
国際結核肺疾患連合アジア太平洋
地域学術大会（APRC2017）準備委員会だより

平成 27 年度複十字シール

安野光雅氏の楽しい世界　第14 回

●里山の営み●

国際結核肺疾患連合アジア太平洋
地域学術大会（APRC2017）準備委員会だより

　今回は里山の懐かしい農作業がテーマです。日本のどこにでもある懐かしい里山の営みをシールの世界で表現しま
した。今年もたくさんの方のお手元に届きますように。　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業部普及広報課

　2017 年 3 月 22 日～ 25 日に東京フォーラムで，
標記第 6 回学術大会があることを複十字誌 2015
年 2 月号 No.361 でお知らせしましたが，これから，
毎号，皆様にいろいろな情報をお届けします。
　今回は，過去どのような場所で，行われてきた
大会かを簡単にご紹介します。
　最初は，マレーシア，順に中国，香港，ベトナ
ムと続き，2015 年度はオーストラリアで開催され
ます。それぞれの国の結核予防会や呼吸器に関係
する団体が主催して，盛大に行われてきました。国
外からも 300 名程度参加されるので，2017年 3 月
にも海外からたくさんの参加者を集めようと準備委
員会では，広報活動を始めています。

安野光雅（あんの　みつまさ）プロフィール
　大正15年3月20日島根県津和野町生まれ。昭和13年，絵本「ふしぎな絵」で絵本界にデビュー。画文集，エッセイも多い。その業績に対し，
国内外から数々の賞が贈られている。2012 年文化功労者受章。
　「ふしぎな絵」「ABC の本」「天動説の絵本」「旅の絵本」「檜本平家物語」「口語訳　即興詩人」司馬遼太郎の歴史紀行「街道をゆく」の装画，

「絵のある自伝」「わが友の旅立ちの日に」「会えてよかった」など。

〒699-5605　島根県鹿足郡津和野町大字後田イ60-1
TEL0856-72-4155  http://www.town.tsuwano.lg.jp/anbi/anbi.html津和野町立安野光雅美術館に足を運んでみてください ！

テーマ（日本語）ロゴ開催年・都市

2007年8月
クアラルンプール

Overcoming an old scourge with
a new face（HIV/TB Co-infection）

2009年9月
北京

2011年7月
香港

2013年4月
ハノイ

2015年8月
シドニー

（新たに登場したHIV合併結核と古くからある
　結核の克服へ）

Reducing the burden of TB and Lung
diseases, increasing and expanding 
regional partnerships

（結核と肺疾患の負担を減少し，地域間連携の拡大と強化へ）

Prevention and Control of 
Multidrug-resistant Tuberculosis

（多剤耐性結核の予防と対策）

Current challenges in Tuberculosis and 
 Lung Health

（結核と肺の健康における今日の挑戦）

Optimal use of new technology and 
approach

（新しい技術と手法の最適利用）
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〈指定寄附等〉（敬称略）
田畑八郎，池田春一，安井美晴（複十字病
院）,首藤紘一（新山手病院），土井あき子
（保生の森）

〈複十字シール募金〉（敬称略）
岩手県‒アンビシャス坂の上野田村太志ク
リニック，新岩手農業協同組合，Aコープ
北東北，後藤伯，日新堂，北関東メディカ
ルサービス，菊池勉二，及川新太郎，岩手
畜産流通センター，江村胃腸科内科医院，
智徳会 智田文徳，石川洋子，岩手県対がん
協会，後藤耳鼻咽喉科医院，岩手自動車電
機，松誠会 滝沢中央病院，畑山尚三，中村
小児科耳鼻咽喉科医院，北上信用金庫，誠
心会真山池田医院，寿広，佐藤昭，久慈設
計，新里医院，八木橋伸之，正傅寺及川亮
禅，安井豊
福岡県‒福岡県職員，福岡県警察職員，福
岡市職員，アドバンスウェア，うきは市女
性連絡協議会，シー・アール・シー，フジ
タ九州支店，みつる会城浜保育園，みらい
筑紫野病院，ゆうかり学園，旭陽電気，井
手律子，井上福三，井上会篠栗病院，一律
電機，遠賀中間医師会，遠賀中間歯科医師
会，遠賀町婦人会，岡垣町婦人会，岡税務
労務会計事務所，河野弘道，久美愛福岡耳
納高原病院，久保カヨ子，久野循環器科内
科医院，久留米市女性の会連絡協議会，久
留米市田主丸町婦人会，久留米市保健所，
宮若市職員互助会，金光教小倉教会，敬天
会武田病院，桂川町婦人会，原鶴温泉病
院，原田英治，広真ビルテック，広川病
院，佐藤安弘，桜珠会可也病院，三浦文
子，三潴郡大木町婦人会，志摩園，糸島市
役所，篠﨑社労士事務所，社会保険診療報
酬支払基金福岡支部，宗像歯科医師会，宗

像薬剤師会，春日・大野城・那珂川消防組
合厚生会，春日市婦人会，小竹町婦人会，
小竹町役場，小林政人税理士事務所，松原
俊幸，神尾アンドパートナーズ北九州事務
所，清和会長田病院，生命保険協会福岡協
会，西村眼科クリニック，西南学院，西方
寺，石蔵富士子，村上建総，太宰府市婦人
会，大川市連合婦人会，大名町ビル，稚加
榮，筑後市連合婦人会，筑紫郡那珂川町婦
人会，筑紫野市役所，中間市婦人会，中山
幸一，朝倉市女性連絡協議会，直方鞍手薬
剤師会，直方歯科医師会，天神会新古賀病
院，添田町婦人会，田原整形外科医院，東
京法規出版九州支社，二日市共立病院，入
江内科医院，箱田会箱田病院，八女市地域
婦人会，飯塚市婦人会，芙蓉会　筑紫南ヶ
丘病院，福岡医療団，福岡浦添クリニッ
ク，福岡県医療法人協会，福岡県医師会，
福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所，福
岡県京築保健福祉環境事務所，福岡県糸島
保健福祉事務所，福岡県歯科医師会，福岡
県宗像・遠賀保健福祉環境事務所，福岡県
信用保証協会，福岡県筑紫保健福祉環境事
務所，福岡県南筑後保健福祉環境事務所，
福岡県粕屋保健福祉事務所，福岡県北筑後
保健福祉環境事務所，福岡県立精神医療セ
ンター太宰府病院，福岡市医師会，福岡市
城南区保健福祉センター，福岡市鮮魚仲
卸協同組合，福岡市早良区保健福祉セン
ター，福岡市東区保健福祉センター，福津
市地域婦人会，文佑会原病院，北九州市衛
生総連合会，北九州市歯科医師会，北九州
市薬剤師会，北原靖久，柳川市地域婦人会
連絡協議会，羅寿久会浅木病院，林法生
本部‒平田光政，松本康太郎，溝口文雄，
矢野政顕，米澤ますみ，横田進，阿部材木
店，黒野繁治，依田博司，藤木武義，まほ
ろば総合保険，住田光学ガラス，トキワ化
成，川口市管工事業協同組合，尚篤会赤心
堂病院総務課，土屋恵一，坂戸ガス，武蔵

