
結核を生きる

結核との闘病とその後の活動―ルーイーの場合―

訳者前書き
　ルーイーは，大学を卒業した翌年，体調を崩します。
それは，多剤耐性菌による結核性髄膜炎によるもので
した。家族の持っていた大金のおかげで一命はとりと
めましたが，視力を失うこととなります。その後，彼
女は結核患者として，また，障害者の一人として，自
分の声を政治家に直接伝えることで，患者や市民社会
の役割の重要性に目覚めます。後半部分のお話は，日
本の一般の人々には分かり難いかもしれませんが，何
故今でも彼女が結核と戦い続け，何のために患者・障
害者団体を支援しているのか，彼女の声に耳を傾けて
みてください。

長い闘病生活
　エロイザ・ゼペタ・テン（ニックネームはルーイー）
は，2005年大学の建築科を卒業し，社会人一年目をあ
る建設会社で迎えていました。フィリピンの給与は決
して高くないので，将来は海外で仕事をする計画を
もっていました。2006年の大晦日，彼女は自分が二日
間にわたって眠り続けていたことに気づきました。そ
れは，ここ数週間にわたり熱が上がったり下がったり
した後に起こりました。家族全員で2007年の新年を迎
えるための花火の音で，彼女は目が覚めました。下の
階へ降りようとしたところ，自分の下半身が動かない
ことに気づきました。最後の 3 段に到達する前に階段
から落ちて動けなくなりましたが，自分に何が起こっ
たのかははっきりとわかりました。家族は急いで近く
の病院に彼女を運び，そこで適切な診断が得られるま
で， 2 ， 3 週間かかることを告げられました。彼女の
最初の入院には，5 千ドル（約60万円）かかりました。
ところが，最後の数日になって容体が急変し，より高
価だけれど信頼できる医療機関に救急車で駆け込む羽
目になりました。そこで，彼女は結核性髄膜炎の診断
を受けることになるのですが，発病から 2 週間以上
たっているのにまだ生きているという点では幸運でし
た。彼女の 2 回目の入院は 3 か月を要し，医療費は家
計が破綻するほどの額， 5 万 5 千ドル（約660万円）
にも達しました。幸運にも彼女の家族はこのお金を支
払うことができました。しかし，低所得者の多い普通
のフィリピン人であれば，この種の感染症から助かる

ことは到底不可能だったでしょう。入院後 2 ， 3 週間
たって，一次抗結核薬がルーイーに投与されました。
これは，彼女が痩せ細っていたことと，少し痙攣があっ
たことによります。 3 週間がたった頃，彼女は自分の
視力が衰えてきたことに気づきました。内科の医師に
よれば，それは治療による副作用だとのことでした。
6 か月治療が終了すれば，視力は元に戻ると信じてい
ました。治療が終わりに近づいた頃，ルーイーは再び
救急に駆け込むこととなります。首の筋肉が痙攣を起
こしたのです。病院では，別の結核，いわゆる多剤耐
性結核と診断されました。これはすなわち，ルーイー
が通常の 2 倍の治療期間を要する上に，毎日 1 ダース
（12錠）以上もの薬を服薬し，注射を受けなくてはな
らないことを意味しています。一番悲しかったことは，
医師からルーイーの視力はもう元には戻らないと告げ
られたことでした。これは，薬が引き起こした膿瘍に
よるものと，効果のなかった薬の他の副作用によるも
のでした。彼女は，部分麻痺，パーキンソン症候群，
甲状腺機能低下症，ひどい鬱状態，将来の不妊予防な
ど，抗結核薬以外の薬剤を追加されて，24か月間もの
長い治療を経験せねばなりませんでした。

