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小値賀町における２３価肺炎球菌ワクチン事業の取り組み

発 表 者 今立 俊輔 （長崎県：国立病院機構長崎医療センター 総合診療科）

共同研究者 大住元 秀明、田中 慶太、田中 敏己
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小値賀町では肺炎球菌ワクチンの公費助成事

業を行い、肺炎予防に取り組み、肺炎の入院を

減少させることが出来ました。本日は、その取

り組みついてご報告させていただきます。
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小値賀町は長崎県の五島列島に属する一島一

町の自治体です。

本土との交通にはフェリーで２－３時間かか

ります。
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小値賀町の人口は約３，０００人ですが、人口は

年々減少しています。

しかし、７０歳以上の人口は１，０００人程度で一定

しており、高齢化は進行しています。

現在では高齢化率は４４％と、県内で最も高齢

化率の高い自治体となっています。
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島内の医療機関は診療のみで、初期診療から

入院まで対応していますので急性疾患のほとん

ど全てのひとが、診療所を受診します。そのた

め、小値賀町内で発生する肺炎患者のほぼ全て

が小値賀診療所を受診していることになりま

す。
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小値賀診療所では住民３，０００人に対して医師２

人体制で対応しており、医療施設やマンパワー

にも限りがあり、増加する高齢者疾患への予防

が急務でした。

そこで、高齢者に対する予防医療事業として、

肺炎球菌ワクチンの公費助成を町に要請し、協

議の結果、平成２１年度より助成を行うことにな

りました。
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対象者は７５歳以上の住民としました。５，０００円

のワクチン代のうち、３，０００円は公費助成され、

住民は２，０００円の負担で接種を受けられるように

なりました。

なお、翌平成２２年度からは７０歳以上へ対象者

は拡大されました。
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助成開始直後は多数の接種希望がありました

が、次第に接種者は減少傾向となり、接種率向

上に向けての新たな取り組みが必要と感じまし

た。そこで、私たちは多職種間で協力して、接

種率向上に向けての取り組みを開始しました。

まずは、肺炎ワクチンを知ってもらうために、

診療所を受診した患者さんに対して積極的に説

明を行う事から開始しました。しかし、忙しい

と私たち医師もついつい忘れがちですので、ワ

クチン接種していない方が受診した場合には、

まず看護師がチェックし、それを医師に伝え、

医師が患者に説明をするという協力システムを

作りました。

さらに、介護施設や高齢者施設にも協力をい

ただき、施設でも肺炎ワクチンの公費助成化に

ついて宣伝をしてもらいました。実は、それま

ではデイサービスでのワクチン接種は行ってい

なかったのですが、移動が困難な高齢者もワク

チン接種が受けやすい様に、施設に訪問しての

ワクチン接種を開始しました。高齢者がワクチ

ン接種を受けやすい環境作りに取り組みまし

た。

また、住民の中には診療所や介護施設を利用

しない元気な方もいますので、老人会にお願い

して、各地区で接種を呼びかけてもらいました。

また、地域の広報誌に連載を開始し、肺炎ワク

チンをはじめ疾病予防についての啓蒙活動も行

いました。

さらに、私たちは保健師とチームを作り、保

健師の住民訪問に医師が同行する『家庭訪問』
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も開始しました。高齢者の家庭を訪問して、生

活環境や生活状況をみせていただき、必要があ

れば生活環境の改善に介入も行いました。その

訪問の中で、希望者に対しては肺炎ワクチンの

接種も行うなど、ワクチン接種の機会を地域の

中に展開していきました。

そのようにして、肺炎ワクチンを軸に地域医

療を展開しました。
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そのような、取り組みの結果、たった０．２％だっ

た７０歳以上住民の累積接種率は、わずか１年で

５２％にまで上昇しました。７５歳以上住民では６８．８

％ととても高い接種率を達成することができま

した。
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公費助成開始前、７０歳以上住民の肺炎入院件

数は１，０００人年あたり３０．４でしたが、助成開始後

は１９．７になっています。肺炎による入院は３３．２

％減少しました。
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さらに、入院医療費に関しても検討したとこ

ろ、１，０００人年当たりで計算すると、１７１万円の

入院医療費が減少していました。公費助成開始

後の３年間で５４７万円の医療費が削減されたと推

計されました。３年間のワクチン費用は３６３万

円、そのうち２１８万円が公費助成額です。ワクチ

ン費用をうわまわる、医療費抑制効果があった

と推測されました。
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ただし、今回の検討はヒストリカルコントロー

ルを用いた後ろ向きの検討であり、ワクチン以

外の要因の排除はできません。しかし、肺炎球

菌ワクチン事業が小値賀の地域医療に良い効果

をもたらしたことは確かです。

ワクチンの接種率を上げるための一連の取り

組みは、町内での多職種間の連携を強化しまし

た。医療・行政・保健・介護の４者間が集まり、

難しい社会的問題を抱えた住民について情報共

有する、連絡会議（さくら会）の発足にもつな

がりました。

また、肺炎球菌ワクチン事業は自治体の予防
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意識を高めました。小値賀町では平成２２年に全

国に先駆けて、小児の Hibワクチン、子宮頸癌

ワクチンの公費助成化も行われましたが、２３価

肺炎球菌ワクチン事業の成功がその原動力にな

りました。
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ここまでご報告しましたように、小値賀町は、

高いワクチン接種率を達成し、その結果肺炎を

予防することができました。このような結果が

得られた理由として、小値賀町が離島という比

較的小さなコミュニティーであることも影響し

ていると思います。しかし、最も重要な要因は、

様々な職種が小値賀町の高齢化問題に対して危

機意識もち、職種を超えチームとなって肺炎球

菌ワクチン事業に取り組んだことだと思いま

す。その結果、ワクチン接種の場は診療所から

地域の中へ広がり、高い接種率を達成すること

が出来たのだと思います。また、行政の積極的

な協力が得られたことは極めて大きな要因で

す。

この事業は、今年４月に急逝された前の町長

である山田氏の協力もあり実現しました。

最後に、この事業成果は山田前町長の業績で

あることも、合わせご報告させていただきます。

ご静聴ありがとうございました。
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