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はじめに 

 

 結核を取り巻く状況は、結核予防法制定時の昭和 26 年から今日まで 66 年が経過し、

医学・医療の進歩、公衆衛生水準の向上等により著しく変化し、結核に関する知見の蓄

積により、検査・診断・治療の技術は格段に向上しました。そのような状況の下、結核

予防法が平成 19 年 3 月 31 日に廃止され、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律（以下「感染症法」という。）に統合されました。 

 現在、結核患者数は減少傾向にあるものの、平成 28 年の結核患者数は約 1 万 8 千人

となっており、依然として結核が国内最大の慢性感染症であることには変わりはありま

せん。 

 本県における結核罹患状況は、かつての青少年層の結核単独かつ初感染発病を中心と

した罹患から一変し、基礎疾患を有する既感染の高齢者の罹患が中心となっています。 

 国は、従来の結核対策の枠組みを抜本的に見直し、予防の適正化と治療の強化、きめ

細かな個別的対応、人権への配慮、地域格差への対応を基本とした効率的な結核対策に

転換することとなり、平成 16 年に策定した「結核予防の総合的な推進を図るための基

本的な指針」を見直し、平成 23 年 5 月、平成 28 年 11 月に「結核に関する特定感染症

予防指針」（以下、「予防指針」という。）が改訂されました。 

 この予防指針を受け、今般和歌山県における結核対策の強化と効果的な施策実施のた

め、本計画を策定するものです。 

 その中で特に取り組むべき課題は、感染症発生動向調査の一層の充実、薬剤感受性検

査及び分子疫学的手法からなる病原体サーベイランス体制の構築、患者中心の直接服薬

確認療法（以下「ＤＯＴＳ*1」という。）の推進、結核高まん延国出身者等のハイリス

クグループ及び発症すると二次感染を生じやすい職業（デインジャーグループ）に重点

をおいた定期健康診断の検討、結核菌特異インターフェロンγ産生能検査（以下「ＩＧ

ＲＡ*2検査」という。）を利用した迅速かつ確実な接触者健康診断の実施並びに無症状

病原体保有者のうち治療を要する者（以下「潜在性結核感染症（ＬＴＢＩ*3）の者」と

いう。）に対する確実な治療等の取組、また医療面では医療の質の確保、患者の早期診

断や合併症など治療困難な患者に対応できる体制の構築です。また、最近の外国からの

入国状況より外国人の結核対策も必要になっています。 

 なお、本予防計画は、国における指針が５年毎に見直しをされる予定であり、それに

                                                   
*1  ＤＯＴＳ（Directly Observed Treatment Short-course  直接監視下短期化学療法） 

  ＤＯＴＳとは、ＷＨＯ（世界保健機関）が提唱した直接服薬確認を基本とした結核対策の戦略である。日本版 DOTS 戦略では直接服薬確認

療法と言う。 

*2  ＩＧＲＡ（インターフェロンγ遊離試験） 

  結核菌特異抗原により全血又は精製リンパ球を刺激後、産生されるインターフェロンγを測定し、結核感染を診断する方法である。クオン

ティフェロン-TB ゴールド検査と T-SPOT.TB 検査が保険適用となっている。 

*3 ＬＴＢＩ（潜在性結核感染症） 

   結核菌には感染しているが、明らかな臨床症状や放射線学的・細菌学的な所見がなく、ヒトへの感染性は全くない状態。免疫的にしか証

明しえず、ツベルクリン反応または IGRA 検査の結果をもって判定する。 



 

合わせて再検討を行うものとします。また、結核に関する計画は、感染症法第 10 条に

基づく予防計画の第 2章として策定していましたが、本県においては結核の罹患率が高

率であること、高齢者の結核患者が増加し、基礎疾患や副作用により、診断や治療面の

課題も多く、結核が未だ公衆衛生上対策をとるべく主要な感染症であるとの認識から、

新たに「和歌山県結核予防計画」として策定します。 

 

 

 平成３０年３月      
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概 要 

 

 

１ 和歌山県結核予防計画改正の経緯 

 平成 11 年に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（以

下「感染症法」という。）が施行され、結核は、平成 19 年 4 月に感染症法の二

類感染症に位置づけされ、感染症法に統合された。 

 また、平成 19 年 3 月「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指

針」の一部改正及び平成 23 年 5 月、平成 28 年 11 月に「結核に関する特定感染

症予防指針」の一部改正がされたことによる整合性を図るため、本計画を改定

した。 

本県の結核の状況は、依然として、結核罹患率が高く、結核患者の高齢化が

進んでおり、医療においては、結核病床の減少や重篤な合併症をもった患者の

増加といったことが特徴です。このような状況から結核対策については、具体

的な取り組み施策が必要となるため、「和歌山県感染症・結核予防計画（平成

17 年度策定）」を「和歌山県結核予防計画」として今回作成するものである。 

 

２ 主な改正内容 

（１）結核の低まん延化に向けた主な取り組み 

①結核罹患率の減少 

・結核に係る定期の健康診断のあり方を検討 

   ・結核菌が分離された全ての患者の菌株を確保し、必要に応じて遺伝子

解析を実施 

②患者中心のＤＯＴＳ（直接服薬確認療法）推進 

・保健所は地域ＤＯＴＳの拠点として関係機関へＤＯＴＳの徹底 

・潜在性結核感染症（ＬＴＢＩ）の者を確実に治療 

③地域医療連携体制の推進 

県内で専門医療機関は 1か所のため、地域医療の連携体制を構築 

 

