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1. DOTS 及び患者管理事業
DOTS 事業

・患者の確実な服薬を支援するために、結核病床
を有する全医療機関参加のもとで会議を開催し、
統一的な院内 DOTS 手法「結核対策千葉方式統一

埼玉県

院内 DOTS 実施要領」を定めた。その要領に基づ
き病棟における効果的な服薬管理と患者の安全な

M DOTS の実施検討のための結核病床連携強
化事業

服薬を図るために「服薬支援管理車」を作成し服

(1)医療機関と保健所による「退院指導の手引き」

また、院内 DOTS の成果を退院後に結びつけるた

薬の巡回指導を行った。

の共同作成作業

めに、医療機関と保健所との、連絡票等を作成し、

結核病床を有する指定医療機関と管轄保健所に

情報を共有化することにより、患者を中心とした

おいて、退院後の治療脱落者予防や院内での治

結核対策を実施した。

療経過の共有化を図るために「手引き」の作成
作業を行った。
（年 6 回）
(2)治療困難事例に関する検討会議の開催

効果 感染予防または有効な治療のために最も重要な 35 条

適用患者を対象とし、県内すべての結核医療機関で統
一的な方法により、服薬を徹底すること、また退院後

助言者を招き、保健所職員が管理中の治療困難

についても確実な服薬を入院中に習慣として身に付け

事例について直面している問題点や治療継続に

ることで治療脱落ゼロを目指す第一歩となる。また、

むけた具体的な対策（取り組み）を検討する会

医療機関と保健所が患者情報を共有化することで、確

議を行った。
（年 2 回）

実な患者管理ができるようになる。

(3)病院・保健所間連携強化会議の開催
県内 2 医療機関において、入院加療対象者に対

東京都

する病院・保健所双方の入院及び退院後の患者
管理の状況について情報を共有し、治療困難ケ

M 大都市における結核の治療率向上事業

ース等のフォローアップ体制の整備に向けた今

(1)山谷地域直接服薬確認治療（DOT）

後の連携強化策を検討する会議を開催した。

(2)病院内直接服薬確認治療（DOT）

効果 本年度から着手した新規事業であり、当初予定した結

核病床を有する全ての病院で実施するには至らなかっ
たが、今後も保健所の連携を図ることにより、治療中

(3)結核病院の病床利用状況の把握
(4)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

断者の増加の抑制が期待される。

・直接服薬確認治療（DOT）の普及促進

また本年度の連携会議によって得られた成果を踏まえ、

・医療機関等、関係機関との連携強化

来年度以降は全県的に病院と地域の連携強化を図ると
ともに、地域資源やマンパワーに即した患者管理及び

大阪府

院内 DOTS の在り方を検討していきたい。

M 若年者結核対策特別促進事業

千葉県

(1)府立高校における直接監視下化学療法（DOT
方式）の実施

M 千葉県内・統一院内 DOTS 等実施事業
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最近の保健所が実施した府内の高等学校におけ

る結核の集団感染対策事例では、X 線撮影検査

横浜市

1

の対象外である 2、3 年生が初発患者となって
いるケースがある。

z 横浜市 DOTS 事業

そこで、これら高校生に対し有症状時における

(1)寿町勤労者福祉協会診療所での DOTS 治療の

受診の啓発と家族等の結核発生に伴う健診の結

実施と地域における結核治療の充実

果、初感染結核（マル初）と診断された場合に

看護師が月〜金曜の毎日服薬確認を行い、来所

おける確実な治療完了（6 カ月間の服薬）が重

しない患者については、治療中断防止を図るた

要となってきており、本人及び家族の了解のあ

め、保健師、ケースワーカーの訪問等を実施し

った者に対し府教育委員会と連携の上、直接監

た。

視下化学療法（DOT 方式）を実施した（30 人

また、糖尿病・アルコール依存症等の基礎疾患

程度予定）
。

を有した結核患者の外来治療を推進するため、

(2)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

週 1 日結核専門医を配置した。
(2)国立療養所南横浜病院での院内 DOTS 支援と

して結核予防のための啓発パンフを作成配布し、

効果的な患者管理

結核予防知識の周知徹底を図った。

寿地区の結核患者の大多数が入院している南横

(3)養護教諭等に対する研修会の開催

浜病院へ MSW とカウンセラーを派遣し、ケー

学校における生徒の健康管理や学校健診におい

スワークやカウンセリングで治療中断防止を図

て重要な役割を担う養護教諭等に対して結核に

り、DOTS 治療の動機付けや DOTS カンファ

関する実務研修を実施し、もって健診等の効果

レンスの開催、関係機関へ迅速な情報提供を行

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

った。
(3)DOTS 事業をバックアップする地域の連携体制

関心の低い若年者における結核発病を防止するととも

の整備

に、結核予防知識の普及啓発を図ることができる。

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、結核対策ネットワーク

奈良県

会議を開催した。
効果 ・治療脱落を予防し、結核治療完了率を高める。

M DOTS 支援事業

・感染の拡大を防止する。

・ 13 年度対象者に対しては、退院後、10 カ月間週

・医療、保健、福祉の関係機関が各々の役割を再認識

5 回 1 日 2 回（1 回につき 2 時間）、支援者を 2 名派

し、患者の支援体制の整備と実効性の高い結核対策を

遣する予定であったが、対象患者が 13 年 4 月に自

推進することができる。

宅前で倒れ、緊急入院し、14 年 3 月末まで入院中

・ DOTS 治療の導入で、入院期間の短縮や医療費の

であった。このため、退院後の服薬支援は実施し

軽減を図り、結核病床の確保ができることとなる。

なかった。DOTS 服薬支援者の確保と、要綱の作

・市内の結核病床を有する病院の院内 DOTS を推進

成のみ実施した。

する。

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

x 全国 DOTS 推進連絡会議
(1)基調講演

札幌市

(2)治療率向上（DOTS）のための戦略についての
パネルディスカッション

M DOTS 対策事業
・結核病院と意見交換を行い、次年度の本格的事
業実施に向けての体制作りを行った。
効果 治療中断により再発、再排菌になっていた患者を確実

に治療することによって、感染防止、罹患率の低下が
期待される。

①コホート評価（菌検査結果の評価、菌検査
の把握方法、定期病状調査、訪問等）
②院内 DOTS の取組み（服薬確認、薬からの
確認、電話連絡、文書連絡、訪問）
③病院と保健所の連携、診療所と保健所の連
携のあり方）
(3)DOTS 事業紹介
効果 各自治体での活動や成果等の情報交換に努めることに
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より、DOTS を実施している自治体間の相互の連携

尼崎市

を強化するとともに、治療率を高める取組みをより一
層強化し、推進につなげることができる。

M DOTS 事業推進検討会の開催
・予防可能例、対応困難例（治療拒否・中断・放

川崎市

置例等）や、新登録患者の患者及び接触者健診
のあり方について事例検討会を行い、問題点を

M 川崎市結核対策 DOT 事業

明らかにすることで本市の DOTS 事業の方法

・専門家を交えて推進会議を開催し、報告、評価、

を検討した。また、DOTS 事業が現体制の中で

検討を行った。

実施可能な事例がある場合はモデル的に実践し

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。

ながら、検討を重ねた。
効果 本市の患者の特徴及び医療機関等の条件に見合った

DOTS 事業の推進を図ることで、確実に結核患者の
治療を成功させ、感染の拡大及び薬剤耐性菌の出現を

名古屋市
M DOT 事業

防止する。

新宿区

・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、本事業を説明、本人の了承

M 結核患者服薬治療支援事業

を得た上で退院後診療所に通所させ、DOT 事業の

(1)入院患者に対し保健師が病院訪問した際に面接

一部を受託した診療所が直接監視下投薬などを行

し、服薬治療支援事業（DOT）を紹介し、了

った。

承を得た。

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。

(2)服薬治療支援事業（DOT）を了承した者に対
して、月 1 回 DOT 看護師が病院訪問をした。
(3)退院連絡が病院から来たら、福祉事務所に連絡

大阪市

し宿所確保を依頼した。
(4)退院時、保健師か DOT 看護師が退院時指導に

M DOTS 事業の実施

つきそった。

・治療が不完全になりがちなあいりん日雇労働者

(5)月〜金の午前 9 時 30 分から 11 時の間に通所し

等に対し、抗結核薬の服用を看護師が直接見届け

てもらい、DOT 看護師の面前で服薬した。

る DOTS を実施した。

(6)退院後主治医が必要と認めた期間、服薬を支援
した。

神戸市

(7)DOT 修了者に対し、DOT 卒業祝い茶話会を開
催。参加者と共にお祝いすることにより、他の

M DOTS 事業の実施
・結核患者のうち DOTS の趣旨を理解した患者
（16 人）に対し、服薬継続のための動機づけを行

DOT 参加者の励みとしたい。
効果 ・入院…退院…宿所確保の流れができたため、退院間

近の自己退院がなくなりつつある。

いながら、抗結核薬の服用を服薬支援者が直接見

・月 1 回入院中に保健所からの訪問があるため、医

届けた。

療のことや退院後の生活不安などの相談にのることに

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、罹患

がり、治療終了者が増える。

率の抑制が図られる。

・ DOT 参加者同志のつながりができる。

東大阪市
M DOTS 調査・研究事業
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より患者の不安がなくなるので、服薬確認事業につな

患者管理事業
神奈川県

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

M 結核患者管理促進事業

z 精度管理事業

(1)結核治療中断・継続困難者早期把握支援システ

(1)保健所技術職員を対象に研修を実施した。
(2)定期外健診のシステムの構築により効率的にフ

ム
協力医療機関からの治療中断者情報に基づき、
各保健所は訪問など治療継続困難者へ保健指導
により受診勧奨した。また、保健所と医療機関
との間で対応困難例に関する症例検討を行った。
(2)結核患者・家族情報管理システム

ォローを実施した。
(3)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、結核拠点病

院との連携によりお互いの役割を共通認識し、効率的

接触者健診の健診予定日の管理、結核各種台帳

な患者管理を行うことにより、保健所での結核対策の

整備、集計処理の自動化により結核予防事務の

推進が図れる。

円滑化を図った。
効果 医療機関との連携を図り、治療中断患者を早期に発見

し、治療継続困難者に対する保健指導を行い、不規則

x 結核患者相談事業
(1)生活相談事業

治療から生ずる多剤耐性結核の発生予防や蔓延を防止

相談員が主要病院及び在宅療養患者の自宅に出

する。また、接触者健診を確実に実施するとともに結

向き相談を受けるとともに、電話（FAX を含

核事務の円滑化を推進する。

む。
）でも常時相談を受けた。
(2)医療相談事業

岐阜県

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

M 保健所と医療現場の懇談会（西濃地域結核
対策重点プロジェクト）

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。

・患者及びその家族等周辺者に対して適切な（正

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

確・迅速）指導を行うために、保健所と医療機関

等を行うことによって、病院、保健所でカバーしきれ

が連携する上での問題点等について検討した。

ない結核患者のニーズに応え、その福祉を増進するこ

効果 ・医療機関と保健所のそれぞれの立場で、治療期間の

とができる。

長期化の要因を検討することができる。
・院内 DOTS の現状が解り、退院後の継続看護につ

和歌山県

いて医療と行政が一体となり患者を支援する体制づく
りについて検討することができる。

M 療養生活者生活指導強化
(1)結核症の入院患者について、結核病院（医師・

愛知県

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

M 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

を強化した。
(2)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。
(3)看護職員や事務職員を対象とした研修会を開催
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

が予防される。

体制を強化することや患者に対する結核教育を徹底す

・肺結核及び胸郭切除術等に起因する呼吸不全者及び

ることにより、より適正な療養生活の確保や退院後の

その恐れのある者に対して、健康診断や日常生活、福

生活指導が強化される。

祉制度等に関する健康相談を実施したことで、良好な
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島根県

佐賀県

M 登録者管理事業

M 患者管理研究事業

・結核管理カード（ビジブルカード）から病状不

・研修会の開催

明者をリストアップし、保健師による受診勧奨及

講演：
「今 結核について知らなければいけない

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

こと」
効果 患者管理を通じて保健師の役割の重要性を認識させ、

結核患者の治癒率の向上に役立てる。

香川県
M 結核患者相談事業

大分県

・結核の入院患者、在宅患者及びその家族を訪問

M 結核患者支援ネットワーク検討会

し、医師・保健師等による医療相談、生活相談事

(1)結核患者支援ビデオ作製（入院編・退院編・外

業を実施した。
効果 療養体験に基づく相談活動の一層の充実強化を図るこ

とにより、結核患者・家族の療養自覚を高め、医療中
断の未然防止が図れる。

来編）
院内 DOTS にむけての講習会
結核菌検査情報の構築
(2)結核の基礎知識を学び、患者搬送について検討
を行った。

高知県

効果 ・結核患者の療養支援が行える。

・結核患者の治療中断、脱落を防ぎ、治療完治が期待

M 結核患者相談事業

される。

(1)低肺機能者健康教室

・結核菌情報の把握が迅速に行える。

結核等により呼吸器に障害を持つ患者に対し、

・指定医療機関関係者、行政関係者、消防署の連携が

医師・理学療法士等による実生活面における健

図れる。

康教室を実施。
（参加者数 50 人）
(2)入院患者等の訪問相談

宮崎県

結核回復者である相談員が入院患者を訪問し、
入院中の諸事、仕事や生活に関する相談に応え

M 患者管理等連絡会議事業

るとともに、結核についての正しい知識を普及。

・患者管理等連絡会議を年 3 回開催した。

（訪問施設数 13 病院、相談者 52 人）
(3)健康に関する催しの場に相談コーナーを設け、

医療機関及び保健所の抱える問題点・現状につい
て協議した。特に、入院中に問題のある事例・退

健康・医療相談及び結核予防に関する普及啓発

院後治療中断が予測される個々の事例について協

のため、パネル展示等を行った。

議し、患者管理の充実を図った。

結核予防週間に合わせて、啓発用のグッズ（テ

効果 ・問題のあるケースについて時期に即した検討会を実

ィッシュペーパー等）を作成し、県内市町村や

施することにより、入院期間から治療の徹底・退院後

医療機関に配布。

の治療中断を防ぐことができる。

（相談会開催回数 3 回、相談参加者数 298 人）

・患者、家族及び医療機関スタッフとの連携が密にな

（ティッシュペーパー 66,000 個）

ることで、接触者調査及び定期外健診等がスムーズに

効果 ・患者に対するきめ細やかな対応により、患者等に安

実施できる。

心感を与え、結核についての正しい知識の普及や在宅
療養の推進を図られ、呼吸教室では、各個人の相談を

岡山市

受けていただき、生活面での支援が実施できる。
・医療や生活全般について、相談実績もあり、継続し

M 結核患者管理促進事業

て実施し、併せて結核に対する啓発活動も継続する必

(1)治療状況追跡調査（コホート観察調査）の評価

要があると思われる。

分析
前年にまとめた結果を指定医療機関等へ情報提
供し、治療成績向上に役立てた。
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(2)登録者の職種別罹患率の調査分析等

(3)結核予防週間に合わせて街頭で啓発用ポケット

調査結果のまとめや、接触者健診等の意義など

ティッシュやチラシの配布を患者同盟と協力し

結核対策についてまとめたリーフレット等を配

て実施した。

布するとともに、産業保健関係者の研修等を行

昨年度までは、啓発普及事業の中で実施してい

った。

たが、本年度からは本事業に独立させて実施し

(3)患者及び接触者検診管理システムの構築
①患者及び接触者健診管理システムの構築

た。
効果 患者及び療養者についての理解の促進につながる。

・平成 12 年度…システムの仕様を検討、患
者管理・接触者用リーフレ

大牟田市

ットの検討
・平成 13 年度…システム仕様等の作成、リ

M 結核登録者支援強化事業

ーフレットの作成

・結核手帳「回復をめざして」を作成し、結核登

各保健センターとのネット

録者への支援として訪問時に本人へ配布し、結核

ワークシステムは次年度以

登録についての説明を行い、手帳を媒体とする保

降も継続

健所との良好な関係を構築した。

②患者管理促進のための医療機関との連携体制
整備

効果 ・平成 13 年度登録者及び新登録患者へ手帳を配布し、

結核回復へ向けた支援と説明が可能となる。手帳を本

平成 13 年度〜・医療機関との連絡会議開催
・マニュアル作成（連絡票
等の作成、情報の共有化）
③結核予防可能例の分析（電算システムの項目
にも加える）

人、医療機関、保健所の共同利用による記録の確認が
容易になる。
・保健師の訪問時の内容についても、訪問の記録とし
て残すことができ、担当者間の情報の共有と適切な保
健指導が可能となる。

平成 12 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

中央区

行い、重症で発見された患
者の傾向を分析した。
平成 13 年度〜・システム的に結核予防可能

M 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、

例分析が可能な体制をつく

結核患者及びその家族等に対する受療勧奨その他

った。

の指導及び感染防止の措置等結核対策を実施する

・分析結果から明らかになっ
た課題への対策を施策に反

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。

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。

高知市
M 結核相談事業
(1)従来から高知県が実施している患者団体である
高知県患者同盟の委託事業に、高知市としても
併せて協力して実施した。
(2)結核研修などの機会に、冊子を配布した。
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2. 高齢者対策事業
北海道

(1)①平成 11 年〜平成 13 年の定期健診未受診者約
100 人に受診勧奨を行うとともに、健診を実

z 老人福祉施設等結核予防対策事業

施した。夜間の健診も実施したが、受診者は

・地域の健康な高齢者のレクリエーションや老人

22 人であった。

クラブの活動の場である老人福祉センター等通所

②管内の 1 医療機関に協力を依頼し、訪問看護

型の老人施設または老人ホーム等を会場に、保健

対象者 100 人のうち希望者に喀痰検査を実施

所職員（1 チーム 4 人：医師、保健師、診療放射線

したが、寝たきり者であることから痰の排出

技師、事務担当職員等で構成）による健康教室を

が困難なため実施できた者がいなかった。

52 カ所（全道 26 保健所、1 保健所につき 2 カ所）

③管内町における公民館単位の高齢者の集会を

で開催し、結核についての正しい知識の普及啓発

利用し、結核予防についての講演会を実施し

を図り、結核の発病を予防するとともに、早期発

た。

見につながる定期健康診断の受診勧奨を行った。

(2)市町村の協力のもと、60 歳以上の一般住民健

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

診未受診者 304 人に受診勧奨、アンケート調査

康な者でも加齢に伴う体力の衰えから、いつ発病する

及び電話指導を行うとともに、X 線車による健

か予測がつかない感染者が多数潜在している状況にあ

診を実施した。受診者 103 人。

る。
また、特に健康な人ほど重症化するまで放置する傾向
にあることから、保健所職員が施設入所者を対象に結

(3)岩手県予防医学協会に協力を依頼し、寝たきり
（歩行困難）者の結核健診を実施した。受診者
84 人。

核に対する意識啓発を図るため講習会を実施し、定期

効果 ・高齢者に結核健診受診、結核予防知識の普及啓発を

健康診断の受診を勧奨して、発病の予防及び集団感染

行うことにより、今後の定期健康診断受診率向上及び

の防止につなげた。

有症状時の早期受診につながる。
・寝たきり等により一般住民健診を受診できない住民

x 老人福祉施設健診モデル事業

に受診の機会を提供できる。

・老人福祉施設にポータブルの X 線装置を持ち込
み、寝たきりの老人など定期健康診断受診困難な

宮城県

入所者に対して、健康診断（X 線撮影及び必要に
応じて喀痰検査）を実施。
効果 結核健診は受診困難とされていた寝たきり老人等に対

する健康診断を実施することにより、健診の実施者で
ある施設の長及び入所者の健診実施等の意識改革を図
り、また、入所者の発病を早期に発見し、診断の遅れ、

z 寝たきり者健康診断
・保健所から出向いて、レントゲン検査や喀痰検
査等の健診を行った。
効果 今年度の患者発見はなかったが、対象者および関係者

の結核予防の意識高揚が図れる。

重病化、集団感染を未然に防止することが期待できた。

x 老人福祉施設等職員研修

岩手県

・塩釜保健所管内の社会福祉施設等の管理者、及
び関係機関職員に対し結核予防に関する知識、啓

M 高齢者等に対する結核予防総合事業
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発の研修会を実施。

効果 ・施設における結核感染予防の強化

・施設内で結核が疑われる患者が発生した場合、迅速

て、結核の早期発見、家族内感染の予防が図られ、ま
た同時に結核予防意識の高揚も図られる。

に適切な対応ができる動機付けができた。

栃木県
秋田県

2

M 意識調査分析による地域格差是正指導事業

M 高齢者等に対する結核予防総合事業

・結核感染の可能性が高い高齢者施設等に対し、

(1)高齢者及びその家族等に対して、初期症状等の

実態調査を実施し、研修会等を実施し、高齢者の

情報を伝えるパンフレットを作成し、配布した。
(2)高齢者が利用する医療、保健、福祉サービス関

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、

係者を対象とした研修会を開催し、結核に対す

定期健康診断の定着、患者の早期発見及び早期治療が

る認識を深めるとともに早期発見に努めるよう

期待できる。

周知を図るとともに、喀痰の取り方について実
習し、検査の適切な実施を図った。

群馬県

(3)高齢者の施設や居宅サービスに従事する人や市
町村の住民健診等に携わる人々から協力を得て、

z 老人クラブ（長寿会）の未受診者健診

寝たきり者等で健診を受けていない人から喀痰

・クラブごとに平成 12 年度結核健康診断未受診者

を採取して、県総合保健事業団に委託し喀痰検

を確認し健診を実施するとともに、受診勧奨を行

査を実施した。2 保健所 24 人

った。

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

効果 高齢者層での結核感染（発病）を未然に防ぐことによ

り、罹患率の低下が期待できる。

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

x 高齢者結核予防対策事業

染予防が図られる。

・対象施設に訪問し、結核健康診断実施状況や健
康診断の実施の有無等を調査し、施設内感染対策

山形県

の指導を行った。
効果 施設内の結核予防意識の高揚を図れる。

M 高齢者等に対する結核予防総合事業
(1)高齢者及び家族に対する啓発普及
講習会等の開催
(2)保健・医療・福祉サービスの従事者に対する啓
発普及
研修会の開催
効果 本県の結核患者の 2/3 以上を占める高齢者を対象に、

c 老人保健施設職員に対する結核研修会
・結核に関する有識者を講師に招き、老人保健施
設関係職員に対し、高齢者を収容する施設におけ
る結核対策の重要性について、研修を行った。
効果 結核の高危険群である高齢者を収容する施設での集団

感染を未然に防止することが期待できる。

重点的に罹患率・有病率の減少を推進するため、結核
に関する正しい知識の普及を図る。

福島県

埼玉県
M 高齢者等に対する結核予防総合事業
・県内の保健所に対し平成 12 年度の定期健康診断

M 高齢者の結核予防対策事業

の月報提出状況に関する調査を行った。同時に、
県内の高齢者福祉施設について定期健康診断の実

茨城県

施状況を把握するためアンケート調査を実施し、
施設職員等に対する結核予防教育の実施の有無な

M 寝たきり老人等結核健康診断事業

ど、施設内での感染予防への取り組み状況に関す

・問診、血圧測定、保健指導（医師、保健師等）

る基礎データをまとめ、各施設に対して還元した。

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、受診機会がない住民につい

効果 県内の高齢者施設に対し、結核健診の実施及び保健所

への実施報告の徹底を図ることで、結核患者の早期発
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見・早期治療の重要性を伝えるとともに、入所者の健

新潟県

康管理の在り方及び保健所への要望等を把握すること
ができる。本年度の入所者調査によって得られた基礎

z 高齢者に対する INH 投与

資料をもとに来年度に実施を予定している通所者を対

・委託医療機関において対象者を選定して INH を

象とした施設の健康管理状況把握のための調査との比

投与した。

較を行い、老人福祉施設利用者全般に関する健康管理
の実態と管理上の課題をさらに明確にしたい。

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、本年度、実施対象者に該当する者がなかった。

千葉県

x 寝たきり者の健診

z 寝たきり老人等の結核健康診断

・結核健診受診不可能者に対し、喀痰検査を行い、

・携帯用胸部 X 線直接撮影（必要に応じて喀痰検

患者の早期発見、家族内感染予防に努めた。

査）

効果 菌陽性患者の発見率では、7 年間平均で 0.07 ％であ

効果 実施者数 113 人に対し要精密検査者は 8 人であり、

り、県の一般住民（胸部健診）からの発見率 0.01 ％

要観察者を含めると（16 人）14 ％と高い割合を示

を上回っており、患者の早期発見、家族内感染予防に

した。

つながっている。

高齢者の結核を早期に発見するにあたり、在宅療養者

患者発見に有効な事業であるため、今後も継続する。

等の携帯用胸部 X 線直接撮影は有効であると思われ
る。

x 高齢者結核の早期発見事業

富山県
M 老人保健施設入所者健康診断事業

・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 84 人の者に、喀痰ま

石川県

たは咽頭粘液による結核菌検査を行った。
検体の提出は 3 日連続が 72 人、2 日連続が 11 人、1

M 高齢者等に対する結核予防総合事業

日が 1 人だった。塗抹検査は 84 人全員陰性で、培

(1)①講演：
「高齢者における結核対策〜集団感染

養検査では 4 週時点で 84 人全員陰性であるが、8
週については検査中である。
効果 現在のところ、塗抹検査では 84 人全員陰性である。

検査を受けた者のうち、15 人（17.5 ％）は準寝た
きりで、56 人（66.7 ％）は寝たきりである。身体
的な障害等から胸部 X 線検査を受けることが容易で
はない高齢者の結核発見を、喀痰検査をとおして実施
できる。

の現状と対策」
講師：結核予防会結核研究所 星野斉之氏
②意見交換：各施設のリスクアセスメントに基
づく講話及び意見交換
③結核予防啓発用パンフレットを作成し、老人
会等を対象に配布
(2)事前検査（胸部 X 線、喀痰検査、肝機能検査
等）を実施し、INH 投与対象者を決定。2 週間

c ホームヘルパー等結核研修会

に 1 回、通算 6 カ月間 INH を投与し、定期的に

・講演：
「結核の現状と院内・施設内感染症対策に

肝機能検査、胸部 X 線検査、喀痰検査を行っ

ついて」
講師：千葉大学医学部附属病院呼吸器科医師
猪狩英俊氏
効果 平成 11 年度に小規模事業所の管理者、平成 12 年度

に医療機関・老人保健施設・特別養護老人ホーム等の

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、

施設職員、平成 13 年度に在宅の老人の介護に携わる

高齢者の結核の重症化・再発の防止及び蔓延の防止に

ホームヘルパー等を対象とした啓発事業を行い、高齢

つなげる。高齢者の有症状時の早期対応及び職員の健

者結核の早期発見に寄与することができたと思われる。

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。
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昨年投薬を完了した 4 人、さらに今年 4 月まで投薬

会場：鯖江市 陽会館

中であった 1 人の計 5 人に関する経過を観察中であ

講師：結核研究所 鹿住祐子氏

る。現在結核発病は認められていない。

演題：
「今の結核・昔の結核」
参加者：協力員 24 人他、地区保健推進員な

福井県

2

ど 80 人
②管内専門職研修

z 高齢者等に対する発病予防事業

日時：平成 14 年 2 月 21 日 18：30 〜 20：30

・高齢者及び糖尿病患者は、結核発病の危険が高

会場：鯖江市 陽会館

いこと、発病の初発症状等についての知識をパン

講師：結核研究所 小林典子氏

フレット等で提供し、理解と注意喚起を図った。

演題：
「病院・施設における結核対策の強化

配布については、県内約 600 の医療機関の窓口で
配布した。

看護職としての視点と具体的対応」
参加者：丹南健康福祉センター管内の医療機
関に勤務する看護師約 250 人

効果 ・結核のハイリスク者に対し、結核に対する注意喚起

を促し、自己管理により結核の早期発見が図られる。

効果 ・保健所、医療機関、地域（結核予防協力員、保健推

・パンフレット配布を、医療機関と協力することで、

進員など）が協力することで、高齢者の結核への関心

医療機関の結核ハイリスク者に対する認識を深めるこ

を高め、有症状者の早期発見につなげることができる。

とができる。

・市町村へ高齢者を中心とした効果的な健診体制を含
めた結核予防対策を徹底できる。

x 結核予防対策強化推進事業
・丹南保健所管内の市町（鯖江市、武生市、清水

山梨県

町）の住民集団健診対象者
管内人口 205,501 人 一般住民健診対象者 46,648 人

M 高齢者に対する結核予防総合事業

(1)結核健診対策検討委員会開催

・研修会を開催し、結核に関する知識の普及を図

委員：結核診査委員代表（1 人）、市町村保健
担当職員（3 人）、医師会代表（3 人）、
老人会代表（3 人）、モデル地区の保健
推進委員会長（3 人）

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

助言者：福井医科大学 環境保健学教授
日下氏

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。

開催日：第 1 回 平成 13 年 10 月 12 日(金)

長野県

第 2 回 平成 14 年 3 月 6 日(水)
協議内容：・モデル地区健診方法の検討
・アンケート調査の検討

M 高齢者に対する結核予防総合事業

・健診結果の評価、分析

・結核罹患率の高い高齢者に対する講習会

(2)結核予防協力員の活動推進

市町村等と連携して、高齢者等を対象とした結核

12 年度に委嘱した結核予防協力員（8 人× 3 地

に関する講習会を開催し、健康指導、保健指導等

区）の地区での活動を促進した。

をあわせて行い、罹患率の高い高齢者に対して正

(3)アンケート調査

しい知識の普及と予防意識の向上を図った。

管内医療機関等の看護職員に対し、アンケート
調査を実施した。
対象人数 1,631 人

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。

回答数 1,404 人

回収率

・県内の結核患者は約 7 割が 60 歳以上の高齢者で占

86.1 ％

められており、高齢化率も年々上昇傾向にあるため、

質問内容 結核に関する知識、認識

引き続いての啓発が必要である。

院内感染防止に関する知識について
(4)関係者の研修会開催
①モデル地区結核予防協力員研修

・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。

日時：平成 13 年 11 月 3 日 14：30 〜 16：00
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岐阜県

京都府

z 高齢者又は介護者研修会

z 高齢者予防投与事業

・
「高齢者の結核と予防について」

(1)住民健診受診者の中から発病の恐れのある者等

講師：中濃病院呼吸器科 部長 前田 憲生氏
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。

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。
(2)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

x 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）
・講演内容：結核の特徴、現状、予防対策について
資料：ビデオ「知っておきたい結核の知識」
冊子「結核予防マニュアル」
「知って防ご

実施した。
(3)服薬管理及び支援については保健所が対応した。
効果 高齢者による発病を抑えることにより、新規感染及び

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。

う結核」
「結核院内感染の手引き」
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

x 結核情報普及強化事業

ができる。

・高齢者等を対象として

・高齢者入所施設における、日頃の入所者の状態把握、

(1)結核情報等の提供を、あらゆる広報媒体を使用

健診、有症状時の受診の必要性について理解を深める。

して広報し、健診の受診を促した。
(2)最新の結核情報を随時取り込めるようホームペ

三重県

ージを作成し、開業医等に広く情報を提供した。
(3)保健所単位等において集中的な講演会等を実施

M 高齢者に対する結核予防総合事業
(1)在宅高齢者 76,800 人に対し四日市医師会の協力

し、意識の啓発を行った。
効果 集中的な啓発活動による成果を評価することにより、

を得て、結核の理解を得るための啓発活動及び

今後の啓発事業の在り方を探るとともに、結核に対す

早期発見のためのリーフレットの配布をした。

る関心が高まる。

(2)富田地区の在宅高齢者また有症状の動けない高
齢者 450 人を対象について主治医の協力を得て

c 指定医療機関等研修事業

痰を採取し、DNA プローブ法による結核菌検

・地区医師会を単位として、高齢者等の結核の基

査を実施した。

礎知識及び院内感染防止等の研修会を実施した。

承諾者 32 人 痰採取 22 人 異常無 22 人
(3)老人関係施設職員（8 施設・ 153 人）に対し結
核の専門的研修を開催し、その後、施設内で保

効果 地区医師の意識を高めるとともに、高齢者等の結核診

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。

健師による実践的な研修を実施し、また、結核
に対するアンケートを実施した。

大阪府

効果 ・高齢者の菌検査については、痰採取が困難であった

が、普及啓発を含め結核に対する日頃からの意識の向

M 高齢者等に対する結核予防総合事業

上につながり、来年度も別地域において高齢者対策と

(1)高齢者に対する健康教室の開催（(社)大阪エイ

して引き続き実施する。

フボランタリーネットワークに委託）

・今回の事業により地区医師会の協力が得られたこと

結核発病確率が高い高齢者を対象として、医師

は、結核対策の協力体制の一環につながる。

の講話、生活指導等を行い、結核予防と家族を

・高齢者施設職員に対する研修等では、当初結核の集

含めた健康管理の必要性を再認識させることに

団予防意識の低さが見られたが、事業終了後のアンケ

より、結核罹患率の低減に努めた（ブロック別

ート調査結果では、82 ％の職員が今後の業務に生か

に開催）
。

していくとの回答であり効果が見受けられる。

(2)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、
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有症状時の受診勧奨を行うことにより、早期発

岡山県

見、早期治療に努めた。
でサービスを受けている高齢者（施設設置者に

M 高齢者施設・医療機関結核対策コーディネ
ート事業

健診実施義務がない）に対して喀痰検査及びレ

・関係機関と連携し受診率 100 ％を目標に入所者

ントゲン検査を実施した。

の定期健康診断を実施する他、日常の健康管理体

なお、今年度は老人デイケアサービスセンター

(3)INH 予防投薬

制を確立した。特に施設長に実施義務のない、通

国の実施要領に基づき保健所が対象者を選定し、

所介護、短期入所生活介護のうち、定期健診未受

予防投薬に関する委託契約を医療機関と締結し

診者に対し健診を実施する等施設内感染防止対策

実施した。

について具体的にコーディネートした。

(4)都市と健康：結核対策サミットの開催・参加
効果 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

効果 高齢者施設・医療機関の現状と問題に即した結核感染

対策について示すことができ、院内（施設内）感染予
防対策の充実強化、及び連携体制が築ける。

核未感染者の多い若年者層への高齢者からの既感染発
病の防止に努めた。

和歌山県

広島県
M 老人福祉施設等職員講習会
・老人福祉施設等の介護職員等に、結核に対する

M 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

正しい知識を普及啓発した。
効果 ・老人福祉施設等における結核患者の早期発見、早期

施設健診の実施や住民健診の受診が困難であった

治療を実施するとともに集団感染及び二次感染を防ぐ。

高齢者（施設入所者や通所施設利用者等）に対し

・新登録患者に占める 60 歳以上の者の割合が過半数

て、新型胸部健診車（リフト付き）等を活用して

を超えている現状から、また最近は老人福祉施設等で

健康診断を実施した。

集団感染発生が見られるようになっているが、施設に

効果 発病者の発見はなかったが、集団生活をする高齢者で、

おいて直接接している介護職員等に対し結核に対する

かつ足腰が不自由で直立静止ができない等の理由で定

正しい知識を普及啓発することにより、早期発見・早

期健康診断未受診のハイリスクグループへの健康診断

期治療にむすびつけ、集団感染を未然に防ぐ。

を実施することにより、介護者への感染や施設内での
集団感染が予防できる。

鳥取県

山口県
M 寝たきり老人喀痰検査事業
(1)保健所職員が対象者宅に出向き喀痰を採取した。

M 高齢者に対する予防啓発事業
・結核予防週間に合わせて、結核予防啓発リーフ
レットを配布した。
効果 結核予防に対する意識向上により、高齢者等への早期

対応の重要性・正しい知識の普及が図られる。

島根県
M 高齢者啓発事業

(2)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。

香川県

・結核週間に合わせリーフレット等を老人クラブ

M ハイリスクグループに対する特別健診
（丸亀保健所）

に配布

・定期健診になじみにくい寝たきり老人等に対し

効果 高齢者の受診率の向上

て、訪問指導を行い、喀痰検査等の特別健診を実
施した。
効果 寝たきり老人等に対して喀痰検査を実施することによ

り、高齢者における結核の発病防止が図れる。
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策
事
業

x 介護老人保健施設における結核健診

福岡県

(1)事前希望調査

M 高齢者結核対策事業

県内 57 施設中 35 施設、1937 人希望あり

・地域や施設の高齢者の集団に対して講演会や研

(2)内容検討会の開催

修会を実施し、普及啓発や健康管理等の指導を行

(3)対象施設管理者への説明会及び研修

った。

(4)実施要領に基づく実施

効果 結核のハイリスクグループである高齢者の結核予防、

早期発見に努めることにより、罹患率の減少を図る。

1 次健診 1564 人（X 線撮影または喀痰検査）
2 次健診

84 人（喀痰検査）

発見患者数 なし（平成 14 年 5 月 20 日現在）
(5)まとめ、報告

佐賀県

結核対策会議にて中間報告

M 老人施設等職員結核研修会
・講演：
「最新の結核医療と集団感染防止について」
効果 結核の早期診断、院内感染の防止、関係機関の連携の

効果 ・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。

強化が期待される。

・施設管理者の結核予防への意識が高まる。

熊本県
z 地域連携システム構築事業
(1)高齢者に関わる関係職種による高齢者の結核へ

大分県
M 高齢者に対する普及啓発活動

の対応についての検討会

・地域保健委員への、結核に関する知識の普及及

①平成 13 年 11 月 6 日

び予防意識の高揚を図り、結核予防対策について

出席者：医療機関・施

講演した。

設のリーダー 58 人
②平成 13 年 6 月・ 10 月

出席者：介護支援専

門員、ホームヘルパー 100 人
③平成 13 年 6 月 出席者：看護協会員 70 人

効果 ハイリスクである高齢者自身が結核に対する意識を高

め、健康管理を行うことで結核予防及び重症化を防ぐ
ことが期待される。

(2)研修及び講演
①平成 14 年 1 月 29 日

宮崎県

出席者：高齢者施設・医療機関の職員
テーマ：院内感染予防の知識
②平成 13 年 9 月 27 日
出席者：健康を守る婦人の会、福祉施設、行
政関係者
テーマ：高齢者の結核の現状について
(3)定期健康診断の実態調査及び検討会
平成 13 年 8 月 10 日、平成 14 年 2 月 20 日、3 月
12 日、3 月 13 日

M 高齢者に対する結核予防対策事業
―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

出席者：市町村結核健診担当者、保健所職員

し治療することで、周囲に感染させる危険性の高い排

テーマ：住民健診実施状況実態調査と検討（寝

菌者を未然に防ぐことができる。

たきりや障害者の健診のあり方）

・パンフレット等の配布により、入所者だけでなく、

施設等における定期健康診断のあり方

施設の管理者及び職員等に対し、結核を再認識させる

効果 ・結核に対する正しい知識が普及することによる、患

ことができる。

者管理や施設内感染防止
・予防可能例の減少（発見の遅れが減少する）

沖縄県

・保健所の結核対策についての理解を得ることにより、
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特に高齢者の結核対応など医療機関から早期の相談が

z 高齢者等に対する結核予防対策

増加し地域連携構築の一助となる。

(1)ホームヘルパー用結核マニュアル冊子を配布し、

関係者へのアンケート調査及び結核研修会（12
回 277 人）
(2)在宅福祉サービスを受けている胸部 X 線検査
が困難な高齢者等及び有症状者に対して喀痰検
査を実施（実 36 人延べ 82 人）
(3)高齢者等及びその家族に対して、結核発病の危
険の高いこと、結核の知識をパンフレット等で
提供した。
（500 人）
効果 ・老人福祉業務に携わる関係者の結核予防に対する意

講師：医師 上原真理子氏
④老人ホーム・老健施設・在宅介護支援センタ
ーに関わる職員
開催：平成 14 年 3 月 6 日 参加 41 人
講師：医師 大城盛夫氏
アンケート先 34 件
①特別養護老人ホーム 7 件
②老人保健施設 4 件

二次感染予防ができる。

③老人デイサービスセンター 10 件

・結核予防法に基づく定期健診の受診困難な高齢者等

④在宅介護支援センター 8 件

・施設等で患者発生時に速やかでかつ適切に対処でき、
二次感染予防ができる。
・高齢者、寝たきり等及びその家族に対して、結核発
病の危険が高いことから初期症状について意識を高め、
注意喚起ができる。

高
齢
者
対
策
事
業

(5)アンケート調査の実施

識の高揚が期待されサービス受給者の結核の早期発見、

の感染性結核を早期に発見できる。

2

「在宅介護職員の結核予防に大切なこと」

⑤老人訪問看護ステーション 4 件
(6)地域支援体制のシステム化事業のフローチャー
ト作成
(7)報告書作成
効果 ・支援体制がシステム化されることにより、関係機関

