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主要な分野の医療提供体制 
  

5 疾病 5 事業及び在宅医療以外で、特に重点的に取り組む 6 つの分

野（リハビリテーション、慢性腎臓病（ＣＫＤ）、難病・アレルギ

ー、結核・感染症、臓器移植、高次・救急歯科医療）に関する現

状、課題、施策の方向性を示します。 
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１．リハビリテーション医療について 

●「リハビリテーション（Rehabilitation）」は、 re（再び、戻す）と habilis（適した、ふさわしい）

という言葉から成り立っています。 つまり単なる機能回復ではなく、「自分らしく生きること」や

「社会生活を取り戻すこと」が重要で、そのために行われるすべての活動がリハビリテーションで

す。 

●リハビリテーション医療は、脳血管疾患、運動器疾患、呼吸器疾患、心臓疾患など疾患別に行われて

います。疾患によって身体の不具合の内容は異なり、人によっても変わってくるためです。例えば、

脳卒中により言葉をうまく発することができなくなった人と、骨折で歩けなかったり、動作が不自由

になったりした人では、同じリハビリにはなりません。また同じ疾患でも、患者ごとに重症度や、年

齢なども異なるので、一人ひとりに合ったリハビリが必要になります。 

●特に発症・術後早期から寝たきりを防ぐために急性期病院で開始する「急性期リハビリテーション」

と、急性期治療の終了後、障害が残存し在宅復帰が困難な場合に、障害の改善および生活の再建を集

中的に図り、安心・安全な生活に繋げていく「回復期リハビリテーション」が重要です。この時期に

集中的にリハビリを行うことが、在宅復帰後の生活をいかに不自由なく過ごせるかの鍵を握ってい

ます。 

●回復期後は、生活を維持・向上させ、社会活動や参加に繋げていく「生活期リハビリテーション」と

なります。具体的には、自宅等に戻って、通所・訪問リハビリテーション等の介護保険サービスや外

来でのリハビリに移行します。 

●このように、急性期・回復期・生活期リハビリテーションが適時・適切かつ継続的に実施されること

が、在宅生活の質を左右し、寝たきりを防ぐためにも極めて重要です。  

【図】リハビリテーション医療の流れ 

 

●リハビリテーションは、医師、歯科医師、看護師、介護福祉士、理学療法士や作業療法士、言語聴覚

士、薬剤師、栄養士、歯科衛生士、社会福祉士など、多くの専門職（専門の資格をもったスタッフ）

によるチームによって提供されます。患者が抱える問題を、身体面での課題はもちろんのこと、社会

活動・社会参加など、生活環境やコミュニティーなどの環境についても把握、評価したうえで関わる

ことが求められます。 

第１節 リハビリテーション医療 
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【表】リハビリテーションの種類 

種類 内容 

心大血管疾患リハビリテー

ション 

急性心筋梗塞などの心大血管疾患やその手術後、慢性心不全などの患者に対し

て、専門のスタッフが、運動、食事療法、服薬指導等を行います。 

脳血管疾患リハビリテーシ

ョン 

脳梗塞、脳出血などの脳血管疾患や神経疾患、パーキンソン病など慢性の神経

筋疾患などの患者に対して、筋力トレーニング、言語訓練、摂食嚥下訓練など

を行います。また、病気によって安静にすることで、筋肉の衰え、関節の動き

が悪くなった（廃用性症候群）患者に対するリハビリテーションも含みます。 

運動器リハビリテーション 
急性発症した四肢、体幹の骨折、慢性の運動器疾患などの患者に対して、筋力

トレーニングや日常生活動作の訓練などを行います。 

呼吸器リハビリテーション 

肺炎などの急性発症した呼吸器疾患や、気管支喘息など慢性の呼吸器疾患など

の患者に対して、呼吸介助と呼吸補助筋のマッサージ、呼吸困難時の対処法の

訓練などを行います。 

廃用性症候群リハビリテー

ション 

病気の治療時、安静臥床にすることで、筋肉の衰え、関節の動きや心肺・消化

器機能および口腔機能が悪くなった（廃用性症候群）患者に対するリハビリテ

ーションです。 

２．本県の現状と課題 

（１）患者及び専門職の状況 

●国のナショナルデータベース（ＮＤＢ）によると、平成 27 年度の脳血管疾患等リハビリテーション

の診療報酬レセプト算定件数は次の表のとおりです。 

【表】脳血管疾患等リハビリテーション料の算定件数 （単位：件）  

 職種 長崎 佐世保県北 県央 県南 五島 上五島 壱岐 対馬 

算定件数 11,699 6,855 4,619 2,403 366 243 269 314 

10 万人あたり 2,168.5 2,063.6 1,691.4 1,674.9 923.9 1,020.1 944.1 951.5 

※脳血管疾患等リハビリテーション料(1)から(3)（廃用症候群以外）の算定件数 

●リハビリテーション医療は、医師、歯科医師、看護師をはじめ、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士など多職種が関係し、様々な治療法や訓練などを組み合わせて行われています。  

【表】医療圏別の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の状況（常勤換算 単位：人） 

職種 長崎 佐世保県北 県央 県南 五島 上五島 壱岐 対馬 県計 

理学療法士 714 265 212.4 161 ９ ７ 18 15.7 1,402.1 

作業療法士 413.8 171.4 163.6 95.3 5 3 5 8 865.1 

言語聴覚士 118.9 53 58.4 33.5 - - 2 2 267.8 

※出典：厚生労働省「病院報告」（平成28 年10 月 1 日） 

※常勤換算：その職務に従事した１週間の勤務時間を当該医療施設の通常の１週間の勤務時間で除した数 

（２）ステージ別の現状と課題 

ア）急性期 

●がんや脳卒中、大腿骨頸部骨折、肺炎、心筋梗塞などの高齢者に多い救急疾患等は、急性期治療開始

（又は手術直後）に、並行して早期にリハビリテーションを行うことが、退院後の機能回復に重要で
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あることが分かってきています。患者本人、医療関係者の急性期におけるリハビリテーションの重要

性の理解のほか、急性期において在宅に至るまでの適切な診療計画の作成と、関係多職種による共有

が必要です。 

●急性期リハビリテーションには疾病のリスク管理が必要なため、主治医や看護師とリハビリスタッ

フ等とのチーム医療がより重要です。 

●リハビリテーション計画の作成には、リハビリテーション科専門医の役割が重要になりますが、他の

専門医と比較しても少ないうえ、地域偏在がみられます。 

【表】医療圏別のリハビリテーション専門医の数（平成 28 年 12 月 31 日現在）（単位：人） 

 職種 長崎 佐世保県北 県央 県南 五島 上五島 壱岐 対馬 

専門医数 14 4 2 1 - - 1 - 

※出典：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」（医療施設従事医師数 複数回答可） 

イ）回復期 

●回復期リハビリテーションは、急性期病院の後を受け、寝たきりを予防し、生活を再建して、早期に

在宅に戻ることを目的として提供されます。入院医療機関における急性期リハビリテーションと介

護保険が中心となる生活期リハビリテーションを円滑につなぐ機能も果たしています。 

●中でも回復期リハビリテーション病棟では、特に高齢者の寝たきりになりやすい疾患を主たる適応

疾患として、発症から 2 か月以内に引き受け、集中的（一日最大 3 時間、365 日提供する場合もあ

ります）にリハビリサービスを提供します。 

●離島では回復期リハビリテーション病棟が全くない圏域もあり、地域偏在が課題となっています。 

【表】回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している医療機関（単位：施設） 

長崎 佐世保県北 県央 県南 五島 上五島 壱岐 対馬 県計 

12 1 6 5 - - - - 24 

  ※出典：九州厚生局ホームページ（平成 29 年 10 月現在） 

●平成 26 年度の診療報酬改定において「地域包括ケア病棟入院料」が新設されました。地域包括ケア

病棟入院料を算定する医療機関は年々増加しており、主に急性期後の患者や、在宅からの緊急時の患

者の受入れの機能を担い、専門職による幅広いリハビリテーションを提供することで、円滑な自宅等

への復帰を支援します。 

●「地域医療構想」では、診療報酬データ等を用いて入院患者の状態を分析しましたが、その結果によ

ると、医療機関からの病床機能報告と比較して、入院患者の実態としては、在宅へ帰るための医療や、

リハビリ等を必要とする患者が多いと推計されており、地域格差の解消を含め、回復期機能のさらな

る充実が課題となっています。 

【表】地域包括ケア病棟入院料（入院医療管理料）を算定している医療機関（単位：施設） 

長崎 佐世保県北 県央 県南 五島 上五島 壱岐 対馬 県計 

２2 8 7 7 1 1 2 1 49 

  ※出典：九州厚生局ホームページ（平成 30 年 1 月現在） 
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ウ）生活期 

●生活期のリハビリテーションは、どのタイミングで介入するかが非常に重要なポイントであり、在宅

医療や介護に関わる関係者が、どのようにマネジメントをして、必要なリハビリをどのくらい提供で

きるかが重要になります。 

●高齢化による高齢者独身世帯の増加や過疎化等による地域とのつながりの希薄化により、社会との

関わりが減っている高齢者が増えています。病気や怪我などが原因で活動量が低下すると、日常生活

においては社会活動が減り、入院中であれば「廃用性症候群」という、筋力の衰えや、心身の機能が

低下する障害が生じます。 

●日本老年学会は、要介護状態に至る前で、筋力の衰え等身体的な虚弱だけでなく、認知機能やうつな

どの心理的な問題、貧困などの社会的な問題を含む概念を「フレイル」として定義し、早期発見と適

切な介入の啓発の重要性を指摘しています。 

【図】フレイルの概念図 

  

●生活期リハビリテーションを提供する事業所等では、身体機能の維持・向上にとどまらず、日常生活    

の活動性を高め、生きがいづくりや社会参加を見据えたリハビリテーションを実施していくことが

求められています。 

●県では、県民誰もが身近な地域でリハビリテーションを受けられるよう、専門職等で構成される県リ

ハビリテーション支援センターを県内に 1 ヶ所、リハビリテーション科を標榜する病院が事務局と

なる地域リハビリテーション広域支援センターを県内に計９ヶ所設置しています。 

●センターでは、市町および施設職員、ボランティア等のリハビリテーション従事者に対する研修会の

開催や市町・施設での指導等の直接支援を行うことにより、従事者のリハビリテーションに関する知

識や技術を向上させる等、地域におけるリハビリテーション支援体制の構築を進めています。 

（３）多様なニーズへの対応 

●運動障害、知的障害、発達障害などの障害のある子どもを対象とした小児リハビリテーションは、本

県では、県内の拠点的な施設である県立こども医療福祉センターを中心に、地域の医療機関や療育機

関で行なわれています。 

●最近では、小児リハビリテーションが身近な地域で受けられるよう、各地域での療育機関の整備が進

められていますが、療育機関ごとの体制に差があるため、県内全体ではまだ十分とはいえません。 

●小児リハビリテーションを含め、どの地域にいても生涯を通じて、発達段階に応じた療育を受けられ

 健康な状態 身体の障害等 

要支援・要介護 
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フレイル 

身体的な虚弱のほか、認知
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るよう、医療のみならず保健・教育・福祉が連携して、県内の療育体制の充実を図ることが必要です。 

●認知症に対しては、認知症短期集中リハビリテーション等、中核症状及び BPSD（認知症の行動・心

理症状）の改善を目的にリハビリテーションが行われています。 

●認知症は進行性の疾患であり、リハビリテーションの方法が確立しているとは言い難い実情があり

ますが、その人の状態にあわせて運動療法や学習療法などを行うことで、日常生活の改善が認めら

れ、さらには周辺症状の改善に繋がるなどの一定の効果が見られるという研究結果もでています。 

３．施策の方向性 

（１）各ステージの機能強化と連携の推進 

●県は、医療機関における回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟などの整備に対し支援

する等、回復期機能の充実を図ります。 

●リハビリテーションを提供する関係者は、身体機能を改善することを目的とした機能回復訓練だけ

でなく、活動的な状態をバランス良く維持するための社会参加等の重要性について、県民への啓発等

を行います。 

●入院医療機関は、疾患別の急性期治療を終えた患者が、自宅等に帰った後の「生活」を見据えて、栄

養の摂取や指導、社会との関わり等を含めて、自宅等における生活が継続的に維持できるよう、ステ

ージ別の役割を意識しながらリハビリテーションを提供します。 

【図】リハビリテーション提供にあたってのステージ別の視点 

 

