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1. はじめに 

本邦における結核集団発生の報告は、新井英夫が1949年に児童における結核集団発生を報告したのが

嚆矢とされる。その後、1980年代になると本邦の結核罹患率の低下に伴い、特に若年者において結核患

者の多発が目立つようになったことから、結核集団発生が注目されるようになった。厚生省結核感染症

対策室長（当時）は1993年に室長通知により「結核集団感染」を定義し、一定規模以上の結核集団発生

に関し報告を求めるようになった。 

一方、感染症集団発生の対策は、1997年の堺市を始めとした腸管出血性大腸菌感染症O-157の大流行

以降、本格的に始まった。1998年には国立感染症研究所に実地疫学専門家養成コース（FETP）が設置

され、国、自治体、病院、大学等に所属する医師等を対象に、実地疫学専門家の養成が始まった。これ

により、急性感染症集団発生で、FETPが調査に加わった事例については報告書が作成され、知見があ

る程度蓄積されている。 

しかしながら、結核集団発生対策の分野においては、青木らが「結核集団感染」で述べた以外、多く

の著作を認めない。 

1999年から昨今に至るまで、本邦における結核罹患率は順調に減少傾向にあるが、診断の遅れ等の理

由により、医療機関や高齢者施設、最近は日本語学校などにおける結核集団発生が発生している。これ

らの対策に保健所を始めとする衛生主管部局は日々忙殺されているところであるが、集団発生の経験の

多くは個々の保健所等の内部でのみ共有され、公衆衛生関係者に広く共有されない傾向にある。また、

たとえ学会等の発表の場で共有されることがあっても、疫学的な情報、特に時、人、場所等の記述疫学

並びにどの属性の接触者がより高いリスクにあったかを解明し、それに基づき感染経路を明らかにする

解析疫学に関する情報が十分ではないことが多い。このため、保健所等がせっかく貴重なデータを収集

しても、それらが十分に解析されず、また公衆衛生関係者に還元されず、後に同様の事態が発生して

も、その教訓が十分活かせていない傾向がある。 

感染症の集団発生は、本来、その発生を未然に防止する仕組みがあるべきところ、何らかの要因に

よって防止機構に瑕疵があり、集団発生に至ってしまうことが多い。このため、集団発生を調査し、集

団発生が起こった要因を探求することは、将来の同様の集団発生防止に有用であると考えられる。工学

分野などでは、既にこのような考えに基づき、科学技術振興事業団の事業として様々な事故や災害の

データを収集し、「失敗データベース」 を運営してきた。しかしながら、著者らの知る限り、結核に関1

する集団発生データを収集したデータベースは存在しない。 

今般、日本医薬品研究開発機構（AMED）結核低蔓延化に向けた国内の結核対策に資する研究班で

は、多くの自治体の公衆衛生専門家の協力を得、このような結核集団発生が起きた際、保健所等が調

査、解析、報告する際に参考にするための結核集団発生調査の手引 （以下、手引）を試行として、作成2

することとなった。これにより、保健所等が結核集団発生調査の結果を十分に記述、解析し、報告を行

なうことにより、得られた教訓を関係者の間で共有し、今後、結核集団発生が起こった場合、より適切

1 http://www.shippai.org/fkd/ 
2 結核の接触者健康診断の手引（第5版）が網羅する部分を除く、主に集団発生調査に特化した部分に限る。 
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に対処できるのみならず、接触者健診における対象者を適切に設定し、結核集団発生の早期対応や未然

防止の助けになるものと信ずる。 

以上のように、本手引き開発の目的は、一つには集団発生調査の際に行なうべき標準的な作業、考え

方、解析方法などを網羅し、保健所や都道府県本庁が結核集団発生の対応の際の技術的な道標を提供す

ることである。二つ目には、これにより集団発生の結果得られた知見や教訓などを報告書としてまとめ

る際重点となる情報を提供し、保健所等が結核集団発生調査を行った際、必ず報告書を作成し、可能な

範囲でその内容を公衆衛生専門家の間で共有し、ひいては将来の結核集団発生の予防及び再発防止に寄

与することである。 

本手引きの構成は以下の通りである。第2章で本手引きにおける集団発生を定義し、第3章で集団発生

調査の目的について述べる。第4章は集団発生調査の10ステップを挙げ、関連した成書についても述べ

た。第5章以降第14章まで、本手引きの核心的内容である結核集団発生調査の各ステップについて述べ

ていく。第5章は診断及び集団発生の検証・確定について事例を挙げて、集団発生の検証方法について

述べた。第6章で症例定義の設定、第7章で積極的患者発見及び情報収集、第8章は症例一覧表について

述べた。第9章で記述疫学、特に時、場所、人に関する記述疫学の実施方法について、実例に基づいて

解説した。第10章では記述疫学で得られた知見から、検証可能な仮説の設定について述べた。第11章で

は、設定した仮説の検証方法について述べ、特にコホート研究とケース・コントロール研究について事

例を挙げて解説した。第12章ではVNTRなど、結核集団発生調査に付随したその他の調査について述べ

た。第13章では、集団発生収拾のための対策について、主に第7章の積極的患者発見で述べなかった部

分について述べた。第14章では、報告書作成の意義について述べた。第15並びに16章では、それぞれ、

結核集団発生調査における、より実際的な部分、すなわち結核集団発生対策委員会の運営、並びにマス

メディアに対する対応について述べた。 

本手引が保健所等が行う結核集団発生調査に役立ち、将来の結核集団発生予防及び再発防止に寄与す

ることを、著者一同、祈念するものである。 
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2. 集団発生とは 

Lastの公衆衛生学辞典によれば、集団発生（アウトブレイク、Outbreak）とは「疾病の発生が、例え

ば村、町、施設内に限局して増加するような流行」  とされる。米国CDC は「ある疾患にかかる患者の3

数が、多くは突然、特定の地域、特定の人口集団において通常期待される数を超えて増加すること」 と4

定めている。結核を対象疾患とした場合、「特定の地域、特定の人口集団において通常期待される数」

はサーベイランスデータにより容易に入手できるため、集団発生であるか否かの判定は比較的容易であ

る。すなわち、特定の地域、特定の人口集団において地域の結核罹患率を統計学的有意に超えて結核患

者が発生している場合、結核集団発生が起こっていると考えることができる。本手引ではこれ以降、結

核集団発生とは、特定の集団（地域、施設、学校等）において当該地域の直近の結核罹患率を有意に超

えて結核患者が発生している事態と定義する。 

また、まれにしか認められない形態の結核が特定地域で複数報告があった場合は、同様に集団発生を

疑う必要がある。例えば、多剤耐性結核や超多剤耐性結核など、通常の結核の1%未満でしか報告のな

い結核が特定地域で2名報告があった場合、集団発生である可能性を考慮すべきであろう。 

なお、厚生労働省は「結核集団感染」を「１人の感染源が２家族以上にまたがり、20人以上に感染さ

せた場合を言う。ただし発病者１人は感染者６人と見なして、感染者数を数える」と定義 し、これに該5

当する「結核集団感染」事件について報告を求めている。しかしながら、本手引きでは集団発生の定義

に上記「結核集団感染」の定義を採用せず、また同様に誤解を避けるため本手引きでは「集団感染」と

いう呼称を用いない。これは以下のような理由による。 

①「結核集団感染」の定義によれば、感染源とされる結核患者1人と20名以上のIGRA陽性者が存在

することをもって結核集団発生が起きていると判定することになっている。しかし、感染源とさ

れる結核患者の他に発病者がおらず、感染者のみ20名以上見つかるという事態は極めて稀であ

り、ほとんどの場合、感染源とされる者を含めて数名の結核患者が発生している。このような事

態はすでに当該地域の直近の結核罹患率を大幅に超えているはずである。例えば1000人の集団

で1年以内に4人（感染源1+3。この場合、患者1人が感染者6名に相当すると計算しても3×6=18

人にしかならない。）の結核患者発生であれば、結核罹患率は人口10万人あたり400（95%信頼

区間：109–1021）となる。人口規模がそれより小さければさらに罹患率は大きくなる。このよ

うな事態になるまで集団発生を疑った疫学調査を実施しないのであれば行政上の不作為となる。

通知が出された1992年時点であっても、地域で期待される結核罹患率は人口10万人対100にも達

しなかった（全結核罹患率は39.3）はずであり、明らかに閾値が高すぎ、実際的でない。通常は

特定の人口集団において2ないし多くとも3人の結核患者の発生を認めた時点で集団発生を疑った

調査を開始すべきである。 

②「1人の感染源が（中略）感染させた場合」とするならば、感染源たり得る、通常は塗抹陽性肺

結核患者が存在することが期待される。しかしながら、施設等で結核を対象としたスクリーニン

3 Last 疫学辞典. 日本公衆衛生協会. 東京.  2000.  
4 US. Centers for Disease Cotrol and Prevention. 
https://www.cdc.gov/ophss/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section11.html 
5 結核・感染症対策室長通知「結核定期外健康診断ガイドライン」（1992） 
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グ検査を日常的に実施していない場合、集団発生を疑った時点で、感染源であった患者が既に死

亡していたと考えられる事例も少なからず存在する。特定の人口集団において、非感染性結核患

者が散発している事例の場合、「1人の感染源」の存在に拘泥し、過去に遡ってそのような者が

いたかどうかを検討するというのは不合理である。それよりは、既に集団発生が起きている可能

性を考慮し、迅速に積極的患者発見を含めた包括的な調査を開始すべきである。 

③「1人の感染源が（中略）20人以上に感染させた場合」とするならば、厳密に言えばRFLPや

VNTR等分子疫学手法を用いて、感染源と感染を受けた者が同一の菌株であることを証明しなけ

ればならない。通常の結核患者であっても2割は培養の生えない菌陰性結核であり、集団発生が

疑われる様な場合、接触者検診を行うことにより早期に結核患者が発見されることから、菌陰性

結核の割合はさらに増加する。したがって、「集団感染」を分子疫学的手法を用いて証明するた

めに、培養陽性となる患者の発生をさらに待たなければならないこととなるが、これは全く実際

的でない。集団発生を疑った疫学調査の開始の要否の判断は、これらの結果を待つべきではな

い。 

ただし、「結核集団感染」の定義が、厚生労働省へ報告すべき結核集団発生の定義であることは何ら支

障の無いものと考えられる。これは厚生労働省が報告を求める事例に一定の条件を設ける意義は認めら

れると考えられるからである。  
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3. 集団発生調査の目的 

集団発生調査を行なう目的は、大きく分けて2つ考えられる。すなわち第一の目的は、今そこにある

危機、切迫した危機に対処するため、その原因（疾患及び感染源）、発病ないし感染リスクが高い集

団、あるいは発病ないし感染以前にどのような曝露が起きていたのか、などを特定し、併せて、それら

高感染リスク集団に対し予防接種（結核以外の予防接種可能な疾患）や予防投薬を実施し、集団発生に

関連した疾病の新たな発生を予防するものである。 

もう一つの目的は主に将来に向けたものである。すなわち、今後、同様の集団発生の出現を予防する

ための対策を考案し、また、なるべく早期に集団発生を検知し対処を行なうべくサーベイランスシステ

ムや集団発生の検知機能を改善するための手がかりを得ることである。この他、公衆衛生従事者が集団

発生調査に従事する事、そしてその成功体験により、公衆衛生従事者の疫学調査の経験やスキルを向上

し、ひいては地域における保健衛生が向上することが期待される。集団発生調査は公衆衛生従事者に対

する訓練（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）の場を提供してくれるとも言える。 
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4. 集団発生調査の10ステップ 