（２）目標年度及び具体的な目標値の変更 

具体的な目標について、国の指針は 5 年毎の見直しであるが、県は目

標年度を保健医療計画にあわせて 6年後とし、2023 年（平成 35 年）を目

標とした計画とする。 
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第一 地域の実情に即した結核の予防のための施策に関する事項 

 

１ 和歌山県における結核の状況  

（１）罹患率（人口 10 万対） 

本県の結核罹患率は、改善傾向にあり、平成 28 年結核罹患率（人口 10 万対）は、本県

13.7 で、全国 13.9 に比べると下回った。本県の罹患率は、平成 26 年はワースト 3 位であ

ったが、平成 28年にワースト 16位と改善した。 

本県の新登録結核患者数は、平成 28 年 131 人で、前年 150 人から 19 人減少した。 
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新登録患者数及び罹患率の年次推移

全  国 和歌山 全  国 和歌山

昭和４0年 304,556 4,236 309.9 425.1

　　　５０年 108,088 1,434 96.6 133.7

　　　６０年 58,567 838 48.4 77.1

平成 元年 53,112 664 43.1 61.4

　　　  ５年 47,437 643 38.0 59.6

      １０年 41,033 450 32.4 41.8

      １４年 32,828 318 25.8 30.0

      １５年 31,638 280 24.8 26.5

      １６年 29,736 247 23.3 23.5

      １７年 28,319 267 22.2 25.8

      １８年 26,384 218 20.6 21.2

      １９年 25,311 240 19.8 23.5

      ２０年 24,760 248 19.4 24.5

      ２１年 24,170 224 19.0 22.3

      ２２年 23,261 208 18.2 20.8

      ２３年 22,681 234 17.7 23.5

      ２４年 21,283 185 16.7 18.7

      ２５年 20,495 202 16.1 20.6

      ２６年 19,615 190 15.4 19.6

      ２７年 18,280 150 14.4 15.6

      ２８年 17,625 131 13.9 13.7

※平成１０年より新たな活動性分類が採用されており、新活動性分類では、

   従来結核患者に含まれていた非結核性抗酸菌（非定型抗酸菌）陽性者が除かれている。

新 登 録 患 者 数     罹      患      率

結核罹患率の推移 
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（２）年齢階級別罹患率の状況 

新規登録患者を年齢階級別にみると、若年層や壮年層は全国水準であるが、高齢者（60

歳以上）になると罹患率が急激に上昇し、70歳以上では全国に比べて 6.7 ポイント低いが、

80 歳以上になると、11.0 ポイント高い。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）死亡率（人口 10 万対） 

全国は、平成 28 年 1.5 で前年 1.6 から 0.1 減少した。本県の死亡率は、平成 28 年 1.7

で、前年 2.5 から 0.8 減少した。 

年により変動があるが、やや減少傾向にある。平成 26 年では、全国を下回っているもの

の、依然として全国より高水準であると言える。 
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２ 結核の予防の推進の基本的な方向 

（１）基本的な考え方 

和歌山県における結核の状況は、中長期的には改善傾向にあるが、高齢者や基礎疾患を有

する医学的なリスクを抱えた住民層に偏在しており、地域の状況をより深く分析するととも

に、その状況に応じた健康診断、接触者健診や有症状時の早期受診の勧奨、結核患者に対す

る適切な医療の提供、治療完遂に向けた患者支援等きめ細やかな個別的対応を行うなど、結

核の発生を予防し、早期発見及びまん延を防止していくことに重点を置いた事前対応型行政

として取り組んでいく。 

 

（２）和歌山県の責務 

和歌山県は、国並びに近隣府県と相互に連携を図りつつ、地域の実情に即した結核の予防

に関する施策を講ずるとともに、正しい知識の普及、情報の収集及び分析並びに公表、研究

の推進、人材の育成及び確保並びに資質の向上等の結核対策に必要な体制を確保する責務を

負う。 

 

（３）和歌山市との連携 

県下全体の状況を踏まえた対策を進めるうえで、法に基づく対策実施の責任主体である和

歌山県と和歌山市が相互に連携・協力し、本予防計画に基づいた対策の実施及び評価をする

とともに、効率的な施策となるよう努めなければならない。 

 

（４）市町村の役割 

市町村は、和歌山県と相互に連携し、本計画に基づき、計画的かつ効率的な結核対策の推

進を図るとともに、県民に対して結核に対する正しい知識の普及を図る。 

 

（５）保健所の役割 

保健所は、結核対策において中心的な役割を担っており、市町村からの求めに応じた技術

支援、感染症法第 17 条の規定に基づく結核に係る健康診断の実施、感染症の診査に関する

協議会の運営等による適切な医療の普及、医療機関及び教育機関など関係機関との連携、訪

問等による患者の治療支援、発生動向調査の把握及び分析、県民に対する正しい知識の普及

等今後も結核対策上の重要な拠点である。 

 

（６）県民の果たすべき役割 

県民は、結核に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うとともに、特に有

症状時には、適切な治療を受ける機会を逃すことがないよう早期に医療機関を受診し、結核

と診断された場合には治療を完遂するよう努めなければならない。また、結核の患者につい

て、偏見や差別をもって患者の人権を損なわないようにしなければならない。 

 