●県は、長崎大学病院およびリハビリに関する基幹病院等と連携し、リハビリテーション専門医等、地

域で必要な人材を確保する仕組みについて検討を進めます。 

●県は、医療情報ネットワーク「あじさいネット」を活用し、がん、脳卒中、急性心筋梗塞等の疾患ご

とに、地域連携パスを電子化し、急性期から在宅まで診療計画の効率的な情報共有を図るため、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士等による情報共有を進めます。 

●県及びリハビリテーションを提供する関係者は、全ての診療科において適切なリハビリテーション

が早期から行われるよう、医療従事者への啓発を行います。また、各段階のリハビリテーションが、

個々の患者の状態に応じて適切に行われるよう、ICT（あじさいネット）の活用など、それぞれのリ
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ハビリテーションを担当する医療機関、介護施設等相互の連携を促進します。 

●理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等のリハビリ専門職とその他の関係職種間において、情報やリ

ハビリテーションに関する知識の共有化を進め、リハビリ専門職が少ない地域においても効率的・効

果的にリハビリテーションが提供できるような体制の整備を図ります。 

●高齢化に伴い誤嚥性肺炎等が増加しており、自宅等での口腔ケアの重要性が高まっています。リハビ

リテーション関係医療機関における歯科衛生士の配置や、歯科医療機関との連携による専門的口腔

ケア・口腔機能の向上を進めます。 

●地域において、リハビリテーション専門職等を活用した介護予防等の自立支援に資する取組を推進

し、たとえ要介護状態となっても、生きがいや役割を持って生活できる地域の実現を目指すため、市

町事業（介護予防事業や地域ケア会議※）等へ参画するリハビリテーション専門職の拡大を図るとと

もに、日常生活圏域単位における、ケアマネジャー等の介護関係者や住民へのリハビリテーションの

普及啓発、かかりつけ医を含む医療機関、介護施設等との連携強化を支援します。 

※地域ケア会議：多職種による個別事例の検討を通じ、高齢者の自立に資するケアマネジメント支援を行うとと

もに、個別事例の検討を積み重ねることで、地域課題を把握し、新たな資源開発などにつなげていくものです。 

●長崎県リハビリテーション支援センターや地域リハビリテーション広域支援センターにおいては、

引き続き関係者を対象として研修会（災害リハビリテーション支援を含め）等を実施し、継続的に地

域のリハビリテーション人材育成を図ります。 

（２）多様なニーズへの対応の充実 

●県立こども医療福祉センターにおいて、小児整形、小児発達、小児神経及び小児心療の拠点病院とし

て、長崎大学病院と連携し専門医の養成を図ります。また、障害児の通所支援サービスを行う事業所

等に対する技術支援を行うことで障害児が地域で安心して生活できる医療・療育体制の整備を図り

ます。 

●高次脳機能障害支援センターにおいて、高次脳機能障害の正しい理解の推進を図るために、従事者及

び関係者を対象にした研修会等を開催するとともに、高次脳機能障害者通所訓練事業の成果をふま

え開発した、家庭及び障害福祉サービス事業所が利用できる標準的なプログラムの普及を進めると

ともに、就労支援を充実させていきます。 

●認知症の人に対するリハビリテーションについては、持っている認知機能等の能力を最大限に活か

しながら、ＡＤＬ（食事、排泄等）やＩＡＤＬ（掃除、趣味活動、社会参加等）など日常の生活を自

立し、継続できるよう推進していきます。 

※ADL：Activities of Daily Living の略で、「日常生活動作」と訳されます。 

※IADL：Instrumental Activities of Daily Living の略で、日常生活動作の範囲でとらえられない、より高度

な生活動作であり、「手段的日常生活動作」と訳されます。 
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４．成果と指標 

（１）成果と指標 

施策の成果 
ストラクチャー・ 

プロセス指標 
直近の実績 

（目標） 
2023 年 

急性期から生活期におけるリハビリ

テーションの提供体制が整備される

こと 

回復期リハビリテーション病棟

入院料を算定する医療機関数 

  24 箇所 

(2017 年) 
30 箇所 

 

最終的な成果 アウトカム指標 直近の実績 
（目標） 
2023 年 

地域において安心してリハビリテー

ション医療を受けられること 

脳卒中患者に対するリハビリテ

ーションの実施件数（県全体人口

10 万人あたり） 

1,894.2 件 

（2015 年） 
2,000 件以上 

（２）指標の説明 

指標 説明 

回復期リハビリテーション病棟入院料

を算定する医療機関数 

佐世保県北医療圏や離島の医療圏での増加を目指します。 

※出典：九州厚生局ホームページ 

脳卒中患者に対するリハビリテーショ

ンの実施件数（県全体人口 10 万人あ

たり） 

・リハビリテーション専門職を中心として、多職種の連携を推

進することで、脳血管疾患等リハビリテーション料の算定件数

の増加を図ります。 

・直近の実績で、県内で最も件数が多い、長崎医療圏の数値を目

標とします。 

※出典：国のナショナルデータベース（ＮＤＢ） 
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まん 

 ま 

１．慢性腎臓病（CKD）について 

●慢性腎臓病（CKD）とは、慢性腎炎、糖尿病性腎症、腎硬化症といった腎機能の低下をもたらす疾

病を包括する疾患概念です。具体的には、腎臓病の働きが低下する（eGFR が 60ml/分 1.73m2未

満）、あるいは蛋白尿を認めると言った腎臓の障害が慢性的に認められる状態をいいます。 

●また、CKD は 末期腎不全の予備群であると同時に、脳卒中や心筋梗塞等のリスクを高めます。加

齢とともに腎機能は低下しますが、その進行には生活習慣が強く関わっており、生活習慣の改善や

薬物療法等によって進行を抑えることが可能な疾患です。 

●人工透析導入直前まで自覚症状が乏しいため、本人が気づかない場合や、健診等で異常を指摘され

ても医療機関を受診していない人が多いと言われています。 

２．本県の現状と課題 

（１）腎不全による死亡 

●本県の腎不全による年齢調整死亡率（人口 10 万人対）は男性 7.9（全国 7.3）、女性 4.2（全国 4.0）

で、男性が高く、男女ともに全国並みです。 

【グラフ】腎不全による年齢調整死亡率（男性）  【グラフ】腎不全による年齢調整死亡率（女性） 

   

 ※出典：厚生労働省「人口動態統計」 

（２）人工透析患者の状況          

●慢性人工透析患者数は年々増加しており、

新規人工透析導入患者数は 500 人前後を推移

しています。 

 

 

※出典：長崎県腎不全協会統計調査事業データ 
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【グラフ】本県の人工透析患者数の推移（単位：人） 

  
※出典：長崎県腎不全協会統計調査事業データ 

※毎年度 4 月 1 日現在の患者数 

●人工透析導入の主要原疾患は全国と同様に糖尿病性腎症が最多です。近年、糖尿病性腎症に加え、腎

硬化症が増加傾向です。 

【表】長崎県における慢性人工透析患者の主要原疾患の割合の推移 

 

※出典：長崎県腎不全協会統計調査事業データ 

（３）慢性腎臓病（CKD）患者の状況 

●全国で成人の 8 人に１人が CKD であると推定されています。 

●腎機能低下（eGFR60 ml/分1.73m2未満）が認められる20歳以上県民の割合は、推計で男性18％、

女性 13.9％です（平成 28 年度長崎県健康・栄養調査）。 
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（４）地域連携体制 

●CKD の重症化を予防するため、特定健診等で検尿異常や腎機能低下を早期に発見し、重症化のリス

クであるメタボリック症候群への保健指導とかかりつけ医への早期受診、また重症度に応じ専門医

と連携した診療ができる地域づくりを目指しています。 

●県では、総合的な CKD 対策の推進を図るために、平成 22 年より長崎県 CKD 対策検討委員会を設

置し対策について協議しています。 

●病診連携のための紹介基準作成

や CKD シール活用を県医師会や

薬剤師会、関係機関等と協働によ

り実施し、診療連携体制の充実を

図っています。 

●21 全市町が特定健診等の保健指

導による CKD 重症化予防（糖尿

病性腎臓病重症化予防を含む）に

取り組んでいます。県国民健康保

険団体連合会、県は市町の取組を

支援しています。 

●かかりつけ医への CKD 診療の普及や保健医療従事者の人材育成のため、県医師会、腎臓専門医、県

薬剤師会、県栄養士会、県国民健康保険団体連合会等の関係団体、行政が協働し、研修等を開催して

います。 

●CKD への意識を高め、健診受診や早期治療につなげるため、県・市町、長崎県腎臓病協議会（県腎

協）は講演会の開催等により県民への普及啓発を行っています。県腎協では、一人でも透析患者にな

らないよう、勉強会や行政と連携し食事療法を中心にした講演会を６市町で開催しました。 

 

（５）医療提供体制 

●県内の腎臓専門医は 50 人（平成 29 年 5 月現在での日本腎臓学会認定）で、地域偏在があります。

そのため CKD に関する専門的な知識と診療技術を有する医師がいる医療機関として長崎県 CKD 診

療医療機関を登録し、全 2 次医療圏内で CKD の専門的な診療を受診できる体制を推進しました。今

後は腎臓専門医の充足状況等の現状にあわせ、CKD の診療体制を充実させる必要があります。 

  

■ CKDシールの活用 

・腎臓の働きが低下している方のお薬手帳の表紙に CKD シールを貼る取組を進めて

います。シール貼付があることで、医師・薬剤師への注意喚起になり、腎機能低下に

配慮した処方等が促進されます。 

 

【図】CKD 診療連携体制 
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【表】二次医療圏別の CKD 診療医療機関数（平成 28 年12 月現在） 

医療圏 長崎 県北 県央 県南 五島 上五島 壱岐 対馬 合計 

病院 12 7 4 2 1 1 2 1 30 

診療所 9 5 2 3 0 0 0 0 19 

合計 21 12 6 5 1 1 2 1 49 

※出典：長崎県医療政策課調べ 

【表】二次医療圏別の透析医療機関数（平成 29 年 8 月現在） 

医療圏 長崎 県北 県央 県南 五島 上五島 壱岐 対馬 合計 

病院   11 9 5 2 2 1 3 2 35 

診療所   8 7 5 4 2 1 0 0 27 

合計   19 16 10 6 4 2 3 2 62 

※出典：長崎県腎不全対策協会 

３．施策の方向性 

●高齢人口の増加により新規人工透析導入患者数の増加が見込まれており、引き続き関係機関が連携

した総合的な CKD 対策の取り組みが必要です。今後、人工透析導入の主な原疾患である糖尿病性腎

症については糖尿病対策として重点的に重症化予防対策に取り組みます（関連施策：第 2 章第 4 節 

糖尿病医療）。一方で、腎硬化症を原疾患とする人工透析患者数も増加傾向にあり、糖尿病のみなら

ず他の CKD リスク要因も含めた重症化予防対策や CKD 医療体制の充実が必要です。県民の視点に

たった持続可能な CKD 医療体制を整備します。 

（１）県民の取組 

●日々の健康づくりとともに、健康管理のため健診を受診し、異常が指摘された場合は放置せずに保

健指導や医療を受け重症化予防に努めます。 

（２）関係機関・団体・行政の取組 

ア）医療提供体制の整備・人材育成 

●県は、二次医療圏において、適切なタイミングで専門的な CKD 診療を受けることができる体制整備

を図ります。 

●県医師会・長崎大学病院等の関係機関は、かかりつけ医と腎臓専門医の連携、また療養指導における

多職種連携を推進し質の高い CKD 診療を提供します。 

●県医師会・長崎大学病院は、かかりつけ医、腎臓専門医の診療技能の標準化を図ります。 

●県薬剤師会は、薬剤性腎障害の発生予防と中毒性副作用防止のため CKD シールを活用し、病状に応

じた薬剤管理や服薬調整の強化を図ります。 

●県栄養士会は、行政栄養士への育成支援の有効性を検証し、病院・施設・地域における慢性腎臓病重

症化予防を担う栄養士の育成と栄養指導システムの構築を図ります。 

●県看護協会は、看護職を対象とした研修・啓発を行い、看護の専門外来等で生活に目をむけた看護活

動を実践するための人材を育成します。 
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●県と市町は、医療従事者向け研修会等を実施し、CKD（糖尿病性腎臓病を含む）重症化予防対策へ