との連携がスムーズにとれ、結核発生時迅速な支援行
動がとれる。

x 在宅療養高齢者等を扱う職員に対する結核
発生時の支援体制づくり

れる。

(1)結核対策特別促進事業検討委員会議（1 回）

・管内市町村の住民及び関係者や、医療機関関係者等

開催：平成 13 年 7 月 31 日 委員 10 人

・その後の定期外健診も過剰反応や脱落なく、進めら

の結核予防意識の高揚につながる。

(2)結核対策特別促進事業作業部会会議（4 回）
開催：平成 13 年 8 月、10 月、12 月、
平成 14 年 2 月
・結核発生時の支援体制フローチャートを作成
した。
・各関係者の相談窓口の明確化
・事例検討を通して役割分担の明確化
(3)金武町に関わるケアマネジャー連絡会議（1 回）
開催：平成 14 年 3 月 13 日 参加 8 人
(4)結核予防健康教育（5 回）
対象及び内容・講師
①結核対策特別促進事業作業部会員（2 回）
・グループワークの内容をまとめ結核の基礎
を話す。
・結核を理解する。
講師：医師 上原真理子氏
②伊芸区老人会
開催：平成 13 年 11 月 28 日 参加 35 人
「帰ってきた結核」
講師：医師 上原真理子氏
③ケアマネジャー研修会
開催：平成 14 年 3 月 13 日 参加 8 人
「結核の話」と地域で結核が発生した場合の
役割

c ハイリスク者の結核発病防止体系化事業
(1)結核登録既往者、高齢者等の効果的な発症防止
の体系化
①ハイリスク既往者の把握と登録票の管理
②精密健康診断の実施
健診名：呼吸器特別健診
実施日：平成 13 年 12 月 4 日(火)〜 12 月 7 日
(金)
受診者：健診受診者 66 人
喀痰検査受診者 57 人
受診できなかった者 8 人
有所見者 2 人（肺ガン 1 人、気管支喘息 1 人）
③高齢在宅療養者への健診（喀痰検査）
自覚症状のある方・結核治療中断者の場合随
時喀痰検査の実施
年間件数（15 件）

結果：異常なし

④肺機能障害者及び予備軍の把握
呼吸器個別相談
実施日：平成 13 年 12 月 7 日(金)
講師名：帝人在宅医療九州株式会社 呼吸療
法士 平安名五月氏
相談者： 18 人（本人及び家族）
場所：八重山保健所 相談室
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(2)医療保健福祉従事者に対する研修会の開催、事

普及及び結核健診の受診を促すことができる。

例検討会の実施

仙台市

研修会①
演題：結核医療と対策の動向
実施日時：平成 13 年 9 月 6 日

M 在宅寝たきり高齢者健診事業

講師名：結核研究所長 森 亨氏

・在宅における寝たきりの高齢者であって、結核

対象：医師、その他医療関係者

治療歴のある者、糖尿病を有する者又は咳若しく

受講者： 77 人

は痰が出ている者に対し、喀痰培養検査によって

場所：県立八重山病院会議室

健診を行った。

研修会②

効果 結核の早期発見、早期治療及び感染防止が図られる。

実施日時：平成 14 年 2 月 14 日
演題 1 ：呼吸不全治療等に関する医療の立場

千葉市

からの助言指導
講師名：県立八重山病院呼吸器科部長 今村
昌幹氏

M 高齢者に対する結核予防強化事業
・当事業に協力する意向を示した 4 施設のうち、

演題 2 ：呼吸器リハビリの実技指導

過去 2 年間の X 線フィルムの読影結果より、対象

講師名：帝人在宅医療九州株式会社 呼吸療

者は 6 人であった。その後、選定基準により対象

法士 平安名五月氏

者を選出し、説明会を開催して問診等を実施した

対象：管内の医療・保健・福祉従事者

結果、同意を得られた者に INH 投与を施行した。

受講者： 50 人

該当者には事前健康診断を実施後、INH300mg の

場所：八重山保健所 会議室

服薬を開始した。服薬は 6 カ月間継続し、発病の

(3)八重山地区婦人団体を含む結核研修会

有無に関する追跡は原則として服薬開始から 5 年

研修会③：八重山管内でみる結核の現状
実施日時：平成 13 年 10 月 23 日

間実施する予定である。
効果 ・高齢者は結核発病高危険群であるという認識と結核

講師名：八重山保健所 島袋全哲氏

の症状を周知することにより早期発見に役立て、結核

場所：宮平ホテル

予防対策の強化を図ることができる。

受講者： 48 人

・すでに結核の感染を受け結核発病率が高い高齢者の

(4)八重山病院看護職へのツベルクリン 2 段階法に
ついて講話及び測定指導

結核発病を予防し、施設内での集団感染を予防するこ
とができる。

実施日時：平成 13 年 10 月 23 日
担当：結核担当保健師

横浜市

場所：八重山病院会議室
受講者： 39 人

札幌市

M 高齢者からの患者発生実態調査に基づく特
別対策
(1)高齢者の予防可能例等の実態調査を行うにあた
り、保健所医師、保健師からなるワーキングを

M 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

立ち上げ、調査を行った。
(2)既存のものに、本市の結核患者発生状況等を盛
り込んだリーフレットを作成した。

の会員を講師とする講習会を開催し、老人クラブ

効果 ・調査結果をもとに、各保健所に高齢者の結核対策

の会員に結核予防に対する意識の高揚を図り、婦

（普及・啓発、医療機関への情報提供等）を具体的に

人団体の会員にはより一層の結核に対する知識の

推進することができる。

習得を図った。

・医療機関や福祉局との連携を図ることができる。

効果 ・平成 12 年の新登録患者に対する 60 歳以上の割合

は約 56 ％、また喀痰塗抹陽性肺結核では約 63 ％と

大阪市

なっている。
・本事業により、高齢者に対し、結核の正しい知識の
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M 高齢者結核予防総合事業

(1)在宅要介護高齢者への喀痰検査等を実施し、患
者の実態把握を図った。
(2)又高齢者結核の診断治療に関する研修会を開催
した。

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

神戸市

核蔓延予防の効果を得る。

M 老人会等ハイリスク者集団への重点検診

高
齢
者
対
策
事
業

金沢市

・市内老人会に対し結核健診車を派遣し、糖尿病
等ハイリスク者へ重点的に胸部 X 線撮影を実施し

M 高齢者等結核予防対策事業

た。
効果 ・結核患者を早期発見することにより結核の重症化、

豊橋市

難治化を防ぐことができる。
・結核二次感染が防止できるため、現在問題となって

M 高齢者等に対する結核予防総合事業事前調査

いる結核未感染である若年層への結核感染の防止が期

・医療機関の協力を得て、問診、及び胸部 X 線撮

待できる。

影を実施し、陳旧性肺結核所見があり、肝機能障
害の既往及び現症がなく予防内服を希望した者は、

広島市

2 人であった。その結果から市内の予防内服対象
者は、77.5 人と推察した。

M 長期入所施設健診調査研究事業

効果 本事業の結果を踏まえて、糖尿病患者に予防内服をす

・本事業への参加を希望する老人保健施設に健診

るよりも、現時点では呼吸器疾患以外で治療している

車を派遣し、委託により健康診断を実施した。ま

高齢者等に対して、年 1 回の胸部 X 線撮影の実施勧

た結果を検討し、今後の結核対策の指導に活用し

奨や有症状時の早期受診を促し早期発見に努めること

た。

とする。

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

豊田市

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。

M 高齢者に対する結核予防事業
(1)老人クラブ等において、結核予防の啓発教育を

富山市

行い、結核に対する理解と注意喚起を図った。
(2)高齢者施設職員、介護事業者等への結核予防教

M 高齢者結核健康診断推進事業
(1)高齢者施設管理者連絡協議会ならびに研修会
①日時 平成 13 年 12 月 3 日
②場所 富山市保健所
③内容 連絡協議会：

育を実施した。
(3)医師を対象に糖尿病合併ケース等の結核事例検
討と講演会を実施した。
効果 早期発見対策、発病予防対策を推進することにより、

対象者への意識づけが図られる。

本市内の施設管理者と結核予防対策に
ついて協議

堺市

研修会：
講演：
「高齢者施設における結核予防
対策」
講師：愛知県新城保健所長
犬塚君雄氏
④参加者 本市内の高齢者施設管理者ならびに
施設従事者
(2)高齢者に対する普及啓発（啓発パンフレットの
配付）

2

M 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もと、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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和歌山市

のを行うものとした。
喀痰検査、その他必要な検査： 6 人中 1 人は死

M 高齢者等結核予防総合事業

亡し、5 人は異常なし

(1)在宅介護支援センターを通じ高齢者及びその家

効果 平成 12 年度は住民健診と同様に申し込み者には、間

族に対し、高齢者の結核の増加、結核発病の症

接撮影を実施し要精密者に直接撮影と喀痰検査を実施

状等、結核に対する知識の普及のためパンフレ

したが、入所者には寝たきりの人が多く、健診申し込

ットを配布した。

みが少なかったため、今回申し込み者で立位可能な人

配布パンフレット 7,000 件

には最初から直接レントゲン検査を行い、寝たきりの

(2)介護老人保健施設・特別養護老人ホーム・デイ

人には喀痰検査を実施した。これにより、健診受診者

サービスセンター・居宅介護支援事業者・ヘル

は前回より増えたが、喀痰検査は施設職員より検体の

パーステーション等の福祉サービス従事者を対

採取・保存が難しいなどの意見があり、入所者全員の

象に研修会を実施した。

健診までには至らなかった。

実施日 平成 13 年 3 月 26 日(火)

今回喀痰検査での抗酸菌陽性は全員非定型抗酸菌症で

講師：日本赤十字社 和歌山医療センター 呼

あった。

吸器科部長 西山秀樹氏
参加者数 59 人（38 施設）

結果として、肺がん疑いから結核患者 1 人が発見さ
れ、「画像診断」の難しさを感じた。

(3)居宅介護支援事業者に「結核」集団感染を予防
するためのパンフレットを送付した。

宮崎市

送付件数 300 件
事者等関係者の結核に対する関心も高く参加者も多か

M 高齢者入所者施設における結核健診
（喀痰検査）

った。参加者の多くは、看護職が半数を占めていた。

・対象施設に対し対象者名簿を提出させ、結核菌

社協からの講師派遣依頼や在宅介護支援センターから

塗抹及び培養検査を実施した。

効果 本市では高齢者の結核罹患率が高く、福祉サービス従

資料の提供依頼など結核に対する関心が強い。結核の

効果 寝たきり等により定期健康診断（胸部 X 線検査）を

現状について認識することで、結核患者の早期発見が

受診できない者に対し喀痰検査を実施することにより、

でき、施設内の感染予防対策についても今後検討して

受診機会が少ない者に対し健診を実施することが出来

頂けると思う。今後、在宅介護及び看護について、ど

ると同時に、施設関係者に対し定期健康診断の重要性

のような対応が必要か、を検討していきたい。

を認識させることが出来る。

熊本市

尼崎市

M 高齢者対策事業

M 高齢者等への予防総合事業

(1)施設職員への説明会 平成 13 年 10 月 30 日 施

(1)予防内服事業

設 17 カ所 20 人参加
(2)一次健診（委託）16 施設申し込みあり
①胸部レントゲン直接撮影（立位撮影が可能な
人）554 人 異常なし 346 人

医療機関に委託して実施
(2)発病高危険群としての認識の普及啓発事業
リーフレットの配布、健康教室の開催等
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

結核精密 6 人（6 人異常なし）肺がん精密 9

の健康の保持を図るとともに、未感染者への感染を防

人（1 人結核）

止する。

②喀痰検査（立位撮影が不可の人）160 人 異
常なし 156 人

呉市

4 人の抗酸菌陽性者はいずれも非定型抗酸菌
と判明
(3)精密検査（委託）
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M 寝たきり老人喀痰検査事業
(1)民生委員児童委員に結核予防について講話をし、

精密検査は一次健診（胸部レントゲン検査）の

寝たきり老人の結核健診として喀痰検査を実施

結果さらに精密検査を必要とする者に対し、次

した。民生委員児童委員に喀痰容器を配布依頼

の各号に掲げる検査範囲で必要と認められるも

し、保健師が回収した。

(2)保健所で実施している機能訓練教室に、出席し
ている寝たきり老人等に対し喀痰検査を実施し
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

2

して、喀痰検査を実施することにより、結核に対する
知識の普及を図ることができる。

高
齢
者
対
策
事
業

・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
M 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
北海道

②予防接種実態調査及び実態調査報告会
③学校における予防接種についての意見交換

M 小児結核予防対策事業

(4)講演：「学校における結核発生状況と結核健康

・新生児を持つ家庭を対象に、BCG 接種の必要性
と安全性、結核についての知識を記載したパンフ
レットを作成、市町村を通じて新生児健診等の際
に配布して予防接種の理解を深める。
効果 BCG 及び結核についての正しい知識の普及が進み、

接種率の維持、向上が図られた。

診断、健康教育」
講師：結核予防会結核研究所 星野斉之氏
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。

栃木県

・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。

M 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

徳島県

の精密な分布を把握し、集計・解析結果を発表し
た。
（事業最終年度のため、調査結果を関係機関へ

M 小児結核予防対策事業

公表した。
）

・ツベルクリン反応検査発赤径調査事業を基に、

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

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、精密検査の対象者

石川県

選定や予防内服に関する報告書を作成し、関係機
関への普及を図った。

M 小児結核予防対策事業
(1)講演：
「学校保健における結核対策の必要性」

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。

講師：南加賀地域センター 能登隆元氏
報告「平成 13 年度ツベルクリン反応検査等

香川県

調査結果について」
調査「管内小中学校生のツ反・ BCG 接種実
施状況調査」
(2)講演：「結核定期健康診断結果の分析について」
講師：石川中央保健福祉センター 結核担当保
健師

・乳幼児期の BCG 接種技術評価
定期結核健診の事後措置の判定を専門医により実
施した。
効果 ・ BCG 接種技術の解析評価の結果を関係機関及び関

ミニ講座「結核について」

係者へ還元することで、地域における BCG 接種技術

講師：(財)結核予防会 伊藤邦彦氏

の向上が図れる。

(3)①予防接種担当者連絡会：各市町の取組状況の
報告や課題、事例検討
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M 小児期の結核健診評価事業（観音寺保健所）

・専門医による結核健診の事後措置判定の実施により、
過剰診断・見落としを防ぐことができる。

沖縄県

宇都宮市

M 未成年結核対策強化事業

M 結核集団感染防止対策事業

(1)対象患者のカルテ、ビジブル等からの発生要因

・施設等に入所している者を対象とした結核健康

検討 26 症例

診断の実施（胸部 X 線撮影）

(2)管内小児科医で構成する対策会議を開催し、10

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

年間に診断された未成年結核患者の症例検討会

イリスクグループ）に対する結核健康診断を実施する

（1 回）

ことにより、結核患者を早期に発見し、集団感染を未

参加者：管内の主な病院 8 カ所の小児科医、

小
児
結
核
対
策
事
業

内科医 11 人
症例報告： 26 例

症例検討： 4 症例

金沢市

助言者：大阪府立羽曳野病院小児科
高松勇氏

M 小児結核予防対策事業

(3)管内の小児科医の研修（2 回）
講師：大阪府立羽曳野病院小児科 高松勇氏

堺市

講演：
「小児結核の診断と治療のポイント」
参加者 14 人
「小児結核の現状と対策」
参加者 18 人
(4)10 年間の予防内服者の実態調査（平成 14 年度
実施予定）
(5)予防内服者へ啓発用のパンフレットの作成（平
成 14 年度実施予定）
効果 ・過去 10 年間の未成年結核患者の調査を実施し検討

した結果、接触者健診の重要性が再確認され、患者情
報の不十分な例がみられるなど検討課題が明らかにな

M 小児結核罹患率低減化対策事業
・本市においては 4 カ月健診時に 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 カ月健診・ 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

る。

結核罹患率の低下。

・管内の主要な小児科医で構成される対策会議を開催

・感染源である母親等へ健康教育を行うことにより、

し、症例検討や小児結核の専門医のアドバイスをとお

患者の早期発見、集団感染の防止を図る。

して未成年結核の早期診断、治療の適正化をはかり結
核対策の強化につなげる。

高知市

・病院と保健所の連携がより強化され、患者発生時の
対応に関する連携策の具体的検討がなされる。

M 集団感染予防啓発事業

・研修を通して、小児結核の診断、治療、予防策等の

(1)医療機関や関係機関・施設及び地域住民に対し

向上が図られる。

結核予防について、啓発普及に努めた。対象者

・小児結核対策は、最も重要な結核対策の 1 つであ

別に結核専門医による啓発普及を実施した。

り、予防内服者の調査や啓発用のパンフレット作成等

(2)結核研修会などの機会に、冊子の配布を行った。

次年度も継続する必要がある。

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

大阪市

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

M 小児結核対策事業

きる。

・市内の定住外国人の乳幼児に対して BCG 接種率
の向上を図るため、外国語（2 カ国）による問診

3

然に防止することができる。

東大阪市

票作成。

M 乳幼児保護者健診事業
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佐世保市
M 結核集団感染対策事業
(1)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
(2)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。

24

4. 健診事業
北海道

4

山形県

M 北海道結核健診技術向上事業

M 結核定期外健康診断 HACCP 評価改善事業

(1)医師・診療放射線技師等

(1)検討会の開催

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

(2)患者向け、医療機関向け資料の作成
効果 結核集団感染を未然防止に向け、結核定期外健診をよ

り充実するための体系化を図ることができた。

(2)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

福島県

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。

z 定期外健診評価事業

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

x 定期健康診断推進事業

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

千葉県

意識啓発と診断等技術の向上が図られ、本道の結核事
情の改善が期待でき、また、身近な地域での開催によ

z らせん CT を用いた結核健診の実施

り、より多くの参加者数を期待でき、また、地域の結

(1)結核住民健診の一次健診、二次健診の実施

核事情に即した内容を盛り込むことができた。

中高年で健診を希望する者に対してらせん CT
による一次健診を実施した。また、結核住民健

岩手県

診により呼吸器疾患要精検と判定されたものに
対して、らせん CT による二次健診を実施した。

M 結核健康診断受診率向上対策事業

(2)発病リスクの高い有所見者への啓発活動

(1)県内事業所に対し、結核健診の報告を促すため

健診後のフォローアップ、健診の住民受診や有

文書により周知を図るとともに、アンケートに

症状者に対する受診勧奨のリーフレット（結核

より定期結核健康診断の実態を把握し、未受診

の常識 2000）を全員に配布した。

の事業所には受診の勧奨を行った。
(2)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。
(3)市町村広報誌を活用し、前年度実施した結核に

効果 病巣の存在診断、質的診断に有用であるらせん CT 健

診を実施し 2 人の結核患者を発見した。結核を早期
に発見・治療して、重症化を防ぎ、二次感染の危険性
の減少に役立てる。

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。

x 在宅療養者等結核健診の確立
(1)在宅結核健診検討委員会開催（年 2 回）
(2)在宅結核健診の実施
(3)講演会の実施
効果 ・在宅健診の一つのモデルを確立でき、各関係機関の
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健
診
事
業

意識改革・ネットワーク形成・基盤整備を推進するこ

(2)講演会の開催（平成 14 年 3 月 5 日実施）

とが出来る。

標題「結核の現状と施設内での予防対策」

・管内 1 民間病院にて平成 14 年度から在宅健診を新

講師：結核予防会千葉県支部 常任理事 鈴木
公典氏

規事業として始め、我孫子市でも結核肺がん健診の見
直しを始めるきっかけとなる。

参加者：24 の保健・医療・福祉関係施設職員
53 人（看護職員 38 人 介護職員 15 人）

・高齢者胸部 X 線のデータ分析ができ在宅での健診
の有効性が確認できる。

効果 (1)により事例を分析した結果、診断医師からの情報

・結果検討委員会で岩手県の遠野病院院長をお招きし

の把握に問題があること、特に結核菌情報の把握の成

在宅ケアシステムの構築について講演会を開催。そこ

績が悪いことが判明し、今後結核対策千葉方式の実践

で在宅での総合管理のあり方、在宅での X 線検査の

の中で、医療機関との連携が特に重要なことが判った。

重要性を講義いただき、委員他関係者に在宅健診の重

(2)により、施設関係者が結核についての理解をし、

要性、在宅医療の質向上に向け更に意識改革、環境作

施設間での集団感染予防に役立つことが期待される。

りへのイメージ化が推進できる。

東京都

c 在宅療養者（寝たきり難病患者等）に対す
る結核健診事業

z 住所不定者結核対策事業

・医師会との連携により、在宅の難病等で寝たき

・住所不定者健診（CR 車）

りの者のうち、主治医が X 線撮影が必要と判断し

効果 住所不定者結核患者の早期発見と治療促進

た者に、胸部ポータブル X 線撮影による結核健診
を実施した。
効果 寝たきりのため、呼吸器症状がありながら健診の機会

に恵まれなかったものに対し X 線撮影実施により、
結核等胸部の病巣が無いことが確認でき、安心して介
護サービス等が受けられるようになる。

x 精神病院・老人保健施設入院患者対策事業
(1)精神病院入院患者健診事業（CR 車及び一般車）
(2)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

v ハイリスク事業所に対する健康診断

集団感染対策の充実（平成 9 年以降、精神病院及び

・定期健康診断の実施状況をアンケート調査にて

老人保健施設における集団感染の発生事例はない。）

把握し、健康診断実施の報告提出を促進し、また
未受診者の健診を実施した。
効果 報告は、アンケート調査での把握の為実際行っている

事業所（81 事業所）からで、提出のない事業所のう
ち過去に定期外健康診断を実施した事業所には電話に
て状況を把握し、健康管理が不徹底であり未実施事業

c 帰国子女結核予防対策事業
・帰国子女結核健診（(財)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

所に健診を行った。
飯場等の従業員は平日の健診が受けられないため、休

神奈川県

日の健診を実施した。80 人実施し要精密検査者は 1
人、要観察者 6 人であり、市原市住民健診精検率

M 精神病院結核健康診断事業

1.1 ％と比べると 8.8 ％と高い割合を示し、胸部 X

・健診機関に委託し、精神病床を有する病院にレ

線撮影は有効であった。

ントゲン車を派遣し結核健診（間接撮影）を実施
した。

b 接触者健診の評価と今後の対策

県域 25 病院のうち 8 病院実施（受診者 931 人

(1)平成 13 年度定期外健診の評価（平成 14 年 3 月 8

精検者 56 人）

日実施）
方法：新規登録で喀痰塗抹陽性の 13 事例につ
いて定期外検診評価票（阿彦忠之氏作成）
を使用し評価した。
助言者：国立療養所千葉東病院 佐々木結花氏
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要

効果 長期入院患者の多い精神病院における結核の潜在患者

の早期発見により医療に結び付けられ、感染防止を図
り、今後の結核院内感染防止対策を推進する。

山梨県
M 健康診断事業

定期健康診断受診の必要性について理解が得られる。

三重県

・ X 線（間接）検査、喀痰検査
効果 発病者を早期に発見することにより治癒を早め、周囲

への感染を可能な限り少なくしていくことが期待でき
る。

M 事業所に対する結核健診指導事業
(1)桑名保健所
・管内 3,000 事業所に対し予防普及啓発リーフ
レットを配布

長野県

・22 社の健康管理担当者に対する結核講習会
の実施

z 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

・一般新聞への「結核折り込みニュース」の掲
載
(2)津保健所

り身体障害者等に対し、ポータブル X 線撮影装置、

・ 241 事業所に対する結核アンケートの実施

ストレッチャー対応健診車による直接撮影、喀痰

・要望のあった 36 事業所に対する結核健康教

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 ・平成 13 年度には有所見者が 66 人発見された。

育の実施
・救急隊員 80 人、消防関係者 70 人に対する結
核健康教育の実施
効果 ・小規模な事業所では、職員の健康管理の認識が低い

・寝たきり者等については、民間の健診機関で健診の

ことから、結核の発見の遅れが多いことから、継続し

実施が困難なため、行政に対するニーズが高くなって

て当該事業を実施しており、保健所への報告も増加傾

いる。

向にある。桑名保健所においては、事業最終年度とし

・健康診断の受診機会に恵まれない者の受診率向上が

て、過去 2 年間での未実施事業所に対して重点的に

図れる。

実施した。
・津保健所においては、結核の定期健康診断の報告と

x 健康診断精度管理事業

継続を 241 事業所に指導し、消防関係者に対する結

・過去 5 年間の罹患率、有病率の平均がいずれも

核の知識と連携を図ることにより緊急時の円滑な対応

県平均を上回る市町村の住民定期健康診断におけ

が期待できる。

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。

京都府

効果 ・二重読影による新精検者から肺結核を含む何らかの

呼吸器疾患の疑いのある者が 26 人発見されており、

M ハイリスク者モデル健診事業

精度管理に効果を上げた。

(1)飯場対策

・健診精度の向上並びに読影技術の向上、見落としを

日々の雇用の従事者等を対象に夜間の胸部直接

防ぐことによる患者早期発見、早期治療の促進を図れ

撮影及び喀痰検査等を実施し、精密検査が必要

る。

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。

岐阜県

(2)老人福祉施設入所者
咳、痰等の自覚症状及び胸部の有所見の者を対

M 小規模事業所健康診断実体把握及び健診促
進事業
・食品衛生協会の協力を得て、過去 2 年間の結核

象に喀痰（PCR 検査）及び塗抹培養検査を実
施し、施設内感染対策の充実を図った。
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

健康診断に関するアンケート結果を協会員に還元。

を図り、新規感染者を確実に治療体制に繋げるととも

食品衛生責任者に対し、結核健康診断に関する研

に、二次感染防止を推進する。

修会を実施。
効果 小規模事業所の食品衛生責任者に健診受診率の低さを

示し、さらに結核に関する基礎知識を普及することで、

・ハイリスクグループである特別養護老人ホーム等の
入所者の健康管理の充実を図り、施設における感染対
策の強化を推進する。
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大阪府

福岡県

M 結核健診精度管理事業

M 精度管理事業

(1)X 線フィルムの二次読影の実施（(財)結核予防

・健診機関の医師、診療放射線技師を対象に研修

会大阪府支部に委託）
(2)医師・放射線技師研修（(財)結核予防会大阪府
支部に委託）
(3)保健師・臨床検査技師・放射線技師等を結核研
究所研修への派遣 7 人
(4)結核予防地区別講習会の開催・参加

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評価委
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。

(5)医師研修（(財)結核予防会大阪府支部に委託）

効果 健診機関の健診精度の格差を是正し、さらに向上させ

効果 過剰診断や結核確定診断の向上を図るとともに、若手

ることにより、結核患者の早期発見が図られ、早期治

医師を中心に診断治療の技術向上に努め、ドクター

療及び周囲への感染拡大防止に寄与する。

ズ・ディレーの克服と適正医療の克服に努める。

佐賀県
奈良県
M 健康診断等事業
(1)ポータブル X 線装置による X 線撮影と喀痰検
査の実施（特別事業）
(2)事業所等に対する健康診断の実施・報告の勧奨
（一般事業）

M 寝たきり者、身体障害者結核予防対策事業
(1)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
(2)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。

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

大分県
z 精神病院入院患者結核健診
・精神病院の入院患者に対する胸部 X 線健診を実

z 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

施し、定期健康診断の勧奨を行った。
効果 ・早期発見と感染予防

・定期健康診断の受診徹底

た。
また、併せて一般住民への正しい知識の普及啓発

x ハイリスク者に対する喀痰健診

を行った。

・寝たきり者・結核既往者に対する喀痰検査を実

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

施した。
効果 早期発見と予防

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。

鹿児島県

x 健康診断受診率向上事業

z 定期健康診断実施状況把握事業

・各保健所で工夫を凝らしたパンフレット等を作

(1)結核定期健康診断実施報告書の提出勧奨

成し、罹患率低下、健康診断受診率向上の効果の

(2)事業所における健康診断の実施状況の実態調査

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。

効果 事業所における定期健康診断の実態及び報告書の提出

を求めることにより、患者の早期発見及び早期治療に
努めることができ、集団感染を未然に防ぐことができ
る。
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x 未受診者の要因分析と結核健診受診率向上
へ向けての検討
(1)市町村等における健康診断等の実施状況の情報
収集、分析、評価
(2)一般住民健康診断対象者に対するアンケート調
査、分析、評価

効果 ・都市部の特徴としてあげられる結核発症の高度危険

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、結核患者を発見し、
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。

効果 一般住民健康診断の受診率が低い市町村等における原

・健診の結果、事業所の対象者 390 人の内、225 人

因を分析し、未受診者を解消するための対策を講じる

が受診（受診率 57.7 ％）し、肺結核・要治療者 3 人

ことで結核患者の早期発見が図られる。

（人口 10 万人対 1,333 人）結核患者が発見され、治
療を開始することができた。

沖縄県
M 定期外健康診断の精度管理事業
(1)中央保健所にてモデル活用中の接触者データベ

4

川崎市
z ハイリスク者集団結核健診、受療支援

ースを全保健所へ導入し、迅速、的確に定期外

・野宿生活者は食料品支給会場、簡易宿泊所利用

健診を実施するための方法を構築していった。

者等は当該施設周辺、外国人労働者は日曜日にキ

全保健所導入・移行から活用まで、2 年を目途

リスト教教会等、日本語教育施設就学生について

に計画

は当該施設で結核専門健診機関に健診業務を委託

〈2 年目〉・定期外健診への効率的活用法の検討
・バージョンアップに向けた検討と実
際の活用法の講習
・検討会開催
(2)非結核性抗酸菌の迅速診断（PCR 法活用）に
よる定期外健診の適切な実施
効果 ・定期外健診をもれなく、効果的に実施できる。特に

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た
りして、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。

集団においては、迅速、確実な対応・評価が可能とな
る。

x 定期健康診断フォロー

・定期外健診の評価が可能となり、優先度を重視した

・各地区において定期健康診断の未受診者に対し

健診の実施が可能となる。

受けやすい時間・場所を設定し、健診（X 線間接

・ PCR 法を活用した迅速診断を実施することにより、

撮影及び精密検査）を実施した。

早期に結核か非結核性か判断が可能となり、不要な定

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。

期外健康診断の実施を防止できる。

名古屋市
仙台市

z 住所不定者結核健診

M 健康診断等事業（夜間健診、追加健診）

・無料宿泊所へ X 線車を派遣し、胸部間接撮影を

・定期健診を日中受診できない者には夜間検診を、

実施するとともに、要精検者を保健所で検査した。

定期健診の未受診者には追加健診を実施した。

なお、尿検査等の成人病健診も同時に実施した。

効果 定期健診を日中及びその期間中に受診できなかった者

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

に対し、健診の機会を与えることで、未受診者を減ら

ことにより、結核の普及啓発を図るとともに、結核患

すことができる。

者の早期発見を行うことができる。

千葉市

x 日雇労働者結核検診
(1)簡易宿泊所に X 線車を派遣し、夜間健診を実

M 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 を搭
載した自動車を直接派遣し健診を行った。

施した。
受診者数 108 人、要精密検査者数 1 人
(2)要精密検査（名古屋市中村保健所）
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受診者数 1 人、要医療 1 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。

(2)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

京都市

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

M 歩行困難者等健診

の蔓延化防止を図る。

・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

x 健康まつり健康診断等事業

る健診を行った。

・区民まつり、健康フェスティバル等において、

効果 身体的理由により受診機会が狭められている市民につ

ポスター及びパネル展示、パンフレットの配付に

いて、受診機会を均等に保障することにより、健診受

よる意識啓発を図るとともに、受診勧奨を行い、

診率の向上及び患者の早期発見、早期治療に資するこ

健康診断を実施した。

とができる。

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

大阪市

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。

z あいりん特別健診及び普及啓発事業
(1)西成保健センター分室

北九州市

あいりんの西成保健センター分室において直接
撮影による住民健診と結核療養相談を毎週月〜

z 結核予防出前講演

金曜日に開設した。

・町内会や老人クラブなどの依頼や集会等の機会

(2)労働福祉センター前

を利用し、本市職員を派遣して市民に結核に対す

あいりんの労働福祉センター前で月 1 回健診車

る予防や健診を呼びかけ、希望により健診を実施

による健診を実施した。

した。

(3)越年時健診

効果 本市は 60 歳以上の新登録者が増加傾向にあるため、

あいりん労働者、行旅病人に対しては越年時対

老人クラブ等の高齢者が集まる機会に啓発、健診を実

策として一時保護を行っているが、同対策の一

施することで感染予防の意識を高める。

環として健診を実施。
上記の健診の結果、要精検者や当初から有症状

x 受診勧奨事業

者に対しては、症状に応じ精密検査を行い、検

・企業、施設、学校及び医療機関にパンフレット

査精度の向上と効果的健診に努めた。

を送付し、健康診断受診の呼びかけと結核予防意

(4)西成区あいりん
あいりん特別健診の一環として、あいりん労働
者に対し学習会を開催し結核予防思想の啓発活

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。

動を行い、受診の促進を図った。

x 公園野宿生活者結核健診事業

福岡市

・市内大規模公園における野宿生活者に対する結

z 特定地区での結核特別健診

核健診を現地に健診車を配車して実施した。

・日雇い労働者等の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

広島市

車にて、飯場もしくは宿泊所近くで健診を行った。
効果 ・結核患者の早期発見、早期治療及びその後の患者管

z ハイリスクグループ健康診断等事業

理により、治療中断を防ぎ、薬剤耐性結核への移行を

(1)結核講習会

防止する。
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高齢者等を対象に結核への理解を深める講習会

・これまでの健診結果において患者の発見率が高いこ

を開催した。

とから今後も継続していく。

x ホームレス結核健診

横須賀市

(1)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

M 出前健診

理台帳を作成。
(2)管理台帳を基に、ホームレスが多い公園等を中

新潟市

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。
(3)結核患者を指定医療機関まで移送。

M 一般住民定期健康診断受診啓発事業
(1)一般住民定期健康診断の結果とともにリーフレ

効果 生活指導員による定期巡回及び結核健診により、結核

ットを郵送し、結核についての正しい知識を普

患者の早期発見、早期治療を行い、ホームレス自身の

及・啓発するとともに一般住民定期健康診断の

健康管理とともに市民への蔓延を予防する。

受診の動機づけをした。
(2)高齢者が利用する施設で健康教育を実施し、受

c 健診勧奨事業
(1)市内の学習塾等の事業所や施設に対して、健診

診を勧奨した。

健
診
事
業

効果 一般住民定期健康診断の受診数が増加する。

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。

長野市

(2)事業所健診の効率的な勧奨強化を図るため、事
業所健診管理台帳を作成。
効果 ・事業所健診勧奨による実施率・報告率、受診率の向

M 定期健康診断受診困難な者等に対する健康
診断

上を図る。
・患者の早期発見による二次及び集団感染の防止、早

岐阜市

期治療を行う。
・健診勧奨により、事業所等の受診率等の向上を図る

M 事業所における健康診断実施の促進

ものであり、今後も継続していく。

(1)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。

旭川市

(2)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

M 一般住民健診（結核健診）における予防啓
発事業

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、報告書提出の促進が期待できる。

・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

豊田市

帯に配布。
効果 結核予防思想を広く普及することにより、住民健診の

受診を促し、結核患者の早期発見を図ることができる。

M 定期健康診断の受診促進事業
(1)労働基準協会、食品衛生協会等、各種団体への
出前講座及び広報紙による啓発教育を行った。

宇都宮市

(2)健診を受診する機会の少ない外国人を対象に国
際交流協会と連携して定期の健康診断を行った。

M 結核在宅訪問健診事業
・希望者に対し、在宅訪問し小型携帯用（ポータ
ブル）X 線装置による健診の実施
効果 ・結核健診受診が困難な寝たきり者に対し、在宅にお

(3)結核予防週間の啓発活動
効果 多くの団体に啓発教育ができ、結核に対する知識の普

及や発生時の対応など対策への理解を深めてもらうこ
とができる。

いて結核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できる。

4

松山市

・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。

M 健康診断受診率向上事業

・単年度では事業評価することが困難であるため、3

・パンフレットを購入し、全国結核フォーラムの

年間を目途に実施し、その後事業を評価する予定。

参加者に配布することにより、罹患率の低減化、
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健康診断受診率の向上を重点的に普及啓発した。

x 事業所結核健康診断促進事業

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

・大牟田市内の従業員雇用のある事業所 1,981 事業

られ、健康診断受診率向上による結核の早期発見、早

所へ結核健康診断結果報告書を郵送し、結核健康

期治療を実施する。

診断の結果の報告を求めた。事業者については健
康診断の必要性を文書で通知し、従業者の健康診

高知市

断実施について依頼した。
効果 ・結果報告書の報告割合は 30 ％台を推移していたが、

M 事業所健診推進事業

事業継続に伴い報告率の低下が見られる。今年度の報

・高知市内の事業所に健診実施・報告について勧

告率は 28.6 ％となった。

奨を行った。

・事業所数の約半数を占める従業者規模 10 人以下の

（広報・通知文書・健診受託機関との連携等）
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

事業所からの報告率が依然と低く、今後この事業所区
分に対する報告率の改善が課題となっている。

た。また、若年層の菌陽性者の結核も多いことから、

・平成 14 年度以降の事業としては、取り組みを中止

本事業を継続実施することにより健診の勧奨ができ予

し、労働基準監督署への照会及び医療機関においては

防対策に役立つ。

保健所で実施する医療監視の機会を活用し、健康診断
の実施数の把握に努める。

東大阪市
M 小規模事業所健診事業

大牟田市

佐世保市
M 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

z 結核回復者及びハイリスク者健診事業

康教育や健診の実施。

・平成 13 年 4 月から平成 14 年 3 月までの 1 年間、

(1)市内各支所や公民館などを健診車で巡回し、健

大牟田市保健所及び市内 6 カ所の地区公民館（保
健所では第 1 ・ 2 水曜日及び各種がん健診にセッ

診を実施した。
（556 人）
(2)老人スポーツ大会及び福祉フェスティバル等、

ト、地区公民館では第 4 水曜日）で結核回復者及

市民が多数集う会場に健診車を設置し健診を実

びハイリスク者の結核健診を直接撮影により実施

施した。
（290 人）

した。
結核回復者については、サーベイランス情報より
登録外後 3 年以内の者のリストを作成し、担当校

(3)乳幼児の母親に対する健診
BCG 実施日に保護者の健診を実施した。（936
人）

区受け持ち保健師より受診勧奨を行った。高齢者

効果 健診の実施、受診勧奨を行うことにより、市民の結核

のハイリスク者については、大牟田市住民基本台

に対する意識の高揚及び、佐世保市における結核罹患

帳より 62 歳、64 歳、66 歳、68 歳、70 歳に該当す

率の低下に寄与できる。

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

千代田区

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

M 路上生活者結核健康診断

る結核回復者についても管理情報の収集機会として活

・路上生活者等の収入源であるダンボール収集業

用することができ、病状不明率の改善となる。

者及び日雇い業者の協力を得て、健診車を配置し

・結核健診受診者には受診時に結核既往の有無、胸部

健康診断を実施した。

疾患既往の有無を問診し、受診者全員に胸部直接撮影

効果 早期発見による治療、予防が期待される。

を施行し、また結核健診を受診し要精密検査となった
市民は、必要に応じ 3 カ月、6 カ月、1 年後の経過観

新宿区

察指導を実施する。（平成 13 年度 25 人）
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・結核発病の危険性の高い集団の結核健診を今後も感

M 路上生活者結核健康診断

染防止対策として継続する必要がある。

(1)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

世田谷区

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、結核患者の早期発見
をし、治療につなげた。
(2)保健所が主体となって都立戸山公園にて、公園
周辺の住所不定者の結核健康診断を実施。医療
に関わる部分は福祉部が相談を行った。
効果 ・路上生活者については、当区内に居所があるものの、

M 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
(1)入居時健診−施設入居時の個別健診
(2)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

その結核に対する健診については、福祉事務所が生活

ある施設対象者に対して感染症対策・健康づくり対策

保護を開始等しない限り、感染の有無等の病状把握が

の普及啓発を行い、発見された患者・感染者について

極めて困難な状況である。

は確実に医療へと導く。

4

・結核のハイリスク集団である路上生活者等に対し、
健診の機会を設けることにより、結核患者の早期発

渋谷区

健
診
事
業

見・早期治療及び生活環境が劣悪な路上生活者の居所
地域における結核患者の増加の抑制が期待される。

M 路上生活者結核健康診断

・新宿駅、区立中央公園、都立戸山公園周辺に居住す
る路上生活者が、減少しない限り結核健診は必要であ

中野区

る。

M 飯場労働者への健診事業

台東区

(1)健診車（CR 健診車）による胸部レントゲン撮
影

z 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

・今後も区内の現状により継続していく

x 重点地区結核健診（北部地区結核健診）

(2)飯場労働者への結核予防教育
効果 ・ハイリスクグループであるホームレス予備軍といえ

る飯場労働者に対する結核健診を行うことができる。
・労働者を雇用している事業者に対し、結核対策への
理解を得ることができる。

豊島区

・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

・今後も区内の現状により継続していく

M 路上生活者健診
(1)健康診断（CR 健診車による胸部レントゲン撮
影）
(2)健康相談

c 重点地区結核健診（路上生活者結核健診）
(1)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。
(2)結核検診と併せて、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

・今後も区内の現状により継続していく

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る。

v 心身障害者結核健診
・胸部 X 線撮影を行った。

北区

効果 ・結核患者の早期発見及び治療の徹底

・今後も区内の現状により継続していく

M 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
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況の改善が期待できる。