（７）医師等の役割と責務 

医師その他の医療関係者は、県民の果たすべき役割に加え、発症した場合には、二次感染

を起こしやすいことを十分認識する必要がある。また、医療関係者の立場で結核予防のため

の施策に積極的に協力するとともに、結核患者等が置かれている状況を深く認識し、良質か

つ適切な医療を提供するよう努めなければならない。 
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（８）医療機関の役割 

医療機関においては、結核の合併率が高い疾患を有する患者等（後天性免疫不全症候群、

じん肺及び糖尿病の患者、人工透析を受けている患者、免疫抑制剤使用下の患者等）の管理

に際し、必要に応じて結核の有無を調べ、結核に感染している場合には、積極的なＬＴＢＩ

の治療に努めることとし、結核を発症している場合には、結核に関する院内感染防止策を講

ずるよう努めなければならない。 

 

（９）人権の尊重 

すべての県民が、結核の予防と患者の人権の尊重とが両立するよう、結核患者個人の意思

や人権を尊重し、一人ひとりが安心して社会生活を続けながら良質かつ適切な医療が受けら

れるように協力するとともに、和歌山県は、結核対策の実施及び法の施行にあたっては、関

係法令及び条例等に従い、結核に関する個人情報の保護には十分留意するよう努めるととも

に、結核患者等に対する差別や偏見の解消のため、あらゆる機会を通じて正しい知識の普及

啓発に努めることとする。 

 

（10）具体的な目標 

項目 現状（直近値） 目標値 

（2023 年直近統計値） 

目標設定の考え方 

人口十万対結核罹患率 13.7 

（2016 年） 

10 以下 

（2022 年） 

結核に関する特定感染

症予防指針の目標値 
全結核患者及び潜在性

結核感染症の者に対す

るＤＯＴＳ実施率 

91.7％ 

（2015 年） 

98％以上 

（2021 年） 

結核に関する特定感染

症予防指針の目標値 

治療失敗・脱落率  5.2％ 

（2015 年） 

5％以下 

（2021 年） 

結核に関する特定感染

症予防指針の目標値 
ＢＣＧ接種対象年齢に

おける接種率  

97.0％ 

（2016 年） 

100％ 

（2022 年） 

小児結核の根絶 

 

（11）目標を達成するための戦略 

具体的な対策等については、後述することとするが、目標を達成するためには、和歌山県

及び市町村、保健所、医療機関、関係団体等が相互連携のもと、本計画に沿って対策を総合

的に推進し、一丸となって取り組むことが必要である。 

 

（12）計画の進捗状況の評価 

本計画については、定期的な進捗状況の評価を行い、国における指針の見直しの状況を勘

案しながら、少なくとも 6年毎に見直し検討していくものとする。 

 

 

３ 和歌山県における結核予防のための施策 

（１）感染症法第 53 条の 2 の規定に基づく定期の健康診断 

ア 基本的な考え方 

現在、定期の健康診断によって結核患者が発見される割合は大幅に低下しており、定
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期の健康診断については、特定の集団に限定して効率的に実施することが重要である。 

このため、高齢者、結核発症の危険性が高いとされる幾つかの特定集団（ハイリスク 

グループ）、発症すると二次感染を生じやすい職業（デインジャーグループ）等の定期

の健康診断が有効かつ合理的であると認められるものについては、その受診率の向上を

図ることとする。 

  

イ 事業者の長が実施すべき定期健康診断（感染症法施行令第 12 条第 1項第 1 号関係） 

  （ア）対象者 

学校（専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。）、病院、診療所、助産所、

介護老人保健施設又は社会福祉法第2条第 2項第 1号及び第3号から第 6号までに規

定する施設において業務に従事する者 

 （イ）回数 

毎年度 

（ウ）考え方 

発症すると二次感染を生じやすい職業（デインジャーグループ）である。 

（エ）施策 

和歌山県及び和歌山市並びに各保健所は、学校・病院・施設等や教育委員会、労働

部局など関係行政機関と連携し、定期の健康診断の実施状況等を把握するとともに、

定期の健康診断や日常的な健康管理に関し、必要な技術的助言、指導を行う。 

  （オ）事業者の長の役割 

事業者の長は、定期健康診断の受診率向上を図るため、受診機会を与えるとともに、

精密検査受診勧奨とその結果の把握及び適切な事後指導が必要不可欠である。 

 

ウ 学校の長が実施すべき定期健康診断（感染症法施行令第 12 条第 1項第 2号関係） 

  （ア）対象者 

大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校（修業期間が 1年未満のも

のを除く。）の学生又は生徒 

（イ）回数 

入学した年度 

  （ウ）考え方 

発症すると二次感染を生じやすく、若年者での発症もみられることから、定期の健

康診断に加えて、有症状時の医療機関受診が必要である。 

  （エ）施策 

和歌山県及び和歌山市並びに各保健所は、学校及び教育委員会など関係行政機関と

連携し、定期の健康診断の実施状況等を把握し、結核に対する正しい知識の啓発や日

常的な健康管理に関し、必要な技術的助言、指導を行う。 

（オ）学校の長の役割 

定期健康診断受診率向上を図るとともに、平素より生徒の健康管理に努めること。 

 

