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令和３年度 第１回 大阪市外国人結核対策検討ワーキング会議 議事要旨 

 

１ 日 時  令和３年９月 28日（火曜日） 午後１時 30分～午後３時 52分 

２ 場 所 感染症対策課 診査会室 及び Microsoft Teamsによるウェブ会議 

 

３ 出席者  

（メンバー） 

井笹 委員、井上 委員、笹川 委員、古川 委員、李 委員（座長） 

（オブザーバー） 

大阪府：三杉 感染症対策企画課総括主査 

市民局：泉 多文化共生担当課長、大野 多文化共生担当課長代理 

（事務局） 

時本 感染症対策課長、浅井 感染症担当医務主幹、永石 保健副主幹 

米田 担当係長、原井 担当係長、東野、村田 

 

４ 議題 

(1) 開会 

(2) 感染症対策課長あいさつ 

(3) メンバー紹介 

(4) 大阪市の外国人結核対策 

(5) メンバーからの活動紹介 

(6) 結核の基礎知識 

(7) 事例紹介 

(8) その他 

(9) 閉会 

 

５ 会議内容 

○大阪市の外国人結核対策 

（事務局 永石） 

ここ 10年の結核の減少率は全国に比べ、42.1％と高いが、結核罹患率が 2019年

で 25.6と全国と比較し 2.2倍になっている。 

結核の特徴として、大都市に多い傾向にある。結核患者に占める外国生まれの方

の全年齢における割合は、7.1％。特に、20 歳代は全国では約 7 割を占めている。

大阪市も 64.1％を占めている。第３次大阪市結核対策基本指針を今年度スタート

した。2001年度からスタートした 10年間の計画である第 1次では、DOTSという服

薬支援を導入し、治療を徹底した。第２次指針は 2011年度からの 10年間で、日本
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語学校健診の拡充や家族型等を含めた多様な DOTS を開始した。また、西成区特区

構想での結核対策をすすめてきた。この 20 年間で、結核罹患率は当初 104.2 あっ

たが、10年間で 49.6と半減し、その後、49.6を基準に 2020年までは概数値だが、

20.7まで 10年間で半減する目標に到達する見込み。 

メンバーの井上氏からは、ゼロを目指すべきではないかとのご意見もいただいた

が、今のところは 10年間で半減をめざしている。 

第３次指針では 5年間の目標を示す。10年間で罹患率の半減をめざして、リスク

に応じたＤＯＴＳ、感染の段階から治療をするＬＴＢＩ治療やデータに基づく目標

設定、年代に応じた予防行動の呈示をしている。 

この中の重点事項として、2つ掲げている。一つが、外国生まれの結核患者の対

策。今年度の取り組みに携帯型の翻訳機器の導入と外国人対策検討ワーキンググル

ープを加え、この会が該当する。 

大阪市の外国人結核対策は大阪市外国人結核対策ガイドに基づいてすすめてい

る。早期発見の対策では、日本語学校の健診、患者支援では、医療通訳、外国語に

対応したリーフレットや様式の作成、日本語学校と連携した服薬支援とし、帰国者

への治療継続支援を行っている。 

 

【質問】 

（メンバー 古川氏） 

結核罹患率は母数、何を基準に示すのか。 

 

（事務局 永石） 

1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間で結核患者数が人口 10 万人当たり何人で

あったかという数字になる。人口 10万人当たり 20.7人であれば「20.7」と表現す

る。 

 

（メンバー 井上氏） 

結核は、大体どのようなものでどのように他の人に影響していくのかということ

について、少しお話いただきたい。 

 

（事務局 永石） 

結核についての知識は、後半で浅井から説明する。 

 

（メンバー 井笹氏） 

翻訳機は、言語的にはどのぐらいの言語に対応できるのか。 
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（事務局 永石） 

かなりの言語対応があるポケトークを各区に 1台配置している。ただ、医療通訳

者の介入を（患者の）疾病理解や思いの表出の機会として大事にしているので、翻

訳機器は補助的な扱いと考える。 

 

○メンバーからの活動紹介（活動紹介シート 参照） 

【メンバー 井笹氏への質問】 

（メンバー 古川氏） 

入管庁になったときに、受入担当調整担当官が新設され、井笹氏がまさにその役

割を担うと思うが、具体的に、外国人の受入環境に関して、受入担当調整担当官の

担当分野は何か。 

 

（メンバー 井笹氏） 

会社の営業のような位置付けであるところがあり、市町村の方との意見交換や研

修会の開催。住民相談会への相談員としての参加。就労関係の相談等であれば、実

際に担当している担当者を相談会に派遣するなど内部で派遣する職員を調整する。

外国人の受入環境整備の調整役を広く行うなど色々な側面がある。 

 

