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平成３０年度千葉県感染症対策審議会結核対策部会 議事録 

 

１ 日  時 平成３０年５月１１日（金）午後６時００分から７時３０分まで 

 

２ 場  所 船橋市勤労市民センター２階 第２講習室 

 

３ 出席委員（４名中４名出席） 

新委員、鈴木委員、西牟田委員（部会長）、増山委員（五十音順） 

 

４ 内  容 

（１）挨拶 

司会 

本日は、お忙しい中、御出席いただきまして、ありがとうございます。 

私は、本日、司会を務めさせていただきます疾病対策課副課長の舘岡と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

それでは、ただいまから、干葉県感染症対策審議会結核対策部会を開催いたします｡ 

審議会の開催にあたりまして、疾病対策課 課長の石川から御挨拶を申し上げます｡ 

 

石川課長挨拶 

 

（２）委員紹介 

司会 

本日御出席の委員の御紹介をさせていただきます。 

 

委員紹介 

 

司会 

次に、本会議の成立について御報告申し上げます。 

千葉県感染症対策審議会結核対策部会運営要領第５条第３項の規定により委員の半

数以上の出席が必要です。 

本日は､過半数に達しておりますので､会議は成立していることを報告いたします。 

なお、結核対策部会員は本日御出席の委員のほかに千葉東病院呼吸器内科医長の石川

先生に委嘱しておりましたが、3月 31 日付けで辞任届の提出がありました。 

後任については、現在調整中であることを報告いたします。 

また、本部会は公開となっていること、併せて 傍聴希望者は、いないことを御報告

いたします。 
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（３）議事 

  司会 

これから議事に入らせていただくところですが、平成２９年４月１日の委員委嘱 

後、初めての開催となります。 

まず、千葉県感染症対策審議会結核対策部会運営要領第４条の規定に基づき、部会 

長を選出していただきたいと思います。 

選出方法は、委員の互選による選出となっていますが、いかがいたしましょうか。 

 

新委員 

事務局案はありますか。 

 

事務局 

過去にも医師会の代表に部会長をお願いしている経緯から西牟田委員にお願いでき 

れば、と思います。 

 

司会 

ただいま事務局案が提示されましたが、御異議ございませんでしょうか。 

 

異議なしの声 

 

司会 

それでは、これ以降の議事進行は、千葉県感染症対策審議会結核対策部会運営要領

第５条第１項の規定により部会長が会議の議長を務めていただくことになっておりま

す。 

西牟田部会長、よろしくお願いします。 

 

  部会長 

議長を務めさせていただきます西牟田です。 

長い間千葉県の結核医療を支えてきました国立病院機構千葉東病院の結核診療が4月 

から休止となりました。 

それに伴いまして、結核患者さんの受入先の確保が今まで以上に重要となっていま 

す。 

本日は、結核医療体制確保に向けての今までの取組を確認し、今後千葉県が探るべ 

き方向を探る機会としたいと思います。 

円滑な進行に御協力を、また活発な御意見を賜りますように、どうぞよろしくお願 

いします。 

 

それでは、議題「千葉県の結核医療体制について」ということですが、事務局から 
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説明をお願いします。 

 

事務局説明  

  

部会長 

ただいまの説明について、御質問はありますでしょうか。 

 

鈴木委員 

13 ページの特別区６区とは、具体的には、どこですか。 

 

事務局 

葛飾区、墨田区、江戸川区、台東区、足立区、江東区です。 

直近 2年間で本県の結核病床を有する病院を結核患者の入院勧告先として実績の 

あった地区に本県の結核医療体制の現状について説明しました。 

 

鈴木委員 

感染症指定医療機関で結核患者の受入れをお願いできるのは、どこですか。 

 

事務局 

結核病床を持っている君津中央病院、結核モデル病床を持っている旭中央病院以外に

も積極的に受け入れに理解を示されている施設は 1施設、必要性について考えている施

設が 2施設、交渉の余地があるところは 1、2施設といったところでしょうか。 

ただし、診断を含め、結核病床が空くまでの転院待機はどちらもやっていただけると

思います。 

 

増山委員 

距離が長いところから救急車で搬送したいというお問い合わせがあります。 

例えば、呼吸不全、意識障害がなければいいのですが、状態が悪いのに無理に搬送し

ようとする。 

病院によっては、設備がないから、規定された感染症だからうちではおいておけない、

と言いますが、それもわかりますが、何よりも大切なのは患者さんの命です。 

少し、待っていただいて患者さんの容態が落ち着いてから搬送してほしい。 

それであれば、受け入れます。 

 

鈴木委員 

待機は、設備がないときは個室で、ということですか。 

 

増山委員 
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転院の問い合わせについて、施設から「うちは、陰圧個室がないから、すぐに」と、 