エ 施設の長が実施すべき定期健康診断（感染症法施行令第 12 条第 1 項第 3号関係） 

  （ア）対象者 

刑事施設に収容されている者 
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  （イ）回数 

20 歳に達する日の属する年度以降について毎年度 

  （ウ）考え方 

集団感染事例もあり、定期の健康診断は必要である。 

  （エ）施 策 

関係機関と連携し、定期の健康診断や日常的な健康管理に関し、必要な技術的助言、

指導を行う。 

  （オ）施設の長の役割 

定期健康診断受診率向上を図るとともに、平素より収容者の健康管理に努めるこ

と。 

 

オ 施設の長が実施すべき定期健康診断（感染症法施行令第 12 条 1 項第 4 号関係） 

（ア）対象者 

社会福祉法第2条第 2項第 1号及び第3号から第6号までに規定する施設に入所さ

れている者 

  （イ）回数 

65 歳に達する日の属する年度以降について毎年度 

  （ウ）考え方 

和歌山県においては、高齢者の罹患率が高く、高齢者福祉施設での定期の健康診断

は、入所者や職員への感染防止等のうえで必要不可欠である。 

  （エ）施策 

和歌山県及び和歌山市並びに各保健所は、施設や関係行政機関と連携し、リフト付

胸部検診車の活用や医療機関への受診、喀痰検査の実施等、すべての入所者が受診で

きるような検診体制を確保するよう指導するとともに有症状時の医療機関受診につ

いても徹底を図る。 

  （オ）施設の長の役割 

入所者が全員受診できるような体制を整備し、早期発見に努めるとともに、高齢者

は顕著な症状を呈しない場合も多く、有症状時は医療機関を速やかに受診させるな

ど、日頃から健康状態をチェックしておく必要がある。 

 

カ 市町村長が実施すべき定期健康診断（感染症法施行令第 12 条第 2項第 1号関係） 

  （ア）対象者 

イ～オの健康診断の対象者以外の者（病院、老人保健施設等の医学的管理下にある

者は除く） 

  （イ）回数 

65 歳に達する日の属する年度以降について毎年度 

  （ウ）考え方 

和歌山県においては、高齢者の罹患率が高く、早期発見による二次感染予防の観点

から上記のとおり定期の健康診断の必要性がある。 

  （エ）施策 

和歌山県及び和歌山市並びに各保健所は、各市町村（和歌山市を除く）と連携、未

受診者への掘り起こしや受診率向上のための体制について、必要な助言、指導を行う。
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また、結核指標の分析などにより、効果的な健康診断について、総合的に検討する。 

 

  （オ）市町村長の役割 

関係機関と連携を図りながら、健診対象者に対する受診勧奨や健診体制を整備し、

未受診者への掘り起こしを図るとともに、精密検査受診率向上を図り、結果を把握し

て適切な事後指導をすること。 

 

キ 市町村長が実施すべき定期健康診断（感染症予防法施行令第 12 条第 2項第 2号関係） 

（ア）対象者 

市町村がその管轄する区域内における 結核の発生の状況、定期の健康診断による

結核患者の発見率その他の事情を勘案して特に定期の健康診断の必要性があると認

める者 

  （イ）回数 

市町村が定める定期 

  （ウ）考え方 

都市部等の特殊事情を勘案している規定である。各市町村において、保健所等の助

言のもとに検討をし、対策上必要と認められる場合は対象者や回数を設定する。 

（エ）施策 

和歌山県及び和歌山市並びに各保健所は、各市町村（和歌山市を除く）と連携し、

小規模事業所従業者や住所不定者、外国人等の結核状況を把握するとともに、定期

健診の必要性について検討する。なお、必要性が認められる住民層がある場合、健

診実施方法や通知方法・健診時期・健診時間帯等について、効果的な健診を実施で

きるような体制について協議する。 

（オ）市町村長の役割 

保健所等の助言を得ながら、結核まん延状況について分析し、定期的に地域の状況

を把握するとともに、健診の必要性があると判断した場合は、健診回数や方法等を決

定すること。 

 

ク 定期の健康診断に準じた健康管理を要する者（法定外） 

定期の健康診断が義務付けられている施設のみならず、集団感染を防止する必要性

の高い事業所（例えば、学習塾、幼稚園、保育所等）の従事者に対しては、その事業

者の長は有症状時の早期受診を勧奨するとともに、イに準じた健康管理の実施に留意

する。 

また、精神科病院を始めとする病院、老人保健施設等の医学的管理下にある施設に

入所されている者に対しても、施設の管理者は必要に応じた健康診断を実施すること

が適切である。 

 

（２）感染症法第 17 条の規定に基づく結核にかかる健康診断 

ア 基本的な考え方 

結核患者の発生に際しては、感染症法第 17 条第 1項及び第 2項の規定に基づく健

康診断の対象を適切に選定し必要かつ合理的な範囲で積極的かつ的確に実施する。 
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イ 積極的疫学調査（感染症法第 15 条）に基づく健康診断の対象者の選定 

健康診断を行うにあたっては、感染症法第 15 条の規定に基づく積極的疫学調査を

実施し、関係者の理解と協力を得つつ感染源及び感染経路の究明を迅速に進めていく

ことが重要である。また、当該健康診断が必要かつ合理的な範囲において対象を広げ

るほか、ＩＧＲＡ検査及び分子疫学的手法を積極的に活用することが必要である。 

 

