機能のメカニズムと自分自身でできる健

康管理法について習得できる。

・交流会では日常生活での疑問点等参加者相互

の意見交換ができる。

結核後遺症者健康呼吸器教室

（西濃地域結核対策重点プロジェクト）

・酸素を使っていても楽に生活する方法について

の講演、息切れを起こしにくくするための呼吸補

助筋の運動に関する実技指導、質疑応答

 医師による講演「元気に冬を過ごすために」

　講師　大垣市民病院　呼吸器科部長　堀場通明氏

 音楽療法士による実技

　「生活に取り入れる音楽療法」

　実技指導　音楽療法士　大坪信子氏

　他1回開催

効果  結核の後遺症者等慢性呼吸器疾患を持つ者が、

慢性呼吸不全の回復と結核の再発防止について

医師の指導を受けるとともに、呼吸法の実技の

身に付ける貴重な機会となる。

大阪府

結核再発予防・呼吸機能回復事業

呼吸器健診等を含めた健康診断

・ 呼吸器健診（診察、肺機能検査、血中酸素飽和

度測定、胸部X線検査）

・呼吸器医療相談

・息切れ相談会

呼吸器教室等による集団衛生教育

・呼吸器教室

・呼吸器リハビリテーション

・患者交流会

個別訪問指導

・個別相談

・訪問呼吸器リハビリテーション

肺機能障害研修会

・事例検討報告会

・予防講演会

効果  結核の再発防止と、肺機能障害者のケア体制の

確立、並びに保健所が本事業をコーディネート

することにより、医師会、病院、市町村が結集

して地域支援の広がりと連携を推し進めること

ができる。

兵庫県

結核既往者呼吸器教室事業

・兵庫県患者同盟の協力のもと、呼吸器障害に

よって在宅酸素療法が必要な者等を対象に、療養

生活上の注意事項や結核再発防止等に関する講習

会を開催し、在宅療養の支援を図った。

効果  結核既往者に対して、結核再発や在宅療養支援

を行うことにより、結核の再発防止が図れる。

香川県

  低肺機能者呼吸器教室（東讃、中讃、西讃

保健所）

・市町村保健師及び関係者を対象に、肺機能障害

に対する研修会を開催した。また、結核の後遺症
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である低肺機能者等を対象に、理学療法士、医師、