越生高等学校，大野美佐子，オギソ，平倉
実，宮越和子，田中里枝，寄居孔版社，
五十嵐康，市川惇信，稲木次之，岡崎忠
治，木暮英彦，高村正彦，齋藤英子，坂口
昇，篠塚昭次，島林樹，須田清，鈴木武
志，高島倫子，豊嶋庸輔，戸田満弘，長尾
立子，二宮忠，長谷川恭子，山田芳和，山
本隆幸，大場永子，蓮見平司，羽入直方，
水津唯男，堀越ちさこ，小林典子，トキタ
種苗，武立啓子，越田晃，山口徹，田上
惠，武藤良知，町田武久，竹宮敏子，河上
牧夫，高山直秀，所敬，馬場元毅，中村陸
郎，芦田光則，高柳正夫，坂口正道，横内
正利，早川純子，青木隆，山本博章，須永
隆雄，高田滋，小林洋子，滝沢宣子，古川
宣一，師田志津恵，平林方英，鈴木正義，
折茂伸満，山田正直，鈴木博之，神谷瑛之
助，酒井圭一，野村昌子，綱島康夫，三和
三郎，石渡清司，鎌田勝己，福沢偉行，村
尾利夫，内田弘子，戴正道，細野一善，雨
宮育子，篠原啓子，岡田一郎，中島博，山
内由利子，神田辰男，山本宗夫，板橋重
光，山口峯生，田中喜文，平井時夫，寺尾
靖昌，吉村成弘，小原直弘，並木山青，近
藤健文，石川信克，長田裕子，中野静男，
山下武子，熊木千恵子，山田清方，野本化
成，近藤板金，田中尚和，伊東雅子，石瀬
典子，岩本愛吉，小滝一正，大谷和子，大
谷貞子，加藤宏，刑部節子，小林健，小林
康子，古寺博，佐藤尚人，齋藤安俊，庄司
義雄，砂沢八余繪，早田康成，田所厚一
郎，髙岡浩一郎，千坂正良，野田健，浜四
津尚文，樋口光雄，平岩阿佐夫，藤冨久
司，真家孝，松井啓子，松崎健三，円山
孝，村井温，渡辺雄司，榎本義男，庄司税
理士事務所，関口紀子，田中佐喜子，笠原
督，芳賀敏夫，船木依子，望月紘一，扇内
美恵，丸山徹雄，草間光一，外山攻，小松
田悦子

多額のご寄附をくださった方々

国際結核肺疾患連合アジア太平洋
地域学術大会（APRC2017）準備委員会だより
国際結核肺疾患連合アジア太平洋
地域学術大会（APRC2017）準備委員会だより

　2017年3月22日～25日に開催される標記第6回学術大会の詳細について，2015年7月の会議で決まったことを
ご紹介します。

  ●ロゴデザイン：

 ●ホームページ：http://www.aprc2017.jp/

TB Free Asia Pacific
‒ Accelerate Steps toward Healthier Lungs‒ 
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今後は,  ホームページからも情報発信してまいります。ご期待ください！

結核のないアジア太平洋地域
‒ 肺の健康向上への歩みを速めよう‒

 ●メインテーマ：



国際結核肺疾患連合アジア太平洋
地域学術大会（APRC2017）準備委員会だより
国際結核肺疾患連合アジア太平洋
地域学術大会（APRC2017）準備委員会だより

　2017年3月22日～25日に開催される標記第6回学術大会の詳細について，2015年9月の会議で決まったこと，
また国際結核肺疾患予防連合の世界大会についてをご紹介します。

　複十字（2015 年 1 月）360 号で報告したように，スペインバルセロナにて開催された第 45 回国際結核肺疾
患予防連合（UNION）肺の健康世界会議のセレモニーで，秩父宮妃記念結核予防功労賞・世界賞の授賞式が
行われていて，結核予防会職員が参加しています。今年も 12 月 2 ～ 6 日に，南アフリカケープタウンで開催さ
れますので，そのときにアジア太平洋地域学術大会が 2017 年 3 月に東京で開催されることを展示ブースでアピー
ルします。世界各国の結核・肺の専門家の方々が 3000 人近く来られる大きな会議ですので，宣伝のチャンスに
なりそうです。
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 ●決定事項その1：プログラム（暫定案）がまとまりました

※暫定ですので，今後変更することがあります。
 ●決定事項その2：国際結核肺疾患予防連合の世界大会でのアピール   

開会講演

プレナリー

講演

シンポジウム

市民公開講座

アジア太平洋における肺の健康

WHO西太平洋地域におけるポスト2015世界戦略，有病率調査，結核の研究課題，自然免疫

アジアにおける結核／HIV，新規結核ワクチンの展望，社会決定要因への取り組み

アジアにおける分子疫学の現状，細菌学的結核診断の強化，薬剤監視／副作用管理，高齢者と免疫低
下患者における結核，肺外結核，小児結核，結核対策における外科の役割，患者中心のケアサポー
ト，移民の結核予防とケア，ハイリスクグループの結核患者発見，新薬と新しい治療法，潜在性結核
感染症の治療，IGRA，ユニバーサルヘルスカバレッジ，アドボカシー，結核対策の法令と政治的関
与　COPD，肺がん，肺腺維症，ウイルス感染流行の脅威，喘息，肺炎，禁煙プログラム，など