効果 普段、受診機会の少ない区民へ国の定める結核予防週

間に合わせて結核の早期発見と予防知識に対しての理

荒川区

解と認識が図られる。

M 結核健診

飾区

・健診車を借り上げて、2 回実施した。
効果 結核の蔓延を防止し、結核が個人的にも社会的にも害

を及ぼすことを防止する。

z 街頭結核健診
(1)区の広報掲載による周知
(2)地域の自治会、周辺のパチンコ店へのチラシ配

板橋区

付
(3)外国人支援団体との連携

M 住所不定日雇労働者健診事業
・事業所に CR 車を配車し、健診を実施した。（1
台）

(4)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

効果 ・住所不定日雇労働者に CR 車を用いて健診を行うこ

とで、結核に対する正しい理解と知識を提供する機会

x 住所不定者結核健診

となる。

(1)SSS の健診については、管轄する福祉サービス

・これらのハイリスクグループから患者を発見し、治

センターと連携をとり、半年ごとに健診日を設

療につなぐことができる。

定して胸部 CR 撮影

・その結果として事業所内での結核の集団感染の発生
予防ができる。

(2)無料結核健診については、

飾保健所では CR

撮影、各センターにおいては直接撮影
効果 罹患率の低減化及び感染の予防

練馬区
z 住所不定者結核健康診断

江戸川区

・管轄内福祉事務所を通し、管轄内保健相談所に

M ハイリスク集団結核健康診断

おいて健康診断（胸部 X 線撮影等）実施した。

・日雇い労働者等の集団宿泊施設（2 カ所）利用

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・早期治療を図る。

者及び路上生活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

x 一般住民結核健康診断
・区報による結核健康診断の周知及び理容・美容
業者に健診案内の通知を送付し、保健相談所にお

外国人対策事業

いて結核健康診断（胸部 X 線撮影等）を実施した。
効果 16 歳〜 29 歳の区民は、成人病健診の対象外であり、

栃木県

この健診によりすべての年齢層の区民をカバーし、結
核の早期発見・早期治療を図る。

M 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

足立区

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。

M 結核区民健診

また、集団健診結果については、受診者 70 人中、

(1)国の定める結核予防週間に合わせて地域住民へ

要指導 30 人、要精密検査 7 人という結果であった。

の結核に対する普及・啓発を図った。
(2)保健所総合センターにおいて結核健診（無料）
を行った。
(3)要精密者が発見された場合は、医療機関紹介等
を行った。
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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。
また、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

が可能となる。

せ、結核感染及び発病の防止を図る。

富山県
群馬県

M 健康診断・予防接種精度管理事業

M 外国人労働者・臨時労働者の結核健康診断
・ X 線間接撮影及び精密検査を実施した。

山口県

効果 結核健康診断を受診する機会の少ない外国人労働者等

に対する健診を実施することで、これらの雇用者に対

M 外国人健康診断事業

し、結核健診の重要性を啓蒙できる。

・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

千葉県

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を行う

M 外国人に対する結核予防対策

ことにより、患者の早期発見、早期治療、感染拡大の

・ CR 装置による結核健診を実施し、読影結果後

防止などの効果が期待できる。

必要に応じ CT 装置を用いての撮影及び喀痰検査

札幌市

を追加し集中的に健診を実施した。
効果 本年度 1 人の結核患者を早期に発見・治療して、結

核の重症化を防ぎ二次感染の危険性を減少させた。ま

M 日本語学校就学生に対する健康診断

た、患者の医療機関への受診の遅れ、診断の遅れを解

・健診車により日本語学校の就学生に対する胸部

消した。

X 線撮影を行った。
効果 ・健診により患者 1 人（中国人）が発見された（菌

東京都

陰性で 6 カ月で治療終了）。
・入国後早期に健康診断を実施することにより、患者

M 外国人結核対策事業

を早期発見でき、感染の拡大を未然に防止できる。

(1)日本語学校就学生健診（東京都保健所管内）
(2)外国人結核健診（東京都全域）

仙台市

(3)保険未加入外国人結核健診（東京都全域）
(4)財団法人結核予防会外国人結核電話相談で健診

■ 健康診断等事業（日本語学校就学生健診）
・日本語学校に就学する外国人を対象に健診を実

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

施した。
効果 日本語学校就学生に係る結核の早期発見、早期治療が

行われ、また、関係者への感染防止が図られる。

神奈川県
千葉市

M 外国籍県民結核健康診断事業
(1)受診案内通知及び問診票などの作成

M 日本語教育施設就学生の健康診断事業

(2)撮影用フィルム等の購入

・胸部 X 線撮影による健康診断

(3)通訳の派遣

効果 ・外国人による二次感染防止及び患者の早期発見、早

〈平成 13 年度実績〉

期治療の対応をとることができる。

11 保健福祉事務所会場 249 人
NGO と共催（2 会場） 204 人

・定期健康診断を受ける機会が乏しい外国人の健康管

合計 453 人

外国籍県民健診案内通知書作成（8 カ国語）

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。

9,000 部
通訳の設置 7 保健所

横浜市

効果 外国人を含めた県民への関心を高め、結核健診受診率

の向上を図ることにより、結核患者の早期発見、予防

z 外国人等への健康診断の実施
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・
「外国人が多く受診している医療機関」やボラン

知書を用意し、通訳を配置して健康診断を実施し

ティアグループを通じ市内在住の外国人に受診を

た。

呼びかけ、公的な会場として鶴見福祉保健センタ

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

ーにおいて、健康診断を実施した。

診、早期治療を誘導して結核の蔓延化の防止に役立つ。

(1)第 1 回目：平成 13 年 11 月 18 日(日)
横浜市いちょう団地（泉区）

福岡市

受診者数 37 人、要精密検査 1 人、患
者発見 0 人
(2)第 2 回目：平成 14 年 1 月 27 日(日)

M 留学生等健康診断事業
(1)就学生については、健診機関に委託し、日本語

横浜市鶴見区福祉保健センター

教育施設で胸部 X 線撮影、一般健康診査を実

受診者数 143 人、要精密検査 20 人、

施するとともに、広報パンフレットを配布。

患者発見 0 人

(2)アジアマンス（9 月）の期間を中心に、留学生

効果 ・ボランティアグループや「無保険の外国人の医療に

及びその他短期在留外国人を対象に胸部 X 線

経験が深い医療機関」の協力を得ることにより、在日

撮影及び一般健康診査を委託医療機関で実施。

外国人に広く結核健康診断への勧奨が行われ、効果的

効果 ・在日外国人の保健衛生の向上。

に外国人に対する健康診断を実施していく契機となる。

・結核患者の早期発見、早期治療。

・「無保険の在日外国人の医療に経験が深い医療機関」

・本市では、毎年就学生から患者が発見されており、

の協力を得ることにより、結核健診の機会が少ない外

結核ハイリスク対策と同時に、留学生等の保健対策事

国人の受診率アップを図ることを目的として実施する

業として継続する必要がある。

ことができる。

x 日本語学校生徒への結核健診の実施
・市内にある日本語学校 3 校で、福祉保健センタ

横須賀市
M 外国人結核対策事業

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

金沢市

行った。
また、福祉保健センターは地域の問題として取り

M 外国籍住民結核予防対策事業

組んだ。
さらに、保健師、ケースワーカーが要医療者に対

浜松市

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がなされるとと

もに、感染拡大防止につながり、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。

M 外国人健診事業
・ツベルクリン反応検査及び陰性者に対する BCG
接種
効果 ・日本人と比較して有病率・罹患率とも高く健康保険

未加入等の理由により、結核健診の機会が少ない外国
人の結核健診を行うことにより患者の早期発見と感染

京都市

予防が図られる。
・ 7 歳、13 歳、16 歳に達する年度の児童に対する

M 日本語教育施設就学生健診

健康診断は、未就学者がエアポケットになっており、

・日本語教育施設就学生に対する健診を行った。

継続が必要である。

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

相模原市
M 外国籍市民結核健康診断
(1)通訳ボランティア（5 カ国語）の協力により市

M 外国人健康診断事業

内在住外国人を対象に胸部 X 線検査を行い、

・外国語に翻訳した健診案内、問診票及び結果通

必要な者には医療機関を紹介した。
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(2)指導用パンフレット（8 カ国語）を配布し、結

する。

核に対する啓発を行った。
効果 受診者数は少なかったものの、外国人の支援団体をと

台東区

おして通訳ボランティアの派遣などの協力を得たこと
により、外国籍市民に対し、結核についてより広く啓

M 日本語学校留学生結核健診

発する機会となる。

・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

東大阪市

・今後も対象となる学校がなくなるまで継続していく

M 中国残留帰国家族・中国人特別健診

墨田区
4

M 日本語学校結核健康診断

千代田区

・結核の正しい知識の習得と普及啓発のため実施

M 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）を保健所で実施。

した。
効果 結核の早期発見・早期治療

効果 早期発見による治療及び予防が期待できる。

目黒区
港区

M 外国人就学生対策

M 日本語学校就学生結核健康診断
(1)身体計測・尿検査・胸部レントゲン直接撮影

大田区

(2)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。

M 日本語学校就学生に対する結核健康診断事業
(1)一次健診 X 線間接撮影
(2)精密検査 X 線直接撮影、喀痰検査その他
対象者 1 人
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

の有無について検査ができる。

新宿区
M 日本語学校結核健康診断
(1)一次健診：基本的な日本語学校と調整の上、新

渋谷区
M 日本語学校結核健康診断

宿区内 2 カ所で指定の日にレントゲン車にて実
施した。
（9 月）

中野区

(2)二次健診：一次健診受診者のうち要精密健診対
象者を、保健所にて直接撮影した。
(3)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、委託医療機関にて精密

M 日本語学校就学生等健康診査
・血圧・ X 線撮影・尿
効果 外国人の健康保持及び結核の蔓延防止

検査を実施した。
効果 ・海外からの就学生等の増加に伴い、来日後まもない

杉並区

在日外国人からの結核患者の発生がみられる。こうし
た状況に鑑み、在住・来街者の外国人数が最も多い区

M 日本語学校健診

として、区内の日本語学校就学生の結核健診を行い、

・健診を希望する日本語学校の外国人就学生に対

外国人及び区民等への感染予防及び治療等を通じて結

する結核健康診断を実施。

核感染者の増加を抑制する。

効果 結核患者の早期発見と蔓延の防止

・ここ 2 年日本語学校の健診受診者が 3,000 人近
くになり、患者発見率が高いことから、本事業は継続
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豊島区

江戸川区

M 日本語学校結核健診

■ 日本語学校結核健康診断事業

(1)健康診断（胸部レントゲン撮影）

・希望する学校の希望者に対する結核健康診断を

(2)健康相談

保健所、保健相談所において実施

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
M 日本語学校
・健診車を借り上げて、1 カ所で 3 日間実施した。
効果 国際交流の活発化により海外からの就学生等の増加に

伴い、受診機会の少ない就学生の結核予防を進め、未
然に結核感染の防止に努める。

板橋区
M 日本語学校就学生健診事業
・日本語学校にレントゲン撮影車を配車し、健診
を実施した。
（1 台）
効果 ・日本語学校就学生の健診機会を確保し、健診受診率

の向上を図ることにより、患者の早期発見と感染予防
に寄与できたと考える。
・結核予防に対する意識の啓発を図ることができる。

足立区
M 日本語学校結核健診
(1)保健所の受託健診として実施した。
(2)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。

飾区
M 日本語学校就学生結核健診
・最寄りの保健センター（新小岩保健センター）
で直接撮影を実施
効果 罹患率の低減化及び感染の予防
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効果 集団感染の防止等

5. 結核対策推進事業
青森県

実施
②結核医療や結核対策の最新情報の提供、結核

z 結核対策推進協議会の運営
・結核対策推進協議会の開催

医療に関する研修会の実施
(2)結核の医療及び保健指導強化に向けたマニュア

(1)総合的な結核対策に関すること

ル作成事業

(2)普及啓発活動事業に関すること

宮古保健所管内指定医療機関よりの情報をもと

(3)地域組織活動等活動促進事業に関すること

に、結核研究所の指導を得ながら、入院時の指

(4)結核健康診断等事業に関すること

導退院時の保健指導に関するマニュアルを作成

(5)調査活動事業に関すること
(6)その他結核予防対策上必要な事項

した。
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

下北医療圏で結核病床が廃止されるという新た

交換を踏まえ、県内の結核医療及び結核対策の推進が

な課題に対し、協議した。

図られる。

効果 本県の有効かつ的確な結核対策の推進が図られるため

・指定医療機関、保健の連携が強化されることにより、

の検討がなされた。

患者中心とした結核の医及び患者管理の充実、強化が

また、この協議会以外に結核対策を総合的に検討する

図られる。

場がないため、継続が必要である。

x 結核予防業務検討会の運営
・検討会を開催する。

福島県
M 結核対策推進協議会

所掌事務
(1)結核業務遂行上の問題点の検討

埼玉県

(2)各種事業等の計画
(3)各種マニュアル作成等の検討
効果 現場での問題点を検討することにより、保健所間の結

核対策の格差が是正され的確な推進が図られた。

M 結核管理・診療対策検討事業
・保健所結核対策実務担当者会議の開催
助言者を交えて各地域における結核対策上の課題
を明らかにしその解決及び対応策を検討した（県

岩手県

内 4 ブロック 2 回ずつ開催）
。
効果 埼玉県の結核の現状を明らかにした上で、保健所の結

M 結核対策関係機関ネットワーク事業

核管理の実施方法について、担当者間で共通認識をも

(1)結核病床を有する医療機関等とのネットワーク

ちながら結核対策事業を展開することができる。

事業

また新たな保健所の誕生などに伴う保健所の統廃合を

東北地区の拠点病院となる国立療養所盛岡病院

行う中で地域の情報交換を密にし、地域における患者

を中心に結核病床を有する医療機関並びに保健

管理の在り方と課題に向けた取り組みを検討する。

所とのネットワーク事業を展開した。
①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
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千葉県

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。

z 胸部健診精度管理委員会の開催

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

・らせん CT 健診を確立していくため、学識経験

となり二次感染防止が期待される。

者、医療機関代表者で構成する委員会を 1 回開催

・適切な公費負担の申請による患者の経済的負担の軽

し事業の推進に当たるとともに、次の小委員会を

減、適切な結核医療に基づく治癒が期待される。

開催した。
(1)判定基準作成・健診結果判定小委員会

岐阜県

らせん CT による健診の際、結核所見判定基準
の作成のための委員会、ハイリスク群の選定、

M 東濃地域結核重点対策協議会

二次精検及び事後指導の決定・判定のための委

(1)東濃地域の結核予防対策について協議

員会を 3 回開催した。

(2)管内の結核の動向、事業の報告

(2)インフォームドコンセント小委員会

(3)事業計画の検討

らせん CT の一次健診による受診者への説明な

(4)東濃地域結核重点対策協議会設置要綱の確認

どの対応基準を作成する委員会を 1 回開催した。

(5)標語入りティッシュボックス・冊子の配布

効果 らせん CT による一次健診及び二次健診の精度管理の

徹底ができる。

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。

x 結核関係施設協議会の開催
・関係者・地域での結核の診断、治療、患者管理、

静岡県

予防対策等を効果的、効率的に施策を進めるため
の協議を行った。
効果 関係施設が一堂に会し協議することにより、統一の認

識のもとに結核征圧に対応できる。

z 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、

c「結核ダイヤル 110 番」の実施

より充実した結核対策が期待される。

・専門職、一般からの電話、E メールによる結核
に関する相談に応じた。

x 結核保健医療福祉ネットワーク推進事業

また、普及宣伝として案内リーフレットの配布を

・医療機関と地域との連携を強化するため、連絡

行った。

協議会を開催してマニュアルを作成し結核予防対

効果 結核一般に関する知識の啓発に寄与する。

策の推進と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。

v 結核治療中断防止連絡会議
・自己中断及び退院後未受診者の情報交換をする

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。

ことにより、患者の治療成功の確認と評価を行っ

愛知県

た。
効果 「結核対策千葉方式」の円滑な実施及び患者の治療中

断を早期に発見することができる。

z 結核医療対策協議会
(1)専門協議会

富山県

保健所長、学識経験者、結核病院を有する病院
代表ら 10 人程度で構成する結核医療対策専門

M 結核対策推進事業

協議会を開催し、本県の結核の現状や問題点を
検討協議した。

長野県

（13 年度については、結核病床の廃止縮小の影
響等について協議し、県の対応方針の基礎とし

M 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
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た。
）
(2)全体会議

保健所長、学識経験者、結核病院を有する病院

【本会議】

・結核及び対策事業に対する現状

代表、医師会関係者等 30 人程度で構成する結

分析及び評価

核医療対策全体会議を開催し、愛知県の結核の

・結核削減計画の策定と進捗状況

現状を還元し、適正医療の普及や医療機関と行

の評価

政の連携、診療経験の共有化を図った。

・患者の生活の質の向上と結核に
対する偏見の解消

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。

【事務局会議】 ・平成 12 年予防可能例の検討

・診療経験の共有化を図ったことで、適正医療の普及

・平成 14 年度重点課題の検討

の一助となる。

・結核診査協議会の適正な運用に
ついて検討

x 地域別重点結核対策事業

効果 ・予防可能例の防止、減少（患者の早期発見、患者数

・保健所ごとの結核指標の地域間格差の解消を図

の減少）

るため、行政努力で改善可能と考えられる指標が

・ BCG 接種技術の向上

悪い 5 保健所を選定し、重点的に原因を探り改善

・患者管理の質的向上

のための事業を実施した。

・適正な医療の普及

また、定期健康診断・予防接種の確実な実施を図

本会議において、平成 12 年まで 7 年間にわたって実

るため、医師会・校医・市町村等の定期健康診

施してきた乳幼児、小中学生に対するツベルクリン反

断・予防接種関係者との連絡会議を開催した。

応検査、BCG 接種、精密検査に関する調査をまとめ

5

効果 ・指標の悪い保健所を選定し、重点的に取り組むこと

て報告を行った。また、報告書の作成を行った。奈良

で、当該地域の対策への意気込みが向上し、また重点

県においては BCG のつきが悪く（小中学生に陰性者

的に分析することで、指標の改善につながる。

が多い）、接種技術が低いことが確認された。今後、

・医師会、校医、市町村等の関係者の結核に対する意

BCG は小中学校で廃止される可能性があるが、本県

識が高まり、定期健康診断・予防接種の確実な実施の

の状況では、小学校 1 年生に対する BCG を継続する

一助となる。

必要があるとの意見が、小児科医師から出された。今
後、乳幼児に確実に BCG がつくように、適切な

滋賀県

BCG 接種技術をどのように医師に普及するかを検討
する予定である。また、この件は全国結核対策推進会

M 結核対策推進会議

議においてポスター発表を行った。

・結核関係団体・機関の代表者の参加により「滋

本会議、事務局会議双方において、結核診査協議会の

賀県結核対策推進会議」を開催し、県内における

運用をより適切に行う必要が議論された。診査会の基

結核予防対策を効率的、効果的を推進した。

準の作成とそれに基づく公開診査会の開催を検討して

効果 「滋賀県結核対策推進会議」を開催したことで、結核

いく。

関係団体・機関が連携して結核対策を実施するための

また、事務局会議では、予防可能の症例を検討し、結

体制が整備され、本県の結核対策が推進される。

核の現状、状況を明らかにし、保健所ごとの結核対策
に関する問題点を把握した。その上で、新患者の発生

兵庫県

を防ぐ対策の基とし、予防可能例率を低減させて罹患
状況を改善するよう検討を行った。奈良県の予防可能

M 兵庫県結核対策推進会議の設置

例率（新登録患者）は、平成 10 年度から 12 年度で

・「過去に行った結核対策の評価」「今後、必要な

は約 30 ％前後の割合が続いている。要因でもっとも

結核対策の検討」等、結核医療、結核予防対策に

多かったのは、検診の長期未受診 56 ％、次が診断の

関することについて協議を行った。

遅れ 18 ％であった。結核定期健診のあり方がしばし

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。

ば議論されるが、定期健診はやはり必要であり、対象
者をいかに選択していくかが、今後の課題と考えられ
る。また、結核専門病院以外の医療機関での検査が不

奈良県

十分で見過ごされたケースも目立った。結核に関する
医師向けの研修会の充実や県民への啓発活動が重要と

M 結核対策評価推進会議事業

考えられる。
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鳥取県

価をもとに、結核対策をめぐる現状と問題点につ
いて協議した。

M 結核対策強化モデル事業

また、今後の結核対策のあり方と関係団体におけ

・平成 13 年 8 月 第 1 回結核対策推進協議会

る相互連携について提言を頂いた。

11 月 医療従事者研修会（中部）
平成 14 年 2 月 第 2 回結核対策推進協議会

効果 岡山県の結核指標の評価や、今後の結核対策の具体的

な協議ができる。

3 月 医療従事者研修会（東部・西部）
平成 13 年 9 月〜平成 14 年 2 月（随時）

山口県

老人福祉施設等に対する研修会
（東部・中部・西部）
効果 ・モデル事業の結果、市町村間での BCG 接種針痕数

M 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

の較差、老人福祉施設における結核の現状が判明した。

の代表で結核対策推進協議会を構成し、住民へ知

また、この事業を行うとともに、結核に対する正しい

識の啓発、健診の受診勧奨などを総合的かつ効果

知識の普及啓発を行い、関係機関の結核に対する関心

的に行い、結核予防意識の高揚を図った。

が高められる。

効果 ・一般住民健診受診率の向上

・医療従事者に対し、最新の結核医療の研修会を開催

・予防意識の高揚

することにより、患者への適正医療が図られるととも

・差別、偏見の解消

に、結核に対する関心が高められる。
・老人福祉施設従事者に対して高齢者の結核の現状等、

徳島県

結核に対する関心・正しい知識の普及が図られる。
・今後、事業結果を還元することにより結核に対する
関心を高めていくこととする。

M 結核対策推進会議（旧名称：定期外健診実
施状況調査と事例検討会）
・県内の接触者健診の実施状況把握、現状の問題

島根県

点の把握と対策の検討を行った。
また、結核医療中核病院（国立療養所東徳島病院）

z 結核対策連絡協議会

との連携を密にした。

・結核対策について関係団体との連絡調整の機会

効果 ・県内の接触者健診の実施状況、現状の問題点を把握

を設け、それぞれの団体で普及啓発等の事業を行

することにより、対策の検討が講じられ、結核担当者

った。

の接触者健診に対する意識の向上が図られる。

効果 きめ細かな結核対策が実施できる。

・結核医療中核病院等との連携による症例検討も定期
的に行えるようになる。

x 結核対策検討委員会
・平成 12 年度に策定した結核対策行動指針で設定

香川県

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

M 結核予防対策事業

の達成状況を検証し、併せて次年度以降の結核対

・結核予防対策業務を見直し、再検討を行うため

策の方向性を検討した。

の準備。

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

医療機関と保健所間の連携強化の方策や本県の実

正に向けた事業計画及び実施が可能となり、毎年度そ

情に即した結核対策の手法、普及啓発対策の方法

の効果を検証することで、より効果的な事業を実施す

等、結核対策全般について、関係機関と情報のや

ることができる。

り取りをし、有効な対策を模索するため、業務の
見直し・再検討を行うための準備をした。

岡山県

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

M 結核対策協議会

可能となり、保健所職員の受入体制の向上、治療の脱

・医師、学識経験者、事業所関係者、教育関係者、

落防止等を図れる。

行政関係者等から構成し、岡山県の結核指標の評

・菌検査等の検査情報がサーベイランス上に迅速に反
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映され、結核対策の精度管理を向上させることができ

最新医療の情報交換、患者管理の適正化を図るた

る。

めに県内の結核動向を分析、協議し対策を検討。

・今年度は、もろもろの問題を検討するための検討委

現在、①結核モデル病床病院への協力体制、②結

員会を立ち上げる準備をした。

核関連病院と保健所との結核菌情報システムの構
築についての作業部会を設置して結核対策に取り

福岡県

組んだ。
効果 県内の結核医療水準の向上

M 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

宮崎県

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

M 結核対策専門部会設置事業

た。また、施設等における結核集団感染も発生し

・結核対策専門部会を 2 回開催した。

ている。このような状況を踏まえ、結核対策の見

各分野の委員により、管内における結核対策の企

直しが必要になってきた。今後、結核対策推進協

画・評価及び運営方法等を協議し、各分野の抱え

議会の推進体制の強化を図るために、専門部会と

る問題・課題に対しより具体的な施策を推進して

検討委員会を設置し、具体的な対策の検討・分析

いった。

や結核マニュアル改訂を行う。

また、既存のツベルクリン反応検査解析ソフトの

開催回数については、結核推進協議会は、年 2 回。

見直しを行った。

予防対策部会は、年 3 回開催する。

効果 ・結核対策専門部会を開催することにより、地域の実

効果 本県の結核対策の推進について、専門的な見地から意

情に応じた具体的な結核対策を検討推進し、罹患率等

見を聞き、結核対策を評価、推進していくことは、課

の減少をさせることができるとともに、地域住民と一

題解決の早道である。

丸となった結核根絶を目指すことができる。
・各分野からの関係者が、結核対策について協議を行

熊本県

い共通認識をすることで、多角的な結核対策を推進す
ることができる。

M 結核対策会議
(1)熊本県結核対策会議

鹿児島県

平成 14 年 3 月 1 日
出席者 25 人

z 結核対策委員会

熊本県の結核の現状と問題点、今後の結核対策

・専門家、保健所長等からなる結核対策委員会を

について

開催し、結核予防のための諸問題について検討を

(2)保健所結核対策会議
・八代保健所結核対策会議
定期外健診についての検討
・水俣保健所結核対策会議
保健所における結核対策についての検討
・人吉保健所結核対策会議
関係機関の結核対策連携システムの構築
効果 ・効果的な結核対策の推進

実施した。
(1)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
・県人権擁護委員連合会代表
(2)開催回数

1 回／年

(3)検討内容等の例
・結核に関する情報公開のあり方

・専門医療体制の充実

・結核治療放置患者への対応のあり方

・結核予防法に基づいた各種施策の推進

・結核緊急事態宣言を受けた対策等

・連携システムの構築

・結核集団感染防止対策事業のあり方
効果 ・委員会で検討した課題への対応を図ることにより、

大分県

諸課題の解決が講じられる。
・保健所間較差の是正も図られる。

M 結核医療連絡協議会の開催
・県内の結核医療水準の向上、適正医療の普及、

x 結核患者収容モデル病床促進事業
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(1)医療機関の医師に対して結核に関する研修に派
遣し、結核の知識を習得した。
(2)結核患者収容モデル病床を施設に整備する前段

や、簡易宿泊街居住者を含めたより広範な人た
ちの結核に対する関心を高めるため、映画と講
話を組み合わせた「結核キャンペーン」の開催

階として院内及び院外にて職員の研修を実施し

【第 1 回目】対象：寿地区住民 71 人

た。

【第 2 回目】対象：ボランティアや支援団体の方
20 人

効果 医師等が結核の研修を受講することにより、結核の幅

広い知識を養い、精神疾患等の病態が悪い者で結核の

効果 ・機構改革に伴い、福祉保健センターが解説され、福

入院治療を要する患者にとってモデル病床を設置する

祉と保健の連携が強化されることにより、DOTS 事

ことが推進され、適切な治療が提供できる体制が整備

業をはじめ、より充実した結核対策の推進に取り組む

されつつある。

ことができる。
・寿地区住民や支援団体の結核に関する啓発を行うこ

沖縄県

とにより、結核に対する正しい知識と結核患者に対す
る偏見を軽減することができる。

M 結核予防全国大会
〈1 日目〉

・寿地区等の支援団体（NPO）との連携を図ること
ができる。

分科会
第 1 分科会（シンポジウム）

大阪市

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

M 特別促進地区結核対策事業
・各特別促進地区の重点校区において結核の啓発
活動を実施した。

〈2 日目〉
大会式典
特別講演

神戸市

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。

M 結核対策会議開催事業

・演劇を通して、一般市民への結核への関心を高め、

・定例的に対策会議を開催し、全市及び各区の結

結核の知識を伝えることで結核の早期発見につなげる

核患者発生動向調査、公費負担申請状況、定期外

ことが期待できる。

健診等の情報により各区の傾向について検討し、
治療脱落防止や菌検査実施率向上等医師会の協力

横浜市

等を得て結核対策を実施した。
効果 ・区及び全市的な結核対策上の課題の把握と整理

M 中区寿地区への特別対策

・重点施策を選定し効果的対策を実施

(1)CR 車を導入した健診（1 回）

・区及び医師会の協力体制づくりと、医師の結核対策

対象：罹患率の高い住所不定者 185 人、要精密
検査 10 人、患者発見 0 人
(2)レントゲン車による健診（4 回）
対象：寿地区住民 444 人、要精密検査 27 人、

の認識強化
・患者の治療脱落防止、短期化学療法、標準治療等の
推進
・必要な予防対策の遅れや漏れの防止

患者発見 2 人
(3)寿地区結核対策連絡会

北九州市

寿地区を支援する各関係機関との連絡・調整等
について、毎月第 3 水曜日に開催
(4)国立療養所南横浜病院・県立循環器呼吸器病セ

・市内各種団体の代表者や学識経験者などにより

ンターとの連絡会議の開催

幅広く委員を構成し、現在の結核対策の見直しや

担当保健師が病院を訪問し、情報交換及び患者

結核に対する予防などについて協議し、本市にお

への療養支援を実施

ける結核事業の向上に役立てた。

(5)結核に関する普及啓発の実施
ボランティアや支援団体を対象に講演会の開催
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M 結核対策協議会

効果 結核対策事業の質の向上

福岡市
M 結核対策保健医療連絡会議

東大阪市
z 結核問題対策研究事業

(1)連絡会議を年 2 回開催
(2)患者の早期発見、蔓延防止、集団感染予防等に

x 結核対策サミット事業

ついての結核対策の強化について協議
効果 ・保健所における結核対策の点検と機能強化による効

台東区

率的な結核対策の推進
・関係団体の連携による情報の共有化

M 重点地区結核健診（結核対策推進協議会）

・適正医療の確保

・各専門機関の代表者により、台東区結核対策に

・関係機関、団体の連携による結核対策の推進及び情

ついて協議会を開催した。

報の共有化により、結核患者の早期発見、蔓延防止、
集団感染予防を図ることは重要なことであり、今後も

効果 ・体系的、総合的な審議及び企画を行う。

・今後も区内の現状により継続していく。

継続していく。

5

板橋区
秋田市
M 日本結核病学会
・結核患者発生事例発表により結核対策の患者管
理について、本市の場合を知ってもらうとともに、
今後の結核対策の向上に役立てた。
効果 患者管理での様々な要点を把握し、結核対策の向上を

図る。

M 地域結核対策推進事業
(1)結核の専門医師及び保健師を交えた地域結核対
策推進看護連携会議 2 回
(2)結核の専門医師及び保健師を交えた治療不成功
者の症例検討会 2 回
(3)板橋区地域結核看護連携マニュアル・結核院内
感染防止策マニュアル・服薬マイノートの印刷
及び配付

横須賀市

(4)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

M 関東甲信越地区結核対策行政事務担当者連
絡会議

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。
・作成した「板橋区地域結核看護連携マニュアル」に

堺市

より、結核患者の身近にいる看護職から連携を図るこ
とができる。

M 結核対策サミット

・作成した「結核院内感染防止策マニュアル」を区内

・ WHO 西太平洋地域結核専門家会議のメンバー

医療機関に送付することにより、院内感染予防に寄与

を助言者とし、また結核対策に積極的な取り組み

できる。

をしている国内外の都市首長等を招聘し、結核サ

・「服薬マイノート」の患者への配付により、結核患

ミット（主催：厚生労働省・ WHO 健康開発総合

者の服薬のチェック、確実な治療への意識啓発ができ

センター）の円滑な運営を結核対策サミット大阪

る。

実行委員会として行った。
効果 この会議は、再興感染症として人々の健康を脅かす結

核の蔓延に対し、国内外の専門家から世界の各都市部
地域の代表者が適切な情報を得て、より効果的な予
防・治療対策を推進するためのプラットホームになる
ものとし、日本国内外の特に大都市における結核対策
を強化、推進する。
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6. 結核診査会・症例検討会事業
新潟県

宮城県
M 結核診査検討会

M 事例検討会の開催

・結核医療に関して専門知識を有する講師（結核

・助言者を交え、保健所の保健師が事例を検討す

研究所）を招きモデル結核診査協議会を開催する。

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 治療期間の短縮
平成 10 平成 11 平成 12 平成 13

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。

全国

14.38

13.45

12.73

宮城県

17.80

16.34

13.04

11.39

気仙沼保健所管内 21.78

25.37

18.67

14.73

石川県
M 予防可能例事例検討会

秋田県

・講演：
「保健所における結核患者管理の強化
―コホート検討会について―」

M 結核予防可能例調査検討事業

講演及び助言：大阪市保健所保健副主幹

・結核予防対策を担当する県内の健康福祉センタ
ー代表者 8 人と本荘保健所長による「結核予防可

撫井賀代氏
結核保健指導業務連絡会：結核患者管理の実際

能例調査検討会」を開催し、事例の検討を行った。

―各保健福祉センター、
地域センターの現状と

効果 事例を共有することで、これまで個別に対応していた

問題―

症例の対応についても較差が是正され、重症になって
から発見されるケースについて、再発を未然に防ぐこ
とが可能になる。

福島県
M 結核対策評価事業

効果 予防可能の視点で検討することにより、効果的な保健

指導、結核の拡大防止の推進となる。

愛知県
M 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

群馬県

を開催した。また、随時相談として、県下 1 カ所
（愛知県健康づくり振興事業団健診部を選定）で開

M 長期登録者（困難事例）検討会の開催
・長期登録者の担当医と事例検討を行い、今後の
治療方針等について検討をした。

催した。
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。

効果 適切な検査、治療が行われるとともに、治療期間の短

縮が期待できる。

三重県
M 結核診査協議会等強化事業
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(1)症例検討を含めた公開による結核診査協議会の

和歌山県

開催（41 人）
(2)PZA を含めた短期化学療法の推進のための研
修会の開催（41 人）
(3)結核研究所の講師による保健所職員等との意見
交換会（33 人）
効果 ・長期治療期間、長期入院期間の解消のため、本県の

M 結核対策検討委員会
・平成 13 年度の 3 カ月分（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。

結核治療に影響を及ぼす結核病床を有する病院を中心

また、和歌山県結核診査協議会における肺結核初

に県内を 3 地域に分け、医師等医療関係者に対し短

回治療診査のガイドライン等を作成した。

期療法の推進と届出義務、結核の再認識を図る。

効果 ・主治医らを交えて、症例検討を行うことにより、県

・診査会では、参加医師等からの意見も多く、結核に

下の医療機関全体の診断の精度の向上や医療の適正化

対する意識の向上が図れる。

が図られる。

平成 13 年度 東紀州地域 熊野保健所で実施。

・診査ガイドラインの策定などにより、各保健所及び
結核診査協議会における診査基準の標準化が図られる。

京都府
M 結核診査会モデル事業
(1)府医師会、地区医師会、結核指定医療機関及び

島根県
z 読影技術セミナー

6

結核診査協議会委員の協力と、国立療養所の専

・公費負担申請、定期住民健診精検、一般指定医

門医師等の助言を得て症例検討した。

療機関受診時のレントゲンフィルムで特異的及び

(2)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。
(3)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。
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

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 カ月後）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。

x 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

z 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

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。

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、

岡山県

医療の適正化の推進を図った。
INH 単独等の不必要な治療を減少させることなどが

M 保健所結核診査協議会強化事業（モデル診
査会）

期待でき、結核診査協議会の資質向上が図れる。

・岡山保健所を中心に、モデル診査会として岡山

効果 PZA を含む短期化学療法の推進が図れるとともに、

県及び岡山市保健所結核診査協議会を合同で開催

x 結核予防可能例検討会の開催

し、結核専門医を交えて公費負担申請の診査及び

(1)各保健所における結核予防可能例検討会（年 3

診査困難事例の症例検討を行った。

回）
(2)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

効果 ・モデル診査会を開催することで、保健所結核診査協

議会の質的向上を図れる。
・講師より地域の医師に対して結核医療に関する的確
な助言がもらえ、岡山県内での PZA を含む 4 剤の短
期化学療法の普及率が高まる。

とができる。
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広島県

熊本県

M 予防可能例等検討会議

M 予防可能事例検討会

・本庁及び保健所の担当職員により予防可能例や

(1)平成 13 年 8 月 23 日

治療困難事例等の分析・検討を行った。
効果 症例の分析・検討を行うことにより、今後の患者管理

の対応・対策の改善及び充実強化を図る。

出席者：養護教諭 43 人
テーマ：学校での集団感染予防について
(2)平成 13 年 10 月 4 日
出席者：医療機関看護職 70 人

山口県

テーマ：外国人の結核事例
(3)平成 13 年 10 月 17 日

M 結核事例検討会事業

出席者：行政結核担当者 23 人

・全保健所の結核担当者が 2 カ月に 1 度定期的に

テーマ：定期外健診実施についての検討

集まり、日常の結核業務における様々な事例や課

効果 ・予防可能例の視点で検討することにより、保健所の

題等について発表しあい、今後適切な対応が県内

結核対策を効果的に行うことができる。

全域でとられるよう、職員の意識を向上させた。

・効果的な定期外健診の実施

効果 県内全保健所の結核担当者が集まって事例検討会を定

期的に開くことにより、様々な事例について互いに検

・保健所における結核に携わる関係者がケースを共有
することによる効果的な対策の展開

討しあう場ができ、職員の結核対策全般にわたる意識
の向上と今後の適切な対応が期待でき、保健所間格差

大分県

の是正を図ることができる。

M 結核モデル事業

高知県

・公開結核診査協議会
結核講演会「結核の基礎知識〜診断の治療（高齢

M 結核医療適正化事業
(1)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

者の結核）
」
講演：結核研究所 伊藤邦彦氏
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。

った。
（参加者数：委員 20 人、その他 31 人）

宮崎県

(2)菌の同定、薬剤感受性に関する菌検査情報を把
握し、診査精度の向上を図った。
効果 ・最近の情報の習得、診査会の診査精度向上及び基準

z 結核医療精度管理事業
・結核診査協議会委員研修

の統一化、医療の適正化を図る。

結核研究所等から専門家を招いて、肺結核の治療

・助言いただいた内容を、各保健所の検討課題等に生

に関する国際的な標準化学短期療法等の適正医療、

かし菌検査情報の把握など積極的に実施している。

診査、診査基準について研修を行った。
また、平成 10、11 年の治療状況調査の研究結果や

福岡県

事例をもとに診断方法、症状にあった化学療法、
適正な治療期間等について事例検討を行った。

M モデル結核診査会

効果 標準方式による短期化学療法が促進されることにより、

・結核研究所、結核予防会、国立療養所などの協

初回治療時の失敗による薬剤耐性菌の出現を抑えられ

力を得て診査委員を選定してモデル診査会を開催

るとともに、治療期間の短縮により患者の負担が軽減

した。

できる。

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
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性の向上を図るとともに、診査会が短期強化療法の普

x 予防接種研修事業

及及び適正な治療の実施をより的確に指導することに

・保健所管内のツ反応検査及び BCG 接種状況の分

より、結核医療費及びそれに伴う公費負担の軽減を図

析を行った。

る。

結核予防会等から講師を招き、ツベルクリン反応

検査及び BCG 接種の研修を行うとともに、学校等

え診査を行った。非公開にて実施。

における集団感染予防対策について講義を行った。

保健所での事前形式審査・結核診査協議会の診査

効果 ・医療従事者の技術・知識の向上に伴い、学校健診及

び定期外健診における質の高いツ反・ BCG の実施が

基準等について重点的に検討した。
効果 今年度から、結核診査協議会の委員が交代した。診査

行われることにより、成績の向上が期待できる。

基準を統一し、結核診査協議会の機能強化が図れ、結

・ BCG の最大の効果が期待される乳幼児のツ反・

核診査協議会の意見を丁寧に主治医に返すことにより、

BCG においても、適正な接種が行われることにより、

適正医療の普及と患者管理の徹底が図れる。

乳幼児の結核発病の防止が可能である。

今回、非結核抗酸菌症についての基準を設けた。

・学校等の集団生活を行う施設における結核集団感染
予防等の普及ができる。

x 症例検討会
・開催日：平成 14 年 3 月 16 日(土)

神戸市

症例検討者： 10 例
症例検討内容：

M 結核症例検討会の開催

①模擬診査協議会の実施

・公費負担申請のあった症例について、専門医を

参加医師の中から委員長を選出し、講師（和

招いて問題点（①標準治療を勧められるケースか、

歌山市の診査協議会委員）の症例紹介のあと、

②治療の必要性の有無、③患者管理、保健指導の

参加医師による模擬診査を実施した。

際の留意点等）を抽出し、検討を行った。

診査ポイント、病型についての資料をあらか

効果 検討結果を踏まえ、医療機関等関係機関と連携を図り

神戸市の結核管理の向上を図ることで結核患者数の減
少が期待できる。

②全体会
模擬診査協議会の意見と実際の診査協議会で
診査について報告し、参加者と意見交換した。

北九州市

助言者：診査協議会委員
参加者： 27 人

M 結核診査協議会モデル公開事業
・(財)結核予防会結核研究所から講師を招き、模

効果 ・参加者は少なかったが、結核診査協議会が身近なも

のとして感じて頂けたのではないかと思う。

範的な結核診査会を行ってもらい、本市の結核診

・模擬診査の意見では、主治医の意見を尊重し、念の

査会の資質向上を図るとともに、市内医療機関の

ために治療が必要である。副作用があれば、1 剤治療

結核医療の適正化を図った。

でも仕方がないなどの意見があった。喀痰検査が重要

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。

であること、標準治療については再度講師から説明が
あり、その重要性について理解していただいたのでは、
ないかと思う。

富山市

・模擬診査協議会では、参加者から自由に意見を出し
て頂くようにしていたが、全体会では、意見が出にく

M 長期登録者検討事業

く討論が深められなかったので、模擬診査協議会の中

・専門医による検討委員会の設置

で少しアドバイスを入れ、討論を深めればよかったよ

開催回数 年 2 回実施
委員 結核審査協議会委員 5 人
効果 5 年以上の結核登録者について専門医による事例検討

会を行い、適切な患者管理を図る。

和歌山市

うに感じた。
・医療機関と保健所との密な連携による患者管理の徹
底を確立することができるので、罹患率が全国並にな
るまで実施していきたい。

福山市

z モデル診査会事業

M 結核患者事例検討会

・開催日：平成 13 年 8 月 23 日(木)