の理解を促進します。 

イ）連携体制の推進 

●県と市町は、住民、関係機関、団体、行政の協働による効果的な対策の遂行を図ります。 

●市町は、特定健診等で発見された腎機能低下者に対して、かかりつけ医と連携し保健指導を実施し

ます。 

●県国民健康保険団体連合会は、国保データベースシステム（KDB）活用等や、保健事業支援・評価委

員会の充実により、市町の保健事業の取組を支援します。 

ウ）啓発活動について 

●県と市町は、関係機関等と連携し、CKD について啓発活動を行います。 

●長崎県腎臓病協議会は、行政と連携し栄養指導を中心とした講演会を市町ごとに実施し、ひとりで

も人工透析にならないよう啓発を行います。 

●県と市町は、専門的な CKD 診療が可能な医療機関情報を県民へ提供します。 

４．成果と指標 

（１）成果と指標 

施策の成果 
ストラクチャー/ 

プロセス指標 
直近の実績 

（目標） 

2023 年 

県民自身が健康管理を行う

こと 
特定健康診査受診率 

43.9% 

（2015 年） 

70%以上 

（2023 年） 

質の高いＣＫＤ医療が提供

されること 

CKD シール貼付したお薬手帳を患

者が持参したことのある薬局 
― 60％ 

 

最終的な成果 アウトカム指標 直近の実績 
（目標） 

2023 年 

県民の腎機能低下の予防 新規人工透析導入患者数 
500 

（2015 年） 

460 

（2022 年） 

県民の健康増進 
腎不全による年齢調整死亡率（人

口 10 万対） 

男性 7.9 

女性 4.2 

(2015 年) 

減少 
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（２）指標の説明 

指標 説明 

特定健康診査受診率 

生活習慣の改善による一次予防として市町が実施している特定健診診査

の受診率について、「健康ながさき 21」に準じ 70%を目指します。 

※出典：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導」 

CKD シール貼付したお薬手帳

を患者が持参したことのある

薬局 

薬剤性腎障害の発生予防と中毒性副作用防止のための薬学的管理の充実

の目安として、CKD シールを活用した薬局６割を目指します。 

※出典：保険薬局対象のアンケート調査 

新規透析導入患者数 

腎機能低下予防の成果として、新規透析導入患者数の減少を「健康なが

さき２１」の目標値に準じ、現状値より８％減少を目指します。 

※出典：長崎県腎不全協会統計調査事業 

腎不全による年齢調整死亡率

（人口 10 万対） 

地域間や経年的な比較のため、対象集団の年齢構成の違いを調整した指

標。総合的な成果として腎不全による死亡率の減少を目指します。 

※出典：厚生労働省「人口動態統計」 
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１．難病 

（１）難病について 

●「難病」の定義は「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療法が確立していない希少な疾病であって、

長期の療養を必要とするもの」とされ、その確率は低いものの誰もが発症の可能性があります。 

●難病対策については、昭和 47 年に国が策定した「難病対策要綱」において長年実施されてきました

が、平成 26 年５月に「難病の患者に対する医療等に関する法律（以下、「難病法」という。）」が制

定され、平成 27 年１月１日に施行されたことにより新たな難病対策が講じられることになりまし

た。 

●現在、国の難病対策は、この難病法に基づき、「医療費の助成」、「難病の医療に関する調査及び研究

の推進」「療養生活環境整備事業の実施」を３本の柱として、以下の対策が行われています。 

●このうち「医療費の助成」については、難病のうち、以下の条件を満たすものを、厚生労働大臣が指

定する「指定難病」とし、平成 29 年４月 1 日現在、330 疾病を助成対象としています。 

 

●なお、18 歳未満の児童（18 歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18 歳到達後も

引き続き治療が必要であると認められる場合には、20 歳到達までを含む。）については、小児慢性特

定疾病として医療費助成が実施されています。 

第３節 難病・アレルギー医療 

 

難病 ・発病の機構が明らかでなく 

・治療方法が確立していない 

・希少な疾病であって 

・長期の療養を必要とするもの 

指定難病 難病のうち、以下の要件の全てを満たすものを、患者の置かれている状

況からみて良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、

厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定 

・患者数が本邦において一定の人数に達しないこと 

・客観的な診断基準（又はそれに準ずるもの）が確立していること 

患者数等による限定は行わず、他の施策体系が樹立されていない疾

病を幅広く対象とし、調査研究・患者支援を推進 

(例) 悪性腫瘍は、がん対策基本法において体系的な施策の対象とな

っている 

医療費助成
の対象 
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（２）本県の現状と課題 

●本県における指定難病の患者数は年々増

加しています。難病は長期の入院や在宅で

の療養を必要とする場合や、適切な疾病の

管理を継続することによって、日常生活と

学業・職業生活の両立が可能となる場合な

ど、患者の置かれた状況や必要とされる支

援内容は多様であり、療養上の悩みや日常

生活に不安を抱える患者やその家族へのき

め細かな支援が求められています。   

（３）県の難病対策 

ア）特定医療費（指定難病）の助成 

●難病法の制定以降、対象疾患は段階的に増えており、330 疾病の指定難病について、医療費を助成

しています。 

 
※指定難病の一覧は県のホームページ「難病・特定疾患」をご覧ください。 

イ）難病医療提供体制整備事業（長崎県難病支援ネットワーク） 

●主に重症難病患者の入院施設の円滑な確保を目的として、拠点病院及び協力病院の連携協力関係の

構築を図るため難病医療連絡協議会を設置しています。協議会に難病医療コーディネーターを配置

し、難病医療の確保に関する関係機関との連絡調整や患者等からの療養相談に応じています。 

ウ）難病患者地域支援対策推進事業 

●在宅の難病患者に対し、療養上の不安解消を図り、きめ細かな在宅療養支援を行うため、保健所を中

心として、地域の医療機関や市町と連携して、在宅療養支援計画の策定・評価、訪問相談、医療相談

などを行います。また、難病対策地域協議会を設置し、地域における難病患者等への支援体制に関す

る課題について情報を共有し、地域の実情に合わせた体制整備について協議を行います。  

エ）難病相談支援センター事業 

●地域で生活する難病患者やその家族等の日常生活における相談支援、地域交流活動の促進、就労支援

などを行う拠点施設として難病相談支援センターを設置し、療養上の悩みや不安等の解消に努めま

す。 
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56 疾病 

平成27 年 

1 月1 日 

平成27 年 

7 月1 日 

平成29 年 

4 月1 日 

110 疾病 

306 疾病 330 疾病 

平成26 年 

12 月31 日まで 

ベーチェット病、重症筋

無力症、モヤモヤ病など 

自己免疫性溶血性貧血、甲

状腺ホルモン不応症など 

【グラフ】指定難病患者数の推移（単位：人） 
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オ）難病患者支援従事者研修の実施 

●難病患者やその家族の多様なニーズに対応できるよう、地域のホームヘルパー等を対象とする、難病

患者等ホームヘルパー養成研修を行います。また、介護福祉士や訪問相談・医療相談に携わる保健師、

看護師等に対しても、難病に関する専門知識や技能を習得させる研修を実施します。 

 

（４）施策の方向性 

ア）新たな難病医療提供体制の構築等の取組み 

●県では、次の４つの体制の構築を図ることを柱に掲げ、それぞれの課題に対応した新たな医療提供体

制を目指します。 

 

【図】長崎県難病支援ネットワークイメージ図 

 
※出典：厚生労働省「難病の医療提供体制のあり方について」資料から一部引用 

■ 長崎県難病相談・支援センターにおける就労支援の取組 

・難病患者は、就労可能な状況でありながら、難病に対する理解の乏しさから一般就労

が難しいため、県は、平成 25 年度から、「難病患者就労支援事業」を開始しました。 

・具体的には、「長崎県難病相談・支援センター」に、ハローワーク、商工会、難病専門

医等で構成する協議会を設置し、就労支援関係機関等との連携強化を図るほか、就労支

援員を配置し、就労に対するきめ細やかな相談・支援を行っています。 

・これにより、平成 28 年度は 23 名の就労に繋がりました。 

 

 

正しい診断ができる体制 

診断後はより身近な医療

機関で適切な医療を受け

ることができる体制 

遺伝子診断等の特殊な検査につい

て、倫理的な観点も踏まえつつ幅

広く実施できる体制 

小児慢性特定疾病児童等の移行期

医療にあたって、小児期診療科と

成人期診療科が連携する体制 

長崎県難病診療連携拠点病院 

難病の診療やケアに関する研修、高度医療が必要な患者の受入、医学的助言・指導等 
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イ）地域で療養する難病患者への支援体制の充実 

●地域で生活する難病患者やその家族等の日常生活における相談支援、地域交流活動の促進、就労支援

などを行う拠点施設として難病相談・支援センターを設置し、療養上の悩みや不安等の解消に努めま

す。 

●県・市保健所による訪問相談、医療相談などを実施し、在宅療養患者への適切な支援を行います。 

●ホームヘルパー、訪問看護師や保健師等への難病に関する研修を定期的に行い、難病患者の在宅支援

を行うこれらの者への難病に関する知識の習得や技術の普及を図るなど、地域支援者の人材育成に

努めます。 

●難病患者への就労支援のため、ハローワークや障害者職業センターなどの関係機関との連携体制の

強化を図り、難病患者が適切な就労支援サービスが受けられるよう支援します。また、難病相談・支

援センターに配置した就労支援員が、難病に関する情報の提供やハローワーク等への同行訪問、就労

後のフォローアップなどを行い、難病患者が日常生活と職業生活を両立できるよう支援します。 

（５）成果と指標 

ア）成果と指標 

施策の成果 指標 直近の実績 
（目標） 
2023 年 

難病患者やその家族が地域で安心
して療養できること 

難病相談支援センターにおける
相談件数 

1,265 件 
(2016 年) 

1,600 件 

難病相談支援センターにおける
就労相談が就労に繋がった件数 

23 件 
(2016 年) 

33 件 

保健所における訪問・相談件数 
352 件 

(2016 年) 
増加 

身近な医療機関で適切な医療を継
続する体制を地域の実情に応じて
構築すること 

難病対策地域協議会の設置 
2 箇所 

(2016 年) 
8 箇所 

イ）指標の説明 

指標 説明 

難病相談支援センターにおける相談
件数 

地域で生活する難病患者の日常生活における相談支援、就労支援
などを行う拠点施設である難病相談支援センターにおいて行う
難病患者及びその家族等に対する相談支援、情報提供等の件数 
※出典：県の国保・健康増進課調べ 

難病相談支援センターにおける就労
相談が就労に繋がった件数 

難病相談支援センターの就労支援員が行う難病患者への就労支
援により就労に繋がった件数 
※出典：県の国保・健康増進課調べ 

保健所における訪問・相談件数 
難病患者やその家族が抱える日常生活や療養上の悩みに対する
相談を行うため、保健師による訪問相談を実施した件数 
※出典：県の国保・健康増進課調べ 

保健所における難病対策地域協議会
の設置数 

難病患者への支援体制に関する課題について、地域において情報
を共有し、体制整備についての協議を行うための難病対策地域協
議会の設置数 
※出典：県の国保・健康増進課調べ 
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２．アレルギー医療 