急性感染症を始めとする集団発生調査に関しては成書 があり、また和書でも集団発生調査について解6

説したものが存在する 。本手引では、結核集団発生対応に直接関連した内容に特化し、特に保健所の行7

う実地疫学に即した内容を取りまとめた。集団発生調査に関連した理論的科学哲学的背景、及び主に急

性感染症集団発生対応の様々な実例などについては、これらの成書を参照されたい。 

集団発生調査のステップは図1のように、おおよそ10ステップ あり、これらをすべてこなすことによ8

りほぼ集団発生調査に必要なほとんどの項目を網羅している。 

 

● 診断及び集団発生の検証・確定 

● 集団発生収拾のための対策 

● 症例定義の設定 

● 積極的患者発見、情報収集 

● 症例一覧表の作成 

● 記述疫学の実施（時、場所、人） 

● 仮説の設定 

● 解析疫学の実施 

● その他の追加調査の実施 

● 報告書の作成 

 

説明の必要から、各ステップをそれぞれ順番に解説してゆくが、必ずしも実際の集団発生調査におい

て、それぞれのステップを上に示した順に実施するわけではない。また、積極的患者発見、情報収集、

及び症例一覧表の作成については、症例が1例増える毎に症例一覧表を更新してゆくことが多く、必ず

しも情報収集が全て終わってから症例一覧表を作成するわけではない。記述疫学の実施についても同様

に、症例がある程度集まり、情報収集がほぼなされたならば、記述疫学を開始し、仮説の設定に向け

た、どの集団が感染リスクが高かったのか？といった思考実験を開始することが多い。 

それでは、これらの10ステップをひとつひとつ順番に概括していこう。 

6 M.B. Gregg ed. Field Epidemiology. 3rd. Ed. Oxford University Press. London, UK. 2008.  
7 阿彦忠之. アウトブレイクの危機管理―新型インフルエンザ・感染症・食中毒の事例から学ぶ― . 医学書院. 東京.
2012. 
8 Outbreak investigation steps. https://en.wikipedia.org/wiki/Outbreak#Outbreak_investigation 
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図1. 集団発生調査の10ステップ  
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5. 診断及び集団発生の検証・確定 

(1) 診断の確定 

肺結核の診断の確定は比較的容易である。詳しくは厚生労働省の定める結核の基準 を参照して頂きた9

いが、基本的には喀痰あるいは胃液、気道吸引液、気管支鏡による気管支洗浄液等の検体から、塗抹

（蛍光法ないしはチールネルゼン法）、培養（固形培地ないしは液体培地）または核酸増幅法（PCR

法、Lamp法、Xpert TB/RIFなど）により結核菌が同定された場合は確定診断である。ただし、喀痰塗抹

検査では抗酸菌の検出のみが行われ、結核菌の同定まではできないため、PCR法等により結核菌の同定

が必要である。 

臨床診断に関して、熟練した呼吸器科医や放射線科医による胸部X線診断はある程度信頼がおける

が、これらは必ずしも確定診断ではないことに注意が必要である。 

肺外結核の診断はより困難である。結核性胸膜炎での胸水、結核性リンパ節炎の病理検体などから肺

結核と同様に結核菌が同定された場合は確定診断である。一方、胸水中アデノシンデアミナーゼ（ADA

）高値、胸水中単核球優位の細胞増多なども確定診断とはならない。従って、集団発生とされる一群の

結核患者の中で胸部X線診断や病理診断、胸膜炎の臨床診断の割合が高い場合、これらの患者が本当に

集団発生を構成する者であるか否かの評価、検証を行うことが重要である。 

(2) 集団発生の検証--特定の地域で結核患者数の増加が疑われた場合 

「2. 集団発生とは」で述べたように、結核集団発生は特定の地域、特定の人口集団において周辺地域

の結核罹患率を統計学的有意に超えて結核患者が発生している場合を指す。従って、地域で結核患者数

の増加が疑われた場合は、その特定の地域の結核罹患率を計算し、周辺地域の結核罹患率を統計学的有

意に超えているか否かを検証することになる。それでは事例に基づいて検討してゆこう。 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

結核患者数 4 2 6 3 4 13 6 13 5 6 

結核罹患率（人口
10万人あたり） 16.0 8.0 24.0 12.0 16.0 52.0 24.0 52.0 20.0 24.0 

 

表1. ある地域で登録された結核患者数及び結核罹患率の推移，2007-2016 

① N町での事例 

表1は、北日本のある自治体（N町）で登録された結核患者数の推移である。この地域の人口はこの表

に示された期間、およそ25,000人前後で推移していた。2007‐2011年の間、結核患者数は2-6名を推移

し、2013, 2015-2016年もその範囲であるが、2012, 2014年は結核患者数が13名と激増していることが

わかる。これは集団発生と言えるのだろうか？ 

9 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-02-02.html 
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「2. 集団発生とは」で述べたように、集団発生か否かは、2012、2014年の13人の結核患者発生が、

期待される範囲内で収まるか否かに依る。2007‐2016年の結核患者数と人口を2列10行のχ二乗検定を

してみる。すると、p=0.012であり危険率5%で棄却されることから、この地域で5年間に2-6名の患者し

か発生していなかったにもかかわらず、偶然に突然13人の結核患者の発生が起きることはない、と結論

される。 

もう一つ、この県の結核罹患率と比較してみる手もある。2014年の県全体の罹患率は12.8であり、一

方、この地域の2014年の人口10万人あたりの結核罹患率52.0の95%信頼区間は27.7-88.9である。した

がって、12.8はこの範囲（27.7–88.9）に含まれない（図2）。従って、2012年にこの地域で13人の結核

患者が報告されたことは、集団発生の疑いが強いという結論になる。これはグラフ化することに依り、

さらに明確になる（図2）。 

図2. N町における結核罹患率の推移, 2007-2016． 
誤差バーは95%信頼区間を示す。2014年の白抜き○は全県の結核罹患率を示す。N町における2014年の

結核罹患率は当該県の結核罹患率を有意に超えており、何らかの集団発生を強く疑わせる。 

② S区の事例 

一方、この件とは逆に、計算した特定地域の結核罹患率が周辺地域の結核罹患率と統計学的に異なら

ない結果となり、集団発生は否定的であると判断される場合もある。2017年3月から11月のおよそ9ヶ

月の間に、東京都内S区に所在するオフィスビルに勤務する25歳から57歳の男女5名が相次いで結核と

診断された。このため、S保健所が結核集団発生を疑い、情報収集を開始した。当該オフィスビルはビ

ジネス街に位置し、勤務者のほとんどが市外から通勤していた。これを考慮すると、他自治体に登録さ

れたがこの保健所の知るところでない結核患者があってもおかしくはない。5名の患者はいずれも塗抹

陽性ないし菌陽性であり、S保健所へ接触者健診の依頼があったため結核患者の発生が検知できた。し

かし、菌陰性ないし肺外結核で、接触者健診が不要と判断された場合、結核患者の勤務地の保健所には
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情報提供がなされない。このため、S区保健所は都感染症情報センター、近隣県へ問い合せをし、当該

オフィスビル勤務者で最近結核の発生がないかを確認した（積極的患者発見の実施）。 

その結果、当初、結核患者の発生したのは同一のオフィスビルと思われていたものが、異なる3つの

オフィスビルに分散していた（図3）ことがわかった。また、この地域は多数のオフィスビルが所在

し、この付近だけで昼間人口は3万人を超えていた。ここで、簡易的にこの地域の結核罹患率を計算し

てみよう。人口3万人の地域で1年間に5名の患者発生が認められたことから、結核罹患率は人口10万人

あたり16.7（ ［95%信頼区間：5.4-38.9］）と計算できる。この値は同じ都内の直近（00, 00≈ 5
30,000 × 1 0

2016年）結核罹患率は17.2とほとんど異ならず、また、その95%信頼区間、5.4-38.9は17.2をまたいで

いることから、統計学的に有意に異なるとは言えない。従って、この5名の結核患者の発生は集団発生

とは言えない、との結論となった。もちろん、今後も新たな結核患者の発生が報告されるかも知れない

ことから、注視することは重要であるが、この時点でこれ以上の疫学調査を行なう必要性は低い と判10

断できる。 

図3. S区で発生した結核患者とその勤務先のオフィスビルの地理的分布 

(3) 集団発生の検証--特定の施設で結核集団発生が疑われた場合 

特定の施設で結核集団発生が疑われた場合でも、同様の手法により集団発生か否かを判断することが

できる。例として、2012年に発生したある精神科病院における結核集団発生事例を示す。 

10 実はS区はこれら5名の患者の菌株を収集しVNTR検査を都衛生研究所に依頼しており、その結果、これらはこと
ごとく異なる菌株であったことを後に判明した。しかしながら、VNTR検査結果を待って、集団発生を疑った調査
の要否を判断するのは勧められない。VNTR検査結果を待つ間（ときにより数カ月から半年程度待つ場合もある）
にさらに患者が発生する危険性もあるためである。必ず、県や周辺都市のサーベイランスデータなどを用いた積極
的患者発見を実施し、次いでそれを基に人口から罹患率を計算し、統計学的に期待値を上回っているかどうかによ
り集団発生調査の要否を決定すべきである。 
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① 精神科病院における事例 

