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令和３年度 第２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４年２月 15日（火曜日） 午後１時 30分～午後３時 30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） 

井上 委員、笹川 委員、檜垣 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：大野 多文化共生担当課長代理 

（事務局） 

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) メンバー紹介 

(3) 結核の治療の最新情報 

(4) 第 1回以降の取り組み 

(5) オブザーバーからの活動紹介 

(6) 情報発信についての意見交換 

(7) その他 

(8) 閉会 

 

５ 会議内容 

〇結核の治療の最新情報 

（事務局 浅井） 

結核対策におきまして非常に重要なキーワードになる潜在性結核感染症につい

て、この意味と大阪市がどのような対策をしているかということをお伝えします。 

 

【結核感染の仕組み】 

結核菌は患者のくしゃみや咳を通して水分を含んだ飛沫、比較的大きな粒子とし

て放出されます。その後水分が失われた飛沫核という状態になると空気中に浮遊す

ることができるために、それを周囲の人が吸い込んで、その吸い込んだ結核菌が肺

に達すると感染が成立する。これを空気感染と呼びます。吸い込んだとしても、喉
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や鼻の防御機構で消えてしまえば感染は起こらない。新型コロナは、飛沫感染とい

うしぶきの状態で近い距離で感染するというのがメインの感染方式です。コロナも

小さい粒子になったエアロゾル感染という、やや空気感染寄りの要素もあるので、

部屋の換気などはしましょう、密は避けましょうと言われているのですが、基本的

にはコロナは飛沫感染、結核は空気感染と感染形式や接触者健診の考え方も異なり

ます。結核菌の発育は遅く、感染力の弱い菌で、感染と発病を分けて考えることが

大切です。 

感染が起きただけの状態、これは菌が潜んでいるだけですので症状や人への感染

性はありません。ただ、一部の人はここから菌が悪さをし始めて、発病という状態

に移行します。 

発病するといろんな臓器に病巣を作る可能性がありますが、大半は肺結核ですの

で、エックス線・CTで、病巣が見つかり、風邪のような症状もでてきます。ただ高

齢者などでは咳とか痰などの呼吸器の症状が乏しいことがあるので注意が必要で

す。発病イコール人にうつすという訳ではありません。病状が進んで痰の中に結核

菌がみつかる様になると感染性があるという状態になります。この場合は感染性が

なくなるまで入院などの治療が必要です。感染はしているが発病はしていない状態

を潜在性結核感染症、ＬＴＢＩとよんでいます。 

結核菌への感染から発病のフローです。 

排菌している患者、菌を放出している患者さんと接触したうちの 10％から 20％

が感染を起こします。また感染したうちのさらに 10％から 20％が発病します。つ

まり、感染の機会があったうちの発病まで至るのはわずか数％です。 

潜在性結核感染症の診断はＩＧＲＡという血液検査で行います。 

でツベルクリン反応に比べますとＢＣＧなど予防接種の影響を受けにくく、信頼度

の高い検査になります。また適切な時期に受けて頂くことが重要です。また発病に

至った場合の診断はエックス線などの画像検査と、結核菌を確認する喀痰検査にな

ります。 

診断された場合の治療方法は、潜在性結核感染症を含めましたすべての結核治療

は、国の示す医療基準に準じて行われています。これを満たすものが公費負担の対

象となります。 

肺結核では通常、薬剤を 3から 4剤ぐらい併用することが多いですが、潜在性結

核感染症の場合は、このうち、メインのイソニアジド、リファンピシンの 2種類を

使うことが多い。 

使い方ですが、複数のパターンがありまして、イソニアジドというお薬を 6か月

ないし 9か月、イソニアジドが使用できない場合は、リファンピシンを 4か月使用

する。この２つが一剤だけを用いるパターンです。イソニアジドが使用できない場

合というのは具体的には、感染を起こした最初の初発患者さんの菌の性質として、
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イソニアジドに薬剤耐性がある場合、または、イソニアジドを使用することで、副

作用で肝障害を起こす可能性が高い場合、特に肝臓に関する基礎疾患や多量飲酒の

ある方というのは、最初からリファンピシンで始めるということが可能です。従来

はこれだけだったのですけど、昨年、医療基準の改正がありまして、2剤を使用し

て、3から 4か月という新しい使い方も認められるようになりました。この三つは

特に優先順位はありません。メリットデメリットを考慮して、主治医が選択する形

になっています。ただこの新しく追加された 3か月ないし 4か月ということで非常

に期間が短いですので脱落のリスクのあるような方や特に（移動の多い）外国人の

方でも適応になるといわれている先生もいます。 

先ほどイソニアジドで副作用を起こす可能性が高いと予想される場合はリファ

ンピシンで開始すると申し上げましたけれど、どちらの薬剤にも様々な副作用があ

って、特に両方肝機能障害の頻度が比較的高いので注意が必要です。特にイソニア

ジドの副作用の率は高くなっています。また骨髄抑制例えば白血球減少、血小板減

少、肝障害は、自覚症状からの判断が難しいので定期的な血液検査をだいたい１か

月から 2 か月に 1 回くらい実施というのが、専門家意見として推奨されています。 

また、症状がない人が長期間の内服を行うというのはなかなか大変なことなので

脱落を防ぐため服薬支援が非常に重要です。決められた支援者が直接の服薬、また

飲んだ薬殻の確認を行うことをＤＯＴＳと呼び、患者と面接した保健師のアセスメ

ントに基づいて、保健福祉センターで設定しています。 

大阪市では導入の基準を決めています。月 1回の確認を基本としますがリファン

ピシンでは週 1回を原則とします。これは耐性化といって、不規則な内服をするこ

とによってその後発病してきたときに、その薬剤が利きにくい状態になることを防

ぐためです。治療パターンだけではなく患者のバックグラウンドに応じて柔軟に、

やり方を変更していくことが大切です。以上潜在性結核感染症のまとめです。特に、

確実に潜在性結核感染症の治療を行っていくということが結核対策のうえで非常

に重要です。大阪市では、結核対策基本指針に基づいて様々な対策をすすめている、

その中でも潜在性結核感染症の治療を確実に開始し完了させるところを特に重点

的な目標として定めています。また皆様のお力もいただきつつしていきたいと思い

ますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事務局 永石） 

ご質問がありましたらお願いします。「結核医療の基準の一部改正」に、追加の

薬剤のことが載っておりますのでご覧いただけたらと思います。 

 

【質問】 

（メンバー 古川氏） 
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薬はイソニアジドとリファンピシン 2 種類あって、2 剤併用だったら、3 か月か