（１）アレルギー疾患について 

●アレルギー疾患は、アレルゲン（アレルギー疾患を持っている人の抗体と特異的に反応する抗原）を

原因とする人体に有害な局所的又は全身的免疫反応による疾患です。代表的なものとして、気管支喘

息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーなどがあ

げられます。 

【表】アレルギー疾患の主なもの 

主な疾患 内容 

気管支喘息 
気道炎症を主な病態とし、繰り返し起こる咳、ぜいぜいと音を発する
呼吸、呼吸困難等の症状を呈します。 

アトピー性皮膚炎 
皮膚バリア機能の低下による過敏な反応やアレルギー炎症が主な病
態であり、かゆみを伴う湿疹等の症状を呈します 

アレルギー性鼻炎 
アレルゲン侵入後、くしゃみ、鼻水、鼻づまり等の等の症状を呈しま
す。アレルギー性鼻炎のうち、花粉をアレルゲンとする季節性アレル
ギー性鼻炎が花粉症です。 

アレルギー性結膜炎 
アレルギー性結膜炎は、流涙、目のかゆみと充血、まぶたの浮腫等の
症状を呈します。花粉症は、アレルギー性結膜炎を高頻度に合併する
とされています。 

食物アレルギー 
アレルゲンとなる食物の摂取等により皮膚症状・呼吸器症状・消化器
症状等が引き起こされるもので、時にアナフィラキシーと呼ばれる複
数臓器に及ぶ全身性の重篤な過敏反応を起こすとされています。 

（２）患者の状況 

●厚生労働省の患者調査に基づく推計によると、全国的に、アレルギー疾患により医療機関を受診する

患者数は増加傾向にあり、また、全体として若年者に多いという結果がでています。 

【グラフ】アレルギー疾患の推計患者数の推移 
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【グラフ】アレルギー疾患別の年齢別患者構成割合（平成 26 年度）  

  
※出典：平成28 年 2 月 3 日 厚生労働省第１回アレルギー疾患対策推進協議会資料 

●本県には平成 26 年、アレルギー性鼻炎、喘息、アトピー性皮膚炎及び結膜炎（非アレルギー性も含

む）で 2 万 9 千人の受診患者がいるものと推計されています。 

【表】アレルギーの推計患者数（単位：千人） 

 ※出典：厚生労働省「患者調査」 

（３）本県の現状と課題 

●平成２６年度厚生労働科学研究費補助金による「アレルギー疾患対策の均てん化に関する研究」で

は、アレルギー疾患の中心となっている診療科として一般内科、アレルギー科、呼吸器内科、小児科、

耳鼻咽喉科、皮膚科等があげられています。 

●平成２８年２月時点で、全国には 3,514 名のアレルギー専門医がいますが、うち長崎県にいる専門

医は 37 名です。 

●アレルギー疾患のガイドラインに準拠した治療を行うことで、多くの患者は日常生活には支障がな

い程度まで症状をコントロールすることが可能となってきています。 

●アレルギー疾患は有病率が高い一方で、診療科が多岐にわたり専門医が少ないことから、科学的根拠

に基づく標準治療を受けていない患者がいることも想定されます。 

 平成14 年 平成17 年 平成20 年 平成23 年 平成26 年 

結膜炎 
全国 325 323 271 237 278 

長崎 7 4 5 4 3 

アレルギー性鼻炎 
全国 402 446 512 557 663 

長崎 4 2 3 7 4 

喘息 
全国 1,069 1,092 888 1,045 1,177 

長崎 17 16 7 17 18 

アトピー性皮膚炎 
全国 279 384 349 369 456 

長崎 2 3 3 3 4 
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（４）施策の方向性 

●アレルギー疾患に関係する医療機関の連携の中心となり、情報提供や人材育成も行う、拠点となる病

院（拠点病院）を明確化し、診療ガイドラインに基づく標準医療の普及を推進するとともに、かかり

つけ医と専門医療機関の円滑な連携体制の確保を図ります。 

●拠点病院を中心とした診療連携、人材育成、情報提供等の体制づくりを推進するため、地域の実情に

応じ、どのような協議の場が適切か検討を行います。 

●国は、軽症の疾患について「セルフ・メディケーション（自己の健康管理）」の取組みを推進してお

り、アレルギー疾患を自己管理する手法をはじめ、県民へ正しいアレルギー疾患医療に関する情報を

提供します。 

（５）成果と指標 

ア）成果と指標 

施策の成果 指標 直近の実績 
（目標） 
2023 年 

拠点病院を中心とした連携体制が

構築されること 

拠点病院数 
- 

(2017 年) 
1 箇所 

アレルギー疾患に関する連絡協議会

の開催 

- 

 (2017 年) 
1 回/年 

 

最終的な成果 アウトカム指標 直近の実績 
（目標） 
2023 年 

本県のアレルギー疾患の患者が減

少すること 

喘息、アレルギー性鼻炎、アトピー性

皮膚炎、結膜炎の推定患者数の減少 

29 千人 

(2014 年) 

前年度比 

減少 

イ）指標の説明 

指標 説明 

拠点病院数 

アレルギー疾患に関する医療を提供する拠点となる病院の指定を

目指します。 

※出典：県の医療政策課調べ 

アレルギー疾患に関する連絡協議会

の開催 

拠点病院を中心とした協議会の設置、開催を目指します。 

※出典：県の医療政策課調べ 

喘息、アレルギー性鼻炎、アトピー性

皮膚炎、結膜炎の推定患者数の減少 

患者の統計が可能なアレルギー疾患の患者数の減少を目指します。 

※出典：厚生労働省「患者調査」 
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１．感染症について 

●感染症は、ヒトや飲食物、動物等に存在する病原性の微生物が、人の体内に入り込むことにより、発

熱や咳、腹痛等の症状がでることをいいます。医療の進歩や衛生水準の向上、予防接種により、多く

の感染症が克服されてきましたが、新たな感染症の出現や国際交流の進展等に伴い、感染症は新たな

形で、今なお、脅威を与えています。 

●感染症は、その感染力や罹患した場合の重篤性等から判断した危険度に応じて、一類から五類感染症

に分類、定義されています。また、多くの国民が免疫を獲得していないため、全国的なまん延の恐れ

があるとして「新型インフルエンザ等感染症」等が別に分類されています。 

分類 考え方 疾病名等 

一類 危険性が極めて高い感染症 
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ラッサ熱、南米

出血熱、ペスト等 

二類 危険性が高い感染症 

中東呼吸器症候群(MERS)、重症急性呼吸器症候群

(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)(H7N9)、急性灰白髄

炎、ジフテリア、結核等 

三類 

危険性は高くないが、特定の職種への

就業によって感染症の集団発生を起こ

し得る感染症 

腸管出血性大腸菌感染症、細菌性赤痢、コレラ、腸チフス、

パラチフス 

四類 
動物等を介して人に感染し、国民の健

康に影響を与えるおそれがあるもの 

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）、日本紅斑熱、つつ

が虫病、デング熱、日本脳炎、マラリア、ウイルス性肝炎、

狂犬病、レジオネラ症等 

五類 
情報提供・公開していくことによって、

発生・拡大を防止すべき感染症 

インフルエンザ、RS ウイルス、感染性胃腸炎、手足口病、

流行性角結膜炎、HIV、淋菌、麻しん、風しん等 

【図】感染症の病原性と感染力 

 

●感染症を予防するためには、病原体との接触を断つための手洗い、消毒による清潔維持や衛生環境の

改善等による感染経路の遮断、予防接種等により抵抗力を高めることが重要になります。 

●感染症は、その疾病の性格から、不安、恐怖心、混乱を生じやすく、患者及びその家族等への差別、

偏見を生じやすいため、不合理な人権侵害が起こる恐れがあります。感染症では、人権を尊重すると

ともに、適切な医療を提供して早期に治療させることが重要であり、そのためには、正しい知識の普

及と円滑な情報提供が必要です。 

第４節 結核・感染症対策 
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２．感染症対策 

（１）本県の現状と課題 

●本県では、感染症対策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画として、「長崎県感染症予

防計画」を定め、感染症の発生及びまん延の防止等に努めています。 

●一類感染症患者の医療を行う第一種感染症指定医療機関として、平成 23 年に長崎大学病院を指定

し、２床整備しています。 

●二類感染症患者の医療を行う第二種感染症指定医療機関を全ての二次医療圏に整備しています。 

【表】二類感染症患者の医療を行う第二種感染症指定医療機関と病床数 

医療圏 医療機関名 病床数 

長崎 長崎みなとメディカルセンター 6 

佐世保県北 
佐世保市総合医療センター 4 

北松中央病院 2 

県央 市立大村市民病院 4 

県南 長崎県島原病院 4 

五島 長崎県五島中央病院 4 

上五島 長崎県上五島病院 4 

壱岐 長崎県壱岐病院 4 

対馬 長崎県対馬病院 4 

合計 36 

●市町単位で実施されていた定期予防接種においては、平成 18 年から始まった予防接種広域化によ

り、接種希望者は県内どこの医療機関でも接種ができます。定期予防接種では、高齢者肺炎球菌ワク

チン(H26)、水痘ワクチン(H26)、Ｂ型肝炎ウイルスワクチンが追加されています(H28)。 

●感染症発生動向調査事業では、感染性胃腸炎等の五類定点把握疾患の発生状況を把握するため 70 ヶ

所の医療機関から週 1 回の頻度で患者数を情報収集しています。その他、性感染症については、産

婦人科・泌尿器科の 10 ヶ所から、眼疾患については 8 ヶ所から患者数を情報収集・公表・分析して

います。また、季節性インフルエンザについては、流行ウイルス型の把握や薬剤耐性等を監視するた

め、13 ヶ所の医療機関から患者検体を収集して分析及び情報提供しています(病原体指定提出機関)。 
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【図】 感染症発生動向調査の報告医療機関 

 

●本県における感染症の発生状況をみると、一類及び結核を除く二類感染症は発生していませんが、三

類感染症である腸管出血性大腸菌(O157 等)が毎年発生しています。特に、保育園等の乳幼児の集団

感染の場において、保健所による健康診断において集団感染が探知されています。 

【グラフ】腸管出血性大腸菌感染症発生数（単位：人） 

 

●四類感染症では、西日本で多く報告されるダニ媒介感染症の重症熱性血小板減少症候群(SFTS）と日

本紅斑熱等が毎年発生しています。また、蚊媒介感染症では、日本脳炎が平成 28 年度に 4 例発生し

ました。 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

無症状病原体保有者

患者



3-4-4 

 

【図】重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の発生地域(n=303、2017 年 9 月 27 日現在) 

 

 

●平成 21 年に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1 2009)の教訓も踏まえた新型インフルエンザ等

対策特別措置法が公布され、平成 26 年３月に長崎県新型インフルエンザ等対策行動計画を策定しま

した。感染症指定医療機関及び受入医療機関とあわせて 80 の医療機関を確保・整備するとともに、

抗インフルエンザウイルス薬やマスク防護スーツの感染防護衣を備蓄しています。 

【図】本県のインフルエンザの発生動向（単位：件） 
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■ 蚊の生息調査 

・海外からのデングウイルス等の蚊媒介病原体の定着予

防と、平常時の監視のために、外国人訪問者が多い公園に

おいて、蚊の生息調査を行っています。 

・生息調査では、保健所や研究所職員が自らおとりになっ

て、ヒトスジシマカを捕虫して、ウイルス検査を行ってい

ます。万一、ウイルスが検出された場合は、蚊の駆除等に

よってウイルス定着を防ぎます。 

（報告件数/医療機関） 
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（２）施策の方向性 

●県民への感染症に関する正しい知識の普及・啓発と適切な情報発信により、普段から感染症の発生及

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の行政をさらに推進します。 

●国際化の進展に伴う輸入感染症の侵入を想定して、検疫所と連携した患者移送体制を維持し、一類感

染症患者の移送体制について、関係機関の協力体制を強固にします。 

●入院命令措置等の科学的根拠となる病原体の緊急検査体制について、環境保健研究センターの検査

能力の向上に努め、迅速な検査体制を構築します。また、一類感染症の検査体制については、引き続

き、関係機関と検討を続けます。 

●国立感染症研究所、国立国際医療研究センター、長崎大学(熱帯医学研究所)等と連携し、多種多様な

感染症に対して、早期探知、疫学調査、まん延措置、危機管理を担う人材育成を図ります。 

●感染症に関する正しい知識の普及啓発や感染症発生の的確な把握や分析を行い、その結果を県民や

医師等医療関係者に対し、長崎県感染症情報センターや県のホームページにおいて分かりやすく迅

速に情報提供します。 

●予防接種に関する正しい知識の普及を進め、市町や医師会、教育関係者等と十分に連携し、県民の理

解を得つつ、接種率の向上に向けて取り組みます。 

●感染症発生時の連絡体制、搬送体制、医療体制、防疫体制等を改善及び検証するため、関係機関と連

携して実地訓練を実施します。 

 