保健師等による呼吸器教室を実施し、市町が呼吸

器教室を開催する準備の機会を提供した。

効果  ・市町が呼吸器教室開催について準備意識が持

てる。

・低肺機能者が身近なところで教室に参加する

ことによりQOLを向上させることができる。

長崎県

結核ハイリスク者対策事業

 結核回復者に対する研修会の開催及び専門医に

よる日常生活での肺機能改善運動、助言、呼吸

器リハビリ指導の開催等

　 西彼保健所： H12、13年度呼吸器教室参加者に

対し、家庭訪問の実施

　 県北保健所： 呼吸器リハビリの集い（3回）　

参加者64人

　 県北保健所： 呼吸器リハビリ訪問指導（理学療

法士等による訪問）

　 五島保健所： 高齢者に対する呼吸器リハビリに

ついての研修会を実施

 発病の恐れのある者への喀痰検査、X線ポータ

ブル健診の実施（7保健所）及び療養指導

　 喀痰検査：容器配布数231人、回収者数87人

　塗抹・培養：全て陰性

　 X線検査：受診者数220人、紹介状発行者数4

人　結核患者なし

 参考書籍の配布

効果  ・結核の再発あるいは重度結核患者の発生を未

然に防ぐことにより、家族内感染等、再発患者

の発生を防止することができる。

・肺機能障害を緩和することにより、体力の保

持及び精神面でも支援になる。

名古屋市

結核既往者呼吸器教室

・肺結核の後遺症として呼吸不全のある者に対し

て、市内6保健所においてX線検査、肺機能検査

及び生活指導等を実施した。

効果  結核管理の一環として、肺機能障害者に対して

健康診断・日常生活における注意事項、呼吸不

全になったときの対策等を指導する。

神戸市

結核既往者・低肺機能者呼吸器教室の開催

岐阜市

結核後遺症者呼吸器教室

・問診、肺機能、酸素飽和度等の諸検査、講話、

実技指導（理学療法、音楽療法）、個別指導等を

実施した。

効果  結核後遺症者等の在宅での生活支援をするとと

もに、その人のQOLを高められる。

世田谷区

 慢性呼吸機能障害者に対する在宅療養生活

支援事業

呼吸器教室（春2日制）

フォロー教室（秋1日制）

効果  ・呼吸器教室の定期的開催と身近な地域での情

報交換の場を設けることで、慢性呼吸機能障害

者のQOLの向上につながる。

・継続しての参加者で呼吸が楽になったなどの

効果がみられた。
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13. 図書・資料作成事業

茨城県

冊子「茨城県の結核」作成事業

・冊子「茨城県の結核」作成

結核発生動向調査の集計結果や住民健診の受診率

等のデータをもとに結核に関する指標をまとめ、

地域別、年齢別等様々な角度から解析を行った。

効果  各保健所や市町村の防疫担当者及び県内医療機

関医療従事者等が、本県の結核の現状と問題点

を正しく認識することにより、地域及び施設に

即した対策が立てられる。

群馬県

結核指定医療機関用案内冊子作成

・結核指定医療機関に、結核患者が診断された時

の諸申請についてのマニュアルを作成し、配布す

るとともに結核医療の基準について正しい理解を

図った。

効果  結核予防法による届出について理解することに

より、届出の徹底や定期外健康診断などの対策

が早期に実施できる。

結核統計資料の作成

・結核に関する県内の統計を整理して資料集を作

成、配布して、結核の現状を広く認識してもらっ

た。

効果  県内の結核の現状を知る機会を広く提供するこ

とができる。

兵庫県

「兵庫の結核統計」の作成

・平成13年の結核状況を分析し、目で見てわか

りやすい統計資料を作成及び配付した。

効果  「兵庫の結核統計」を作成することにより、県

内の結核状況が一目で理解でき、市町、教育委

員会、医師等関係者が結核の現状を理解すると

ともに、問題点の把握ができ、各方面から結核

対策の推進が図れる。

愛媛県

結核患者管理業務マニュアル策定事業

・保健所における結核患者管理・指導の標準的な

方法、手続きを定めるマニュアルを結核担当保健

師自らが策定した。

効果  ・策定作業の中で各保健所の結核担当保健師が

日頃感じている問題点や疑問点を出し合うとと

もに、各保健所の業務の実態を紹介することに

より、策定に携わる保健師のよい勉強の機会と

なる。

・今後は、策定したマニュアルを基に、適切な

患者管理・指導が行われ、県内での結核対策の

向上が図られると考えている。

札幌市

「結核談話会発表集」の作成

・結核予防の啓発普及の資料として「結核談話会

発表集」を発行し、道内の保健所及び結核病学会

北海道支部の会員等に配布した。

効果  結核予防会が毎年実施している「結核談話会」

での講演及び事例発表を本市が集約して発行

し、最新の結核の状況、知見を提供することに

より、医師の質の向上を図ることができる。

横浜市

結核予防のための普及啓発パンフレットの作成

・定期外健診対象者等に、結核についての啓発用

パンフレットを作成し、各区福祉保健センターで
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配布した。