（メンバー 古川氏） 

相談で得た情報の個別の審査の事案へのフィードバックはあるか。 

 

（メンバー 井笹氏） 

共生社会実現のための受入体制整備の観点での情報収集という面があり、いただ

いた情報を本庁の中で政策に活かす、横のつながりで関係省庁と連携するなかで反

映させることが中心であり，相談内容をそのまま審査に活用するということではな

い。 

 

（事務局 永石） 

結核患者で出国に関する対応が必要になった時に、井笹氏と同様役割担当者に相

談に乗っていただき、関連部署との調整を様々に図っていただいて、情報を提供い

ただくことで、ご本人にとってベストの結果を選んでいただくことができた。その

仕事自体は、調整担当官の役割として位置付けられているのか。 

 

（メンバー 井笹氏） 

市町村の方や各業界の方と対象を限らず、広い対象から意見交換・取組周知を担

うので、職務の範疇になる。 
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【メンバー 井上氏への質問】 

（メンバー 古川氏） 

外国人の方を雇用の調整弁として使うようなことはいけないという点は、非常に

私も賛同するところ。課題として解消していく制度としての特定技能制度というの

が導入されて、積極的に運用をしていこうという話になったと思う。先ほど特定技

能１号が、現状でなかなか、回っていないというお話があったが、実際の実感とし

て、大阪の外食産業では特定技能 1 号で働かれている方は、どのぐらいいるのか。 

 

（メンバー 井上氏） 

特定技能が 6 名、技術人文知識国際業務で 20 名のスタッフがいます。特定技能

は、今コロナだから非常に使いにくい形になっている。 

 

（事務局補足） 

※特定技能 1 号：2019 年 4 月導入。人手不足が深刻な分野で単純労働を含む外

国人の就労を認める制度。滞在期間 5年。家族帯同不可の制約がある。 

 

（メンバー 李座長） 

外国人の労働者の方の中での健康課題、結核を含めての取り組みの位置付けはど

のようになっているか。 

 

（メンバー 井上氏） 

結核の治療中の方を採用している。私たちとしてはその結核がどうとかこうとか

ってそんな難しいことじゃなくて、本人さんが仕事に対して向き合う、そして結核

というものに対して向き合ってくれるかどうかというのを大切にした。専任の私ど

もの会社の人間をつけ、女性ですから、当然女性の担当者をつけた。病気が判明す

れば、基本的に日本人であればわかることも、外国人にはなかなかわからない、表

現するっていうことができないので、女性に関しては女性の担当者が細かく聞いて

いって、お医者さんまでついていくという形をさせてもらう。男性に関しましては

私もしくは会社の役員の人間が、ついて行って話をするという。そういうなかなか

言葉で伝えきれない部分に関しましては我々がサポートするという形で、医者まで

連れていくという形をとるのが現状。 

 

（メンバー 李座長） 

女性の方に対して女性の方が同席、付き添いされるというところは非常に安心感

のある配慮だと思う。 
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【メンバー 笹川氏への質問】 

（メンバー 井笹氏） 

入国前も健診体制をとって、早期発見等が可能になったことがわかった。例えば

技能実習生の場合、入国前に一定期間の講習を集合研修という形式で行うことが多

いが、こうした集合研修中に結核に罹患していることが分かった時、本人や周囲の

研修受講者に対してのケアといったものはあるか。 

 

（メンバー 笹川氏） 

現地の送り出し機関にメディカル専門のスタッフがいて、きちんと説明を行うと

いうのがまず 1点。発症していても排菌していなければ、他者への感染はないので、

その教育も現地で行う。発症しても、排菌していない場合はご本人にお伝えし、実

習は一旦中断して治療に専念していただく。 

同じクラスの方は、排菌なければそのまま授業を続け、講習を続けていただいて

いる。排菌している場合は、専門医や結核予防会の先生にご相談をし、クラスが何

人クラス編成か、寮の寝室がどういった状況かということも踏まえて隔離方法等の

ご助言いただきながら対応する。 

 

（メンバー 井上氏） 

技能実習から日本に来る場合に、海外での対策を打たれる。海外の場合、国内も

そうですが、この結核の可能性が出た方の医療費などの費用については、本人に負

担させるのか。悪い送り出し機関であれば、日本に行くのを諦めてもらうみたいな

ことがあるのか。 

 