活動のはじまり，その歩み
　ルーイーは2009年，ラス・ピナス市の障害者団体に
加わり，医学的診断が必要な子供たちのための活動を
スタートさせました。そこで，彼女はたくさんの結核
患者に出会うことになります。彼女が多剤耐性結核の
治療を受けた熱帯病財団もまた，彼女に患者協会をリー
ドするよう要請しました。ここで，彼女はどうすれば
医療プログラムが機能するのか，何故，コミュニティ
の参画が阻害されているのかを知ることとなります。
　ルーイーは2011年10月米国ワシントンにある大学
で公衆政策学修士を取得します。これは，日本財団に
よるアセアンの障害者のための奨学金の支援によるも
のです。2012年にはジュネーブにあるWHO本部にて
インターンシップも経験しました。2012年マレーシア
でのユニオン会議には結核コミュニティの代表として
初めて招待されました。2013年，ストップ結核パート
ナーシップが，世界結核アクティビスト連合GCTAと
呼ばれる国際アドボカシー会議を主催しました。この
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会議では，感染症根絶を推し進めるためには医療サー
ビスの提供体制が不十分だとして世界の 6 つの地域
の代表が選出され，彼女はアジア太平洋の代表になり
ました。2014年スペイン・バルセロナでのユニオン会
議では，コミュニティグループ育成における課題につ
いて議論されました。彼女は全体会議を共催したほか，
「最前線とアドボカシー」のセッション，そして，最
も参加者が多かった「結核後の障害」のセッションを
開催しました。これが，ユニオン会議の中で市民社会
が主催した初めてのセッションとなります。ルーイー
は，オーストラリア・リザルツがビショップ外務大臣
に対して 3 千万オーストラリア・ドル（約 2 億 7 千万
円）を求めることを支援するために，2015年 3 月に
シドニーとキャンベラを訪問しました。これには，結
核の新診断機器，HIV治療薬，マラリア予防ツールを
含みます。ルーイーはコミュニティの参画と市民社会
強化の必要性を強く訴えました。次いで，米国ワシン
トンのキャピトル・ヒルに行き，米国国際開発庁
USAIDが途上国における結核根絶に向けてその予算
を増額するように，米国リザルツのロビー活動を支援
しました。同年，グローバルファンド支援者ネットワー
クGFANは，ルーイーを増資のための事務局スピー
カーに任命しました。インターネットを通じた記事や
ビデオが配信されました。彼女は国会議員と会うため
にベルギーや韓国に招待され，そこでグローバルファ
ンド増資に向けた支援を訴えました。ルーイーは，
“PSG LGU”と呼ばれる地方団体による患者支援団
体を創設しましたが，これは，2015年10月の設立に
向けてバギオ市の保健局から要請されたものでした。
彼女はまた，障害者の人権に関する国連会議UN-
CRPDを支持する人々の教育にも関わりました。この
会議は，2008年アロヨ大統領によって署名された会議
で，抗結核薬に関連した障害，および，それによる二
次的障害を予防することを目的とした「健康に関する
条項」を含んでいます。2015年11月にはアジア太平
洋地域の国会議員からなる「世界結核議員連盟」の立
ち上げを支援するために，オーストラリア・リザルツ
により再び招待されています。
　世界結核アクティビスト連合GCTAは，2016年11
月アジア太平洋地域のグローバルファンド支援者ネッ
トワークGFANと共同して，タイ・バンコクにてワー
クショップを開催しましたが，それには地域から70名