この事例では、全300床、職員数およそ300名の精神科病院において、同年1月に60歳代男性の入院患

者1名、3-4月に入院患者2名及び職員1名の計4名が相次いで結核と診断され、登録された。この時点で

管轄の保健所が結核集団発生を疑い、大規模な接触者健診を行い、後にさらに結核患者が発見されるこ

とになる。この時点で、結核集団発生と言えたのだろうか？ 

前ページと同様にこの施設における結核罹患率を簡易的に計算すると、4名の結核患者が300床の施設

で発生したのであるから、 （95%信頼区間：364‐3378）となる。入院患者だけで00, 00 3334
300 × 1 0 ≈ 1

なく、職員数も考慮するならば、 （95%信頼区間：182‐1698）となる。過大評00, 00 664
300+300 × 1 0 ≈ 6

価を避けるため、過去3年間に入院患者で結核患者の発生が無かった否かを確認し、無かったとするな

らば、 （95%信頼区間：60.6‐568）となる。いずれにせよ、最後の一番甘い00, 00 224
300+300 ÷ 3 × 1 0 ≈ 2

推定であっても、95%信頼区間の下限値は60.6であり、同県の2012年の結核罹患率15を大幅に超えてい

る。このことから、同施設における数ヶ月で4名の結核患者発生は偶然には起こりえない、すなわち、

結核集団発生を強く疑う、という結論となる。 

② 遊技場における集団発生が疑われた事例 

病院や高齢者施設のような収容型施設でなくとも、上記の方法は活用できる。例えば、大規模な遊技

場で結核患者が多発した場合を考えてみよう。遊技場Lは遊技機700台を備える大規模な遊技場であり、

1年間365日営業していた。遊技場Lの周辺市町では結核患者の多発が疑われており、感染の場として遊

技場Lの可能性が指摘されていた。2011年から2015年までのおよそ5年間に、遊技場L職員1名を含む総

計27名の結核患者が遊技場Lを頻繁に利用（ないしは勤務）していたことがわかっている。これは結核

集団発生であったのだろうか？ 

上記の精神科病院と同様に結核罹患率を簡易的に計算してみよう。 

5年間に27名の結核患者が700名を収容できる遊技場で発生したので、結核罹患率は

（95%信頼区間：509‐1120）となる。この地域の結核罹患率は11.2（2016年）00, 00 7127
700 ÷ 5 × 1 0 ≈ 7

であるから、この結核罹患率は極めて高く、偶然に起きる可能性はほぼゼロ（p<2.2x10-16）である。す

なわち、この遊技場を感染の場として起こった結核集団発生を強く疑う、という結論となる。 

なお、ここでは、遊技場の人口を仮に700名（遊技機の台数）と仮定したが、実際には稼働率は100%

ではなく、通年ではもっと低かったとされる。しかしながら、この時点での推定は、結核罹患率の過大

評価を避け、できるだけ保守的な推定を行い、それでも統計学的に有意に高い罹患率であったことを示

すことが目的でなので、ここではあえて大きな数値を用いた。 

また、ここでの罹患率の推定により罹患率が周辺地域より高かったことは、必ずしも遊技場が感染の

場となったことを証明するものではない。遊技場利用者（ないし勤務者）における結核罹患率が周辺地

域の結核罹患率よりも高かったこと、これにより集団発生調査が必要であることを示唆しているに過ぎ

ない。遊技場の利用により結核感染曝露を受けたこと、を証明するためには、後に述べる解析疫学が必

要である。  
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6. 症例定義の設定 

結核集団発生が起こっていることが確定したならば、改めて未知の症例がいないかの探索、即ち「積

極的症例探索」を行うことになる。 

行政機関に対する発生届に基づき実施される「積極的疫学調査」では、届出患者を初発患者と想定し

ている場合が多い。日本生まれの若年者の発症やコッホ現象の場合には、感染源調査が実施される場合

もあるが、多くは届出患者からの感染を意識した調査が行われる事が多い。しかし集団発生事例におい

ては、当初初発患者と想定していた症例が、集団発生全体からみると、二次発症例である場合もある。

そこで、この場合には既に実施済みの積極的疫学調査により探知される症例以外にも、集団発生になん

らかの関連があると考えられる症例を探索するのである。 

従って集団発生と確定したならば、あらたな症例の探索にあたっては、「集団発生との関連がある」

とみなすための、一定の「症例定義」を設定し、集団発生に関連したと考えられる症例かどうかの判断

基準を定める。症例定義には、３つの要素、即ち、時の要素、場所の要素と、人の要素に関する内容を

含んだ定義を定め、できるだけ客観的な基準に基づいて、集団発生に関連した症例であるか否かを決定

する。 

このような「積極的症例探索」を目的とした症例定義では、可能な限り多くの症例を発見するため

に、多少緩めの定義を設定することが多い。喀痰などの塗抹、培養、ないしは核酸増幅法等により細菌

学的に確定した例、細菌学的には菌は確認されないものの胸部エックス線検査などの画像により肺結核

が強く疑われる例、2-3週間以上咳などの呼吸器症状が持続する疑い例、などのいくつかの段階に分け

た症例定義を設定してもよい。ただし、疑い例のうち、喀痰検査を繰り返しても陰性、かつ結核に効果

のないと考えられる抗菌薬を使用したことによりあきらかに病状が改善した場合などは疑い例から除外

してもよい。 

症例定義の例としては、「2012年1月から12月の間（時に関する定義）にH精神科病院に1日以上勤務

または入院した者（場所に関する定義）で、喀痰その他の臨床検体の塗抹、培養、もしくは核酸増幅法

により結核菌が同定された者（確定例）または胸部エックス線検査ないしCT検査等の画像診断で結核が

疑われ医師が結核と診断した者（可能性例）、あるいはインターフェロンγ遊離試験（IGRA）検査が陽

性の者（潜在性結核感染症確定例）（人に関する定義）」が挙げられる。 

なお、これは後の解析疫学と関連するが、記述疫学開始時点では、症例定義の中には、それまでの

種々の情報からみて疑わしい、あるいは想定される曝露因子に関連した事項のみに限定したかたちの設

定をしてはならない。例をあげると、ある医療施設で発生した結核集団発生調査の症例定義において、

患者はそれまでの種々の情報からみて「3階東病棟で多く発生している」と疑われる場合に、症例定義

では、場所の要素として、はじめから疑わしい曝露因子である「3階東病棟での」といった事項のみに

限定してはならないのである。 

即ち、この場合の症例定義の策定にあたっては「3階東病棟で」勤務や入院していた者、というよう

に「3階東病棟」に限定せずに、「当該医療施設全体における」勤務や入院していた者、というよう

に、3階東病棟以外の状況も含めて把握し、後で「3階東病棟」と「3階東病棟以外の場所」との比較対

象ができるような場所の要素を設定しなくてはならない。後で解析疫学を実施する際、3階東病棟に出
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入りした者の発病、ないし感染リスクに関わる指標（リスク比ないしオッズ比）を計算する際、症例定

義で3階東病棟に出入りした者に限定して症例を収集してしまうと、感染リスクに関わる対象者の割合

が、最初から“100％”となってしまい、指標（リスク比ないしオッズ比）が無限大に計算される事で、評

価が困難となる恐れがある。 

食中毒事例での考え方を例にあげれば、レストランで発生した食中毒事件において、バニラアイスク

リームを食べた集団で下痢をした者が多いと疑われる場合、症例定義に「バニラアイスを食べた者」と

限定してしまうと、バニラアイスを食べた者しか症例に含まれず、バニラアイスを食べていないが下痢

をした者と発症率を比較できなくなることからも理解されるであろう。この事件においては、「当該レ

ストランで飲食するか、1時間以上滞在した者」などと定義すべきであろう。 

また、症例の探索開始にあたって作成した症例定義が、当初どんなに完璧なものと思われても、調査

が進むにしたがって、後で変更せざるを得ない場合が出てくる場合もある。調査の結果、最初に疑いも

しなかった要素が、その発病や感染に関連している事が判明してくる場合等である。この場合、報告書

にはこの旨を簡便に追記し、最終的な症例定義に沿った調査に基づく結論や推定を記載し、再発防止に

むけての提言や、今後実施される調査計画立案にも役立つような記載をこころがけるべきである。 
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7. 積極的患者発見 

(1) 集団発生疑い例の早期探知と積極的患者発見のための調査 

集団発生対策の目的は、集団発生の阻止と拡大防止である。結核の集団発生についても、その予防お

よび感染拡大の防止が重要であり、集団発生が起こりやすい事例を早期に探知し、必要な調査を積極的

に実施する必要がある。 

結核の集団発生が起こりやすい状況、あるいは集団発生を疑うべき事例を以下（①～⑦）に例示し

た。このような事例を探知した場合は、集団発生への進展や感染拡大をできる限り防止するために、現

時点で確認されている症例以外に新たな（未把握の）結核患者や感染者がいないかどうか、あるいは既

登録の結核患者の中に当該事例と関連のある者が潜んでいないかなどを積極的に調査する必要がある。 

 

① 学校の学童、生徒等が結核と診断され届出があった場合 

② いわゆるデインジャーグループ（保育士、教職員、学習塾講師、医師、看護師、障害者施設の職

員、接客業者など、結核を発病した場合に周囲の多くの未感染者に感染させるおそれが高い職業

従事者）から喀痰塗抹陽性肺結核患者が発生した場合 

③ 同一施設の入所者または職員の間で、短期間に２人以上の結核患者の発生があった場合 

④ 精神病院をはじめとする医療施設、高齢者施設（介護保険施設等）、刑務所等に入院・入所中の

者が喀痰塗抹陽性肺結核と診断され、かつ、発見が大幅に遅れた場合 

⑤ 接触者健診の結果、同一患者を推定感染源として、複数の結核患者（確定例）が確認された場合

など、健診の対象範囲を拡大すべき要素を認める場合 

⑥ 特殊な結核 （中耳結核など ）の患者発生届があった場合 11 12

⑦ 結核菌分子疫学調査により結核菌DNA遺伝子タイピングの情報が積極的に収集されている地域に

おいて、疫学的に関連づけられる同一菌株による患者の多発が疑われる場合 

(2) サーベイランスの活用と保健所間連携による積極的疫学調査 

集団発生（疑い）事例と関連のある者が、既登録の結核患者や感染者（潜在性結核感染症と診断さ

れ、結核の無症状病原体保有者として届出のあった者）の中に潜んでいないかを積極的に調査する。そ

の方法としては、保健所の結核登録者情報調査（結核サーベイランス）システムを用いた検索が有用で

あり、必要に応じて近隣の保健所及び都道府県の感染症情報センターに電話や文書で問い合わせるなど

により、広域的な調査を行う。例えば、ある精神科病院の入院患者で結核集団発生が起きている、ある

いは疑われている場合、過去2～3年前まで遡って当該病院の過去の入院患者で結核と診断され登録され

た者がいないかどうかを、問い合わせることは重要である。結核患者の登録は患者の住所地を管轄する

保健所で行われるが、結核や精神疾患などの診療圏域は二次医療圏（≒保健所管轄区域）を超えること

が多く、１つの病院に複数の保健所管内の患者が入院（または通院）することは頻繁に認められるの

11 中耳結核や脊椎以外の骨・関節結核など、希少疾患でありながら、過去に医原性の（院内感染による）集団発生
が問題となったものについては、1例の届出でも注意する必要がある。このような特殊な結核が同一都道府県内で
短期間に複数の届出があった場合は、院内感染（中耳結核の場合は、点耳薬の結核菌汚染による事例あり）を含め
た集団発生を疑って対応する必要がある。 
12 田端敏秀. 結核. 1980;55:393-399.  
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で、このような方法は重要である。もしそのような者が発見できた場合は疫学調査を行い、症例定義に