ら 4か月の服薬ということで、期間も少ないから、それを最優先、スタンダードに

すればいいのかなと思ったりもします。それでも、原則は、イソニアジドを 6か月

から 9か月服薬というのが多いのでしょうか。 

 

（事務局 浅井） 

従来はこのイソニアジド 6か月というパターンが圧倒的に多くて、それを選べな

いような事情がある場合に関してはリファンピシンでいくということがあったの

ですが、たしかに医療基準に含まれてきた経緯からしても、かなりメリットがある

と思いますので、ただ 2剤使うということで１剤よりも副作用のリスクとかが若干

高くなったり、何歳くらいのどんなバックグラウンドの方とかは主治医の先生に任

されているところで、特に優先順位は設けられていないという状況です。 

 

（事務局 永石） 

外国生まれの方だったら、薬剤の耐性の可能性があって、感染した時点ではわか

らない場合には 2剤にということがあるのでしょうか。 

 

（事務局 浅井） 

薬剤耐性の話ですけど、イソニアジド・リファンピシンそれぞれに耐性をもとも

と持っているという場合が結構ありまして、特にイソニアジドの耐性結核は率が高

い、国内ではさほどでもないが海外の結核の中では割合が高い。その初発患者さん

の薬剤耐性をみて、感染を受けた側の潜在性結核感染症の治療を決めるわけですが、

薬剤感受性の結果を待っている間に治療を始める場合もありますので、2剤で始め

て、薬剤感受性でどちらかに耐性があると判明すれば、そこまでの治療を生かしつ

つ、さらに耐性の薬剤を減らした残り 1剤で治療を完了させるという効率的に治療

をすすめられる、そういうメリットもあります。 

 

（メンバー 古川氏） 

薬剤感受性はどうやって測定しますか？ 

 

（事務局 浅井） 

薬剤感受性検査は初発患者さんの喀痰から菌が出るわけですが、培養という菌を

増やすような操作をして、培養した菌からあらゆる薬剤の感受性を調べる。感染を

受けた側も同じ菌の性質を持っていると考えられるので同じような方針で治療を

行うということになります。 
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（メンバー 古川氏） 

患者さんの痰を採取して、研究所か何かでやるのに時間がかかるということでし

ょうか？ 

 

（事務局 浅井） 

感受性が判明する前に治療を始めるというのは、結果が出次第治療を変更するこ

とができる、それまでの治療も生かしつつというメリットがある。 

 

（メンバー 井上氏） 

日本ではそもそも結核、今はそんなにない。海外の方たちは多い。海外から上陸

する時に結核に対するこの潜在性結核感染症に関する検査を入管さんではしてな

いのですか。 

 

（メンバー 檜垣氏） 

結核を検査するシステム・知見は持ち合わせておりませんので、我々が検査する

ということは行ってはおりません。 

 

（メンバー 井上氏） 

今コロナで、規制があって人が入ってこない。またごそっと入ってくる時にこの

潜在性結核感染症の方が入ってくるリスクはかなりあると思う、何か水際対策とい

うか、そこら辺はどうなっているのか。 

 

（メンバー 李座長） 

日本政府が準備をしている、アジア 6か国を対象にした入国前の結核スクリーニ

ング制度というものがあります。その中では成人に対する潜在性結核感染症の確認

までは対象になっていない。活動性の結核をすでに発病している方が自分の国で検

診を受けたときに、発見をして、まず結核の治療を母国でしていただく。それが終

わった上で、日本へのビザに必要になる在留資格の申請をして、日本に入国ができ

るという流れを作る。これを日本の政府が準備を進めておりまして、結核研究所が

精度管理のために関わっている事業です。開始できていないので開始がわかりまし

たらご紹介させていただきます。 

 

（事務局 永石） 

外国生まれの結核患者の 8 割を占めるという上位 6 か国が対象で、フィリピン、

ベトナム、中国、インドネシア、ネパール、ミャンマーになります。 
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（メンバー 井上氏） 

事前に健康診断書を出させるということですか。 

 

（事務局 永石） 

決められた指定医療機関で事前検査を受けていただいて、その証明をもって入っ

てきていただく。 

 

（メンバー 古川氏） 

それは中長期の在留者だけではなくて観光目的の方でもですか。 

 

（事務局 永石） 

中長期です。 

座長の李先生にここからお願いします。 

 

（メンバー 李座長） 

議事を進めて参ります。 

第１回以降の取り組みについて情報提供いただけるメンバーの方はいらっしゃ

るでしょうか。 

 

〇第 1回以降の取り組み 

（事務局 米田） 

大阪市から情報発信の取り組みについてご報告させていただきます。 

第 1回のワーキングで、今までの方法では外国人の方々へ情報を届けることが難し

いと痛感し、興味を持っていただき、外国人の方に負担なく情報を届けられる方法

がないかと考えまして、クイズやゲームを利用した啓発を考えました。 

クイズ形式で「結核を予防する生活習慣は何でしょう」といった質問の回答を選

択し、正解すると次の段階にすすみ、ゴールをめざしていくというようなクイズで

す。 

大阪市立大学大学院細菌学教授の金子先生が、主に耐性菌を題材にしたカルタや

ゲームなどで一般市民に啓発をされていましたので、このたび相談をさせていただ

きました。ロールプレイングゲームのクイズで、結核の内容を試作していただける

ことになりました。金子先生が作成され、すでに利用されているゲームを紹介させ

ていただきます。 

（紹介ゲーム アドレス参照）令和 4年 2月 15日現在 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/bacteriology/b-

online/kansenshow/baikinswar/ 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/bacteriology/b-online/kansenshow/baikinswar/
http://www.med.osaka-cu.ac.jp/bacteriology/b-online/kansenshow/baikinswar/


7 

 

 

（事務局 米田） 

日常生活で気をつけていただきたいことや治療のことをクイズにしたいと思っ

ています。これを大阪市のホームページに掲載しただけでは、見ていただくことが

難しいと思いますので、まずは今まで結核健診・健康教育で関わりのある日本語学

校に日本語の学習教材という形を兼ねて、使用していただくことからスタートでき

たらと考えています。 

また後程、市民局からもご紹介があります外国人を支援する民間団体、YOLO 

JAPANとのコラボも使えたらと考えています。 

 