たばこのない東京オリンピック2020開催に向けて

結核の統計2015

978‒4‒87451‒302‒6

平成26（2014）年のデータが掲載されています。

現場で役に立つIGRA使用の手引き

A4判56頁　予価：1,600円+税

〔お問い合わせ先：出版調査課　☎03-3292-9289〕

名誉所長  森 亨　著

ISBN：978‒4‒87451‒301‒9

　IGRA（クォンティフェロン TB ゴールドや T－スポット）の原理や使用の実際を分かりやすく説
明している一冊です。待望の一冊ですので、ぜひご注文お待ちしております。
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Estimated new TB
cases (all forms) per
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per year
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　2015年10月28日に世界保健機関（WHO）から「Global Tuberculosis 
Report 2015」が公表されました。2014年の推計値で，新たに結核を
発病した人は960万人となり，そのうちアジアが58％を占めること
がわかりました。
　世界の結核のなかで，アジアの状況は見過ごすことはできません。
2017年の当学術大会でも，アジア太平洋地域の課題を取り上げる予
定です。

　12月2日〜 6日，第46回国際結核肺疾患予防連合世界学術大会（46th Union World Conference on Lung 
Health）が南アフリカ・ケープタウンで開催された中で，結核予防会展示ブースにおいて，APRC2017開催のPR
を行いました。開催案内ちらしと共に，ロゴ入りのポストイットや寿司形の消しゴム等のグッズを配布し，アフ
リカ地域をはじめ，世界各国からの来場者に会議への参加を呼びかけました。

国際結核肺疾患予防連合アジア太平洋
地域学術大会（APRC2017）準備委員会だより

表 　WHO指定の「22の結核高負担国」2014年推計

国名 推定結核患者数
（全結核）<千人>

推定結核罹患率
（人口10万対）

インド 2,200 167 
インドネシア 1,000 399 
中国 930 68 
ナイジェリア 570 322 
パキスタン 500 270 
南アフリカ共和国 450 834 
バングラデシュ 360 227 
フィリピン 290 288 
コンゴ民主共和国 240 325 
エチオピア 200 207 
ミャンマー 200 369 
タンザニア 170 327 
モザンビーク 150 551 
ベトナム 130 140 
ロシア 120 84 
タイ 120 171 
ケニア 110 246 
ブラジル 90 44 
ウガンダ 61 161 
カンボジア 60 390 
アフガニスタン 60 189 
ジンバブエ 42 278 
WHO指定22の高負担国 8,053 176 
全世界合計 9,600 133 
色文字はアジアの高負担国。

図　国別人口10万人当たりの推定罹患率（2014年）
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結核予防会のブースには大勢の方が見えました
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国際結核肺疾患予防連合アジア太平洋
地域学術大会（APRC2017）準備委員会だより
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JANTRAスタッフの皆さん 車体には「梅村典裕先生記念号/Dr. N. Umemura Memorial Trust」の文字

ネパールへ車の寄贈

アジアの結核をなくさなければ，日本の結核はなく
ならない。これが，今の日本に与えられている課題です。

WHOは，2035年の目標として，結核終息戦略（End 
TB Strategy）という世界戦略を打ち立てました。
日本では，年10％という減少率で，対策を進めてき
ました。しかし，この世界戦略では，最初の10年は
日本並みで，残りの10年はさらに17％という減少目
標を掲げています。

このような課題に立ち向かうため，アジア太平洋
地域の専門家とさまざまな議論を交わすこの学術大
会は，右記のような日程で，演題を募集いたします。
皆様のご参加をお待ちしております。

また, 同時に，スポンサーになってくださる方々
にもご案内を差し上げております。ご興味のある方
は,右記窓口までお問い合わせください。

平成28年５月10日（火）〜８月31日（水）
＊提出方法は，ホームページ

（http://www.aprc2017.jp）にて詳細発表予定。

この学術大会を資金面から支えてくださる企業・
団体も募集しております。パッケージとして，プラ
チナ・ゴールド・シルバーと分けているものと，各
種セミナー（ランチョンセミナー・イブニングシン
ポジウム）などの枠をご購入いただくもの，さらに参
加者向けのストラップ，バッグ，ホスピタリーラウ
ンジなどのご協力なども募っております。
　ご興味のある方は，以下窓口にご連絡ください。詳細についてご
説明させていただきます。
問い合わせ先：APRC2017運営事務局
 〒113-0033東京都文京区本郷3-35-3本郷UCビル４階
 （株）コンベンションアカデミア内
 電話 03-6322-1127　FAX 03-3815-2028　
 メールアドレス aprc2017@coac.co.jp

　2015年12月，結核予防会の梅村基金より，ネパールで結核対策に取り組む現地NGO，JANTRA（日本−ネパー
ル健康と結核研究協会）に車を寄贈致しました。この基金は，2013年に逝去された梅村典裕先生のご遺志に基づき，
美智子夫人より，ご寄付をいただき，結核分野の研究や国際協力を支援するために設置されたものです。梅村先生
は，生涯を通じて途上国の結核分野の国際協力に尽力されました。結核研究所の国際研修コースではディレクター
を務められ，特にネパールへは度々赴いて支援に従事されました。JANTRA 代表のSharan Gopali氏 からは，移
動手段が限られたネパールでは活動を円滑に進めるうえで大変ありがたく，大切に使っていきたいと感謝が述べら
れました。

（国際部）

演題募集

スポンサー募集

予防会だより



　世界で新たに結核を発病する人は年間960万人，結核で命を落とす人は150万人と推定されています。
　３月24日の世界結核デーを記念して，“Unite to End TB”（結核流行の終息のために団結しよう）のテーマの下，世
界各地で様々な記念イベントを通じて，結核の現状を伝え，結核制圧に向けて協力して取り組むことの重要性を呼び
かけました。
　本会海外事務所，複十字シール募金による現地支援活動パートナーの活動の様子を報告します。

2016年世界結核デー報告

国際結核肺疾患予防連合アジア太平洋
地域学術大会（APRC2017）準備委員会だより
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　いよいよ，開催（2017年３月22日〔水〕～25日〔土〕）まで１年を切りました。
　主催団体である当会は，さまざまな学会で，ブース出展に出かけ，演題募集や参加登録のお願いを行っています。
　今回，４月８日（金）から10日（日）の３日間，日本呼吸器学会（京都国際会館）で，ブースを開きましたので，
ご報告いたします。

