
今，なぜ結核の対策が必要か？（3）シリーズ

　英国の結核と結核対策の歴史は，米国との共通点も
あるが，いくつかの点で異なり，その歩みの中からい
くつかの教訓を学んでみたい。英国（UK）iは18世紀
に始まる産業革命とともに，結核の著しい流行を世界
に一早く経験した。都市化，貧困層，スラム化の増大
などが温床になり，19世紀初期には死亡の四人に一人
が結核死であったという。
　その後，二つの世界大戦の影響で夫々一時結核死亡
率は上昇したが，1950年以前の近代的結核対策が無
かった時代でも，生活水準の上昇，栄養の改善などに
より，結核は順調に減少していった（図 1）。1950-60
年代には，公衆衛生，国民保健サービス（NHS）の
向上と共に，抗結核薬の導入を含む近代的結核対策等
により，年間結核罹患率は10%の減少率で減少した。
英国のNHSは自己負担が殆どない医療，福祉，予防
が一体化した国家によるサービスで，総合的な社会福
祉，公共政策の充実を世界に先駆けて充実させてきた
ため，結核などの個別の疾患対策は重要性がやや低い
とも言える。中央政府も地方自治体も結核対策課のよ
うなものは設置せず，感染症対策官の業務の一環とし
て結核対策が実施されており，結核グループないし
チームの仕事とし，様々な民間組織も入れた官民の
ネットワークも実施されている。
続いた逆転上昇傾向
　1980年後半より，年間結核罹患率の減少は逆転上昇
に転じ，2012年まで年平均1.9%の割合で上昇傾向が10
年以上続いた（図2）。この主な要因は，途上国からの
外国人（主に労働者）の移住が挙げられているが，都

市構造の変化，感染者の大量流入に対応した結核対策
を軸にした対策全体への取り組みが弱かったとも言える。

対策強化への方向
　英国の年間結核罹患率は，西欧諸国の中では最も高
く，数，率ともに上昇の傾向であることの危機意識か
ら，2014年に公衆衛生庁（Public Health England）
はより強固な対策樹立のために，関係する官民諸組織
の協力で，「英国の結核戦略2015-2010」iiを作成した。
対策への予算配分が不十分であれば，患者も増え，結
局多大な財政負担を招くという米国の歴史を教訓に，
強固な政府の責任と予算配分，地域における活動の実
践と評価が必要であるという認識のもとに，重要な戦
略を設定した。まず，公的な結核対策委員会(TB 
Control Board) を，国，地方自治体の保健・福祉組
織に夫々設け，様々な関連組織，家庭医，結核ナース
等との協力で企画・調整を行う。国全体を地方自治体
の境界を超えた 9 つの結核対策区（ブロック）に分け，
各地区に委員会を設置し，その地域の特性に応じた対
策の企画，実施，評価を行う。新しく予算化すべき企
画としては，結核高負担国からの移民に対する潜在性
結核感染症(LTBI)の検査と治療，平常の仕組みでは取
り残されている人々への出張サービス（ホームレス結
核検診等）の拡大などである。これらの地区別の活動
の支援として，国レベルに，サーベイランス，病原体
検査，研究，技術支援を充実させようとする。これら
は，現在の日本の結核研究所の機能に近い。達成すべ

図 2．英国の結核罹患率の推移(1951-2018)
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図 1．英国における結核死亡率の推移
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き10優先項目としては，①新入国移民のLTBI検査と
治療，②意識向上とサービスによる早期発見，③治療
精度の維持，④サービスの届いていない集団への取り
組み，⑤診断精度，⑥接触者健診，⑦必要な小児への
BCG接種，⑧多剤耐性結核への取り組み，⑨患者発
生動向調査，⑩結核対策専門家集団の育成，が挙げら
れている。
対策の強化による最近の状況
　2019年の報告書iiiによれば，2012年以降，結核罹患
率は減少に転じ， 6 年間にわたり年 8 %の減少が続い
ている。2012年から2018年にかけて結核新患者数は
44%も減少した。罹患率はそれぞれ対10万対15台から
8 台と47%減で，英国も2017年から，ようやく結核低
まん延国になった。
　その要因としては，上記の戦略に従い，従来の対策
を積極的に改変し，強化したことによると思われる。
減少の 3 分の 1 は，移民対策の見直しにより，結核高
負担国からの移民の実数の減少，入国前結核検診によ
る発病者の入国制限，結核感染者（LTBI）への積極
的な治療により，残りの 3 分の 2 は，結核対策全体の
予算の拡大・対策強化に依っているという。この減少
がいつまで継続できるかも課題である。現在，60%の
自治体が罹患率10万対 5 以下になり，そのうち18自治
体は10万対 1 以下の準制圧を達成した。新登録患者の
72%は外国生まれで，罹患率は英国生まれの14倍も高
い。入国後の発病では， 2 年以内が17%， 6 年以内が
37%，11年以上後が45%を占めていた。出生国別の全

罹患者数および入国後発病までの年数（中央値）は表
に示す。入国前結核検診の役割と限界が示されている。
　貧困者，ホームレス，薬物依存，アルコール依存者，
受刑経験者などの社会的リスク要因のある人々は，罹
患率も耐性結核率も高い。
　BCG接種は，結核リスクの高い地域や個人に対し
て行われている。特に罹患率10万対40以上の 5 自治
体では， 1 歳以下の乳幼児全員に行われるが，実際の
接種率は 4 - 6 割である。
　2018年では，国全部の分離された結核菌の全ゲノム
解析（WGS）がなされ，感染経路，耐性状況などが
把握されている。
結核終息に向けた取り組み
　英国がWHOの結核終息戦略（End TB Strategy）
の2035年の目標（2015年の罹患率10.5より90%減の
1.05）を達成するには，平均年間12.7%の減少率が必
要で，相当の努力が必要である。現在，次期「 5 年の
アクションプラン2020-2025」が準備されつつあり，
制圧（Elimination根絶）に向けて歩み始めている。
日本が学ぶべき教訓
　日本は，いまだ既感染率の高い高齢者の割合が多く，
外国人の割合が少ない等，英国とは異なるが，今後の
対策に役立つ教訓を挙げると，米国と同様，罹患率が
逆転上昇する中で，大きな対策の変換と予算拡大を図
り，減少に導いたことである。対策の内容では，①入
国前結核検診の実施，②入国後の発病患者や発病予防
のための取り組み，③地区（ブロック）別の取り組み，
④制圧に向けたアクションプランの作成，⑤リスクに
応じた地域別BCG接種の実施，⑥全陽性菌の全ゲノ
ム解析による感染や耐性状況の把握，⑦広域の専門家
集団として今後ますます増大する結核研究所の役割等
が考えられる。
　（本稿は結核研究所臨床疫学部からも貴重な資料や
ご意見を頂いた。）
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表　英国の出⽣国別新登録結核患者2018

出⽣国 患者数
（⼈）

⼊国後発病までの年数
（中央値）

英国 1,297 10
インド 788 11
パキスタン 454 13
ルーマニア 192 	 2
バングラデシュ 134 11
ソマリア 134 13
エリトリア 97 	 2
フィリピン 91 	 9
ナイジェリア 90 11
ポーランド 82 	 9
ネパール 72 	 6
スーダン 57 	 2
ジンバブエ 54 15
ケニア 51 19
リトアニア 51 	 7
アフガニスタン 49 	 6
エチオピア 48 	 2

他 818 11
合計 4,559 	 9
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