・結核患者の内、治療困難事例等について専門医

参加者数： 12 人
結核診査協議会に結核研究所の先生を助言者に迎

6

じめ配布。

の意見を聞き、指導管理に資した。
国立療養所南岡山病院 多田氏
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効果 結核患者事例検討会を実施することにより、問題点を

整理し、その対策を検討することにより保健師の患者
管理指導技術の向上が図られる。

尼崎市
M 結核モデル診査協議会の開催
・国立療養所からの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
M 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。
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検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
M 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
岩手県
M 集団感染対策事業

福島県
M 結核院内（施設内）感染予防事業

(1)医師等を対象とした院内感染対策に関する研修
会、小中学校の保健主事を対象とした感染予防

茨城県

に関する研修会を開催した。
(2)施設内職員を対象とした施設内感染対策指導を
実施した。
(3)施設利用者を対象とした健康教育を開催した。
効果 ・医療機関における院内感染対策の体制作りにつなが

った。

M 結核院内・施設内感染対策事業
・院内感染対策講習会の開催
(1)院内感染対策専門医による講義
(2)院内（施設内）感染予防の手引き等の配布
効果 各医療機関（施設）での院内感染対策委員会において、

・医療従事者等の健康診断の徹底が図られる。

結核対策の必要性が再認識され発生防止のための取り

・病院、施設、学校等集団発生につながりやすい機関

組みの推進と院内（施設内）集団感染による罹患者の

での患者の早期発見、二次感染防止の徹底が図られる。

減少が期待される。

宮城県

栃木県

M 集団感染・院内感染対策

M 結核集団感染防止対策事業

(1)保健所から出向いて、レントゲン検査や喀痰検

・高齢者施設入所者等に対し、健康診断を実施し

査等の健診を行った。
(2)結核、感染症に関する研修を行った。
効果 早期発見、院内感染を防止及び健康管理意識の向上。

結核と診断された者 0 人
発病のおそれがあると診断された者 2 人

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（2,000 人→約 500 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

山形県

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

M 結核院内（施設内）感染対策の質の評価改
善事業
(1)院内感染対策の検討会を開催

染防止対策に関する意識の向上が期待される。

千葉県

(2)各病院には結核リスク評価を行い、既存マニュ
アルを実情に即して見直す。
(3)各施設には主に実情に即した結核対策のマニュ
アル作成を促進させる。
効果 院内感染対策の問題が抽出され、予防のための対策を

講じることができた。

z 老人施設等、入所者健康管理担当者結核予
防対策講習会
・国立療養所千葉東病院呼吸器科八木毅典医師に
よる「施設内における結核予防について」の講演
効果 老人施設等、入所者健康管理担当者に結核の基礎知識
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及び入所者及び職員に対しての健康診断の重要性を認

大阪府

識出来たと思われる。

z 集団感染対策援助チーム設置事業
x 結核院内感染対策実態調査事業
(1)結核院内感染対策実態調査アンケートを実施し、

・
〈構成〉府立羽曳野病院 医師 1 人
府立公衆衛生研究所 疫学調査員 1 人

回答率は 82 ％であった。

府下保健所 医師 6 人

調査内容①職員の健康管理について

本庁感染症対策グループ職員

②感染の防止について
③患者発生時の対応について
④院内感染対策委員会について
(2)結核院内感染対策研修会を管内医療機関や医師
会を対象に開催し、17 施設の出席があった。
内容①結核対策千葉方式について
②講演：「結核院内感染対策について」
講師：千葉東病院 医長
佐々木結花氏
③結核院内感染対策実態調査の報告
効果 ・実態調査をしたことで医療機関の結核に対する理解

や感染対策の取り組みの状況が把握され、保健所とし
ての今後の指導の課題が明確になった。

2 人（保健師、

放射線技師各 1 人）
(1)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。
(2)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。
(3)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。

・実態調査アンケートを院内感染対策委員宛てに送付

効果 ・大規模集団感染事例発生時等に対し、援助チームが

し、医療機関から多くの回答を得たことから、結核に

必要に応じ現地へ出向き、指導にあたるなど、迅速的

対する意識を触発することができたと考える。

確な対応が期待できる。

・研修会にて、院内感染対策の具体策が明確になり、

・保健所をサポートすることにより、集団感染対策の

医療機関の行動化が期待される。

強化を図る。
・保健所医師等の専門性の向上と機能強化に努める。

石川県

x 院内感染対策推進事業

M 精神科入院患者に対する結核感染対策事業

・医療機関を対象に講習会等を通じ、院内感染対

・精神病院での結核感染対策実態調査し、必要な

策の確立についての必要性の認識を高めた。

患者に対して、胸部 X 線撮影（間接撮影）を実施

また、複数の抗結核剤に耐性を持つ多剤耐性菌に

した。

よる最近の院内感染事例等について医療機関に情

効果 ・結核健診の受診困難な精神科病院の実態が把握でき

る。
・胸部 X 線撮影等の実施による結果の通知及び対策

報提供を行った。
効果 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。

の指導によって、病院職員の院内感染対策への意識強
化が図れる。

岐阜県

香川県
M 二次感染予防対策事業（観音寺保健所）
・観音寺保健所管内において、新規登録排菌患者

M 集団施設研修会（東濃地域結核対策重点プ
ロジェクト）

の実体をまとめ、治療脱落予防・二次感染予防の

・講演：
「結核予防集団感染対策・患者発生時の対

健診事業所・デンジャーグループ等に対し、機会

応について」
講師：国療恵那病院 名誉院長 伊藤朋文氏
効果 結核集団感染時の対応について理解が深まる。

ための体制づくりを行った。また、要定期外集団
をとらえた啓発を行った。
効果 管内の地域住民の結核予防意識を高めることで一次予

防に努めるとともに、早期発見・早期治療につなげ、
集団感染を防止できるよう研修事業を行う。
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愛媛県

防対策」等 参加者 46 人
五島保健所

M 結核集団感染防止講習会事業

講師：結核予防会福岡県支部「結核集団感染

(1)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。
(2)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。

及び院内感染対策」等 参加者 97 人
(3)各施設及び各種医療従事者の集まる会合等での
院内感染対策講話
(4)院内感染予防啓発パンフレットの配布

効果 ・「ハイリスクグループ」に対して、各保健所で学校

効果 病院・施設等における結核院内感染予防に対する意識

保健・職域保健・地域保健と連携して講習会を開催す

の向上、及び対策の普及により、結核予防に対する院

ることにより結核予防に対する意識啓発が図られ、集

内体制の確立及び集団発生防止の推進を図る。

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

x 事業所内集団感染対策

5 ％と悪いことから、事業所の安全衛生管理者に対す

(1)啓発ちらしの作成・配布

る講習を行うことで、報告書提出率の向上を図る。

(2)全国労働衛生週間及び準備期間に行われる衛生
担当者説明会等での啓発活動

福岡県

(3)事業所衛生管理者等に対する結核講話及び指導
効果 ・事業所における結核に対する認識を高め、事業所内

M 結核院内感染対策事業

での集団感染を未然に防ぐ。

・平成 11 年度〜平成 12 年度で、結核集団感染対

・受診率及び報告書の提出率の向上を図る。

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

鹿児島県

7

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

M 集団感染防止対策事業

めに、モデル病院を指定し、結核患者が発生した

(1)保健所毎に結核集団感染予防対策連絡研修会の

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。
また、集団感染防止対策について講師を交え、問
題点等について議論する場を設けた。
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、

実施
(2)保健所毎に地域結核対策連絡会の実施
効果 ・保健所を中心に研修会及び連絡会を開催することに

より、院内感染防止と患者発生時の連絡体制の強化を
図ることができる。

集団感染の発生を抑えることができ、罹患率の減少を

・患者発生時の保健所及び各施設等の初動対応を適切

図ることが可能となる。

に実施できることにより、集団感染を未然に防ぐこと
ができる。

佐賀県
M 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。

沖縄県
M 長期療養施設における結核院内感染対策推
進モデル事業―関係機関との連携による結
核対策（ハイリスク高齢者の早期発見）―
(1)長期療養施設・精神病院・地区医師会・福祉事

長崎県

務所・保健所における結核対策推進協議会の開
催

z 結核院内（施設内）感染対策

(2)ハイリスク高齢者の有症状時喀痰検査の実施

(1)結核院内感染対策に関するアンケート調査の実

(3)老人施設・精神病院の実態調査の報告及び研修

施及び集計分析結果の配布
(2)結核院内（施設内）感染予防研修会開催
県央保健所
講師：健康保健所専門幹「結核施設内感染予

会
(4)施設内感染対策委員会の活性化に向けての支援
(5)高齢者に関連する関係職種に対する早期発見の
啓発及び連携
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①施設デイケア利用者等及び関係者への啓発

浜松市

②市町村、社会福祉協議会、訪問看護ステーシ
ョン等の職員への啓発
効果 ・老人施設、精神病院等長期療養施設における結核対

M 集団感染防止対策研修会
・(財)結核研究所の講師による研修会の開催

策の強化につながる。

講師：結核研究所 保健看護学科長 小林典子氏

・ハイリスク高齢者の結核の早期発見につながり、集

会場：浜松市保健所 大会議室

団感染を最小限に防止する。

テーマ：
「施設内の患者発生時の対応及び結核集
団感染防止対策について」

・結核対策について保健所、医療、福祉との連携がよ
り強化され、定期外健診が効果的に実施できる。

効果 老人施設等の入所者、通所者の結核患者発生が増加し

ており、患者発生時の適切な対応及び施設内感染の予

札幌市
M 結核院内感染対策事業

防を図るために正しい知識の普及が図られる。

熊本市

(1)結核院内感染対策講習会
講師：複十字病院副院長 中島由槻氏
(2)結核院内感染防止関係図書の作成 医療の手引
き
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。

M 結核集団感染対策事業
(1)結核集団感染予防研修会の実施
実施日：平成 13 年 11 月 26 日(月)
演題：
「職場における結核集団感染の予防」
講師：国立療養所広島病院医師 重藤えり子氏
参加者： 183 人

北九州市

(2)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

z 結核院内感染対策研修会

るとともに個別指導を実施した。

・結核研究所から講師を招き、産業医や施設の嘱

効果 ・事業所を対象にした研修会を 13 年度計画していた

託医に対し、院内感染の防止や発生時の対応など

が、年度当初 3 県に拡がった事業所の集団感染が発

を中心とした研修を実施した。

生し、事業所での予防活動の必要性を痛感した。

効果 ・院内感染の予防

・院内感染発生時の迅速な対応による拡大の抑制

x 結核集団感染対策研修会

・今回本研修会通じ労働基準監督署等との連携ができ
る。

函館市

・結核研究所から講師を招き、産業医や施設の嘱
託医に対し、院内感染の防止や発生時の対応など

M 集団感染対策冊子配布事業

を中心とした研修を実施した。

・結核集団感染予防啓発冊子配布

効果 ・院内感染の予防

・院内感染発生時の迅速な対応による拡大の抑制

効果 ・各種講習会との相乗効果が期待される。

・医療機関の結核予防意識が高まり、集団感染の防止
が図られる。

郡山市
M 結核集団感染予防対策事業
(1)結核予防に関するアンケート調査の実施
（配布 189 件、回答 114 件）
(2)講演会の実施
演題 「高齢者における結核対策」
参加者 69 人
効果 ・結核の知識を得たことにより、結核の予防、早期発
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西宮市
M 研修事業
・
「結核院内（施設内）感染予防の手引き」解説
講師：愛知県新城保健所長 犬塚君雄氏
効果 医療機関、福祉施設等の職員に結核に対する意識の向

上を図り、正しい知識を普及するとともに集団感染予
防を推進することで結核患者の早期発見、結核治療の

見や治療につながる。

適正化、結核の早期治療が行われ、また院内感染の適

・集団感染の防止が有効にすすめられる。

切な対応、防止が可能となる。

8. 普及・啓発事業
青森県

率向上、有所見時の早期受診につながり、患者発見等
の予防対策に役立つことが期待される。

M 予防知識の普及啓発事業
・結核予防の啓発を図るため、9 月の「結核予防

秋田県

週間」を中心に保健所並びに管轄の市町村が実施
する健康祭り等のイベントを利用してのキャンペ

M 結核予防週間の PR

ーンや医療機関、老人保健福祉施設等への働きか

・結核予防週間中、各地域において結核予防婦人

けを実施し、結核に関する正しい知識の普及を図

会と保健所が主体となって街頭キャンペーンを中

る。

心とした健診の啓発促進と結核に対する意識啓発

また、新聞、ラジオ等の広報媒体に呼びかける。

を図るとともに、新聞広告、看板、懸垂幕、新聞、

効果 結核健診の受診率向上、早期受診、早期発見、早期治

療に関する知識の普及啓発につながった。

チラシ等による活動を展開した。
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

岩手県

る結核予防の啓発普及を徹底することにより、結核が
再興しているという認識が広く県民に浸透してきてい

M 結核予防普及啓発活動事業

る。

(1)市町村の健康まつり等の一般住民が多数集まる

また、地域においては、結核予防婦人会による定期健

場を利用し、結核予防コーナーの設置等により

康診断の受診と長期未受診者への受診勧奨が行われた。

結核予防のパネルの展示、パンフレット等を配
布した。

山形県

(2)市町村の広報誌やテレビ、ラジオ、有線放送、
電光掲示板により結核予防普及啓発の実施。
(3)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。
(4)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対する予防等の知識を

啓発し住民の意識を高めることにより、定期結核健診
の受診率向上と結核の早期発見につながる。

z 啓発普及事業（パンフレット・リーフレッ
ト等による啓発）
・パンフレット・リーフレット等を作成し、一般
県民に対し配布
啓発用綿棒・うちわを購入し配布
パンフレット・リーフレット

2,000 部

啓発用綿棒・うちわ

1,000 個

効果 結核に対する正しい知識の普及、定期健診の受診率の

向上といった基本的な結核予防意識の向上が図られた。

宮城県

x 啓発普及事業（キャンペーンによる普及啓発）

M 一般住民等に対する普及啓発活動

・キャンペーンによる啓発（8 回）

・講習会・結核予防週間期間、各市町村健康祭り

結核予防週間に合わせ各種イベント等の実施

等での啓発普及
効果 一般県民への結核予防啓発により、定期健康診断受診

効果 結核に対する正しい知識の普及、定期健診の受診率の

向上といった基本的な結核予防意識の向上が図られた。
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c 啓発普及事業（結核情報誌の発行）

b 管内在住外国人への FM 放送による結核啓発

・結核情報誌の発行（5,000 部）

・地域 FM 放送媒体を利用し、外国人向けに結核

効果 結核に対する正しい知識の普及、定期健診の受診率の

向上といった基本的な結核予防意識の向上が図られた。

予防の内容でスポット放送を行うことにより啓発
を図った。
また、放送を聞いて、健康相談に来所した在住外

福島県

国人に対して、希望により結核健康診断の実施を
行った。

z 保健衛生ミニ講座

効果 管内在住の外国人に、結核予防に対する理解の高揚が

期待できる。

x 結核予防啓発資材の作成
n 在日外国人に対する結核予防普及活動

群馬県

・管内の在日外国人に対し、結核予防パンフレッ
ト（外国語）を配布し、結核予防の重要性を認識

z 健康祭等への参加
・各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、

してもらった。
効果 在日外国人の結核予防意識が高まり、健康管理の重要

性に対する認識が深まり、集団感染予防が期待できる。

有症状時の早期受診等について、周知徹底を図っ

m 結核予防 PR 活動事業

た。
効果 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。

・保健福祉事務所主催の動物愛護フェスティバル
に参加し、来場者に啓発活動を行った。
効果 結核予防の知識の普及が図れる。

x 健康祭りへの参加による啓発普及事業
・市町村が開催する健康祭に参加し、
「結核コーナ

千葉県

ー」を開設した。そこで、来場者に早期発見・早
期治療の意義や予防対策の重要性について説明す

M 啓発用冊子の作成及び配布

るととも、結核クイズを行い、回答から住民の結

・結核啓発用ポスター

核に対する認識や関心度を分析した。

(1)「We have a Dream! 結核対策千葉方式」

なお、回答者には結核標語を印刷した景品や、パ
ンフレットを配布した。
効果 低下しつつある結核への関心を高める効果が期待でき、

7,000 部
(2)「結核は過去の病気ではありません」 7,000 部
効果 結核に対する認識の向上を図る。

併せて地域住民の結核への関心度や地域特性を把握で
きる。

東京都

c 市町村健康祭への参加

M 一般都民等普及啓発事業

・各町村が実施する健康祭に結核コーナーを設置

(1)世界結核デー講演会の開催

し、パネル展示、パンフレット等の配布、説明を

(2)一般都民用普及啓発用パンフレットの作成

行った。

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

効果 住民の結核に対する意識が向上し、正しい知識を得る

ことで、結核患者に対する偏見等を軽減できる。

神奈川県

v 健康祭等での結核予防啓発

M 予防思想普及啓発等事業

・管内市町村の主催する健康祭等に出向き、住民

(1)ポスター作成、関係機関掲示

に結核予防知識の普及を図るとともに、定期健康

(2)結核予防資料配布

診断受診の勧奨を行った。
効果 結核に対する意識の高揚が図られることにより、結核

定期健康診断の受診率の向上が期待できる。
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効果 予防思想啓発により、結核健診の受診率の向上、有症

状時の早期受診を促す。

新潟県

施設、学校の管理者、事業主等へパンフレット
を配布し、結核の正しい知識の普及啓発を行っ

M 結核予防思想の普及啓発

た。

(1)相川保健所管内各家庭にパンフレットを配布し、

効果 ・結核に対する意識が薄れている中で、結核について

また、保健所の健診活動を通してパンフレット

考える機会を与え、結核予防を広く一般に広報するこ

を配布した。

とができる。

(2)一般住民に対し、講演会を開催した。

・乳児期の BCG 接種の実施率向上が図られる。

(3)市町村担当者に対し、研修会を開催した。

小規模事業所従業員の健診率の向上が図られる。

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

山梨県

する機会が得られ、有意義な研修となっている。

M 啓発普及活動事業
(1)公共交通機関に予防会発行のポスターを掲示し

富山県

た。

M 普及啓発促進事業

(2)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

石川県

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

M 啓発普及事業

喚起し、定期健診の受診率の向上が期待できる。

(1)各地域の施設に保健所職員が出向き、結核に関

長野県

する講話を実施
(2)啓発普及資料の購入・配布
「結核定期健康診断のお知らせ」

2,500 枚

M 結核予防啓発事業

リーフレット「結核でも心配しないで」 400 枚

・啓発パンフレット配布 10,000 部

参考図書の購入

企業及び住民対象の衛生教育のあらゆる機会をと

「新結核用語辞典」

9冊

「統計から考える 2000」

10 冊

「結核の統計 2001」

18 冊

効果 ・結核に関する知識を広く普及できる。

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。

・結核健診の必要性を強く促すことで理解し、受診を

・結核予防の意識を高めることにより、定期健診の受

推進することができる。

診率の向上、感染の予防、防止を図れる。

・結核啓発普及により、結核予防に寄与し、定期健康
診断の重要性及び実地義務が周知できる。

福井県

岐阜県
z 結核予防広報普及啓発（東濃地域結核対策
重点プロジェクト）

M 各種広報活動事業

(1)結核予防新聞広告委託

(1)新聞広告による啓発

(2)結核予防バス内広告委託

福井県内の地方紙 2 紙に広告を掲載し、一般県
民の結核への関心を高めた。

(3)標語入りティッシュボックスの配布
効果 結核予防知識の普及を図ることができる。

(2)BCG 接種勧奨パンフレット配布
保護者を対象に BCG の効果、接種勧奨を内容

x 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）

とする結核予防パンフレットを作成配布した。

・結核予防週間中に、リーフレット、ポスターの

ツ反応検査前に配布し、保護者の BCG 接種に

配布を行った。

県内全小学校 1 年生及びツ反応を受けた乳児の

対する理解を得た。
(3)施設、学校管理者等への普及啓発

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。
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静岡県

対し普及啓発を実施し、結核高危険群の結核罹患の減
少傾向を図る。

M 啓発普及教材の整備

・学校での結核の正しい知識を普及することにより集

・最近の結核の状況を資料として配布した。

団感染予防を図る。

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。

c 結核出前トーク及び要因調査事業
(1)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。
（4 病院 10 施設 412 人）
(2)伊勢保健所管内の結核登録患者に対し、人権を

愛知県

含めた結核アンケート調査を実施した。

M 重点普及啓発活動

（新規結核登録者 35 人）

・県内の医療機関や老人福祉施設等に、結核の最

(3)松阪保健所管内の介護保険関連機関職員に対す

新情報や結核発生動向等のデータを盛り込んだ情

る研修会を開催し、普及啓発を実施した。

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。

(4)鈴鹿保健所管内の事業所、病院、学校、施設
346 カ所にポスター掲示により啓発を行った。
(5)熊野保健所管内の御浜町の高齢者を対象に普及
啓発及び御浜町の住民健診結果の分析を行った。
（啓発 熊野市 2,035 部 御浜町 925 部）
(6)県内結核病床を有する病院における入院患者の

三重県

状況調査を実施し、三重県の結核入院実態調査

z 結核予防啓発事業

を取りまとめ、今後の病床の適正なあり方を検

・結核専門医による講習会の開催及び指定医療機

討する参考とした。

関システムの構築
講習会 平成 14 年 2 月 6 日（津地域）94 人
平成 14 年 2 月 21 日（川越地域）38 人
FM 三重放送による普及啓発放送
20 秒スポット放送 21 回

効果 ・各地域で病院、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行い、入院実態調査に
より結核患者の状況を把握し各関係者に配布した。
・実際に出向いた研修会の開催により、保健所の結核
に対する役割の周知が図られる。

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

滋賀県

発を行った。
・医療従事者に対し、正しい結核に対する認識の普及

M 予防啓発事業

及び届出義務の履行促進等を図るため、講習会を開催

・財団法人結核予防会滋賀県支部に委託して結核

し、指定医療機関の指定の迅速化と指定に伴う公費負

予防啓発事業を実施した。

担の徹底を図る。

(1)結核予防啓発用ラジオスポット番組を製作し、
放送した。

x 結核健康教育・相談事業
・県内 2 カ所の病院を利用して、肺機能障害者、
糖尿病患者等に対し、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。
6 月 8 日 30 人
9 月 28 日 46 人

(2)結核予防啓発資材等を作成の上、街頭で配布し
た。
(3)結核予防啓発用ポスターを作成の上、事業所、
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、事業所従業員等の結核に対する意識の

小中高校関係者を対象に結核の集団感染防止・小

高揚を促し、定期健康診断の受診率の向上、有症状時

児結核の正しい知識の普及のための研修会を開催

の早期受診等が図られるよう、県内の結核予防対策を

した。

推進する。

3 月 14 日 51 人
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
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京都府

小学校 1 年生用の啓発チラシ（主にツベルク
リン反応、BCG 接種について）19,000 部

M 結核予防啓発活動
・罹患率の高い地域の住民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。

結核予防週間行事
①広報資料（パンフレット、オーキューバ
ン）の配布
②報道機関（奈良テレビ放送）との連携
（県政フラッシュ）
③街頭無料健診 県内 6 カ所で実施

大阪府

（X 線撮影 187 人、健康相談 232 人）
④電光掲示板、磁気反射式広報板による啓

M 啓発普及活動事業

発

・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

和歌山県

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

z 広報啓発活動

健診を実施した。

(1)予防啓発のためのパンフレット・リーフレッ

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した。
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。

ト・ポスターの作成
(2)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
(3)予防啓発パネルの作成及び文化祭（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。

兵庫県

・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と考える。

M 結核緊急事態宣言を受けての普及啓発
(1)ポスター、リーフレットによる正しい知識の普

x 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

及
(2)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
者に対する対策

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

(3)要精密健診の未受診者への追跡調査

患者の早期発見及び患者発見時の適切な対応が期待で

(4)老人会等各種会合での健康教育等

きる。

(5)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

鳥取県

(6)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る。

M 広報媒体による予防啓発事業
・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と周知

奈良県

徹底が図られる。

M 結核対策指導啓発事業

島根県

・普及啓発 患者指導用パンフレットの配布
統計資料「奈良県の結核」の作成、配布

M 結核撲滅キャンペーン

300 部

(1)結核予防週間に合わせて街頭（駅前）でのパン

59

8
普
及
・
啓
発
事
業

フ配布

徳島県

(2)健康相談、健康教育、イベント等の機会にも配
布を行った。
効果 結核予防対策への理解と「結核週間」を周知すること

ができる。

z 広報媒体による普及啓発
・結核週間中に、徳島駅前で懸垂幕を設置し、予
防思想普及啓発に関する記事を新聞、テレビ、ラ
ジオを利用して広報を行った。

岡山県

効果 結核予防知識の啓発により、住民の結核に対する正し

い理解が得られ、また結核健康診断の受診率向上が期

M 広報媒体による PR 活動

待できる。

(1)リーフレット等を購入し、結核予防週間を中心
標語入り風船 10,000 個

x パンフレット配布による重点的広報（医療
機関・事業所）

リーフレット 2,700 枚× 9 保健所

・医療機関に対して結核予防活動への協力を依頼

に市町村及び学校等関係機関に配布した。

(2)保健所単位で作成したリーフレットを地域イベ
ント等で住民、学生等に配布した。
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、患者の早期発見、
発病予防、重症例の発生予防について啓発ができる。

するパンフレットを配布し、事業所に対して結核
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 ・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。

広島県

・今後、事業所における健康診断の実施状況を把握で
き、健診機関と協調することにより受診率の向上が期

z 啓発普及活動

待できる。

・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。

香川県

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、

M 啓発普及活動事業

健診受診率を向上させるとともに、結核撲滅意識を高

(1)パンフレット等の配布事業

揚させる。

パンフレットを定期・定期外健康診断時に配布

・結核に関する正しい知識を浸透させるためには、継

し、結核予防思想の普及啓発を行った。

続的に実施する必要がある。

(2)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

x 地域住民講習会

新聞に掲載した。

・地域等の住民に対して正しい知識の普及を図る

効果 パンフレットの配布や PR 広告を行うことにより、県

とともに、健診の重要性を訴え受診率の向上を図

民に対する結核予防思想の普及啓発を図り、結核予防

った。

思想の高揚が図れる。

効果 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。

山口県

愛媛県
z 結核予防週間における予防啓発事業
・
「結核予防週間」にあわせて、特別講演、パネル

M 一般地区普及啓発事業

ディスカッション等を内容とする講習会を開催す

・結核予防週間を中心に、一般県民に対して結核

るとともに、街頭において啓発用グッズ等を配布

に関する正しい知識の普及啓発活動を行った。

し予防啓発活動を行った。

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。

効果 講習会及び街頭での普及啓発活動を通して、県民各層

に広く結核を巡る現状と正しい知識を普及できたとと
もに、「結核予防週間」の実施趣旨である結核予防意
識の向上が図れる。
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x 世界結核デー関連啓発事業

断の受診及び医療機関での早期受診を促すことにより、

・ポスターを作成し、県内の各市町村及び小・

結核予防が期待できる。

中・高等学校に配布するとともに、電車及びバス
内の広告として掲示し啓発を行った。
効果 「世界結核デー」に呼応し啓発を行うことにより、普

及啓発の効果を一層高めることができる。

x 事業主のための結核予防啓発事業
(1)リーフレット配布
(2)定期健康診断報告書の未提出事業所へのチラシ
配布

高知県
M 結核予防啓発事業

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

(1)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

M 啓発普及対策

ダーや市町村衛生関係職員等が集まる場を活用

(1)啓発パンフ対策

し、結核予防の啓発普及に関する内容を盛り込
んだ研修を実施し、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 160 人）
(2)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。
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

リーフレット「受けましたか？ BCG 接種」
10 万部作成、配布
ポスター「知ってますか？結核」
1,500 枚作成
ポスター「受けましたか？ BCG 接種」
500 枚作成
スマートバック「結核予防週間」
1 万枚作成、配布

る。

結核予防啓発用品（マグネットバー、風船、入

・地域に密着した健康づくりのリーダーとなる婦人会

浴剤等）等の作成

活動に生かす研修となり、継続した啓発活動が期待で
きる。

(2)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
(3)各種会合等を利用した結核講演、結核予防パネ

福岡県

ル展示
(4)結核予防週間に合わせた県下一斉街頭キャンペ

M 普及啓発事業
(1)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。

ーン
(5)のぼり、横断幕の掲揚、巡回広報車による PR
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。

(2)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。

熊本県

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、

M 知識の普及啓発事業

今後、集団発生の危険も拡大する可能性がある。

(1)健康まつり等における普及啓発

・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。

パンフレット等の配布
(2)結核予防週間における活動：新聞掲載、市町村
広報、無料健診等
(3)健康を守る婦人の会

佐賀県

・各支部における啓発活動
・結核予防キャンペーン

z 普及啓発事業
(1)パンフ配布
(2)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

・講演会
(4)関係諸団体（食品衛生協会）への普及啓発
効果 ・結核意識の高揚

・住民健診の受診率のアップ

61

8
普
及
・
啓
発
事
業

・地区組織の活性化

・市内の交通機関及び各施設に結核予防週間 PR
ポスターを掲出し、結核予防週間を周知するとと

大分県

もに、結核健診の受診を勧奨した。
効果 9 月 17 日〜 30 日までの結核予防週間にあわせて、

M 書籍配布による結核啓発事業

PR ポスターを交通機関及び施設に掲出することによ

(1)結核に関する書籍を研修会、講演会の際に配布

り、市民に結核予防週間を周知するとともに効率的な

した。

結核健診の受診を勧奨することができる。

(2)結核予防週間に県庁舎に予防普及啓発の横断幕
を掲示した。
効果 関係団体の結核予防に対する普及啓発が行える。

x イベントへ会場での啓発
・集客力の多いイベントに出展し、パネル展示、
パンフレット配布等により結核予防思想の普及啓

宮崎県

発及び定期健診の受診勧奨を行った。
効果 ・中高年齢者を対象としたイベントに出展することに

M 普及啓発対策事業

より、来場者に対して効率的な普及啓発活動が行える。

(1)県内の結核状況を盛り込んだパンフレットによ

・来場者に対するアンケートにより、市民の結核に対

る PR

する意識等の確認ができる。

(2)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

仙台市

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

M 啓発普及活動事業

結核予防啓発パンフレットを配布し、早期発見・

(1)交通機関のほか市関係機関、医療機関及び社会

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、

福祉施設に健診ポスターを掲示した。
(2)健診受診勧奨懸垂幕を各区役所庁舎に掲示した。
効果 ・結核健診の受診率が高められる。

ラジオ）による広報を行い、結核健診の関心を高

・市民への結核予防に関する知識の普及等が図られる。

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

千葉市

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

M 普及啓発事業

受診等による早期発見・早期治療につなげることによ

・自治会を通じ全世帯へリーフレットを回覧する

り、県内の結核罹患率・有病率が低下するなどの改善

ことによって啓発普及を行った。また、区役所、

を図ることができる。

保健センター等の窓口にも市民配布用に備え置い
た。

鹿児島県

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。

M 地域普及啓発事業
(1)ポスターの配布及び広告、パンフレットの作成

川崎市

による広報活動
(2)婦人団体等による地域検討会の実施

z 啓発普及活動

(3)婦人団体等による個別訪問活動による受診勧奨

・結核啓発用ポスター掲示

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、結核指標の改善が図られる。

9 月：結核予防週間
市内の路線バス（3 社 716 台）及び市内全域の掲
示板・保育園他 831 カ所
3 月：世界結核デー

札幌市

JR 南武線駅構内（約 1,500 枚）
その他、JR 川崎駅時刻表に啓発広告を掲載

z 結核予防週間啓発事業
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（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

神戸市

促すことを図る。

M 結核予防普及・啓発の実施
x 地区講演会

(1)結核予防、受診勧奨リーフレット

・各地区において効果的な健診を行うための連絡

(2)結核パンフレット等啓発資材の購入、配布

調整等の母体づくりや、結核予防思想普及のため

(3)医師による結核健康相談の実施

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 結核予防についての正しい知識の普及啓発や健診日程

の情報提供を行うことにより、市民の不安を解消し受

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

診率向上及び集団感染防止を図ることができる。

北九州市

z 普及啓発活動事業

M 普及啓発事業（結核予防週間キャンペーン）

(1)結核予防と住民健診受診勧奨ビラの全戸配布

・市内全域の一般住民を対象に結核の正しい知識

(2)結核予防と住民健診受診勧奨ポスターを各地域

の啓発と結核に対する意識の高揚を図るため、結

に掲示
(3)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

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。

(4)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

福岡市

(5)結核予防啓発パンフレットや健診受診勧奨リー
フレットを市内全大学・専門学校・各種学校に

z 結核予防の PR

配布

(1)市内全戸配布の市政だよりによる広報

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
が図れる。
・大学生等に対する健診受診率向上と結核予防思想の
普及啓発が図れる。

(2)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）
(3)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）
効果 ・結核に対する知識の普及

・結核健康診断の受診促進
・有症状者の受診促進

x 結核予防市民のつどい

・結核に対する市民の関心は希薄化しており、普及啓

・講演：
「結核にならないための知恵」

発は重要であり継続していく。

講師：済生会熊本病院医療技術顧問
起生会吉田病院名誉院長 安藤正幸氏

x 出前講座

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

・保健所職員により、校区公民館での集会、事業

とにより、受診の遅れ等による蔓延防止、結核健診の

所における労働安全衛生講習会等の機会に、結核

受診率向上等結核対策の推進に資する。

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。

大阪市

効果 ・結核に対する市民の関心の希薄化を防ぐとともに、

健診の受診率の向上が図られる。

z 結核普及啓発事業

・結核についての正しい知識をより多くの市民へ普及

・結核予防週間中に街頭キャンペーンを実施し、

させ、結核に対する関心の希薄化を防ぐためには、あ

正しい知識の普及を図った。

らゆる機会をとらえ啓発することが必要であり、今後
も継続していく。

x 市民結核普及啓発事業
・市民・外国人向けパンフレットを配付し、正し
い知識の普及を図った。
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秋田市

効果 ・児童、生徒、一般住民、ハイリスク者への再認識効

果。

M ポスター、パンフレット等による啓発普及
活動

・住民自ら結核予防、早期発見、早期治療（受診）の

・結核予防への関心を高めるため、関係機関へポ

・住民結核定期健康診断受診率の向上。

行動がとれる。

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

富山市

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」

M 啓発普及促進事業

としての認識が定着しつつあることから、結核予防の

・館内全世帯への全戸配布、街頭でのパンフレッ

啓発普及を徹底することで、定期健康診断の受診率の

ト配布、各地域で開催された婦人会及び老人会の

向上が図られ、結核患者の早期発見につながる。

健康教室で啓発普及（パンフレット配布・パネル
展示）

郡山市

効果 結核の知識の高揚及び健診受診率の向上を図る。

M 結核予防週間啓発事業

長野市

(1)労働基準監督署、商工会議所等へ啓発用パンフ

M 結核予防普及啓発事業

レット配布
(2)保健福祉フェスタ開催場所に結核予防コーナー

岐阜市

を設置
①結核予防パネルの展示
②結核予防啓発パンフレット等の配布

M 結核予防広報普及啓発

③健康相談

・日刊紙・広報紙、ラジオ、テレビ等の各種メデ

④結核に関するクイズ実施による啓発

ィアを活用し、啓発及び住民健診受診勧奨を行う

効果 ・結核についての住民への知識の普及及び啓発

ほか、啓発用パンフレットを老人会、婦人会、各

・結核対策として予防接種や受診の必要性を住民が理

種教室及び食品衛生協会講習会等の開催時に配布

解し、結核蔓延を未然に防ぐ手段がとれる。

した。
効果 各種メディアの利用、重点年齢層を対象とした啓発普

いわき市

及及び地域での健康教育を進めること等により、市民
の結核予防の再認識と受診率の向上が期待できる。

M 結核予防啓発資材の作成
(1)結核定期健康診断受診勧奨の回覧・広報の作成。

静岡市

(2)事業所に対する結核定期健康診断受診勧奨のチ
ラシの作成。
(3)結核予防等のポスターを作成し、小中学校や医
療機関等配布した。
(4)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

・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。
(1)住民健診の受診者に配布した。
(2)住民健診再検査、定期外健診、患者家族への健
康相談時等を利用して、来所者に配布した。

した。
(5)結核予防週間に街頭キャンペーンを実施し、キ
ャンペーンの戦略として用いる結核予防啓発資

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

材（
「のぼり」
「たて看板」
「グッズ」
）を作成し

(4)保健所及び各保健福祉センターに常時配備した。

た。

(5)結核予防週間には、懸垂幕（購入済）を設置し

ポスター

500 枚、リーフレット 1,400 部、回

て結核予防意識の集中的な浸透を図るとともに、

覧・チラシ 12,000 部

街頭キャンペーンを行い、啓発用物品を配布し

キャンペーン資材（「のぼり」10 本、「グッズ

た。

（ポケットティッシュ）
」1,000 個）

64

M 結核予防啓発事業

(6)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

姫路市

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。

z 市民健康展での結核予防啓発事業
(1)普及啓発用ポスター、パネル掲示

浜松市

(2)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

M 受診啓発事業

し結核の現状と正しい知識を普及することにより、健

・一般市民、業態者、患者家族等に対し、結核予

診の受診促進、早期受診が期待できる。

防の知識の啓発、普及のための啓発資料等を配布
し指導した。
効果 ・結核予防意識の高揚が図られるとともに、健康診断

の受診を促進することが出来る。
・結核の患者発生数は横ばいの状態であり、引き続き

x 姫路「お城まつり」での結核予防啓発事業
(1)テント内に啓発用チラシ、パネルの展示
(2)啓発用うちわ、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

受診啓発が必要である。

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。

豊橋市

c 結核予防週間における結核予防啓発事業

M 結核予防週間普及啓発事業（ポスター、懸
垂幕作成、リーフレット配布）

・結核指定医療機関等にポスターの掲示を依頼し

・現在の結核登録者状況の周知及び予防のための

効果 結核予防思想を広く普及することにより、一般市民に

健診奨励を内容とする懸垂幕及びポスターを作成

対し結核の現状と正しい知識を普及することにより健

し、結核予防週間を中心に懸垂幕は市役所へ、ポ

診の受診率の向上、結核患者の早期発見ひいては、罹

スターは医療機関・薬局等へ掲示した。また、健

患率の低下が期待できる。

た。

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

8

岡山市

布を行った。
効果 ・本事業の実施により、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

M 広報媒体による PR 活動
(1)結核予防週間にあわせた普及啓発

蔓延防止を図る。

結核予防週間前後に、市内医療機関、歯科診療

・結核の正しい知識を普及することにより、結核患者

所、薬局での「結核に関心を」掲示用として配

に対する地域の理解を深める。

布、各支所等窓口で啓発リーフレット・ティッ
シュを配布。

堺市

(2)高齢者及び若年者にターゲットを絞った啓発
①ポケットティッシュを活用した啓発

M 啓発普及活動事業

・高齢者の新登録率が高いため、老人クラブ

・結核予防週間中に街頭健診及び啓発活動を行っ

連合会の総会等の機会を活用して、定期健

た。

康診断・有症状時の受診勧奨等の啓発を実

街頭健診（市内 1 会場）

施した。また、老人クラブの地域の活動に

同週間中、保健センターにおける無料 X 線検査（6

て健康教育等を開催する際には、保健所職

保健センター）

員を講師として派遣し、教材、啓発ティッ

効果 結核に対する意識が低下している昨今、一般市民に結

シュ等活用して高齢者の意識づけを行った。

核の現状と正しい知識を普及し、健康診断を実施する

・若年者への啓発の一環として、乳幼児健康

ことにより結核患者の早期発見、結核予防意識の高揚

診断時に結核啓発の風船を配布し、母親等

を図る。

の有症状時受診勧奨と、BCG の早期接種
勧奨を実施した。
②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
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ことから、市内の専門学校等学生にリーフ

高知市

レットを配布し、結核の知識を啓発した。
効果 ・定期健康診断、有症状受診及び定期予防接種の必要

M 啓発普及活動事業

性を広報媒体により、広く市民に浸透させるとともに、

・結核予防週間の関連事業を実施したり、結核・

地域に根差した地域住民団体の協力による受診勧奨等

感染症の講演会等に結核予防のパネル等を使用し

により、結核健診、結核予防についての理解を深める

たりして結核についてわかりやすく説明・展示し、

ことができる。

医療機関や関係機関・施設及び地域住民に対し、

・正しい知識の普及により、結核に対する偏見が軽減

結核予防について啓発普及に努めた。

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。

福山市

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

M 結核予防普及啓発事業

M 結核予防普及啓発事業

(1)講演会（平成 13 年 11 月）

・学校、施設、事業所に対し、結核に関する知識

(2)結核予防週間におけるチラシ配布・パネル展等

の普及及び健康診断報告の義務についての周知を

の啓発活動
(3)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。
・施設等における結核集団発生の防止につながる。

図った。
(1)市内の学校あてに、パンフレット・ポスターの
配布
(2)結核予防週間に、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

高松市

発グッズ・パンフレットの配布、健診車を乗り
入れて、結核健診を実施した。

M 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。
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、