効果  接触者健診対象者等、一般市民への結核に対す

る注意喚起を促し、健康診断受診率の向上や、

有症状時の早期受診につながる。

旭川市

 結核指定医療機関向け結核マニュアルフ

ローチャート表の作成

・結核指定医療機関に、医師向けの結核対策（患

者管理）の流れ等を内容とした結核マニュアルフ

ローチャート表を作成し配布した。

効果  結核指定医療機関が結核患者が発生した場合に

このマニュアルを参考にすることで事務上の手

続きを迅速に行うことができ、適切な対策を立

案し、患者の早期発見・二次感染の予防を図る

ことが期待できる。

いわき市

結核予防啓発資材の作成

結核定期健康診断受診勧奨の回覧・広報の作成

 事業所に対する結核定期健康診断受診勧奨の文

書の作成

 患者向け、家族向け等の結核予防（早期治療）

に関するリーフレットを作成し、当該者に配布

した。

 結核予防週間に街頭キャンペーンを実施し、

キャンペーン時に配付する結核予防啓発資材を

作成した。

　パンフレット① 　1,400部

　パンフレット②　　500部

　リーフレット　　　200部

　 事業所に対する定期健診受診勧奨・報告の文書

1,000部

　 キャンペーン資材（ポケットティッシュ）1,000個

効果  ・児童、生徒、一般住民、ハイリスク者への再

認識効果

・住民自ら結核予防、早期発見、早期治療（受

診）の行動がとれる

・住民結核定期健康診断受診率の向上



平成１４年度

地域別事業索引
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事業名

地域名

1 2 3 4 5 6 7 8

DOTS及び患者管理
高齢者
対策

小児結核
対策

健診
結核対策

推進

結核診査会
・

症例検討会

院内感染
集団感染

対策

普及
・

啓発DOTS 患者管理 健診
外国人
対策

北海道 12 26

札幌市 6 19 35 52 61

旭川市 30 52 63

小樽市

函館市 66

青森県 12 38 55

岩手県 8 12 26 38 55

宮城県 26 38 46 55

仙台市 10 20 28 35 61

秋田県 12 46 55

秋田市 63

山形県 13 38 55

福島県 13 39 46 50 55

郡山市 53 63

いわき市

茨城県 13 50

栃木県 13 24 34 50

宇都宮市 20 53

群馬県 14 34 50 55

埼玉県 4 14 24

さいたま市

千葉県 4 14 26 39

千葉市 20 28 35 62

東京都 5 26 34 56

千代田区 32 36 68

中央区 11

港区 7 32 36

新宿区 7 32 36

文京区

台東区 33 36 44

墨田区 36 68

江東区 36

品川区 68

目黒区 37

大田区 37

世田谷区 33

渋谷区 33 37

中野区 33 37

杉並区 37

豊島区 33 37

北区 33



131

地
域
別
事
業
索
引

＊数字は掲載ページを示す

9 10 11 12 13 事業名

地域名

研修 調査・研究・モニタリング 婦人会・
リーダー

育成

肺機能
障害者
対策

図書
・

資料作成
医療従事
者向け

事業所・学
校保健向け

コホート 
観察調査

ツ反・
BCG評価

調査研究
定期病状

調査
菌検査

69 106 121 北海道

82 102 111 120 127 札幌市

86 112 128 旭川市

91 115 小樽市

91 115 函館市

69 98 104 106 124 青森県

69 98 106 岩手県

70 94 98 106 宮城県

83 103 111 仙台市

70 121 秋田県

86 123 秋田市

70 98 106 124 山形県

70 98 106 121 福島県

86 112 郡山市

86 112 123 128 いわき市

71 98 106 118 124 127 茨城県

71 99 104 106 栃木県

87 112 宇都宮市

71 94 99 107 127 群馬県

72 99 107 埼玉県

115 さいたま市

72 99 104 107 118 千葉県

97 111 千葉市

72 94 99 105 107 124 東京都

116 千代田区

中央区

116 港区

116 新宿区

117 文京区

117 台東区

117 墨田区

117 江東区

117 品川区

117 目黒区

117 大田区

117 126 世田谷区

117 渋谷区

117 中野区

117 杉並区

117 豊島区

117 北区
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事業名

地域名

1 2 3 4 5 6 7 8

DOTS及び患者管理
高齢者
対策

小児結核
対策

健診
結核対策

推進

結核診査会
・

症例検討会

院内感染
集団感染

対策

普及
・

啓発DOTS 患者管理 健診
外国人
対策

荒川区 33 37

板橋区 23 34 44

練馬区 34

足立区 37

葛飾区 34

江戸川区 34 37

神奈川県 8 27 34 56

横浜市 6 20 35 43

川崎市 7 29 62

横須賀市 31 36 44

相模原市 36

新潟県 15 46 56

新潟市 31

富山県 15 40 56

富山市 21 63

石川県 8 15 24 57

金沢市 21 24 36

福井県 8 15 40 57

山梨県 16 57

長野県 16 27 40 57

長野市 31 63

岐阜県 5 16 40 57

岐阜市 31 53

静岡県 40 57

静岡市 63

浜松市

愛知県 9 40 46 57

名古屋市 7 29

豊橋市 36 64

豊田市 21 64

三重県 16 27 41 58

滋賀県 47 58

京都府 5 9 17 27 47 58

京都市 29 35 62

大阪府 17 27 51 58

大阪市 7 20 29 43 62

堺市 21 25 31

東大阪市 7 25 31 44 67

兵庫県 5 41 47 58

神戸市 7 20 43 63

姫路市 22 64
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＊数字は掲載ページを示す

