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【バングラデシュ研修での参加者達】

【実践的なトレーニングー右から3人目は，伊達専門家】

　TBCAP (Tuberculosis Control Assistance 

Program)とは，米国のODA援助機関であるUSAID

（United　States　Agency　for　International 

Development；米国国際開発庁）の援助資金の名前

で，TBCTA(Tuberculosis Coalition for Technical 

Assistance; 結核技術支援連合)がTBCAPの資金を受

けて活動している。

　結核予防会もそのTBCTAの中に入っており，

T B C T Aのその他のメンバーは I U A T L D

（International Union Against Tuberculosis and 

Lung Disease；国際結核肺疾患予防連合），WHO結

核部門，ATS（American Thoracic Society；米国胸

部学会），FHI（Family　Health International），

MSH（Management Science for Health），CDC（米

国疾病対策予防センター），KNCV（オランダ結核予

防会）と，それぞれ国際保健医療協力の専門機関で

あり，世界最大の結核対策連合である。

　プロジェクト開始当初2005年は，国別プロジェ

クトは8カ国のみで，資金総額も約640万米ドルで

あったが，2009年現在は25カ国で資金総額も約

1,667万米ドル(約16億円)（2.6倍）まで拡大した。

経済不況と言われながら，アメリカが海外の結核

対策にこれだけ力を入れていることには驚くばか

りである。今回，下内は，はじめて，オランダ，

ハーグで開催されたTBCAP理事会に出席して分

かったことであるが，米国胸部学会からの理事は

国会議員の国際協力委員会に四半期毎に活動の進

捗状況を報告し，今後とも予算が確保されるよう

に努力しているということであった。直接，国会

議員が国際協力の内容と予算の必要性を判断する

という仕組みそのものが非常にアメリカ的である。

　プロジェクトには，5つの目標（アドボカシー，

DOTS拡大，官民連携，エイズ・結核，人材育成）

に基づいた世界共通の政策作成やトレーニング教

材の開発およびトレーニング実施等の専門別プロ

ジェクトと，国別に実施する包括的結核対策推進

プロジェクトの２種類がある。

　TB CAPの働きの中で最も大きな貢献は

結核研究所副所長　下内 　昭
結核予防会本部国際部　石黒 洋平

結核予防会のTBキャップ(CAP)を通じた
世界の結核問題への貢献と今後の展望

International Standards for Tuberculosis Care「結

核医療の国際基準（和訳：結核研究所）」作成およ

び配布であり，世界のすべての医療機関で科学的根

拠に則った質の高い結核医療が実施されることを目

指している。我が国の結核診療にも参考になる文書

であり，2007年の結核病学会で積極的に周知するよ

う正式に採択された。結核研究所ホームページ

（http://www.jata.or.jp/）から英文(WHOにリン

ク)・和訳ともダウンロードが可能である。その他，

結核医療の国際基準の患者ケアの部分をより詳しく

した患者憲章も作成され，ストップ結核パートナー

シップ日本によって和訳も出された。そこには患者

中心主義が明確にされ，診断，治療に関する情報を

十分に受け，患者が差別を受けることなく，職場復

帰もできる権利などが強調されている。その他，結

核対策を推進するために種々のガイドラインや研修

マニュアルなどが作成され，TBCTAを通じて配布

されている

（http://www.tbcta.org/TB_CAP_Toolbox/）。

　その中で，最近我々結核予防会が貢献したことの

１つに胸部X線検査に関わるものがある。昨年，予

防会が中心になり，他のパートナーとともに，胸部

X線の質・技術向上のためのマニュアルを英文で作

成し配布した(ダウンロード可　http://www.jata.or.

jp/eindex/News.html)。また，撮影方法の最も重要

なチェックポイントを実際のX線写真を利用してポ

スターを作成し，世界中に配布した。そして今年，

そのハンドブックを使用して，日本人専門家が中心

になり，14カ国の放射線技師を対象に国際研修を2回

開催した。その後，バングラデシュでさらに同様の

研修を開催した。ハンドブックの評判はよく，カン

ボジアではそれをクメール語に翻訳し，国内での広

い配布を行っている。

　次に，結核予防会結核研究所の国別プロジェクト

としてはカンボジアとザンビアに支援をしてきた。

特にカンボジアでは指導的パートナーとして，国全

体で他のパートナーの働きをまとめる役目も担って

いる。今後は今までに作成した種々のガイドライン

をいかに国の中の事業で実際に使用し，役立ってい

るかを確認することが重要な課題である。カンボジ

アでは例えば，現在，喀痰塗抹陽性肺結核患者の新

規登録数は横ばいであるが，塗抹陰性肺結核が増加

し続けている。このような状況では，塗抹陰性肺結

核の診断の精度を保証するために，質の高いX線撮

影を確保するだけでなく，フィルムの陰影を読影す

る医師の教育訓練も必要になり，その先には日本に

あるようなX線診断が適正であるかどうかを判断す

るための結核診査協議会の設置なども考慮しなけれ

ばならないであろう。結核菌検査については，当面，【白黒濃度計を使ってフイルム濃度を測っている様子】

現在途上国で実施されている光学顕微鏡による塗抹

検査の外部精度保障システムを確立するための方策

を検討することが重要である。喀痰検査の次の段階

である培養検査や感受性検査は検査担当者の訓練お

よび検査設備の確保は通常は困難であるが，カンボ

ジアでは丁度，JICAプロジェクトとして，結核対策

の評価の一部である有病率調査を実施する動きがあ

るため，X線検査と菌検査の精度確保のための研修

も実施可能だと思われる。このように，X線診断標

準化とさらに新しい喀痰検査方法の精度保障に関し

て日本での豊富な経験に基づいた技術を結核予防会

が他の国に技術支援に生かすことは非常に有用であ

る。

　また，全体として言えることは，日本政府と相手

国の二国間協力に携わる場合，その成果が当該国以

外に及ぶことは非常に少ないが，CDCやKNCVのよ

うに国際的に活躍している組織と協調してパート

ナーとして結核対策に取り組むことにより，結核予

防会の有する専門性が国際的に評価されるとともに，

結核予防会としてもNGOとしての国際協力方法を身

を持って学ぶことができる。また，自らの働き自体

は比較的規模が小さくてもTBCTA全体として大き

な目標を達成することができることは有意義なこと

である。

　最後にこのように世界の結核対策に積極的に関

わっていく人材が今後ますます必要になっているた

め，国際協力に関心のある方は是非，ご連絡いただ

くようお願いいたします。
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