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結核は、「現代」の病気だよ。
他人事ではありません。

　明治時代から昭和20年代までの永い間、「 国
民病」「亡国病」と恐れられた結核。50年前まで
は、年間死亡者数も10数万人に及び死亡原因の
第1位でした。医療や生活水準の向上により、薬
を飲めば完治できる時代になりましたが、過去
の病気と思っていたら大間違いです。今でも1日
に68人の新しい患者が発生し、6人が命を落と
している日本の重大な感染症なのです。

こんなときは病院へ！！

　結核の初期症状は、風邪とよく似ています。
せきやタンが2週間以上続いたら、結核を疑って
早めに医療機関で受診してください。症状が1ヶ
月以上続く人からは25人に1人の割合で結核患
者がみつかっています。

結核はどんな病気？

● 国内の結核の現状
結核新登録患者数

〈新たに結核と診断され登録された患者、平成20年 実数〉
罹患率

結核死亡数
〈平成21年 概数〉

死亡率 1.7

※ 率はすべて人口10万人対
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◆ 日本で重大な感染症 ◆

24,760人 19.4

2,155人



結核ってどうやってうつるの？

　結核とは、結核菌によって主に肺に炎症を起
こす病気です。
　結核菌の混ざったタンがせきやくしゃみと一
緒に空気中に飛び散り、それを周りの人が直接
吸い込むことによってうつります。これを「空気
感染」といいます。
　「結核かな？」と思ったら、医療機関を受診し
ましょう。また人にうつさない為に、せきが出る
時はマスクをつけることをこころがけましょう。

感染したら、必ず発病するの？

　10人が結核に感染した場合、発病するのは
1人～2人です。通常は免疫機能が働いて、結核
菌の増殖を抑えます。ただ、免疫力だけでは結
核菌を殺すことはできないので、免疫力が弱ま
ると発病するケースが増えています。
　もしも、結核に感染し、発病したとしてもタン

の中に結核菌を出していない軽症の場合は、他
人にうつす恐れはありません。重症の結核でも
薬を飲みはじめると、タンの中の菌は激減しま
す。せきが止まれば周りの人に感染させる危険
性は少ないので、心配する必要はありません。

◆ 空気感染する病気です ◆

結核に感染したからといって、必ず
発病するわけではないんだ。
体に入った結核菌がどうなるのか勉
強してみよう！

写真：電子顕微鏡で見た結核菌の図
1〜4μm（ミクロン）



結核発病のシステム

患者

空洞
肺

粘液の水分

飛沫咳
（数ミクロンの大きさ）

結核菌

免疫力が働き

結核菌を退治 電子顕微鏡で見た
結核菌の図
1～4μmミクロン

結核菌勝利

初感染発病

既感染発病

乳幼児は
もっと急速に
発病する

場合があります
免疫力が
弱まった時
発病！

治療が必要

免疫力勝利

発病せず、
結核菌は眠る

数年～数十年

6ヶ月～2年

一生発病しない

結核菌は死滅もしくは
長い冬眠状態

くしゃみや咳

鼻やのどでつまってしまえば
感染しない

水分を失い軽くなる
（その大きさは数ミクロン）

肺の奥まで
吸い込まれて
初めて感染する

結核の予防と治療を学ぼう

結核を正しく知ることが、予防の第一歩！
もし、結核にかかってしまっても、薬を飲む
ことで治療できますよ。

　結核は、注意をしていればそれほど怖がる必要
はありません。2週間以上せきが続くようでした
ら、医療機関で受診しましょう。早期発見は本人
の重症化を防ぐためだけではなく、大切な家族や
職場等への感染の拡大を防ぐためにも重要です。
お互いに、「大丈夫？」と注意しあうことが、とても
大切です。
　抵抗力の弱い赤ちゃんは、結核に感染すると
重症になりやすく、生命を危うくすることすらあ

ります。予防するためには、BCG接種が有効で
す。生後3～6ヶ月に接種しましょう。

◆ 結核の予防 ◆



おうちでできる予防法！

　DOTS(ドッツ)とは直接服薬確認療法のこと
です。つまり、医療従事者は患者に薬を処方す
るだけでなく、患者が服薬するところを目の前
で確認し、支援する方式です。
　結核と診断されても、6ヶ月間毎日きちんと薬
を服用すれば治ります。しかし、症状が消えたか
らといって、治療の途中で服薬を止めてしまえば
治りません。それどころか、菌は抵抗力をつけ、
薬が全く効かない多剤耐性菌になることもありま
す。日本では近年、結核研究所の調査により入院
患者の0.5%から「 超多剤耐性結核菌」が検出さ
れています。これは結核の治療に使われる主要
な薬剤のうち、4種類以上の薬が効かず、東ヨー
ロッパやアジアを中心に広がりつつあり、WHO