言われることがあります。 

しかし、昔、結核予防会で実施した結核セミナーでＣＤＣの専門家の意見について紹

介があり、陰圧というのは一方向の空気の流れですから外に向けて強力な扇風機をつけ

て排気すれば一方向の流れが出来て廊下には出ません、ということでした。 

それで「陰圧の状態」ができます。 

そういうことを伝えて、注射の処方、容量、用法なども伝えて、それで落ち着くまで

待ってもらいます。 

陰圧室がない、という理由で患者を送ろうとするところが結構あります。 

完全な陰圧の個室がないとうちは診られません、というのではなく、どこの病院にも

個室がありますし、一方向の空気の流れが陰圧だと、そういう方法を理解して欲しい。 

 

部会長 

そういった方法もあるということですね。 

それでは、関連することが次に出てくると思われますので、事務局から次の説明をお

願いします。 

 

  事務局説明 

 

部会長 

ただいまの事務局からの説明について、御質問、御意見がありましたらお願いします。 

 

鈴木委員 

12 ページの「今後の対応と課題」の 2つ目、3つ目についてですが、9ページを見る

と、平成 28 年度に千葉東病院に 20 名ぐらいの患者さんが入院していますが、この患者

さんたちをどこにふりわけるのか、13 ページの医療機関で補える、ということですか。 

例えば、感染症病床のある病院で感染症病床分受け入れられるのでしょうか。 

モデル病床は、アメニティの問題もあるのだと思いますが、２ヶ月は、無理でしょうか。 

 

事務局 

結核モデル病床を有する病院の中にも治療完了まで入院させていただいているとこ

ろはあります。 

 

鈴木委員 

感染症指定医療機関は、２ヶ月、診ていただけるのでしょうか。 

 

事務局 

積極的にやっていただけそうなのは、１ヶ所です。 
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感染症指定医療機関の中で、病床を空床利用していないところは、患者発生が無い限

り、感染症病床に従事者の割り当てがありません。感染症を疑う患者が入院する段階に

なって、担当する従事者を決めて対応することがほとんどですので、すぐに結核患者を

受け入れられる、というわけではない状況です。 

 

鈴木委員 

それでは、患者が入院できても短期間ということになりますね。 

となると、千葉東病院の 18.8 人の割り当ては、どうなるのですか。 

 

事務局 

本多病院には、先日もお願いに行っていますが、合併症のない結核患者について受け

入れていただけるとのことです。 

君津中央病院にもお願いに行っています。医師が少ない中で、受入条件を決めてやっ

ていただいています。 

市川病院にも改めてお願いに行きます。 

千葉東病院に入院していた患者さんについて、千葉市と千葉市以外とで分けますと、

千葉市以外の方は本多か旭中央、あるいは君津中央か亀田、市川病院での受入で対応し

ていただければ大丈夫ではないかと思います。 

あとは、千葉東の入院患者の半分ぐらいは千葉市ですので、今、県と市で一緒に各病

院に患者受入についてお願いしているところです。 

 

部会長 

千葉東病院は、再開する見込みはあるのでしょうか。 

結核医療については、長い歴史がありますし、施設もあります。検査もできる。 

なくなっては困る病院です。 

 

事務局 

医師の確保など条件がそろえば、再開するとは聞いていますが厳しいです。 

 

部会長 

フル稼働でなくてもいいので、なんとか再開していただきたいです。 

 

事務局 

１２ページの「今後の対応」にもありますが、当初、国立病院機構に対して結核診療

の継続について要望を、と考えていました。 

しかし、県としましては、厚生労働省に対して国立病院機構に対する支援を要望する

こととしました。 

厚生労働省から国立病院機構に対して、全国の国立病院機構の結核病床を有する病院
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を継続できるような支援をしていただくように提案していきます。 

県医師会などからの要望を受け止めた上で、やはり結核は、政策医療ですから国に対し

て要望していかなければならない、と考えています。 

 

部会長 

千葉東病院がなくなって一番困るのは、千葉市ですので千葉市内の病院で対応できるよ

うになんとかしていかないと、ということが重要です。 

 

事務局 

過去、「結核を疑ったらすぐに千葉東病院へ」ということで対応してきた医療機関が多

かったため、まだそういう考えをお持ちの先生は多くいらっしゃいます。 

行政が介入できるものではありませんが、医療機関にそういう考えを変えてもらう必要

があります。 

まずは、地域で結核を疑った際に診断できるように、相談を受けられる病院へ、という

ことで、すぐ結核病床を有する病院、というのではなく、結核病床を有する医療機関が受

入られる状態になるまで待ってもらう体制にしていくために県と市で一緒に動いていま

す。 

 

増山委員 

私は、国際医療福祉大学市川病院の前に結核予防会におりましたので地区別講習会や結

核特別対策事業などに関わっていたのですが、他の自治体では国公立病院が結核の基幹病

院になっています。 

千葉県の場合、千葉東病院がなくなって、今、うちと君津中央病院が中心になって結核

診療をしております。 

しかし、３ページのとおり、国公立病院が結核の中核病院なのです。 

政令市や中核市では市立の病院で結核患者を診ていただけたほうが、患者さんも通いや

すいですし、搬送に耐えられない患者さんもおりますので、地域で診ていただいた方がい

いと思います。 

 

オブザーバー 千葉市 

市内の病院においても入院勧告先の確保に取り組んでいます。 

今後も市内の病院に協力を要請していきます。 

 

部会長 

他に御意見はありますか。 

 