(3)長崎市健康フェスタにおいて、健康診断の実施、
パンフレットを配布した。
(4)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。
(5)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

引き続き今年度においても実施したことで、より一層

定期健康診断の必要性を、また事業主には定期健康診

の結核予防思想の高揚を図ることができる。

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

松山市

る。
・この事業を継続することによって、これまで周知で

M 結核予防週間啓発普及事業（全国結核フォ
ーラム開催）

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。

・(財)愛媛県総合保健協会に事業委託し、全国結
核フォーラムの開催及び結核予防週間普及啓発事

熊本市

業を実施し、市民への結核に関する情報の提供及
び結核予防対策の啓発普及を図った。

M 結核予防普及啓発事業

効果 全国結核フォーラムへの参加者が結核に対する最新の

(1)結核予防週間を中心に下記事業を実施し、結核

情報を得ることにより、再興感染症としての結核を理

の予防及び早期発見・早期治療の啓発を促進し

解し、健康管理、感染防止当の結核に対する意識の向

た。

上が図れ、結核の早期発見・早期治療に結びつく。

①市内全戸配布のタブロイド新聞に結核の記
事を掲載。
②ポスターを交通機関等で掲示。
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③リーフレット等の配布（保健所・保健福祉
センター窓口で配布）
。
④街頭健診及びキャンペーンを実施（9 月 24 日）
。
⑤地域及び団体に健康教育を実施し、マスコ

視聴やパンフレットを配布し、結核の正しい知
識を普及させた。
効果 結核に対する正しい知識と理解の普及啓発を、一般住

民健診の受診率を向上させるために行うことができる。

ミを通じて結核の情報提供を行った。
(2)高齢者結核対策として、住民健診実施に際し

鹿児島市

65 歳から 75 歳の市民に受診勧奨の葉書を送付。
(3)事業所への文書通知
施設・事業所に対し健康診断の実施及び結果報

M 結核感染症予防事業
(1)結核感染症対策講演会を実施した。

告書の提出を勧奨する文書及びパンフレットを

①対象：医師、社会福祉施設の代表者など

送付し、結核についての普及啓発に努めた。

②参加者： 172 人

(4)商工会議所発行の月刊誌
健康診断の実施及び結果報告書の提出を勧奨す
る広告の掲載。
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、ポスターの掲示等により、市民へ結
核についての正しい知識と予防の普及啓発を行い、結
核の早期発見・早期治療を推進できる。

(2)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）
(3)パンフレットやビデオ放映により、市民へ周知
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

大分市
M 結核普及啓発活動

の高揚

函館市

(1)住民健診受診勧奨のチラシ
自治体単位で回覧（配布枚数 10,000 部）
(2)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 13 年 9 月 1 日〜 30 日
設置場所：市内中心部（1 カ所）及び保健所

z 結核予防講演会

8

・テーマ：
「知っていますか？結核の話」
講師：函館五稜郭病院呼吸器科長
効果 正しい知識の普及により住民の予防意識の向上が図ら

れる。

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
(3)結核予防のための健康教育
市内及び定期外健診対象者等に対して、結核読
本を配布し、健康教育を実施した。

x 一般住民啓発事業
・市広報紙に結核予防の記事を掲載、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し、結核予防について啓発。
効果 結核予防に対する意識の向上が図られる。

（18 回開催、延べ 589 人参加）
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。

c 事業所啓発事業
(1)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

宮崎市

義務を周知した。
(2)広報誌等で職場健診の実施及び受診を呼びかけ

M 普及啓発事業

た。

(1)当市が主催して実施する健康福祉に関するイベ

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

ント（休日開催）を利用して結核対策の理解や

ており、また、結核健康診断に関する相談も寄せられ

啓発用のリーフレットを配布して受診率の向上

ているので継続していくことにより、事業主・被雇用

を図った。

者の健康診断に対する理解が得られ、定期健康診断の

(2)管内の自治会単位で実施する講話で、ビデオの

受診率向上が図られる。
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v 乳児・学校啓発事業
・リーフレットの配布

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、予防意識の高揚が図れる。

小中学校の結核健康診断のときに配布し、保護者
にツベルクリン反応検査・ BCG 接種の意義につい

下関市

て理解を求めた。
効果 結核予防の意識を高め、勧奨接種である BCG 接種の

M 普及啓発事業

意義を保護者に周知することにより結核健診の受診率

・「健康のつどい」（保健所主催、毎年 9 月開催）

及び接種率の向上が図られる。

や結核予防週間に普及啓発用パンフレットを配布
した。

東大阪市

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

M 啓発普及活動事業

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。

尼崎市
M 結核予防普及啓発事業の実施

大牟田市

(1)リーフレットの配布 18,000 部配布

M 結核予防普及啓発事業

(2)ポスター掲示 700 枚掲示

(1)結核を過去の病気として捉えるのではなく、現

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。

代の大きな問題として市民が関心を持つことに
加え、結核の正しい理解、感染予防について啓
発を実施した。

西宮市

(2)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、健康づくり市民大会、

M 普及啓発事業

各種健診、結核健診事業開催時にパンフレット

(1)西宮市健康フェアにおいて結核コーナーの設置。

及びリーフレットを市民へ配布した。

パネル展示

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

チラシ配布

識を低下させず、結核緊急事態宣言からの関心の高ま

(2)市の広報（保健所ホームページ等）やさくら
FM の活用。

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る。

市民公民館、体育館等市民の利用する公的施設
にポスター掲示。

千代田区

(3)高齢者及び若年層に知識を普及する為、宮水学
園や養護教諭の会合等機会をとらえ、啓蒙及び

M 一般区民に対しての普及啓発

リーフレットの配布。

・結核予防週間等において、結核に関する正しい

(4)市内医療機関へポスター・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

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。

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

墨田区
M 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

M 普及啓発事業
・健康まつり及び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
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した。
効果 結核の早期発見・早期治療

品川区
M 結核予防啓発事業
(1)啓発用ポスターの作成
品川区の患者発生状況（近 3 年間等）の資料を
収集して、ポスターを作成し、区の施設や掲示
板等に掲出した。
(2)結核予防週間事業
①区内官公署（職安・労基署）にポスター・
リーフレットを送付し、掲示。来客への配
布を依頼。
②保健所の諸事業実施時にリーフレット等を
配布。
③区広報紙に記事を掲載し、予防を呼びかけ
た。
④区内各団体（商店連合会等）に健診リーフ
レットを配布。
効果 幅広く周知活動をすることにより、結核に対する知識

の普及、啓発に資する。

8
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9. 研修事業
医療従事者向け

に保健所職員を派遣するとともに、研修終了職員
から保健所職員に伝達講習を行う。
効果 研修において最新の知識が得られるほか、保健所職員

北海道

に対する啓発効果もあり、資質の向上が図られた。

z 保健所勤務医療従事者講習会

x 結核予防業務研修会

・「保健所と関係機関の連携について」「高齢者の

・研修の他に本県の結核の現状について情報提供

結核」
「結核対策の現状と問題点」をテーマとした

し、地域の実情に応じた対策を検討する場とする。

技術者全体の講習会の開催及び、医師、保健師、

実施にあたっては、(財)結核予防会結核研究所の

診療放射線技師それぞれの分科会による講習会を

専門医師等の助言指導等を得ることとする。

開催。講師は、(財)結核予防会結核研究所及び厚

①結核院内感染マニュアルについて

生労働省に依頼した。

②結核の診断と最新の治療法について

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

効果 結核医療に従事する医師、結核診査会委員、施設の関

門知識・技術の習得を図ることにより、技術者の地域

係者に対し、本県の結核の現状について情報提供する

間格差を解消することをねらいとした。

ことで本県の実情に応じた対策を実施することができ
た。

x 保健所管内結核医療従事者講習会

また、結核患者が早期に発見できることで、院内感染

・
「院内感染対策」を中心テーマとした全体講習会

予防につながること、適切な化学療法の徹底、入院期

を実施した後、医師、保健師、診療放射線技師そ

間の短縮、医療費の減少へつながった。

れぞれの分科会の講習会を独自のテーマにより実
施。

c 胸部 X 線フィルム読影事業

なお、保健師等については BCG 予防接種の実技指

・症例検討を中心に、結核研究所の医師等を講師

導も併せて実施した。

に胸部 X 線フィルムの読影会を開催した。

講師は(財)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

効果 医師等の読影技術の向上を図ることにより、結核患者

を正しく診断できるようになり、重症化の防止及び医
療費の軽減が図られた。

おける迅速な指導・対応が期待できた。
また、分科会におけるそれぞれの専門知識・技術の習

v 結核実務従事者研修会

得は、現場での即戦力につながり、また、保健所が主

・各保健所において、管内の実状にあわせ、必要

催することにより、保健所職員の結核対策上のリーダ

に応じた結核対策について研修を行う。

ーとしての意識のさらなる充実が期待できた。

効果 市町村の結核予防担当者や結核関連業務に従事してい

る者が結核について理解を深めることにより、結核対

青森県
z 結核予防関係職員研修及び講習会
・財団法人結核予防会結核研究所が行う各種研修
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策の推進が図られた。

岩手県

x 結核技術者の研修会派遣
・結核研究所等に派遣し、結核の専門的な知識の

z 結核研究所等への派遣研修

習得と結核対策実施上必要な知識を習得し、地域
の結核予防対策業務と患者発生時の適切な対応を

x 指定医療機関医師等研修事業
(1)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。
(2)(財)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。

図るための専門研修を受講する。
効果 結核対策における保健師活動の強化と質の向上が図ら

れ、患者管理等の対応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。

(3)管内の結核医療に従事する医師を招き、模擬的
な結核診査協議会を開催した。
効果 ・結核予防対策従事者の資質の向上

c 結核予防研修会
・結核研究所の宍戸国際協力部副部長から「ツベ

・結核についての診断・治療の技術向上

ルクリンと BCG 及び学校健診」について講演と保

・医療機関等集団施設に従事する職員に結核に対する

健所の保健師から、ツ反の結果、多数の精密検査

知識の向上を図ることにより、集団感染の未然防止に

対象者が出たケースについて事例発表が行われた。

つながる。

効果 学校におけるツ反の結果の対応と BCG 接種に対する

基礎知識を学ぶことにより、問題点を明確にし、集団

宮城県

感染防止についての認識を深め、予防内服等の適切な
対応に努める。

z 結核研究所における技術者等研修
・財団法人結核予防会結核研究所での研修に職員

山形県

を派遣する。
効果 結核の知識、動向等を学ぶことにより、結核患者管

理・結核予防事業展開の幅が広がる。

z 結核予防業務従事者研修−研修会への派遣
・結核研究所等が開催する各種研修会への派遣
効果 結核予防業務担当者の結核に対する技術及び知識の向

x 結核予防技術者地区別講習会

上が図られた。

・地区別結核予防講習会受講
効果 結核の知識、動向等を学ぶことにより、結核患者管

理・結核予防事業展開の幅が広がる。

9

x 結核予防技術者地区別講習会
・講習会を実施する。
効果 結核対策に必要な最近の知識と学問の進歩に即応した

c 指定医療機関技術者研修等

技術の習得・向上が図られた。

・結核研究所の医師を講師に研修会を実施
テーマ「結核の実態と最新医療について」
効果 ・短期化学療法の普及

・医療機関、保健所の連携強化

c 結核予防業務従事者研修事業
・講習会の実施
効果 医療従事者、市町村担当職員の結核に対する知識の向

上及び結核に対する適切な診断、治療、市町村におけ

秋田県
z 指定医療機関等医師の研修会

る結核対策の充実を図ることができた。

福島県

・結核研究所や国立療養所から講師を招いて、
「結
核の適正な診断と治療について」の講演と X 線読

z 結核研究所派遣研修事業

影についての研修を実施した。
効果 結核患者の届出は医療機関から多く提出されることか

x 結核対策技術研修事業

ら、医師の適正な診断が行われることによって、患者
の早期発見が図られ、罹患率等の改善につながる。ま

c 結核医療精度強化事業

た、有病期間の改善が期待される。
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茨城県

効果 ・結核患者発見率の向上及び X 線フィルムの読影体

制の整備

z 結核対策推進のためのマンパワーの養成

・精神病院及び高齢者入所施設における健康管理手法

・(財)結核予防会結核研究所派遣研修

の確立

医師、保健師、放射線技師等を短期・夏期研修等
に派遣し、結核予防対策のためのマンパワーの養

栃木県

成を図る。
効果 結核患者や担当医師等の指導的立場にある保健所担当

z 医療従事者等に対する結核研修事業

者が、結核対策上、必要な基本的知識及び最新の情報

・(財)結核予防会より星野先生を招き、
「結核の最

を習得することにより、地域に即した問題点を的確に

近の傾向とこれからの対策」と題して、講演会を

把握し、それに応じた対策を立てることが可能になる。

開催した。
効果 施設、学校等においては、一人の患者発生から集団感

x 結核予防対策従事者に対する普及啓発事業

染に繋がる可能性が大きく、予防についての意義を専

・(財)結核予防会結核研究所の講師及び厚生労働

門的に理解することで、結核健診の重要性を再認識し、

省の担当課の講義等

結核健診率の向上が期待できる。

合同：①保健所と関係機関の連携について
②高齢者の結核（その特徴と対策）

x 地域格差是正対策事業

③特対事業の報告・評価

・放射線技術者の技術向上を目的に、自治医科大

④結核の現状と問題点

学の篠崎教授を招き、読影の基礎についての研修
会を開催した。
（107 人が参加した。
）

医師：薬剤耐性結核（その予防と治療）
保健師：これからの患者管理と保健指導

効果 放射線診断における読影の基礎を習得することにより、

効果 結核患者や担当医師の指導的立場にある保健所担当者

結核診断の地域格差を是正する。

等が、結核対策上、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を的確に

c 保健師研修派遣事業

把握し、それに応じた対策を立てることが可能になる。

・短期研修 2 人
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、

c 結核健診精度管理・医療技術向上対策強化
事業

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。

・結核健診及び医療技術研修会の開催（県内 12 保

群馬県

健所）
①結核の早期診断と治療について

z 結核指定医療機関医師及び学校医結核研修会

②小中学生の結核健康診断について
③結核対策の動向について

・結核研究所の医師を講師として、研修会を実施

等

効果 各機関における結核健診技術、治療技術の向上が図ら

れ、早期発見・早期治療による結核患者の減少につな
がる。

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

v 結核ハイリスクグループにおける結核予防
対策事業

期待できる。

所施設等における長期入院（所）者の健康管理の

x 結核対策管理指導事業（結核研究所研修へ
の受講者派遣）

充実を図るため、当該施設の健診担当医の結核に

・結核研究所で開催される各種研修

・ハイリスクグループの精神病院および高齢者入

係る知識の向上や結核専門医との連携体制の整備
を図ることを目的とし研修会を開催。

効果 結核業務担当者を結核研究所の長期研修及び短期研修

に派遣することにより、結核に関する最新の知見と結

①肺結核の早期発見、発病予防について

核行政の新しい体制を学ぶことができ、県内の結核従

②胸部 X 線フィルムの読影方法について

事者にもその内容を広めることができる。

③肺結核患者発見時の対応について
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等

c 群馬県結核健康診断精度管理委員会

象とした研修会を行い、結核に関する最新の知

・ X 線撮影フィルムを使用しての比較読影等の精

識・話題とともに身近で起きた事例をとおして

度管理委員会の他、医師を対象に診断技術の向上

看護職員の健康管理や患者管理におけ情報交換

を目指し、読影の研修を実施する。また、県内の

などを県内 2 会場で実施した。

結核健康診断実施医療機関から X 線撮影フィルム

効果 平成 12 年度に行われた結核緊急実態調査の結果を結

を提出していただき、それを評価して、結果を返

核診断が早期かつ正確になされ、その後の患者管理が

すことで、結核健康診断（X 線撮影技術）の精度

確実に実施されることによって、結核についての診断

向上を図った。

及び治療の質の向上が図られる。
年度毎に地域で取り組むべき課題を明確にし、そのテ

効果 X 線写真に関して撮影や読影のレベルを向上し、精度

ーマに添った研修会を実施していく必要がある。

管理を行うことができる。

v 医療・看護関係職員研修

千葉県

・講演会の開催
効果 結核予防知識の向上が図れる。

z 結核健診比較読影研修会の開催
・結核・肺癌に関する間接写真からサンプルフィ

b 結核研修会の開催
・結核予防の専門家を招き、
「高齢者の結核」につ
いて研修した。
効果 結核予防対策の周知徹底を図ることが出来るとともに、

行政との連絡強化ができる。

n ツベルクリン反応検査と BCG 検査につい
ての研修会
・管内市町村立学校のツ反実施協力医師、養護教
諭、保健師を対象に結核研究所より講師を招き研
修会を開催した。
効果 ツベルクリン反応検査や BCG 接種について、質的及

び技術的向上が図れる。

ルムとして教材を作成し、比較読影を行い、診断
（読影）能力の維持と向上を図りながら、モデル事
業での成果を全県で活用した。
演題「CT 健診の現況と比較読影講習会」
効果 胸部間接写真読影能力の維持・向上を図る。

x 検査技師に対する結核菌検査研修
・下記項目について研修を実施した。
①新しい結核菌同定法キャピリア TB による検
査実習
②新しい薬剤感受性試験について解説
③消毒法の注意点など実験室内感染防止対策に

9

ついて講義と実習
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

m 保健所・市町村結核担当者及び保健師研修会

査期間の短縮が期待されること、また感染防止対策に

・結核研究所の専門家を招いて、最新の結核に関

ついての理解をすることにより、検査技師の感染防止

する話題等について研修会を開催した。

に役立った。

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

c 医師に対する医療技術研修会の開催

で再評価できる。

・結核の診断や治療に関する情報提供、
「結核対策
千葉方式」の徹底をはかるため地区医師会及び行

埼玉県

政機関との協力により県下 4 地区において開催し
た。

M 結核診断技術研修事業
(1)医師向け研修会の実施

演題 1．小児結核の根絶を目指して―その現状
と課題―

結核の診断、治療に係る最新の知見について県

演題 2．我が国の結核対策を検証する

内 2 会場で研修会を実施した。うち 1 会場に関

演題 3．千葉県の結核対策の 3 つの柱

しては、県医師会の協力を得て県内の全郡市医

演題 4．結核対策の現状と課題

師会へ研修光景が同時中継され、複数の会場で

演題 5．結核対策と千葉方式

多くの参加者が集まった。
(2)医療従事者向け研修会の実施

効果 新しい結核診断技術に関する情報の習得及び「結核対

策千葉方式」の啓発に役立てる。

地域の病院や高齢者施設に勤務する看護職を対
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v 診療放射線技師に対する研修会の開催

・医療関係者に対し、結核への知識と関心の向上を図

・各医療機関に所属する診療放射線技師が各自撮

り、正しい治療の普及を促進し、患者発見の遅れを防

影した胸部直接・間接写真及び CR 写真を持ち寄

止する。

り医師と技師が合同でフィルムの評価を行った。
効果 X 線写真の精度管理及び質的向上が図られる。

c 保健所医師等研修事業
(1)保健所における患者管理の充実（東京都保健所

b 在宅ケアサービス従事者への結核研修会
(1)ビデオ上映：
「結核ってどんな病気？」
(2)講演：
「結核について知っておきたいこと―在
宅支援を行うにあたって」
講師：松戸保健所結核診査協議会 会長
高江四郎
講演内容：結核についての基本知識について
従事者自身の結核に対しての健康管
理について
効果 講演により、感染の成立・治療について・定期健診・

感染を防ぐための方法の知識を習得することができ、
在宅ケアを実施するにあたり、不必要な心配やパニッ

管内）
(2)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）
(3)
「結核集団感染対策マニュアル」の作成、配布
（東京都全域）
(4)
「結核の統計」の購入（東京都保健所管内）
(5)「 東京都における結核の概況」の作成、配布
（東京都全域）
(6)
「結核の健診を受ける方へ」の作成、配布（東
京都全域）
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

クをおこすことなく、援助を行うことができ、療養者
の結核の早期発見や従事者の感染予防を実施すること

神奈川県

ができると思われる。
また、非定型抗酸菌症と結核の違いを正しく知ること

z 結核指定医療機関担当医師等研修事業

で、不用意な心配をすることなく、療養支援を行うこ

・患者の鑑別診断に役立てるために、胸部 X 線診

とができると思われる。

断の見方、理学所見及び実際の事例等をまとめた

さらに講演会を主催することで、在宅ケアサービス従

マニュアルを活用し研修を行った。

事者と保健所とのスムーズな連携につながり、今後結

13 年度、11 保健事務所で 13 回開催。参加人数 433 人

核患者発生時の対応がスムーズにおこなえることを期

効果 結核の早期発見・早期治療、二次感染予防と患者管理

待する。

東京都

に役立てる。

x 結核対策管理指導者研修事業
・結核診査協議会委員研修（結核診査協議会公開

z 指定医療機関対策事業
(1)指定医療機関向け結核予防冊子の作成、配布
（東京都全域）

研修）
効果 結核対策における指導者育成により、結核行政の適切

なサービスが提供できる。

(2)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（東京都全域）

新潟県

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

M 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

x 医療関係者結核予防及び普及啓発事業

について、合同研修会を開催し、撮影から確定ま

(1)看護学生・医学生結核予防普及啓発（東京都全

での効率化と健診精度の向上を図った。

域）
(2)看護学生・医学生等向け教育補助教材の作成、
配布（東京都全域）
効果 ・看護学生、医学生等に対し、結核未感染者の増加を
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また、保健所が実施している結核健康診断のフィ
ルムを読影医師及び保健所放射線技師で評価を行
い、より質の高いフィルムを読影医師に提供した。
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

考慮し実習開始前にツベルクリン反応検査を行い、院

られている。

内感染防止のため必要な措置を講ずる。

また、県内の読影医師の増加により健診結果が早く判

男氏、小林典子氏

明するようになってきている。

効果 各職種による特有の知識の習得が得られ、他の自治体

富山県

における結核特対事業発表により、今後の業務参考と
なる。さらに医療機関をはじめとする関係機関と連携

M 結核予防技術者研修事業

を図りながら数々の結核の問題に対処すべきであるこ
とを改めて認識できる。

石川県

c 医師研修会

z 結核研究所等への派遣研修

(1)結核診査会モデル検討会

(1)長期研修

保健看護学科 1 人

助言：(財)結核予防会 増山英則氏

(2)短期研修

医学科 1 人

講演：
「結核の新しい話題」
、症例検討

保健看護学科

講師：(財)結核予防会 増山英則氏

対策 8 日間 1 人
夏期研修 2 人

(2)講演：
「結核に関する症例の検討」
講師：(財)結核予防会 増山英則氏

臨床検査技師 1 人

講演：
「結核菌検査の進歩と臨床応用について」

行政担当者 1 人

講師：(財)結核予防会 伊藤邦彦氏

(3)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 3 人
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

(3)講演：
「処遇困難事例検討会」
講師：(財)結核予防会 増山英則氏
(4)講義：
「結核の院内(施設内)感染予防について」

結核に対する知識のレベルアップが図られ、結核予防

講演：
「結核診断の基本」

の推進が図られる。

講師：(財)結核予防会 増山英則氏

なお、各自治体での特対事業の取り組みがわかり、今

症例検討会（レントゲン写真の読影の検討）

後の特対計画の参考となる。

講演：「予防接種及び結核健康診断の精度向上
に向けて」

x 結核予防技術者地区別講習会
(1)合同講義：保健所と関係機関の連携について
高齢者の結核（その特徴と対策）
講師：(財)結核予防会 青木正和氏
合同講義：結核の現状と問題点
講師：厚生労働省結核感染症課 藤井紀男氏
(2)職種別講義
①医師

講師：石川成人病予防センター 西正美氏
(5)講演：
「結核発生状況及び症例検討」、「ツ反、
BCG 接種状況の実際」
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講師：(財)結核予防会 星野斉之氏
効果 ・申請患者の主治医の参加により、申請書だけでは把

握できない情報の把握
・臨床における菌検査の重要性の再認識が図れる。
・結核の早期診断と適正な医療の推進が図れる。

薬剤耐性結核（その予防と治療）

・結核の診断技術及び予防接種の精度向上、実施方法

講師：(財)結核予防会 吉山崇氏

や結果の見方の知識修得

②放射線技師

・結核発病リスク、適切な対応及び発見までの遅れの

胸部写真の精度管理・法令改正の要点

状況、予防接種の課題と適切な技術についての理解が

講師：(財)結核予防会 中野静男氏

深まる。

③保健師
これからの患者管理と保健指導

福井県

講師：(財)結核予防会 小林典子氏
(3)特対事業の企画・評価に関する研修

z 結核研究所講習会派遣事業

各自治体の特対事業の企画・評価の発表

・普段から結核予防業務に携わっている保健所の

助言者：(財)結核予防会 青木正和氏、中野静

各技師、および結核治療において指導的立場にあ

男氏、小林典子氏
(4)結核担当者会議

る結核診査協議会委員を、結核研究所が主催する
講習会に派遣した。

今後の結核特対の方向性や疑問点を検討

保健師短期研修（8 日間） 1 人

助言者：(財)結核予防会、青木正和氏、中野静

保健師基礎コース（4 日間） 1 人
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臨床検査技師短期研修（6 日間） 1 人

計3人

山梨県

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

M 結核対策管理指導事業

務を検討する機会となる。

(1)結核予防会に講師を依頼し、研修会を開催した。
(2)結核研究所主催の研修を受講した。

x 結核予防会研修委託事業
・講師：結核予防会 星野斉之氏
演題：「ツベルクリン反応検査、BCG 接種技術
について」

(3)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。

「学校等における結核予防管理について」

・結核予防事業に従事している技術者が、結核対策に

効果 ・指定医療機関医師のうち、小児科医等予防接種実施

必要な最近の知識や医療技術の進歩に呼応した技術を

医を対象とした「ツ反、BCG 技術」研修会を開催す

習得できる。

ることで、乳児期の早期で確実な BCG 初回接種の実
施を普及することができる。

長野県

・多くは学校医であるので、学校で患者が発生した場
合の定期外健康診断の実施について理解を深めてもら

M 結核予防技術者研修事業

う機会をなる。

・結核に関する最新の知識の習得と技術向上のた

・本事業は、毎年結核予防週間に併せ実施しているも

めの研修を行うとともに、各分野の指導的立場に

のであるが、結核予防会と行政が一体となり、結核予

ある者を専門研修に派遣した。

防を広く県民に呼びかける中心的行事であるので、今
後も継続して実施したい。

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

c 治療適正化推進事業

実施する必要がある。

(1)医療従事者研修事業

・結核技術者の知識の習得と技術の向上を図ることに

初期効果短期療法の普及を図った。また、具体

より、二次感染、集団感染の防止、患者管理の強化、

的な症例について検討を行い、診断、治療、患

ハイリスク集団対策などの結核対策に寄与する。

者管理の問題点の解決を図った。

・研修会の開催により関係者の結核に対する意識向上

講師：結核研究所医師、保健師

を図れる。

開催回数： 3 回
(2)ツ反応検査・ BCG 接種技術者研修事業

岐阜県

ツベルクリン反応検査、BCG 接種の技法につ
いて学び、精度を上げた。

z 結核予防技術者等養成研修

講師：結核研究所医師

(1)保健看護学科夏期研修

開催回数： 3 回

(2)臨床検査技師短期研修

(3)結核予防技術者地区別講習会（東海・北陸ブロ

(3)保健看護学科短期研修

ック）派遣事業

(4)医学科読影研修

13 年 6 月、石川県金沢市で開催された技術者特

(5)全国放射線技師総合学術大会

別講習会に、保健所職員等 13 名を派遣した。

(6)医学科長期研修

効果 ・新しい菌検査法習得することで、診断までの時間を

短縮できる。
・指定医療機関医師のうち、小児科医等予防接種実施

(7)放射線学科長期研修
(8)保健看護学科長期研修
効果 結核担当職員の資質向上を図ることができる。

医を対象とした「ツ反、BCG 技術」研修会を開催す

施を普及することができる。

x 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）

・多くは学校医であるので、学校で患者が発生した場

(1)結核予防モニター委嘱

合の定期外健康診断の実施について理解を深めてもら

(2)委嘱後、研修会を実施

ることで、乳児期の早期で確実な BCG 初回接種の実

う機会となる。
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「結核の現状について」

講師：多治見市民病院共栄診療所 所長

c 医師講習会

上野喬氏

・県医師会に研修事業を委託し、県下全域の医師

(3)モニターの役割

会員に対して、結核に対する知識・技術の啓蒙・

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

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

(4)高齢者研修会

塗抹陽性肺結核罹患率が横ばい状態を続けている中で、

(5)啓発冊子の配布

患者の発見、登録が遅れることは、蔓延の可能性を高

効果 ・モニターを通して地域での普及啓発を図ることがで

める危険性をはらんでいる。また、適切な化療内容が

きる。

処方されなければ、治療の成果は上がりにくい。

・研修会により高齢者の結核対策、早期受診・早期発

・本事業の実施により、患者の早期発見、適正医療の

見、結核の治療の現状について理解が得られる。

普及が図られ、結核蔓延の一助となる。

静岡県

v 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、

z 医療従事者研修事業

結核の患者管理や指導にあたる医師等に対して研

・医療従事者の資質の向上を図ることにより結核

修を開催し、最新の知識技術を修得させた。

対策を充実させるため、医師、看護師等に対する

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

ツベルクリン反応検査・ BCG 接種の方法及び判定

普及を通じて、患者管理の適正化や結核対策の向上が

等の研修会を実施した。

図られる。

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。

b 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

x 健診従事者研修事業

識の周知徹底を図り、健診・予防接種受診の意義

・結核予防業務に従事する保健所職員の資質向上

の理解を深めるため、保健所・市町村等の担当職

を図るため、(財)結核予防会結核研究所が実施す

員に対し研修会を開催し、受診率向上及び適切な

る研究会に派遣した。

健診・予防接種実施の一助とする。

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。

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
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が図られる。
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愛知県
z 結核研究所研修派遣

三重県

・県職員を結核研究所の主催する研修会に計画的

M 結核研究所研修・地区別講習会

に派遣し、結核予防活動に必要な最新の知識・技

(1)結核研究所研修

術を修得させた。

(2)短期研修（医師 1 人）

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。

(3)長期研修（保健師 1 人）
(4)地区別講習会（医師 1 人、保健師 2 人、放射線
技師 1 人）
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

x 地区別講習会派遣

迅速に対応するために人材育成は必要不可欠であり、

・県職員を東海北陸地区別講習会に計画的に派遣

研修終了者には、各保健所担当者に対する研修伝達講

し、結核予防活動に必要な最新の知識・技術を修

習を実施し、また、保健所結核対策支援登録員として

得させた。

結核困難事例の際は、地域の枠を超え支援していく体

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

制を整備し、地域の結核対策の中心的役割を果たすべ
き自覚を促す。

が図られる。
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滋賀県

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

z 結核研修会

齢者の結核に関する知識の普及を行うことにより、施

・滋賀県医師会、滋賀県病院協会、滋賀県臨床衛

設間格差が是正できる。

生検査技師会、滋賀県健康推進連絡協議会に委託

・集団発生時等の対策、結核予防知識に関する研修を

して、(財)結核予防会結核研究所等の専門講師に

実施することにより、資質向上が期待できる。

よる、講義形式の研修会を開催した。
効果 ・医師については、県内の結核診断の期間が短縮され

る。

v 指定医療機関結核知識普及研修事業
(1)指定医療機関に対する結核知識の普及

・病院の職員については、病院内の院内感染予防体制

結核医療を担当することができる指定医療機関

が充実される。

に対し、患者発見対策を目的とした「結核今再

・臨床検査技師については、結核菌検査の精度が向上

び」を作成配付し、患者の早期発見、早期治療

される。
・健康推進員（結核予防婦人会員）については、一般
住民等に結核予防の知識が普及される。

をもって集団感染の防止に努めた。
(2)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

x 結核関係職員派遣研修

族・接触者健診の徹底について研修を行った。

・最近の結核を取り巻く状況について、結核予防

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

関係職員を財団法人結核予防会結核研究所主催の

おける保健所との連携強化の必要性を認識させること

研修会へ派遣して結核の知識を習得させ、関係者

ができる。

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

兵庫県

施したことにより、最近の結核を取り巻く状況の周知
ならびに結核の知識を修得する。

z 結核指導医師設置事業
(1)概ね 30 歳代、40 歳代の医師に対し、2 年間に

京都府

わたり計 10 日間の研修を実施する。
(2)講師は結核研究所に依頼し、結核の診断・治療

z 保健所等技術職員派遣研修事業

技術の研修を行う。なお、研修内容の詳細につ

・結核研究所が実施する研修及び結核地区別講習

いては、別途結核研究所と協議の上決定する。

会に派遣し、資質向上を図るとともに、訪問活

(3)平成 13 年度の研修回数は 9 回（平成 12 年度に 1

動・集団感染事例等を中心とする伝達講習会を併
せて実施し研修成果を広めた。
効果 訪問指導等の保健師活動における結核患者管理の充実、

回実施）
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。

検査技師等の検査技術の向上及び結核行政事務におけ
る強化が図られる。

x 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

x 指定医療機関等研修事業
・結核研究所が実施する研修及び結核地区別講習

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と治療成績の向上が図れる。

会に派遣し、資質向上を図るとともに、訪問活
動・集団感染事例等を中心とする伝達講習会を併

c 結核研究所研修への派遣事業

せて実施し研修成果を広めた。

・結核研究所研修への派遣

効果 訪問指導等の保健師活動における結核患者管理の充実、

検査技師等の検査技術の向上及び結核行政事務におけ
る強化が図られる。

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

c 市町村、保健・医療関係者等研修

v 結核予防実務者研修会

・市町村、医療機関、施設職員に院内感染予防及

・結核の最新知識の習得、結核集団感染の防止等
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鳥取県

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

M 結核関係者研修事業

もに、集団感染を防止できる。

・結核研究所の研修計画どおり
平成 13 年 9 月 第 1 回鳥取県職員放射線技師講

奈良県

習会（中部）
平成 14 年 3 月 第 2 回鳥取県職員放射線技師講

M 結核対策指導啓発事業
(1)派遣研修

習会（中部）
効果 ・結核関係職員として、最近の結核の現状、最新知識

結核研究所の研修派遣（長期、短期、夏期）6 人

の習得を行うことにより専門的知識及び適正な医療の

予防会地区別研修への派遣 延べ 25 人

普及が図られる。

(2)研修会開催

・関係職員による伝達講習を行うことにより職員の知

医師研修会 1 月 24 日 医師等 52 人
全体研修会

8月9日

識向上が図られる。

医師、保健師、看護師

等 315 人

島根県

学校保健関係者研修等 7 回 養護教諭・校医
等 延べ 251 人
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
・結核に対する関心の低下を防ぎ、早期受診の促進と
健康診断受診率の向上を図る。

和歌山県

z 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、短期の研
修を受講した。
効果 各職種の専門性を高め、結核に対する専門的かつ高度

な課題について対応できる。

x 従事者合同会議
・結核の最新の知見に関する研修会

z 結核予防技術者研修派遣

①院内（施設内）感染予防

・結核研究所研修等において、長期及び短期の研

②定期外健診の必要性 等

修を行うことにより、結核に関する専門的知識を
身につける。

効果 ・最新の知見について習得することができる。
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・特に院内感染の予防対策について習得できる。

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

c 保健所管内研修事業

える。

・保健所管内の結核の状況を提供し、各機関で改

・医療従事者や行政担当者の資質向上を目的としてい

善すべき事項について、最近の知見を含めて講習

るため、継続的に実施する必要があると思われる。

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

x 医師研修会

場で改善することにより、地域格差が是正できる。

・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

岡山県

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

z 実務者の研修派遣

防止対策について意識強化・乳幼児の BCG 接種の効

(1)結核研究所への派遣研修

果を高めることにより、小児結核の発病防止を図れる。

(2)地区別講習会への派遣研修

・臨床医に対して、地域の結核の状況について周知を

効果 ・担当者の資質の向上、意識の高揚により、徹底した

図り、診断の遅れの防止や短期化学療法の実施等の効

地域結核対策が講じられ各種指標の改善が期待できる

果的な治療が図れる。

とともに、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。
・進歩する医療及び施策の変化に即応するため継続し
て行う必要がある。
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x 中国・四国ブロック地区別講習会

実施時期：平成 14 年 3 月

・結核講習会及び結核担当者会議

対象者：県下の臨床検査技師 200 人

合同講義 ①保健所と関係機関の連携

事業内容：指定医療機関等の臨床検査技師に対

②高齢者の結核（その特徴と対策）

し、PCR 等の最新知識や結核菌検

専門別講義 医師：薬剤耐性結核（その予防と

査（塗抹、培養、非定型抗酸菌等）

治療）
保健師、その他：これからの患者
管理と保健指導
結核の現状と問題点

の技術の研修を行った。
効果 診断価値の高い良い画質の X 線写真、確実で迅速な

結核菌の検出の研修を行うことで患者の早期発見、早
期治療に向け知識が深まる。

効果 結核予防に従事している技術者に対して広く結核対策

に必要な最近の知識と学問の進歩に即応した技術の取

n 養護教諭等結核予防指導者の研修

得が図れ、関係者により共通の認識の中で効果的な結

・養護教諭等の結核予防指導者に対し、結核対策

核対策を講じることができ、各種指標の改善にむけ取

についての研修会を開催した。

り組める。

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。

c 指定医療機関医師及び診査協議会委員研修会

・地域での結核予防担当者の育成につながり、研修会

・結核専門医を講師とし、医師及び医療従事者を

を通じて各関係機関と連携体制が整備できる。

対象に結核予防法に基づく適正な医療や対策に関
する研修会を実施した。
効果 重症例の減少、短期化学療法の徹底により、有病率、

登録率の低下や平均有病期間の短縮等結核に関する指
標の改善が期待できるよう関係者に対し意識付けが出
来る。

m 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った。
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。

v 短期化学療法普及促進事業

・今後も予防可能例の減少、罹患率の低下等結核全般

・結核病床を有する医療機関に勤務する医師を対

に関する指標の改善につながるよう継続して実施して

象に、専門医を交えての短期療法導入の治療研究

いく必要がある。

会を開催した。
また、短期化学療法の導入にあわせ治療中断を防

広島県

ぎ治療効果を向上させるため、看護職員、関係保
健所職員を対象に講演会を実施した。
効果 ・短期療法に取り組んでいない病院、医師に対して、

短期療法の必要性について理解が深まる。
・看護師と保健所関係者が講演会を聞くことで、患者
の治療中断を防ぐための医療機関と保健所の連携シス

z 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。

テム構築に向けての取り組みができる。

x 結核予防技術者等研修
b 健診精度研修会（放射線技師研修会、臨床
検査技師研修会）
(1)放射線技師研修会

・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、

実施時期：平成 13 年 4 月

本県の結核医療技術の均一化及び向上を図るとともに、

対象者：結核健診に従事している県下の放射線

専門家を育成する。

技師 200 人
事業内容：指定医療機関等の診療放射線技師に

山口県

対し、X 線写真撮影技術の研修を行
った。
(2)臨床検査技師研修会
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z 医療従事者研修事業
・医師 1 人 18 日間

結核事務担当者 1 人 4 日間

x 保健医療関係者研修会

保健師 2 人 4 日間

・結核指導・管理に関する最新の知識及び技術の

保健師 2 人 8 日間

習得を目的に、結核研究所で実施されている研修

結核予防地区別研修会 5 人

に保健医療関係者を派遣した。

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

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や

を生かした予防・治療が期待でき、もって結核予防・

結核研究所への派遣研修により、健診精度、管理指導

治療の資質の向上が図られる。

及び結核診断技術の向上が図れる。

x 読影研修事業

愛媛県

・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。

z 結核研究所研修受講事業

各々の協議会委員の中から代表者が講師となり、

・保健所の医師、放射線技師、保健師、検査技師

様々な症例について検討した。

及び行政担当者を結核研究所主催の研修に派遣し

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

た。

影研修会を実施することにより、結核医療の中心とな

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

る委員の胸部 X 線写真の読影力が高まり、結核患者

により、高度でかつ最新の情報と知識を習得させ、結

の早期発見、早期治療及び適切な結核医療の提供が図

核対策の現場における指導的役割を十分に発揮するこ

られる。

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

徳島県

正医療の普及にも貢献できる。

z 医療関係者等研修会

x 結核研究所研修受講者伝達講習事業

・患者事例について、外部から講師を招き、結核

・各職種の結核研究所研修受講者による伝達講習

診査会委員をはじめとする医師等を対象に事例検

会を開催するとともに結核療養所の医師等のアド

討会及び研修会を実施することにより、診断精度

バイスを受け、県内の結核対策についての問題点

の向上、短期化学療法の普及及び院内感染防止に

をさぐり、現行事業の再検討を行った。

関する対策が図られた。
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

効果 ・結核研究所研修受講者による伝達講習を実施するこ

とにより、研修未受講者にも情報・知識を伝達でき、

対する結核予防対策の技術の向上及び知識の再認識等

保健所全体としての資質向上にもつながる。

資質の向上が図られ、院内感染防止に寄与する。

・結核療養所医師等からアドバイスを受け県内の結核
対策について再検討することにより、県内の結核を巡

x 予防業務従事者派遣研修

る状況に応じた結核対策を推進することができる。

・予防業務従事者を研修会に派遣し、各分野での
技術向上が図られた。
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。

c 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

香川県

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

z 結核業務担当者研修会

きる。

・日常業務を見直し、適正化を図るため、職員の

・この研修内容を地元医師会等で報告を行うことによ

意識の喚起をうながし、業務見直しの指針となる

り、県下全域の指定医療機関等の医療従事者へも情報

よう、結核業務担当者を対象とした研修を実施し

が提供でき、医療従事者の結核に関する意識低下の防

た。

止にもつながる。

効果 結核業務担当者が、それぞれの立場で問題意識をもつ

ことができる。
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高知県

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、接種

M 医療従事者等研修事業
(1)院内感染・集団感染予防研修

会場において講師による模範接種等を行った。
効果 予防接種を行う医師の接種技術を向上させるとともに、

県内の結核予防・医療に従事する者を対象に、

予防接種の効果を上げることによる乳幼児の結核感

院内施設内感染防止の手引き等を活用し、最新

染・重症化の防止を図る。

の情報を踏まえた研修を行い、結核に対する理

佐賀県

解を深めた。
①結核セミナー全県（参加者数： 342 人）
医療、福祉施設関係者・養護教諭等

z 結核予防技術者等研修会への派遣

医療機関 182 人、施設 27 人、学校 47 人、

・各研修会への派遣

市町村・保健所 81 人、一般 5 人
②医療従事者研修（安芸：参加者数 120 人）
（中央東：参加者数 60 人）

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。

（本山：参加者数 40 人）
（幡多：参加者数 130 人）
(2)委託研修
①(社)高知県臨床衛生検査技師会（参加者数
142 人）
②(社)高知県放射線技師会（参加者数 85 人）
③呼吸療法研究会（参加者数 81 人）

x 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。
肺結核症の早期発見についての研修を実施。
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。