合致するかどうかを検討する。症例定義に合致する場合は、症例一覧表に登載する。 

特殊な部位の肺外結核が複数報告されるような事態の場合、関係する診療科の医師に連絡を取り、最

近、関連した症例を診察していないかを問い合わせる。例えば、中耳結核患者が複数報告されるような

事態では、地域の耳鼻科医会、地域の中核的な病院の耳鼻科医等に連絡を取ると有益な情報が得られる

と考えられる。 

(3) 結核菌分子疫学調査等の活用による積極的疫学調査 

保健所による結核患者等への聞き取り調査（実地疫学調査）の情報だけでは気付かれていなかった複

数の患者間の関連性（相互の接触歴など）が、結核菌分子疫学調査の活用によって改めて解明できた事

例が多くなっている。地域内の結核患者の喀痰等から分離培養された菌株について、VNTR（Variable 

numbers of tandem repeats；反復配列多型）分析などを用いた結核菌DNAの遺伝子タイピングを実施し

て菌株の異同を判定し、複数の患者間で同一と判断されるものがあった場合は、積極的疫学調査を実施

して相互の関連性を改めて検討する。これにより、これまで気付かれていなかった集団発生を把握する

ことができるほか、意外な感染経路を確認することができる。 

ただし、複数の患者から分離された菌株が同一パターンと判定され、積極的疫学調査を実施しても、

当該患者間の関連性を見出せない事例が実際は多い。その要因としては、VNTR分析の識別能の限界

（結核菌ゲノムの一部を調べる方法であるため、高精細な識別はできないこと）のほか、保健所による

患者への聞き取り調査の内容が不十分であったために患者間の関連性を見出しにくかったことがあげら

れる。従来の聞き取り調査は、主に結核患者の接触者の把握を目的として誰に感染させたかという視点

で調査が行われているが、感染源・感染経路追究のための聞き取りでは、誰から、どこで感染したか、

あるいは地域内に結核感染リスクの高い施設や環境等があるのではないかといった視点からの調査が求

められる。その方法としては、従来の調査内容のほかに、感染源・感染経路等の探知につながるような

人と場所（社会的集合場所）に関する質問項目を追加し、社会ネットワーク分析（Social Network 

Analysis；SNA）の考え方を応用した疫学調査が有用とされている 。具体的には、「最近１年間に、13

他の人と屋内でよく一緒にいた場所を3か所、昼間、夕方、夜間の時間帯別に教えてください。」と

いった項目を疫学調査の質問票に追加し、SNAを応用して分析する方法であり、結核菌分子疫学調査の

有用性を高めるために積極的に活用すべきと考える。 

(4) 接触者健康診断の実施 

集団発生対策における積極的患者発見方法としては、結核患者の接触者を対象とした健康診断（以

下、接触者健診）が最も効率的で重要な方策である。結核患者の感染性が高いと判断された場合（喀痰

塗抹陽性肺結核で、咳の持続期間が長い患者の場合など）には、保健所がその接触者の調査を丁寧に実

施し、集団発生に発展しやすい状況がないかを検討する。また、前述のような集団発生の起こりやすい

状況等がみられる場合にも、念入りに疫学調査を行ったうえで接触者健診を実施する。 

13 森 亨：低まん延下での結核の疫学調査（社会ネットワーク分析の応用），公衆衛生 82: 919-925, 2018. 
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接触者健診は、感染症法に基づき都道府県知事（実際は、知事からの事務委任を受けた保健所長）が

実施できる健診であり、保健所は「結核の接触者健康診断の手引き」） を参考にこの健診を実施して14

いる。（接触者健診の実施方法等に関する詳細については、同手引きを参照されたい。） 

接触者健診は、優先度の高い集団から低い集団へと「同心円状」に段階的に対象者を拡大する方法が

基本とされている。例えば、結核患者との濃厚接触が長時間認められた集団については、第一同心円と

みなして優先的に健診を実施する。第一同心円の健診で新たな患者が発見されず、感染疑い例もなけれ

ば、接触者健診の範囲をそれ以上拡大する必要はない。一方、第一同心円の健診で新たな患者が発見

（または複数の感染者が発見）された場合は、第二同心円（第一同心円よりも優先度の低い集団）にも

健診の範囲を拡大する。ただし、積極的患者調査の結果等から集団発生が明らかと判断された事例で

は、対象者を段階的に拡大する方法ではなく、最初から接触者健診の対象範囲を広めに設定して、いっ

ぺんに実施することが重要である。これにより、できるだけ早期に結核患者および感染者の範囲をある

程度把握し、今後の集団発生対策の方向性を決定できる。 

保健所の結核サーベイランスシステムを活用した積極的患者調査や接触者健診の実施により、同一患

者を推定感染源とする結核患者が複数確認されるなど、結核の集団発生が明らかと考えられる場合は、

以下の点にも留意して接触者健診を実施する。 

＜留意点①＞ 初発患者の感染性期間が長いことを考慮した健診の企画 

初発患者の登録直後の接触者健診により新たな結核患者（発病者）が発見された場合は、結核の感染

から発病までの期間（集団発生事例の観察では、感染源患者の症状出現から7～8ヶ月後の発病例が最も

多い） を考慮して、初発患者の感染性期間の始期（いつから感染性の状態となったか？）について15

は、当該患者の診断日から少なくとも7～8か月は遡及する必要がある（過去の胸部X線写真の読影結果

等によって、感染性期間をさらに長期に遡及する場合もあり）。 

初発患者の感染性期間が7～8か月以上の長期に及ぶと推定された場合、その接触者の感染曝露期間も

非常に長い事例が多い。初発患者からの感染曝露期間が2～3か月以上の接触者に対しては、初発患者の

登録直後にインターフェロンγ遊離試験（IGRA）を実施し、結核感染の有無をスクリーニングする。こ

のIGRAの結果が陰性の場合でも、初発患者との最終接触から3か月後にIGRAの再検査を実施する。 

初発患者からの感染曝露期間が長い接触者に対する健診では、早期の発病診断（既に結核を発病してい

ないかの確認）も重要であり、その方法としては主に胸部X線検査を用いる。通常の接触者健診では、

IGRA陽性者を対象に胸部X線検査を実施するが、感染曝露期間の長い接触者に対しては、（IGRAの実

施の有無や結果にかかわらず）早期に胸部X線検査を全員に実施し、新たな発病者の有無を確認する。 

＜留意点②＞ 感染源の探索を兼ねた接触者健診 

集団発生対策としての接触者健診においては、結核の新たな感染・発病者の発見だけでなく、初発患

者の感染源の探索を兼ねて健診を実施する場合がある。例えば、小学校における結核集団発生で、初発

14 阿彦忠之，石川信克：感染症法に基づく結核の接触者健康診断の手引きとその解説（平成26年改訂版），結核予
防会，東京，2014. 
15 青木正和，森亨：医師・看護職のための結核病学「１．基礎知識」（平成24年改訂版）．東京：結核予防会，
47-48，2012 
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患者は学童であったが、接触者健診により複数の学童と教諭が肺結核と診断され、疫学調査の結果、

元々の感染源は教諭であることが判明したという事例がある。このため、初発患者が特に小児や若年者

の集団発生対策において、初発患者の感染源の探索を兼ねた接触者健診が必要と判断された場合は、早

期に胸部X線検査による結核の発病診断を実施することが望ましい。 

＜留意点③＞ 結核感染率の高い接触者集団におけるIGRAの再検査 

患者との最終接触から2～3か月後までの接触者健診の結果、接触者集団のIGRA陽性率（結核感染

率）が非常に高いことが判明した場合は、IGRAの再検査を計画する。 

結核感染率の高い接触者集団の場合、感染曝露から2か月後の陽性確認が最も多いものの、3～6か月

の間に新たに陽転化したと考えられる者も少なくないことが報告されていることから , 、例えば患者16 17

との最終接触から2～3か月後までの接触者健診でIGRA陽性率が15％以上の接触者集団に対しては、患

者との最終接触から6か月後にもIGRAの再検査を実施することが望ましい。 

結核の集団発生が起こりやすい状況、あるいは集団発生を疑うべき事例（前述）が確認された場合、

保健所では、所長を含めた医師、結核対策担当課長および担当保健師などの職員をメンバーとして、集

団発生対策の要否について検討する。保健所内での検討の結果、集団発生の可能性があり接触者健診の

拡大が必要と判断された場合には、保健所の担当者のほか、集団発生対策の対象集団に応じて、学校で

は学校長、学校医、養護教諭など、事業所では事業主、産業医、衛生管理者、医療機関では院内感染対

策委員などの参加を求めながら、接触者健診の対象範囲や実施方法等について協議する。接触者健診を

含めた集団発生対策の実施にあたっては、初発患者の人権を十分尊重しながら対策を進める必要があ

り、結核の正しい知識の啓発を含めた健康教育や説明会を開催することが望ましい。  

16 Lee SW, Oh DK, Lee SH, et al. Eur Respir J  2011;37:1447-1452. 
17 濁川博子，風間晴子，御代川滋子，他．結核. 2012;87:635-640. 
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8. 症例一覧表の作成 

当初に発見された症例及び積極的患者発見により発見された症例は、いずれも症例一覧表（Linelist, 

ラインリスト）に搭載し、得られた情報を順次追加してゆく。ここで必要な情報は、個人識別情報、人

口学的情報、臨床情報、及び疫学的情報の4つである。個人識別情報とは、氏名、住所、電話番号等の

個人を識別可能な情報、人口学的情報とは性、年齢、臨床情報とは、結核の部位、症状、喀痰検査結

果、その他の臨床検査データなどの臨床医学的情報、疫学的情報とは次の記述疫学の実施に必要な、時

（診断された日ないし症状出現日）、場所（住所地、勤務地、診断された病院所在地）、人（性、年

齢、職業、立ち寄り先、通勤経路、その他）に関連する疫学的情報である。この他、患者を訪問し、情

報収集を行った担当職員の氏名、所属も記録として留めておくと、後々有用であることが多い。収集し

た情報は、パーソナルコンピューター上のデータベース（EpiInfo, Excel, Accessなど）に順次入力して

ゆく。また、その情報の概要を紙に印刷し一覧できるようにしておくと全体を総覧するために有用であ

る。 

表2. ある専門学校で実施した接触者検診の際に作成した症例一覧表，神奈川県，2012  
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表2に、実際の集団発生調査（接触者検診）の際に作成した接触者のラインリストの例を示す。 

ラインリスト作成の際の注意としては、すべての症例について同一のラインリストに搭載するという

ことである。職種別、対象施設別（複数の施設にまたがる場合など）、あるいは調査担当者別で異なる

調査項目の異なるラインリストを複数作ってはならない。これは、調査項目を標準化するとともに、検

診の時期によって新たなラインリストを作ったりしないで、最初に作ったラインリストに項目を追加し

てゆくということでもある。 

 

 

 

 

 

 

表2（続き. ）ある専門学校で実施した接触者検診の際に作成したラインリスト，2012  
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9. 記述疫学の実施 

記述疫学の基本は、予断を持たず、ありのままの事実を、｢時・人・場所｣を意識して記述することで

ある。 

起きている事柄について予断を持たずに記述するのは案外難しい。なぜなら、記述疫学をおこなう際

にはある程度の情報が収集されており、疫学担当者の頭の中には｢仮説｣がおぼろげに見えてきている頃

だからである。それだけに、時・場所・人に集中するという基本が役に立つ。仮説を立てて検証するの

は、このステップの次、解析疫学の役割である。 

(1) 時 

時に関する記述疫学で最も大切な作業は、流行曲線（epi curve)の作成である。 

グラフの横軸に時を、縦軸に症例数をとる。次にラインリストの症状発現日（発症日）に基づいて、

症例をヒストグラムの形式でプロットしていく。流行曲線の場合は、横軸のプロット間に隙間を作らず

に書き込んでいく。流行曲線を描くことで、患者発生の時系列的な状況が可視化され、どの時期に感染

曝露が起こったかがある程度推測できる。 

・時間軸の単位 

結核集団発生の場合は、流行曲線において、結核以外の病原体（例えば腸管出血性大腸菌による集団

発生）よりも長い時間軸を取り扱うことになる。結核菌の曝露から発病までが数ヶ月、発病から診断ま

で数ヶ月かかる。また、患者発生届が出され、保健所が接触者検診を開始して集団発生と判断されるま

でにも数ヶ月かかることが多い。このため、発症日といっても｢○月○日｣と明確に表現することは難し

く、上旬、中旬、下旬程度が限界だろう。このような事情から、結核の場合は、横軸（時間軸）の一目

盛りを一ヶ月として作成することが多い。また、無症状病原体保有者は発症日がないことから、検査実

施日あるいは判定日を発症日の代用とする必要があり、有症状者とは色等を区別して書き込むことも必

要である。 

・感染拡大の状況 

グラフの形から、感染拡大の様子をある程度推測できる。症例数のピークが一つ（単峰性）の場合は

単一の感染源が、2つ（二峰性）の場合は2次感染（最初の曝露によって発病した患者が、次のピークの

感染源となっている）が、ピークが3つ以上の場合は、感染曝露が繰り返されている状況を示唆してい

る。また、公衆衛生的介入の効果も、グラフのトレンド（徐々に患者が減っているかどうか）を観るこ

とで推測できる。  18

18 谷口清洲監修、吉田眞紀子、堀成美編集. 感染症疫学ハンドブック. 医学書院、2015年、東京 
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図3．ある精神科病院で発生した結核集団発生の流行曲線、北海道、1996–2001年 