が招待されました。これがきっかけで，アジア太平洋
の結核アクティビスト連合ACT APが誕生します。
彼女は運営委員会の一人に選出されましたが，その会
は結核に対する生物・医学的アプローチを変え，元結
核患者や病気で障害者となった人たちを互いに結び付
け，そして，対策にもっと当事者たちの声を反映する
ことに重きを置いていました。ここで，ルーイーは地
方団体による患者支援団体PSG LGUをアジア太平洋
の結核アクティビスト連合ACT APに紹介し，PSG 
LGUはその名称を「結核と戦う支援者連合CKAT」
に変えることとなりました。2017年 1 月，彼女は
WHOの地域グリーンライト委員会における暫定アド
バイザー，および，コミュニティ代表に選ばれました。
結核と戦う支援者連合CKATは，2017年日本での
WHO地域グリーンライト委員会，2017年ジュネーブ
での世界グリーンライト委員会，そして，2017年の
ACT AP第一回計画会議において，コミュニティの
声を届ける役割に貢献することとなります。ルーイー
は，2018年 6 月ニューヨークでのWHO会議において，
CKAT，ACT AP，結核患者団体であるTBpeopleを
代表して発言しました。フィリピンでの会議では公平
と政府の役割について，日本ではCKATのようなコ
ミュニティ組織への支援，および，障害を持つ人々や
高齢者支援の重要性について述べました。さらには，
障害を持つ人々のための国際・国内法が実行性に乏し
いことを議論する市民公聴会でも，積極的に発言しま
した。
　2018年12月，WHOと韓国結核協会はコミュニティ
の参画をテーマに，ソウルにてワークショップを開催
しました。会議の目的は，各国において国レベルの活
動基盤を作り上げることで，その成果を「コミュニティ
参画に関する韓国宣言」として取り上げることが決ま
りました。ルーイーは，「結核と戦う支援者連合
CKAT」のような患者団体が何らかの資金を得て活
動することの必要性，および，まだ手の届いていない
人々に手を差しのべる能力を持つことの重要性を強く
訴えました。
　2019年 5 月13日，患者団体TBpeople，ストップ結
核パートナーシップは「結核患者の権利に関する宣言」
を世界に向けて発信しました。CKATはこの宣言の
草案作成に積極的に参加し，彼女もアジア太平洋地域
の代表としてこれに貢献しました。
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ルーイーの今とこれから
　ルーイーは今，患者の治療を妨げる社会的要因に関
するプロジェクトを望んでいます。どうすれば国内予
算を増加し医療サービス提供を拡大できるのか，どう
すれば患者の要求を引き出せるのか，どうすればうま
く結核対策の実施をモニターできるのか，社会はこう
言ったことに関する方向性を失っています。患者に力
を与えることが，こういった医療サービスの持続性の
確保につながると彼女は固く信じています。
　ルーイーは現在， 6 歳になる娘，ゾェ・ミシャ・ゼ
ペダ・テンと一緒に暮らしています。彼女は，自分の
娘，家族のために，そして，感染症からどうやって自
分を守るのか知る必要がある人々のために，これから
もアドボカシー活動を続けていくことを約束していま
す。自分が苦しんだ同じ道をもう誰もが歩むことのな
いように祈りながら。

編集後記
　ルーイーさんは，現在，「結核と戦う支援者連合
CKAT」とそれを支える「ゼペタ・テン財団」への募

金を日本の皆さんにお願いしています。募金の目的は，
市の保健局にこの二つの団体を正式に登録し，団体と
して承認してもらうことです。そうなれば，患者団体
としてより広範で効果的なアドボカシー活動が可能と
なります。彼女は，患者支援のための力強い声がフィ
リピンや世界の人々に届くことが重要で，それが必要
な変化を起こす最初の第一歩になると考えています。
ルーイーさんに
賛同する方は，
結核予防会を通
じて募金をお願
いいたします。
そ の 際 に は，
「ルーイー支援
募金」とご指定
下 さ い。（訳，
構成：本会国際
部 長　岡 田 耕
輔）

国際研修「令和元年度持続可能な開発目標（SDGs）達成に向けた
ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）時代における結核制圧コース」に参加して

　まずはじめに， 2 か月間，日本で学ぶ機会をいただ
き，心より感謝を申し上げます。結核研究所で行われ
たJICAが主催する国際研修「SDGs達成に向けたUHC
時代における結核制圧コース」に参加することができ
たのは，とても光栄なことでした。ザンビア，ミャン
マー，フィリピン，東ティモール，パプアニューギニ
ア，アフガニスタンからの 8 名の研修員と共に参加し
ました。楽しい時間は過ぎるのも早いもので，様々な
思い出が心に浮かんできます。私たちに熱心に教えて
くださった講師の方々のことは忘れられません。特に，
研修総括者の山田先生はいつも明快に説明してくださ
りました。先生方の講義のもとで，以前よりも結核の

疫学に大きな興味を持ちました。疫学とは，人，時，
場所といった結核に関する多くの情報を示す，本当に
魅力的なものだということがわかりました。データに
基づき，結核のリスクと今後対策をどうすべきか分析
できます。先生方は，知識以上に思考方法を教えてく
ださいました。講義での討論を通じて，私の不安な気
持ちはなくなり，より前向きになりました。そして，
英語での意思疎通の練習の機会にもなりました。長所
と短所を知るにつれ，私たちはより研修に励み，お互
いを知ることができました。もっとも面白かったのは，
マルチセクター・アカウンタビリティの講義で役を演
じたことです。WHO講師錦織先生の講義では，行政

瀋陽市第十人民医院

瀋陽市胸科医院　王
ワ ン

 爱
ア イ

迪
デ ィ

ルーイ―さんと 6歳になる娘さん
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