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TBとは何ですか？ 
結核または TB は、身体のあらゆる部分に影響を及ぼす細菌感染症ですが、肺結核と呼ばれる形で肺を患う

ケースが最も一般的です。 
 
詳しくは http://conditions.health.qld.gov.au/HealthCondition/condition/15/121/628/Tuberculosis-TB のファク

トシート 1 を参照ください。 

TBはどのように診断されますか？ 
ツベルクリン皮膚検査（ツベルクリン反応としても知られる）は TB の診断に使用する検査の 1 つです。ツ

ベルクリン検査の主目的は、TB に感染していても活動性疾患を発病していない人の識別です。これを潜在

性結核感染といいます。潜在性結核感染者の全員が活動性疾患を発病するわけではありません。感染への暴

露を確定するために、間隔をあけて検査を繰り返すことが必要な場合もあります。検査は、ブリスベン、ロ

ックハンプトン、トゥーンバ、タウンズビルおよびケアンズの Tuberculosis Control Unit にて無料で受けら

れます。 
 
胸部 X 線は結核患者と接触した人には重要な検査で、結核の可能性を除外するのに役立ちます。活動性結核

の患者と緊密な接触をした人は、間隔をあけて複数回の X 線検査が必要となることがあります。X 線検査の

結果がはっきりしない場合は、その人が活動性結核を患っているかを明確にするために血液または喀痰検査

が必要です。 

ツベルクリン検査（ツベルクリン反応） 
この検査は以下の目的のために実施します。 

• 結核患者と接触した可能性がある人の潜在性結核感染を検出する 
• BCG 接種の前 
• 活動性結核症の検出の補助手段 

 
そのため、ツベルクリン検査は以下の人を対象に実施します。 

• 結核と診断された人と接触した可能性がある人 
• 高 TB リスクグループの人 
• 結核が一般的な病気である国から移住した人 
• 医療従事者など、仕事で感染のリスクにさらされる人 
• 結核が一般的な病気である国を旅行する人 
• 高 TB リスクの国を一定期間以上旅行する予定のある人 
• 高 TB リスクの国を一定期間以上旅行した人。この場合、クイーンズランドに戻って 12 週間後にツ

ベルクリン検査の予約をしなければなりません。 
 
ツベルクリンは結核菌から抽出したたんぱく質を精製したものですが、結核を発症する作用はありません。 
 
ツベルクリン検査には新しい使い捨ての針と注射器を使用します。少量のツベルクリン液を左前腕の内側の

表皮に注入します。  
 
患部に小さな水泡ができますが、通常 30 分以内に消えます。患部から少量出血した場合は、看護師がアル

コール綿をあててくれます。これは 10 分後に外して捨ててください。  
 
注射した患部にクリームを塗らない、ばんどうこうを貼らない、また患部をかかないでください。かゆみが

出た場合は氷や冷たいものをあててください。 
 
入浴などは通常通り行えます。  
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検査後の問題は、発疹や息切れを含めどのようなことでも接種した医師や看護師に報告してください。 
 
以下の質問のいずれかに「はい」と答えた場合や、答えがはっきりしない場合は、ツベルクリン検査に同意

する前に看護師に相談してください。 
 

 現在結核の治療中ですか？ 
 今まで結核にかかったことがありますか？ 
 以前にツベルクリン検査（ツベルクリン反応）を受けたことがありますか？それはどこで、いつ受

けて、結果はどうでしたか？ 
 1 週間以内にウイルス性疾患にかかりましたか？ 
 過去 4 週間以内に生ウイルスワクチンの接種などを受けましたか？はしか・おたふくかぜ・風疹（3

種混合ワクチン）、黄熱病、水ぼうそう、腸チフス錠剤およびポリオを含みます 
 現在抗生物質を服用していますか？ 
 HIV、リンパ腫あるいはホジキン病などの免疫力を低下させる病気にかかっていますか？ 
 プレドニゾンやコルチゾンなどの経口または注射ステロイド薬を使用していますか？ 
 ラジウムまたは抗がん治療などの免疫抑制治療を受けていますか？ 
 サルコイドーシスにかかっていますか？ 
 アレルギーはありますか？ 

