
　米国の結核は現在，先進諸国の中でも最先端の低ま
ん延（罹患率は10万対2.8）であるが，その流行と対
策の歴史は様々な教訓に富んでいる。特に1980年代か
ら1990年代にかけて国内各地で起こった結核再興（そ
れまでの減少がU字型に上昇した曲線を示す）では，
その原因とそれに引き続く国内の議論からは，低まん
延国に近づいたわが国が多くを学ぶことができる。ま
た米国の逆転当時1980年（38年前）の結核罹患率が
12.3で日本の最新の罹患率（2018年）と同様であるこ
とも時期をいつにしている。

図 1　ニューヨーク市・日本の結核罹患率の推移（1960-2018）
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＜再興の要因＞
　米国では1970年代後半から，結核が人口10万対10
の低まん延に近づくに従い，もう結核は十分コント
ロールされたという認識が一般化し，いたるところで
予算が削減され，公衆衛生的対応が手抜きになって
いった。背景には，米国の各地における経済危機や貧
困増大などもあった。その後，それまで下降線をたどっ
ていた結核罹患率が，ニューヨークや他の大都市から

始まり，全国的に逆転上昇し始め，U字型の曲線
（U-shaped curve）を示すことになった。さらには，
多剤耐性患者多発や院院内感染の増加など，悲劇を生
み出した。
　1969年の中央政府から全国に出されていた 2 千万
ドル（20億円）の結核対策交付金は1970年代には，
無くなった。ニューヨーク市も同様，市の経済的危機
と共に，それまで半分が国の補助金で行われていた結
核予算が無くなり，予算は激減せざるを得なかった。
その後の患者や多剤耐性結核の増加などの解決のため
には莫大な予算の投入が必要になった。
　結核の診断や治療に関しては，技術的にはそれなり
の方策が確立されているが，対策にはそれら以上の手
立てが必要である。即ち，服薬確認，接触者の検診や
フォロー，地域での患者訪問や治療管理などなど。こ
れらを入れても結核対策は，対費用効果が高いと世界
銀行は判断している。
　ニューヨーク市でも，全国的な再興の先駆け，1970
年代後半より結核患者が著しく増加し，1978年の1307
人（罹患率17.2）から1992年に3673人（51.3）まで 3
倍近く増加した。
　それらの要因及び今後の対策に関して，数々の論考
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図2　米国における結核交付金と患者数の推移（1967-2000年）

　72年から78年まで結核交付金は無くなり，包括的交付金に含まれるよ
うになった。
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や論文が出された。興味ある論考としては，ニュー
ジャージー大学のライヒマン教授が，前述のU字カー
ブを取り上げて警告を発した（1991年）ことや，カリ
フォルニア大学呼吸器科のホープウェル教授は，「結
核に特化した対策やそのための予算の削減が，社会全
体に被害をもたらせた」ことの反省を込めて，「たら
いの水を赤ん坊と一緒に捨てるな（Don’t’ throw the 
baby out with the bath water）」という諺（不要な
ものと思って大事なものも一緒に捨てるな）を用いて
警告した (1994年)。経済危機や，社会保険政策，HIV
流行や流入外国人等の様々な要因もあるが，究極的に
は，結核対策への予算配分を削って必要な対策を怠っ
た制度的な失敗と結論付けられている。当たり前の対
策をしっかりやり続けることが重要で，米国の過ちを
繰り返さないようにと他の国に呼びかけている。しか
し，予算配分競争の中では，結核はもう十分として削
減対象になり易いのである。

＜再興後の対策の強化＞
　1980年後半，横ばいから逆転上昇を経験した米国で
は，1989年CDC（疾病対策センター）およびACET 
(結核根絶審議会) が，「結核根絶」の戦略を開発し，
2000年までに罹患率を3.5，2010年までに百万対 1 以
下という根絶目標を掲げて，強力な対策を推し進める
ことになった。しかしその後，ある程度の成果を認め
つつも，これらの目標は達成出来そうもなく，10年後
の1999年に再評価され，「結核根絶その 2 」が打ち出
されることになった。
　その後2000年に多くの資料を用いて結核白書とも
いうべき「Ending Neglect（無視を終わらせる）」が，
「米国における結核の根絶」の副題で出版され，米国
におけるその後の結核対策や国際支援の論拠を提供し
ている。筆者らはこの本の抄訳を行ったが，訳題は「予
算を削減し努力を怠れば，結核は再興する」とした。
結核研究所のWebsiteでも見られるので，一読をお勧
めする。
　米国における結核再燃が対策軽視によるものであっ
たという認識から，結核が表面的に減っても相当期間，
政府は政策的，行政的，予算的措置を取り続けねばな