（世界保健機構）が警戒を呼びかけている新種の
結核菌です。

　治療を確実にするために、 服薬を支援する
DOTSの推進が強化されています。心配がある
場合にはお近くの保健所にご相談ください。

睡眠時間を十分にとる 適度に運動する 好き嫌いをせずバランスの
とれた食事をする

◆ 結核の治療 ◆



日本と世界の結核
今でも日本は、世界の中では
中まん延国。問題はより複雑に
なっているよ。

❶ 感染者がますます高齢化
1990 年代、60 歳代 が 一番多 かった 結核患者 は、
2001年には70歳代、2006年には80歳代にシフト
しています。これらの人々は青年期に感染し、菌が
目を覚まして発病し生活習慣病などのリスクを持っ
ているため、治療が難しいのです。

❷ 若者の結核も要注意
若い世代の集団感染も問題になっています。これは
都会への移動、海外との交流、アルバイト、不特定
多数の人が出入りする場所を利用するなど、感染
の機会が増えていることが原因と考えられます。
不規則な生活も発病のリスクを高めています。

❸ 外国人の割合が拡大している
結核対策が十分に行われていない開発途上国から
入国する若者が、悪い環境で働き、受診や治療の機
会がないまま、感染を拡大していると考えられます。

　平成19年4月より結核予防法は「感染症法」に統合され、結核対策がより強化されることになり
ました。そして、一人一人が結核についての正しい知識をもつことが重要です。
　上記の問題を解決するために、地域の特性を踏まえた患者中心の医療の確立を目指して、地域
DOTSの推進、病棟単位から病室単位への転換、医療の質の確保等を図る必要があります。

TOPICS

❹ 働き盛りの人の発見が遅れる
職場の中堅として多くの人と接しながら仕事をし、ま
た家庭では親である働き盛りの人の発見の遅れは、
次世代に結核を残す事になります。またホームレスな
どもこの中に含まれます。

❺ 地域格差がある
大都市部の罹患率（10万対）を詳しく見ると、大阪市

（50.6）、名古屋市（31.6）、東京都特別区（28.6）で、
それぞれ長野県（10.2）の5.0倍、3.1倍、2.8倍となり、
国内の地域間格差は依然として大きいといえます。

❻ HIV/AIDSとの合併の危険
HIV/AIDSは日本で増加の一途をたどり、1年間の
新規のHIV感染者数とAIDS患者数の合計は、すで
に1万件を超えています。そのHIV感染者やAIDS
発症者に結核菌が感染すると命とりになります。

2003-2007年
総件数

227件
その他 133

社会福祉施設 7

病院等 51

学校 36

● 集団感染の発生場所
（平成17年度 集計結果） ● 結核新登録患者の3年間の動き

2006年（平成18年） 2007年（平成19年） 2008年（平成20年）

新登録患者数（人）
〈罹患率：10万対率〉

26,384
〈20.6〉

25,311
〈19.8〉

24,760
〈19.4〉

0〜14歳 85（0.3％） 92（0.4％） 95（0.4％）
15〜19歳 214（0.8％） 201（0.8％） 191（0.8％）
20〜39歳 4,486（17.0％） 4,232（16.7％） 3,975（16.1％）
40〜59歳 5,373（20.4％） 4,970（19.6％） 4,701（19％）
60〜79歳 9,946（37.7％） 9,353（40％） 9,213（37.2％）
80歳以上 6,280（23.8％） 6,463（21.5％） 6,585（26.6％）



　世界では、総人口の約3分の1が結核に感染し
ており、毎年940万人が新たに発病し、180万人
が命を落としています。また、HIV感染者の増
加が結核のまん延を加速させるなど、深刻な問
題になっています。（Stop TB Partnership TB 
Fact sheet 2009.より）結核とHIV/AIDS、そ
れにマラリアを加えた3大感染症は、全体で毎年
約500万人の生命を奪っています。そのほとん
どが発展途上国に集中しています。日本政府は、
2010年に、世界エイズ・結核・マラリア対策基金
に対し60億円の拠出を行う、一般会計予算を成
立させました。結核予防会も、アジア・アフリカ

の人々と協力して、結核をなくすための支援活
動を行っています。

世界ではまだ沢山の人が、
結核で苦しんでいるんだ。

もっと結核について知りたい方は…
●結核予防会HP
7 http://www.jatahq.org

●わかりやすいマンガから専門書まで
　取り揃えています。（結核予防会出版物各種）
結核予防会 事業部出版調査課
4 03-3292-9289
7 http://www.jatahq.org
6 book@jatahq.org

●結核で困っている外国人の方がいたら
結核予防会「外国人結核電話相談」
4 03-3292-9218 （毎週火曜日10:15～12:00、13:15～15:00）

頭の片隅に結核という単語を。結
核は、みんなの問題なのです。
結核対策をご理解いただき、「結核
の常識」をさらに深めてください。



左

結核をなくすための複十字シール募金にご協力ください

　世界では、今も、年間 9 4 0万人が結核を発病し、180 万人が亡くなって
います。（Stop TB Partnership TB Fact sheet 20 09 .より）そのほとんどは
発展途上国の人々です。
　結核予防会は、人々を結核から守るための支援活動をアジアやアフリカ
で行っています。一人でも多くの人に、結核に苦しむことのない健康な生
活を送ってもらいたい。これが私たちの願いです。みなさまのご支援をお
願いします。

公益財団法人結核予防会 事業部資金課
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