（メンバー 李座長） 

 それでは続きまして、当方と井上委員から活動のご紹介をさせていただいて、二

つの報告に対する質問を最後にまとめていただきます。 

大きく４つの取り組みをしてきております。 

１つ目は、昨年 11 月に井上様が外国人雇用推進部門の部門長を務めます一般社

団法人大阪外食産業協会の会議にお招きいただき、外国人の結核に対する講演で外

食産業協会を支えていらっしゃる中心になっている方達に発表と意見交換をさせ

ていただきました。 

2つ目です。同じ日に、井上様の職場を訪問させていただきました。そこで私が

在住ベトナム人のコミュニティと一緒に普及啓発に取り組んでいる TB アクション

ネットワークとして、ベトナムメディアとともに、井上様の職場のベトナム出生の

従業員の方で、日本で結核治療を経験された方に、井上様達も含めて取材をさせて

いただきました。 

3 つ目ですが、その 11 月の取材に基づく結核の啓発記事を在住ベトナム人向け

の Facebookのメディアを通じて配信・普及いたしました。 

4つ目ですが、その時に取材をさせていただきました、井上様の従業員の方を含

めた外国出生の方で日本の結核治療を経験した方たちに、日本で医療を受けた上で

の課題とかニーズ・提言というものを、インタビューを通じて語っていただき、そ

れをビデオにまとめまして、保健医療従事者向けの教材の作成に取り組んでおりま

す。（このスライドのイメージは）治療経験をしたベトナム人スタッフの経験談を

配信させていただいた Facebook 記事から切り取ったものです。これまでにもベト

ナム出生の方が、日本でどんな結核治療を受けて課題を克服していったのかという

記事があり、今回は特に治療と仕事の両立に支援的な職場をご紹介させていただい

たというところが非常に新しい記事の切り口となりました。ベトナム語で主にコメ

ントとか質問が寄せられています。「結核についてのこうした意識を高める記事を

ありがとう」「彼女の周りにこのような愛情深い人達がいることは素晴らしいです」
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というような非常に前向きなコメントが寄せられております。 

そして、その時に取材をさせていただきました従業員の方を含めた経験談を語っ

ていただいたビデオの様子です。彼女自身も日本語は普通に一般的な会話はできる

方です。「医療通訳がいない医療機関を受診して、結核と言われた時に、結核の意

味がわかりませんでした。専門用語がわからないので、自分の病気の状況について

自分自身がいろいろと質問を具体的にすることができなかった。私は自分がどんな

病気にかかっているのかをただ知りたいだけなんです。」と、医療通訳のニーズが

あるということを語っていただいた。他の結核患者さんの中でも、課題が複雑にな

るほど、自分の病状ですとか取り巻く環境を理解できていないケースが結構見られ

ます。医療通訳がないために医療従事者とのコミュニケーションの欠如が見られる

ことが多いです。医療通訳の活用普及の啓発を引き続き進めていきたいと思います。 

 

（メンバー 井上氏） 

私のところは外国人に対して興味を持っているが、結核という病があるというこ

とを、意識している方がいなかったので、知っていただくことが大切であると思い、

前回ワーキンググループに参加させていただいて、李先生に、ぜひお話いただきた

いな（とお願いしました）。私も、経営管理部が結核で困っているということがあ

り、本人さんも困っている人がいて、自分の経験がお役に立てるならということだ

ったので、李先生に取材もしていただいた。私たちもできる限りご協力させていた

だくことが外国人の方の隠れたって言うとおかしいですけれど、あまり表には出な

いかもしれないですけど、協力させていただいています。 

 

（メンバー 李座長） 

 引き続きぜひ外食産業協会では井上様もいらっしゃいますので、他の産業の中で

もモデル的な立場で、一緒にコラボレーション推進に進めさせていただければ幸い

です。 

 

（メンバー 井上氏） 

大阪市のゲーム方式ですが、ちょっとびっくりしてしまった。 

このゲームは、対象者は誰がどういうふうな形で、誰がこれをそもそもするんです

か？ 

日本語学習で使うとすると、問いを外国人がわかる言葉に変換して、よりやさし

い日本語に変換しないとゲームとして形にならないのかなとは感じたんです、非常

に良い取り組み、面白いなと思ったんですけど。 

業界の方でもこういうことをしてくださいよっていうツールとしては面白い取

り組みだなと思ってちょっと聞かせてもらった。 
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（事務局 米田） 

 ありがとうございます。おっしゃる通りです。 

結核に関するクイズをベースにしましても、やさしい日本語に近いように作って

いますが、漢字もいっぱいですし、内容をもっとやさしい日本語にすることと、日

本語学校の教材からは離れるのですが、多言語にできれば、啓発になるのではない

かと考えている途中段階。参考にさせていただきたいと思います。 

 

（メンバー 井上氏） 

 今のお話に関連するが、やさしい日本語で取り組んでいるラップが、大分広がっ

てきている。やさしい日本語をラップで作られて、いろんなところで使われている。

そういう形の斬新な取り組みも一緒に取り入れて、やさしい日本語のラップバージ

ョンを、結核の歌バージョンじゃないけど、ひょっとしたら何か面白い感じの広が

りでもあるのかなみたいな気はしました。 

 

〇オブザーバーからの活動紹介 

（オブザーバー 三杉氏） 

大阪府では以前より、結核高まん延国からの入国の外国人が増えていることと大

阪万博を控えていることもありまして、外国人の結核対策を最優先事項として取り

組んでいるところです。 

まずは外国人患者にお渡しする文書を、多言語化するところからスタートしまし

た。 

高まん延国からの入国者をターゲットにしますので、ベトナム語、インドネシア

語、ネパール語、中国語、フィリピン語、英語の 6か国語で作っております。この

6 か国語で、大体統計上は 90％ぐらいの外国人患者をカバーできると思っていま

す。入院案内は外国人患者が結核病院に入院した際に、病院職員からお渡ししても

らうことになっています。入院する理由であるとか、入院する期間、外国人でも公

費負担制度が使えることをお知らせしています。服薬手帳も、これは薬を飲んだ日

に手帳のカレンダーに丸をつけてもらうようにしまして、薬の服薬の習慣ができる

ようにしています。入院案内と服薬手帳は大阪府内の結核病院 5病院にお送りして

おります。 

次に入院勧告書や就業制限通知書は、今までは外国人用のものがありませんでし

たので、これを多言語化しまして、結核事務処理システムから簡単に印刷できるよ

うにしております。これには入院しなければならない理由であるとか、入院に対し

て異議申し立てができることをお知らせしています。ＱＲコードをつけまして、大

阪府の結核ページが見られるようにしています。結核のホームページも、結核の治
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療であるとか、公費負担の申請方法、それから保健所への行き方などを情報提供し