検査後はどうすればいいですか？ 
注射後約 10 分たってコットンを外したら、通常は患部をおおう必要はありません。何らかの理由で患部を

おおうことが必要な場合は薄いガーゼなどをあててください。ばんそうこうやクリームは使用しないこと。 
 
注射後に患部が赤くなることがあります。小さな水ぶくれができ、少し痛みを感じることもありますし、ま

ったく何の反応も起こらないこともあります。  
 
患部を検査するために 2～3 日（最低 48 時間）後にもう一度診察を受けてください。 

結果と経過観察 
結果は看護師がお伝えします。記録のための書類をお渡しします。 
 
検査結果の解釈については、TB 患者と接触したことがあるか、過去に BCG 接種を受けたことがあるか、年

齢や病歴などの要素によって変わります。  
 
ツベルクリン検査結果が陰性であれば、以下のうち 1 つを伝えます。 

• 1～2 週間以内に再検査を受ける 
• 指示された場合のみ、BCG 接種を受ける  
• これ以上の経過観察は必要ない 

 
患部に反応が現れた場合は、以下のうち 1 つを伝えます。 

• これ以上の経過観察は必要ない 
• これ以上ツベルクリン検査を受けない 
• Tuberculosis Control Unit の担当医、および希望により地元の医師に相談する 

 
結核患者と接触したことがある場合、後日「break of contact」という追加のツベルクリン検査を受けるよう

求められるでしょう。この検査では 1 度目の検査と比べたときの反応箇所のサイズの変化を調べます。 
 
参考情報 

場所 電話番号 場所 電話番号 
Metro South Clinical TB Service 
Princess Alexandra Hospital (Brisbane) 3176 4141 Cairns TB Control Unit 

Cairns Base Hospital 4226 6240 

Rockhampton TB Control Unit 
Rockhampton Base Hospital 4920 6211 Townsville TB Control Unit 

Townsville General Hospital 4433 2863 

Toowoomba TB Control Unit 
Toowoomba Hospital 4616 6445 Mackay TB Control Unit 

Mackay Base Hospital 
4885 5949 

Torres and Cape TB Control Unit 
Thursday Island 4030 6046  
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What is TB? 
Tuberculosis, or TB, is a bacterial infection that can affect almost any part of the body. TB is most common in 
the lungs, a form called pulmonary TB. 
 
For more information, please see Fact Sheet 1 at 
http://conditions.health.qld.gov.au/HealthCondition/condition/15/121/628/Tuberculosis-TB 

How is TB discovered? 
The tuberculin skin test (also known as the Mantoux test) is one of the tests used to diagnose TB. The main 
use of the tuberculin test is to identify people infected with TB bacteria, but who do not have active disease. 
This is called latent TB infection. Not everyone with latent TB infection will develop active disease. 
Sometimes repeating the test at intervals is needed to determine exposure to infection. The test is free of 
charge through Tuberculosis Control Units in Brisbane, Rockhampton, Toowoomba, Townsville and Cairns.  
 
A chest x-ray is important for people who come into contact with a person with tuberculosis, and helps rule 
out the presence of TB. Follow-up chest x-rays may be needed at intervals following close contact with a 
person with active TB. If the x-ray result is not clear, blood or sputum tests may be needed to determine for 
certain whether someone has active disease.  

The tuberculin test (Mantoux test)  
This test is used: 

• to detect latent TB infection in a person who may have been exposed to someone with tuberculosis 
• prior to BCG vaccination 
• as an aid to detect active TB disease. 

 
Therefore, the tuberculin test may be given to people who: 

• may have been in contact with a person diagnosed with tuberculosis 
• are from high TB risk groups 
• have migrated from countries where tuberculosis is common 
• are at risk at work, such as healthcare professionals 
• are travelling to a country where tuberculosis is common 
• will be travelling for a considerable amount of time to a high TB risk country/countries 
• have travelled for a considerable time to a high TB risk country. Such people are requested to book 

in for a tuberculin test 12 weeks after returning to Queensland. 
 