　会場では，多くの方にチラシやロゴ入りふせんな
どを持ち帰っていただきました。
　また，企業展示の方々にも，組織委員長の工藤先
生と，財務委員長の貫和先生が，１社ずつ回って，
スポンサーのお願いをして周りました。
　非結核のテーマである，COPD，肺がん，肺線維症，
喘息，その他の感染症も含まれております。演題登
録をお願い申し上げます。

2016年５月10日（火）～８月31日（水）
＊提出方法は，ホームページ
（http://www.aprc2017.jp）にて詳細発表予定。

演題募集

結核予防会のブース

　チョングウェ郡の記念イベントに参加し，結核制圧に
向けたメッセージを伝えました。

ザンビア（同事務所）

　マニラでの記念イベントで，パレードに参加しました。

フィリピン（同事務所）

　カトマンズでの記念イベントで結核の現状や活動を紹
介し，貧しい結核患者さんへは栄養食品を贈りました。

ネパール（JANTRA）

　記念フォーラムを開催し，日曜マーケットでは，普及
啓発のパフォーマンスや結核クイズ，婦人ボランティア
による募金活動を行いました。

タイ（チェンライTB/HIV Research Foundation）
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複十字シール運動は，結核や肺がんなど，胸の
病気をなくすため100年近く続いている世界共通
の募金活動です。複十字シールを通じて集めら
れた益金は，研究，健診，普及活動，国際協力
事業などの推進に大きく役立っています。皆様
のあたたかいご協力を，心よりお願いいたします。

平成 28 年 7 月 15 日　発行
複十字　2016 年 369 号
編集兼発行人　前川　眞悟
発行所　公益財団法人結核予防会
〒 101-0061　東京都千代田区三崎町 1 - 3 -12
電話　03（3292）9211（代）
印刷所　勝美印刷株式会社
東京都文京区白山 1 -13- 7
電話　03（3812）5201

結核予防会ホームページ
URL　http://www.jatahq.org/
＜編集後記＞テレビ、雑誌、インターネット
などペットを目にしない日はないほどのペッ
トブーム。同時に殺処分される子も少なくな
いとか。人もペットも生きるために生まれて
くるのです。命を大切に。

本誌は皆様からお寄せいただいた複十字シール募金の益金により作られています。

複十字シール運動 ―みんなの力で目指す，結核・肺がんのない社会

募金方法やお問い合わせ：普及広報課
　　　　　　　　　　　　　　またはフリーダイヤル：0120-416864（平日 9：00～17：00）結核予防会　寄付 検索⬆

平成28年度複十字シール

〈指定寄附等〉（敬称略）
石川総子（本部），小形清子，佐藤正一（新山手
病院）
〈複十字シール募金〉（敬称略）
宮城県 ― 仙台市職員，宮婦連健康を守る母の
会，名取市医師会，大河原町，調気工業，三浦洋，
南中山内科クリニック，大和耳鼻咽喉科医院，武
田内科医院，景雄会藤野整形外科，大井皮膚科
泌尿器科医院，ニイヌマ，天台宗満願寺，鎌田晙
一，伊藤医院，森俊彦，ささき歯科，平成生コン
クリート，石田秀一，早坂愛生会早坂愛生会病院，
徳和工業，アキコーポレーション，近江医院，岩
沼南こばと幼稚園，かわち医院，テラテック，ク
リエイトプランニング，阿部和夫，金勝寺，鈴木
歯科医院，ぶなの森柏木クリニック，金井恭子，
仙台市防災安全協会，友輪商事，山家内科医院，
宮城日化サービス，時宗 阿弥陀寺，山口胃腸科
外科医院，師小児科医院，女川町，キャドワン，
大澤内科医院，やまじゅう産業，みみ・はな・の
ど北仙台クリニック，五葉商事，旭化学工業，湯
山建設，石巻市，小林眼科医院，ジュール，東北
田村工機，明和機械，村田町，利府町，須藤製作
所，サミー工業，東泉寺，東松島市，竜門園，多
賀城市，気仙沼市，栗原市，亘理町，日本競輪選
手会宮城支部，森田稔，加美町，塩竈市，南三
陸町，宮城県石巻高等学校，名取市，蔵王町，
登米市，涌谷町，七ヶ宿町，富谷町，常念寺，常

盤木学園高等学校，矢本重機興業，今野印刷，
仙南地域広域行政事務組合，山元町，高山内科
胃腸科医院，岩崎俊一，大崎地域広域行政事務
組合，洞松院，丸森町，色麻町，角田市，ありま
小児科医院
神奈川県 ― 稲垣薬品興業
滋賀県 ― 米原市近江老人クラブ連合会，愛荘
町職員互助会，近江八幡市，山田整形外科病院，
前川勉，明楽寺，びわこ競走労働組合，龍本寺，
ヴォーリズ記念病院，甲良町，野洲市，滋賀県，
油定薬局，滋賀県地域女性団体連合会
香川県 ― 香川県県税事務所，ふじみ園，東か
がわ市役所，三木町役場，多度津町保健センター，
友朋商事，百十四銀行，香川県医師会，香川県
農業協同組合，香川県予防医学協会，香川県看
護協会，香川県総合健診協会，遠藤医院，県婦
連生活文化展，多度津町健康まつり，坂出市婦
人団体連絡協議会，高松赤十字病院，帝國製薬，
池田内科クリニック，三豊総合病院，屋島総合
病院，山田医院，弘恩苑，細川病院理事長香川
嘉宏，求人タイムス社
本部 ― 小澤歯科，台東サービス，広栄運輸機工，
岡部バルブ工業，阪和，ビーエスエム，光輪閣，
ミダスセフティ，日本データサプライ，ギヨウブ
セツコ，前田章利，今井清兼，増地昭男，小島海
雄，小石幸雄，難波卓壮，樋口孝夫，志村知男，
淵倫彦，中島由紀，石井敏彦，葉山隆，寺田光子，
鈴木崇二，緑雲会多摩病院，天野譯溥，野村高史，
齋藤英子，高島倫子，堀越ちさこ，越田晃，町田