ています。結核のパンフレットをダウンロードできるようにしています。結核パン

フレットは、4種類ありまして、去年の 2月に、大阪府内に 214か所外国人技能実

習生監理団体があり、入国時の講習でこのパンフレットを使ってもらえるようにお

願いしております。ホームページへのアクセス方法であるとか、スマホで見てもら

うようにＱＲコードを印刷した文書を監理団体の方にお送りしました。 

それから、このパンフレットのダウンロード数は、令和 3 年の 2 月から 12 月ま

でに 1万件以上のダウンロードがありました。6言語を合計して 1万件なので、ベ

トナム語とフィリピン語と英語のパンフレットが大体全体の 7割を占め、中国語が

最近少なくなっています。 

結核健診の勧告書と健診の案内状というものを多言語化しまして、これは結核の

治療が終わった結核患者さんとか、あと濃厚接触者の方への健康診断の案内を送っ

ております。母国語での案内を送るのはいいのですが、大阪府の管轄保健所は健診

日を予約してもらわないと駄目なので、外国人の方には自分のスマートフォンでこ

の案内状のＱＲコードを読み込んでいただき母国語で書かれた予約フォームを開

いてもらって、ここで希望する健診日を選んでもらって、送信ボタンを押しますと

保健所にメールが届くようになっています。予約フォームからメールを送信します

ので、メールアドレスを持っていない人でも、連絡できるようになっています。技

能実習生の方とか、メールアドレスを持ってない人っていうのが結構多いです。い

ろんなことに使えるツールかなと思います。 

入院案内と服薬手帳はオール大阪で共通のものを使っておりまして、作成にあた

りましては大阪市の皆様や中核市の皆様にもご協力をいただきました。 

これが結核のホームページです。6言語で作っており、パンフレットを電子媒体

にして貼り付けることで印刷代がいらなくなったというメリットもありました。こ

のパンフレットは紙でも用意しているが、この一番上のパンフレット、「結核につ

いて知ってください」は、1冊当たり 700円もコストがかかっています。電子媒体

にすることによって、ホームページに張りつけておけば、監理団体にお願いすると

きも、依頼文書とホームページのアドレスをメールで送れば、スマホとかパソコン

で読んでもらうことができますので、お互いに手間とコストがかからずにすみます。 

 

（オブザーバー 大野氏） 

大阪市の多文化共生の行政としての取り組みの方向性をお話したいと思ってい

ます。 

 まず外国人住民の状況でございます。令和 3年 9月末現在で大阪市人口 273万人

中、外国人住民が 14 万人います。比率的には 5.1％で、20 人に 1 人が外国人住民

というところで、政令市の中でもトップの比率になっております。 
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韓国・朝鮮籍の方が 10 年前では 6 割を占めて、今は 4 割になっています。その

代わり中国、特にベトナムの方が急増しておりまして、10年前は 1％満たなかった

ところが、今や 13％になっています。 

在留資格について、大阪は昔から留学生が多かったが、技術・人文知識・国際業

務、家族滞在と技能実習が最近は増えています。 

特定技能の方が、建設業とか、あと人手不足といわれる介護部門とかが増えていく

んではないかと思っております。 

年齢別は、20 代 30 代が合わせて 5 割。外国人の方が 20 人に 1 人っていう状況

と、平成 31 年の 4 月に入管法が改正され、特定技能というのが創設されました。

国でも外国人材を受け入れるという表明のもと、大阪市でも、令和 2 年の 12 月に

「多文化共生指針」ということで、行政として取り組むべき方向性を示したものを

作りました。 

それぞれの施策の分野で多文化共生の視点を施策に取り入れていくということ

で、部署を横断した組織を作った上で多文化共生の推進をしております。 

ワクチンの接種の関係とか給付金の関係など、新型コロナウイルスの関係のメニ

ューをやっているのですが、ホームページで掲載しているんですけども、情報が届

いていないのではないか、届いているかどうかそれさえ我々わかっていない状況で

ございます。ニーズもわからないというような現状になっています。 

また、まちづくり、地域づくりに関しましては、地域住民の方と外国人住民の方と

のコミュニケーションも図れていない。 

 現状問題の方を解決していくための課題という形で、ホームページで、すべての

方に情報を届けようというのは土台無理なことなんで、そういった個人個々のニー

ズを届けるというよりは、外国人を支援する団体やそれぞれの国のコミュニティが

あるわけですから、そういうところときっちり繋がりを持って、ネットワークを作

って、そこのエリアで情報を届けるといったことと、政策を取り組んでいくに当た

りましては、外国人に寄り添った支援ができてないので、多文化共生の視点を今や

っている政策の中に、意識した形をちゃんと入れていく。 

事業連携の協定を結んだ株式会社 YOLO JAPANにいろいろな行政情報を提供して、

そこから発信していただく。逆に YOLO JAPANから大阪市には、会員のアンケート

やニーズをいただく。ごみ出しのこと、あと交通ルールやマナー、国民健康保険を

YOLO JAPAN さんのホームページで掲載して、施設に来ていただいた方に直接レク

チャーいただく。こういった事業連携をしています。 

ガイドブックを作りました。このガイドブックは、今住んでいる地域住民、日本

人向けのガイドブック、外国からこられた方にどう接していこうかというようなこ

とを、読んでもらって、接していくストーリーにしています。 

外国語がしゃべれない場合は指さしツールを使った形式も掲載して、このツール、



12 

 

しゃべれなくても、会話ができるように、そんなガイドブックになっています。 

最後に大阪国際交流センターです。 

通称アイハウスということで、大阪市の地域国際化協会にも位置付けられている。 

いろんな取り組みをしていただいています。具体取り組みは、外国人のための相談

窓口ということで、英語、中国語、韓国・朝鮮語、ベトナム語、フィリピン語の５

ヵ国語で相談窓口をしていただいて、生活、行政手続きや法律など、いろんな分野

の相談を行っています。動画をいろいろ作り始めています。それぞれ外国人から見

た目線で、動画で載せています。 

 

（メンバー 李座長） 

本日は情報発信を中心に自由に議論を進めていきたいと思います。 

大阪府様と市民局様から、情報発信のあり方・ご発表された内容について、まず

は自由にご質問とかご意見があれば伺いたいと思います。 

 

〇情報発信についての意見交換 

（メンバー 笹川氏） 

監理団体の方に展開されたということなんですけど、どのような形でご案内をさ

れたんでしょうか。 

 