上記 3 団体に研修開催を委託し、菌検査・読影
技術・呼吸療法等の最新の知識・技術を習得さ

長崎県

せる目的で実施し、それぞれに、専門講師を依
頼し技術的な専門研修が実施できた。
(3)職員中央派遣研修

z 結核実務者研修会
(1)実務者研修会の開催

地域の実情にあった結核対策の計画・立案及び

県医師会の後援（医師のみ）のもと、各保健所

各種技術等の精度管理を行うため結核研究所へ

において医師及び実務者等を対象に研修会を開

職員を派遣した。（長期研修 2 人、短期研修 4

催。全保健所で実施。 参加者数 411 人

人）
効果 結核に対する理解を深め、適正医療の普及及び結核対

(2)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

策の推進に寄与する人材育成を図るとともに、結核予

①医学科研修： 1 人（胸部 X 線読影研修）

防関係者の連携を図れる。

②放射線学科研修： 1 人（短期 8 日間コース）
③保健看護学科研修： 4 人（対策 8 日間コース、

福岡県

夏期研修）
④行政担当者研修： 2 人

z 結核業務従事職員研修事業

国際結核セミナー（東京）に参加： 3 人

・保健所に勤務する職員を結核研究所及び地区別

結核対策推進会議（東京）に出席： 1 人

研修会等へ派遣すると共に、結核研究所等より専

全国結核予防大会（沖縄県）に参加： 6 人

門家を招き保健所の結核業務従事職員に対して、

結核予防技術者地区別講習会（宮崎県）に参

結核に対する施策、医療、及び疫学等の研修を行

加： 8 人

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
者管理を行うことができる。

結核対策推進会議（宮崎県）に出席： 2 人
(3)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、対策の協力強化

及び集団感染の防止を図る。
・結核対策の効果的な企画策定、指導者の育成を図る。

x 結核予防接種実地研修
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x 結核医療研修会（指定医療機関医師研修）

・結核の知識が深まり、結核対策の充実と活動の評価

(1)県医師会委託による研修会

ができる

講師：結核研究所 森所長

・地区分析に基づいた結核対策の展開

「結核予防・対策と課題」等 参加者 89 人
(2)専門講師招聘による研修会

大分県

①西彼保健所
講師：結核研究所医学科長
「結核の診断」等 参加者 30 人
②県央保健所
講師：県立多良見病院診療部長
「結核の診断と医療」等 参加者 39 人
③県南保健所
講師：結核研究所医学科長
「結核の現状・診断・治療」等
参加者 103 人

z 結核予防技術者等研修への派遣
・医学科短期・長期研修、保健看護学科 4 日・ 8
日・長期コース
臨床検査技師短期研修、結核行政担当者短期研
修、地区別講習会
結核予防全国会議、国際セミナー、結核予防婦
人団体幹部講習会
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。

④県北保健所
講師：結核研究所医学科長
「抗酸菌の臨床」等 参加者 32 人
効果 最新医療を周知することによる、結核短期治療の推進

及び結核の適正医療を普及する。

x 結核予防研修および講演会
・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り、施設内感染
対策について講演した。
効果 施設職員の結核に対する意識を高め、集団感染・施設

熊本県

内感染を未然に防ぐことが期待される。

z 指定医・結核診査協議会委員研修

c 小中学校の結核診断フォロー体制確立

(1)指定医研修

・予防接種検討会において結核基礎知識とツベル

平成 14 年 1 月 16 日

クリン反応の技術、精密健診の実施方法集団感染

出席者： 91 人

対策について研修した。ツベルクリン反応検査の

テーマ：多剤耐性菌患者の現状について

事後措置を検討し、フローチャートを作成した。

平成 14 年 3 月 11 日
出席者： 31 人

効果 結核予防に携わる学校関係者の意識が向上し、確実な

研
修
事
業

フォローができる。

テーマ：結核の診断と治療について
(2)結核診査会委員研修

宮崎県

平成 14 年 2 月 20 日、3 月 20 日
テーマ：外国人の結核患者の対応について
結核の診断治療・最新情報について
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

z 結核再認識研修事業
・事業所や福祉施設等に対する結核研修会を開催
し、結核に対する再認識を促した。

染の是正

また、サービス業関係者に対して、営業許可更新

・菌検査の重要性の認識と確実な菌検査の実施

時における結核研修を行った。

・高齢者の健康管理、早期発見対策
・病院職員の健康管理対策

効果 ・結核について再認識することにより、健診の受診率

の向上、早期発見、早期治療が期待できるとともに、
結核の蔓延防止を図ることができる。

x 専門家の育成及び研修・地区別研修会

・患者発見時の接触者調査等において、スムーズな調

(1)結核研究所研修への派遣

査が行える。

(2)地区別研修会（福岡県）への派遣
(3)研修の復講
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

9

x 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
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沖縄県

研修
(財)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

z 結核対策従事者研修事業

核業務担当者を派遣し、結核現状及び対策、実技

(1)結核研究所への研修派遣

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

①短期研修
対策 8 日間コース（保健師 4 人）
医師短期研修（精神科病院医師 1 人）
②夏期研修

域での結核対策の向上が図られる。

保健師（2 人）

・全国結核対策推進会議においては、各ブロックにお

放射線技師（2 人）

いても下部組織が設置されることから、今後の結核対

③行政担当者研修（結核事務担当者 2 人）

策の大きな柱となることが考えられ、全国での最新情

(2)地区別講習会（4 人：医師 1 人、放射線技師 1

報の交換等、重要なものと考える。

人、保健師 2 人）
(3)国際結核セミナー・結核対策推進会議（3 人：

c 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、

医師 1 人、保健師 2 人）
効果 ・結核対策の知識を習得することにより、従事する職

最新の結核の状況を再認識していただくとともに、

員の資質向上を図り、より効果的な結核対策を推進で

より高度な知識の修得を図るため、厚生労働省担

きる。

当官及び結核研究所の講師による講義を行った。

・結核に関する最新の知識、情報を得ることにより、

また、職種毎に専門講師により、より高度な専門

業務に反映させ対策の強化につながる。

技術の習得を目的とした講義を行った。

・ブロック会議に参加することで、他県との情報交換

さらに、九州各県政令市の結核行政担当者による

ができ、県内の結核対策の課題整理及び評価に役立て

結核対策推進会議を開催した。

る。

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

報・知識を提供することで、今後の結核対策の充実が

x 結核に関する医療機関（福祉施設）支援シ
ステム体系化事業

期待される。

(1)研修会の開催

め、各市町村や医療機関の職員に対し、結核の最新情

・九州地区管内の結核医療・行政担当者が同一認識を

①福祉施設職員研修会

持つことで、各県・市町村がお互いに連携を密にし、

開催回数： 3 回

より有意義な結核対策を推進することができる。

参加人数： 67 人
講師：医師、保健師、技師

鹿児島県

研修内容：結核の現状及び老人の特徴、老人
の結核

M 結核対策管理指導事業
(1)保健師等研修会

②医療従事者研修会（医師・放射線技師・臨床
検査技師）

患者管理の見直しを行い、その精度向上を図る

開催回数： 1 回

ため保健師に対する研修会を実施した。

参加人数： 17 人

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。

(2)医療機関研修会

講師：久場睦夫氏（国立療養所沖縄病院副院
長）
研修内容：結核の早期診断能力の向上
③医療従事者研修会（病院及び施設の看護師）

指定医療機関の医療技術者等を対象に結核医療

開催回数： 1 回

と管理に関する研修会を実施した。

参加人数： 20 人

効果 医療機関等の研修会により、適正医療の普及が図られ

る。

講師：山下武子氏（結核研究所）
研修内容：院内感染防止対策における看護師
の役割
(2)施設入所者よりの相談
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相談件数： 21 件（延べ 36 件）

横浜市

相談内容：喀痰及びその他の検体による結核菌
PCR 法による結核早期診断

z 指定医・診査委員への研修と医療機関向け
ポスターの作成

胸部撮影による相談

(1)指定医研修会

検査

(3)施設マニュアル作成中
整備し、病院、施設等へ設置予定
効果 ・施設から、有症状出現時の相談を日常的に受けるこ

とにより、施設職員は日頃から施設内感染防止の視点
で業務を展開することができる。

市内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
力の要請を行った。
(2)診査事例検討会・県 4 市合同診査会

・集団感染防止が期待できる。

事例をもとに申請された医療内容等についての

・保健所と病院、施設との連携ができ、定期外健診が

議論や講演会を開催した。

スムーズに実施できる。

(3)医療機関向けポスター
結核の予防や治療に関する基礎知識を盛り込ん

札幌市

だポスターを作成した。
効果 ・指定医への研修は、市医師会と共催で毎年結核に関

z 結核予防技術者の結核研究所主催の研修会
への派遣

する講演会を開催することにより、結核予防法第 22

・保健所及び保健センターに勤務している保健師、

となっている。

放射線技師、事務担当者を結核研究所が主催して

・最新の医療に関する情報提供を行うことにより、結

いる短期研修に派遣した。

核に関する知識の風化防止に役立つ。

条・第 23 条に規定する届出の徹底を図る貴重な機会

効果 結核業務に携わっていなかった職員及び新規採用職員

・短期化学療法の適切な普及と効果的な患者管理及び

に対し、結核対策上必要な基礎知識及び最新の情報を

専門委員会としての診査会の機能を高めることができ

習得させることにより、結核対策の質の向上を図るこ

る。

とができる。

・医療機関向けのポスターを作成することにより、医
療機関を受診する方に対し、結核の予防や治療に関す

x 結核予防に携わっている医師等の研修会開催

る知識について、関心を高めることができる。

9

・
「結核談話会」として日本結核病学会北海道支部
の会員等を対象に、12 年度に実施した結核緊急実

x 保健所職員に対する結核研修

態調査の結果報告及び集団感染事例発表を行った。

(1)結核の積極的疫学調査等について

効果 研修会において結核対策等の最新の知見、知識を再確

認させ医師の質の向上を図ることに有益である。

①「平成 12 年度結核緊急実態調査報告」
講師：結核研究所 企画科長 星野斉之氏
②「結核の積極的疫学調査（定期外健診）
」

c 連携診療機能強化事業
・結核病院の医師を講師として読影研修（3 回）
を開催
効果 一般医療機関における早期発見、早期治療の促進を図

るとともに、一般医療機関と結核病院との連携を強化

講師：愛知県新城保健所 所長 犬塚君雄氏
③その他
改訂した本市マニュアルの説明等
(2)結核の最新の知識について
①「横浜市の結核対策の現状と課題 管理図か

することにより、早期診断、早期治療等結核予防対策

らの分析」

に有益である。

講師：横浜市中区保健所 医務担当係長
土田賢一氏

仙台市

②「事業の取り組みと治療（コホート評価）
」
講師：横浜市中区保健所 保健師

M 結核対策管理指導事業
・(財)結核予防会結核研究所への派遣研修を実施
した。
効果 適切な結核管理及び患者指導を行う。

菅野美穂氏
③「山形県村山保健所における結核定期外健診
の取り組みについて」
講師：山形県村山保健所地域保健予防課
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感染症予防係長 金田真弓氏
④「結核に関する基礎知識 結核の診断と治療」
講師：結核研究所 医学科長 伊藤邦彦氏
⑤その他
ニューヨークにおける DOT の視察報告等

b 市主催研修・講演会
・
「結核発生動向調査事業報告からみた川崎市の結
核問題」
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。

(3)集団感染事例検討会
助言者：結核研究所 国際協力部副部長

名古屋市

宍戸真司氏
横浜市西区福祉保健センター

z 結核等 X 線写真読影研修

センター長 豊澤隆弘氏

・各保健所において過去に撮影した X 線フィルム

効果 ・保健所（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実施率を高めることができる。

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

川崎市

効果 保健所等本市職員（医師）の X 線フィルムの読影技

術の向上及び結核に関する知識の習得を図り、より的

z 結核研究所派遣研修

確・迅速な患者発見及び患者指導の向上を図る。

・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

x 結核従事者派遣研修

門的な知識及び技術を習得でき、人事異動等に影響を

・結核従事者（本市職員）を結核研究所の各研修

受けない継続的な結核対策を構築できる。

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。

x 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

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。

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

c 結核従事者講習会

も参加を呼びかけた。

・結核病床を有する病院職員及び保健所の保健

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。

師・看護師を対象に、
「これから期待される結核対
策」について講習会と事例発表を実施した。
講師：結核研究所 山下武子氏
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。

c 職種別技術研修会

・医療機関と保健所連携を図る。

(1)「胸部疾患」
講師：日本医科大学第二病院 放射線科

京都市

山本彰氏
(2)「結核対策における他職種との関わり」
講師：結核研究所 鹿住祐子氏

z 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 専門技術職である保健所職員が最新の技術・知識を習

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

得することにより地域の結核対策水準の向上に役立て

識、技術の系統的な習得を行うことにより、より効果

る。

的な結核対策を行うことに資する。

v 指定医療機関医師研修

x 結核指定医療機関研修

・
「結核医療と結核臨床」

(1)講演：
「新しい治療からの高齢者肺結核」

講師：結核研究所 伊藤邦彦氏
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る。
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講師：(財)京都予防医学センター附属診療所
所長 佐藤篤彦氏
(2)講演：「院内（施設内）で結核患者が発生した

場合の対応」
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

効果 ・派遣研修の受講者はもとより、保健所の関係職種に

対して講習会・報告会を実施することにより、最近の
結核を取り巻く状況を周知させることができる。

の再認識を図ることにより、結核対策の推進に資する。

・受講者の報告及びレポート等により、新しい知識の

・医療機関と行政との連携強化により、迅速かつ確実

取得及び新たな疑問点の解明等効果が見られる。

な患者管理の推進に資する。

x 結核研修会の実施等
c 結核予防実務者研修

・(財)結核予防会兵庫県支部等の協力を得て研修

(1)結核担当職員への集合研修

会を実施した。

結核医療費の診療報酬連名簿の見方及び診療報

結核医療従事者研修会（結核医療基準や胸部 X 線

酬過誤審査の方法

読影、院内感染対策等の最新情報や技術、患者の

(2)結核診査協議会委員と結核担当職員との集合研
究

適正治療方針の習得）
効果 ・最新の治療方針や情報を理解し、結核患者の有病期

地区別講習会の報告、全国 DOTS 推進連絡会

間を短縮させるとともに医療関係者の資質向上を図り、

議の報告、行政区別の結核の統計、命令入所解

院内感染の防止に寄与することができたと考えられる。

除申請の取り扱い

・研修の実施により、4 剤短期強化療法の普及率の上

(3)結核担当職員への集合研修（京都府合同）

昇から、今後も実施の必要性がある。

講演：
「コホート検討会議について」
報告：
「コホート検討会議を取り組んで」

広島市

情報交換会：
「最近の結核患者看護について」
「結核拠点病院と保健所との連携」
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。

M 管理指導事業
(1)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
(2)結核研究所研修への派遣
①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）

大阪市

②結核予防技術者地区別講習会（医師 1 人、保
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健師 1 人）

z 結核対策従事者研修事業
(1)本市の結核予防従事者を対象に、結核健診技術
等の専門的な研修を実施した。
(2)(財)結核予防会結核研究所が開催する短期研修
に職員を派遣し、結核に関する知識を高めた。

③国際結核セミナー、結核予防全国大会（各
医師 1 人）
④DOTS 連絡会議（保健師 2 人、行政職員 2 人）
⑤DOTS 先進地視察（保健師 1 人、保健予防係
長 1 人）
(3)「広島市の結核概要」作成

x 結核指定医療期間研修事業

結核指定医療機関等の医療従事者に対して、本

・結核医療に従事している医師等対し医療基準等

市の結核概要及び最新の医療情報を提供した。

についての講習会を実施し、結核患者の早期発
見・早期治療等について周知を図った。

(4)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 1,631 人

神戸市

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、

z 結核対策従事者派遣研修の実施

学校保健関係者等に広めることができる。

・最近の結核を取り巻く状況について、結核対策

・市民に結核に対する正しい知識と理解を広めること

従事者を(財)結核予防会結核研究所に派遣して結

ができる。

核の知識を習得させ、保健所の関係職種に対して

・結核担当職員の結核に関する知識と最近の結核対策

講習会・報告会を行った。

について理解をふかめることができる。
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北九州市

り講師を招き、結核対策における最新の知見並び
に結核対策上必要な知識の習得を図った。

M 保健医療従事者派遣研修

効果 ・結核についての最新の知識を習得させ、医師の質の

・市職員を結核予防会の地区別講習会や結核研究

向上を図ることは結核患者の早期発見・早期治療に結

所研修に派遣した。

びつけることに有効である。

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

・結核対策の理解を深めることで、保健所との連携・

ることにより、市の行う結核事業の質的向上を図る。

協力のもと、地域の結核対策への積極的な取り組みが
期待できる。

福岡市
z 職員研修

秋田市

・本市の結核予防対策に従事している医師・保健

z 結核予防研修会

師・診療放射線技師・事務職員等を（財）結核予

・「事業所における結核感染予防対策」、結核の基

防会結核研究所等に派遣し、結核予防の知識、技

礎知識と患者発生時の対応、最近の結核事情と今

術を修得させた。

後の対策について、北海道網走保健所長を講師に

効果 ・結核対策の現状と問題点について再認識し、効果的

な結核対策の推進を図る。

講演を行った。
効果 最近の結核の状況や問題点を理解することで、職場で

・本研修によって結核の知識習得、技術の向上などに

の健康診断の重要性、患者の早期発見、感染防止が図

成果が上がっており、今後も継続していく。

られ、罹患率の改善につながる。

x 結核予防研修（指定医療機関）

x 胸部読影医師研修会

・結核研究所等から、結核の専門家を講師に招い

・胸部読影技術の研修を市医師会に委託し実施し

て講演会及び質疑応答などのディスカッション形

た。

式による研修を実施した。
効果 ・結核の現状を認識し、意識の高揚を図る。

効果 胸部読影技術の向上により、結核患者の早期発見、早

期治療が図られる。

・結核専門の医師が減少していることから、本研修に
よる最新の医療、結核対策知識の習得はきわめて意義

c 結核技術者の研修会派遣

があり、今後も継続していく必要がある。

・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

c 結核予防研修（業種別）

加した。

(1)各保健所と区医師会の共催により、年 1 回実施

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、

(2)各保健所結核診査協議会委員や結核専門医等を

結核対策の実施に必要な技術の習得が図られる。

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
効果 ・結核の基本的知識の再確認

v 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

・院内感染の予防

対策実施上必要な知識を習得するための研修に参

・結核患者発生時の的確な対応

加した。

・結核に経験の少ない医療従事者が増えているため、
業種別研修は必要であり、本研修によって基本的な知

効果 結核対策における行政事務の効率化と適切な対応をす

るために必要な技術の習得が図られる。

識の再確認、院内感染対策が図られており、今後も継
続していく。

旭川市

郡山市
M 結核担当者養成事業
(1)保健看護学科短期研修 1 人

M 結核指定医療機関の医師に対する研修会開
催事業
・結核指定医療機関の医師に対し、結核研究所よ
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(2)結核対策技術研修会 1 人
(3)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。

果が現れており、医師の結核対策（診断・治療）の向

・結核についての最新情報を把握し、住民への知識及

上につながっていると考えられる。

び啓発の普及に役立てる。

・今後も研修会を継続することにより、菌陽性者への

・保健師、結核行政担当者のレベルアップ。

対応や標準治療の徹底が図られる。

いわき市

宇都宮市

z 結核予防技術者養成事業

z 保健所における結核患者管理に関する事業

・結核予防知識の普及の核となる保健所等職員を

(1)全国結核対策推進会議参加

育成するため、結核専門医師等に講師を依頼し、

(2)結核予防技術者地区別講習会参加

最近の結核動向を踏まえながら研修会を実施した。

(3)結核研究所短期研修放射線学科研修参加

研修会： 1 回実施

効果 ・保健師及び結核予防対策事務担当者が、全国会議及

テーマ：「高齢者における結核対策」

び講習会等に参加することにより、結核予防対策の現

講師：労働福祉事業団福島労災病院

状や地域の特殊性の把握及び問題点の焦点化を図るこ

呼吸器科部長 石原俊晴氏
（いわき市結核診査協議会委員長）
効果 ・結核対策の中心となる専門職員の増加。

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。

住民等に対する結核に関する講話等開催時の講師の育
成。

x 結核知識普及啓発事業

・地域に根ざした啓蒙活動をし、健診の受診率を向上

・医師を対象とした結核講演会の開催

させるとともに、結核の早期発見・早期治療に結びつ
け、結核管理を出来るようにする。

講師：結核研究所 企画科・医学科長
星野斉之氏
講話：
「もう一度考えるツ反と BCG」―手技に

x 結核研究所等派遣研修

実際と最近の結核事情―

・結核業務担当保健師及び保健所職員等を結核研

効果 ツベルクリン反応検査と BCG 予防接種の手技につい

究所で実施する保健看護学科の各研修や地区別講

て再確認していただくことにより、その技術の向上を

習会及び県で実施する結核対策技術研修会に派遣

図ることができる。
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した。
効果 ・結核対策の中心となる専門職員の増加。

横須賀市

研
修
事
業

・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

z 指定医療機関等研修会

上。

x 結核診査協議会委員等公開研修会
c 結核標準治療研修会
・結核指定医療機関の医師が、最近の結核動向を

新潟市

踏まえながら、標準治療及び結核健診、結核院内
感染対策等の知識習得を図り、地域医療の結核対

M 結核予防従事者研修

策に反映されるよう結核医療の専門医師を講師と

・結核研究所の研修に参加

して研修会を実施した。

研修コース

研修会： 1 回実施

①医学科医師短期研修 1 人

テーマ：「結核の早期発見と結核院内感染対策」

②保健看護学科対策 8 日間コース 1 人

講師：結核予防会複十字病院 副院長

③保健看護学科基礎 4 日間コース 2 人

中島由槻氏
効果 ・平成 11 年度、平成 12 年度と結核関係研修会を実

④保健看護学科夏期研修 1 人
効果 ・医師が医療機関に対し、より的確に指導・助言がで

施してきたが、結核管理図から診断や治療期間などに

きるようになる。

研修の効果が現れている。

・保健師が結核患者の治療を確実に完了させることの

・診断の迅速化や治療期間、入院期間の短縮化等に効

重要性を再認識し、患者管理を強化する。
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・ガイドラインに沿って、定期外健康診断を実施でき

静岡市

るようになる。

z 結核予防従事者研修事業

富山市

(1)医学科短期研修（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

M 結核予防技術者研修事業
(1)結核予防医師研修会
日時：平成 14 年 3 月 15 日
場所：富山市保健所館内
内容：
「非定型抗酸菌症について」

した胸部 X 線読影の講義及び実習
(2)保健看護学科短期研修（夏期研修）
結核に関する最近話題のテーマを取り上げ、最
新の知識を習得した。
(3)保健看護学科短期研修（基礎 4 日間コース）

講師：国立療養所東京病院 倉島篤行氏

結核の知識を習得し、患者への保健指導の実際

参加者：医師 49 人、保健師等 25 人

を学んだ。

(2)技術者職員研修派遣

(4)結核行政担当者等短期研修

①結核予防技術者地区別講習会（金沢）

国の行政サイドからの指導と、現場における結

②夏期研修会（放射線学科）

核対策のとらえ方、意識の向上などを含めた知

③短期研修会（保健看護学科）

識を習得した。

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

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

とにより、結核医療及び患者管理などの向上を図る。

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。

金沢市
z 結核医師研修会開催

x 医療従事者結核予防研修事業
・老人施設等における結核予防対策
講師：(財)結核予防会静岡県支部 小林健司氏

x 結核研究所への職員派遣研修

効果 医療従事者が、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

長野市
M 結核予防技術者等研修事業

岐阜市

得できる。

浜松市
z 結核対策管理指導事業
(1)結核研究所への派遣研修

z 結核行政担当者等研修参加

結核予防業務に従事する職員の資質向上を図る

・(財)結核予防会の主催する研修「結核対策と被

ため、結核研究所が実施する研修会に参加した。

曝」に結核行政担当者を受講させた。
効果 結核行政実務及び知識の向上並びに結核対策の推進に

役立てられる。

(2)結核予防参考図書の購入
結核予防業務に従事する職員の専門知識の向上
と業務の充実を図るため参考図書を購入した。
効果 ・職員の結核に対する知識向上とともに、結核管理指

x 全国結核対策推進会議及び国際結核セミナ
ー参加

導の充実が図られる。

・(財)結核予防会の主催する全国結核対策推進会

ある。

・人事異動により担当者が変わるため、継続が必要で

議及び国際結核セミナーに参加させた。
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、患者管理地域格差検討及び各県市の結核対策特
別促進事業の評価等の全国会議から、今後の結核対策
の推進に役立てられる。

x 結核指定医療機関医師研修会
・(財)結核予防会の講師による研修会の開催
講師：(財)結核予防会第一健康相談所読影セン
ター長兼診療部長 増山英則氏
会場：サンピア浜松
テーマ：「ツベルクリン反応検査と BCG 接種の
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理論と実際について」

堺市

効果 ・指定医療機関の医師に対する情報提供と緊密な連携

を図ることにより、各種結核対策に対する協力を得る

M 結核精度管理事業

とともに、適正医療の普及が図られる。

(1)結核指定医療機関研修会

・本年は、ツベルクリン反応検査と BCG 接種に対す
る理解と接種技術の向上及び小児結核対策の強化に効

結核治療や診断に関すること
(2)結核研究所への派遣研修

果的な研修となった。

結核医学科短期研修（医師）

・参加できなかった医師や新たに結核指定医療機関と

保健看護学科短期研修（保健師）

なる医師に対する専門的研修の場としてだけでなく、
制度の改正等、新しい動向に関する情報提供の機会と
して継続的に専門研修は必要である。

(3)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、放射線技師の資質向上

豊橋市

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

z 結核研究所研修派遣

対策の推進を図るのに役立たせる。

・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

姫路市

術を習得させた。
効果 新たに結核対策業務に携わる職員に研修を受けさせて

専門的知識・技術を習得することができる。

z 結核予防研修会への派遣事業
・結核研究所への派遣研修
①医師短期 8 日コース（医師 1 人）

x 地区別講習会派遣

②保健師短期 4 日研修（保健師 1 人）

・市職員を結核研究所の主催する研修会に計画的

③結核行政担当者等担当者会議（診療放射線技

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 結核対策業務に携わる職員に研修を受けさせて専門的

知識・技術を習得することができる。

師・保健師各 1 人）
④保健看護学科夏期研修（保健師 2 人）
⑤地区別講習会（保健師 1 人、診療放射線技師 1
人）
⑥国際セミナー・全国結核対策推進会議（保健

c 結核業務従事者研修会
・講演会：
「結核・非定型抗酸菌の診断と治療」
講師：水谷内科呼吸器科クリニック院長

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。

水谷清二氏
核との区別がつき、結核で登録される人が減る。

x 結核指定医療機関の医師等に対する研修会
開催事業

・非定型抗酸菌症の適切な治療が行われる。

・結核予防に関する研修会

効果 ・非定型抗酸菌症の診断についての理解が深まり、結

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

豊田市

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。

M 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

和歌山市

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。

M 結核予防技術者研修派遣

効果 本事業を通して、結核対策の中心的推進者の育成に努

・結核研究所等に結核関係職員を派遣し、最新の

めることにより、結核予防活動や各対策の推進が図ら

結核の知識を習得させて関係職員に対し伝達講習

れる。

9

を実施した。
〈研修内容〉
①放射線技師短期研修 1 人
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②保健師短期研修 2 人

福山市

③保健師夏期研修 1 人
④地区別技術者講習会（大阪市） 5 人

z 結核予防技術者の人材育成

⑤全国結核対策推進会議 1 人

(1)結研主催

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。

平成 13 年度全国結核対策推進会議（東京）
第 7 回国際結核セミナー（東京）
(2)結核研究所
保健看護学科対策 8 日間コース（東京）

・この事業については、多種多大な問題を抱えた結核

(3)結核研究所 結核行政担当者等短期研修（東京）

対策を行っていくことにおいて、高度な知識を習得し

(4)結核予防技術者地区別講習会（岡山県）

たスタッフで結核対策を実施することが不可欠である

(5)結核対策実績発表会（広島市）

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。

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
・結核対策の中心となる結核予防技術者の育成

岡山市
z 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

x 結核医療機関研修会
・医療機関関係者に対する研修会
講師：国立療養所南岡山病院 第二内科医長
多田敦彦氏
講演：
「結核、診断と治療のポイント」
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。

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

c 保健師研修会

ながる。

・保健師を対象として、結核に関する研修会を開
催した。

x 指定医療機関集団指導研修会
・結核医療の適正化に向けて、結核診査協議会委

講師：国立療養所広島病院 重藤えり子氏
効果 保健師に正しい認識を持たせることで、職員の結核感

員を県の実施するモデル診査会へ研修として派遣、

染のリスクを軽減するとともに、市民に結核に対する

短期化学療法の導入の促進等を図った。同時に指

正しい認識を持ってもらうことができ、結核の早期発

定医療機関にも情報提供を行った。

見、早期治療の一助となる。

また、平成 7 年度よりツベルクリン反応検査、
BCG 接種を個別医療機関実施に移行しており、H7

高松市

年生まれの児童が平成 14 年度に小学校 1 年生とな
るため、集団接種時の状況と個別化した場合のツ

M 結核対策管理事業

ベルクリン反応検査の状況を経年的に評価すると

(1)保健師研修会

同時に、医師会において実施される研修会へ当市

地区担当保健師を対象として、結核予防及び指

の現状について情報提供し、課題の共有化を図っ

導に関する専門的知識を深めるための研修会を

た。次年度以降は集団的な評価と、技術向上のた

開催した。

めの研修会を開催する予定。
（平成 13 年度は BCG

効果 保健師に結核対策の推進に必要な最新の知識及び技術

製造会社主催の研修会があったため、保健所から

等を習得させたことで、各地域の実情に応じた的確な

は情報提供を行うにとどめ、評価後の次年度研修

対策を講じる体制が徐々に整備されつつあり、引き続

会を実施することとする。
）

き今年度においても研修会を実施したことで、地域に

効果 結核予防対策の理解と、結核医療の最近の動向への関

心を高め、結核診断の早期化、医療の適正化、治療期
間の短縮、BCG 予防接種の効果的実施が期待できる。

おける高齢者等の結核の発病予防と早期発見の体制の
整備などより一層の結核対策の推進が図れる。

(2)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
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要な最新の知識及び技術等の習得を目的として、

高知市

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 昨年度は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

z 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

るリーダーの養成が行われ、保健師等を活用した総合

識や新しい結核対策の情報等を習得させることにより、

的な結核対策の推進に寄与した。今年度においても派

結核対策の推進に寄与する人材を育成することができ、

遣研修を実施し、結核対策の推進のために必要な体制

結核対策事業に取り組んでいる。

のより一層の強化を図った。また保健所医師について

・平成 13 年度も本事業を実施し、短期研修 2 人（保

も派遣研修を実施し、結核に対する医学的知識とその

健師 1 人・臨床検査技師 1 人）、保健師 1 人を長期研

対策の取得を図ったことで、保健所における結核対策

修に参加させ資質の向上が図られる。

の機能強化に寄与する。

・平成 14 年度も継続して実施し、短期研修に保健師、

(3)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

臨床検査技師各 1 人、長期研修に保健師 1 人を参加
させることとしている。

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

x 結核セミナー事業

めの研修会を実施した。

・医療従事者・結核予防担当者に対し、最新の情

効果 昨年度は医師を対象にした研修会を実施したことによ

報をふまえた研修を行った。

り、結核の院内感染や集団感染の防止についての知識

効果 ・結核に対する理解を深め、結核予防や結核発生時の

が深まった。今年度においても同様の研修会を実施し

早期対策など検討し結核予防関係者の連携を図ること

たことで結核予防の意識の啓発及び適正医療について

ができる。

の理解・普及が図られ、患者の早期診断による一層の

・昨年度に引き続き、「結核院内感染と連携」をテー

蔓延防止に寄与することができる。

マに県外より結核専門講師 2 人を依頼し、講演会及

(4)結核対策施設管理者等研修会

び事例検討を行った。対象者は医療従事者及び高齢者

施設管理者及び学校関係者を対象に、施設・学

施設等に勤務する医師、小中学校養護教諭、保健所、

校等での結核の蔓延や集団感染の防止について

市町村職員等で、参加は 342 人であった。市内では、

の知識を深めるとともに結核予防の意識の啓

医療機関等の施設内での結核患者発生（集団感染のニ

発・普及を図るための研修会を実施した。

アミス事例含む）が続発しており、医療機関等に PR

効果 施設管理者及び学校関係者を対象にした研修会を実施

したこともあり、参加者の増加が見られた。
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したことで、施設・学校等での結核の蔓延や集団感染
の防止についての知識が深められ、対策促進が図られ

長崎市

るとともに、結核予防の意識の啓発・普及が図られる。

M 医療技術者結核対策研修事業

松山市

(1)講師招聘による研修会の実施（講義・質疑）
日時：平成 14 年 3 月 20 日

M 結核研究所研修受講事業

場所：出島会館 11 階 大会議室

・保健所の医師・保健師及び結核行政担当者を結

テーマ：21 世紀結核対策の新情報―効果的な

核研究所の主催する研修に派遣した。

結核の予防・診断・治療を目指して―

①保健師看護学科研修（夏期短期研修）

講師：結核研究所疫学研究部長 和田雅子氏

②保健師看護学科研修（保健看護対策 8 日間コ

出席者：医師・看護師・保健師等 約 70 人

ース）
③結核行政担当者等短期研修
④第 35 回結核予防全国大会

9

(2)結核研究所が実施する保健看護学科研修及び放
射線技師研修への派遣
効果 ・結核感染に係る新しい治療、予防、看護の知識、技

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

術を修得することにより、結核の早期発見、早期治療

知識を習得することができ、結核対策の現場における

並びに効果的な予防対策事業を構築していく上で期待

指導的役割を果たす。

できる。
・特に、研修会の実施により、医療技術者の関心度の
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急速な高まりとともに、結核罹患率、有病率の減少、

の結核対策の一層の推進を図った。

60 歳以上の新登録率の上昇など、結核対策の一助と

効果 結核業務従事者が結核の現状や対策について再認識を

して研修の役割は大きく、本事業の継続と更なる充実

図ることにより、結核対策に対する視野の拡大と意識

を図る必要がある。

の向上が図られ、研修参加者が結核対策の重要性を認
識する。

熊本市
M 各種研修事業
(1)結核指定医療機関医師研修会

鹿児島市
M 結核対策促進事業

日時：平成 14 年 2 月 28 日(木)

・各種研修会に職員を派遣し、資質の向上を図っ

演題：
「結核の画像診断について」

た。

講師：国立療養所再春荘医師 高木善和氏

効果 結核の蔓延を防止する。

参加者： 150 人
(2)研修会等への職員派遣

小樽市

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、

医療機関の結核への取り組みを新たにする。
・行政と医療現場との結びつきを深め、本市における

z 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

結核対策のレベルアップを図る。

る。

・結核の早期発見、治療を推進することにより、結核

・担当者を研修に派遣することにより、最新情報での

x 結核医療技術者養成事業（結核医療技術講
習会の開催）

現状分析が可能になり、職員が問題意識を持って事業

・専門講師による結核医療技術に関する講習会を

を推進することができ、住民へのサービスにつながる。

開催

の感染拡大防止と治療期間の短縮を図る。

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

大分市
M 結核予防技術者の人材育成

図られる。

函館市

(1)全国結核対策推進会議
(2)結核予防技術者地区別講習会（宮崎）

z 指定医療機関等講習会

(3)九州各県及び政令市結核担当者会議（宮崎）

・テーマ：
「道南地域における結核病床を有する病

(4)結核保健看護学科短期研修・基礎コース（東京）
(5)結核臨床検査技師短期研修（東京）
(6)結核行政担当者短期研修（東京）
(7)結核医師短期研修（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

院の現状」
講師：国立函館病院院長
効果 ・当市の指定医療機関に対し研修会を実施することで、

北海道南部の医療圏全体の結核に対する再興感染症と
しての再認識と、受診者の早期治療につながる。

なるマンパワーを育成することにより、結核対策の向

・医療関係者からの反響が大きく、指定医療機関の中

上が図れる。

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、施設内感染を呼びかける場とし

宮崎市

ても有効である。

M 結核対策業務従事者研修事業

x 施設管理者講習会

・保健所結核業務担当者（保健師、放射線技師、

・テーマ：
「学校・施設における結核集団感染予防

事務）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
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について」
講師：(財)結核予防会北海道支部札幌健康相談

所診療部長
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

講師：(財)結核予防会第一健康診断所診療部長
増山英則氏
効果 ・コホート観察調査による治癒率の上昇

予防にあたることで健康診断などスムーズに実施する

・新規登録塗抹陽性患者に対する PZA を加えた 6 カ

ことができる。この結果、施設内の結核予防事業や患

月短縮療法の実施率の上昇

者発生時の措置等が円滑に実施することができる。

・ INH 単独投与例の減少
・平均治療期間の減少

c 結核看護研修会
テーマ：
「結核看護における保健所と医療機関の
連携について」
講師：結核研究所対策支援部保健看護学科長
効果 「結核緊急事態宣言」により当市の医療機関における

・ 3 年以上の登録者数の減少
・平均治療期間の短縮
・塗抹陽性患者の接触者健診対象者の正確な把握
・発見の遅れ（受診の遅れ、診断の遅れ）の短縮（及
び減少）

結核予防・結核医療に対する関心は高まっている。患

・ X 線検査による過剰診断（不活動性を活動性とす

者管理について指定医療機関より相談もあり、連携を

る）の減少

強化することにより、さらに確実な結核医療を推進す

・保健所及び医療機関における X 線診断フィルムの

ることができる。将来的に結核看護連絡会により患者

質の向上及び精度管理

の結核医療を両サイドからサポートしていくことが可

・菌検査重視の患者管理（結核菌、非定型抗酸菌の鑑

能である。このことにより治療の失敗を防いでいくこ

別も含める）

とができると考える。

v 結核医療技術者養成事業
(1)医療放射線管理講習会（診療放射線技師） 1 人

東大阪市
M 結核担当者研修事業

(2)結核予防技術者研修会（保健師） 1 人
(3)結核研究所保健看護学科短期研修（保健師）1 人

尼崎市

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。

z 結核医師研修会の開催
・テーマ：
「結核院内感染対策について」

相模原市

9

講師：国立療養所近畿中央病院副院長
坂谷光則氏

z 結核医療従事者研修会
・講演：
「乳幼児小中学生のツベルクリン反応と

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。

BCG、予防内服について」
講師：結核研究所 星野斉之氏
効果 結核の予防内服等についての知識が深められる。

x 結核関係職員派遣研修
(1)結核研究所が実施する研修
(2)兵庫県が実施する結核指導医師養成ワークショ

x 結核診査協議会委員等公開研修会
(1)行政の取り組み

ップ事業
効果 結核関係職員の資質向上

講演：
「横浜市 DOTS 事業―関係機関との連携
をとおして―」

西宮市

講師：横浜市衛生局感染症・難病対策課
新堀嘉代子氏
講演：
「神奈川県治療中断者層着把握システム
について」
講師：鎌倉保健福祉事務所 主査 原田久氏

M 担当職員教育
(1)結核研究所にて短期研修、長期研修及び夏期研
修の受講。
(2)結核予防技術者地区別講習会への参加。
(3)国際結核セミナーへの参加。

(2)講演
講演：
「結核予防対策の最新動向―医療機関と
保健所の連携―」

(4)全国結核対策推進会議への参加。
(5)近畿地区結核対策推進会議への参加。
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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