●新型インフルエンザについては、発生前の段階から情報を県民や医療関係者に対し分かりやすく提

供するほか、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新たな国の行動計画及び各種ガイドラ

インを踏まえ、診断・治療の体制の充実を図ります。また、国内発生時には、行政機関だけでは的確

な対応は困難であるため、医療分野はもとより、社会インフラ事業者等を指定して協力関係を構築

し、危機管理体制の強化に取り組みます。 

●薬剤耐性(AMR：Antimicrobial Resistance)とは、病原体が変異して抗生物質・抗菌薬が効かなくな

ることで、感染症の予防や治療が難しくなることが懸念されています。抗菌薬の使用について普及啓

発を図るとともに、医療機関から報告されるカルバペネム耐性菌腸内細菌等を収集し、遺伝子分析結

果を医療機関に還元します。 

 

■ 感染症患者対応訓練（患者隔離移送訓練） 

・エボラ出血熱等の疑い患者が発生した時、保健所は二次感

染を予防するために、患者を感染症専用病床に隔離・入院措

置します。 

・隔離移送訓練では、防護服や移送装置(アイソレーター)、

の取扱習熟や緊急走行のための警察や消防機関と合同訓練

を行い、迅速な移送対応の検証を続けています。 
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●感染症の研究において高い実績を誇る長崎大学においては、平成 28 年 11 月の国際的に脅威となる

感染症対策関係閣僚会議決定を受け、高度安全実験室を中核とする感染症研究拠点の整備計画が進

められています。 

（３）成果と指標 

施策の成果 
ストラクチャー・ 

プロセス指標 
直近の実績 

（目標） 
2023 年 

県民や医療関係者に対して、迅速な情報提供

を行うこと 

感染症発生動向調査週報

速報の発行 

52 回 

（2016 年） 
52 回 

感染症発生時において迅速に対応できる体

制を整備すること 

各保健所における実地訓

練の実施回数 

8 回 

（2016 年） 

10 回 

年 1 回以上 

各保健所 

 

最終的な成果 アウトカム指標 直近の実績 
（目標） 
2023 年 

三類感染症の集団感染発生の予防 集団感染発生件数 
2 件 

（2016 年） 
0 件 
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３．結核 

（１）本県の現状と課題 

ア）結核り患の状況 

●本県の結核り患率（人口 10 万対）は、平成 5 年 55.0、平成 15 年 29.9、平成 25 年 19.9、平成 28

年 15.9 と減少しているものの、り患率の全国順位は、平成 26 年ワースト 2 位、平成 27 年ワース

ト 9 位、平成 28 年ワースト 7 位と下位になっています。 

●さらに、平成 28 年新規登録患者の年齢構成は、65 歳以上が 83.0％（全国 73.3％）と全国平均を

大きく上回っており、一段と患者の高齢化が進んでいます。 

【表】結核り患率（人口 10 万対）の年次推移 

 
※旧活動性は非定型抗酸菌（ヒトヒト感染しない抗酸菌）患者を含み、新活動性は非定型抗酸菌患者を除く。 

イ）受診及び診断の状況 

●結核と疑われる症状が出現してから医療機関を受診するまでの期間が 2 か月以上かかった人の割合

は、平成 28 年 18.0％（全国 16.4％）と全国平均を上回っています。早期受診によって、重症にな

る前に結核を診断し、周囲へのまん延を予防することが大切です。今後も、結核と疑われる症状が出

現した場合、早期に受診するように啓発する必要があります。 

ウ）結核医療の状況 

●平成 28 年に登録された 80 歳未満の全結核患者のうち、ＰＺＡを含む 4 剤処方割合は、78.6％（全

国 80.8％）と全国平均を下回っています。厚生労働省が示している「結核医療の基準」では、ＰＺ

Ａが使用できる場合は、短期治療等の観点から、ＰＺＡを含む 4 剤処方を行うとされています。今

後も、保健所で開催される結核診査専門部会等を通じて、「結核医療の基準」に基づいた適正な医療

を推進する必要があります。 

※「ＰＺＡ」：抗結核薬のひとつ「ピラジナミド(Pyrazinamide)」の略です。 
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エ）結核病床の状況 

●感染性がある結核患者の入院においては、感染を遮断する機能など特別の基準による病床が必要で

す。結核病床のある病院数及び病床数（平成 30 年３月 1 日現在）は、県南、上五島の各圏域を除く

二次医療圏で９病院 92 床が整備されており、平成 28 年の病床利用率は 20.9％（平成 28 年許可病

床数 122 床）となっています。結核患者数は減少傾向にありますが、今後、高齢者結核の増加によ

り、合併症がある結核患者が増えることが懸念されています。本県では、下表のとおり合併症等への

対応を考慮した結核医療の体制を整備します。 

【表】長崎県の結核病床を有する医療機関一覧 

医療圏 医療機関名 
許可 

病床数 

右記以外の

合併症があ

る患者 

入院治療が困難になる合併症等を有する結核患者 

透析 

難治性の精神

疾患（認知症

を除く） 

小児 妊婦 
多剤 

耐性 

後天性 

免疫不全 

症候群 

長崎 
長崎大学病院 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

長崎みなとメディカルセンター 13 ○ ○  ○ ○   

佐世保 

県北 
佐世保市総合医療センター 20 ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

県央 

諫早総合病院 8 ○ ○      

日赤原爆諫早病院 20 ○       

長崎川棚医療センター 5 ○     ○  

五島 五島中央病院 10 ○ ○ ○ ○ ○   

壱岐 壱岐病院 6 ○ ○ ○ ○ ○   

対馬 対馬病院 4 ○  ○ ○ ○   

（２）施策の方向性 

●高齢者に対し、早期受診の重要性等の啓発を強化し、定期健康診断受診率の向上に繋げ、結核患者の

早期発見に努めます。 

●「結核医療の基準」に基づいた適正な医療を普及するため、ＰＺＡを含む４剤処方については、保健

所で開催される結核診査専門部会やコホート検討会等を通じて、処方されなかった理由等を分析・検

討したうえで、医療機関に対する啓発を行います。 

●結核の治療には、長期の服薬が必要になります。このため、保健所、医療機関、薬局、高齢者施設等

の関係機関が綿密に連携し、患者に対する服薬支援を徹底することにより、結核の治療完遂を支援し

ます。 

●結核治療を終了した者を対象に管理検診を実施し、再発を早期に発見します。 

●結核患者と接触した者を対象に接触者健診を実施し、早期発見とまん延を予防します。 

●結核菌の分子疫学調査を実施し、結核菌の伝播経路の推定や集団感染を把握することにより感染拡

大防止に努めます。  
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（３）成果と指標 

施策の成果 
ス ト ラ ク チ ャ ―  

・プ ロ セ ス 指標 
直近の実績 

目標 

(2023 年) 

患者に対する服薬支援を徹底するこ

とにより、耐性結核菌の発生を予防

し、結核の完全治癒を目指すこと 

直接服薬確認（ＤＯＴＳ）実施率 
100％ 

（2016 年） 
100％ 

結核患者の早期発見により、結核の

重症化及びまん延を防ぐこと 

管理検診の受診率 
95％ 

（2016 年） 
100％ 

接触者健診の受診率 
97％ 

（2016 年） 
100％ 

早期受診・早期診断により、結核の重

症化及びまん延を防ぐこと 

結核と疑われる症状が出現してか

ら医療機関を受診するまで2 か月

以上かかった者の割合 

18％ 

（2016 年） 
15％ 

 

最終的な成果 アウトカム指標 直近の実績 
目標 

（2023 年） 

結核患者が減少すること 結核り患率（人口 10 万対） 
15.9 

（2016 年） 
12.0 
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４．エイズ・性感染症 

（１）本県の現状と課題 

●本県では平成 28 年 12 月までに、ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）感染者 49 名、エイズ（後天性

免疫不全症候群）患者 36 名、計 85 名（累計）が報告されています。近年、新規ＨＩＶ感染者及び

新規エイズ患者の報告数は増減を繰り返しており、今後も注視が必要です。 

●本県の累計報告者のうち、ＨＩＶ感染を知らずに発症した患者の割合は 42.4％（全国 31.1％ 平成

28 年 12 月時点）と全国平均を上回っています。エイズは早期治療により、発症を抑えることがで

きます。ＨＩＶ抗体検査の啓発により、ＨＩＶ感染者の早期発見・早期治療が求められています。 

●また、累計報告者の感染経路の割合は、同性間の性的接触 45％、異性間の性的接触 26％、その他

26％、母子感染 3％となっています。（平成 28 年 12 月時点） 

●本県の性感染症の定点医療機関（10 ヵ所）におけるクラミジア報告数は、平成 26 年 233 人、平成

27 年 199 人、平成 28 年 174 人と減少傾向にありますが、感染すると不妊をはじめＨＩＶの感染

リスクが高くなるため、予防意識の低下が懸念されます。 

●近年、全国で報告数が増加している梅毒については、本県でも増加傾向となっており、早期発見・早

期治療に向けた取り組みが求められています。 

【図】県内の新規 HIV 感染者・梅毒患者数（単位：人） 

 

●県内全保健所でＨＩＶ抗体及びクラミジア抗体検査を実施するとともに、平成 20 年度から休日・夜

間に民間医療施設を借り上げてＨＩＶ抗体即日検査（無料匿名）を実施し、受検者の利便性に考慮し

た検査体制の整備に取り組んでいます。 

●しかしながら、県内におけるＨＩＶ抗体検査数は減少傾向にあるため、検査窓口の周知と早期発見の

重要性について、併せて啓発していく必要があります。 
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 【表】保健所における HIV 検査件数 

 平成25 年 平成26 年 平成27 年 平成28 年 

ＨＩＶ抗体検査数 1,031 1,123 864 646 

性感染症相談件数 403 434 351 382 

●エイズ治療の拠点となる「エイズ治療拠点病院」として、長崎大学病院、長崎医療センター、佐世保

市総合医療センターの３医療機関を選定し、エイズ患者及びＨＩＶ感染者への適正な医療を提供し

ていくとともに、家族を含めた心理的支援を行うためにエイズカウンセラーを登録し、要請に基づき

エイズ治療拠点病院に派遣しています。 

（２）施策の方向性 

●10 歳代への普及に重点を置き、高校を卒業するまでに、全員がエイズ・性感染症予防教育を受け、

性感染症に関する正しい知識・相談先・検査機関等の情報を身につけるため、保健、医療、教育の各

部門が協力して推進します。 

●保健所等でのＨＩＶ抗体検査（無料匿名）について、通常検査のほかに夜間・休日検査及び即日検査

等、検査の利便性を図ります。また、相談窓口について、保健所がエイズ相談窓口であることを周知

するとともに、相談者のプライバシーに配慮した体制を整備します。 

●近年増加傾向である梅毒について、保健所で梅毒検査を実施します。 

●エイズ予防に関する正しい知識を普及するため、６月１日から７日のＨＩＶ検査普及週間及び 12 月

１日の世界エイズデーを活用し、インターネット、マスメディアを使用した広報やイベントでのパン

フレットの配布などを行います。 

●エイズに対する社会的偏見や差別の解消に努めます。 

（３）具体的な取組みと指標 

施策の成果 
ス ト ラ ク チ ャ ― 

・プ ロ セ ス 指標 
直近の実績 

目 標 

(2023 年) 

高校を卒業するまでに、エイズ・性感

染症予防教育を受けられる機会を保

健・医療・教育部門が連携して確保す

ること 

予防教育の実施回数・人数（保健・

医療・教育部門において、生徒及び

教員等を対象に実施したもの） 

47 回 

7,575 人 

(2016 年) 