ウ 近隣府県及び保健所間の連携 

近年の結核集団感染※1及びその対応事例からみると、感染の場が複数の都道府県等

にわたる場合や、患者所在地と勤務地などを管轄する都道府県や保健所が異なる場合

も多い。関係する都道府県間又は保健所間等はお互いに情報交換をし、適切に対応す

べく密接な連携に努めなければならない。 

 

エ 集団感染判明時の情報の公表について 

集団感染が判明した場合には、国への報告とともに感染症法第 16 条の規定に基づ

き県民及び医療従事者に対する注意喚起を目的としてまん延を防止するために必要

な範囲で積極的に情報を公表するものとする。その際には、個人情報の取り扱いに十

分配慮しつつ、個々の事例ごとに具体的な公表範囲を検討する。また、結核患者等へ

の誤解や偏見の防止のため、結核に関する正確な情報についても併せて提供する。 

 

（３）ＢＣＧ接種 

ア ＢＣＧ接種の考え方 

予防接種は、感染源対策、感染経路対策及び感受性対策からなる感染症予防対策の

中で、主として感受性対策を受け持つ重要なものである。そのため、結核対策におい

ても、ＢＣＧ接種に関する正しい知識の普及を進め、接種の意義について県民の理解

を得るとともに、予防接種法に基づき市町村においては、引き続き高い接種率を維持

するとともに、適切な接種技術により実施することが重要である。 

 

イ 接種体制の確保 

市町村は、定期のＢＣＧ接種を行うに当たっては、地域の医師会や医療機関等及び

近隣の市町村等と十分な連携のもと、予防接種を推進し、乳児健康診断との同時実施、

個別接種の推進、その他対象者が接種を円滑に受けられるような環境の確保を地域の    

実情に即して行う。 

 

ウ コッホ現象※2への対応 

被接種児が結核に感染している場合には、ＢＣＧを接種して数日後、一過性の局所

反応であるコッホ現象を来すことがある。コッホ現象が出現した際には、被接種児の

                                                   
※1 集団感染とは、同一の感染源が、2 家族以上にまたがり、20 人以上に結核を感染させた場合をい

う。ただし、発病者 1 人は 6 人が感染したものとして感染者数を計上する。 
 
※2 コッホ現象とは、結核既感染者に BCG 接種をした場合に見られる、局所反応であり、BCG 最接

種時に見られる反応と同一の性質のものが、比較的強く出現したものである。BCG 接種後、比較的

早く（接種後 10 日以内）に、接種局所の発赤・腫脹及び針痕部位の化膿を来たし、通常 2~4 週間後

に消炎、瘢痕化し、治癒する一連の反応。 
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保護者が市町村にその旨を報告するように周知するとともに、市町村から保健所に必

要な情報提供をすることが望ましい。また、市町村は、コッホ現象をきたし結核感染

が疑われる児が必要な検査等を受けられるよう、医療機関の受診を指導するととも

に、保健所は当該児の家族等に対して必要な疫学調査を実施することが望ましい。 

      

エ 接種技術の向上及び評価 

わが国における管針法によるＢＣＧ接種は、適切な接種技術による接種が必須であ

り、定期のＢＣＧ接種の機会が乳児期に一度のみであることから、市町村においては、

適切な接種技術による実施が確保されるよう、保健所や医師会等と協力して接種医に

対する研修会を実施するなど、接種技術の向上に努めなければならない。また、乳幼

児健診においてＢＣＧ針痕数の状況を調査すること等により、定期的に接種率及び接

種技術の評価を実施することが望ましい。 

 

（４）結核に関する情報収集 

    和歌山県は、関係機関と連携し、結核に関する情報の収集及び分析並びに公表を進める。 

 

 

第二 地域の実情に即した結核患者に対する適切な医療の提供のための施策に関する事項 

 

１ 結核に係る医療提供の考え方 

（１）基本的な考え方 

結核患者に対して、早期に適切な医療を提供し、治癒させること及び周囲への結核のま

ん延を防止する。 

また、罹患率が順調に低下している中で、低まん延化に向けて潜在性結核感染症の者に

対して積極的かつ確実に治療を行っていくことが結核患者を減らすために必要である。 

 

（２）医療体制の確保 

和歌山県では、標準治療のほか、多剤耐性結核や管理が複雑な結核の治療を担う中核的

な病院を確保すること、地域毎に合併症治療を主に担う基幹病院を実情に応じて確保する

こと、並びにそれらの中核的な病院及び基幹病院並びに一般の医療機関が連携し、結核患

者が身近な地域において個別の病態に応じた治療を受けられる地域医療連携体制を整備

することが必要である。 

拠点型結核相談支援センターを設置し、地域の医療機関や高齢者施設が、結核患者の治

療や療養支援を実施しやすいよう体制づくりを行う。 

また、患者の高齢化や結核病床の減少に伴い、患者を中心とした医療提供に向けて、病

床単位で必要な結核病床を確保すること、結核病床及びその他の病床を一つの看護単位と

して治療を行うこと等により医療提供体制の確保に努める。 

 

（３）適切な医療の普及 

結核の治療にあたっては、適切な医療が提供されない場合、疾患の治癒が阻害されるだ

けではなく、治癒が困難な多剤耐性結核の発生に至る可能性があるため、感染症の診査に

関する協議会を中心として、適切な医療を推進する。 
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２ 結核の治療を行う上での服薬確認の位置付け 