（メンバー 笹川氏） 

インドネシアには保険制度はあるが、入ってない方もいるので、加入をしていた

だく。（結核治療の場合）公費負担になるので、負担はそれほどない。支払いが発生

する場合は、ご自身の病気なので、自己負担にはなる。 

日本に来た場合、結核の場合は、通院治療の場合だと 5％の個人負担、入院治療

でだと 100％公費負担になるので、本人の払う分は 5％だが、技能実習生の場合は、

技能実習生保険という海外旅行者が入る海外旅行保険のような損害保険への加入

が義務付けられており、加入していると実質医療費が 0円、全額保険金が支払われ

る。技能実習生の費用負担はない。 
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○結核の基礎知識（感染と発病に違いや治療についてなど） 

（事務局 浅井） 

（結核基礎知識 参照） 

 

○事例紹介（外国人結核患者の治療継続支援について） 

（事務局 米田） 

60代 男性 外国出生者 

診断： 

肺結核（診断時排菌状態） 入院中に糖尿病と高血圧も診断 

生活歴： 

20 年前から、日雇いの土木作業員として生活。30 年前に密入国し偽名を使用し

ていたことが判明。日本語については問題なし。 

診断の経過： 

Ｘ年５月Ａ区にて、生活保護申請のための健診を受け、胸部エックス線で要精検

となり、肺結核と診断され、結核専門病院に入院。 

入院中の様子： 

自覚症状がないためか、治療に対する拒否的な言動が多くあり、関係者が丁寧に

説明を行うも、結核治療の必要性の理解が難しい状態であった。喫煙や無断外出、

飲酒などの問題行動を繰り返し、約１か月の入院で強制退院となった。 

地域での支援： 

排菌状態での退院であったため、結核患者療養支援事業（区役所で実施の健診で

結核疑いや結核診断されたホームレスに対して、区内の療養場所を提供し、支援す

る事業）で個室へ入室し、療養を開始した。月～金曜日に保健師が訪問し、ＤＯＴ

Ｓ（服薬を直接確認することによって、確実に治療をし、再発を予防する支援方法)

を実施し、同行受診などの支援も行う。強制退院から約１か月後には療養支援事業

から居宅生活での療養へ移行するが、在留資格がないことが判明し警察へ身柄を引

き渡された。 

帰国までの経過： 

警察から大阪拘置所、大阪出入国在留管理局（以下入管）へと身柄が移され、大

阪市から各機関へ結核治療とＤＯＴＳの必要性についての説明と必要時は文書作

成も行い、各機関でＤＯＴＳが実施された。「①国内での治療継続を第一選択とす

る」、「②母国へ強制送還となるなら、ＢＴＢＣ（添付資料 結核研究所活動報告参

照）を利用し、母国での治療継続へつなげる」という支援方針が検討されたが、強

制送還が決まる。保健師が入管へ訪問し、入管職員とともに、本人へ結核治療の継

続の必要性とＢＴＢＣの利用について説明。その年の 12 月末、ＢＴＢＣからの紹

介状を持ち、母国に帰国。その後、結核研究所が、母国保健省を通じて、本人の初
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回の病院受診が完了したことを確認し、今後は治療完了について確認を予定してい

る。様々な関係機関の協力があって、このケースの支援が成立した。どの機関の協

力が欠けても、本人の母国での治療の継続につなげることはできなかったと考える。 

 

【意見交換】 

（メンバー 井上氏） 

人権という意味では、確かにこの医療を受けて帰国していただくのは大切なこと

と思う。事例の外国人は、様々な理由で日本に在留資格がなくなった状態でいる。 

日本の税金を使って、それぞれの対応をしていくわけだが、人に感染させることに

無頓着な方をどこまで日本の税制の税金を用いて、人権を守っていくのか。日本の

国に対して適正に税金を納め保険医療費も払っている方と、不正にされている方を

同等の扱いで人権を守るのか。在留資格のない日本に滞在していけない人達に対し

て、どこまでの責任を日本の国で負うのか。 

ＢＴＢＣという形を使い帰国しているが、それまでには相当な時間と労力がかか

っていると思う。このＢＴＢＣを用いて帰国するというのが正しい形になるのか。

税金払わなくても、超過滞在しても、医療が受けられることが広がっていくと、逆

にＢＴＢＣが、悪用されてしまう問題がある。 

人権も配慮したらなかなか難しいなと思う。弁護士さんと入管さんの双方に聞き

たい。 

 