50 回 

8,000 人 

保健所等におけるエイズ・性感染症

の相談・検査について、県民の利便性

やプライバシーに配慮した体制を整

備すること 

保健所等の相談窓口でのエイズ・性

感染症の相談件数 

382 件 

(2016 年) 
450 件 

保健所等の検査窓口でのＨＩＶ抗

体検査件数 

646 件 

(2016 年) 
800 件 

 

最終的な成果 アウトカム指標 直近の実績 
（目標） 

2023 年 

新規のＨＩＶ感染者・エイズ患者を

なくすこと 

新規ＨＩＶ感染者 

新規エイズ患者数 

０人 

２人 

（2016 年） 

０人 

０人 
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５．肝炎対策 

（１）本県の現状と課題 

●本県では、「長崎県肝疾患診療連携に関するガイドライン」及び国の「肝炎対策の推進に関する基本

的な指針」を踏まえた総合的な肝炎対策を推進しています。 

●肝炎とは、肝臓の細胞に炎症が起こっている状態であり、その原因は、ウイルス性、アルコール性、

自己免疫性に分類されますが、Ｂ型肝炎ウイルス又はＣ型肝炎ウイルス感染を原因とする肝炎患者

が多くを占めるとされており、Ｂ型肝炎及びＣ型肝炎に係る対策に重点的に取り組む必要がありま

す。 

●県内全保健所及び委託医療機関などでのＢ型・Ｃ型肝炎ウイルス無料検査の実施や、市町による健康

増進法に基づく検査等も行われていますが、まだ多くの未受検者がいると推定され、県や市町が実施

する肝炎ウイルス検査はもちろんのこと、職域においても肝炎ウイルス検査を受検できる機会の周

知が必要です。 

●また、肝炎は、病状が進行しても自覚症状に乏しく、治療せず放置すれば、肝硬変、肝がんと重症化

するため、肝炎ウイルス検査の陽性者に対しては、専門医療機関の受診勧奨などその後のフォローア

ップが重要です。 

●肝炎ウイルス検査の陽性者に対する受診勧奨等のフォローアップについては、保健所などの行政、肝

疾患専門医療機関やかかりつけ医が連携して行う必要がありますが、特にこれらの機関等を調整し

患者を支援できる人材育成など、フォローアップや相談等の取り組みを一層推進する必要がありま

す。 

●本県では全国に先駆けて、長崎医療センターを「肝疾患診療連携拠点病院」に指定するとともに、「肝

疾患診療連携拠点病院」を中心とした 52 の肝疾患専門医療機関とかかりつけ医による肝疾患診療ネ

ットワークを構築しています。 

【図】肝疾患診療ネットワーク 
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●平成 20 年４月からＢ型・Ｃ型ウイルス性肝炎に対するインターフェロン治療、平成 22 年４月から

核酸アナログ製剤治療、さらに、平成 26 年 10 月からは、Ｃ型ウイルス性肝炎に対するインターフ

ェロンフリー治療の医療費助成を行っています。また、医療費だけでなく、平成 27 年６月からは肝

炎ウイルス検査陽性者が受けた精密検査費及び経過観察期間等に受けた定期検査費の助成も新たに

開始しました。 

【表】肝炎医療費認定者数（単位：人） 

 平成24 年 平成25 年 平成26 年 平成27 年 平成28 年 

インターフェロン治療 

※（）はうち 2 回目制度利用数 

132 

(26) 

88 

(6) 

52 

(0) 

14 

(2) 

5 

(0) 

核酸アナログ製剤治療 

※（）はうち更新者数 

1,037 

(811) 

1,202 

(997) 

1,211 

(1,045) 

1,354 

(1,165) 

1,451 

(1,279) 

インターフェロンフリー治療 - - 178 999 594 

※出典：県の医療政策課調べ 

●県民１人１人が、自身の肝炎ウイルス感染の有無を確認すること及び感染の可能性がある行為を知

り、新たな感染が生じないように適切に行動することが重要であり、また、肝炎患者等に対し不当な

差別が生じることのないようにするため、県民に対し肝炎の正しい知識の普及・啓発を行う必要があ

ります。 

（２）施策の方向性  

●肝炎ウイルス検査の受検促進、新たな感染の防止、肝炎患者等への不当な差別を防ぐため、広報媒体

や市民公開講座等を活用し、肝炎の正しい知識の普及・啓発に取り組むとともに、職域も含めた肝炎

ウイルス検査の受検促進を図ります。 

●肝硬変、肝がんへの重症化を予防するため、肝炎ウイルス検査の陽性者に対する受診勧奨等のフォロ

ーアップや、相談支援等の取組みを一層推進するとともに、肝炎医療コーディネーターの育成に取り

組みます。 

●肝炎医療費及び検査費助成を引き続き実施し、肝炎の早期かつ適切な治療を推進するとともに、肝炎

患者等の経済的負担の軽減を図ります。 

（３）成果と指標 

施策の成果 ストラクチャー・プロセス指標 直近の実績 
（目標） 
2023 年 

陽性者の早期発見につながる肝炎ウイル

ス検査の受検者が増加すること 
肝炎ウイルス検査受検者数 

1,594 人 

（2016 年） 
2,000 人 

肝炎ウイルス検査陽性者が医療機関を受

診するよう勧奨し、適切な肝炎治療に結び

つけること 

肝炎ウイルス検査陽性者のう

ち、肝疾患専門医療機関等の医

療機関を受診した者の割合 

83％ 

（2016 年） 
95％ 
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最終的な成果 アウトカム指標 直近の実績 
（目標） 
2023 年 

肝硬変又は肝がんへの移行者を減少さ

せ、肝がんで死亡する者が減少すること 
肝がん年齢調整死亡率 

5.4 

（2016 年） 
3.9 

６．指標の説明 

●指標の出典は、特に記載がない限り、「県の医療政策課調べ」です。 

指標 説明 

感染症発生動向調査週報速報

の発行 
感染症発生動向調査速報は、毎週１回、年 52 回発行します。 

各保健所における実地訓練の

実施回数 
各県立保健所で 1 箇所あたり年間１回×８保健所実施します。 

集団感染発生件数 発生をゼロに抑えます。 

直接服薬確認（ＤＯＴＳ）実施

率 

直接服薬確認（ＤＯＴＳ）とは、結核患者の内服治療を保健所、医療従

事者等の支援者が直接確認・記録し、治療完了させる治療法であり、本

県は 2023 年に 100％を目指します。 

管理検診の受診率 
管理検診とは、結核治療終了者を対象に再発の有無を確認するための検

診であり、本県では 100％を目指します。 

接触者健診の受診率 
接触者検診は、家族など感染性のある結核患者の周囲の方々で感染の可

能性がある者を対象にした検診であり、本県では 100％を目指します。 

結核と疑われる症状が出現し

てから医療機関を受診するま

で2か月以上かかった者の割合 

平成 28 年全国平均値である 16％を基準とし、本県は 2023 年に 15％

を目指します。※出典：公益財団法人結核予防会結核研究所 

結核り患率（人口 10 万対） 

2016 年の全国のり患率は 13.9 であり、国は 2020 年に 10.0 を目標

としています。本県は 2023 年に 12.0 を目指します。 

※出典：厚生労働省 

予防教育の実施回数・人数（保

健・医療・教育部門において、

生徒及び教員等を対象に実施

したもの） 

2016 年 47 回（受講者 7,575 人）を踏まえ、2023 年に 50 回（受講者

8,000 人）を目指します。 

保健所等の相談窓口でのエイ

ズ・性感染症の相談件数 
2016 年 382 件の実績を踏まえ、2023 年に 450 件を目指します。 

保健所等の検査窓口でのＨＩ

Ｖ抗体検査件数 
2016 年 646 件の実績を踏まえ、2023 年に 800 件を目指します。 

新規ＨＩＶ感染者 

新規エイズ患者数 
感染者、患者がゼロになることを目指します。 

肝炎ウイルス検査受検者数 2016 年度 1,594 人の実績を踏まえ、2023 年 2,000 人を目指します。 

肝炎ウイルス検査陽性者のう

ち、肝疾患専門医療機関等の医

療機関を受診した者の割合 

2016 年度 83％の実績を踏まえ、2023 年 95％を目指します。 

肝がん年齢調整死亡率 
2016 年 5.4 実績を踏まえ、2023 年 3.9 を目指します。 

※出典：厚生労働省「人口動態統計」 
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１．移植医療について 

●日本で行われている主な移植には、細胞移植（造血幹細胞移植）、臓器移植、組織移植があります。

一般の医療とは異なり、「患者」と「医療機関」だけでは成立せず、臓器や造血幹細胞が、善意の第

三者である「提供者（ドナー）」から提供されてはじめて成立するものであり、県民の理解が必要で

す。 

２．本県の現状と課題 

（１）細胞（造血幹細胞）移植について 

●造血幹細胞移植は、主に血液のがんである白血病やリンパ腫、あるいは再生不良性貧血などに対して

実施され、白血病や再生不良性貧血の根治療法としての役割を担っています。 

●造血幹細胞源として、骨髄、末梢血幹細胞、臍帯血の3種類があり、これらを用いた移植をそれぞれ

骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植と呼びます。自らの造血幹細胞を一旦保存しておいて移植

に用いるものを自家移植、自分以外の方（ドナー）から造血幹細胞を頂いてそれを移植するものを同

種造血幹細胞移植と呼びます。 

●非血縁者間の移植の普及により同種移植を受ける患者の総数は増加しています。また、移植前処置の

強度を弱めた移植法の普及により、移植の適応年齢が拡大し高齢者における移植件数が増加してい

ます。 

●同種造血幹細胞のドナーになるには、HLAという白血球の型が患者と適合している必要があります。

HLAの型は多種類あるため他人間では数百人から数万人に1人の確率でしか一致しません。そこで、

あらかじめ造血幹細胞を提供してもよいという人の HLA 型を登録してドナープールを作っておき、

その中から患者さんとHLAの適合した人を見つけ、このドナーからの移植をコーディネートする日

本骨髄バンクが作られています。 

●骨髄バンクを介した移植では、ドナーの検査や意思確認に細心の注意を要するため、コーディネート

期間が長く、患者の登録から移植を終えるまで中央値として144日かかっています。そのため、移

植が最善の治療方法であっても、移植までの期間を待つことが難しく、骨髄バンクを介した移植治療

を受けられない患者も少なくありません。 

●造血幹細胞移植を必要とする血液疾患の患者の数は、年々増加傾向にあり、今後も増加が見込まれて

います。造血幹細胞の提供促進と、安全かつ公平な移植医療の実施を目的として、「移植に用いる造

血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」が2012年9月に成立しました。 

●県内で造血幹細胞移植を実施できる施設は長崎大学病院、佐世保市総合医療センター、長崎医療セン

ターの 3 箇所です。長崎大学病院では、造血幹細胞移植が実施できる医師の育成が行われています

が、今後は、県全体としての長期的な方針や計画などの協議を行うことが必要です。 

第５節 臓器移植医療 
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●移植施設においては、造血細胞移植コーディネーター（HCTC）の設置が求められており、医療機関