（１）和歌山県版ＤＯＴＳ（直接服薬確認療法）戦略 

病院による院内ＤＯＴＳを実施し、結核患者に対し服薬の必要性を指導する。また、保

健所等の関係者とＤＯＴＳカンファレンスを開催するとともに、アセスメント評価をし、

患者支援計画に基づき、退院後に効果的な地域ＤＯＴＳを展開させる。治療を成功に導く

ためには、患者を取り巻く医療機関・薬局・保健所・社会福祉施設など様々な関係機関と

連携した患者中心の支援が重要となる。本県では、潜在性結核感染症の者も含め全ての結

核患者が治療を完遂することを目的に、関係機関の連携のツールとして、2006 年から全

国でも歩先駆的に手帳型地域連携クリティカルパス（以下「治療成功へのパスポート」と

いう。）を作成し、活用している。 

治療成功へのパスポートは、内容が①「しおり」結核の知識や日常生活等、結核療養中

に必要な情報、②「医療機関・薬局・保健所記入欄」治療開始から終了までの支援内容や

治療の指示表、③「患者・家族記入欄」服薬手帳として服薬チェックや副作用の記入欄、

で構成しており、患者情報を一冊の手帳にまとめ、患者・家族・医療機関・服薬支援者が

情報を共有できるようにしたものである。 

 

（２）和歌山県の役割 

    和歌山県は、服薬確認を軸とした患者中心の支援を普及・推進するにあたって、保健所、

医療機関、福祉部局、薬局等の関係機関との連携及び医師、保健師、看護師、薬剤師、介

護職員等の複数職種の連携により、積極的な活動が実施されるよう、適切に評価及び技   

術的助言を行う。 

 

（３）保健所長・保健所の役割 

    保健所を拠点として、地域の医療機関、薬局等との連携のもとに服薬確認を軸とした患

者中心の支援を実施するため、積極的に調整を図るとともに、服薬支援状況の評価及び分

析を行うとともに、その結果について適切に還元することにより、地域における治療支援

対策の指導的な役割を果たすことが必要である。また、地域ＤＯＴＳを推進するため医療

機関等と保健所等が連携して、人権を尊重しながら、服薬確認を軸とした患者中心の支援

が実施できるシステムを構築するための体制を強化する必要がある。 

    結核の治療完遂後に保健所長が行う病状把握については、治療中の服薬状況等から判断

した発症のリスクを踏まえて、適切に実施する。 

 

（４）医師等の役割 

    結核の治療の基本は抗結核薬による適切な標準治療の完遂であることを認識し、患者に

対し服薬確認に対する説明を行い、患者の十分な理解と同意を得た上で、入院中はもとよ

り、退院後も治療が確実に継続されるよう、努めなければならない。 

 

３ その他結核に係る医療の提供の体制  

（１）指定医療機関の役割  

    結核指定医療機関においては、感染症法第 12 条に基づく医師の届出及び第 53 条の 11

の規定に基づく管理者による届出などを遵守し、最新の医学的知見に基づいた適切な結核

医療を提供するとともに、処方された薬剤が確実に服用されるよう治療支援に努めなけれ
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ばならない。また、重篤な他疾患合併患者等が一般病床等において結核治療が行われるこ

ともあり、国の定める施設基準・診療機能の基準等に基づき、適切な医療提供体制を維持

及び構築することが必要である。 

 

（２）結核病床を有する医療機関の役割  

    結核病床を有する医療機関においては、入院勧告及び入院治療が必要である患者に対し

て結核治療を提供しており、結核医療の拠点である。従って、結核医療に関して常に高い

専門性を維持するとともに、地域での結核の適切な医療の普及に際して指導的な役割を担

うことが望ましい。 

 

  結核病床を有する医療機関 

病院名 住所 電話番号 病床数 

独立行政法人国立病院機

構和歌山病院 

日高郡美浜町

和田 1138 

0738-22-3256 15 

 

結核モデル病床※３を有する医療機関 

病院名 住所 電話番号 病床数 

和歌山生協病院 和歌山市有本

143-1 

073-474-5121 4 

新宮市立医療センター 新 宮 市 蜂 伏

18-7 

0735-31-3333 4 

医療法人南労会紀和病院 橋 本 市 岸 上

18-1 

0736-33-5000 1 

独立行政法人国立病院機

構和歌山病院 

日高郡美浜町

和田 1138 

0738-22-3256 4 

 

（３）一般の医療機関の役割 

結核患者が最初に診察を受ける医療機関は、多くの場合一般の医療機関であることか

ら、結核患者の来院する可能性のある一般の医療機関においては、適切な診断と医療の提

供がされるよう努めなければならない。また、公表された結核に関する情報について迅速

かつ積極的に把握し、結核と診断した場合の感染症法第 12 条に基づく医師による届出の

徹底を図るとともに、医療機関内において結核のまん延の防止のために必要な措置を講ず

ることが重要である。 

 

（４）検査精度の確保 

医療機関及び民間の検査機関においては、外部機関によって行われる系統的な結核菌

検査の精度管理体制を構築すること等により、結核患者の診断のための結核菌検査の精

度を適正に保つ必要がある。 

                                                   
※３ 結核モデル病床とは、「結核患者収容モデル事業」で指定された一般病床または精神病床におい

て、感染症法による入院の勧告・措置に対応する医療機関として、次の要件の結核患者を収容できる。

①合併症が重症あるいは専門的高度医療特殊医療を要する場合②合併症が結核の進展を促進しやす

い病状である場合③入院を要する精神障害者である場合。 
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（５）関係団体等との連携 