（メンバー 古川氏） 

私も、在留資格のない方々に対して日本として、どこまでどうしていくのかとい

うところが課題であると認識している。まさに皆様がおっしゃった通り、日本の限

りある財源の中で、どこまでそういう在留資格がない人に対してサービスしなきゃ

いけないのかっていう問題はあると思う。他方で、私は、在留資格のない方々を支

援する弁護士という立場から、ジレンマは常に心の奥で抱えながらその活動はして

いるところで、なかなか解決は難しいところかなと思う。 

ただ、弁護士としてはもうとにかく目の前にいる、実際に困っている方を何とか

しないといけないという観点から動いている。今在留資格がなかったとしても、病

気になっているのであれば、それを、今の日本の使える制度で何とかできないかと

いうところを考えざるを得ない。例えば、在留資格がないので、出産ができない、

困っているという方に対し、児童福祉法の入院助産という制度を使って、公費を用

いて出産できるように持っていったことがあった。結局そういう制度も全部、国民

からの税金で賄われるので、一方で出産できてよかったなと思う気持ちがある反面、

おっしゃる通り日本で真面目に働いて、苦しい中でも、少しずつ納税されている国

民のことを考えると、これは果たしていいんだろうかと思うところはある。 
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そこは常に私も解決できない悩みとして持っている。最終的に、自分の中で、納

得、解決、こういうふうに考えようとしていることは、やはり、日本という地域の

中で実際に、人権上困っている人がいる以上、そこは何とか日本にいる間は日本の

制度で何とか解決してあげないといけないということである。逆に、そういう人を

一律に排除していくような方向に行くと、それこそ、やはり世界中から日本が言わ

れているように、今も外国人に対して、厳しい国だとか、あそこは非常に排外的な

国だということになってしまう。やはり、将来的に見て、海外から優秀な人材が日

本にどんどん入ってきて日本の国がどんどん発展していくという方向は、最終的に

目指さなきゃいけないと思うが、そこに対して非常に悪影響が出るなと思っている。

そうならないように、日本においては、例えばそういった事例であっても人権上し

っかり対応していますよということを、アピールじゃないが、そういう実績を作っ

ていくことによって、より国際社会からの信頼を得ることができると思う。それで、

より日本が発展していくようになるということに繋がっていけばいいのかなと思

って、自分の中では納得して仕事するようにしている。 

 

（メンバー 李座長） 

今回のこの事例の方については、感染症というところは鍵になる。その観点から

皆様はやはりその感染症をもっている意味をどのように受けとめて取り組まれた

のか。 

 

（事務局 米田） 

結核は、公衆衛生上もこのままこの方を放置すると、周りの方に感染をさせると

いうところが一番大きくあり、大事なポイントとして支援をしている。 

それぞれ関わった保健師からの立場で言うと、やっぱりこの方自身の将来の人生

を考えても、きっちりと治療をして、国内で治すということがまず大事な支援にな

っていた。 

 

（事務局 永石） 

結核の特徴として、社会的弱者の方が罹られていることが多い、社会的な弱者に

対しての対応というところも一つポイントになる。ご相談をいただけるというとこ

ろの姿勢は大事にしたいと思う。この方に例えば強権的な制度的なことをすると次

の方がご相談をいただく機会を失ってしまうというところも大きく思う。また、耐

性菌といった治りにくい結核になって、また再入国なさったら、また感染が広がっ

ていく。治療を完遂させるというところも感染症拡大防止の大事なところになる。 

 

（メンバー 李座長） 
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目の前に感染症を抱えていらっしゃる方の社会的立場とか経済的な立場とか、そ

ういったところに関係なく、その方の感染症を克服するというところを社会で支え

ると。それが、その方の健康だけではなく、社会に感染症を広めない、市民を国民

を守るというメリットにも繋がっていくというところにある。 

 

（メンバー 井笹氏） 

収容中の服薬支援等は入国警備官の処遇担当の方が行っていくことになる。おっ

しゃる通り人権の観点からは、個人に対して治療をしていくというところは必要で

あるが、治安、社会的な治安・安定性という意味では、感染症が広がるというのは

非常に問題があるというところがあるので、きちっと治療していくのは社会的な安

定を担っていく点でも重要であろうと考えている。 

また、耐性菌という問題がある。途中で治療を止めて、耐性菌が出てしまうと改

めて大きな問題となるところがあるから、国としても、日本だけでなく世界的な医

療の問題として適正に行う必要があると感じている。 

また、退去強制手続の対象ということであれば，日本から退去していただく対象

にはなるけれども、その方が、命を落としていいかというと、決してそういうわけ

ではないため、当然であるが、必要な治療等はやっていくことは，私どもの業務上

も必要なことである。今回のケースのように、治療に対してご協力させていただく

ことは，適正に対応していく上でも必要なことであったと思う。 

 