図3にある精神科病院で発生した結核集団発生 における流行曲線を示す。 19

流行曲線では、1997年3月に1名の患者が発症し、その2年後の1999年6月から2001年1月の間に10名

の患者が発症した状況がわかる。結核集団発生では、一旦患者が発見されると、接触者検診（感染症法

第17条に基づく健康診断）の実施等によって新たな患者、感染者が発見されることが多くある。こう

いった状況では流行曲線が一峰性（単一曝露が推定される）になることが多い。 

図3の事例でも、探知のきっかけとなったのは99年7月および8月の患者発生であり、発生源となった

患者（あるいは曝露の状況）は不明であった。過去に入院していた患者のカルテや胸部X線写真の再調

査から初発患者と推定される患者（1997年3月発病）の存在が明らかとなった。この患者は97年春頃か

ら咳嗽等の呼吸器症状を呈し、同年9月ごろから胸部X線写真上でも異常を指摘されていたが、結核の確

定診断に至らなかった。99年1月に別の医療機関で撮影されたCTでは両肺に浸潤影と左上下肺野の空洞

を認め、喀痰検査ではPCR検査で結核菌群陽性であったが、患者発生届はどちらの医療機関からも保健

所に提出されていなかった。 

このように、感染源となった患者が不明で、多数の結核患者の発生を持って結核集団発生が探知され

る場合もある。 

・曝露時期 

急性感染症の単一曝露による集団発生において、疾患（病原体）はわかっているが、曝露の時期が不

明な場合、以下の3つの時期からおおよその曝露時期を推定することができる。 

　(1)発病集団の最初の症例の発病時期から当該感染症の最短潜伏期間を遡った時期 

　(2)発病集団のピークの時期から、平均潜伏期間を遡った時期 

　(3)発病集団の最後の症例の発病時期から最長潜伏期間を遡った時期 

結核の場合は、潜伏期間が定まっておらず、またその期間も長いことから、この原則を適用すること

は難しい。しかし、接触者検診等で発見される肺結核に限って言えば、潜伏期間を例えば最短で6ヶ

月、平均で1年、最長で2年と仮定しても、大きく間違えてはおらず大まかな推測は可能である 。 20

19 太田ら．結核. 2004;79:579-586 
20 Behr MA, Edelstein PH, Ramakrishnan L. BMJ. 2018;362:k2738. 
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図3bに集団発生事例の発症集団に(1)〜(3)を適用した場合を示した。(1)発症集団の1例目（99年6月）

の6ヶ月前は98年12月、(2)発症集団のピーク（99年10月）の1年前は98年10月、(3)発症集団の最後の

ケース（2001年1月）の2年前は99年1月となり、ほぼ重なっている。実際、99年2月に死亡した初発例

と推定される患者において、最も感染性があった時期は死亡直前の99年2月ごろと推定されることか

ら、前述した原則(1)～(3)はほぼ当てはまっていると考えられる。 

(2) 場所 

・スポットマップ（感染地図） 

麻酔医のジョン・スノウは、近代疫学の父と呼ばれている。彼は1853年〜55年にかけてロンドンを

襲ったコレラの流行時、特定の水道会社のポンプのハンドルを外して使用不能にし、コレラの流行を止

めた 。スノウがおこなったことは、コレラにより死亡した者の住宅を地図上にプロットし、使用して21

いた水道ポンプの位置もプロットすることだった。当時、コレラの原因となる病原体はまだ発見されて

おらず、コレラが微生物（もの）によって起こるのか、｢ミアズマ（瘴気）｣と呼ばれる｢悪い空気｣に

よって起こるのか激しい論争が起きていた時期である。スノウは地図を作成することで、ロンドンの市

街地近くから取水し、下水による汚染の可能性がある水道会社のポンプ周辺の住民にコレラが多く発生

していることを突き止めた。これが後にスポットマップ（感染地図）と呼ばれることになる、患者の地

理的分布を表示する地図である。 

このような地図を作成することにより、どのような集団が感染曝露を受けるリスクが高かったかを可

視化し、次のステップである仮説の設定へとつなげることができる。 

  

 

 

図4. ある精神科病院の病棟における結核患者発生の分布、神奈川、2012年 
結核におけるスポットマップは、主に感染曝露の場となった病院などの施設における患者発生の地理

的分布を表示することが多い。図4は、ある精神科病院での結核集団発生事例における結核患者（LTBI

を含む。マップでは入院患者のみを表示）の病棟の地図と病室の配置を示している。この事例の初発患

21 https://en.wikipedia.org/wiki/John_Snow 
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者は地図上で最も左下側の病室に収容されていた。地図上では病棟の左側の病室で患者数（活動性結核

＋LTBI) がやや多い印象を受けるが、詳しくは次のステップである解析疫学で統計学的に検証すること

となる。 

もちろん、スポットマップを作成しても特段の傾向を見いだせない場合もあるが、広範な患者発生は

診断の遅れを示唆していたり、初発患者の行動範囲の問題（施設内を咳をしながら徘徊していたので

は？）といった仮説を立てる際の参考になる。 

図5. ある精神科病院で発生した入院患者における結核患者の食堂席配置図 
図5には、別の結核集団発生が起きた精神科病院の病棟内の食堂で入院患者が食事をする配置を示し

たものである。初発患者は、図の左上から3つ目のテーブルで食事をしていたとされる。初発患者の周

囲で活動性結核（およびLTBI）の者の割合がやや高いように見える。しかしながら、この知見は次の解

析疫学において、統計学的に検証しなければならない。 
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(3) 人 
記述疫学の３つめの要素は人に関することである。人に関係する情報は様々なものがあるが、以下の

ような分類がある。 

　(1) 基本的特性(demographic characteristics)：性・年齢、国籍 

　(2) 生物学的特性(biological characteristics)：基礎疾患、ワクチン接種 

　(3) 社会経済的特性(socioeconomic characteristics)：結婚、職業、宗教、収入 

　(4) 嗜好性(activities)：喫煙、飲酒、ギャンブル（パチンコ、競馬）など 

まずは性別、年齢（年齢群）別の患者数あるいは罹患率にかかるグラフを作成し、どの性別、あるいは

年齢階層が発病（感染）リスクが高かったのかを検討する。 

図6．ある精神科病院における結核集団発生で認められた結核患者の性・年齢階層別分布、2012 
図6は、ある精神科病院における結核集団発生において、報告された結核患者および感染者を性およ

び年齢階層別に表示したものである。男女比に着目すると、75-84歳の階層を除き、ほぼ1:1となってい

た。年齢階級別では、55-64歳の階層が9名（30％）で一位となり、次いで65-74歳および75-84歳の階層

が7名（23％）であり、高齢者の患者が多く、55歳未満は7名（23％）にとどまった。このグラフは結

核患者および感染者の絶対数を示したものであり、高齢者の患者が多かったのは、この精神病院の入院

患者の年齢分布をある程度反映したものかもしれない。年齢群や性別での発病率や感染リスクを求める

には、性別、年齢群別の人数が必要である。これにより、どの性別ないし年齢群で発病や感染リスクが

高かったかを評価することができる。 

図7は、図6と同じ集団発生事例において、属性別に結核患者と結核感染者（IGRA陽性者）を足した

ものの割合を示したものである。集団発生が疑われた病棟の入院患者と、当該病院に入院し既に退院し

ていた患者での結核患者および結核感染者の割合は43％だった。また、当該病棟の看護職員では、同割
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合は8.3％だった。この病院では比較のために集団発生とは無関係と考えられた病棟の入院患者について

もIGRA検査を実施したが、陽性となった患者は0名（0％）だった。以上の結果から、集団発生が疑わ

れる病棟に入院することは結核の感染リスクが高くなり、当該病棟で看護業務に就くこともやや高い感

染リスクがあったことがわかる。 

このように、調査結果を層別（性別、年齢群、職業等）に分けて集計することで、仮説の設定に役立

つ情報を得ることができる。 

図7. ある精神科病院で発生した結核患者及び結核感染者の集団属性別の割合，2012年 
誤差線は95%信頼区間を示す。 
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10. 仮説の設定 