新委員 

１２ページに「結核診療を担当する医師の確保」、ということがありますが今後、医師
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の育成についてはどう考えていったらいいのでしょうか。 

 

増山委員 

 私の後継者について、誰かいないかということを大学内でも相談をしています。 

しかし、結核を診る医師というのは本当にいない。 

育てるのもある程度時間がかかる。 

数年はかかりますので早急に手当てをしないと、運用するソフトの中核になる人がいな

いのは、目に見えない危機です。 

日本は、結核が撲滅する前に結核を診療する医師がいなくなってしまうのではないか、

と言われている状況です。 

市川病院でこれからも、今受けている患者数を受けられる前提で計画を立てられると大

変なことになります。 

国立病院機構に対して国が支援するように、という要望と政令市、中核市がそれぞれの

市立病院で市内の患者を受け入れる、というようにしていかないとパニックになる可能性 

があります。 

もう猶予は何年もないと思います。 

 

事務局 

近年の病院は、移転、建替えの際には、陰圧個室の整備を予定していると思いますので、

今後も県が政令市や中核市と連携し、結核患者の受入施設の整備について理解を求めて行

きます。 

 

新委員 

先生の御負担の現状を保健師とは、共有しながら「申し訳ありませんが、よろしくお願

いいたします」という気持ちで保健所では先生にお願いしている状況です。 

 

増山委員 

それはいいのです。 

実は、保健所からの問い合わせは、そんなに苦に思っていません。 

必要な場合は、保健師さんが病棟に情報収集に来ますので、大丈夫です。 

何故、医師になったのかと言えば患者さんを癒すためなのですから、患者さんのために

やっていきます。 

 しかし、重症部屋もないし、男女の比率のこともあって、患者を受け入れられないのに、

「入院させてくれ」と言ってくる医療機関からの問い合わせが負担になります。 

「負担が減る」と感じるのは、結核病床を有する病院のベッドが空いていない時や患者

さんが搬送に耐えられない時に、受入可能となるまで待てる状況、その猶予を作る、とい

うことです。最終的には受けるのですが、今、移動したら死んでしまうかもしれない、と

いう患者さんもいます。 
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こちらの状況が整うまで待っていただければ、入院患者を受け入れる側としては大きく

負担が減ります。 

「うちは置いておけない、すぐに患者を受け入れてくれ」と言われるとスタッフも疲弊

しているのに患者さんを移動して部屋を作ることが負担です。 

 

オブザーバー 柏市 

動かせる容態にない患者さんについては、感染症法第 42 条の緊急時等の医療に係る特

例を適用できますので無理に搬送しなくても大丈夫です。19 条、20 条、37 条、37 条の 2

については、この緊急特例が適用となることを保健所でも知らない職員がいるぐらいなの

で、病院もすぐに患者を出したがる、ということです。 

その抑止力に保健所がなりうると思います。 

 

増山委員 

是非お願いします。 

そういう指導をしていただけると有難いです。 

やはり、法律だって患者さんの命が危ないのにすぐ転院しなくてもいいように、として

いるのですよね。 

 

新委員 

保健所からも注意していきます。 

医療機関には、搬送が困難な重症な患者さんについては、搬送可能になってから転院を

お願いする方向で、働きかけをしていきます。 

 

事務局 

参考までに教えていただきたいのですが、これから結核を診るとなると、「がん」など

いろいろな疾患を診ながら結核を診るしかない、そうやっていかないと医師を育成できな

いという意見もあるようですがどうでしょうか。 

 

増山委員 

疾患として、結核は最先端ではないですが、病気としては欧米に比べて日本は、４０年

遅れていますので残ります。 

そうなると、少数でも専門家がいないと結核を診ることができないと思います。 

がんを診ながら、結核も診て、肺炎も診て、ＣＯＰＤも診て、というのは不可能ですよね。 

今の医療は細分化していて、それぞれ、最先端の知識を補充するのは大変なことです。 

それを二つも三つもというのは不可能だと思います。 

普通は、一つの専門を積み上げていかないと、今の医療事情を考えると難しいです。 
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事務局 

結核病床を有する医療機関の受入状況が整うまでの猶予、という点については各保健所

にも改めて伝えることとし、各医療機関に対して理解を求めて参ります。 

少なくとも 13 ページの医療機関、これ以外にも個室管理ができれば他の医療機関に対

しても協力をお願いしてまいります。 

本日、千葉市、船橋市、柏市からもオブザーバーとして出席していただいていますので

持ち帰っていただいて情報を共有していただきたいと思います。 

 

 部会長 

  将来的に不安な部分など、医師の確保など、まだ課題もたくさんありますが、現状での

対応については、以上かと思います。他に何かありますでしょうか。 

 

（なし） 

 

 部会長 

よろしいでしょうか。 

それでは、進行を事務局にお返しします。 

 

 

司会 

西牟田部会長､円滑な進行をありがとうございました｡また、委員の皆様、本日は、お

忙しい中お集まりいただきましてありがとうございました。 

これを持ちまして千葉県感染症対策審議会結核対策部会を閉会とさせていただきます｡ 