（オブザーバー 三杉氏） 

依頼文書で、それぞれ入国してすぐに入国講習をされると聞いておりましたので、

その中でも資料として、パンフレットやホームページがありますので、これを使っ

ていただけませんかということで文書での依頼です。その中にそのホームページへ

アクセスしやすいように、各国語のＱＲコードを印刷したものを一緒に入れまして、

それを郵便で文書と一緒に、お送りしました。 

 

（メンバー 笹川氏） 

わかりました。実際ご活用の反響ですとかそういったものはいかがでしょうか。 

 

（オブザーバー 三杉氏） 

2 月からずっとアクセス数が増えまして、今 1 年間で 1 万 1000 件ぐらいのダウ

ンロードあったのでまあまあ見ていただいてるのかなあと思っております。 

 

（メンバー 笹川氏） 

ありがとうございます。 

技能実習生もインドネシア出身ということがありまして、結核にかかる方がそこ
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そこいらっしゃる。やはり、結核に罹患した場合は、管轄の保健所の方、市町村の

保健所の方にお世話になりまして、いろいろ書類で案内をいただくんですけれども、

大阪府のようにオール大阪で統一した資料があって、各言語別、それから手順別に

資料が準備されているというのは非常にこちらとしてはありがたいですね。 

私どもの方は職員が通訳をしたりですとか、翻訳の資料を作ったりするんですけ

れども、きちんとこうした行政の方で完備していただいて、これを提供いただける

ってのは非常にありがたい。こういった資料があるご案内をしていただければ非常

にいい形での手順ではないかなというふうに感じました。 

 

（オブザーバー 三杉氏） 

確かにおっしゃる通り、一つでいいと思いますね。 

行政、国でしてもいいし、結核研究所の方に、結構資料がたくさんあるんですけど、

大阪府の中でも保健所によって結核健診への呼び方とか委託のところであるとか、

所内に来てもらうとことか、やり方がいろいろルールっていうのもあって、どうし

てもオール大阪でやれるところとできないとこある。でも基本は一つでいいと思い

ますし、それが統一してできたらいいなとは思います。 

 

（メンバー 笹川氏） 

私どもの方は結構結核になる実習生の方が多いので、結核予防会さんの方とも連

携をしながら対応しているところですけれども、最初のうちは、何をどうしていい

かわからない。結核の患者さんが出ると、次はじゃあどうすると、これが正しいの

かどうかわからない。で 2件目が発生すると、前と違うような気がする。ご指示が

違う気がする。もちろんその症状ですとか、シチュエーションによってはいろいろ

ご指示が変わるのは当然ですけれども、そういったところがわかりにくいので、何

かマニュアルがあるといいのかなというような感じも受けました。外国人の方の理

解もなんですけれども、周りでサポートする日本人の方々にもわかりやすい案内を

していくということが重要に思います。 

 

（メンバー 李座長） 

ありがとうございます。 

今、最後に笹川様がお話しされた、結核患者さんが外国生まれの方だった場合に、

こんな場面では何をするか、というような手順は、とおっしゃいました。場面に応

じた取り組みの紹介については、1例ですけども東京都が多言語で、複数の場面に

応じた動画配信をしておりまして、活用できるツールではないかと思いました。 

ただ今回大阪府の三杉様からご紹介いただいた結核パンフレットが、昨年 1年未

満で 1 万件以上もすでにダウンロードされているということが本当に素晴らしい
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普及効果と思いました。ご紹介ありがとうございます。あとは各地で、バラバラに

パンフレットを作らなくてもどこか一つで作る、効率でというご意見をいただきま

したが、（三杉様ご紹介の）結核パンフレット、入院案内、服薬手帳ですとか、ホー

ムページ上で、公開されていて、各地からもアクセス可能なのでしょうか。 

 

（オブザーバー 三杉氏） 

おっしゃる通りです。 

 

（メンバー 李座長） 

素晴らしいですね。ご紹介ありがとうございます。 

他の委員の皆様から、大阪府そして、大阪市の取り組みについてご質問、コメン

ト等ございますでしょうか。 

 

（メンバー 井上氏） 

どうして行政機関の資料っていうのは、欲しい時にすぐに行き着かないのか。 

ダイバーシティの取り組みは、いろいろ取り組んで、話聞いたりさせていただい

ている。先ほどお話があった日本人のガイドブック、日本全国いろんなとこで活動

しているんですけど、知らない。 

確かに YOLO JAPANさんもたくさんの情報をお持ちだと思うんですが、いろんな

団体さんからとかいろんな形で情報をお取りにならないとビジネスになってしま

う部分とかって発生するので、知ってもらいたいけれども、自分たちの情報を知っ

てもらうと、逆にビジネスにならないっていうそういうジレンマがあって、なかな

かそこは、形にしようと思っても形にならない。 

ビジネスと、本当に知っていただきたいっていうその辺のジレンマは多分ある。

特に行政の方からするとその辺は大きいのかなあと感じる。 

外国人のことに関してよく感じるのは、雇用に関する適正っていうのは何を基準

に皆さん適正と思ってその事業を作ってはるのかというのと、何をもって適正な生

活が送れているのかっていうのは、すべて日本人のスタッフの考え方で外国人のこ

とをはめこんでいる形なんですよ。 

でも、本来は外国のことは外国人の素晴らしい方が実はいっぱいいるのに、それ

を登用して活躍してもらうっていう部分が、でき上がっていないと思う。 

何を正しくて、何がっていうことを一定の基準みたいなものがないと、他にお願

いされると企業さんはどうしてもその企業のビジネスで考えはるっていうのがあ

るんで、ちょっと大阪市さんの取り組みは偏ってはるなみたいな気は聞いていて思

いました。ダイレクトに、こういう場では意見交換をさせていただいた方がいいな

と、ちょっと失礼かと思いますけど、意見させていただきました。 
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（オブザーバー 大野氏） 

商売にならない形で、何とか企業さんの名前を出して、やっている部分がある。

そこは商売に、行政が偏っていると思われると思います。 

あとですね、人口が減っていく中で、外国の方も一緒にやっていかな仕方ない。

いわゆる、エンパワーメントにいうところを着目したら、災害時にちゃんと助け合

いができる繋がりが持てる、外国の方も、地震も知らない国の方もたくさんいらっ

しゃる中で、きちんと命が助かるような知識をきちんと、我々が伝えて、行政が伝

えるのも限界があるんで、やはり隣近所の方々が一緒になってやっていく、地域の

ために、ミクロなデータもこれから示しながら行政の方で、ちょっと動き出してい

きたい。 

 