記述疫学により、時、場所、人の見地から分析し、どの集団がハイリスクであるかを特定できたなら

ば、次に、それを解析疫学により検証する。このためには検証可能な仮説を設定することが必要であ

る。仮説は通常、よくある原因や感染経路を考慮して設定する。このため、患者や医療並びに公衆衛生

従事者などと議論し、記述疫学で得られた知見に基づき、大多数の患者が関係している曝露要因等、仮

説を設定する。また、その仮説により感染経路、あるいは曝露要因などが説明できなくてはならない。

もちろん、解析疫学を用いることにより仮説が検証可能でなければならない。逆説的になるが、大多数

の患者と異なるあるいは外れ値である患者の曝露要因等についてもよく吟味すべきである。大多数の患

者と異なる患者には、時として特別な、極めて特異的な曝露要因が存在するかも知れない。 

仮説の例としては、例えば、「2015年3月から8月の間、P病院3階東病棟に1日以上勤務または入院し

ていた職員または患者、元患者は、他の者と比較して結核発病並びに感染リスクが高かった」、あるい

は「2012年から2015年の間、K市及びN町に居住していた男性30-59歳の者で、遊技場Xの利用時間が10

時間を超える者は、他の者と比較して結核発病並びに感染リスクが高かった」といったものである。 

仮説設定に際しては、解析疫学において検証できるよう、Yes/Noあるいは量的な指標を含む事項を仮

説に盛り込むべきである。上の例では、「ある病棟に1日以上勤務したか」あるいは勤務日数、「遊技

場Xを累計10時間以上利用したか」あるいは累計利用時間、などがそれに当たる。 

一旦仮説を設定すると、仮説を検証するために、次にどのデータを収集するかを決めることになる。

また、どの研究デザイン（多くはコホート研究かケース・コントロール研究かいずれか）を用いるか決

めることになる。 
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11. 解析疫学の実施 

結核集団発生に係る仮説が設定されたならば、それを証明するために解析疫学を実施する。集団発生

調査の際に主に用いる解析疫学手法（研究デザイン）はコホート研究とケース・コントロール研究の2

種類がある。コホート研究は、施設で結核集団発生が起きた場合など発症リスクの高い集団が明らかな

状況で、その集団内での発症と関連する要因を明らかにしたい場合（例えばある入院患者との同室のあ

る・なしで感染および発症が異なるかを検討する）、などに用いる。ケース・コントロール研究は、地

域で散発的に結核患者発生が増加しており、特定のバーや遊技場などの利用との関連を疑い、これを明

らかにしたい場などに用いる。 それぞれ、具体的な方法を見ていこう。 

(1) コホート研究 

コホート研究（cohort study）は解析疫学の手法の1つであり、特定の要因に曝露した集団と曝露して

いない集団を一定期間追跡し、研究対象となる疾病の発生率を比較することで、要因と疾病発生との関

連を調べる観察研究の代表的な手法である。 

ある要因への曝露（要因のある、なしの意味）状況と発症の有無が記録として残っている場合（例え

ば、入院場所や特定の業務従事と発症の記録））情報が得られるので、コホート研究として解析でき

る。研究開始時点から時間的に後ろ向きに研究開始時点があるので、後ろ向きコホート研究（

retrospective cohort study）ということもある。前向きコーホート研究は、研究方法を定めてから計画的に

観察を開始するので、必要な情報をより確実に把握でき、因果関係についてより正確に検討できる。集

団発生調査の際には、観察開始が研究開始より過去の時点になるので、以降は特に注釈を付けず後ろ向

きコホート研究として説明してゆく。 

施設内で結核集団発生が起きた際のコホート研究は、様々な要因（例えば職種、入院していた病棟、

学年など）と疾病発生率（結核発病率、感染率など）との関連を一度に検討し、要因間で比較すること

ができる。コホート研究での指標は相対危険度となる。ある精神科病院で発生した結核集団発生を例に

とって、疾病発生率及び相対危険度を見てみよう（表2）。ここで、結核（発病+感染）の割合を指標と

すると、「他の病院職員+ボランティア（10名）」では10％で、当該病棟患者（56名）では43％とな

る。前者を1（基準）とすると後者の相対危険度は4.3（95％信頼区間: 0.65-28）となる。当該病棟患者が

観察期間に結核（発病+感染）と診断される割合は、他の病院職員+ボランティアに比べて4.3倍高いと示

唆される。しかし、56名（当該病棟患者）と10名（他の病院職員＋ボランティア）との比較から得られ

た相対危険度であり、検討の人数が少ないこともあり相対危険度の95％信頼区間は1.0をまたぎ、統計学

的に有意とは言えない。一方、当該病棟看護職員（24名）における結核発病+結核感染者の割合（8.3%

）を1（基準）とすると、当該病棟患者（56名）が結核発病+結核感染する相対危険度は43%/8.3%=5.2（

95%信頼区間: 1.3-20）となり、95%信頼区間は1.0を跨いでいないので、統計学的にも有意である。従っ

て、この調査の観察期間において当該病棟での入院患者は、当該病棟勤務の看護職員と比較して5.2倍、

結核と診断（発症＋感染）されるリスク（観察期間中に罹患する割合の比）が高く、このようなことが

偶然で起こることは滅多にない、と解釈できる。信頼区間の概念については図8を参照されたい。 
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表3. ある精神科病院で発生した結核発病及び感染の所属別相対危険度, 2012.  

 　　　　　結核発病　　　　   　　    　結核発病+感染      　　　 対象数 

 人 % (95%CI) RR*  (95%CI) 人 % (95%CI) RR*  (95%CI) 人 

当該病棟入院患者 14 25 （14-38) 2.5 (0.37-17) 24 43 (30-57) 4.3 (0.65-28) 56 

当該病棟退院患者 0 0（0-41) 0 -- 3 43 (9.9-82) 4.3 (0.55-33) 7 

当該病棟看護職員 0 0 (0-14) 0 -- 2 8.3 (1.0-27) 0.83 (0.08-8.2) 24 

他病棟入院患者 0 0 (0-5.1) 0 -- 0 0 (0-5.1) 0 -- 70 

他の病院職員+ボラ
ンティア 1 10 (2.5-45) 1.0 -- 1 10 (2.5-45) 1.0 -- 10 

退職職員 0 0 (0-23) 0 -- 0 0 (0-23) 0 -- 14 

計 15 7.9 (4.5-13) -- -- 30 16 (11-22) -- -- 181 

CI = confidence interval （信頼区間）, RR = 相対危険度。 

* 「他の病院職員+ボランティア」における結核発病率ないし結核感染率を1.0とした時の相対危険度を

示す。 
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図8. 95%信頼区間のイメージ図.  22

同じ調査を50回実施し、それぞれの95%信頼区間を算出したと仮定した場合の各信頼区間を図示。47個 

(≒50×0.95) の信頼区間は真の値を含むが、3個 (≒50×0.05) の信頼区間は真の値を含まない。  

22 Glantz SA. Primer of biostatistics. 5th ed. New York: McGraw-Hill, Medical Pub. Div.; 2002 
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(2) ケース・コントロール研究 

ケース・コントロール研究（case-control study）も解析疫学の手法の1つであり、コホート研究とと

もに代表的な観察研究の手法である。研究対象となる疾病に罹患した集団（症例、case集団）と罹患し

ていない対照集団  、control集団)とにおける特定の要因への曝露の割合を比較することで、要因と疾病

との関連を評価する研究手法である。症例対照研究での関連の指標はオッズ比となり、コホート研究に

おける相対危険度と同様の意味に解釈できる。 

ある地域で結核患者の発生数が増加しているが、その原因が必ずしも明らかでない場合、ケース・コ

ントロール研究が有用である。例えば、ケースを「2011年から2015年の間に、K保健所管内で結核発病

した者」、コントロールを同様に「2011年から2015年の間に、K保健所管内で結核発病をした者の家族

（隣人、友人）で結核発病していない者」とする。質問紙を作成し、その中に検証したい要因（曝露）

の項目（例えば特定の遊技場Xの利用）を入れる。特定の遊技場Xの利用を尋ねると発症者はそれが原因

ではないかと思い、発症していない人より熱心に思いだそうとして利用との回答が増えてしまう（バイ

アス）ことが起こるので、これを避けるため、地域のスーパーマーケット、図書館、公民館、デイケ

ア、他の遊技場等を加えて質問する。利用有りの場合は、追加して観察期間での各施設の推定累積利用

時間（例えば、1時間未満、1-99、100-999、1000時間以上）などを含める。この結果を表3に示す。遊

技場X利用「あり」で、累積利用時間が1000時間以上の者は、利用の無い者(累積１時間未満)と比較し

18.3倍、1-99時間の者でも9.8、観察期間である2011年から2015年の間に結核を発病したという結果で

ある。95%信頼区間はいずれも1をまたいでおらず、統計学的にも有意、すなわち、この結果が偶然で

起こることは滅多にないと解釈できる。この例では、利用時間により区分して検討したが、患者の重症

度により区分した解析や、機内での1回曝露において発端患者からの距離による記述疫学など様々な解

析事例が報告されている。 

なお、表4では、症例数33に対し、コントロール群を同数の33調査しているが、相対的に調査の手間

が症例より少ないコントロール群の数は症例数の二～四倍に設定することが効率的と言われている。対

照数を四倍以上に増やしても効率は上がらず、統計学的な検出力と調査の負担との比較衡量からこの範

囲で対照数が選ばれることが多い。 
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表4. K保健所管内で発生した結核患者における遊技場X利用のオッズ比, 2011-2015.  

 結核発病群における
該当数（人） 

コントロール群にお

ける該当数（人）** オッズ比*  (95%CI) 

遊技場X利用累積1000時間以上 5 1 18.3 (1.8-188) 

遊技場X利用累積100-999時間 8 3 9.8 (2.0-49) 

遊技場X利用累積1-99時間 14 7 7.3 (2.0-26) 

遊技場X利用累積1時間未満 6 22 1 -- 

計 33 33 -- -- 

CI = confidence interval （信頼区間） 

*遊技場X利用が累積1時間未満の者のオッズ基準1とした場合のオッズ比。**このコントロール群のデー

タはあくまで架空のデータである。 
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(3) 因果関係 

今回の計算結果の解釈では、偶然誤差に関しては点推定値と区間推定によって精度(precision)を評価し

た。一方、疫学的な観点からは、結果の妥当性(validity)に関わる系統誤差であるバイアス（交絡バイア

ス、選択バイアス、測定バイアス） を、その影響の方向性（過大評価か過小評価か等）とともに評価23

すべき とされている。今回の症例対照研究の事例でいうと、次のようなことが考えられる。無職の人24

（図の第三要因）は結核罹患率が高い（図9の①）が、一方で無職の人は遊技場利用率が高い（図9の②

）場合、見かけ上遊技場利用が結核と関連がある（図9の破線矢印→）よう見える。しかしこの関連が

見かけ上の場合、無職を（遊技場利用と結核発症の関連における）交絡要因とよぶ。解析の結果見出し

た原因の候補が、このような見かけ上の関連なのか、そうではなく真の関連かの検討が重要である。解

析の段階では、層別分析や多変量解析によって検討するとともに、合わせて既存の研究成果や患者発生

の状況などから点検すること（外的妥当性）が、因果を推定するために重要である。 

具体的な解析手法は、過去の報告文献や成書を参照されたい , 。 25 26

図9. 系統誤差と交絡バイアスのイメージ図 

  

23 Weisberg HI. Bias and Causation: Models and Judgment for Valid Comparisons. Wiley series in probability and 
statistics. Hoboken, NJ: Wiley; 2010. 
24 小松裕和，鈴木越治，土居弘幸．臨床医のための疫学シリーズ：地域中核病院で行う臨床研究　第４回：バイア
スの考え方、結果の解釈の仕方（疫学各論3）. 日本救急医学会雑誌 2009;20:794-800. 
25 Jeanette K. Stehr-Green,et.ai, Field Epidemiology Chapter 8 
26 感染症疫学ハンドブック 
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(4) 解析疫学実施の際の症例定義 