足立区

識・技術及び最新の情報を修得し、結核対策における
保健師及び結核行政担当者の強化と質の向上を図るこ

M 専門的知識の普及・啓発（結核研修）

とにより、結核対策を一層推進させることになる。

・結核研究所の夏期研修（3 日間）に保健師 2 人を
派遣した。

呉市

効果 ・結核対策上必要な知識・技術、結核対策の質の向上

を目指し、最新の情報を習得する。

M 結核対策管理事業

・結核行政の実務、結核対策事業の実際と評価など、

・保健所職員を結核研究所の開催する研修に派遣

結核対策に関する知識の再確認を行う。

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樹立推進

事業所・学校保健向け

を図ることができる。

宮城県
下関市

M 事業所等に対する講習会

z 中央研修事業

・結核に関する内容の広報掲載。

(1)保健看護学科基礎 4 日間コース 2 人

・啓発パンフレットの作成、配布。

(2)保健看護学科夏期研修 2 人

・結核啓発に関する講習会。

(3)放射線学科集中 4 日間コース 1 人

効果 結核定期健康診断受診率の向上が期待される。

(4)結核予防地区別講習会 2 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

群馬県

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。

z 学校養護教諭等への結核研修会の開催
・学校養護教諭及び学校保健関係者に対し、結核

x 結核指定医療機関医師研修事業
・結核研究所の講師及び下関市結核指定医療機関
の医師による結核対策研修
効果 結核医療関係者の地域における結核対策の問題点に対

予防の知識の向上を図るための研修会を開催した。
効果 学校養護教諭等の職員へ、今まで以上の質の高い知識

を持ってもらうことにより、集団感染を未然に防止で
きる。

する認識が深まることや診断技術の向上による診断の
遅れ等の短縮がなされることで、保健所並びに医療機

x 養護教諭結核研修会

関における患者管理の改善が期待できる。

・管内の学校、幼稚園、保育所等の養護関係職員
に、結核予防対策に関する知識の研修会を開催し、

大牟田市

患者発生時の対処時などの理解と啓発を図った。
効果 具体的な知識の取得により、今まで以上の結核予防の

M 結核対策従事職員研修派遣事業

効果が期待できる。

・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（宮崎市）へ結核対策に従事する

c 学校保健関係者結核研修会

放射線技師及び保健師を研修派遣した。

・結核研究所の医師等を講師として、研修会を開

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

催した。

告、全国レベルでの結核対策に対する講演を結核対策

効果 学校における結核対策の重要性を再認識する機会を関

に従事する職員の情報収集の機会として活用し、大牟

係者に提供することにより、結核の集団感染の防止を

田市における結核対策推進について再評価を行う。

図る。

・結核診査会においても適正医療の確保へ向けた指導
助言の強化、結核診査会意見として長期治療登録者の

東京都

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。
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M 学校関係者等普及啓発事業

(1)小・中学校養護教諭等対象講演会（東京都全域）
(2)高校・大学・各種学校等健康管理者対象講演会
（東京都全域）
(3)高齢者・福祉施設職員対象講演会（東京都全域）

講師：西濃地域保健所 保健師 木村ゆき子氏
効果 強陽性患者への対応、精密検査の対象とする場合の判

断材料、精密検査時に必要な家族歴等の資料について、
理解を深める。

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

島根県
M 事業所衛生管理者研修

石川県

・結核の患者発生状況（事業所における集団発生

M 職域における結核予防啓発普及基盤整備事業

事例）及び最近の知見（再興感染症）について講

・講演：
「事業所での結核予防について」

習会を開催した。

講師：能登北部保健福祉センター 柴田裕行氏
説明会：結核健康診断予防接種月報の提出につ

効果 結核健診受診率の向上と結核予防対策について理解が

得られる。

いて
効果 職域における結核健康管理と集団感染の防止について

岡山県

知識が深まる。

M 事業所衛生担当者研修会

岐阜県

・事業所における衛生担当者に対して、結核に関
する正しい知識の普及及び結核健康診断受診率の

z 事業所衛生管理者研修会

向上を図るため、研修会を開催し結核に関する啓

・講演：
「事業所の衛生管理と最近の肺結核、肺が

発活動を実施した。

ん診断について」
講師：岐阜医療技術短期大学 教授
柴山麿樹氏

また、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
発生時の対応等を啓発した。

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

効果 ・中小企業における定期健康診断の実施及び報告、患

を図り、定期健康診断受診の必要性について理解が得

者発生時の対応が徹底され、蔓延防止につながるよう

られる。

啓発できる。
・事業所での結核予防担当者の育成につながるととも

x 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）

に、患者発生時の対応が迅速的確に実施できるよう、

(1)講演：
「職場の健康管理と結核対策」

る。

研修会を通じて保健所と事業所の連携体制を構築でき

講師：岐阜県産業保健センター 診療所長
加藤保夫氏

大分県

(2)講演：
「じん肺有所見者の健康管理」
講師：多治見労働基準監督署 第 2 課長
中屋敏彦氏
(3)冊子の配布
(4)参加者全員の交流会
効果 日常業務に追われ普段は研修・健康診断等の機会に恵

M 学校結核健診関係者に対する研修会
・結核に関する研修会を開催し、関係者一同の連
携について協議した。
効果 結核予防に携わる学校関係者の意識が向上し、関係者

一同の連携が図れる。

まれない小・零細企業の事業主に対する研修であり、
参加者から貴重な有意義な機会であった、研修内容を

郡山市

家族・従業員に伝えたいとの感想が聞かれた。

M ツ反・ BCG 接種対策事業
c 小中学校衛生担当者研修会（西濃地域結核
対策重点プロジェクト）
・講演：
「学校におけるツベルクリン反応検査・
BCG 接種の適切な管理について」

・研修会の実施
演題：
「最近の結核問題と学校保健」
参加者 79 人
効果 ・結核予防を、啓発普及できる環境づくり。
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・学校での予防接種、健康診断が有効にすすめられる。
・養護教諭のツ反成績へ注目することの意識づけ。
・小児結核の予防と対応。

岐阜市
M 学校保健関係者等に対する研修
・教育委員会等と連携をして小・中学校及び高等
学校保健関係者等を対象に、高知市保健所豊田誠
医師及び岐阜市保健所長を招き、研修会を開催し
た。
効果 学校における定期健康診断実施の徹底、患者発生時の

対応の徹底等から学校内集団感染防止につなげ、結核
知識の向上及び結核に対する再認識等から実務のレベ
ルアップが期待できる。

大牟田市
M 養護教諭結核研修事業
・大牟田市内の小学校、中学校、高校、専門校、
短期大学の養護教諭を対象にツベルクリン・ BCG
を含む結核の集団感染について研修会を開催した。
効果 ・学生生徒の集団で起こりうる結核の感染について、

集団結核感染予防についての関心を高めるとともに、
職域において身近に起こりうる結核に対し、結核対策
に取り組む学校養護教諭としての自覚と認識を高める
ことができる。
・研修を通じてツベルクリン・ BCG についての接種
医師を含めた精度管理の問題が提起され、平成 14 年
度研修事業にツベルクリン・ BCG 接種従事医師の研
修を計画する。
・大牟田市の教育委員会と連携するツ反赤発分析調査
を実施する。

佐世保市
M 結核健康診断等技術向上対策事業
・結核研究所放射線学科研修に出席
研修期間：平成 14 年 1 月 7 日〜 11 日（5 日間）
テーマ：結核対策と被曝
効果 結核の病理、診断と治療及び結核対策の動向等、この

研修を通し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と思われる。
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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

豊田市
M 結核患者管理コホートミーティング事業

千葉県

・平成 12 年新登録の喀痰塗抹陽性患者の管理状況
を分析、評価した。

M コホート実態調査会議の開催

効果 結 核 患 者 管 理 状 況 を 分 析 し た 結 果 、 治 療 成 功 率

・県内保健所を 4 つのブロックに分け、ブロック

90.9 ％であった。今回の結果を基に徹底した患者管

毎に医師 1 人を配置し、結核患者の服薬状況、菌

理を実施し、治療の失敗、中断、脱落を防ぎ、成功率

所見、抗結核薬の種類、治療状況を調査した。

の向上を図っていきたい。

効果 治療成績の判定基準により治癒率、治療中断率など調

査により結核対策に役立てる。

ツ反・ BCG 評価事業

千葉市
M コホート実態調査会議事業

青森県

結核予防法申請用紙から服薬状況、菌所見、抗結

M 予防接種（ポリオ・ BCG）後健康状況調
査事業

核薬の種類、治療状況を観察し、集計及び分析を

・予防接種副反応モニタリングの実施。

行った。

予防接種実施後、対象者の保護者に対して「予防

・結核専門医師を 1 人配置し、結核患者登録票と

効果 ・治療成績の判定基準により治癒率、治療中断率など

接種後健康状況調査票」を配布しアンケート調査

を調査することにより結核対策に役立たせることがで

を依頼、予防接種による副反応（副作用等）の状

きる。

況を把握する。

・千葉県においては平成 13 年度事業として実施した

効果 予防接種の副反応の実態が把握できた。

ことから、県下全域の結核対策の充実が図られた。

岩手県
富山市
M 治療成績調査事業
(1)保健師初回指導、定期外健診、患者治療成績調
査等について協議。
(2)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：結核研究所 山下武子氏により助言を賜
り、患者事例 51 件について検討
効果 今後の結核患者管理及び定期外健診等に役立てる。

z ツ反、BCG 接種実技及び接種評価事業
(1)平成 12 年度の管内市町村のツ反陽転率等に関
するデータを作成し、そのデータを管内の医師
等に提供した。
(2)(財)結核予防会結核研究所等から講師を招き、
ツ反・ BCG についての講習会を開催した。
効果 ・管内市町村のツ反陽転率等のデータを医師に示すこ

とにより、医師が地域格差を認識し、地域の課題を共
有することができた。
・ BCG 接種の技術向上により効果的な予防接種の実
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施が図られる。

栃木県

x 予防接種後健康状況調査事業（BCG）

M 予防接種後健康状況調査事業

・予防接種を受けたモニタリング対象者に調査票

・予防接種後健康状況調査実施要領による

を配布し、副反応発生の有無等を確認することと

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

し、必要に応じて電話または面談により詳細の聴

的な調査を実施していないことから、正確な副反応情

取を実施する。

報の把握がなされていない現状に鑑み、予防接種後健

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

康状況調査を実施し、正しい予防接種副反応情報を収

反応の報告事例と予防接種の因果関係について検討が

集し広く国民に情報を提供するとともに、予防接種の

でき、有効かつ安全な予防接種が実施される。

実施方法の改善に資する。

宮城県

群馬県

M 予防接種後健康状況調査

M ツ反・ BCG 接種の実施状況調査

・予防接種後健康状況調査実施要領による

・ツベルクリン反応検査の発赤径を調査し、ヒス

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、より安全な予防接種の実施に役立てる
ことができる。

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

山形県
z ツ反・ BCG サーベイランス事業

る。

埼玉県

・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。

M 予防接種後健康状況調査事業
・集団接種により予防接種を実施する熊谷市及び
吉川市が、予防接種を行った児童及び乳幼児の保
護者に予防接種後健康状況調査票を配布し、保護

x 予防接種後健康状況調査事業

者から回答された調査票により副反応の有無を確

・予防接種後健康状況調査の実施

認した。

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

モニターから得た情報は、予防接種副反応モニタ

供するとともに、予防接種の実施方法の改善を図るた

リング検討会（厚生労働省健康局長の諮問機関）

めの指標となった。

において、医学的、疫学的見地から分析・評価さ
れ、予防接種後副反応の発生実態の把握と、報告

福島県

事例と予防接種の因果関係について検討された。
これらの情報は、関係者に還元するとともに、都

M 予防接種後健康状況調査事業

道府県、市町村、日本医師会を通じて広く国民に
提供した。

茨城県

効果 予防接種後の副反応の発生実態把握と予防接種副反応

と予防接種との因果関係について明らかにされ、その

M BCG 等モニタリング事業

情報が広く国民に提供される。

・定期の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、

千葉県

結果の集計を行う。
効果 最新の予防接種副反応の発生状況を把握し、集計され

M BCG モニタリング事業

た情報を医療機関等に提供することにより、有効かつ

・厚生労働省通達による「予防接種副反応モニタ

より安全な予防接種の実施が図られる。

リング実施要領」に基づき平成 10、11 年度に実施
した野田市に引き続き佐原市をモデル市町村とし
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て、BCG の集団接種時において調査票を配布し、

(3)県は、厚生労働省に調査一覧表を送付し、後日

その結果を基にモニタリング一覧表を作成し、厚

還元されたデータを県、郡・市医師会、市町村

生労働省に報告し、解析・評価を行った。

等を通じて県民に提供した。

効果 BCG 予防接種による副反応の発生の実態を把握する

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

ことにより、今後の個別接種への移行等の参考資料と

供することにより、県民が正しい理解の下に予防接種

なる。

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

東京都

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。

M 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

山梨県

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。

M 予防接種後健康状況調査事業
(1)健康状況調査の実施
(2)健康状況調査結果の解析・評価

神奈川県

(3)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

M 予防接種後健康状況調査

ることにより、有効かつより安全な予防接種の実施に

・予防接種の健康状況調査を調査票（ハガキ）に

資する。

より行い、集計し厚生労働省に報告した。
効果 有効かつ安全な予防接種の実施に資する。

新潟県

愛知県
z BCG 接種技術評価事業
・乳幼児や小中学生のツベルクリン反応発赤径分

M BCG 接種副反応モニタリング事業

布や陽転率、BCG 接種率等を調査し、分析した。

・乳幼児期接種対象者、学童期接種対象者の中か

医師をはじめとするツベルクリン反応及び BCG 接

らモニターを選定し、調査票を配布した。モニタ

種従事者に対して、適切な予防接種実施を目的と

ーにおいて副反応の発生の有無等を調査票に記入

した研修会を開催した。

し、返送してもらった。

効果 ・ツベルクリン反応検査及び BCG 接種の実態を明ら

調査票の集計・分析を行い、結果を県民に提供し

かにし、評価分析することで、各市町村や保健所の意

た。

識が高まり、陽転率向上の一助となる。

10

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

・研修会を開催することで、ツベルクリン反応及び

えられていなかった反応の発生状況を把握でき、予防

BCG 接種の意義や手法についての認識が深まり、適

接種副反応の発生要因等に関する研究の一助となり、

切な予防接種の実施、受診率の向上、陽転率の向上が

有効かつより安全な予防接種を実施することができる。

図られる。

福井県

x 予防接種後健康状況調査事業
・愛知県 17 保健所のうち、全結核罹患率、全結核

M BCG 予防接種後健康状況調査事業

有病率、平均肺結核入院期間、平均有病期間等の

(1)BCG ・ポリオワクチン接種後、対象者の保護

指標が全般的に中位にある西尾保健所管内で一番

者に対して事業の趣旨を説明し、モニタリング

人口の多い西尾市において実施した。

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。

三重県

(2)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

M 予防接種副反応モニタリング事業

健康状況調査一覧表に転記し、県あてに報告し

(1)保護者に対する調査説明会

た。

(2)調査票による調査
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(3)調査分析及び評価検討

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

(4)分析結果、副反応情報等の提供

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。

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

奈良県
M 県立看護学生等ツベルクリン反応検査調査
事業

z 予防接種後健康状況調査事業

・ツベルクリン反応検査（原則として、二段階試

・予防接種を受けた者の保護者に対して、予防接

験方式により実施）を実施し結果を分析した。ツ

種後健康状況調査票を配布し、保護者により記入

ベルクリン反応検査で陰性となった者のうち接種

後、回収し集計した。

を希望する者に対し BCG 接種を行った。また、昨

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

年 BCG を接種した 2 年生に対しても、同様にツベ

民に提供すること、および予防接種副反応の発生要因

ルクリン反応検査を実施し、陽転しているかどう

等に関する研究を推進することにより、有効かつ安全

かを確認した。また、本事業は今年度で終了した

な予防接種が実施できる。

ので、3 年間の結果をまとめ、報告書を作成した。
効果 ・奈良県の若年成人層の標本として、患者発生の傾向

x BCG 接種効果調査事業

を分析するとともに、集団発生の疑い事例等が生じた

・小学校 1 年生のツベルクリン反応検査結果を市

場合に、比較のための基礎資料とする。

町、学校別に調査・分析することにより、乳幼児

・病院実習による陽転化率を把握することにより院内

期の BCG 接種の効果を評価・解析し、陽性率が有

感染対策の資料とする。

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。

和歌山県

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 の接種技術を向上させ

M BCG 副反応モニタリング

ることにより、結核対策の推進ができる。

・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。

京都府

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

z ツベルクリン反応結果分布調査事業

研究の一助とし、もって有効かつ安全な予防接種を実

・例年、強陽性者が発見される地域を中心にツベ

施することができる。

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

鳥取県

者等の研修等において発表した。
効果 ツベルクリン反応、BCG 接種の技術向上及び適正な

運営

M BCG モニタリング調査事業
・選定した対象者の保護者に、予防接種実施後の
副反応のアンケートを行い、全国で集計、解析、

x 予防接種副反応モニタリング事業

評価し、副反応の実態を明らかにし結果を提供し

(1)モニター（定点医療機関）を選定し、予防接種

た。

後の被接種者について、副反応の有無、通常反

効果 予防接種の実態が明らかになり、実施医師、保護者に

応及び異常副反応を呈したものの状況について

提供することで、今後のより有効で安全な予防接種の

調査を行った。

実施方法の改善への資料となる。

(2)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

岡山県

行い、報告書としてまとめた。
(3)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。
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M 予防接種後健康状況調査
(1)笠岡市に委託（ポリオ 200 人、BCG400 人）

(2)笠岡市に上記ワクチンについて事業を委託した。
(3)予防接種実施後に対象者の保護者に対して説明

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

を行った後、調査票を配布し、郵送されてきた

医師の資質向上が図られる。

調査票により副反応の発生確認を行った。

・発赤径に対する陽性・陰性等の判断基準が時代によ

(4)モニターからの調査票を一覧表にまとめ、厚生

り変わってきており、後年的確に判断できるように、

労働省あてに報告を行った。

発赤径等ツ反の記録や管理が重要になってきている。

効果 ・予防接種に関する正しい知識の普及啓発が図れる。

・予防接種副反応の発生要因等に関する研究の一助と

x 予防接種モニタリング事業

することができる。

・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

広島県

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

z 予防接種陽転率等調査・分析事業

を提供するとともに、予防接種の実施方法の改善に資

・小中学校 1、2 年生のツベルクリン反応発赤径別

することができる。

人数、強陽性者数、BCG 接種者数及びツベルクリ
ン反応注射部位の調査を行った。併せて予防接種

香川県

医に対する研修を行った。
より地域の陽転率の状況を把握し、また予防接種医の

M 小・中学校における BCG 接種針痕数調査
事業（土庄保健所）

研修を行うことで、接種方法・技術等の向上を図り、

・乳幼児期、小学生時の BCG 接種技術評価。

結核予防対策の充実強化を推進する。

小・中学校における定期結核健診の事後措置の判

効果 ツベルクリン反応発赤径分布を調査・分析することに

定を専門医及び校医により実施した。

x 予防接種後健康状況調査事業

効果 ・ BCG 接種技術の解析評価の結果を関係機関及び関

・定期予防接種接種者の副反応の発生状況等をモ

係者へ還元することで、地域における BCG 接種技術

ニターした。

の向上が図れる。

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

・専門医による小・中学校定期結核健診の事後措置判

するとともに、予防接種副反応の発生要因等に関する

定の実施により、校医の認識を深め、過剰診断・見落

研究の一助とすることにより、有効かつ安全な予防接

としを防ぐことができる。

種が実施できる。

高知県
山口県
M BCG 等モニタリング事業

10

M ツベルクリン反応調査分析評価事業
(1)県内の小中学校 1 ・ 2 年生のツ反検査データを

・ BCG 接種をした乳幼児、小学生及び中学生の保

収集し、分析・評価・還元を行い、ツ反陽性率

護者に接種後の副反応を 4 カ月間観察し、その副

の改善、担当医師の資質向上を図り、学校保健

反応をハガキに記入してもらい、集計した。

との連携を強めていった。

効果 集計した副反応を解析、評価することによって、予防

(2)乳幼児期のツ反・ BCG 接種の時期と BCG の斑

接種副反応情報を広く提供し、副反応の発生要因等に

痕数を調査し、効果的な定期健診・ BCG 接種

関する研究の一助とする。

に向けての支援を行い、乳幼児の結核予防を図
った。

徳島県

(3)ツ反・ BCG 接種の 3 年間の分析結果を基に医
師会等と検討会を開催。

z ツベルクリン反応発赤径調査事業

効果 ・小中学校の結核定期健康診断の適切な実施の推進

・県内の小中学校の結核定期健康診断受診対象者

・平常時の小中学校のツ反度数分布を作成することに

におけるツベルクリン反応検査時の発赤径を調査

より、学校における結核集団感染発生時に参考資料と

し、ツ反陽性率の改善、担当医師の資質向上を図

して活用

った。

・医師会、学校保健との連携を図る。
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・各地域の乳幼児期に実施している、初回接種の技術

熊本県

評価の資料となる。

M ツ反・ BCG 評価事業

福岡県

(1)ツベルクリン反応・ BCG 接種精度管理の推進
①幼児ツベルクリン反応検査実施状況調査

z ツ反・ BCG サーベイランス事業
(1)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。
(2)各保健所において、報告書等を基に医師会、養

②小、中学校におけるツベルクリン反応検査結
果調査と分析
(2)研修会
① BCG 接種技術の評価と技術確保の重要性
・平成 13 年 12 月 14 日

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。

出席者：医師、養護教諭、行政職員 63 人
・平成 14 年 1 月 29 日
出席者：養護教諭、行政職員 50 人

効果 ・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

②初回ツベルクリン反応検査早期実施とその重

に資する。

要性

・学校における集団発生時の対策、予防投薬の判断基

・平成 14 年 3 月 6 日
出席者：市町村担当職員 11 人

準の資料とする。

③ヒストグラムの作成及び評価分析の方法

x BCG モニタリング調査事業

・平成 14 年 2 月 15 日

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

出席者：養護教諭 61 人
(3)啓発資料の検討及び作成

に送付した。調査結果は、厚生労働省がまとめ報

ツベルクリン反応検査及び BCG 検査のセーフ

告書を作成し、県は市町村等関係機関に配付した。

ァーチェック表作成

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。

(4)まとめの作成
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
・ツベルクリン反応・ BCG 精度に関する認識の共有

長崎県

化
・ツベルクリン反応・ BCG 接種の適正化により、乳

z BCG 接種効果調査

幼児期及び児童生徒の初感染結核発病の防止を図る。

・関係機関と連携を図り、乳幼児時に接種された

・学校関係者との連携システムの構築

BCG の針痕数とツベルクリン反応検査の結果を調
べた。また、小学校 1 年で BCG を接種した者につ

大分県

いては、その針痕数及び副反応の状況を調査した。
（調査数： 1,230 人）
調査終了後、結果をまとめ関係機関に還元した。
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。

x BCG モニタリング事業

M 予防接種後副反応モニタリング事業
・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、厚生労働
省に報告した。
効果 予防接種副反応の実態分析が行える。

宮崎県

・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

M 予防接種モニタリング調査事業

析・評価された還元情報を、関係機関等に情報提

・モニターに対して予め調査票を配布し、一定期

供した。

間の観察を依頼した。

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。
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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。

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

札幌市

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

M 予防接種後健康状況調査事業

る。

・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

名古屋市

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

M 予防接種副反応モニタリング事業

とともに、報告事例と予防接種との因果関係につ

・ BCG 乳幼児（名古屋市中村区内の住民）
小中学校（名古屋市中区の小学校 2 校及

いて検討した。

び中学校 1 校）

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

京都市

民に提供されることから有効かつ安全な予防接種を実
施の促進が図られる。

M 予防接種（BCG）後健康状況調査
・予防接種の副反応発生状況等を把握するため、

仙台市

BCG の接種を受けた者に対してモニター調査を実
施した。

M 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付

効果 ・予防接種に関する正しい知識の普及啓発が行える。

・予防接種の有効性及び安全性の確認が行える。

し、また、回収を行い、その結果を集計し厚生労
働省あてに報告した。

神戸市

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、

有効かつより安全な予防接種の実施が図られる。

M 予防接種副反応モニタリング事業
・定期予防接種を受けた任意の市民により記入さ

横浜市

れた調査票を集計して総括表を厚生労働省に送付、
集計し、全国のデータと本市のデータを医療機関

M 予防接種後健康状況調査事業

等へ還元し、今後の予防接種事業の参考とした。

・医療機関・福祉保健センター・市立小中学校に

効果 ・モニタリングにより得られた副反応情報は、本市及

おける定期の予防接種を対象に、予防接種後の健

び市医師会等を通じ広く市民に提供され、市民が予防

康調査を実施した。

接種について正しい知識を得ることが可能である。

第 1 期：平成 13 年 4 月〜 9 月

・本市が予防接種を実施する場合においてより適切な

第 2 期：平成 13 年 10 月〜 14 年 3 月

接種を行うことができる。

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

広島市

ことにより副反応の発生要因等に関する研究の推進に

・副反応等に関する最新の知識を広く国民に提供する

M BCG ワクチン等副反応モニタリング調査
事業

ことにより、正しい理解に基づいた予防接種の実施が

・ BCG ワクチン等の副反応モニタリング調査を実

可能となる。

施した。

寄与する。

効果 BCG ワクチン等の副反応の発生状況を把握すること

川崎市

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

M 予防接種後健康状況調査

資することができる。

・各区役所保健所及び教育委員会学校教育部が実
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金沢市

った。

M ツ反・ BCG の実施状況調査・研修事業

岩手県
M 結核分析調査事業

熊本市

・新登録患者調査票を作成し、家庭訪問や面接等

M ツベルクリン発赤径調査事業

により聞き取り調査を行い、服薬状況、治療成績、

・平成 13 年 4 月から 6 月に実施する熊本市内の

患者管理等について分析した。

小・中学校の定期健康診断の判定結果を集計し、

効果 調査を行った結果、約 8 割が医療機関受診（自覚症

分析を加え関係者に還元した。

状あり）により発見されていることが判明した。今後

(1)調査結果報告を含めた学校医対象の研修会を開

は、有症者への早期受診勧奨や定期健康診断の受診率

催

向上のための対策を強化していく。

日時：平成 14 年 3 月 11 日(月)
演題：「定期健康診断における要精密検査の実

栃木県

際」
講師：結核研究所 星野斉之氏

M 地域格差是正のための要因分析事業

参加者：学校医等 91 名

・罹患率、有病率が高い地域において、乳幼児、

(2)報告書を作成し学校医、各学校、保健福祉セン
ター等関係者に送付

小学時、中学時に実施したツベルクリン反応検査
（定期健康診断）を分析した。

(3)市内養護教諭研修会にて報告（平成 13 年 7 月）

また、普及啓発事業として藤岡町の各老人会会員

(4)各保健福祉センター職員を対象にツベルクリ

を対象に、講演会を開催し、普及啓発用のパンフ

ン・ BCG 接種研修会を実施した。
効果 ・ツベルクリン反応検査、BCG 接種の精度管理及び

技術向上。
・学校での集団感染発生時の基礎資料となる。

レット、各種資料を配付した。
講演会の開催は年間 5 回（9 月末〜 12 月上旬）で、
各回 30 〜 50 人が参加した。
効果 各個人（乳幼児、小学時、中学時）のツベルクリン反

・学校ごとのツベルクリン反応検査結果より、患者の

応検査結果を一貫して調査、分析することにより、予

早期発見が可能になる。

防内服の必要なものの的確な把握と指導が可能となる。

・結核についての啓発となる。

また、当該地域の高齢者の結核対策（INH 内服等）

・本事業は、平成 14 年度まで予定している。現在学

の検討資料となる。

校での定期健康診断の見直しが行われているが、各学
校のツベルクリン反応検査結果データを残すことで、

千葉県

今後集団感染等の疑いが出た場合の資料となる。
・接種技術の評価については、今後乳幼児 BCG 接種

z 居宅サービス事業所における結核対策の調査

後の針痕調査を検討中である。

(1)アンケート調査：結核・感染症予防対策に係る
実態調査

調査研究事業

(2)講習会：結核予防の啓発
(3)CR 車と携帯 X 線装置を用いた健康診断の実施
効果 事業者の結核・感染症に対する意識づけができる。

青森県
M 予防可能例調査

x 管内医療機関の実態調査および保健所と医
療機関の連携体制づくり

・結核新登録患者予防可能例チェック表に基づき、

(1)平成 10 〜 12 年新規結核登録患者（マル初、転

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。
また、保健所毎のきめ細かい結核対策の推進へつなが
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出、転入を除く）約 520 人分のビジブルより患
者側の情報の整理・調査
(2)管内診療所（376 カ所）及び病院（29 カ所）へ
アンケート調査
効果 ・医療機関の結核に対する関心を高められ、患者の早

期発見・院内感染防止へつなげられる。

大阪府

・管内医療機関を取り巻く結核問題の実態を把握・分
析することで課題の明確化・方策の整理ができ、医療

M 調査活動事業

機関へ提示する客観的資料が得られるとともに今後の

・大阪結核病学研究会に痛くし、結核サーベイラ

対策につなげられる基礎資料が得られる。

ンス情報の解析や、13 年度については、下記のテ
ーマについて調査研究した。

c 新規登録患者調査事業

(1)BCG 初回接種者針痕数実態調査

(1)聞き取り等による意識調査

(2)小・中学校における定期健康診断に関する調査

(2)過去の登録状況及び意識調査結果をふまえた検

(3)小児結核患者における予防可能例の視点からの

討会
(3)結核に対する知識及び予防のための講習会
効果 ・個々の事例を含め管内の結核対策の現状や課題等を

関係者間で検討したことにより今後の対応策が明確に

検討
効果 同研究会から報告された調査結果ならびに行政の施策

に対する提言をもとに、今後の本府施策の策定に役立
てる。

なったことや共有できたこと
・医療機関等との連携による患者の早期発見、重症化

和歌山県

及び二次感染防止
・結核に関する専門的知識の習得による院内感染の予

M 地域保健所特定要因分析調査

防

・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。

東京都

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

z 結核発生動向調査解析システム修正委託
（区保健所再編による）
・システム修正委託

推進することにより罹患率等の低減を図れる。

福岡県

効果 結核発生動向調査の適正な運用

M 事業所結核健診実施状況調査
x 結核対策調査研究事業

(1)県内の健診機関に依頼し調査票を事業所に配布

(1)結核薬剤耐性菌調査研究

した。事業所は調査票に記入し、最寄りの保健

(2)RFLP 検査の実施

所に提出した。

(3)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。

(2)結果の集計は保健所が行い、本庁でとりまとめ、
その結果をもとに事業所に対する普及啓発のパ
(3)さらに収集されたデータを結核対策推進協議会
の予防対策部会、集団感染対策部会で検討する
ための基礎資料とした。

新潟県

効果 事業所の健診結果を把握し、それに基づいた指導を行

うことにより、結核予防法に基づく事業所健診履行及

M 結核発生動向調査結果の解析及び迅速な公表

び事後措置の徹底を行う。

・結核発生動向調査の月報、年報を市町村・医療
機関等に公表した。

10

ンフレット等を作成し、指導を行った。

大分県

効果 結核の県レベル、保健所レベルでの地域間格差を明確

にすることにより各保健所で力を入れるべき対策が明

M 結核対策実態調査

確化される。

・結核定期健康診断未受診者を対象に未受診理由

また、結核発生動向調査結果を公表することにより結

等を調査検討し、今後の保健所及び医療機関、町

核の普及啓発を図ることができる。

村との連携強化を図った。
検討会での報告会の際に「地域における結核発病
ハイリスク者への対策について」鹿児島県名瀬保
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健所長に講演を依頼した。
効果 結核定期健康診断未受診者への対応策を具体的に図る

ことができる。

教育講演として講演）
講演：
「何故？今！！結核か！！」
講師：東朝幸：コザ保健所健康増進課長
(3)結核予防週間及び生活習慣病予防週間等におけ

宮崎県

るパネル展示、ビデオ放映、チラシ配布等
効果 ・平成 7 〜 12 年の 6 年間のデータ分析をすることに

M 事業所結核健診実施状況調査

より、管内の結核発生状況とりわけ、中高年層の結核

・事業所における結核定期健康診断の実施状況把

の状況について、医療機関へ具体的に働きかけること

握については、受診率 26.9 ％、報告率 16.9 ％（平

ができる。

成 10 年度）と極めて低値であり、以前よりその状

・医療機関におけるアンケート調査を実施したことに

況把握に努めるよう厚生労働省等（事務指導監査）

より、医療機関の結核対策の状況が把握でき、具体的

からの指摘を受けていたことから、今回、県内の

な対策をたてることができる。

事業所等の管理指導を行っている「宮崎労働局」

・内科を標榜する医療機関への研修会を実施したこと

と連携の上、各事業所に対し健康診断の受診勧奨

により、糖尿病等合併症を有するハイリスクグループ

を行うとともに、報告義務の周知徹底を図った。

への結核対策が有効となる。

効果 ・事業所での結核健診の状況を把握し、受診勧奨を行

うことで、結核について再認識をさせ結核予防思想の

札幌市

向上を図るとともに、事業所における健診の受診促進
や有症時の早期受診等による早期発見・早期治療につ

M 結核菌陽性肺結核患者治療成績評価事業

なげることにより、事業所内における集団感染の防止

・結核菌陽性患者の医療機関毎の治療成績を調査

及び県内の結核罹患率・有病率の低下が期待できる。

し、医療機関に情報の還元を行った。

・受診率・報告率が改善される。

効果 結核菌陽性患者の治療成功率の向上が図られるととも

に、菌検査の迅速な情報提供など結核病院との連携を

沖縄県

強化することができる。

M 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

松山市
M 定期健康診断実施状況調査事業

(1)調査
①平成 7 年〜 12 年の新登録者のうち、糖尿病

(1)結核定期健康診断の実施状況の調査を実施し、

を合併している者の調査

集計・分析を行い、冊子に取りまとめ関係機関

（背景調査には至らず、ビジブル等サーベイ

へ配布（学校医・医師会・実施医・学校・教育

ランスのデータ分析による）

委員会等）した。

②管内の内科を標榜する医療機関へのアンケー

(2)平成 12 年度の結核の状況を冊子にまとめ、関
係機関に配付した。

ト調査
84 件中 48 件回答有り（57.1 ％）
(2)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宜野湾海邦病院 73 人参加
・講演：
「病院における結核院内感染対策の
実際」
講師：遠藤和郎：県立中部病院内科医長
・
「平成 13 年度管内医療機関におけるアンケ

(3)愛媛県小児科医会総会の研修会資料として配付
した。
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
・集団感染発生時のベースとしてのデータとしての蓄積
・愛媛県小児科医会総会の研修会資料として利用し、
小児科医会に現状を報告

ート調査の結果」
講演：
「コザ保健所管内の結核の状況につ

東大阪市

いて」
講師：東朝幸：コザ保健所健康増進課長
②宜野湾記念病院 107 人参加（院内研修会に、
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M デンジャー・ハイリスク集団等結核健診実
施状況調査

定期病状調査事業

宮城県
M 定期病状調査事業

北海道

・医療機関の協力を得て登録者の病状を照会した。
効果 登録者の病状を把握することにより、結核の再発や二

M 結核定期病状調査事業

次感染の防止が図られる。

・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。

山形県

(1)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。
(2)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。
(3)結核登録患者のうち、治療中断が考えられる者。
(4)管理健診の対象である結核登録者のうち、保健

M 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 結核登録者の病状等を把握することにより、訪問指導

所において健診結果が把握できていない者。

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。

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。

福島県
青森県

M 結核定期病状調査事業

M 結核定期病状調査事業
・結核登録者について、下記の者について青森県

茨城県

結核定期病状調査報告書により、医療機関に報告
を求めて、その病状を把握した。

M 結核定期病状調査事業

(1)医療費の公費負担の申請を行っていない者

・保健所において把握する治療中断者及び管理健

(2)医療費の公費負担承認期間が終了した後、再申

診対象者に対し、結核健診の受診を勧奨するとと

請を行わなかった者
(3)その他治療中断が考えられる者
効果 登録者の病状等を把握することにより、適切な指導や

再発予防が図られる。

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、当該健診の実施者から健診結果の情
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、重症化の予防が図られる。

10

岩手県
M 結核定期病状調査事業

栃木県

(1)対象者の把握

M 結核定期病状調査事業

(2)対象者の受診した医療機関等から、結核定期病

・医療機関等から、結核登録者の病状等を把握し

状調査報告書による病状の報告を依頼。
(3)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。
(4)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

た。
治療中断者に対し、医療の必要性を理解させ、受
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、結核の再発や二次

感染防止を図る。

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、

群馬県

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。

M 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。
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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

富山県

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

M 定期病状調査報告事業

石川県

M 結核定期病状調査事業

M 定期病状報告事業

・結核定期病状調査の実施

(1)結核患者のうち（計 2 人）

病状把握の困難な者について、各保健所から主治

①医療費公費負担申請を行っていない者

医に対して調査票を送付し、情報を得ることがで

②医療費公費負担承認期間終了後、再申請を行

きた。
効果 結核患者の情報を正確に把握することで、患者管理を

適切に実施していくことができる。

わなかった者
③その他治療中断が考えられる者
(2)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）

千葉県

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。

M 定期病状調査事業

(1)の対象者については、おおむね 6 カ月毎に。

・結核登録者の病状について、医療機関等の協力

(2)の対象者については、年 1 回。

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

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。

二次感染の防止を図った。

福井県
東京都

M 結核医療費適正化対策事業

M 結核定期病状調査

・結核登録者の病状について医療機関等の協力を

・結核定期病状調査

得て、結核定期病状調査事業を実施した。

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。

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

神奈川県

て結核の再発や二次感染の防止を図ることができる。
患者管理上、必要な事業であり今後も継続する。

M 結核定期病状管理促進事業
・主治医から結核登録者の的確な情報を得て、結

山梨県

核患者管理を適正にし、保健師による訪問指導等
を円滑に行った。
平成 13 年度実績 670 人
効果 結核患者管理を適正に実施し、治療中断等や再発・二

次感染等の結核蔓延防止を図ることが可能となる。

M 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。
(1)次の者については、概ね 6 カ月ごとに病状把握
を実施した。

新潟県

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

M 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。

110

申請を行わなかった者
③その他治療の中断が考えられる者
(2)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

滋賀県

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。

M 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

長野県

査を依頼した。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。

M 結核定期病状調査事業

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、

・医療機関等の協力を得て、対象者の病状を把握

二次感染を未然に防止することができ、結核の蔓延防

した。

止が図れる。

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

京都府

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。

M 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

静岡県

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。

M 結核定期病状調査事業

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、

・結核登録者の病状把握について医療機関等の協

患者の治療状況等を適切に把握し、結核を確実に治療

力を得て実施する結核定期病状調査事業

させることが可能となる。

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

大阪府

の再発や二次感染の防止が期待される。

M 結核定期病状調査事業

愛知県

・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

M 定期病状調査事業

を得た。

・結核登録者のうち、公費負担医療制度、管理健

効果 結核登録者のうち、公費負担医療制度、管理健診制度

診制度により病状把握の困難な者について、医療

により病状把握困難な者について医療機関等から登録

機関等から結核定期病状調査報告書により報告を

者の病状を把握することにより訪問指導等の結核対策

求め、病状等を把握した。

の迅速化、円滑化を図り、もって結核の再発や二次感

効果 ・結核登録者のうち、公費負担医療制度、管理健診制

染の防止を図ることができる。

10

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

兵庫県

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

M 結核定期病状調査事業

る。

・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

三重県

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

M 結核定期病状調査事業

握した。

・指定医療機関等の協力を得て、病状調査及び情

(1)病状調査事業対象者

報提供を行い、患者管理の徹底及び医療機関に対

①医療費の公費負担申請を行っていない者

する届出義務等の遵守の徹底を図った。

②医療費の公費負担承認期間が終了した後、再

効果 ・医療機関等と連携を密にし、結核患者に対する日常

申請を行わなかった者

生活の指導及び医療中断者に対する受診勧奨等の協力

③その他治療中断が考えられる者

体制を確保していくことが望める。

④管理健診を要する対象者であって、保健所に

・病状把握を行うことにより二次感染防止を図る。

おいて健診結果が把握できていない者
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①、②及び③の対象者については概ね 6 カ月

島根県

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。

M 結核定期病状調査事業

なお、結核菌陽性患者、治療中断者及び治療

・結核登録者の病状について、医療機関から情報

が不規則な者については、本事業を活用する

提供をしてもらった。

ことにより、患者管理の強化を図った。
(2)実施方法

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。

各保健所から医療機関に対し、結核定期病状調
査事業報告依頼書の提出を依頼して行った。

岡山県

(3)経費
定期病状調査事業の協力を依頼した医療機関等

M 結核定期病状調査

に対して、1 件につき 3,000 円の報告書料を支

・保健所が医療機関の指導を行い、その協力を得

払った。

て様式等により患者の病状の調査を行った。

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。

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。
・保健所において指定医療機関の医師との連携が図れ、

奈良県

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。

M 結核定期病状調査事業
・医療機関に対し登録者の病状を照会し、文書に

広島県

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ができる。

M 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

和歌山県

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

M 定期病状調査

不明登録者に対する適切な管理・指導を行うことがで

・指定医療機関に対して、結核患者については年

きる。

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

山口県

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

M 定期病状調査事業

健診対象者に対する家庭訪問指導などの結核対策の円

・保健所の結核担当者が公費負担医療制度、管理

滑な運営が図られることにより、結核の再発及び二次

健診制度により病状把握の困難な結核登録者の病

感染の防止が図れる。

状について、主治医等に依頼し、報告を受けた。

・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。

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。

鳥取県

・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。

M 結核定期病状調査事業
・結核登録患者のうち病状把握の困難な者につい

徳島県

て、医療機関から病状等状況把握を行った。
効果 結核登録患者の状況を把握することにより、患者管理

M 結核定期病状調査事業

を強化するとともに、結核の再発や二次感染の防止が

・結核登録者の病状について、保健所が医療機関

図られる。

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
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度によっては病状を把握することが困難な者について、

