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平成 24 年７月 26 日（木）

本日は、結核国際研修 50 周年記念式典にあたり、皆さまとお会いでき 
ましたことを大変うれしく思います。

結核国際研修は、昭和 38 年に、外務省と当時の厚生省の要請により、 
国際協力機構を通して、結核予防会結核研究所で実施され始めました。
以 来、 今 日 ま で に、 世 界 の 97 の 国 と 地 域 か ら、 ２ 千 人 以 上 の 医 療 
従事者が研修を受けられました。

この 50 年間、結核対策は着実に進められてきました。ＤＯＴＳ戦略に
よる患者の発見と支援に加え、６年前に発表された「ストップ結核世界 
計画」では、ＨＩＶ合併結核や多剤耐性結核への対策が強化されました。
これらの方針のもとに活動する人々の努力によって、３年後までに結核の 
死亡率と罹患率を減少に転じるという国連ミレニアム開発目標は、達成 
できる見込みになっています。

し か し、 結 核 の 制 圧 ま で に は、 な お 長 い 道 の り が 予 想 さ れ ま す。 
世界保健機関によると、一昨年には、世界で 880 万人が結核を発病し、
140 万人が結核によって命を失いました。このような状況の中で、結核 
対策と併せて、母子保健や生活習慣病対策を含めた保健システム全般を 
充実するための工夫も、重要でございましょう。

本研修を受け帰国された方々は、各地の結核対策において、更に広く 
医療、保健の分野にわたり大切な役割を果たしておられます。このような
ご活躍に敬意を表するとともに、国際研修の成果が活かされていることを
大変喜ばしく思います。

この結核国際研修が、日本において長期にわたって続けられた背景には、 
多くの関係者のご尽力があります。これまで、関係各省、国際協力機構、 
ストップ結核パートナーシップなどの関係団体、そして世界保健機関、 
国際結核肺疾患予防連合、米国疾病予防管理センター等との連携が 
おこなわれてきました。また、結核予防婦人会も、結核予防会の国際的な 
活動を支えてきました。ご協力くださいました方々に、心から感謝を 
申し上げます。

本日の記念式典とシンポジウムが、結核国際研修の意義を深く認識する
よき機会となるとともに、国際研修を通して築かれた人と人とのネット 
ワークを活かして、「結核のない世界」にむけた努力が継続されていく 
ことを願い、私の挨拶といたします。

結核国際研修50周年記念式典　秋篠宮妃殿下お言葉

結核国際研修50周年記念式典・シンポジウム
～TB Free World（結核のない世界）の実現に向けた人材育成～

平成 24 年 7 月 26 日，総裁秋篠宮妃殿下のご臨席を仰ぎ，結核国際研修 50 周年記念式典・シンポジウムが
国際協力機構研究所において開催されました。
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結核国際研修50周年記念式典・シンポジウム

結核研究所で実施している独立行政法人国際協力機
構（JICA）国際研修が 1963 年に開始され本年で 50
年目を迎えた。この間，97 か国から延 2,182 人が研修
に参加した。それを記念するとともに，本研修の意義
と今後の方向性を討議するために，7 月 26 日 JICA 研
究所国際会議場において，記念式典・シンポジウムが， 
JICA と本会の共催（後援：外務省，厚生労働省，ストッ
プ結核日本パートナーシップ，WHO 西太平洋地域事
務所）により開催された。

第 1 部の記念式典では，JICA 副理事長堂道秀明氏，
本会理事長長田功による開会挨拶のあと，引き続き本
会総裁秋篠宮妃殿下がお言葉を述べられ，外務副大臣
山根隆治氏，厚生労働副大臣辻泰弘氏（代読　外山健
康局長），WHO 西太平洋地域事務局長 Shin Young-
soo 博士，ストップ結核パートナーシップ日本代表理
事 / 事務局長田中慶司氏から祝辞をいただいた。

第 1 部の終わりには，本会島尾忠男顧問による「国
際研修 50 周年を迎えて －歴史と展望－」と題した記
念講演が行われた。島尾顧問は，第 1 回から本研修に
かかわっており，シンポジウムに先立ち国際研修につ
いて理解を深めることができた。

第 2 部シンポジウムは「TB Free World 実現を目
指し，保健システム強化に貢献できる人材育成」のテー
マで，JICA 人間開発部長萱島信子氏と結核研究所所
長石川信克の両座長により進められた。