「症例定義の設定」の項で、症例定義について述べた。積極的患者発見を目的とした症例定義では、

できるだけ多くの症例を発見するために、多少緩い（集団発生とは関連がない症例も紛れ込む可能性が

ある）定義を設定することが多い。一方、解析の際には、できるだけ（特定の要因に関連して）集団発

生した症例に限定するため、厳し目（多少取りこぼしても、患者であることに疑問の余地が少ない）の

症例定義を用いることが多い。例えば、菌陽性の結核患者や、IGRA陽性である者に症例を限定し、胸

部X線写真でのみ診断された結核を症例から除外した定義を用いることもある。また、症例定義を、地

域で集団発生を起こしていると考えられる「特定のVNTRパターンの結核菌により結核発病した者」と

すると、集団発生した症例をより正確に選べ、集団発生と要因との関連を明確にしやすい。 

ケース・コントロール研究では、症例定義と共に対照例の定義（コントロールの定義）も必要とな

る。対照群の選びかたは、今回例示した家族の他、一般的な病院であれば他疾患の患者や一般人口から

抽出する方法もある。前述の例で、K保健所管内に居住する者から無作為に抽出すると、一般人口に近

い対照を得ることができ、結果の解釈が楽になる。反面、結核患者と一般人口とで違うが疾患の発症と

は関連の無い要因での相対危険度が高く計算され、必ずしも発症と関連する要因を的確に評価できると

は限らず、評価する要因（調査項目）の選択には十分な考慮が必要である。理想的なコントロール群は

ケース（症例）て似通った集団（調査し因果を明らかにしたい要因以外は同じである集団）から対象疾

患に罹患していない者を選択すべきであるので、今回の例のように「結核発病をした者の家族（隣人、

友人）で結核発病をしていない者」やあるいは友人から選択する研究も多い。なおこのように患者に近

い生活を送る人を対照とする場合、結核感染をしていても発病していない者が含まれる可能性があるの

で、可能であればIGRA検査をして陽性の者を除外すると、より適切な対照者（感染していない者）を

選定できる。感染しているが発症していない人が対照群に含まれると、分母となる対照群での調査項目

の頻度が一般人口より相対的に高くなり、結果的に原因と想定する調査項目との関連を過小評価するこ

ととなる。 

(5) 質問紙調査 

解析疫学の実施においては、感染症法に基づく患者情報以外の情報を得るために追加調査を行う。発

症していない施設関係者や対照群の情報を調査するとともに、比較するため患者に関しても新たな項目

を調査することになる。ここでは調査方法の内、質問紙調査について述べる。質問紙調査の目的は、結

核集団発生（感染あるいは結核発病）と関連する要因（原因の候補、曝露）を明らかにすることであ

り、原因であるかもしれないその要因の有無（曝露）をなるべく正確に把握できるよう準備する必要が

ある。質問項目としては、過去に発生した類似の集団発生報告や結核感染の知見などを基に、可能性の

ある要因をできるだけ網羅的に検討し、調査事例で可能性の高い要因を質問項目に選ぶ。一方、質問項

目が増えるに伴い回答者の回答意欲や質問への集中度も下がり回答の正確性も下がるので、面接調査に

おいても30分で回答できる量を目処にすべきである。曝露については、Yes/Noで答えられる情報のほ

か、Yesの場合はその量的情報（例えば特定の遊技場の利用時間）を含めると、後で量-反応関係を検討

する際に有用である。 
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この他に、症例一覧表の項で述べた様に、個人識別情報、性・年齢など人口学的情報や、再確認が必

要な場合に備えて調査対象者の連絡先、質問者氏名、調査日時、調査場所の記録も必要である。質問紙

調査を行なう前には、類似した結核患者や対象者などにパイロット試験を行い、質問紙をより状況に即

したものに修正することが望ましい。複数の質問者が調査を担当する規模の大きい調査の場合は、回答

を一方向に誘導しないように中立的な質問文言を文書化したり枝分かれや追加質問の基準などを準備し

たりする等、なるべく統一的な調査が行えるようにする。また、これらの趣旨や用い方の調査担当者向

けのオリエンテーションや標準的な質問の進め方のモデル実演やロールプレイなどの研修を実施するこ

とが望ましい。面接調査以外にも電話や郵送による調査もあるがここでは割愛する。  
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12. その他の追加調査の実施 

解析疫学実施後に考慮する追加調査としては、分子疫学的手法（VNTR、全ゲノム解析）、さらなる

解析疫学の実施、環境調査、などが考えられる。 

(1) 分子疫学的手法（VNTR、全ゲノム解析） 

積極的患者発見で発見された結核患者を含め、集団発生に関わったとされる結核患者が同一の菌株によ

り発病したか、VNTR検査により評価することができる。また、昨今は患者から採取した複数の結核菌

の全ゲノム解析を実施することにより、祖先株からの変異遺伝子数（SNPs）を比較することにより、

集団発生の初発（インデックス）患者が判明する場合もある。分子疫学的手法を用いた追加調査の実例

や詳細は分子疫学調査の手引きを参照されたい（例えば札幌市内で発生した院内集団発生事例 ）。 27

(2)さらなる解析疫学の実施 

「解析疫学の実施」で、時、場所、人の属性などにより、どの集団が結核発病ないし結核感染のリスク

が高かったかを検討した。これらをさらに詳細に分類して検討し、結核発病ないし結核感染の危険因子

を明らかにすることができるかも知れない。 

(3) 環境調査 

施設などで起きた結核集団発生の際、環境要因などをさらに検討することにより、新たな知見が得られ

るかも知れない。例えば、換気の状況（1時間あたりの空気入れ替え回数）などは結核感染に直接関連

する要因と言える。   冬季で、窓を締め切り、暖房効率を上げるために換気回数が低下していなかった28

か、あるいは定常的に空気の流通が結核感染に寄与していなかったか、などを検討できるかも知れな

い。  

27 http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1kansen/documents/h31.pdf 
28 松本、辰巳、有馬ら。環境要因が影響した結核集団感染の1例。結核。2011;86:487-491. 
https://www.kekkaku.gr.jp/pub/Vol.86(2011)/Vol86_No5/Vol86No5P487-491.pdf 
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13. 集団発生収拾のための対策 

(1) 二次患者*を早期発見するための方策 

結核集団発生事例では、既に複数の結核患者が発見されており、その背景として結核感染が長期間か

つ広範囲にわたることが予想されるため、濃厚接触者への胸部X線を主体とする発病診断を行うことに

より二次患者を早期に発見することは最重要である。またこの際、最初の検診対象集団は広めに設定す

べきである。それに加えてIGRA実施によりLTBIを早期に発見しLTBI治療につなげる必要がある。二次

患者が多数認められた場合、今後も当該集団から二次患者が発生する可能性がある。将来二次患者が発

生した場合でも非感染性結核のうちに発見することが結核集団発生の終息につながるため、半年ごと2

年間の胸部X線による健診受診の徹底に加え、有症状時の医療機関への早期受診の重要性を当該集団に

所属する接触者に対し啓発することが重要である。 

(2) 医療機関および他自治体との連携 

接触者健診の結果LTBIや二次患者を発見し医療機関へ紹介する際には、結核集団発生事例であること

を伝え、結核発病の可能性を念頭においた対応を依頼する。また、LTBIからの発病を認めた場合には保

健所への速やかな情報提供を依頼するなど、医療機関との緊密な連携を図っておく。 

集団の居住地が広域にわたる場合、関係する自治体への情報提供と二次患者発生時の連絡を依頼す

る。また必要に応じて接触者健診の方針等について関係する自治体と協議する。 

(3) 再発防止対策 

a. 受診の遅れ対策 

結核集団発生の再発を防止するためには、たとえば事業所であれば初発患者と接触のあった職員に対

する定期健診を適切に実施することが重要である。すなわち定期健診をすべての職員が受診している

か、要精密検査者に速やかに結果が通知されているか、要精密検査者が速やかに医療機関を受診し診断

はどうであったかを把握する。上記については衛生管理者および産業医が適切に管理することが望まし

い。 

また有症状時の医療機関への早期受診の重要性を啓発するなどの対策により結核が早期に発見できる

体制を整える。また日常から当該集団に所属する関係者の健康管理を徹底することも大切である。健康

状態の把握や有症状者を認めた場合には医療機関受診を促すなどの対応がとられることで、集団発生の

防止につながることが期待される。 

b. 診断の遅れ対策 

初発患者の疫学調査の結果診断の遅れがあると判断される場合、疫学調査の際に医療機関（健診受診

歴があれば健診を実施した医療機関を含む）に対し結核の早期診断につながるよう啓発を行う。その際

には結核の早期発見のために、①結核を疑う症状を認める場合、胸部画像検査を実施、②胸部画像検査

で結核を否定できない場合、結核菌検査（3日間連続検痰が望ましい）を実施、③感染性結核が否定さ
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れるまで空気感染対策を実施するなどの対応を依頼する。また地域の医療機関に対し、医療機関講習会

の開催や医師会を通しての周知など、結核の早期発見につながるような啓発を検討する。 
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14. 報告書の作成 

報告書の目的は、①結核集団発生事例の実態の把握、②発生した原因の究明、③対策の評価と見直

し、④知見の共有によって今後発生する結核集団発生の対応の際に活用、⑤新たな事例の防止、⑥新た

な事例発生時における対策として早期に集団発生を検知し、適切な接触者健診の実施に役立てることで

ある。 

「結核集団感染」事例は厚労省に報告書を出すが、この様式だけでは、今後の対策を考える点におい

て十分ではない。また、保健所、自治体衛生部局内で作成された報告書は、多くの場合、公文書保管期

限（多くは5年間）を経過すると廃棄され、また、集団発生調査当時に所属した職員が異動すると、そ

の記憶は失われてしまうことが危惧される。したがって、集団発生に至った経過や対策を正確に記載

し、課題を科学的に分析した報告書を残すことにより、今後の集団発生の防止や発生した際の適切な対

策につなげる必要がある。また、その概要を日本公衆衛生学会、日本結核病学会などの学術総会で学会

発表すると共に、論文として残すことが望ましい。論文として出版されれば、少なくとも国立国会図書

館、多くの場合大学図書館等で保管されるため、多くの人々が参照可能である。これにより、当該集団

発生調査で得られた知見を公衆衛生並びに結核医療関係者で共有し、今後発生する結核集団発生の対応

の際に活用できるよう資するべきである。 

 

報告書に必要な項目の参考例を示す。 

1. 初発患者の結核診断時の状況 

2. 初発患者の診断までの経過 

3. 疫学調査 

4. 接触者健診検討会（健診前）；　接触者健診の企画（健診対象者、健診時期、健診内容） 

5. 接触者健診検討会（健診後）；　接触者健診の評価、拡大が必要な場合は再度の接触者健診の企

画 

6. 接触者健診結果の集計と分析（胸部X線、IGRA、遺伝子型別等、二次患者発生時は診断時の状況

と診断までの経過等） 

7. 集団発生に至った要因の分析（例；初発患者の発見の遅れ、疫学調査あるいは接触者健診の不備

等） 

8. 今後の課題；　発生の防止、発生時の対応等 
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15. 集団発生対策委員会の開催 

