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世界結核デーのテーマ解説

イノベーションで結核対策を加速しよう！

3月24日　世界結核デー

　3月24日は，世界結核デーです。

　世界では，アジアとアフリカの途上国を中心に，年

間940万人が新たに結核を発病し，180万人(50万人の

HIV感染者を含む)が死亡しています（WHO 2008年推

定）。世界の結核患者の3人に1人は，十分な結核の診

断と治療を受けることが出来ていないと推測されて

います。

　世界結核デーは，「結核のない世界」のために，世界

の人々が共に，対策を考え，実行を呼びかけていく日

です。

コンセプト・・・・・・・・

世界計画達成に向け、飛躍的な推進を

　2010年 の ス ロ ー ガ ン は，「ON THE MOVE 

AGAINST  TUBERCULOS IS  / I nn ova t e  t o  

accelerate action（イノベーションで結核対策を加速

しよう）」です。

　WHOのグローバルパートナーシップであるストッ

プ結核パートナーシップは，世界の結核対策を導くた

め，「結核のない世界」をビジョンとした「ストップ結

核世界計画(2006-2015年)」を策定しています。2010年

は，この計画の中間点にあたります。

　世界の結核の状況は徐々に改善されていますが，

WHOはこの計画の目標が達成できる可能性が低いと

報告しています。そのため，スローガンの背景には，

今までにない革新的なアプローチで，世界の結核対策

を飛躍的に進めていかなればならないという強い思

いが表れています。

メッセージ ・・・・・・・・・

あらゆる分野のイノベーション（革新）を

　より優れた治療薬・診断法・ワクチンなどの医療技

術はもとより，より多くの患者を最後まで治療するこ

と，結核制圧を目指すパートナーの連携，研究や対策

のための資金確保など，あらゆる分野において，革新

的な技術，方法，アイデアを生み出そうというメッ

セージが込められています。

革新とは・・・・・・・・・・

　例えば，医療技術の開発を取り上げてみましょう。

　結核には治療法が確立されていますが，現実には多

くの課題を抱えています。

　結核患者は症状がたとえ改善しても，6ヶ月と長期

に渡り薬を飲み続けなければならないため，治療中断

や脱落が起こりやすくなります。中途半端な治療は薬

が効きにくい結核（多剤耐性結核）を生み出す可能性も

高くなり，多剤耐性結核の治療はより難しくなりま

す。検査の質が診断を左右するため，結核菌検査には，

検査技師の教育を含め精度管理が欠かせません。

　治療期間が短く，副作用も少なく，多剤耐性菌にも

効果がある治療薬。より迅速，簡便，安価で正確な診

断法。一生効果が続くワクチンなどが開発されれば，

多くの患者が救われ，DOTSによって推進されている

現在の結核対策に大きな変革をもたらすことになるで

しょう。

　現在，世界では，関係者が連携して，医療技術の開

発に力を入れており，その成果が期待されています。

結核予防会国際部

　「イノベーション」をテーマに，様々な分野における

結核への取り組みの中に，このような革新的な開発の

ヒントを発掘し，対策に生かせるよう支援していきま

しょう。

参照資料：ストップ結核パートナーシップ　

http://www.stoptb.org/events/world_tb_day/2010/

　WHOの推定によれば全世界の結核罹患率（人口10万

人あたり1年間に新たに発生した結核患者数）は2004年

に143でピークを迎えたと見られます。WHOの定める6

地域のうちWHOアフリカ地域でHIV感染率が低い1

国々及びWHO東南アジア地域を除く全地域で罹患率

は低下しており，このままいけば，「2015年までに結核

の罹患率の上昇を止め，減少に転じる」という同計画の

目標は，2015年を待たずに達成できると見込まれます。

　もう一つの目標である「2015年間までに，結核の死

亡率（人口10万人あたり1年間に死亡する結核患者数）

と有病率（人口10万人あたりの結核患者数）を1990年の

数値から半減させる」ことは，困難と見込まれていま

す。これは有病率，死亡率のいずれもアフリカ地域全

てで達成不可能と見込まれることが大きな理由です。

結核罹患率
（人口10万人対）2008年

アジアとアフリカに集中

ストップ結核世界計画の達成予測
アフリカが課題

1　15-49歳の国民のHIV感染率が4％未満であると（国連エイズ予

防計画推定）される国々

参 照 資 料（上 記 図 表、数 値 と も）：WHO Global Tuberculosis 

Control- A short update to the 2009 report

結核デーには、世界中でキャンペーンが行われる
（写真　フィリピン）

1990年からの推移
WHOアフリカ地域（ＨIV感
染率が低い国々）では、結核
罹患率、結核有病率、結核死
亡率（グラフ上から）ともに
上昇しており、有病率と死
亡率は半減にはほど遠い。

新発生結核患者数
（2008年推定）

1.インド 160 ～ 240万人
2.中国 100 ～ 160万人
3.南アフリカ 38 ～ 57万人
4.ナイジェリア 37 ～ 55万人
5.インドネシア 34 ～ 52万人
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