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岡山県の結核の現状

岡山県の新登録患者数は平成25年232人（昨年比

−51人）
，罹患率は12.0％（昨年比−2.6％）で，全
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相談センターでの相談対応の流れ
結核医療相談
技術支援

相談者

国に比べ低まん延化が進んでいます。また，高齢化
率は28.0％（H26.10.1現在）で全国に比べて高齢化
も進み，新登録患者のうち70歳以上が６割以上を占
めています。

結核医療相談・技術支援センター設置の目的
国の予防指針の改正にあわせ，平成25年2月に岡山
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県結核予防計画を改定し，岡山県の課題が明らかにな
りました。
当時，4人に1人（25％）が診断の遅れによる患者の
発見となっており，
院内感染事例の発生もありました。
この背景に

が行うこととしました。
今までに結核について専門の機関へ相談したいと
相談センターの周知
思ったことがありましたか
（n=61）

相談センター設置については，パンフレットを作成

① 結核を診療できる医師が少なくなってきている。

し，医師会や病院協会へ配付をしました。また，医師

② 基礎疾患を有する高齢者の診断が困難となって

会報へ掲載したり，保健所を通じて地区医師会等関係

いる。
③ ①②の状況により医療連携体制の再構築をする必
要が生じている。
等があり，これに対応するため，国の指針に基づき県
内の中核的な病院を岡山県結核診療連携拠点病院に指
定（平成25年2月）し，拠点病院内に地域医療機関へ

なし 23％

あり 77％
機関への周知も行いました。その他，報道にも依頼し

新聞などへ掲載していただきました。

医療機関の相談センターの必要度を調査

平成25年10月に開設後，結核の発生（年間の新登
結核医療相談

相談者
録患者数232件）に比例して相談は入ってきていまし
技術支援

たが，結核患者の診療等に携わったことのある医師の

の相談対応や技術支援を行う岡山県結核医療相談・技

②専任看護師による
センター存在の安心感
（n=36）
①電話・メール
結核についての専門的助言や知識の必要度を把握する
医療機関，

術支援センター（以下「相談センター」とする）を設

福祉施設
ため調査を行いました。保健所設置市を含む岡山県の
思わない 0％
無回答 6％
③看護師から専門医師へ

置することとしました。

による相談

相談受付・内容整理

あ及び
まりそう思わない 3％

相談内容の引継
保健所・支所において，結核登録患者の届け出があっ
教育関係の

⑤文書・

相談センターの役割

④専門医師による
た医療機関と患者対応を行ったことのある77医療機
メール回答
医療関係者

公的な相談窓口を設置し相談ニーズを喚起しつつ，

関へ調査票（無記名自記式調査）を郵送し，県庁へ
83％

多くの医療機関で結核専門医の意見を取り入れた診療

FAXにて回答いただきました。結果，61医療機関か
ややそう思う 8％

を実施するため，県の委託事業として開始しました。

ら回答がありました。
（回答率79％）

役割として
① 医療機関への結核医療に関する個別相談対応・技術
支援
② 相談対応等のため，結核に関する最新知識，技術向
上に関する情報収集
③ 相談・技術支援事例や最新知識を蓄積し，地域の医
療機関へ研修により還元（還元研修の実施）
としました。

12

医師との仲介役として，相談窓口対応は専任看護師
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コンサルティ
ング
とてもそ
う思う

今までに結核について専門の機関へ相談したいと
思ったことがありましたか
（n=61）
なし 23％
あり 77％

今までに結核について，専門の機関へ相談したいと
思ったことがあると回答があった医療機関は77％あり
ました。
相談したいと思ったことのある内容は，診断に関す
ることや治療に関することが半数近くあり，潜在性結
核感染症患者に関することや検査に関すること，院内
感染防止策に関することなど，様々な相談ニーズがあ
ることが分かりました。

結核医療相談

相談者
結核専門の相談窓口の今後の利用については，87％
技術支援

が希望されていました。

①電話・メール
相談センターの実績
医療機関，

②専任看護師による

相談受付・内容整理
福祉施設
平成25年10月～平成26年12月までの相談実績は
③看護師から専門医師へ
及び
153件（月平均11件）で，相談件数は順調に伸びてき
相談内容の引継
教育関係の
⑤文書・
④専門医師による
ています（平成26年8月以降は，月10件以上の相談
メール回答
医療関係者
コンサルティング
による相談