和歌山県及び和歌山市並びに各保健所は、結核患者への適切な医療の提供が確保される

よう、結核病床を有する病院及び結核モデル病床を有する病院に加えて、医療関係団体と

緊密な連携を図ることが重要である。 

地域における結核患者の支援体制を確保するために、中核的な病院を中心に地域医療の

核となる病院や県医師会、県病院協会等と結核地域医療連携体制を構築し、有効活用する

ことが重要である。 

 

（６）必要病床数の確保 

和歌山県及び和歌山市は、結核指定医療機関と十分協議し、結核病床の機能分化や患者

の地理的条件にも配慮した計画的・効率的な病床を確保していく必要がある。 

 

第７次和歌山県保健医療計画における基準病床数  １６床 

 

 

第三 結核に関する研究の推進に関する事項 

 

１ 結核に関する調査及び研究に関する基本的な考え方 

結核対策は、科学的な知見に基づいて推進されるべきであることから、結核に関する調

査及び研究は、結核対策の基本となるべきものである。和歌山県としても、結核発生動向

調査や、地域の実状に応じた結核対策の推進に必要な調査及び研究を実施するとともに、

これに携わる人材の育成等の取り組みを以って、調査及び研究を積極的に推進する。 

なお、和歌山県における調査及び研究の推進にあたっては、結核対策の拠点である保健

所と、地域における公衆衛生の技術的拠点である県環境衛生研究センター等が連携を図り

ながら実施することが望ましい。 

  

２ 結核発生動向調査の体制等の充実強化 

（１）結核発生動向調査の意義 

結核の発生状況は、感染症法による医師の届出や病院管理者の入退院届、医療費公費負

担申請、保健所保健師等の訪問による聞き取り調査等から収集された情報を基にした発生

動向調査により把握されている。得られた情報は、まん延状況の監視情報のほか、発見方

法、発見の遅れ、診断の質、治療の内容や成功率、入院期間等の結核対策評価に関する重

要な情報を含むものである。 

 

（２）体制等の充実強化 

和歌山県及び和歌山市は、発生動向調査を基にした年次的・広域的な分析をするための

委員会やデータ処理に従事する職員の研修会等を開催し、確実な情報の把握及び処理その

他精度の向上に努める必要がある。 

 

３ 結核に関する調査及び研究の推進 

（１）調査研究の考え方 

    和歌山県における調査及び研究の推進にあたっては、保健所及び関係部局が連携を図り
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つつ、計画的に取り組むことが重要である。また、保健所においては、地域における結核

対策の中核的機関との位置付けから、結核対策に必要な疫学的な調査及び研究を進め、地

域の結核対策の向上に努めるとともに、地域における総合的な結核の情報の発信拠点とし

ての役割を果たしていくことが重要である。 

    また、集団感染事例の分析と評価を行い、結核対策の向上に活用していく。 

 

（２）分子疫学的手法等を用いた調査の推進 

    検出された結核菌に対する分子疫学的手法等を用いた調査は、現在、集団感染事例等の

感染経路解明のために用いられている。加えて、地域の結核まん延状況の分析調査のほか、

新たな感染経路を解明するための調査の手法としても応用されてきており、県においても

菌が分離された全ての患者の菌株を確保・保存し、必要に応じて結核菌の遺伝子レベル情

報の集積及び解析を行い、疫学調査の推進を図る。 

 

（３）国における結核に関する調査及び研究への協力 

    和歌山県及び和歌山市は、国における、全国規模の調査や高度な検査技術等を必要とす

る研究、結核菌等を迅速かつ簡便に検出する検査法の開発のための研究、多剤耐性結核の

治療法等の開発のための研究等を実施する際には、積極的に協力する。 

 

 

第四 結核の予防に関する人材の育成に関する事項 

 

１ 人材育成に関する基本的な考え方 

結核予防対策と結核医療は、結核に関する最新の知見や、正しい知識と技術を習得した

人材によって効果的になされるものであり、これらの人材を育成し確保することは対策の

基礎を成すものである。 

なお、結核患者の相談体制を確保するために、地域の中核的な病院や結核研究所などの

関係機関がネットワークを構築し、ネットワークを有効活用することが必要である。 

 

２ 和歌山県における人材育成 

結核予防行政の第一線に立つ職員の資質向上のため、国や専門機関が実施する結核に関

する研修会に保健所及び県環境衛生研究センター等の職員を積極的に派遣するとともに

結核に関する講習会等を開催することにより保健所及び県環境衛生研究センター等の職

員に対する研修の充実を図る。また、医療現場での結核専門医を養成するために、結核指

定医療機関に勤務する医師の派遣についても検討する。 

    

３ 得られた知見の活用 

和歌山県は、和歌山市と連携しながら、結核に関する研修会を開催し、保健所や医療機

関等において活用されるよう、結核に関する知見を伝達する。結核指定医療機関や医師会

等の医療関係団体は、関係者のスキルアップを図るため、結核に対する情報提供や研修会

を開催する。 

    結核症例検討会の開催や治療困難事例などの事例報告書作成などを通して関係機関と

情報共有し、結核対策の向上につなげていく。 
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第五 結核に関する啓発及び知識の普及並びに結核患者の人権の尊重に関する事項 