武久，高山直秀，田中喜文，扇内美惠，妹尾昭一，
橋本徹二，赤光会斎藤病院，桐朋学園，東京角田，
大熊竹男，東京化学同人，ネグロス電工，いすゞ
システムサービス，富士経済マネージメント，ア
ダック，新井薬師梅照院，盛伸社，阿彦忠之，移
川哲，本種寺，吉田税理士事務所，東京都同胞
援護会事業局，小野沢格子，大和田實，舛谷昌，
山本宗孝，和田朋子，佐藤智重，菅野晴夫，外山
洋，竹内行夫，近藤美智子，小林保彦，清水か
つ子，田中耕三郎，中谷律子，吉野賢治，森新一
郎，足立嘉子，河東文之助，山藤敏夫，相坂正夫，
川崎道子，秋山貴志子，土田修，松本康太郎，
新道雄治郎，山田芳和，神谷瑛之助，吉村成弘，
庄司義雄，松井啓子，寧波旅日同郷会，竹下景子，
オダマサル，平岩由伎子，浅井商事，學風会，タ
カムラ，大信梱包システム，高橋真千子，新新会
多摩あおば病院 ，中村診療所，寿栄会，武美会，
仲根よし子，中野宰至，みその商事，北澤竜二，
コーレンス，並木愛子，谷口誠，町田ひろ子アカ
デミー，ツノダ美装，電波タイムス社，宇都宮電
機製作所，清水靜枝，三村電機工業，東日商運，
小平靖，佐藤潮，中嶋庄亮，井田栄一，井上日宏，
高野内恒夫，鳥飼和子，上谷英二，海老沢節子，
安田雄一郎，石原昌子，恩田明久，江間忠，東山
道之，高桐あや子，深川規子，高橋紀久雄，大場
悦子，田中節子，米澤ますみ，阿部材木店，高村
正彦

多額のご寄附をくださった方々

国際結核肺疾患予防連合アジア太平洋
地域学術大会（APRC2017）準備委員会だより
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　 6 月 2 日（木）～ 3 日（金）に，海外より国際結核
肺疾患予防連合アジア太平洋地域の執行委員等 7 名
を招聘して，大会長の森先生，組織委員長の工藤先生，
プログラム委員長の吉山先生，財務委員長の貫和先生，

事務局長の加
藤先生をはじ
め，プログラ
ム委員の岡田
先生らが同席
し，結核予防
会本部 5 階会
議 室 に て準備会合出席者で記念撮影

APRC2017準備会合を開催しました。初日には会場と
なる東京国際フォーラムの視察を行い， 2 日目には学
術大会の成功に向けて，学術プログラムや会議運営に
ついて活発な意見交換が行われました。
　なお，演題募集については，5 月10日（火）より始まっ
ております。締切は 8 月31日（水）までですので，ふるっ
て投稿ください。提出方法などの詳細については下記
ホームページをご参照ください。

http://www.aprc2017.jp 
　また，スポンサーの募集も並行して行っております
ので，皆様よろしくお願い申し上げます。
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総裁秋篠宮妃殿下
ご動静

結核研究所国際研修生とのご懇談でのご様子
平成28年７月１日／秋篠宮邸

　妃殿下は、平成28年度「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」の８カ国15名の研修生とのご懇談で、一人一人にお言葉をかけられました。
　それぞれの国の結核対策への使命も新たに、大きな励みとなったことでしょう。

国際結核肺疾患予防連合アジア太平洋
地域学術大会（APRC2017)準備委員会だより

　 8月23日（火）に，国際結核肺疾患予防連合アジア太平洋地域学術大会のスポンサーになってくださる，
日本ビーシージー製造株式会社の方々が来会されました。本会 5階特別役員会議室にてAPRC2017準備委員
の前川事業部長，コンベンションアカデミアの運営スタッフも同席のうえ，当日までの準備等を打ち合わせ

ました。
　また，結核予防会事業協議会との共催が決まった，連携シンポジウム「結
核対策におけるNGOの役割」（2017年 3月23日〈木〉13：40-15：10）では，
錦織信幸氏（World Health Organization Western Pacifi c Region 感染症部結
核ハンセン病課課長）と小林典子氏（本会募金推進部長）を座長に迎え，全
国結核予防婦人団体連絡協議会の木下幸子会長や鳥取県保健事業団理事長で
結核予防会事業協議会の丸瀬和美会長，さらにストップ結核パートナーシッ
プ日本の宮本彩子事務局次長が講演予定です。もちろん日本語でも聴講でき
ますので，ご安心ください。
　早期参加申込は，2017年 1月末までになっておりますので，ふるってご参
加ください。参加登録等のお困りごとについては，事業部普及広報課（電話
03-3292-9288）まで遠慮なくご用命ください。皆様よろしくお願い申し上
げます。
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国際結核肺疾患予防連合アジア太平洋
地域学術大会（APRC2017）準備委員会だより

　学術大会開催まで約半年となりました。特別講演やシンポジウムの内容・演者がほぼ固まり，最終調整が
進んでいます。結核のみならず，禁煙，喘息，肺がん等の呼吸器疾患，また全国結核予防婦人団体連絡協議
会やWHOその他の国際団体との共同企画もあり，10月中にプログラムをホームページに掲載予定です。ご
期待ください。一般演題はこれまでに163題もの応募があり，アジア・太平洋地域を中心に多くの参加者が
期待されます。
　初日（2017年 3月22日〈水〉）の午前中には，日本の結核治療の聖地 “清瀬” を知っていただくために，
複十字病院の結核病棟や結核研究所の研究施設を見学していただくオプショナルツアーを企画しています。

　結核研究所のスタッフが参加する国際会議で，パンフレット
を配布しています。また，10月25日（火）～29日（土）まで
英国リバプールで開催される国際結核肺疾患予防連合世界大会
では，結核予防会／結核研究所のブースに，ポスターやプログ
ラムの概略を説明したチラシを展示し，2017年 3月の桜の咲
く季節に，日本に来ていただくようアピールします。
　また，本会の早期参加申込は，2017年 1月末までですので，
ふるってご参加ください。参加登録等のお困りごとについては，
事業部普及広報課（電話03-3292-9288）まで遠慮なくご用命
ください。
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写真　ホームページのトップ画面（http://www.aprc2017.jp/）

グローバルフェスタJAPAN2016「for the First Step ～新しい目標に向かって～」
　10月 1 ～ 2日，東京お台場にて，「グローバルフェ
スタJAPAN2016」が開催され，国際協力活動を行う
政府機関，NGO，企業など269団体が参加し，10万
人の来場がありました。結核予防会は，ブースを出展
し，結核の現状や国際協力活動を紹介しました。2日，
活動報告コーナーでは，「医療協力を通じて，平和に
ついて考える。―バングラデシュの人々との40年の絆
から―」と題して，テロ事件が記憶に新しいバングラ
デシュへの支援を続けてきた石川信克結核研究所長よ
り，「平和」をキーワードに経験をお話しいただきま
した。ブース，報告会にお立ち寄りいただいた皆さま，
ありがとうございました。 （国際部　久保田）