9 10 11 12 13 事業名

地域名

研修 調査・研究・モニタリング 婦人会・
リーダー

育成

肺機能
障害者
対策

図書
・

資料作成
医療従事
者向け

事業所・学
校保健向け

コホート 
観察調査

ツ反・
BCG評価

調査研究
定期病状

調査
菌検査

118 荒川区

118 板橋区

118 練馬区

94 118 足立区

118 葛飾区

118 江戸川区

73 99 107 124 神奈川県

83 103 111 127 横浜市

83 97 103 111 川崎市

87 113 横須賀市

92 115 相模原市

73 99 107 119 124 新潟県

87 113 新潟市

73 99 107 124 富山県

87 97 113 富山市

73 96 107 石川県

88 113 金沢市

73 99 107 福井県

74 100 107 121 山梨県

74 108 121 長野県

88 113 123 長野市

74 94 125 岐阜県

88 126 岐阜市

74 108 121 静岡県

88 113 静岡市

88 95 113 浜松市

74 96 108 愛知県

84 103 111 120 126 名古屋市

88 113 豊橋市

88 97 113 豊田市

75 100 108 三重県

75 100 108 119 滋賀県

76 96 100 108 122 京都府

84 112 京都市

76 96 108 125 大阪府

85 112 120 大阪市

88 114 堺市

92 116 東大阪市

76 100 108 119 125 127 兵庫県

85 103 112 120 126 神戸市

89 114 姫路市
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事業名

地域名

1 2 3 4 5 6 7 8

DOTS及び患者管理
高齢者
対策

小児結核
対策

健診
結核対策

推進

結核診査会
・

症例検討会

院内感染
集団感染

対策

普及
・

啓発DOTS 患者管理 健診
外国人
対策

尼崎市 7 23 48 67

西宮市 44 48 67

奈良県 5 28 41

奈良市 44

和歌山県 6 17 47 59

和歌山市 22 44 48 64

鳥取県 18 59

島根県 9 18 42 47 59

岡山県 6 42 59

岡山市 11 53 64

倉敷市 22 65

広島県 18 24 47 59

広島市 7 30 35

福山市 65

呉市 23 49 67

山口県 18 34 42 59

下関市 67

徳島県 18 24 42 59

香川県 9 18 60

高松市 65

愛媛県 28 51

松山市 65

高知県 10 48 60

高知市 25 31 53 65

福岡県 18 28 42 48 51 60

北九州市 20 30 48 63

福岡市 30 35 43 63

大牟田市 32 67

佐賀県 28 51 60

長崎県 60

長崎市 65

佐世保市 25 32 53

熊本県 19 42 52 61

熊本市 22 53 66

大分県 10 19 28 42 52

大分市 66

宮崎県 19 48 52 61

宮崎市 23 31 44

鹿児島県 10 43 61

鹿児島市 31 66

沖縄県 10 19 43 52
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地
域
別
事
業
索
引

＊数字は掲載ページを示す

9 10 11 12 13 事業名

地域名

研修 調査・研究・モニタリング 婦人会・
リーダー

育成

肺機能
障害者
対策

図書
・

資料作成
医療従事
者向け

事業所・学
校保健向け

コホート 
観察調査

ツ反・
BCG評価

調査研究
定期病状

調査
菌検査

93 116 尼崎市

93 西宮市

77 105 109 奈良県

89 114 奈良市

77 100 105 109 和歌山県

89 98 114 和歌山市

77 94 100 109 122 鳥取県

77 95 109 122 島根県

78 95 101 109 119 岡山県

89 103 114 岡山市

114 倉敷市

78 101 109 広島県

85 103 112 広島市

89 福山市

93 104 116 呉市

78 101 110 122 山口県

93 116 下関市

79 95 101 110 徳島県

79 101 110 122 125 香川県

90 95 114 高松市

79 110 127 愛媛県

90 103 114 松山市

79 97 110 高知県

90 114 高知市

80 101 110 福岡県

85 103 112 北九州市

85 112 福岡市

93 116 大牟田市

80 110 佐賀県

80 102 110 122 126 長崎県

90 115 長崎市

94 116 佐世保市

81 102 110 120 122 熊本県

90 104 115 熊本市

81 102 111 120 122 大分県

91 115 大分市

82 102 111 宮崎県

91 115 宮崎市

82 122 鹿児島県

91 115 鹿児島市

82 105 111 120 沖縄県



136

MEMO
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MEMO
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MEMO
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MEMO
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MEMO
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MEMO
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MEMO
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MEMO
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