保健所は患者の病状等を把握し、訪問指導等を行うな

医療機関等からの報告を受けることにより登録者の病

ど患者管理の徹底を図る。

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

佐賀県

られ、結核の再発や二次感染の防止に備えることがで
きる。

M 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

香川県

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

M 定期病状調査事業

できる。

・
「結核業務の手引き」に基づき、定期的に病状把
握を行った。

長崎県

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。

M 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

愛媛県

得て病状を把握した。
西彼保健所 11 件、県央保健所 18 件、

M 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

県南保健所 64 件、県北保健所 6 件
五島保健所 4 件、上五島保健所 13 件、
対馬保健所 4 件

計 120 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

治医の協力を得て病状を把握するものであり、情

や二次感染を防止する。

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

熊本県

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

M 定期病状報告

核対策の迅速化、円滑化が図られる。

(1)定期病状報告の依頼
(2)ケースの正確な病状把握、及び管理

高知県

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

M 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

10

大分県

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

M 結核定期病状調査事業

と的確な患者管理を行った。

・結核指定医療機関の協力を得て、結核登録者の

（定期病状調査者数 107 件）
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、

健康管理を行った。
効果 再発防止等患者管理の徹底

結核の再発や二次感染の防止を図る。

宮崎県
福岡県

M 結核定期病状調査事業

M 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

・結核登録患者のうち、医療の公費負担・管理健

報告書」により、医療機関等の協力を得て実施し

診・家庭訪問等で病状把握の困難な者について、

た。

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、

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。
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沖縄県

・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。

M 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

川崎市

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

M 結核定期病状調査事業

料を支払った。

・結核登録者のうち病状把握困難なものについて、

実施件数 54 件

保健所から医療機関へ情報提供を依頼することに

効果 病状不明者の把握と、治療中断者の把握ができる。

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。

札幌市

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。

M 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

名古屋市

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

M 結核定期病状調査事業

療機関から登録者の病状等を把握することにより、訪

・結核定期病状調査報告書により医療機関に対し

問指導等の結核対策の迅速化、円滑化を図り、結核の

て照会し、報告を求め、必要に応じて訪問指導等

再発や二次感染の防止を図ることができる。

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

仙台市

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。

M 定期病状調査事業
・登録者の健康管理を図るため、医療機関への照

京都市

会により健康状態を把握した。
効果 登録者の健康状況及び医療機関への受診状況が把握で

きる。

M 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。

千葉市

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。

M 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

大阪市

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

M 結核定期病状調査事業

結核対策の迅速化、円滑化及び結核の再発や二次感染

・病状把握の困難な結核登録者について医療機関

の防止が図られる。

に照会し報告を受けた。

横浜市

神戸市

M 定期病状調査情報提供料

M 結核定期病状調査事業

・福祉保健センターにおいて結核登録している者

・結核登録者の病状について、結核定期病状報告

のうち、医療費の継続申請を行っていない等によ

依頼書により医療機関に照会し病状把握を行った。

り、病状把握されていない者について、患者管理

ただし、公費負担医療制度、管理健診制度により

を適切に行うため医療機関に対して協力料を支出

保健部（保健所）において病状が把握されている

した。

者は除く。

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。
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効果 結核登録者の病状を的確かつ迅速に把握することによ

り、再発時の早期受診指導、治療中断を防止すること

ができる。

広島市

いわき市
M 結核定期病状調査事業
・合計件数 37 件

M 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

・結核登録者のうち、公費負担医療制度、管理健

り、訪問指導等の結核対策の迅速化、円滑化を図り、

診制度により病状把握の困難な者について、医療

もって結核の再発や二次感染の防止が図られる。

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。

宇都宮市

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。

M 結核定期病状調査事業
・結核定期病状調査の実施

北九州市

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。

M 結核定期病状調査

・今後も継続し、保健所における結核患者管理に役立

・結核登録患者のうち病状把握の困難なものにつ

てる。

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、

横須賀市

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

M 結核定期病状調査

感染の防止を図る。

新潟市
福岡市

M 結核定期病状調査

M 定期病状調査事業

・結核登録者について、医療機関に病状の報告を

・対象者の病状について、関係医療機関等から報

依頼した。

告書を提出させ、医療機関に対し報告書料を支払
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、円滑化が図られ、結核の再発や
二次感染の防止が図られる。
・結核登録者の病状を把握することは重要なことであ
り、今後も継続していく。

〈概ね 6 カ月ごとに報告を依頼した者〉
(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

10

〈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

郡山市

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。

M 結核定期病状調査事業

・病状不明者が減少する。

・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

富山市

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。

M 結核定期病状調査事業
・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
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金沢市
M 定期病状調査事業

豊田市
M 定期病状調査事業
(1)厚生労働省通知の「結核定期病状調査事業実施

長野市

要綱」に基づき実施した。
(2)管理健診対象者であって、保健所で健診結果が

M 定期病状調査事業

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。

静岡市

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。

M 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

堺市

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。

M 結核定期病状調査事業
(1)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

浜松市

握を行った。
(2)報告書により把握した情報を結核登録票に記録

M 結核定期病状調査事業

するとともに、当該結核登録患者に対し、必要

・結核登録患者のうち、医療費の公費負担申請を

に応じて訪問指導、受診勧奨等適切な指導を行

行っていない者及び保健所以外で健診を受けた者

った。

等の病状を把握する為、医療機関からの報告を求
める事業。
効果 公費負担申請以外の結核患者や経過観察中の患者の状

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。

況を把握し、自己中止の発見や適切な患者指導ができ

・結核患者及び回復者について病状把握をし、適切な

る。

患者管理を図る。

豊橋市

姫路市

M 結核定期病状調査事業

M 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

・登録者の病状について指定様式により医療機関

機関等の協力を得て実施した。ただし、公費負担

等からその病状等を把握し、その医療機関等に情

医療制度、管理健診制度により保健所において病

報提供料を支払った。

状が把握されている者は除く。

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

結核患者のうち、医療費の公費負担の申請を行っ

結核対策の迅速化、円滑化を図り、結核の再発や二次

ていない者、医療費の公費負担承認期間が終了し

感染の防止が可能となり、結核対策の推進が期待でき

た後、再申請を行わなかった者、その他治療中断

る。

が考えられる者については、おおむね 6 カ月ごと
に病状把握を実施した。

和歌山市

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

M 定期病状調査事業

1 回の病状把握を実施した。

・指定医療機関における、治療患者の治療状況・

効果 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、二次感染防止が行える。

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。
報告件数 118 件
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。
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・患者においても不必要な治療及び受診を強制されず、

長崎市

相互の連携による患者管理がスムーズにできる。

M 結核定期病状調査事業

岡山市

(1)結核定期病状調査報告依頼書の送付
(2)報告書の回収、整理、患者情報の収集及び対応

M 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、

策の検討
(3)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、

訪問指導等の結核対策の迅速化円滑化を図り、結核の

円滑な患者管理が推進できる。

再発や二次感染の防止に寄与する。

・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。

高松市
M 結核医療費適正化対策事業
（結核定期病状調査事業）

・保健指導の情報源として、多大な効果がある。

熊本市

・結核登録者の病状等について、
「結核定期病状調

M 結核定期病状調査事業

査報告書」により医療機関等の協力を得て、その

・結核登録者の病状について、医療機関の協力を

把握を行うことにより、患者管理の適正化を図っ

得て健診後その結果を把握した。

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、

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

医療機関から情報を得ることで病状把握ができ、病状

等の結核対策の迅速化、円滑化を図り、結核の再発や

不明者の結核再発や二次感染防止を図ることができる。

二次感染の防止を図るとともに、患者管理及び医療費

・平成 13 年度は定期病状報告として報告があった件

の適正化に寄与したが、今年度においても実施したこ

数は 118 件だったが、病院の事務からの請求がなか

とで患者管理・訪問指導等のより一層の充実を図るこ

ったため、支払いがなく実績件数としては伸びなかっ

とができる。

た。

松山市

大分市

M 結核定期病状調査事業

M 結核定期病状調査報告事業

・公費負担医療制度・管理健診制度等により病状

・医療機関の協力を得て、結核登録患者の健康管

把握が困難な登録者の病状報告を主治医の協力を

理及び治療状況の把握を行った。

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

10

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。

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

宮崎市

に努め、病状不明者を 5 ％以下にする。

M 結核定期病状調査事業

高知市

・結核登録者の中で、治療終了者については管理
健診を実施するが、すでに医療機関と受診し病状

M 定期病状調査事業

が把握されている者について、病状調査様式を医

・病状調査

療機関に送付し病状を把握した。

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、

効果 不活動性結核の中で、管理健診に応じず病状把握がで

保健指導に役立つ。

きない者についてこの事業を実施し結核の再発を監視

・適正医療や患者管理による再発を予防するとともに

することができる。

二次感染の予防に役立つ。
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鹿児島市
M 結核定期病状調査事業

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。

M 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。

小樽市

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

M 定期病状調査事業

の再発や二次感染の防止を図る。

・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

下関市

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。

M 結核定期病状調査事業
・年 4 回調査を実施 年間実施人数 33 人

函館市

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

M 結核定期病状調査事業

につながる。

・対象者の了解を得て受診医療機関に照会し、病

・結核の再発や二次感染の防止にも役立つ。

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

大牟田市

ことができる。

M 結核定期病状調査事業

相模原市

・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。

M 結核定期病状調査
(1)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

平成 13 年度結核定期病状調査報告書数： 172 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。

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

佐世保市

の報償費を支払った。
(2)調査報告書を確認し、必要があると認めた時は、

M 結核定期病状調査事業

医療機関、調査対象者に対し、訪問指導等結核

・
「結核定期病状調査実施要領」により、治療終了

予防法上適切な指導を行った。

者あるいは中断者について病状把握を行った。調

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に寄与する。

査は、主治医へ依頼した。
効果 ・結核登録者の病状把握が徹底でき、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ができ、結核患者

東大阪市
M 結核定期病状調査事業

尼崎市

の減少に寄与できたと思われる。

千代田区
M 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

M 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。
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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
M 結核定期病状調査事業

の防止を図ることができる。

世田谷区

・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

M 定期病状調査事業

療機関等に調査票を送付し、その回答により登録

・調査対象者の病状について、定期病状調査報告

者の病状当を把握した。

書により医療機関に照会し、これを受け該当医療

効果 訪問指導等の結核対策の迅速化、円滑化を達成する。

機関は報告書に記入のうえ、保健所あてに報告し
た。

文京区
M 結核定期病状調査事業

渋谷区
M 結核定期病状調査報告書

台東区
M 結核定期病状調査事業

中野区

・医療機関等から結核定期病状調査報告書を提出

M 結核定期病状調査事業

してもらい、患者管理を行った。

・結核登録患者の主治医に対して、定期病状調査

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。
・今後も区内の現状により継続していく。

墨田区
M 結核定期病状調査
効果 結核の再発、二次感染の防止

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、患者管理に活用できる。

杉並区
M 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、医療機関から情報を入手するこ

江東区

とにより、訪問指導等結核対策の迅速化、円滑化
を図った。

M 結核定期病状調査

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が図れる。

10

品川区
M 定期病状調査事業

豊島区

・保健所長は調査対象者の病状について、定期病

M 結核定期病状調査

状調査書及び依頼書により医療機関等に照会した。

・結核定期病状報告書

効果 訪問指導等、結核対策の迅速化及び円滑化を図り、結

核の再発や二次感染の防止に資する。

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。

大田区
M 大田区結核定期病状調査

北区

・対象者の病状について定期病状調査報告書によ

M 結核定期病状調査事業

り医療機関等に照会した。

・実施対象者の病状について、定期病状調査報告

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、訪問指導等の結核対策
の迅速化及び円滑化を行い、結核の再発及び二次感染

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。

119

調
査
・
研
究
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
事
業

荒川区
M 結核定期病状調査

・再発、二次感染の防止

飾区

・結核定期病状調査の協力依頼（報告書提出）通
知を各医療機関に発送し、報告数に基づき手数料

M 結核定期病状調査事業

を医療機関に支払った。

・対象者について、医療機関に照会し、報告書料

効果 平成 13 年度は、協力依頼件数 171 件に対し、回答

数 163 件（報告料支払い該当分は 152 件）で、報

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

告率は 95.3 ％であった。これにより、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

江戸川区

理が実施できた。

M 定期病状調査事業

板橋区

・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。

M 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

菌検査事業

において病状が把握されていない者にあっては概
ね 6 カ月ごと、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

千葉県

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

M 結核菌 DNA 検査による型別と薬剤感受性
検査

補完し、訪問指導等の結核対策の迅速化、円滑化を図

・保健所、医療機関から結核菌型別の依頼につい

ることができる。

て検査を実施し、成績を報告した。薬剤感受性試

・医療機関からの文書回答による病状把握は、迅速か

験については、型別の依頼の増加と予算削減の影

つ正確性を有しており、質の高い患者管理を行うため

響で検討できなかった。

には今後も継続して実施する必要がある。

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、感染状況を把握し、疫学調査や予防対策に

練馬区
M 定期病状調査

役立てる。

新潟県

・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

M 迅速検査法の検討

て調査を実施した。

・保健所で実施した結核精密健診受診者のうち菌

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

検査結果が陽性で早期に同定検査が必要な者に対

ついて、医療機関から情報を入手することにより訪問

して PCR 検査を実施して迅速検査法による結核菌

指導等の結核対策の迅速化、円滑化を図り、もって結

検査の結果を検討した。

核の再発や二次感染の防止を図る。

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

足立区
M 定期病状調査

ことができる。

富山県

・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。
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M 結核菌検査体制強化事業

滋賀県

岡山県

M 結核感染源調査事業

M 結核菌 DNA 解析調査事業

・結核患者から分離された結核菌の DNA を制限

・新登録患者の培養された結核菌の菌株を岡山県

酵素切断長多形分析（RFLP 分析）することによ

環境保健センターに集約し、指紋分析（RFLP 分

って結核菌を亜分類（DNA 型別）し、これによっ

析）を行うことで、感染源、感染経路の究明等の

て結核菌の DNA 型の地域特性を明らかにすると

検討により二次感染予防等結核対策に役立てる示

共に、感染源、患者の関係を特定して感染拡大の

唆を得た。

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、

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

地域特性や感染源・感染経路を解明する手段としての

においてより迅速対応が可能になるとともに、関係機

データ収集ができ、新たな感染を未然に防止するため

関（保健所、医療機関及び検査機関等）との連携体制

の対策を講じ、結核の蔓延防止が図れる。

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

兵庫県
z 結核感染源調査事業

対策の示唆が得られる。

熊本県

・患者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

M 結核感染源追跡調査事業

析（RFLP 分析）することによって結核菌を亜分

(1)基盤整備

類し、これによって感染源・患者（感染者）の関

検査機関である熊本県保健環境科学研究所にお

係を特定した。

ける機器、物品等の整備

効果 ・ RFLP 分析を実施することにより、結核患者と接

(2)実施要領に基づく実施

触した者の二次感染の防止を図るための対策を講じる

①集団感染が疑われる場合の菌株の保存

ことができ、結核の蔓延を予防することができる。

②精神病院における発病患者ケース

・県内で分離された菌株の RFLP パターンが類似す

③事業所の集団感染事例

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期待でき
る。

(3)評価・分析
結核対策会議において実施状況報告
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

x 結核まん延防止事業

患者接触者への対応の質的な向上を図ることができる。

10

・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

大分県

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

M RFLP 法による感染源追跡調査及び結核菌
動向調査
・結核菌の収集・保存を行い、長期的に結核菌の

ことにより、二次感染の拡大を防止し、結核蔓延状況

動向を把握した。

の改善が図れる。

集団感染の追跡を行い、接触者健診に活用した。
効果 感染拡大防止が期待される。

c 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

沖縄県

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

M 結核菌 DNA 分析による地域結核管理改善
事業
(1)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、
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DNA 分析を行った。

大阪市

(2)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。
(3)分析の結果、結核菌が同一又は酷似していると

M 結核菌調査委託事業
・結核菌の特徴を調べ、本市の地域特性並びに感

判定された患者間の接触関係等について調査し、

染経路を解明し、今後の結核対策の整備充実を図

結核研究所に報告した。

るため市立環境科学研究所へ調査研究を委託した。

(4)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。

神戸市

(5)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。
(6)関係者の研修会 1 回
講師：結核研究所
効果 ・本事業により、患者間の結核菌 DNA 分析を行い、

M 治療短期短縮にむけた調査事業
・結核健康診断における要精密検査者等を対象に、
通常の喀痰検査に加え迅速診断法（PCR 法）によ
る検査を実施した。

一致するケースにおいては、関連性を検討することに

効果 ・迅速診断法（PCR 法）による喀痰検査を実施した

より、結核感染伝播の状況が明らかになり、関連する

ことにより、診断精度や迅速性を確保し、結核患者の

患者接触者検診の質的な向上が期待できる。

早期発見や適正な医療に努めることができる。

・同一集団から複数の患者が出たときに、集団感染有

・現在、年間 20 件前後の陽性例があり、早期診断の

無の確認が可能となる。

一助となるだけでなく、適切な命令入所等の発令につ
いても多大な効果をもたらしている。

札幌市
M 結核菌遺伝子分析調査事業

小樽市

・検体提供患者の同意を得て、RFLP 検査を行っ

M 結核診断促進事業（非定型抗酸菌の喀痰検査）

た。

・遺伝子増幅技術（結核菌 DNA 結核菌 RNA）に

また、平成 13 年 10 月 25 日及び 10 月 30 日に協力医

よる非定型抗酸菌の喀痰検査

療機関に対して情報提供を行うとともに、日本細

効果 従来の培養法に加え、遺伝子増幅方法を採用すること

菌学学会北海道支部学術総会及び日本結核病学会

で感染源対策の対象を早期に把握することができ、不

北海道支部結核談話会等で発表を行った。

必要な命令入所、定期外健診、予防内服を回避できる。

効果 過去の集団感染が疑われた事例について同一パターン

が示され、集団感染対策の向上を図ることができる。

名古屋市
M 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。
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11. 婦人会･リーダー育成事業
北海道

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

M 地域リーダー養成事業

発を促し、結核対策に取り組むことにつながる。

・
「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、国立大雪青年の家

長野県

にて 2 泊 3 日の宿泊研修を行った。
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

M 地域組織等活動促進事業

とともに、地域保健活動のリーダーを養成することに

・地域婦人会組織の研修大会

より、活動の活性化と広がりが促される。

県下各地において、結核予防対策のリーダーとし

道内各地で活動している人々が一堂に会することによ

て活動している結核予防婦人会等婦人団体の連携

り、結核予防に関する情報交換ができ、地域事情や組

を図るとともに、研修大会を開催し結核の知識を

織の規模を超えて検討が行われ、結核をはじめとする

高め、地域組織の強化を図った。

地域の保健活動が推進されることをねらいとした。

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。

秋田県

・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

M 結核予防婦人会幹部研修会

期待され、それに伴う県民の結核予防意識の向上と早

・結核予防の支援団体である結核予防婦人会会員

期発見、早期治療、二次感染の防止を図れる。

（12 万人）の幹部研修会を、結核予防会県支部の
ある秋田県総合保健事業団に委託し、
「結核予防活

静岡県

動と複十字シール運動」について結核予防会事業
部長から講演をいただいた。

M 結核予防リーダー研修会

分科会では、地域における結核予防運動の推進に

・結核予防の自主組織である静岡県結核予防婦人

ついて話し合いがなされ、さらに高齢の結核患者

会の幹部、市町村の自治組織の衛生担当である保

に多くなっている「糖尿病について」秋田大学の

健委員や市町村保健師等を対象に研修会を開催し、

伊藤教授から講演をいただき、結核との合併症に

結核予防活動の活性化を図った。
（静岡県結核予防

ついて学習した。

婦人会に委託し、県下 3 会場で実施。
）

効果 一般住民健診の受診率の向上にきめ細かな勧奨と、一

般住民に対する結核予防の認識の普及が図られる。

山梨県

効果 地域における結核予防活動の活性化が促され、継続に

より一層の結核予防が期待される。

京都府

M 地域組織活動促進事業

M 結核予防地域リーダー養成事業

・結核に関する知識の普及を図り、より効果的な

・府内を数ブロックに分け、結核予防知識と活動

結核予防事業の実施ができるよう、情報提供を積

のあり方についての研修を実施した。

極的に行った。

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
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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。

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。

鳥取県
M 結核予防婦人団体研修事業

鹿児島県

・県内の婦人会の指導者を、結核予防関係婦人団

M 地域組織等活動事業

体研修会等へ派遣した。

・県結核予防婦人会に対し研修会開催を委託した。

効果 多都道府県との親善交流と相互開発により、指導者と

して知識向上と県内各地域において結核予防事業推進

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

育成する。

への貢献が図られる。

札幌市
島根県

M 結核予防婦人団体に対する講習会

M 地区組織等活動促進事業

・婦人団体の会員を対象に講習会を開催し、本市

(1)地区推進員の中央研修を開催

における結核の発生動向及び結核に関する最新の

(2)婦人団体（連合婦人会）に対して、講演とパネ

情報の提供を行った。

ラーによる講習会を開催
効果 地区組織を活用することにより、予防対策を広く浸透

させることができる。

山口県

効果 婦人団体による積極的な活動が図られることにより、

地域における結核に対する正しい知識の普及が図られ
る。

秋田市

M 地区組織等活動事業

M 保健所管内結核予防婦人会研修会

・関係団体等の会員に対して、結核意識の普及啓

・
「心身共に健康でふれあい豊かな地域社会を私た

発や研修を行い、会員等から広く一般住民に予防

ちの手で」をテーマに研修会を実施した。

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。

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。

香川県
M 地域組織等活動促進事業

いわき市

・老人福祉施設等で、結核予防と健康づくりに主

M 保健衛生ミニ講座

眼をおいた講習会を行い、既感染者の発病防止に

・老人クラブ、婦人会、地区組織等地域と密着し

重点をおいた啓発を図った。

た集団の中で、保健所等の職員が積極的に関わり

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。

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

長崎県

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。

M 地域組織の育成

・結核予防の行動が住民自らとれる。

(1)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

長野市

(2)講習会参加者による伝達講習会開催
(3)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
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M 地域組織等活動促進事業

12. 肺機能障害者対策事業
青森県

互の情報交換
効果 ・結核の後遺症等による低肺機能者の日常生活の質的

M 肺機能障害者呼吸教室

向上が推進される。

・結核既往等の肺機能障害者に対し運動療法や腹

・低肺機能者への理解が深められ、在宅療養の援助体

式呼吸等を取り入れた講習会を開催し、日常生活

制を図り、地域における関係機関の連携が促進される。

の管理指導、相談、結核再発防止の指導等を行っ

東京都

た。
効果 結核既往等の肺機能障害者が日常生活を快適に過ごせ

るようになるとともに、結核の再発防止が図られた。

M 肺機能障害者対策事業
(1)低肺機能者を対象とした講演会（東京都全域）
(2)低肺機能者在宅支援事業（多摩東村山保健所管

宮城県

内）

M 健康呼吸器教室

効果 低肺機能者のクオリティーオブライフの向上

(1)講話と実技：
「冬場に向けた低肺機能者の暮ら
しと呼吸法」

神奈川県

(2)体験談
(3)在宅呼吸器機材の展示
効果 自己管理できる能力が身に付く。

M 低肺機能者講習会
・低肺機能者講習会 90 人
効果 合併症の予防により結核の再発を防止する。

山形県
M 低肺機能者健康診断実施事業
・医師による低肺機能者の呼吸器教室を実施
効果 低肺機能者のフォローアップが図られる。

新潟県
M 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。

茨城県

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

M 低肺機能者健康相談事業

より、孤独感、不安感が和らぐこと、不安解消が実践

・県内 7 保健所（水戸、日立、ひたちなか、土浦、

意欲を向上させること、実践が自信につながること、

潮来、竜カ崎、下館）において、専門医師、理学

結果的に自覚症状の改善、QOL の向上が認められ、

療法士、保健師等が中心となり、講習会を開催。

教室は有用である。

(1)専門医師による講義

低肺機能者にとっては唯一の訓練教室となっており、

(2)リラクゼーションを中心としたリハビリ訓練の

対象者の QOL 向上のため、今後も継続する。

実施
(3)低肺機能者の緊急時における応急処置の指導
(4)地域の保健、医療、福祉関係者あるいは患者相
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富山県

大阪府

M 低肺機能者対策事業

M 結核再発予防・呼吸機能回復事業
(1)呼吸器健診等を含めた健康診断を実施

岐阜県

①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）

z 結核後遺症者健康呼吸器教室

②呼吸器医療相談

(1)講演：
「慢性呼吸不全の治療」

③息切れ相談会

講師：関中央病院長 齋藤雅也氏
(2)講演：
「福祉サービスについて」
講師：県立多治見病院

ソーシャルワーカー

武山修氏
当日参加できない者に対し、冊子「慢性呼吸不全
の手引き」を送付
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貴重な機会となる。

(2)呼吸器教室等による集団衛生教育を実施
①呼吸器教室
②呼吸器リハビリテーション
③患者交流会
(3)個別訪問指導を実施
①個別相談
②訪問呼吸器リハビリテーション
(4)肺機能障害研修会を実施
①事例検討報告会

x 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）
(1)講演：
「呼吸器後遺症と健康管理」
講師：厚生連昭和病院 副院長 野坂博行氏
(2)実技：
「呼吸器リハビリテーション」

②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。

講師：厚生連昭和病院 理学療法士
大西雅之氏

兵庫県

(3)冊子の配布
(4)参加者全員の交流会
効果 ・日常生活での疑問点等、同じ症状で苦しむ参加者の

M 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

意見交換ができる。

って在宅酸素療法が必要な者等を対象に、療養生

・冬場に向け日常生活の過ごし方などを具体的に学ぶ

活上の注意事項や結核再発防止等に関する講習会

ことができる。

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

c 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

ことにより、結核の再発防止が図れる。

香川県

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
(1)講演：大垣市民病院 呼吸器科部長
堀場通明氏
(2)実技指導：大垣市民病院 理学療法士
谷口陽吉氏
効果 ・講演では、日常生活で留意すべき点について、実技

z 低肺機能者呼吸器教室（中部、琴平、観音
寺保健所）
・結核の後遺症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
施した。
効果 低肺機能者に対する管理指導が図れる。

指導では「呼吸筋ストレッチ体操」についての理解を
深める。

x 呼吸不全・家族支援事業（大内保健所）

・呼吸器障害を持つ人が、お互いの悩みを出し合い意

(1)保健所で把握している全事例の家庭訪問を実施

見交換する等、交流の場となる。

した。
(2)医療相談会、呼吸不全研修会を開催した。
効果 呼吸不全者及びその家族が抱える療養上の問題を解決、
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情報交換等により、療養の継続・生活の質の向上を図
ることができる。

効果 ・呼吸器教室を開催し、呼吸器障害者の在宅療養の支

援を行ったことにより、結核再発の防止が期待できる。
・教室においては活発な質疑応答が交わされ、障害者

長崎県

の不安を取り除く一助となっている。

M 結核回復者相談事業

郡山市

(1)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

M 再発予防事業（呼吸器教室）

器リハビリ指導の開催等

(1)郡山医師会との連絡協議

①西彼保健所：呼吸器教室（3 回）参加者 23 人

(2)呼吸器教室実施

②県北保健所：呼吸器リハビリの集い（3 回）
参加者 48 人

実施回数 1 回
実施内容 ①医師の診察・相談
②肺機能検査

③県北保健所：呼吸器リハビリ訪問指導（理学

③理学療法士による呼吸器リハ

療法士等による訪問）
(2)発病の恐れのある者への喀痰検査、X 線ポータ

ビリ
④保健師による生活指導・健康

ブル健診の実施（7 保健所）及び療養指導

相談

①喀痰検査：容器配布数 271 人、
回収者数 94 人
②塗抹：全て陰性、培養： 3 人陽性（うち 1 人
結核患者）
③X 線検査：受診者数 220 人、紹介状発行者数
11 人、結核患者なし

効果 ・結核の再発や肺機能障害を予防する。

・肺結核後遺症を抱える者が医者と結びつき、不安軽
減が図れる。
・肺機能障害対策について、保健・福祉・医療が一体
となって検討することができる。

(3)結核フォーラムに 2 人派遣

・地区において実施することにより、対象者により身

(4)参考書籍の配布

近な場所で保健サービス支援が展開できる。

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

富山市

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

M 低肺機能者対策事業

精神面でも支援になる。

(1)肺機能検査、呼吸法の基礎、肺のしくみ
(2)呼吸法、排痰法

名古屋市

(3)肺機能検査の結果報告及び座談会
効果 結核再発防止と日常生活の改善を図る。

M 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

岐阜市

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。

M 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、

12

実技指導、個別指導等。
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。

神戸市
M 結核既往者・低肺機能者呼吸器教室の開催

高松市

て、日常生活の留意点や在宅酸素療法による療養

M 健康診断等事業
（低肺機能者等呼吸器教室）

生活上の注意事項について、専門医師による講習

・結核の後遺症である低肺機能者等を対象に、医

会を開催した。

師、理学療法士、保健師等により呼吸器教室を実

・結核既往者等のうち呼吸器障害のある者に対し
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施した。
効果 低肺機能者、結核既往者に対する管理指導が充実し、

再発の防止等が図れたが、引き続き今年度においても
実施したことで、より一層の管理指導の充実及び再発
の防止を図ることができる。

尼崎市
M 呼吸器教室の開催
・在宅酸素療法が必要な者を対象に呼吸器教室を
開催した。
効果 結核既往者の再発予防及び治療中患者の中断防止

世田谷区
M 慢性呼吸機能障害者に対する在宅療養生活
支援事業
(1)呼吸器教室（春 2 日制）
(2)フォロー教室（秋 1 日制）
効果 ・慢性呼吸機能障害者への医療や在宅療養生活におけ

る情報提供は医療現場となることが多いが、その情報
量は医療機関により格差がある。
・在宅療養生活における QOL の向上を目指していく
ためにも当事者への適切な情報提供や情報交換の場が
必要である。また、高齢・病状の悪化に伴い外出機会
の減少、精神的な孤立感の増大などが起こり、これら
が ADL の低下をきたす原因となっている。
・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
宮城県

群馬県

M 医療機関連携強化事業

M 結核統計資料の作成

・指定医療機関の県立病院と保健所の組織の役割

・結核に関する県内の統計を整理して資料集を作

を確認するとともに、結核に関する保健・医療連

成、配布して、結核の現状を広く認識してもらっ

携マニュアルを作成した。

た。

効果 連携マニュアルが作成され、14 年度より活用するこ

とにより、治療方針等の共有など情報交換がスムーズ

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。

にでき、退院後の治療も適切に行われる。

兵庫県
山形県

M「兵庫の結核統計」の作成

M 結核に関する看護連携マニュアル作成事業

・平成 11 年の結核状況を分析し、目で見てわかり

・結核専門病院と保健所の連携を深め、結核患者

やすい統計資料を作成及び配付した。

対策を強化するため、結核専門病院と保健所の結

効果 「兵庫の結核統計」を作成することにより、県内の結

核担当職員との検討会を開催し、
「看護連携マニュ

核状況が一目で理解でき、市町、教育委員会、医師等

アル」を作成し、相互業務の理解と役割の明確化

関係者が結核の現状を理解するとともに、問題点の把

を図った。

握ができ、各方面から結核対策の推進が図れる。

効果 結核専門病院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るとともに具体的な連携が図

山口県

られ、入院中そして退院後の患者管理について一貫し
た所見による治療が可能となる。

M 結核集団感染対策マニュアル作成事業
・接触者健診の強化や適正医療の普及等、結核対

茨城県

策（特に感染拡大の防止）において重要な項目を
保健所で確実に実施するため、保健所の結核対策

M 冊子「茨城県の結核」作成事業

について基本的項目と重点項目を記した所内の結

・冊子「茨城県の結核」作成

核担当者向けの結核集団感染対策マニュアルを作

結核発生動向調査の集計結果や住民健診の受診率

成し、保健所における対策の指針とした。

等のデータをもとに結核に関する衛生指標をまと

効果 保健所における対策マニュアルを作成することで、結

め、地域別、年齢別等様々な角度から解析を行っ

核対策が初めての職員でも適切に対応することができ、

た。

また、結核対策の保健所間格差を是正し、県内の結核

効果 保健所及び市町村の防疫担当者や医療機関の担当医等

対策の統一化とレベルアップを図ることができる。

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、地域に即した結核対策や診療方針等が立てら

宮崎県

れる。

M 結核業務マニュアルの作成
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・結核業務マニュアル検討委員会を設置し、現行
のマニュアルを見直すとともに、これからの結核
患者管理や保健所における適正な事務処理等を含
めた総合的なマニュアル作成を行った。
効果 保健所における結核業務担当者及び事務担当者の業務

指針として活用され、県内の結核行政の円滑な運用が
図られるものと考える。

札幌市
M「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」を発行した。
効果 結核予防会が毎年実施している「結核談話会」での学

術発表を本市が集約して発行し、治療現場での実態を
把握していただくことは医師の質の向上を図ることが
できる。

横浜市
M 接触者健診時の説明会用パンフレットの作成
・定期外健診対象者等に、結核についての正しい
知識の普及・啓発を目的に、チラシを作成した。
効果 結核に関する市民の理解を深めることができる。

名古屋市
M 結核予防マニュアル作成事業
・市内の医療機関に対して、結核の診断及び治療
等の参考となる冊子を配布した。
効果 結核への関心の啓発を行い、「患者発見の遅れ」等を

防ぐ。
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平成 13 年度
地域別事業索引

1

事業名

DOTS及び患者管理
地域名

DOTS

患者管理

北海道
札幌市

5

2

3

高齢者
対策

小児結核
対策

10

22

4

5

健診
健診

外国人
対策

結核対策
推進

6

結核診査会 院内感染
・
集団感染
症例検討会 対策

8
普及
・
啓発

25

18

35

旭川市

7

54

62

54

67

31

小樽市
函館市
青森県

39

岩手県

10

宮城県

10

仙台市

18

秋田県

11

25

55

39
46

29

51

55

51

55

35

62
46

秋田市

55

45

山形県

11

25

福島県

11

25

39

64
46

郡山市

51

55

51

56

54

64

いわき市

64

茨城県

11

栃木県

11

宇都宮市

51
22
23

群馬県

34

51

31

11

35

46

56

埼玉県

4

11

千葉県

4

12

25

35

18

29

35

62

26

35

56

32

37

68

千葉市
東京都

4

千代田区
中央区

39
51

56

9

港区
新宿区

40

37
6

32

37

33

37

文京区
台東区
墨田区

37

45
68

江東区
品川区

69

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

北区

33

132

38

※数字は掲載ページを示す

9

10

11

12

13

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 事業所・学 コホート ツ反・
定期病状
調査研究
者向け 校保健向け 観察調査 BCG評価
調査
70

菌検査

109

85

105

108

114

123
122

124

130

118

94

118

70

99

106

109

71

99

106

109

96

85

100

109

105

114

122
125

青森県
岩手県

125

129

123

秋田県

124

71

100

109

71

100

109

97
100

72

100

127

89
96

73
73

99
96

110

129

110

群馬県
埼玉県

120

千葉県

114
107

茨城県
宇都宮市

110

101

129

115
100
99

125

栃木県

109
106

いわき市

109

100
100

山形県
郡山市

124

109
106

129

福島県

115

72

秋田市
125

115

89

宮城県
仙台市

88

74

小樽市
函館市

71

72

札幌市
旭川市

94

88

地域名
北海道

88

71

事業名

千葉市
125

118

東京都
千代田区
中央区

119

港区
新宿区

119

文京区

119

台東区

119

墨田区

119

江東区

119

品川区
目黒区

119
119

大田区
128

世田谷区

119

渋谷区

119

中野区

119

杉並区

119

豊島区

119

北区
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1

事業名

DOTS及び患者管理
地域名

DOTS

患者管理

2

3

高齢者
対策

小児結核
対策

荒川区
板橋区

21

4

5

健診
健診

外国人
対策

34

38

34

38

練馬区

34

足立区

34

38

飾区

34

38

34

38

26

35

江戸川区
神奈川県

7

横浜市

5

川崎市

6

18

35

結核対策
推進

6

7

結核診査会 院内感染
・
集団感染
症例検討会 対策

31

相模原市

56
44
62

36

45

36

新潟県

12

46

新潟市

57

31

富山県

12

富山市

19

石川県

12

22

金沢市

19

23

福井県

13

山梨県

13

27

長野県

13

27

35

40

57
49
46

64
52

36
57
40

57

31

岐阜県

7

14

64

27

岐阜市

40

52

31
40

58

静岡市

64

浜松市

36

愛知県

7
6

46

豊田市

19

31

三重県

58
65

14

27

46

滋賀県

58

41

京都府

7

14

27

京都市

30

大阪府

4

14

大阪市

6

18

23

19

23

堺市
6

19

58
47

63
52

30
32

59

36

28

23

兵庫県
6

65

29
19

134

54
40

豊橋市

神戸市

57
64

静岡県

東大阪市

57
57

長野市

名古屋市

普及
・
啓発

45

29

横須賀市

8

37

59

44

63

45

65

45

68

41

47

59

44

49

63

※数字は掲載ページを示す

9

10

11

12

13

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 事業所・学 コホート ツ反・
定期病状
調査研究
者向け 校保健向け 観察調査 BCG評価
調査

96

菌検査

事業名

地域名

120

荒川区

120

板橋区

120

練馬区

120

足立区

120

飾区

120

江戸川区

74

101

110

85

105

114

86

105

114

川崎市

115

横須賀市

89
95

神奈川県
130

118

74

101

107

110

89

115

75

110

90
75

125

99

相模原市
120

125

新潟県
新潟市

120

115

97

横浜市

126

富山県

127

富山市

110

石川県

90

106

116

金沢市

75

101

110

福井県

76

101

110

123

山梨県

76

111

123

長野県

90

116

124

長野市

76

97

126

岐阜県

90

98

127

岐阜市

77

111

90

116

静岡市

90

116

浜松市
愛知県

77

101

111

86

105

114

91
91

99

122

静岡県

127

130

名古屋市

116

豊橋市

116

豊田市

77

101

111

78

102

111

78

102

111

86

105

114
107

123

三重県
121

滋賀県
123

京都府
京都市

111

126

大阪府

87

114

91

116

堺市

118

東大阪市

95

108

78
87

105

122

大阪市

111

121

126

114

122

127

129

兵庫県
神戸市
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1

事業名

DOTS及び患者管理
地域名

DOTS

患者管理

2

3

高齢者
対策

小児結核
対策

4

5

健診
健診

外国人
対策

結核対策
推進

6

7

結核診査会 院内感染
・
集団感染
症例検討会 対策

姫路市
尼崎市

和歌山県

普及
・
啓発
65

6

20

50

西宮市
奈良県

8

50
5

28

54

41

68
59

15

47

和歌山市

20

49

鳥取県

15

42

15

42

47

59

15

42

47

60

島根県

7

68

8

岡山県
岡山市

59
59

8

65

広島県

15

広島市

19

30

福山市
呉市

20

山口県

15

48

60

49

66

50

68

48

60

36

35

42

下関市

68

徳島県
香川県

8

15

22

42

22

42

60
52

高松市

60
66

愛媛県

28

松山市

31

高知県

8

高知市

9

福岡県

53

66
48

23
16

60
61

32

66

28

43

48

53

61

北九州市

30

44

49

54

63

福岡市

30

大牟田市

9

佐賀県

8

36

45

63

32
16

68

28

長崎県

53

61

53

61

長崎市

66

佐世保市

24

熊本県

16

熊本市

20

大分県

8

32
43

48

61
54

16

28

43

48

62

大分市
宮崎県
宮崎市

67
8

16

43

48

62

20

67

鹿児島県

28

43

53

鹿児島市
沖縄県

136

66

62
67

16

23

29

44

53

※数字は掲載ページを示す

9

10

11

12

13

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 事業所・学 コホート ツ反・
定期病状
調査研究
者向け 校保健向け 観察調査 BCG評価
調査
91

116

95

118

菌検査

事業名

地域名
姫路市

128

尼崎市

95

西宮市

79

102

79

102

107

91
79

102

79

97

79

97

102

112

奈良県

112

和歌山県

116

和歌山市

112

124

鳥取県

112

124

島根県

112

92

121

岡山県

117

岡山市

80

103

112

広島県

87

105

115

広島市

92

福山市

96

118

80

103

呉市

112

96

124

129

山口県

118

下関市
徳島県

81

103

112

81

103

113

124

126

香川県

127

高松市

92

117

81

113

愛媛県

117

松山市

113

高知県

117

高知市

113

福岡県

88

115

北九州市

88

115

福岡市

118

大牟田市

113

佐賀県

93

108

82

103

93
82

96

104

107

98

82
82

104

113

93
98

113

94

106

117

97

104

107

94

長崎市

113

佐世保市
121

熊本県
熊本市

121

大分県

117
104

108

94

大分市

113

129

117
124

94

118
108

114

宮崎県
宮崎市

84
84

長崎県

118
104

83

127

117

83
83

124

鹿児島県
鹿児島市

121

沖縄県
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