（メンバー 李座長） 

法律の制度のもとで守らなければいけない、対応しなければいけない、決断しな

ければいけないという患者の状況。 

日本にいる間に預かっている命を決して落とすようなことがあってはいけない

という大事なメッセージをいただいたと思う。日本社会に貢献されていたという労

働者の観点の立場もあったと思う。 

そういう点で労働者の健康をいかに支えていくのかというところで、笹川氏は、

労働者の健康を守るという観点で、どのようにお感じになっているか。 

 

（メンバー 笹川氏） 

今伺った事例のように超過滞在の方で結核を発症されている方というのは、おそ

らく他にも、生活環境から推測するといらっしゃるであろうと思う。事例は、患者

の方が生活保護申請のための健診を受けて発覚したという経緯だが、稀なケースな

のではないか。同じような方を見つけていくのは非常に難しい印象を受けた。 

特に在留資格がない方が発症しているケースを見つけるということがまず困難で

あろうということと、それをどのように、早期発見・フォローアップしていくのか
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という点で、非常に興味深く伺った。 

私どもは技能実習生の管理団体なので、発症している方を入国前に発見すること

と、この結核の病気の特性というのを、技能実習生本人、それから私ども職員、受

け入れている企業の皆様全員がよく理解をして、適切に治療に取り組むことが重要

だと考えている。技能実習生の方々は技能実習を目的で来日しているので、日本で

計画に沿った実習を行って、健康で母国に帰っていただくということが一番の目標

である。引き続き取り組みを続けていきたいと思う。 

コロナ禍ということもあり、感染症というのは、地域とか、社会全体で取り組ま

ないと最終的に収束していかないものだというのは日々実感している。 

政府や各自治体が出されているインドネシア語情報のサイト等もよく見るが、

（小職は）日本人なのでまず日本語のサイトから入ってインドネシア語のサイトを

見つける。例えば、入国管理局のサイトなども、インドネシア語の説明サイトには

日本語の説明サイトから入る構成になっている。外国人の方が日本語のサイトから

各言語のサイトには入りにくいのではないか。外国人の方がよくアクセスされるサ

イトやＳＮＳを利用というのは非常に素晴らしいアイディアだと伺った。 

大使館や領事館などもＳＮＳを使っているので、協力を依頼してそこから発信を

していくようなこともできるのではないかなと思う。 

 

（メンバー 李座長） 

非常に困難な状況に置かれている方、そして感染症を持っている方、その方達の

声をいかに受け取るのか、そして私たちのそれぞれの組織が、支援者が、「いる」と

いうことをいかに届けるのかという、双方のコミュニケーションが社会の中で、そ

れぞれの組織で進むということが非常に重要になる。 

 

〇まとめ  

（メンバー 李座長） 

今回のワーキンググループの皆様それぞれの立場から、労働者であり生活者であ

る人々の健康を守る視点が挙げられた。雇用主・企業・社会的に困っている人へ法

的な観点から社会的支援をされる方たちの立場、そして健康を支える保健所や保健

医療機関・行政の立場から、これだけ多角的なそれぞれの組織の構成要員、所属の

方たちが、感染症・結核をテーマに様々な意見交換をできたというのは非常に貴重

な機会になったと思う。 

前半と後半、二つのセッションに分けて、皆様から活発なご意見・ご発表をいた

だいた。外国人の方たちは学生さん、労働者でもあり、日本にいる生活者でもある

こと。その生活者の健康を支える、感染症を支えることが当事者としてどういった

意義があるのか、ということを考える機会になった。 
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それぞれの皆様の組織の中で、この課題意識を持っていて多様な取り組みがある

中、支援をするという姿勢をどう当事者に届けるのか。そして弱い立場に置かれて

いる、感染症を持っている、情報共有ができないような人がいることを考える場に

なったと思う。学生さんあるいは労働者であっても、生活者である方たちの健康を

いかに支えるのかということで、今回皆様それぞれの組織、所属の立場からご発言

をいただいた。 

今回の皆様の発言からは、どう困っている人たちの声を聞くのか、そしてどう健

康と感染症を支える支援者の声や姿勢を見せるのか、ということに対して、それぞ

れの組織の立場から活発なご意見をいただいたと思う。 

医療システムだけでは外国出生の結核患者さんや感染症患者さんの健康は支え

られないので、医療システムの内外、つまり社会で取り組む必要性を、今回の皆様

との意見交換で共有した。今回のそれぞれの組織の方達の取り組みによって、移住

前、そして日本にいる間、そして帰国が必要な場合という移住プロセスを踏まえた

中での取り組みも必要だということも考えさせられる機会になった。 

本日ご参加いただいたワーキンググループメンバーの皆様からの活発なご参加

ご意見に感謝いたします。 