（メンバー 井上氏） 

1点だけちょっといいですか。どうしてもちょっとごめん一つだけ引っかかった

言葉があったんで失礼になったらごめんなさい。何かお話の中でそもそも仕方がな

いと言葉で入れた。仕方がないからやってる話は、多文化共生であったりとか、外

国人のことについては仕方がないからやってるんではなくて、やっぱりこれからの

日本社会として取り組んでいく中で、ダイバーシティ、いわゆるインクルージョン

この辺のところって非常に大切なことになってくる。で、どうしても少なくなった

から仕方がないから何かを作っていかなっていう表現は、多分誤解を招くのかなと

思って、聞き取りの違いやったら失礼なんですけど。 

 

（オブザーバー 大野氏） 

すいません日本人が少なくなってくることに関して、これから支え手いなくなっ

てくるというところで、言葉じりが足りなかった。 

 

（メンバー 井上氏） 

人が足りないから来てもらうっていうんではなくて、確かにそれを国の制度とし

てはあると思うんですけど、外国人の方たちって基本的には出稼ぎに来るっていう

タイプの子と、やっぱ日本で自分の新しい生活を作っていきたいという子がいてる

ので、やはり行政さんとか我々がこういう形の中で、やっぱりインクルージョンと

いうなんか包括的なのをしっかりとしていく。どうしても人がいないから、外国人

をあてがってなんかっていうふうな発想になっちゃうと、何か勘違いを起こしてし

まって、特定技能の制度に関しても、特定技能１号に関してはどうしても、家族単

位では駄目だとかそういうふうなことになっているんですけど、外国人に対する見

方考え方っていうものに対して、もう少し、組み方をしているところは必ず意思統
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一する。日本にいたら活躍してる外国人の方たちがそういうふうな場で発信できる

ような環境を整えてあげるっていうことが大切なんです。役職に外国人の方々がつ

いていくというのはまだ日本にはないので、企業さんの中で取り組める、また行政

さんの中で取り組めるのでは、積極的に、取り組んでいただければ、業界としても、

お役立てっていうのは非常にしやすいかなと思っています。ちょっと偉そうに申し

訳ないです。 

 

（事務局 永石） 

結核に感染してやってこられて、ここで発病して欲しくないけど発病してしまっ

てそれをなんとか支えるっていうようなことを負のイメージをしてきたが、本当に

ベースにある、日本が好きだという思いをそのまま持っていただくために何ができ

るかっていうことを考えていくことが大事だなっていうところを、このワーキング

の第 1回のセッションで、すごく感じたところです。本当に今日いただいたご意見、

もっともなことですし、オブザーバーに市民局にご参加いただいた甲斐があったな

と思っております。古川先生、人権の関係とか、実は李先生とも、「在留資格が喪失

するとかじゃない、不法滞在ではなく、滞在超過という表現でないとおかしいんじ

ゃないか」というご指摘をいただいた。 

 

（メンバー 李座長） 

超過滞在ですかね。 

 

（事務局 永石） 

超過滞在ですね。そういったような表現自体にも考えていかないといけないとい

うご意見をいただいた。何か今までお気づきのこととか情報発信の時に気をつける

べきこととか（ご意見いただけますか） 

 

（メンバー 古川氏） 

結核に限らずいわゆる、法律、日常の問題的なところに関して困ってる人たちが、

我々大阪弁護士会として法律相談やってますから行きますって話をしても、なかな

か本当にそれを必要としてる人たちにまで届かない。 

例えば実際あったのはシリアの人たちが集住しているような場所があって、実際

に困っていることもあるだろうということで、我々の方が積極的にシリアの方たち

の支援を、法律相談で、日本で支援できることがないかということで行こうと思っ

ても、なかなか、そこに繋がらない。ようやくいろいろ探して、そこの地区のいわ

ゆるその取りまとめみたいな人に行き当たって、話をして、そこでなんとか、繋が

った。それで出張の法律相談を実施できたということもあった。そういったところ
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に住んでいる外国人の方はまさに、おそらく、そこのコミュニティの中で完結して

しまっているので外に情報を求めないっていうようなタイプの方がかなりいらっ

しゃるのではないかと思う。そういう方は、おそらく、日本語のウェブサイト、も

しくはウェブサイトが仮に外国語対応していたしても、そういうところにあんまり

見に行かないっていうことが結構あるのかなと思っています。 

確かに結核予防という観点から、特にその外国人実習関係の監理団体等の、まず

は大きなところから押さえていくということが非常に効果的だと思うんですけれ

ども、そこから漏れていく人達というのも存在するというところを認識しないとい

けないと思います。別に答えを持ってるわけじゃないんですけれども、そういう外

国人の方もいらっしゃるということを踏まえると、そういうところに対応できると

なったら、もう地元に詳しい区役所等の担当者レベルでしかわからないと思うんで、

そういう人たちとも積極的に連携して、できる制度を考えるということを、今後の

検討課題として考えられた方がいいのかなと思います。 

 

（メンバー 李座長） 

今重要なキーワードが二つあったと思います。 

必要な人にその支援の情報が届かない、ということ。あと、支援から漏れる人達

がいるということで、やはり現場から見えていらっしゃる課題をここで共有してい

ただけたということをもって、ぜひ、そういった二つのキーワードを軸に、じゃあ

どうしたら、私たちが必要な人に、必要な支援を届くようにできるのか、というこ

とを少し掘り下げることができたらいいなと思いました。 

本日、私達は外国出生の結核のワーキング会議ですので、例えば結核の疑いがあ

るもしくは長引く症状があって、本当は病院に行きたいんだけれども、病院の行き

先がわからなくて困っている外国の方がいるとしましょう。その人達にそういった

時にどうしたら、支援が届けられるのかなっていうことをぜひこの機会に、皆さん

と意見を出し合うこともできたらと思います。 

 

（メンバー 井上氏） 

今の外国人の方と接していて思いますが、文字はあんまり読まないんですよね、

皆さん。長い（文章）のは基本読まないんですよ。だから、基本的には今 TikTokと

か YouTubeであったりとかそういう動画関係は今の若い子は見るんですね。先ほど

データにあったように半分の人たちが 20 代 30 代、20 代からそれぐらいで半分の

方がそうやということであれば、やはり若い人たちが一番見る、動画サイトであっ

たりというのは、我々の感覚で作るんではなくて、外国人の若い子たちに、現に学

校さんでそういうことを取り組んでもらうとか、学校さんで取り組んだものを学校

さんでしっかりと広めてもらう。学校さんが結構キーワードになっていると思う。 
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 海外の子たちが来た時に学校さんとか、また技能実習生であれば監理団体さんが