Tuberculin is a purified protein derived from the TB germ (but contains no active TB germs).  
 
The tuberculin test is given with a new, disposable needle and syringe. A small amount of tuberculin is 
injected into the top layer of the skin inside the left forearm.  
 
A small blister appears, but will usually disappear within the first 30 minutes. Occasionally, the site may 
bleed a little and the nurse may cover it with a cotton wool swab. This can be removed after 10 minutes and 
discarded.  
 
Do not apply creams or band-aids to the site and avoid scratching the site. To relieve an itchy reaction, apply 
ice or something cold. 
 
Attend to personal hygiene as normal.  

http://conditions.health.qld.gov.au/HealthCondition/condition/15/121/628/Tuberculosis-TB
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Tuberculin Skin Test 
 

You should report to your doctor or the nurse who gave the injection any problems, including rash or 
shortness of breath that you encounter after receiving the test. 
 
If you answer ‘yes’ to any of the following questions, or if you are unsure, please discuss with the 
nurse before you give consent for your tuberculin test. 
 

 Are you currently being treated for tuberculosis? 
 Have you ever had tuberculosis? 
 Have you had a previous tuberculin (Mantoux) test? Where? When? What was the result? 
 Have you had a viral illness in the last week? 
 Have you received any live viral vaccines within the last four weeks? These include measles, mumps 

and rubella (MMR); yellow fever; chickenpox; typhoid tablets; and Sabin. 
 Are you currently taking antibiotics? 
 Do you have any immune-suppressing illness, such as HIV, lymphoma, or Hodgkin disease? 
 Are you taking any oral or injectable steroid medications, such as prednisone or cortisone? 
 Are you receiving immune-suppressing treatment, such as radium or anti-cancer therapy? 
 Do you have sarcoidosis? 
 Do you have any allergies? 

After the test has been given, what next? 
After removing the cotton wool approximately 10 minutes after the injection has been given, there should not 
usually be any reason to cover the site. If for any reason a cover is deemed necessary, use light gauze; do 
not use band-aids or creams.  
 
You may see a reddened area at the site of the injection. Sometimes it may be slightly blistered and you may 
experience some pain, or there may be no reaction at all.  
 
You will need to return in two to three days (minimum of 48 hours) for the injection site to be 
examined. 

Results and follow-up 
The nurse will advise you of your result and give you documentation for your records.  
 
Interpretation of the test result will depend on a number of factors, including whether you are known to have 
been in contact with somebody who has TB, whether you have previously had a BCG vaccine, your age and 
your medical history.  
 
If your tuberculin test is negative, you may be advised to either: 

• have a repeat test in 1–2 weeks 
• have a BCG vaccination only if indicated  
• have no further follow-up. 

 
If your injection site shows a reaction, you may be advised either: 

• that no further follow-up is needed 
• to avoid further tuberculin tests 
• to consult with a medical officer at a Tuberculosis Control Unit, or your local doctor if preferred. 

 
If you have been in contact with someone with tuberculosis, you may be requested to have a further 
tuberculin test known as ‘break of contact’ at a later date. This test is done to check if there is any increase in 
the size of the test reaction from the first test.  
 
Further information 
Location Telephone Location Telephone 
Metro South Clinical TB Service 
Princess Alexandra Hospital (Brisbane) 3176 4141 Cairns TB Control Unit 

Cairns Base Hospital 4226 6240 

Rockhampton TB Control Unit 
Rockhampton Base Hospital 4920 6211 Townsville TB Control Unit 

Townsville General Hospital 4433 2863 

Toowoomba TB Control Unit 
Toowoomba Hospital 4616 6445 Mackay TB Control Unit 

Mackay Base Hospital 
4885 5949 

Torres and Cape TB Control Unit 
Thursday Island 4030 6046  
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