清瀬市とブックカバーを
作りました！
　かつて清瀬の線路の南側に結核診療所が
広がっていた。結核予防会と清瀬市，
不思議な糸で結ばれた両者。今年の
予防週間に三省堂書店における文庫本
のブックカバーと栞による結核予防の
広報活動を行った。結核との闘いはま
だ終わらない。



結核予防会海外事務所から 　結核予防会では，アジアとアフリカの 3カ国の海外事務所を拠点に，結核か
ら人々を守る活動に取り組んでいます。本年も，日本人スタッフ，現地スタッ
フ一丸となって，結核制圧を目指して努力していきます。
　私たちの活動は，複十字シール募金をはじめとする日本の皆様のご厚意に支
えられています。感謝申し上げますと共に，この一年の皆様のご健康とご多幸
をお祈り致します。 （海外事務所スタッフ一同）
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 フィリピン事務所 カンボジア事務所 ザンビア事務所

　いよいよ開催まで 3カ月を切りました。この原稿を書いているときはまだ 5カ月前なので，あまり実感がな
いのですが，参加登録の早期割引が2017年 1月末までなので，いろいろな場で宣伝しています。　
　大変遅くなりましたが，無事プログラムがホームページに掲載されましたので，参加者がぞくぞく増えてお
ります。
　国際結核肺疾患予防連合世界大会は，2016年10月26日（水）～29日（土）まで英国リバプールで開催され，
結核分野を中心に各国の対策関係者，研究者，NGO，企業など123カ国から3,069人が参加しました。同会場
では，結核予防会／結核研究所のブースに，ポスターやプログラムの概略を説明したチラシを目立つところに
展示（写真 1）し，リバプールの次はぜひ日本にお越しくださいとアピールしました（写真 2）。
　また，本学術大会への参加登録など，お困りごとについては，事業部普及広報課（電話03-3292-9288）まで
遠慮なくご用命ください。

国際結核肺疾患予防連合アジア太平洋
地域学術大会（APRC2017）準備委員会だより
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写真 1　スタッフ総出で飾りつけられたJATA/RITブース 写真2　チラシを受け取ってくださった未来の参加者？



　国際結核肺疾患予防連合（Union）アジア太平洋地
域（APR）は表記の学会を 2 年ごとに開催しているが，
2017年は日本の結核予防会が当番になって，この 3 月
（22～25日）に東京の国際フォーラムで開催されるこ
とはこれまでにも本誌にも報じられてきたところであ
る。開催体制の整備，スポンサーの依頼，会場の設営
などと並行して，肝心の中身（出し物）についてもこ
れまで鋭意準備を進めてきたが，テーマや演者がほぼ
まとまったので，ここに概要を紹介し（表），その中

からいくつかをハイライトしてみたい。なお，これら
の企画にあたって私たちが目指したのは，①名実とも
に「アジア太平洋」の会とするために，演者は極力
APRの国・地域の人に限定，②WHOの唱える2015年
以後の対策「結核終息戦略」に沿ったテーマを重視す
る，③同時同会場で並行開催される日本結核病学会総
会（会長：斉藤武文国立東茨城病院長）との交換体制，
④市民公開，関連団体との共同開催を取り入れる，な
どである。

全体セッション〔講演〕
　 1．有病率調査
　 2．自然免疫
　 3．�WHO西太平洋地域におけるポスト2015グローバ

ル戦略
　 4．結核の研究課題（英語／日本語）
　 5．温故知新（英／日）

シンポジウム（番号はほぼ開催日時順）
　 1．移民の結核予防とケア
　 2．慢性閉塞性肺疾患（COPD）／リハビリテーション
　 3．新規結核ワクチンの展望
　 4．ハイリスクグループの結核患者発見
　 5．小児結核：疫学と予防
　 6．肺がん
　 7．肺繊維症
　 8．�アジア太平洋におけるユニバーサル・ヘルス・カバ

レッジ（UHC）の進捗
　 9．接触者健診の強化
　10．肺炎
　11．潜在性結核感染症の治療：期待と実現可能性
　12．多剤耐性結核：疫学／管理
　13．喘息
　14．有病率調査
　15．患者中心の結核ケアとサポート
　16．アジアにおける分子疫学の現状
　17．新薬，新しい治療法
　18．�結核対策におけるインターフェロンγ遊離試験

（IGRA）
　19．結核対策：法制化と政治的関与
　20．薬剤監視・副作用管理
　21．高齢者と免疫力低下患者における結核
　22．�ウイルス感染流行（MERS・インフルエンザ・

SARS）
　23．宿主要因・遺伝とバイオマーカー

講演
　 1．アジアにおける結核／HIV
　 2．社会決定要因への取り組み
　開会講演：アジア太平洋地域における肺の健康

共同企画
　 1．�アジア太平洋婦人会セッション：結核対策における

NGOの役割
　 2．日本結核病学会共同企画　細菌学的結核診断の強化

市民公開講座
　 1．結核患者への禁煙プログラム
　 2．�たばこのない東京オリンピック・パラリンピック

2020開催に向けて

ワークショップ
　 1．Union倫理委員会による医学研究倫理
　 2．多剤耐性結核の治療（プログラム管理）
　 3．結核伝播のモデリング
　 4．結核診断ネットワークの強化

卒後研修コース
　 1．科学論文の書き方
　 2．論文データベースとコクラン共同計画の活用方法
　 3．結核菌分子疫学入門

　このほかにランションセミナー，イブニングセミナー，
口演（ポスター応募者の中から選抜された演者による）が
それぞれ数セッションづつ，もちろんポスター展示・討論
も予定されている。