関わる。きっちりとその情報を掴み拡げるような形っていうのが、でき上がってい

れば、共通でこれみんな使いましょうとなる。やさしい日本語のラップみたいなも

のや先ほどのビデオゲームでもいいですけど、共通でみんなこれ使いましょうって

いうふうなことを、文部科学省と何かが、学校、学校関係に対して、これ使ってく

ださいみたいな。 

海外では日本語学習に「みんなの日本語」を使っている。どこの国に行っても、

「みんなの日本語」を学習に使っている。いろんな国に行って学校回った時に、何

だこれはみたいな。海外では国をまたいで同じ資料を使って同じような形で指導で

きるのに、日本に来ちゃうと、どうしてもそれができなくなる。だから、結核にピ

ンポイントで合わせるんであれば、これを使ってくださいという形でも学校さんに

教材として文科省から、担当に対して発信すると、一番、広がりやすいのかなって

いう気はしました。 

技能実習に関しては厚生労働省なんで、厚生労働省からも出してもらうと。 

そういうことを保健所の方から発信してもらったっていうふうな形をしないこと

には、なかなかこう、下の方ばっかりで自分たちが活動しても、いろんな資料ばか

りができてしまって、バージョンアップするにしても時間がかかってしまう。でき

る限り、学校関係もしくは技能実習関係の方にこれを使ってくださいということで、

相当な広がり方はするんじゃないかなと思います。 

 

（メンバー 李座長） 

動画サイト、今出てきたのが外国の方がよく見る、20代 30代の方が多いと、自

分の母国語の動画サイトを通じて情報を日頃からスマホで入手される方もいると

思います。冒頭で私から井上様とのコラボの中で、井上様の従業員の方の記事を発

信したサイトも、在留ベトナム人向けの Facebookサイトでして、Facebook 上にニ

ュースのような情報だけではなくて、動画、ショートムービー的な動画でニュース

を発信しているというところで結構若い方たちが、やはりそういったものに短時間

でも、シンプルなメッセージで、見やすい、というところが、結構浸透しやすい点

なのか、と思いました。 

 外国の方の所属先ベースで、情報を共有すること、それが重要だと思います。学

校であったり、実習先の実習現場であったり、あと仕事されている方ですと職場で

す。そういった所属先の方たちを通じて必要な情報を発信するということも、引き

続きこの外国出生のワーキンググループのメンバーが、それぞれ実際に関わり、

様々なバックグラウンドを持っていますので、引き続きいろんなコラボレーション

のあり方があるのではないかなと思いました。 

私自身も特にベトナム人向けのコミュニティの中に、ベトナム人からベトナム語
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でどうベトナムの方に役立つ結核情報を発信するのか、と取り組んではおります。

先日、大阪の中で、非常に体調を崩されていて、病院に行きたいけれども、保険が

なくて病院に断られてしまったケースがありました。その方の場合、誰に支援を求

めていいのかわからない中、ベトナム人の中で、ＳＮＳを通じて、お寺のベトナム

人僧侶の方がＳＮＳベースで他県から、大阪にいらっしゃるベトナム人の医療アク

セスを支援していた。その方（僧侶）は、やはり他県にいらっしゃるので、大阪市

内で、誰に相談を求めるのがいいかわからないということで、ＳＮＳ経由で、当方

が関わっている TB アクションネットワークに繋がりました。私の方から、保健所

にもご相談をさせていただいたりということで、どこに支援を求めるべきか、やは

りコミュニケーションを通じて、支援につなげることが、非常にタイムリーに必要

と思いました。 

その中でつまり、当事者自身が支援先がわかりづらい、ということだったり、支

援をする方が、どこに相談をすればいいのかわからないというようなこともありま

すので、両者がどういったチャンネルを通じたら必ず支援につなげていくのか、と

いうことを、情報発信する側も、対象を明確にして整理していくこともキーワード

ではないかなと思います。 

入管の立場からいかがお考えでしょうか。 

 

（メンバー 檜垣氏） 

情報発信というところは難しい問題だと思う。いろんなところでいろんな情報が

まざっていてなかなか、大切な情報に届かないというところが確かに問題というと

ころでございます。 

我々の取り組みといたしましては、入国管理局の方のホームページに、多言語で、

いろいろな、保険ですとか生活ですとか、災害時の対応ですとか、そういったとこ

ろにアクセスしていただけるガイドブックを公表しておりまして、こちらの方の広

報の方は、いろいろな各都道府県さんですとか、市区町村さん地方公共団体さんで

すとか、あと外国人を支援されている国際交流協会さんですとかＮＧＯさんのとこ

ろ、訪問させていただいた際に、広報をさせていただいておりましてこちらにアク

セスするといろいろな情報を参照したり、あと相談場所についても見ていただくこ

とができますということで、広報をさしていただいている次第でございます。 

大きなコミュニティなかなかすべてを網羅されているコミュニティというのは、

なかなか難しいんですけれども、そういったコミュニティの方にも、できるだけそ

ういったことの情報を見ていただいて、ご参考にしていただければということを、

広げていくという活動をこれからもしていくべきなんだろうなという風に感じて

おります。 
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（メンバー 李座長） 

 入管さんの方で、多言語で様々な情報発信に取り組んでいるということと、ベト

ナムコミュニティでの普及ということにも少しご関心を持っていただけたようで

すので、ぜひ今度、ベトナムの Facebook メディア向けに、檜垣様と一緒に何か情

報発信をさせていただくコラボができたらすごく嬉しいなと思っております。 

 

（メンバー 李座長） 

 時間が少し迫ってきておりますが本日前半からのお話を含めまして、まだ何か追

加でご質問、コメントとかなどはございますでしょうか。 

 

（メンバー 井上氏） 

大阪市市民局さんの方に質問なんですけど、入管で資料を作っているのにもかか

わらず、またその大阪市さんはなぜそういうのをお作りになられてるっていう。そ

れはなぜそういう違うものをお作りになられるということになったんですか。 

たぶんおそらく他の都道府県とか、市町村でも入管さんが作ったものがあるのに、

このようなものを作るということは、一つに集中すればいいものが、いろんなとこ

ろでいろんなのを作るから、結局分散するので、欲しいものに行き着かないという

結果に繋がってしまうような気が単純にした。 

 