シンポジウムは，現時点での結核問題の大きさと
WHO が推奨する国際的結核対策指針の歴史と今後の
方向性（大菅氏），研修を実施している立場から研修
の特徴・意義について（山田），お二人の帰国研修生
から研修がご自身の仕事にどのように役立ったかなど
について（ウガンダ保健省国家結核・ハンセン病対策
課課長代行 Mugabe Rwabinumi 氏，インドネシア保
健省疾病対策・環境保健局長 Tjandra Yoga Aditama
氏），本研修が二国間協力を行っているアフガニスタ
ン国結核対策の人材育成にどのように役立っているか
とリーダーを対象とした本研修以外の JICA 研修につ
いて（JICA 国際協力専門員磯野光夫氏），疾患別ア

プローチと保健システム強化との関係について（公益
財団法人日本国際交流センター シニアー・フェロー
/ 東海大学教授武見敬三氏）の発表があった。以上の
パネリストの発表の後，本年度の国際研修生を代表し
てザンビアからの研修生Mwiinga Chibinga氏，ストッ
プ結核パートナーシップ日本推進議員連盟会長梅村聡
氏，外務省国際協力局国際保健政策室長小沼士郎氏，
厚生労働省大臣官房国際課国際協力室長武井貞治氏か
ら特別発言を，ストップ結核ボランティア大使 JOY
氏からビデオレターをいただいた。

本シンポジウムを通じて，本研修は結核対策の強化
とともに保健サービス強化にも貢献する内容であるこ
とが確認された。研修卒業生の中には，今回の帰国
研修生の Tjandra 氏のように保健省の要職に就かれ
ている方も多くいて，保健大臣も 3 名出ており，その
一人であるモザンビーク保健大臣 Manguele 氏のメッ
セージが座長より紹介された。

本シンポジウムを通じて，今後さらに高度化する結
核対策に対応するとともに，世界中で今後大きな課題
となっていく高齢化や生活習慣病などを含めた保健
サービス強化を含めた保健システム強化にも貢献でき
る人材育成が期待されることが確認された。

本シンポジウム詳細は発行が予定されている報告書
に譲り，この記事では概要報告にとどめさせていただ
いた。

結核国際研修50周年記念式典・シンポジウム報告

結核研究所　国際協力部

部長　山田 紀男

シンポジウムの様子
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はじめに
昭和 38（1963）年に開始された結核対策に関する

国際研修は今年で 50 周年を迎えた。当初からこの研
修に参画し，現在も関与を続けているのは，私一人
になってしまった。この機会にこの研修について振り
返ってみたい。

時代の背景
国際研修が始まった昭和 30 年代の後半は，日本が

敗戦の痛手からようやく立ち直り，所得倍増政策が
始められた頃であり，結核対策についても，昭和 26

（1951）年に制定された結核予防法に始まり，昭和
28（1953）年の第 1 回結核実態調査の実施とその結果
に基づく健康診断対象の全国民への拡大，INH, SM, 
PAS の 3 剤の併用で大半の結核が薬で治るようにな
り，これに昭和 36（1961）年から開始された結核患
者を登録し，管理する制度の整備，命令入所の枠の拡
大が加わって，日本の結核対策が一貫した体系の元で
動き始め，結核が急速に減り始めた時代であった。

当時我々は意識していなかったが，日本の結核病
学は世界から注目されていた。一つは昭和 24（1949）
年に BCG ワクチンを凍結乾燥し，大量に生産する技
術を開発したことであり，今一つは世界に先駆けて標
本調査法による結核実態調査を昭和 28（1953）年に
実施し，その成績を英文で WHO 紀要に投稿していた
ことであった。昭和 32（1957）年には予防会の東義国
医師が WHO の要請でコペンハーゲンの TRO（結核
研究施設）へ派遣されている。

日本は昭和 29（1954）年にコロンボプランに加盟し，
敗戦後 10 年を待たないで被援助国から援助する側に
変わったが，当時は賠償の負担が大きく，国際協力は
小規模な専門家の派遣や研修員の受け入れに限定され
ていた。その事業の一環として，筆者は昭和 35（1960）
年に 3 カ月アラブ連合共和国（エジプトとシリアで結
成）に化学療法時代の結核対策策定のために 3 カ月間
派遣された。