表　セッション一覧

第6回国際結核肺疾患予防連合アジア太平洋地域学術大会

大会長　森　　亨（結核研究所名誉所長）

2017年アジア太平洋「肺の健康」学会ハイライト
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全体セッション講演
1．有病率調査
　カンボジアの結核対策の技術協力の中で日本のチー
ムが実施した結核実態調査（有病率調査）はその意義
が全世界的に認められ，いまやアフリカをはじめ世界
中で盛んに行われている。その結果従来モデルにより
推定されるだけであった途上国の結核問題の現状認識
は大きく変わっている。この動きのパイオニアであり，
今はWHOの調査推進チームの責任者として活躍して
いる小野崎博士による講演。この講演とならんで，当
事国の担当者らによるより生々しい経験と新課題の提
唱と討論がシンポジウム14で行われる。
2 ．自然免疫
　日本結核病学会と共同のセッション，結核病学会が
招請された，米国でこの分野では著名な専門家Koziel
博士の講演に共に学ぼう，という企画。自然免疫の問
題は結核の分野においてもその意義が改めて注目され
るようになってきており，Koziel博士のグループは特に
ビタミンDと結核に関して先駆的な業績を上げている。
3 ．�WHO西太平洋地域におけるポスト2015グロー
バル戦略

　世界を 6 分割するWHOの地域割りの中で，当
Unionのアジア太平洋地域の国の大半が所属する「西
太平洋地域」（地域事務所はマニラ）は結核の罹患率
はアフリカ，南東アジア各地域に続いて 3 位，発生患
者数も南東アジア，アフリカに続いて 3 位，全世界の
25％を生み出している。しかし対策の努力については
世界をリードしており，先年までの「ミレニアム開発
目標」の達成，それに伴う「世界ストップ結核戦略」
においてもひとり目覚ましい成果を挙げてきた。マニ
ラの地域事務所の結核・ハンセン病根絶調整官として
この戦略の指揮にあたっているのが，講師の錦織信幸
博士である。博士のチームはWHO本部がポスト2015
年戦略を発表するや，西太平洋地域版（Regional 
Framework）を立案，その実施に入っている。講演
ではこの地域戦略の背景，狙い，要点，課題を解説し
ていただき，我々の今後の活動の中でこれにどのよう
に協調すべきかの示唆を期待したい。
4 ．結核研究の課題
　「結核終息戦略」にみるように，対策の推進のため
にさらなる対策技術の開発・援用は必須ということで，
結核研究の重要性はますます高まっている。その在り

方について，広い視野と深い見識をもった先達の声に
耳を傾けることは意義が大きいことであろう。今回は
碩学・香港中文大学Yew WW博士を招請して蘊蓄を
うかがう。2010年の日本結核病学会総会の招請講演で
博士の学識に触れられたかたも少なくないのでは？
5 ．温故知新
　上記の研究の将来展望とは逆に，古きを恩（たず）
ねて新しきを知る，ことも同時に大切，と我々の大先
輩の島尾忠男先生（本会名誉顧問）にお願いして結核
対策・研究の来し方からこの先を占っていただく。
1940年代以降，近代的結核対策の導入以来のほぼ全時
代を実体験でカバーする先生の研究歴にもとづく語り
に耳を傾けたい。

講演・シンポジウム
1．アジアにおける結核／HIV（講演1）
　 　結核発生のハイリスク集団への集中傾向の典型例

としてHIV感染者の問題がアフリカでは深刻な問題
となっているが，アジアでも一部の国や地域では深
刻な状況である。アジアの結核・エイズ問題に早く
から取り組んできたタイのCharoen博士から，タイ
を中心とした結核エイズ問題へのかれこれ30年に
なんなんとする取り組みについて振り返り，今後の
展望を語っていただく。
2 ．社会決定要因への取り組み（講演2）
　 　結核は感染症であることはもちろんだが，発生か

国際結核肺疾患予防連合アジア太平洋地域学術大会
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ら対策について非感染性疾患としての特質，さらに
もっと広く社会経済要因が密接に関連する問題で
あることが重視されるようになった。これについて
は香港で結核患者の診療の傍らで関連の論文を多
数発表されているLeung博士に整理をしていただ
き，議論を深めたい。

　 　なお，このような視点から本学会ではシンポジウ
ムでつぎのような関連のテーマで討論を行う。移民
の結核予防とケア（シンポ 1 ），ハイリスクグルー
プの結核患者発見（シンポ 4 ），接触者健診の強化
（シンポ 9 ），高齢者と免疫力低下患者における結
核（シンポ21）
3 ．結核対策：法制化と政治的関与（シンポ19）
　 　結核対策が世界の政治課題として国連の高級レベ

ル会議で取り上げられることになったとは最近の
ニュースにもあるが，今学会でもこの観点からこの
ようなセッションを企画し，日本他いくつかの国の
国会議員レベルの演者を依頼している。

　 　なお，関連のテーマとして，結核終息戦略でも取
り上げられ，また上記シンポジウムでも話題となる
ユニバーサル・ヘルス・カバレージ（UHC）には
別途シンポジウムでも取り上げる（シンポ 8 ：アジ
ア太平洋におけるUHCの進捗）
4 ．患者中心の結核ケアとサポート（シンポ15）
　 　結核終息戦略の中では「患者中心」がキーワード

となっているが，具体的には結核の治療における
DOTSの質的確保の条件としての具体的な患者の支
援がますます重要になっている。現場でその活動を
担っている保健師が，異なる条件下での活動の経験
にもとづいた議論をし，今後への展望を探る。なお，
医療技術の面から，シンポ20では薬剤安全監視・副
作用管理を取り上げる。
5 ．残された課題
　 　「低蔓延化」という量的な課題とは別に，結核問

題の質的解消に関して「小児」「女性」「多剤耐性結
核」等はますます緊急の課題になっており，終息戦
略でも注目されている。本学会ではシンポ 5 で「小
児結核：疫学と予防」を，さらにシンポ12で「多剤
耐性結核：疫学・管理」を取り上げる。
6 ．新たな技術の開発と援用
　 　ポスト2015の野心的な目標を達成するためには，

そして日本のアクションプランに掲げられた2020

年までの低蔓延化のためにも，新しい技術，新しい
方策の開発・援用が必須である。これらについては，
まず，日本結核病学会との共同企画で「細菌学的結
核診断の強化」（必ずしも全部が「新技術」という
わけではないが），日本結核病学会との共同企画で
「細菌学的結核診断の強化」と題して，新たな技術
を含む診断技術の効果的利用について検討する。