（オブザーバー 大野氏） 

そこも国の情報とか、都道府県の情報とかっていうのは、我々実際に参考にさせ

ていただいて、ダイレクトに使う部分もございます。大阪市のほうでは、外国人に

お願いするルール、こんなんですよとかいうことじゃなくて、日本人が、外国人に

教えるっていうところの視点がなかったもんで、そっちを今回は作ろうというとこ

ろがその目線というか、それがちょっと違う部分があるのかなというのが今回のガ

イドブックだけをとらえるとなります。 

 

（事務局 永石） 

 支援者視点っていうのは新しいところだなと思っている。入管さんのホームペー

ジに支援者向けのところがあれば、大阪市の方を少し見ていただいたりするような

形での連携ができると、またプラスアルファの情報になる。 

 

（メンバー 井上氏） 

東京の方に FRESCという東京入管さんがしてはるところがある。FRESCさんに聞

いたらどうなのかなってちょっと難し目のご質問をさせてもらったんですね。 

そしたら、FRESC さんに聞いたら入管さんに聞いてくれと、入管さんに聞いたら
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FRESCさんに聞いてくれと、なんじゃこれみたいな。いや、どういうことみたいな

ことで。また大阪入管さんに聞いたら、これは大阪入管では判断できない。何なん

だこれはみたいな、行政としての立場が上か下かのその辺の僕はちょっとわからな

いんですけど、そういうのがあって広がりにくいのかなっていう感じはちょっと受

けたというのがあります。 

 

（事務局 永石） 

スタートは一緒でもいろいろとプラスアルファになってきて、違う部分がたくさ

んあるのかなと思う。例えば日本語学校向けに私どもは、簡単なリーフレットを多

言語で作りました。それは先ほど先生からご質問いただいた「結核かなと思ったら

どうしたらいいんだろう」「結核の治療が開始されたらどんな制度があるんだろう」

と一般的にも使えるようなものが入ったもので、簡単に見ていただいて、日本語学

校の先生方にご理解いただければ、ご本人も見たらわかるようなものです。こちら

は今、結核研究所で集約いただいているホームページがあります。そこをベースに

して、いろんなところがいろんなものを作り、ここを見ればわかるというところま

ではでき上がっている。ただし、それを見ればいいということを知っているのは市

町村の担当者レベルです。結核研究所のそこに辿り着く市民の方でいらっしゃるの

かっていうところは課題であると思う。三杉総括もおっしゃったように、データで

作ってホームページ上に掲載することができれば、次はアクセスの仕方を多様にネ

ットワークでいろんなところであってもどっかで引っかかって見ていただければ

いいというのも、一つの方法かなと。その中で、特にコミュニティの中にそのアク

セスしていただけるところは非常に少ない。外国のコミュニティの中で、そこにア

クセスする入口は少ないので、それを何とか広げていくにはどうすればいいかって

いうところは課題かなと思います。 

 

（メンバー 李座長） 

市町村、各地で地域の実情に応じて作られるパンフレットですとか、情報発信の

あり方があると思うんですけども、結核の観点では、今、言及していただきました

ように結核研究所の中でも掲載している部分もあります。しかし、結核研究所のホ

ームページの中でも、いろんな多言語の情報も載せているんですが、結核研究所と

しては保健所職員向け、医療機関向けの情報発信になっている。そういった中で必

ずしもまだ十分に当事者である外国生まれの方向けのサイトとは、まだちょっと検

索しづらいところがあるので、それは各外国生まれのコミュニティの中で、今、TB

アクション（ネットワーク）などを通じて、少しずつ取り組もうとしているような

ところになります。 
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本日のまとめを少し述べさせていただきます。 

まずオブザーバーの方の活動報告や、第 1 回目以降の取り組みから、情報提供に

ついて、ご報告をして活発な議論となりました。メンバー間のコラボも、私自身は

本当に井上様の外食産業協会を含めて、非常にいつもタイムリーに、前向きにコラ

ボしていただけるというところに本当にいつも感謝しております。 

こういった一つ一つのコラボレーションの活動を通じて、この外国出生の結核支

援のワーキンググループで推進していくための、一歩一歩を少しずつ踏み出してき

ている、数か月にもなっているのではないかと思います。次年度については、事務

局とも、検討の上テーマを決めていきますが、今回いただきました様々なアイデア

を基本に進めていきたいと考えております。 

いろいろな分野の方が結核対策や、外国人支援についての取り組みについて、お互

いに情報交換をする貴重な場になったと思います。 

今回のワーキングを通じて、外国人の結核患者が感染者ではなく、社会の一員と

して暮らす生活者であることを前提に、各メンバーとともに、包括的な支援の可能

性を語り合うことができまして有意義（な時間）になった。 

私自身も保健医療分野ですとか感染症分野に取り組んできてはおりますが、この

大阪市保健所から機会をいただいているこのワーキングの中で、外食産業の方であ

ったり、技能実習生を支えるインドネシア協会の方から、そして入管の方、法律の

専門家の方、そして大阪府、大阪市、保健所、そういう社会を構成する多様な機関

の方々とご一緒にこのような意見交換をさせていただくのがいつも常に新鮮な場

と感じております。 

皆様から得られる気づきですとか学びが多いと思っております。 

次年度には引き続き、外国出生の方たちにあった時に、ただちに必要な支援や情

報が行き届くような、そうしたことに向けても、活動を進めていければ、意見交換

も含めて進めていければいいのではないかと思います。 

本日はキーワードが情報発信ということでしたので、引き続き、必要な人に支援

が届き、その支援の輪が繋がっていく。それはもう感染者でなく生活をしている人

のためにという視点で、皆様と一緒に進めていければと思っております。 

 

（事務局 永石） 

李先生をはじめ、メンバーの皆様、長時間ありがとうございました。 

２回のワーキング内容を元に私どもでは外国人結核対策ガイドの副読本を作成し

て参りたいと思っております。今後とも、よろしくお願いいたします。 

ちなみに大阪市の 2021年の罹患率、概数ではありますけれども、17.1。5年間で

18 にするということを 1 回目にお伝えしたんですけれども実際のところは、コロ

ナの影響下の中で、470人の患者さんしかいないというのが実情です。 
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ただし、その中で外国生まれの方は 9.1％を占めまして過去 6年の中で最も高くな

っています。 

入国者の方がいらっしゃらなくても、外国生まれの方にとって結核になるリスク

というのが高いというところが示されておりまして、今後も支援が必要なところか

と思っております。 

 

次年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

  

閉会 