 

１ 結核に関する啓発及び知識の普及並びに結核患者の人権の尊重に関する基本的な考え方 

和歌山県及び和歌山市においては、結核に関する適切な情報の公表、正しい知識の普及

に努めるとともに、結核のまん延の防止のための措置を講じるにあたっては、人権の尊重

に留意することとする。 

 

２ 保健所の役割 

保健所においては、地域における結核対策の中核的機関として、結核についての情報提

供、相談等を行う。 

 

３ 医師及びその他の医療関係者の役割 

医師その他の医療関係者においては、患者等への十分な説明と同意に基づいた医療を提

供する。 

 

４ 県民の役割 

県民においては、結核について正しい知識を持ち、咳、痰、微熱等の有症状時の医療機

関の早期受診を心がけ、自らが感染予防に努めるとともに、結核患者等が差別や偏見を受

けることがないよう配慮することが必要である。 

 

 

第六 その他結核の予防の推進に関する重要事項 

 

１ 結核施設内（院内）感染防止  

（１）医療機関における感染防止 

病院等の医療機関においては、適切な医学管理下にあるものの、その性質上、患者及び

従事者には結核感染の機会が潜んでおり、感染事例も少なくないことから、院内感染対策

委員会等を中心にして、結核感染リスクアセスメントを行い、必要に応じた院内感染の防

止や定期健康診断受診の徹底、職員に対する教育を実施するとともに、マニュアルを作成

し対策の充実を図る必要がある。また、患者発生時には、保健所と適切な連携を取りなが

ら、二次感染防止や感染源及び感染経路の調査に取り組むことが重要である。 

 

（２）社会福祉施設における感染防止 

和歌山県では、70 歳以上の罹患率が高く、結核新規登録患者のうち、施設に入所や通

所しているケースが少なくないため、社会福祉施設、とりわけ高齢者施設においては、重

点的な対策が必要である。感染症法施行令第 11 条第 1 項第 2 号に規定される施設はもち

ろんのこと、デイサービスなどの通所施設においても定期健康診断の実施や有症状時の医

療機関受診の徹底、職員の教育等の配慮が必要である。 

また、患者発生時は保健所の指導のもと、連携を密にしながら、感染拡大防止の対策に

努めなければならない。 
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（３）学校等における感染防止 

学校においては、患者発生に伴う二次感染のリスクが高く、定期健康診断及び精密検査

の受診や結果の把握に努め、早期発見を図ることが非常に重要である。また、結核感染の

機会が少ない集団という観点からは、保育所や学習塾等についても、職員の定期健康診断

の実施、有症状時の医療機関受診の徹底を図るなどの配慮が必要である。 

また、患者発生時は保健所の指導のもと、連携を密にしながら、感染拡大防止の対策に

努めなければならない。 

  

２ 小児結核対策  

近年の発生は少ないものの、重症化して生命に関わる場合もあるので、ＢＣＧ接種率の

向上、感染症法第 17 条第 1項及び第 2項の規定に基づく健康診断の迅速な実施、潜在性

結核感染症治療の徹底、結核診断能力の向上などの充実を図るほか、小児結核に係る相談

対応、重症患者への対応等、診療体制の確保のための取り組みが必要である。 

 

３ 高齢者対策 

（１）基本的な考え方 

和歌山県における結核患者発生の中心は、70 歳以上の高齢者であり、いかに高齢者対

策を充実させるかが、罹患率減少につながる重要な要素である。 

具体的には、早期受診、早期診断による早期発見・適切な医療の提供・ＤＯＴＳを中心

とした治癒までのサポート体制などが挙げられる。 

 

（２）早期発見 

高齢になると咳、痰、発熱といった典型的な症状がないことが多く発見が遅れがちであ

る。全身倦怠感や食欲不振、体重減少などの症状が出た場合は、注意が必要となる。 

また、寝たきりや胸郭の変形等により通常の胸部Ｘ線検査を受診できない方も多いた

め、リフト付検診車による検診の実施やかかりつけ医での結核健康診断の実施などを推進

するとともに、患者の多くが何らかの結核以外の疾患による症状を呈し、医療機関で発見

されるため、結核菌検査の実施徹底など、医療機関とも協力して、早期発見に努める必要

がある。 

 

（３）適切な医療  

高齢により合併症を併発している場合や副作用がみられる場合が多く、感染症の診査に

関する協議会を中心として、専門的なアドバイスをすることにより、医療機関とも連携し

ながら、適切な医療を推進する必要がある。 

 

（４）治癒までのサポート体制 

退院後、介護支援を要する場合もあり、関係機関と連携しながら、保健所は、「治療成

功へのパスポート」を活用するなどして体制の充実を図るとともに、服薬支援者の育成及

び研修についても推進する必要がある。 

   

４ 外国出生患者対策 

高まん延国出身等の結核患者の発生が多い地域では、保健所等の窓口に我が国の結核対
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策をその国の言語で説明したパンフレットを備えておく等の取組が必要である。 

また、地域における高まん延国出身者等の結核の発生動向に照らし、市町村が必要と認

める場合には、人権の保護に留意しながら、高まん延国出身者等に対する定期の健康診断

を実施する等、特別の配慮が必要である。 

 