の負担が大きくなっています。 

●企業・団体によっては、従業員に対し通院や入院のための「ドナー休暇」を導入し負担軽減に取り組

んでいます。大村市では経済的な理由から仕事を休めずドナーを辞退するケースを減らすために、県

内の自治体で唯一のドナー助成を行っています。 

（２）臓器移植について 

●臓器移植とは、現在の医学で考えられる、あらゆる内科的・外科的治療を行っても治癒できないほど

臓器が障害された患者（レシピエント）が、他者（ドナー）から健康な臓器をもらって回復を図る医

療です。日本で臓器の提供を待っている方は、およそ 14,000 人（平成 29 年 10 月末現在）です。

それに対して移植を受けられる方は、年間およそ500人です。 

●現在日本で移植可能な臓器は、心臓、肺、肝臓、膵臓、腎臓、小腸及び眼球（角膜）です。病態によ

っては、心臓と肺、膵臓と腎臓、肝臓と腎臓など、2つ以上の臓器を同時に移植しなければならない

患者もいます。 

 【表】日本における臓器移植の種類 （◎：保険適用、○：保険不適用） 

 心臓 心肺 肺 肝臓 膵臓 腎臓 小腸 眼球 

脳死臓器移植 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ 

心停止後臓器移植     ◎ ◎  ◎ 

生体臓器移植   ◎ ◎ ○ ◎ ○  

●平成22年7月には「改正臓器移植法」が施行され、本人が生前に拒否の意思を示していなければ、

家族の同意で脳死下での臓器提供ができるようになりました。その結果、15歳未満の子どもからの

脳死臓器提供が可能になり、平成23年には初めて小児からの臓器提供が報告されました。 

●平成 22 年の法の改正によりドナー数の増加が期待されましたが、脳死ドナー数は増加した一方で、

心停止ドナーの数は漸減傾向にあります。日本の臓器提供の現状を世界の中で見ると、移植可能な国

のなかでは世界で最も少ないのが現状です。 

●内閣府が平成29年度に行った調査によると、脳死となった場合の臓器提供の意思を書面に示してい

る人は国民の1割強と低く、脳死下での臓器提供制度は国民に浸透していません。 

●国内では、「臓器の移植に関する法律の運用に関する指針」に規定され、脳死下移植を行える条件を

整えた5類型と呼ばれる病院が896か所ありますが、脳死判定ができる体制を整備しているのはそ

の内の約50％です。さらに、実際に脳死からの臓器提供を行ったことのある病院は62 施設に限ら

れています。 

●病院で脳死ドナー候補が出た場合、家族への臓器提供の選択肢の提示や患者の呼吸・循環管理などが

必要ですが、主治医を始めとした臓器提供施設の負担が大きくなっているため、脳死判定を含めた施

設サポートの体制作りが求められています。 
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【図】国内の脳死・心停止ドナー数の推移（単位：人） 

    
※出典：日本移植学会「症例登録統計報告」 

●国内の死後の臓器提供におけるあっせん手続きを行う唯一の団体として、（公社）日本臓器移植ネッ

トワーク（Japan Organ Transplant Network :JOT）が組織されています。JOTでは、移植医療の

公平性・公正性を担保しつつ、移植コーディネーターが24時間待機し臓器提供に対応するとともに、

移植希望者の登録業務や臓器移植医療の普及啓発を担っています。 

 【図】臓器提供のフロー図 

   

●臓器移植には５つの類型があり、県内には 9 か所の施設がありますが、これまでに脳死下臓器提供

を行ったのは 3 施設に限られています。これまでに提供していない施設に対するサポートや研修の

充実が求められています。 

●県内では、平成 27 年末で 4,102 人が透析療法を受けており、毎年増加傾向にあります。透析患者

のうち142人が献腎移植を希望してJOTに登録しています。 

●献腎移植は心停止下での臓器提供が可能ですが、法改正後に心停止ドナーが漸減しています。心停止

ドナーの腎臓は県内での待機患者への移植が優先されるため、心停止下での臓器提供の推進が求め
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られます。 

●臓器移植の対象であっても、移植医療について知る機会がないために治療に結びついていないケー

スも多く、県民だけではなく医療従事者へも移植医療の現状について普及啓発する必要があります。 

●移植医療は手術を担当する医師だけではなく、多職種の院内スタッフ、移植コーディネーター等が関

わっており、移植医療の定着・推進のためには、それらの人材育成が重要です。 

●県は、移植医療の一層の定着、推進と臓器移植についての県民の理解を深めることを目的として、公

益財団法人「長崎県健康事業団」に「臓器移植コーディネーター」を配置し、医療機関等との連絡調

整や組織的協力体制を図るために、「長崎県移植情報担当者協議会」を設置しています。 

●毎年10月の「臓器移植普及推進月間」の街頭キャンペーンなどの各種イベントにおける、意思表示

カードの配布や、ラッピングバスを運行するなど、県民に対する普及啓発を行っています。 

ア）心臓移植 

●心臓移植は重症の心機能障害をきたす重症の特発性心筋症、広範囲の心筋梗塞、高度な心筋障害を伴

った心臓弁膜症、一部の先天性高度心奇形などが対象となります。国内では９施設で心臓移植が認め

られており、九州では九州大学病院（11歳以上の患者）が該当します。 

●心臓移植は脳死ドナーからの臓器提供が必要ですが、国内では待機患者数に比べてドナーの数が不

足しているため、国内での心臓移植が非常に困難な10歳未満の小児に限らず、成人も海外で心臓移

植を受けています。 

【図】国内の心臓移植件数の推移（単位：件） 

    
※出典：日本移植学会「症例登録統計報告」 

イ）肝臓移植 

●肝臓は極めて多様な機能を営む臓器であり、現在の医療技術では人工肝臓を作ることができません。

肝臓移植は、進行性の肝疾患のため、末期肝不全状態にあり従来の治療方法では余命 1 年以内と推

定される患者が対象となります（ただし、先天性肝・胆道疾患、先天性代謝異常症等を除く）。国内

では長崎大学病院など24施設で脳死肝移植が実施されています。 
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●肝移植には、ドナーにより生体肝移植と脳死肝移植があります。生体肝移植は、患者の血縁者、配偶

者等がドナーとなり、肝臓の一部を移植する方法です。脳死肝移植では、1人のドナーの肝臓を分割

し２人の患者に移植するケースもあります。 

●脳死肝移植を希望して登録した患者のうち、国内で脳死肝移植を受けられた人は約 18％に過ぎず、

40％以上が待機中に死亡しています。また、12％が生体肝移植に切り替えており、生体ドナーが存

在する場合は生体肝移植に頼るという現状は打開されていません。肝移植の大部分を生体部分肝移

植が占めるという日本の状況は世界的には極めて特異な状況です。 

【図】全国の肝移植件数（単位：件） 

   
※出典：日本移植学会「症例登録統計報告」 

●生体肝移植では、血液型が異なっていても移植が可能です。不適合移植における免疫抑制療法に用い

られるリツキシマブという薬剤が 2016 年に保険適用となりましたが、約 3 週間の術前処置が必要

なため、急性肝不全の患者への適用は難しい状況です。 

ウ）腎臓移植 

●腎臓は、生命維持するためには非常に重要な臓器であり、腎機能が何らかの病因で廃絶した状態が腎

不全です。末期腎不全の治療法には、腎移植と透析療法（血液透析、腹膜透析）の 2 種類がありま

す。腎移植は正常な腎臓の機能が回復する点で腎代替療法として理想的な治療法であり、少量の免疫

抑制剤の継続服用以外は、健常者と同様な生活を送ることができます。 

●県内で腎移植を実施しているのは、長崎大学病院と長崎医療センターの2箇所です。 

●腎移植には、ドナーにより生体腎移植と献腎移植があり、献腎移植には、提供時のドナーの状態によ

り心停止下腎移植と脳死下腎移植があります。献腎移植では、1 人のドナーから 2 つの腎臓が提供

されることから、2人の末期腎不全患者が移植を受けることができます。 
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【表】全国の移植件数（単位：件） 

     
※出典：日本移植学会「症例登録統計報告」 

●国内では、平成27年末で約33万人が透析療法を受けており、毎年増加傾向にあります。そのうち、

12,825人が献腎移植を希望してJOTに登録していますが、平成28年は162 例の移植が施行され

たのみで、また待機日数の長い高齢者の割合が多くなってきていることが課題です。 

●透析療法では、体内に蓄積された尿毒素や水分を体外に除去することは可能ですが、造血・骨代謝・

血圧調整などに関連した内分泌作用を補うことはできません。そのため、透析療法の合併症発現の原

因となり、透析患者の生活の質を低下させています。 

●末期腎不全患者にかかる年間医療費を見ると、腎臓移植では、手術施行年において年間医療費が透析

医療費よりも高額となりますが、術後安定期以降は透析医療費よりも低額になるという研究結果が

出されています。さらに、移植後には透析にかかる時間がなくなり、就労が可能になるなど、患者の

社会復帰やQOLの向上が報告されています。 

●近年は透析療法の導入患者の高齢化が顕著となっています。合併症の多い透析患者の高齢化は医療

費高騰の理由の一つとなっています。最近は高齢者の腎移植も増加傾向にあり、良好なADLを維持

した健康長寿社会の実現には、腎移植を行うことが有効と言えます。 

●生体腎移植では生体ドナーが必要となります。その場合は生体ドナーの身体的負担が少なからず生

じます。日本では献腎移植ドナーが比較的少数であるがゆえに、生体腎移植数が増加している現状が

あります。生体ドナーの負担を軽減するためにも、献腎移植ドナー数の増加が望まれます。 

エ）膵臓移植 

●膵臓移植は自己のインスリン分泌が枯渇しているインスリン依存型糖尿病（Ⅰ型糖尿病）の患者に対

して、膵臓を移植することによりインスリン分泌を再開させます。対象者の約80％が糖尿病性腎症

による慢性腎不全を合併しており、このようなレシピエントに対して膵臓と腎臓の同時移植も行わ

れています。国内では長崎大学病院を含め、18施設が膵移植の認定施設となっています。 
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オ）肺移植 

●肺移植は、両肺全体に広がる、進行性であり有効な治療法がない病気が対象となります。国内では、

長崎大学病院を含めた9施設が脳死肺移植の実施施設として認定を受けています。 

【表】本県の各部位別の移植件数 

年度 

移植希望者数（(  )は年間の移植件数）：全国 

眼球提供新規登録
者数 

※件数は年度末時
点 

献眼者数 
※件数は年度

末時点 

移植待機者数 
※件数は年度末

時点 

心臓 
心肺 
同時 

肺 肝臓 膵臓 
膵腎 
同時 

小腸 全国 本県 全国 本県 全国 本県 

平成24年 
235 
(28) 

4 
(0) 

191 
(33) 

396 
(40) 

200 
(9) 

155 
(18) 

4 
(0) 

11,778 300 891 39 2,282 33 

平成25年 
288 
(37) 

4 
(1) 

236 
(40) 

403 
(38) 

188 
(9) 

149 
(24) 

2 
(1) 

10,883 459 927 48 2,119 51 

平成26年 
364 
(37) 

3 
(0) 

249 
(41) 

401 
(43) 

198 
(5) 

153 
(24) 

5 
(0) 

11,510 352 880 54 1,836 61 

平成27年 
451 

(44) 

4 

(0) 

283 

(45) 

379 

(55) 

201 

(4) 

151 

(32) 

4 

(0) 
10,476 436 857 52 1,967 73 

平成28年 
556 

(51) 

4 

(1) 

309 

(49) 

347 

(54) 

201 

(5) 

150 

(33) 

3 

(1) 
11,405 287 830 62 2,042 95 

※出典：県の国保・健康増進課調べ 

３．施策の方向性 

●移植医療についての正しい知識や必要性を理解したうえで、「臓器提供意思表示カード」の所持や健

康保険証等の意思表示欄への記入をしていただくため、「臓器移植普及推進月間」のグリーンライト

アップや街頭キャンペーンをはじめとして、各種イベントや広報を通じ普及啓発活動を行います。 

●臓器提供候補者が発生した場合、医療機関からの積極的な働きかけが可能となるよう体制の強化や

医療機関従事者への研修会の充実を図ります。 

４．成果と指標 

（１）成果と指標 

施策の成果 指標 直近の実績 
（目標） 
2023年 

移植を希望する人に可能な限り移植が行われる
こと 

臓器移植に関する情報
提供件数 

22件 
（2016年） 

26件 

（２）指標の説明 

指標 説明 

臓器移植に関する情報提供件数 

医療機関からの臓器移植に関する臓器提供者（ドナー）の情報提

供の件数 

※出典：県の国保・健康増進課調べ 
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１．高次歯科医療について 

●本県には歯科診療所 739 箇所あり、人口 10 万人あたりの数では全国で 11 番目となっています※。

地域の歯科保健医療の中心となっているのは歯科診療所であり、むし歯や歯周病などの住民に身近

な口腔疾患の治療や予防を行っています。 

※出典：厚生労働省「医療施設調査」 

●県は平成 25 年に「歯なまるスマイルプラン（長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画）」を策定し、