結核予防会は昭和 14（1939）年に創立され，普及
広報活動，結核予防模範地区構想などを開始し，研究

や研修活動を活発に行い始めたところで戦局が悪化
し，事業を中断せざるを得なかった。敗戦後の厳しい
情勢の中で蔓延を続ける結核に対して，活動を再開し，
BCG 乾燥凍結ワクチンの製造に成功するなどの研究
活動と同時に，対策成功の鍵は人ということで，研修
活動も食糧，交通，住居など多くの困難を克服しなが
ら再開した。

このような経験から，結核対策成功の鍵はやる気の
ある人材の確保であり，熱意のある講師が適切な課題
を選んで講義，実習を行えば，その熱気は研修生にも
反映し，やる気のある人材が育つことが確かめられた。

国際研修の開始
昭和 37（1962）年に設立された OTCA（海外技術

協力事業団），後の JICA は，国際研修を主要事業の
一つと考えており，結核研究所にも開設の要請があっ
た。たまたまその年にタイから保健師を研修生として
受け入れ，所内の色々な部門の回り持ちで研修を行っ
てうまくいった実績が，当時の結研岩崎所長に国際
研修を始める決断をする契機となり，昭和 38（1963）
年 6 月から 6 カ月の第 1 回研修が行われた。内容は国
内の医師に対する研修の英語版であった。従って，結
核病学全般や胸部エックス線写真の読影法などにかな
り多くの時間が割かれた。

WHO 西太平洋地域事務局の結核担当課長 JC Tao
博士はこの研修に関心を示し，昭和 39（1964）年に
は結研の今村研修部長をチェコのプラハで開催されて
いる研修コースに，昭和 41（1966）年には研修部の
高瀬医学科長をシンガポールでの研修に WHO が費
用を負担して参加させて，国際研修コースを経験させ，
研修内容を検討する基礎作りをした。昭和 41（1966）
年 10 月には国際結核予防連合（IUAT）の第 5 回ア
ジア地区会議が東京で開催され，Tao 博士も参加した。
この間に Dr Tao は岩崎所長と協議を重ね，このコー
スを WHO と共催することを提案し，各方面と調整の
結果，翌昭和 42（1967）の研修から，このコースは
OTCA と WHO の共催するコースとなり，カリキュ
ラムに疫学や途上国の結核対策とその学問的な基盤等

結核対策国際研修50周年を迎えて

結核予防会

顧問　島尾 忠男
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が加わり，途上国向けのコースに性格を変えていった。

国際研修成功の鍵
先ず挙げられるのは，当時の OTCA, 後の JICA の

人づくり事業に対する変わらぬ熱意と支援である。こ
れなしには，結核対策コースの維持発展や上級コース，
結核菌検査コースなどの新しいコースの新設は不可能
であった。

コースを始めた時期に結研に岩崎所長という，柔軟
性のある優れた指導者が存在していたことも忘れては
ならないことである。岩崎先生の存在なしには，研修
コースの WHO との共同運営，カリキュラムの大幅な
変更などは不可能であったと思われる。

早い時期からコースが WHO との共催になったこと
により，研修内容が大きく変化し，多くの世界的に著
明な講師を招くことができ，これによって日本の結核
病学も大いに裨益した。日本での研修後の韓国などで
の野外研修も可能になった。

結核予防会総裁の秩父宮妃殿下，後の秋篠宮妃殿下
は，国際研修には格別なご理解とご配慮を賜り，研修
生を招いてレセプションを開催され，研修生を励まさ
れた。予防会幹部の島津会長，山口理事長も国際問題
に明るく，研修活動に理解を示され，援助された。

研修内容を国内研修の英語版から，途上国向けの研
修内容への転換も円滑に行われ，これによって長期間
の維持が可能になった。その中でも，講義や実習に加
えて，Operational Research に重点を置き，各自に計
画を作らせ，帰国後実行させていることの意義は大き
い。

国内の視察旅行に際して，研修生を受け入れ，誠意
を持って親切に対応していただいた都府県当局や予防
会の支部，各地域の結核予防婦人会の存在も，研修生
に日本によい印象も持って帰っていただけた要因の一
つになっている。

世界の結核対策を支えてきた日本の役割
1960 年代から 80 年代まで，国際的にも結核に対す

る関心が薄かった結核冬の時代に，日本は結核対策
に関する国際研修を開始し，1970 年代から 80 年代に
かけて，JICA の結核対策に関する二国間技術協力と
無償協力がアフガニスタン，イエーメン，ネパール，