らないと警告する。そのためのさまざまな科学的根拠
を示している貴重な資料集でもある。さらに移民の結
核が患者全体の 6 割を超えて増加する中で，世界の結
核対策への貢献が米国自身に役立ち，かつ世界的人道
貢献につながるとした点，そのためにもワクチンや新
薬開発に向けた基礎研究を支持した点も興味深い。本
書の出版は，今から20年近くも前になされたが，出さ
れた当時の米国の罹患率は10万対6.4で，現在の日本
の半分程度であった。

＜なぜ根絶を目指すか？＞
　「結核根絶その 2 」は次の 3 つを挙げる。
① 結核は新しい技術・方式の開発と拡大した協力体制

（連携）により根絶できる。
② 結核根絶は広範囲な経済的，公衆衛生的，社会的利

益である。
③ 国の結核撲滅への行動は，予防・治療可能なこの病

気を持つ世界中の人々に貢献する。

＜米国の結核の現在＞
　2018年の状況は，新登録患者は9029人で罹患率は
10万対2.8であり，前年比で減少していると言え，減
少率はわずかで，それぞれ0.7%，1.3%であった。外
国出生者が，全体の 3 分の 2 を占め，米国出生者の14
倍以上の発生率であった。このままでは21世紀中の根
絶（100万対 1 以下の罹患率）は期待できない。引き
続き，潜在結核感染者の診断と治療の強化，ハイリス
クグループへの対策を怠ることはできない。4.1%が
ホームレス経験者，3.3%が矯正施設滞在者，1.6％が
長期療養施設居住者であった。また85.3%の患者が
HIV検査をしており，5.5%が陽性者であった。1.9%が
多剤耐性で，その 2 割は獲得耐性，残りは初回耐性で
あった。超多剤耐性患者は 3 名で，すべて外国出生者
であった。
　外国出生者の約半数は，入国10年以上後に発病して
おり，CDCは，外国出生者及び高まん延国に頻繁に
旅行する人たちへの健診を推奨する。また保健医療従
事者，矯正施設収容経験者，排菌患者接触者，免疫不
全状態の人の健診も必要である。CDCは，潜在結核

11/2019　複十字　No.38914



感染症（LTBI）治療に，従来よりより短期の治療レ
ジメンであるINH+リファペンチン週一回 3 ヶ月，又
は，RFP毎日 4 か月法を推奨する。またLTBIが外国
出生者に多いことから，彼らへのLTBI対策を優先す
るように勧める。米国の結核は減少しつつあるとはい
え，減少速度が鈍化しており，患者発見とともに，
LTBI対策の強化が必要であること，また世界の結核
を減らす国際支援も欠かせないことを強調している。 

＜日本は何を学ぶか＞
　生活習慣病など相対的に大きな健康課題に押され，
日本国内の結核への関心は低くなりつつある。それに
比べ米国は，結核罹患率は日本の 4 分の一，40年近く
も先を行っていて，遙かに健康問題としては相対的に
小さいのに，過去の反省の上に危機管理として，
CDCに結核根絶課を置き，結核フリーの社会「根絶
（elimination：100万対 1 ）」を目指して結核対策に
真剣に取り組んでいる。自分たちのミス，即ち結核へ
の「無視（neglect）」によりその後結核再興という高
いツケを払った過ちから学んで欲しいと訴えている。
米国と日本は，様々な点で異なり，米国の方式がその
まま日本に当てはまらないが，過去の歴史，今後の姿
勢から学ぶことは多い。　
1 ． 一見解決しそうに見える結核に対し，政治的にも

予算的にも手抜きをすると，後で多大な患者の苦
しみと支出を伴う付けが回ってくること

2 ． 結核は根絶できるという認識と決意に基づき，基
本的な対策を推進することの重要性

3 ． 新しい技術（薬物，診断法など）の開発への努力
4 ． 世界の結核が無くならなければ，自国の結核も無

くならないという認識から，世界的な結核対策へ
の支援と協力
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「結核の統計2019」が完成しました！
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