●早期発見につながったと思われる事例
（事例１）
接触者健診の対象者で経過観察中の患者が症状（発熱・咳）が
あって受診したものの医療機関で異常なしといわれていた。本
人が保健所へ相談し，保健所がセンターへ相談したことで結核
発症が分かった。
（事例２）
地域の医療機関からT-SPOT（＋）で今後の治療について相談
あり。CD- Rを送付してもらった結果，
結核発症の疑いがあり，
結核菌が喀痰培養（＋）で判明した。
（事例３）
● HIV/AIDS・臓器移植（免疫抑制剤使用）
施設入所者の発熱への対応についての相談。受診を勧め，結核
● 珪肺・血液透析を要する腎不全
と診断され，入院となった。
● 最近の結核感染（2年以内）
（事例４）
● 胸部 X 線画像で線維結節影（未治療の陳旧性結
発熱が続く患者の治療相談。照会医は，T-SPOT（＋）
，胸郭
形成術後である患者の喀痰を検査したが，塗抹陰性，PCR陰性
● 生物学的製剤使用
で治療を迷っていた。相談を受け，CD-Rを送付してもらい，
経過を追って喀痰検査の実施を指示した結果，培養陽性で結核
菌（＋）となり結核が分かった。

が継続）
。相談センターからも，かかりつけ医におい

て検査や診断を行えるように助言しており，相談セン

（2）連携体制

ターを利用しながら診療している事例も増加しつつあ

地域のかかりつけ医が結核の疑いをもち診断される

ります。相談内容は，治療に関することが最も多く74

まで診療への助言が得られたことで，基礎疾患をもつ

今までに結核について専門の機関へ相談したいと
件，検査や診断に関することが59件（複数回答）で
思ったことがありましたか
（n=61）

高齢者が専門科を有する医療機関で適切な医療が継続

した。

して受けられることにつながりました。また，相談セ

相談センター設置によるかかりつけ医等との
なし 23％
連携体制の構築

ンターの助言を受けながら必要な検査を実施し，結核

（1）診療等への安心感

あり 77％

平成 25 年 10 月～平成 26 年 12 月までに相談センター

と分かった医療機関からは，退院後の受け入れも良好
になっていました。

まとめ

を利用した 62 名に対して，
相談センターから調査票
（無

① 医療機関において，結核専門相談のニーズがある。

記名自記式調査）を郵送し，県庁へ FAX にて回答い

② 結核専門相談窓口設置は，診療等における安心感に

ただき，36 名から回答がありました。
（回収率 58.1％）

つながる。
③ 結核専門知識の助言は，地域のかかりつけ医におけ
る診療や退院後の患者受入等につながっている。

センター存在の安心感
（n=36）
思わない 0％
あまりそう思わない 3％

無回答 6％

今後に向けて

相談センター設置は診療における安心感につながっ
とてもそう思う
83％

ややそう思う 8％

ており，結核患者（疑い含む）を診療する医療機関が
増える等，結核医療連携体制整備につながると感じて
います。
また，今後低まん延化が進む中，結核の集団感染を
予防していくためにも，結核専門の相談窓口の重要性

結核に関する公的な相談窓口設置が診療における安

を感じています。

心感につながったかどうか尋ねたところ，83％が「と

しかし，開設していることはまだ浸透しておらず，

てもそう思う」と回答され，
「ややそう思う」とあわせ

できるだけ多くの医療機関に適時適切に利用していた

ると，9 割以上が安心感につながっていました。

だくため，相談技術支援事例の集約化を図りながら，

感想の中には「結核の対応に迷うことが多いので，

結核に関心のない方へも医師会等を通じて周知を行っ

開設は大変助かる」
「相談体制をぜひ継続してほしい」

ていきたいと考えています。今後も相談センターによ

といった声もありました。

る医療関係者支援という新たな取り組みについての評

また，相談センターに入ってきていた事例に，早

価を行い，より充実したものとなるよう努めていくと

期発見につながったと思われる事例が 4 事例ありま

ともに機会をとらえ全国の関係者の皆様にも報告させ

した。

ていただきたいと考えています。
5 / 2015 複十字 No.362

13