フィリピン，インドネシアなど多くの国々に対して行
われ，世界の結核冬の時代を支えた。1990 年代に入
り，WHO の古知博士のリーダーシップで展開された
DOTS 戦略は，世界の結核対策を一新し，大きく展
開されたが，それを可能にした要因の一つは，国際研
修コースで養成され，世界各地で活躍している専門家
の存在であった。

結核は慢性感染症である。患者を発見し治すことが
即予防となる。その前提となるのが患者を発見し，発
見された患者に抗結核薬を確実にある期間服用させる
ことである。このためには，結核を疑わせる症状のあ
る者を検査し，抗結核薬を購入し配布し，服薬を見守
る体制の整備が必要である。言い換えればヘルスイン
フラの整備と地域住民の参加なしには結核対策の成功
は期待できない。この経験と体制をそのまま最近話題
になっている NCD（非感染性疾患）の管理にも応用
できることは，結核対策から出発し，内容を拡大さ
せた日本の企業の健康管理の経験からも明らかである。
長年の国際協力の経験から，結核対策への協力は，ノ
ウハウも蓄積されており，日本の保健医療領域におけ
る協力の中で得意の分野の一つであり，その柱の一つ
が国際研修である。

研修修了者の中には，結核対策での経験を活かして，
局長や保健大臣など，上級管理者として活躍している
方々も少なくない。50 年間に 97 カ国から来日し，研
修を終わった 2,182 名の方々の存在は，日本にとって
大切な宝である。

清瀬，結核研究所（RIT）は世界の結核関係者にとっ
て「心の故郷」と銘記されている。国際研修の継続，
強化に引き続きご支援を賜りたい。

記念講演（筆者）
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2012 年 7 月 26 日に行われた結核国際研修 50 周年
記念式典・シンポジウムに本年度ストップ結核国際研
修員 16 名と共に参加した。

記念式典では，結核予防会総裁秋篠宮妃殿下よりお
言葉を賜り，記念シンポジウムにも御臨席いただい
た。また，WHO 西太平洋地域事務局，外務省，厚生
労働省，ストップ結核パートナーシップ日本の各代表
から祝辞を頂き，結核予防会島尾顧問から「国際研修
50 周年を迎えて－歴史と展望－」という記念講演が
あった。JICA の委託を受けて結核研究所にて現在行
われている国際研修は，ストップ結核アクションコー
ス（結核の総論，臨床，疫学，HIV/TB，Operational 
Research などに関する講義・演習・フィールド旅行
を行う約 3 カ月のコース）と，ストップ結核検査官コー
ス（結核菌塗抹・培養検査などの検査手技や結核検査
に関する講義・実習・フィールド旅行を行う約 2 カ月
のコース）がある。研修を実施・受講するだけでは，
実際にどのような機関やどのような方々が国際研修に
関わり，支え，期待されているのかということは気付
きにくい。今回の式典を通し，自身だけでなく研修員
も，国際研修の意義・期待を再認識できたと思う。

記念シンポジウムでは，「TB Free World 実現を見
ざし，保健システム強化に貢献できる人材育成」を
テーマに発表・討議が行われた。具体的には，WHO
西太平洋地域事務局大菅先生から結核対策の過去・現
在・未来，結核研究所山田先生から国際研修の具体的
な内容や意義，インドネシア保健省 Prof. Tjandra や
ウガンダ保健省 Dr. Mugabe から，国際研修での経験
とその後の活躍（研修がいかにその後のキャリアーに
役立ったのか）について発表いただいた。国際研修協
力専門員磯野先生からは，アフガニスタンでの活動を
基に，結核研究所や第三国での国際研修の意義と今後

の人材育成のあり方について発表いただいた。さらに，
日本国際交流センター武見先生からは，保健政策の変
遷とニーズについて，特に，結核対策を発展させた包
括的アプローチの今後の可能性について発表いただい
た。パネリストからの発表に続き，特別発言として，
本年度国際研修員を含む諸先生方から，今後の結核対
策の在り方，結核対策の保健システムへの貢献・応用
について貴重なご意見をいただいた。また，タレント
の JOY 様からは，ビデオレターをいただき，参加者
に大きな励ましとなった。

研修員は，国際研修残り 1 週間，寝る間を惜しんで
課題発表やまとめの作成をしている状況での参加で
あった。そのため，体調を崩し参加できない研修生が
2 名いた。しかし，参加した研修生にとって，国際研
修の歴史・意義・内容を再確認する貴重な時間となり，
帰国後の結核対策を進めるモチベーションになったと
思われる。私自身も，国際研修にとどまらず，結核対
策において，重要項目を確認し，業務への意欲が高め
られる機会となった。