　 　他にはいくつかのシンポジウムがこの分野をカ
バーしている。まず「インターフェロン遊離試験」
（シンポ18）でこの新技術の途上国を含めた状況の
効果的な利用法を検討し，さらに従来，先進国だけ
で，かつ限定的に行われてきた潜在性結核感染症の
治療について，そのより広範な使用の拡大への「期
待と実現可能性」（シンポ11）を検討する。

　 　さらに近未来の対策技術の開発を目指して，以下
のようなテーマがシンポジウムに取り上げられて
いる。新規結核ワクチン（シンポ 3 ），新薬及び新
しい治療方式の開発（シンポ17），宿主要因研究と
バイオマーカーの発見（シンポ23），分子疫学から
みたアジアの結核（シンポ16）。ワクチンに関して
は日本発のワクチン戦略（BCGを凌ぐ予防ワクチ
ン，多剤耐性結核治療用ワクチン）が含まれる。デ
ラマニドやべダキリンのような新薬の使用方法の
確立，さらなる新薬と薬剤組み合わせ方式の開発も
ますます現実の課題となっている。バイオマーカー
の研究は新たな診断・治療とくに宿主中心治療に向
けて目が離せない。
7 ．非結核系呼吸器疾患
　 　これについては以下のような疾患と課題を取り上

げ，アジア太平洋地域からの視点で討論を行う準備
を進めている。肺がん（シンポ 6 ），慢性閉塞性肺
疾患（COPD）／リハビリテーション（シンポ 2 ），
肺繊維症（シンポ 7 ），肺炎（シンポ10），喘息（シ
ンポ13），ウイルス感染流行（MERS・インフルエ
ンザ・SARS）（シンポ22）。

タバコ対策関連（市民公開講座）
　これについては 2 つのセッションを用意し，とくに
できるだけ多くの日本人の参加者に期待して，同時通
訳つき，かつ登録を必要としない，一般の方々の参加
を歓迎するセッションとした。とくに 1 には日本の看
護師・保健師の皆様の参加を歓迎したい。
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1 ．講習会：結核患者への禁煙プログラム
　 　喫煙は結核感染や発病を促し，治療を妨げ，生命

予後を悪くするとされ，さらには本人のみでなく，
家族・友人をも巻き込む。このような観点から
Unionは結核患者と家族の禁煙を推進する「ABCプ
ログラム」を開発し，いろいろな国で普及活動を
行ってきた。これを今回は日本はじめAP各国に広
めたいということで，地域事務局の専門家Bam氏
が易しくノウハウを手ほどきしてくれる。なお，
ABCとは①患者や家族の喫煙について尋ねる
（Ask），②DOTSや訪問の折に簡単な助言（Brief 
advice）をする，③具体的な禁煙の支援（Cessation 
support）を与える，の意味である。
2 ．�シンポジウム：たばこのない東京オリンピック・
パラリンピック2020開催に向けて

　 　あと 3 年後に迫る東京オリンピック・パラリン
ピック，WHOもオリンピック開催都市には屋内の
全面禁煙－受動喫煙のない環境を求めており，東京
にも当然その要求が高まっている。しかしさまざま
な抵抗がみられ，その実現は予断を許さない。この
ような状況に鑑みて，外国での経験や英知を集めて，
東京，日本で受動喫煙完全追放の法規制実現を追求
するための討論を展開する。

共同企画
　日本の結核予防関連婦人団体連絡協議会との共同企
画として，「アジア太平洋婦人会セッション：結核対
策におけるNGOの役割」を開催する。日本のNGOと
して結核予防を地域から支えてきたウーマンパワー
が，この学会の機会にアジア各国のNGOに連携を呼
びかけるために開催するもので，いくつかのアジア諸
国からの代表を加えた討論会を行う。

ワークショップ
　フロアからの参加を強めるために「ワークショップ」
の形式で具体的なテーマを 4 点取り上げた。 1 ．
Union倫理委員会による医学研究倫理， 2 ．多剤耐性
結核の治療（Programmatic management）， 3 ．結
核伝播の疫学モデル， 4 ．結核診断ネットワークの強
化。 2 は最近の新薬の援用と同時にいわゆるバングラ
デッシュ・レジメンのような薬剤組み合わせ方式の検
討，さらに薬剤感受性検査の革新などを取り込んだ新

たな多剤耐性治療の方法を検討しようというもの。 4
は，WHOによる途上国の結核診断が従来の「喀痰塗
抹」オンリーから，（簡易）拡散増幅法や培養，さら
にはX線検査まで取り入れられるようになりつつある
ことから，その効果的な使用体系を「ネットワーク」
というキーワードで構築しようというもの。

卒後研修コース（有料の講習会スタイルのセッション）
　結核研究の基本的な方法論について，やや限定的に
3 課題と枠を絞り，内容の濃い講習会を企画した。
1 ．科学論文の書き方
　 　「見よう見まね」ではなく，先輩や成書から科学

論文の書き方（ときに読み方も）を系統的に習った，
という人は意外に少ないはず。一度系統的に学んで
みると，これまでなぜ投稿論文がリジェクトされた
かが，わかるかも知れない。講師は医学研究活動の
大ベテラン貫和敏博博士（東北大学名誉教授，本会
常務理事）。
2．論文データベースとコクラン共同計画の活用方法
　 　「証拠に基づく医学」の動きに火をつけ，油を注

いだ「コクラン共同計画」，その動きの中で発展し，
医学研究方法論として定着した感のある，体系的レ
ビューとメタアナリシスの入門コース。講師陣は

「コクラン共同計画」日本支部長の森臨太郎博士（国
立成育医療研究センター部長）のチーム，インター
ネットを用いた立体的なプログラムなので，当日は
パソコンを持参していただきたいとのこと。
3 ．結核菌分子疫学入門
　 　結核菌の構造・機能の分子レベルの理解は結核細

菌学の常識となり，またその分子疫学は結核の病原
体サーベイランス，いな，ひろくサーベイランス全
体や疫学全般にわたって必須の情報になりつつあ
る。これについて知識を整理し，アップデートしよ
うというのがこの講座の目的である。講師は上海・
復旦大学教授のGao Qian（高謙）博士。博士は結
核研究所で行われている日中韓結核菌分子疫学研
究プロジェクトの中国側代表の 1 人でこの分野の
第一人者。

〔詳細・更新については公式ホームページを参照〕
　http://www.aprc2017.jp/

国際結核肺疾患予防連合アジア太平洋地域学術大会

1/2017　複十字　No.372 7