むし歯等による歯の喪失防止や、歯周病を有する者の割合の減少に取り組んできました。この取組に

より、子どものむし歯や高齢者の喪失歯は減少傾向にありますが、歯の喪失の減少に伴い歯周病を有

する者の割合が増加しているため、高齢者の口腔ケアや高齢化による在宅歯科診療など、新たなニー

ズが増加しています。 

●今後さらに高齢化が進むことが予想され、これまで歯科医療機関あるいは歯科専門職種で完結し

ていた歯科医療は、地域包括ケアシステムに象徴されるような多職種や他分野との連携が必要と

されており、歯科分野においても、こうした動きに柔軟に対応することが求められています。 

 ●そのためには、医療関係者への訪問歯科診療の認知度を高め、さらに入院前の歯科医療から医療

連携に関わる退院時カンファレンスを含め退院後の歯科医療等切れ目のない歯科医療サービスが

必要になっています。 

●こうした一般的な歯科医療のほかにも、口腔がんなどの腫瘍や顎骨折などの外傷、難しい抜歯など

の難症例への対応や、全身麻酔や内科的全身管理を要し、設備や専門性から一般歯科診療所では治

療が困難となるような障害児・者や有病者の歯科治療など、多様なニーズに対応する必要がありま

す。  

●本計画では、一般歯科診療所で対応が困難な口腔がんや難症例の歯科診療、障害児・者や有病者の歯

科診療など高度、専門性を有する歯科医療を「高次歯科」と定義し、主にこの領域に関する課題と施

策について示します。 

２．本県の現状と課題 

（１）医療提供体制 

●本県において、高次歯科医療を提供する施設は、下記のとおりとなっています。 

機能 医療機関名 

高度歯科医療対応 

（口腔がんや難症例の歯科
医療を行う口腔外科領域） 

長崎医療圏    長崎大学病院 

佐世保県北医療圏 佐世保共済病院 

県央医療圏    諫早総合病院 大村市民病院 

専門的歯科医療対応 

（障害児・者や有病者の歯科
診療を行う専門領域） 

長崎医療圏    長崎大学病院 

長崎県口腔保健センター 

佐世保県北医療圏 佐世保市総合医療センター 

第６節 高次歯科・救急歯科医療 
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●このほかにも、障害児・者の歯科医療は下記のとおり実施されています。 

機能 実施内容 

障害児・者への
歯科医療 

・長崎県口腔保健センター（長崎市）における診療のほか、歯科診療車に
より、離島を含め各地へ巡回歯科診療を実施 

・長崎県立こども医療福祉センター（諫早市）にて、障害児歯科を実施 

・「障害者歯科協力医制度」※ 

→地域の協力歯科診療所において、相談や歯科診療の窓口的役割を実施 

※協力医の一覧は県のホームページ「障害者歯科診療について」をご覧ください。 

●本県において、休日や夜間における歯科医療（救急歯科医療）を提供する施設は、下記のとおりとな

っています。 

機能 医療機関名 

休日救急歯科対応 

●在宅当番医制を実施（長崎市、佐世保市、大村市、島原市、
南島原市、雲仙市） 

時間：日曜、祝祭日および年末年始の午前中 

●長崎県口腔保健センター 

時間：日曜、祝祭日および年末年始の 12：00～17：00 

救急歯科対応（救急全般） 
・長崎大学病院 

・佐世保共済病院歯科口腔外科（外傷治療のみ） 

 

（２）圏域ごとの現状と課題 

ア）長崎医療圏 

●長崎大学病院が高度・専門的歯科医療を担っているほか、県内の他の高次医療機関で対応できない患

者の診療を行っています。また、長崎県口腔保健センターが、日曜休日の救急歯科を行っているほか、

障害児・者歯科診療の窓口となっています。 

イ）佐世保県北医療圏 

●佐世保共済病院において高度歯科医療が行われているほか、平成 29 年４月から、佐世保市総合医療

センターにおいて、常勤の口腔外科をはじめ、障害者歯科、歯科麻酔、小児歯科、矯正歯科の各専門

医や認定医による専門的歯科診療を開始しました。全身麻酔による手術も可能となり、今後は、手術

症例数の増加が期待されます。 

●地域の診療所の歯科医師が、必要に応じて高次歯科医療機関の診療機器を利用できる制度である「オ

ープンシステム」の活用を推進しています。診療所医師の登録医制度がありますが、活用が十分では

■ 長崎県口腔保健センター 

・障害児・者の歯科診療を専門的に対応する長崎県歯科医師

会が設立した歯科診療所（長崎県歯科医師会館 3 階）。長崎

県が昭和 60 年から長崎県歯科医師会に委託し、一般歯科医療

施設で治療困難な障害者の歯科診療及び休日における救急歯

科医療の確保を行っています。 

・長崎市に診療拠点を設置しているほか、歯科診療車で各地

域を巡回して障害者歯科診療を実施しています。 

 

 

 

 

 

歯科診療車 
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ありません。 

●障害者歯科治療においては、長崎医療圏における口腔保健センターのような「窓口」となる機関がな

いため、受診喚起が困難になっていましたが、平成 29 年 4 月から障害者支援施設「にじいろ（佐世

保市）」で歯科診療車を活用し、毎週月曜日（離島地区と県北地区の巡回歯科診療期間中を除く）に

口腔保健センターと同様な佐世保県北医療圏の「窓口」を設置しました。 

ウ）県央医療圏 

●障害児の歯科診療を行っている長崎県立こども医療福祉センターは、センターを利用している障害

児の対応のため開設された経緯があり、近隣の患者の受入れが少ないほか、治療の精神的ストレスを

軽減する精神鎮静法※を行う設備がありません。 

※少量の精神安定薬や麻酔薬を投与して気分をリラックスさせて歯科治療への恐怖や不安を和らげる方法 

●平成 29 年３月から、諫早総合病院歯科口腔外科において、全身麻酔、精神鎮静法を利用した診療が

開始されています。県央医療圏における障害児・者の歯科治療のあり方について、診療設備の充実、

専門歯科医師の確保策を含め、医療圏単位での検討を進める必要があります。 

●長崎医療センターでは、平成 23 年度より常勤の歯科衛生士の雇用と共に、長崎大学から週２回の歯

科医師の派遣が行われています。院内において、入院患者に対する口腔衛生指導は行われています

が、歯科治療が行われていない状況です。 

エ）県南医療圏 

●医療圏内に高次歯科医療を提供する医療機関がないため、主に長崎大学病院で対応しています。高次

歯科医療機能の必要性について、関係医療機関へのニーズ調査の結果を踏まえ、引き続き関係者間で

検討する必要があります。 

オ）離島 

●離島の医療圏においては、本土の高次歯科医療機関に通院することは困難であり、離島において、難

抜歯など一定の機能が必要です。離島では人材の確保が困難であり、整備は困難な状況が続いていま

す。 

●障害児の歯科医療については、長崎県口腔保健センターの巡回歯科診療車による巡回歯科診療が行

われています。 

（３）その他の現状と課題 

●患者の高齢化に伴い増加している誤嚥性肺炎※を予防するため、嚥下機能維持・改善のためのリハビ

リテーションや、清潔保持のために口腔ケアの体制を充実する必要があります。入院時から在宅に至

るまで、医科との連携を図ることが重要です。 

※口から食道へ入るべきものが気管に入ってしまうことを誤嚥といい、物を飲み込む機能が弱り（嚥下機能障

害）、唾液や食べ物、胃液などと一緒に細菌を気道に誤って吸引することで発症する肺炎 

●口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながることや病院における周術期※の口腔機能管理によって

在院日数の短縮につながることが指摘されています。入院患者等に対する医科歯科連携による適切
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な歯科診療が必要ですが、歯科がある病院の割合が少ない（全国で約 2 割）ことが課題となってい

ます。 

※入院、麻酔、手術、回復といった、手術中だけでなくその前後を含めた期間 

●住みなれた地域で安心して質の高い歯科医療を受けられるよう、地域で完結する「歯科医療ネットワ

ーク」を構築するためには、地域の歯科診療所を後方支援する機能をもった高度で専門的な歯科医療

を提供する機能を整備することが望まれています。 

●救急歯科医療については、本土の各医療圏において、在宅当番医制度により行われています。また、

県が長崎県口腔保健センターに委託し、在宅当番医制度をカバーしています。 

●交通事故等の外傷による顎骨折の修復において、口腔機能（咬合）を正常に回復するためにも、歯科

医師と救急医療機関との早期からの連携が必要です。 

３．施策の方向性 

（１）高次歯科医療体制の充実 

●高次歯科医療機関において、引き続き診療スタッフ（歯科衛生士等）など診療体制の充実を図るほか、

訪問歯科診療の後方支援病院として、医科との連携により、摂食・嚥下障害への対応の強化を図りま

す。 

●地域からの紹介患者数が増加するよう、一般開業歯科診療所はもとより、行政や市民への周知広報を

図ります。 

●開業医への研修を充実させることにより「かかりつけ歯科医」としての意識改革を促進し、「オープ

ンシステム」の活用を図ります。 

●県や各郡市歯科医師会、医師会、大学病院、県立保健所などの関係機関による協議を行い、高次歯科

医療整備と地域とのあるべき連携体制の構築ついて検討を行います。 

●病院での周術期をはじめとして、入院患者への口腔ケアの提供等、歯科医療を充実させるため、医科

と歯科の連携を推進し、院内で適切な歯科医療が提供できる体制の整備を目指します。 

●長崎医療圏において、高次歯科医療を提供する長崎大学病院・長崎県口腔保健センターと、かかりつ

け歯科医の連携を図ります。 

●県央医療圏における障害児歯科について、長崎県立こども医療福祉センターにおける診療時間や稼

働日の拡大について検討を行うほか、諫早総合病院との機能分担を図ります。 

●県南医療圏における高次歯科医療機能の必要性について、関係医療機関へのニーズ調査の結果を踏

まえ、隣接医療圏で最も近い諫早総合病院や、長崎大学病院の役割等、引き続き関係者間で検討を進

めます。 

●離島医療圏からの患者を受け入れている本土の高次歯科医療機関の体制の整備と、離島の拠点病院

への長崎大学病院からの歯科医師・歯科衛生士の派遣を検討します。 
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（２）地域における歯科医療連携体制の構築等 

●地域の一般歯科診療所と基幹病院が相互に協力し、入院前の歯科医療や退院時カンファレンスを含

めた退院後の歯科医療が円滑に提供できるよう、各圏域内で協議を行い、郡市歯科医師会に設置して

いる連携拠点を中心として、医科歯科連携のさらなる強化を図ります。 

●地域の歯科診療所を後方支援する高度・専門性のある歯科医療機能を整備し、連携体制を強化するこ

とで、地域包括ケアシステムに対応する歯科医療ネットワークを構築します。 

●患者の在宅復帰へ向けたリハビリテーションを提供している病院に対してオープンシステムの活用

を呼びかけ、制度の有効活用を図ります。 

●顎骨折時に専門性を有する歯科医師が、救急医療機関から連絡を受け、口腔機能修復の見地から対応

することができるよう救急医療機関との連携を含め検討します。 

●各医療圏で高次歯科医療を担う医療機関に対し、長崎大学病院からの専門医の派遣が行えるよう継

続的な支援体制の整備を検討します。 

４．成果と指標 

（１）成果と指標 

施策の成果 指標 直近の実績 
（目標） 

2023 年 

一般歯科診療所と高次歯科医療機能の連携が図

られること 

郡市歯科医師会の医科

歯科連携拠点数 

３ 

(2017 年) 
4 

（２）指標の説明 

指標 説明 

郡市歯科医師会の医科歯科連携拠点数 
本土の医療圏において連携拠点の整備を目指します。 

※出典：県の医療政策課調べ 

【図】本県の歯科医療連携体制図 

 

一般的な歯科診療所では困難な症例

に対応するための設備があり、全身

麻酔などの管理を行う等、専門的な

歯科治療を行う拠点病院 

（むし歯・歯周病） 