結核国際研修50周年記念式典・シンポジウムに

結核研究所　臨床・疫学部　医員

ストップ結核国際研修 , Co-Course Director　吉松 昌司

国際研修員と参加して

国際研修員の特別発言の様子

18.indd   18 2012/08/31   9:59:04



9／2012 複十字 No.346 19

結核国際研修50周年記念式典・シンポジウム

国際結核研修 50 周年おめでとうございます。
この研修には，これまで世界 97 カ国から 2,000 人
以上の保健医療従事者が参加し，修了生は，各国の結
核対策や保健分野の指導者として，また国際機関職員
として，活躍しています。50 年の長きにわたって研
修を実施した結核予防会・結核研究所と JICAの皆様
の御尽力に，心から敬意を表します。

HIV/ エイズ，マラリアと並ぶ大きな脅威である結
核を，日本政府は，外交政策上の重要課題として取り
組んできました。
沖縄サミットからジェノバ・サミットへ向かう流れ
の中で，日本は世界エイズ・結核・マラリア対策基金
の設立を主導しました。2010 年に発表した「国際保
健政策 2011-2015」でも，三大感染症対策を主要な柱
と位置づけ，世界基金を通じた保健施策の拡大と，二
国間支援を活用した保健システム強化との統合的な取
り組みも推進してきました。結核国際研修はまさにそ
の取り組みを体現するもので，特に，途上国にとって
最も重要な「人材」を養成する大切な役割を果たして
きました。

こうした日本の取り組みもあり，結核は，三大感染
症の中でも，ミレニアム開発目標達成に向けた進捗状
況が比較的良好です。
しかし，アジア・アフリカを中心に，いまだに発生
率が高い国があり，また，東南アジアでは男性高齢者
の再感染が多く見られます。さらに，HIV との重複
感染，多剤耐性結核などの新たな課題もあり，引き続
き取り組みが必要であり，日本政府としても継続して
取り組んでいきたいと考えています。

一方，昨年秋には非感染症に関する国連事務総長の
ハイレベル会合が開催されました。経済成長に伴う生
活環境の変化などから，途上国でも非感染症が急速に
増えており，今後，非感染症による脅威が高まってい
くとの認識が共有されました。
また，ミレニアム開発目標達成期限が迫る中，2015

年以降の開発目標についての議論が熱を帯びてきてい
ます。
こうした中，保健分野においては，特に母子保健で
現在のミレニアム開発目標達成が危ぶまれている一方
で，非感染症という新たな疾病負荷が増大していく状
況に対し，ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（WHO
定義：すべての人が適切な予防，治療，リハビリなど
の保健医療サービスを，必要な時に支払い可能な費用
で受けられること）をめざした保健システム強化が重
要であるとの主張が高まりつつあります。国際保健を
外交上の柱として重視している国の中には，このよう
な複合的な疾病負荷を包括的に取り組むために，ユニ
バーサル・ヘルス・カバレッジを 2015 年以降の開発
目標にすべきと提案する国もあります。

したがって，今回の 50 周年シンポジウムで保健シ
ステム強化を掲げたことは，時宜を得たものといえま
す。
支援が現場で機能するためには，支援の受入れ国に
おいて，保健行政制度を作り，運営し，予防や治療の
サービスを提供するためのシステム強化が必要です。
結核国際研修では，これまでも常にこのような視点を
欠かさずトレーニングを行ってきました。だからこそ，
修了生も広く活躍される場を得ることができているの
だと思います。今回のシンポジウムではこうした結核
国際研修の重要性について確認をする良い機会となり
ました。

結核国際研修が，今後もそうした日本の取り組みの
一環として，我が国の国際貢献の推進力となることを
期待します。

また，外務省としても，これまで 50 年にわたり培っ
てきた実績とネットワークを持つ結核国際研修とうま
く連携し，特に 2015 年以降の開発目標の議論が熱を
帯びる中になって，国際保健分野における日本の貢献
をさらに強化していきたいと考えております。引き続
きどうぞよろしくお願いいたします。

結核国際研修50周年記念式典・シンポジウム

外務省国際協力局

国際保健政策室長　小沼 士郎

～今後に向けて～
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