保健所内での検討の結果、集団発生の可能性が高く接触者健診の拡大等の対策が必要と判断された場

合、集団発生対策会議にて対策を検討する。 

(1) 開催目的 
集団発生対策会議の開催目的は、まず① 当事者同士が情報を共有し、② 接触者健診の対象範囲と健

診方法を適切に決定すること、③そして二次感染による患者を早期発見し感染拡大防止を図ること、さ

らに④ 感染拡大の要因について評価・分析することで再発予防を図ることである。 

対策会議では、関係機関の当事者同士が一堂に会し、お互いの課題を共有し、対応策を協議するとと

もに、可能な限り結核対策専門家や結核診療の専門家の出席を得て専門的立場から意見を聴取する。 

(2) 出席者 

この会議は、原則として、初発患者の居住地保健所主導の下、集団発生が発生している施設の担当者

（接触者健診の対象となる集団側の責任者（担当者）等、事業所では事業主、産業医、衛生管理者等、

学校では学校長、学校医、養護教諭等、医療機関では院長、院内感染対策委員会の委員等）、集団発生

の発生している施設を所管する保健所の担当者並びに接触者健診に関する保健所をメンバーとして開催

する。また、アドバイザーとして外部の専門家（結核研究所等）や感染症の診査に関する協議会の委員

等の参加を求めることが望ましい。 

検討内容や状況によっては、集団発生が発生している施設を所轄する自治体の担当課、衛生研究所に

も出席を求める。さらに複数の自治体にまたがる事例や、困難な事例、報道発表が必要な事例について

は、本庁の出席も依頼する。なお、医療機関で発生し、院内感染としての検討が必要な場合には、医療

安全を担当する部署への出席も依頼する。 

(3) 事前準備 

開催にあたっては、提示する内容、資料等について、事前に主催者（初発患者の居住地保健所）が、

集団発生の当該施設や施設を所管する保健所と調整し準備する必要がある。また、外部の専門家の参加

を求める場合、専門家にも事前に事例概要などを伝え、ある程度の共通認識を得ておく必要がある。な

お、主催者については、初発患者の居住地保健所とするのが原則であるが、集団発生の当該施設を所管

する保健所となる場合もある。また、広域対応が必要な場合等では、本庁等が主催することも考えられ

る。 

(4) 会議の内容 

対策会議では、事例の情報の共有、現時点までに行われている対応の評価と分析、今後の対策方針の

協議を実施する。まず、初発患者の居住地保健所または、集団発生が起きている施設の所管保健所か

ら、現時点までの経過及び状況について報告をする。症例一覧表を提示するとともに、その時点で判明

している疫学調査について説明する。 

次に、居住地保健所や所管保健所以外の保健所、本庁、衛生研究所などが、その他の健診結果や分子

疫学調査の結果などを報告し、病院等で集団発生が起こっている場合は病院が自院で行った接触者健診
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の状況（医療法での院内感染対策としての健診含む）について報告を行う。これらの情報をもとに、現

在までの状況について課題を整理・分析する。その結果を受け、今後の対策方針の協議を行う。課題の

整理、協議に当たっては、専門家からの意見も参考に方針を検討する。また、発病の疑いの者が発見さ

れた場合や多数の感染者が確認された場合の健診対象者の拡大の考え方、そして、確実にLTBIの者の治

療（予防投与）が実施されるよう医療機関との情報共有の方法についても協議する。 

図10、11に集団発生対策委員会の座席図の例、開催の様子の写真を示す。また、Box 2に、集団対策

委員会の事前準備の例を示す。 

 

図10. 集団発生対策委員会の座席図の例 
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図11. 集団発生対策委員会のイメージ図 

 

事前準備 

①医療機関所在地保健所が対策会議開催を決定 

②出席者の選定、出席依頼の打診 

③日程の調整、会場の確保 

④参加依頼文書の作成と発送 

➄当該医療機関との内容確認、資料準備 

⑥今後の方向性の主催者案準備 

⑦専門家への事前説明 

当日　 

司会：当該医療機関を所管する保健所（主催者） 

⑴開会　主催者挨拶、趣旨説明 

⑵情報の共有、現時点までに行われている対応の共有 

①当該医療機関を所管する保健所および当該医療機関からの報告 

・初発患者の情報（菌情報・画像所見・治療状況等） 

・接触者健診の考え方（感染性の始期・対象者の範囲等） 

・実施した接触者健診に関する情報（実施時期・検査内容・結果・陽性者への対応等） 

・その他(未受診者への対応・医療機関との調整等) 

②他機関からの報告 
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・実施した接触者健診に関する情報（実施時期・検査内容・結果・陽性者への対応・未受診者への対

応等） 

・分子疫学調査の結果等 

・その他(未受診者への対応・医療機関との調整等) 

③質疑応答、事実関係の確認と整理 

⑶対応の評価と分析 

①健診結果の解釈、課題の確認、問題点の共有 

②感染の拡大要因に関する意見交換 

③専門家からの専門的な立場からの助言 

⑷今後の対応方針の協議 

①主催者から方針案の提案 

・接触者健診に関すること 

・再発予防策に関すること 

②出席者からの意見聴取 

③本庁からの意見聴取 

④方針決定 

➄今後の計画、役割分担の検討の決定 

・接触者健診の具体的な進め方 

・再発予防策の実施に向けての具体的な方策と役割分担 

・その他：関係機関間の情報共有の方法 

相談対応の方法(ex 患者家族、接触者からの相談対応の窓口・回答内容の統一等) 

⑸閉会　次回の予定 

終了後 

①会議録の作成 

②検討会決定内容の実施 

Box 2. 集団発生対策委員会の事前準備、当日の式次第の例及び終了後のタスク 

(5) 学校における結核患者発生時の対応 

学校関係者において感染性結核患者が発生した場合、接触者に児童生徒が含まれることが多い。そのた

め学校との合同対策会議、保護者説明会など、学校特有の対応が求められる。したがって、Annex 1

（大阪府立学校結核対策審議会作成）などを参考に学校関係者と対応方法を共有することで適切な対策

に役立てる。  
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16. メディア対応 

接触者健康診断の手引き（第五版）においても報道機関への対応について記載がなされている。ここ

では結核集団発生が起こり、その内容について報道機関等メディアへの対応として、簡単に記述する。 

(1) メディア対応の背景 

公衆衛生従事者の存在目的（レーゾン・デートル）は、地域住民等の健康を守ることであるが、メ

ディアの目的は、彼らの製品（成果物である新聞・雑誌あるいは放送時間）を売ることである。このた

め、メディア関係者は必ずしも公衆衛生従事者の目的に合致するような活動をしてくれるわけではな

い。どちらかというとメディア対応は公衆衛生従事者の仕事のうち最も面倒な仕事の一つであり、場合

によっては、費やした時間に対するご利益は極めて薄いものかも知れない。しかしながら、集団発生に

おいてメディアの果たす役割は時として極めて大きなものがあり、集団発生対応の中でメディアを味方

につけるべきである （少なくとも敵にはすべきでない）。 29

(2) メディア対応の目的 

厚生労働省へ報告を必要とするような大規模な結核集団発生が起きた場合、ある程度の情報が集まっ

た時点でメディアに対し情報提供を行う必要性が出てくる。これは感染症法第16条 により情報公開が30

求められているところでもある。 

メディアに対し情報提供を行う目的は、一つには結核という疾患について報道発表を行うことで、ひ

いては一般市民に対し結核に関する啓発を行うことである。もう一つには当該結核集団発生に関連し

て、まだ明らかになっていない接触者が存在するのであれば、それらの者に対し検診を呼びかけるとい

う目的も考えられる。 

(3) メディア対応の方法－投げ込み 

メディアに対し情報提供を行う方法は様々な手法が考えられるが、ごく一般的なものは地方自治体等

に設けられた記者クラブに対し文書に依る報道発表資料を提供（いわゆる投げ込み）するとともに、全

く同じ資料を地方自治体等で設けたウェブページ上に掲載するという方法であろう。この場合、できる

だけA4、1枚の資料に当該結核集団発生の概要を簡潔に述べ、それに加えて保健所（ないしは本庁）の

重要メッセージ（Single Overriding Communication Objective: SOCO。単一の最優先のコミュニケー

ションとでも訳すべきか） を明確に述べるべきである。 31

集団発生の概要については、いつ、どこで、誰が、どのようにして何（結核）に感染し発病した、と

いう5W1Hを漏らさないようにすべきである。 

上で述べたSOCOとはあまり目にしない略語であるが、米国CDCやヨーロッパCDCの感染症対策部門

での報道対応関連の研修では必ず目にする略語である。これは、翌日の朝刊の見出しになりそうな

29 Bruce BD, Dealing with the public and the media pp 262-278, In: Field epidemiology 3rd. Ed. Oxford University 
Press. 2008. 
30 感染症法第16条第一項。厚生労働大臣及び都道府県知事は、第12条から前条までの規定により収集した感染症
に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び
治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法によりを積極的に公表しなければならない。 
31 https://wiki.ecdc.europa.eu/fem/w/wiki/3530.soco-single-over-riding-communications-objective 
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（なってほしい）短い文を考案し、これを強調することが重要となる（例えば「XX市内病院で結核集団

発生5人発病、感染拡大の懸念は無し。XX保健所」といったようなものが考えられる。）。 

報道発表資料の内容は、曖昧さを回避するために、保健所及び本庁舎、場合によっては広聴等の担当

者、管理職等を含め5-6人の職員が読み直し、平易で、かつ専門職でなくとも容易に理解できる内容と

すべきである。具体的に言えば、中学生でも理解できるような内容 とし、誤解ないしは曲解されかね32

ない言い回しは絶対に避けるべきである。 

(4) メディア対応の方法－投げ込みに対する電話照会への対応 

記者クラブへ投げ込みを行うと、一部のメディアはそのまま一字一句違わず翌朝の朝刊に掲載する場

合もあるが、多くの場合は記者が当該報道発表資料に掲載した責任者に電話等で照会をしてくる。責任

者は1名、ないし多くても2名とし、これ以外の者はメディアと直接対応をせず、責任者が対応するよう

にする。これにより情報の流れをコントロールし、提供する情報に齟齬の無いようにする。 

記者が電話で照会してくる目的は、記者が報道発表資料の内容を正確に理解したかを確認するためで

あるが、もう一つ大きな目的は、他に報道に値する事実（集団発生の起きた施設を公表していない場合

は施設名など）を広報責任者の口から直に聞き出すことである。このため、広報責任者は事前に作成し

た報道発表資料の内容の範囲については回答するが、それ以外の特に秘匿すべき事項については理由を

挙げ答えられない、と回答を拒否すべきである（どんなにつまらない理由であっても、必ず理由を挙げ

るべきである）。ただし、その場合、直接的に「（例えば）集団発生の起こった施設名については回答

できない」と拒否するか、あるいは当該質問については「記者の皆さんが興味をお持ちであることは

重々承知しているが、しかし我々が現在重要だと考えていることは、既に集団発生は制圧されており、

発病者及び感染者に対しては個別に対応を行っているので、これ以上感染拡大の心配はない（つまり

SOCOを再度述べ）ことから施設名については報道発表をしないこととした」と述べる手もある。これ

により広報責任者は自分に明らかにしたくない質問をされた機会を逆手に取って、自分のSOCOを繰り

返し述べる機会を得たことになる。 

多くの自治体では記者クラブへ投げ込みを行う際、想定問答集を作成していると考えられるが、あま

り広範囲に渡る想定問答集を作成するよりは、報道発表資料の内容にできるだけフォーカスし、その範

囲を超える質問に対しては上の段落の例のように直接的に回答せず（Don't answer the question） 

、SOCOを繰り返し、保健所のメッセージを伝える方がよいだろう。例えば記者に、「感染拡大の可

能性は無いと言い切っているが、今後発生があったらどうするのか？」と聞かれたような場合、「その

点については市民の皆さんの最大の懸念であると認識しているが（記者の質問の受け止め（

acknowledge））、これまで保健所は当該施設職員、入所者等に対する接触者検診を実施し、発病者及

び感染者の把握に努め、発病者及び感染者には治療等個別に対応を行ってきた。このことから我々が今

重要だと考えていること（遷移、またはbridging という）は、既に集団発生は制圧されており、これ以33

32 新井紀子．AI vs. 教科書が読めない子どもたち．東洋経済新報社．2018． 
33  Bruce BD, Dealing with the public and the media pp 262-278, In: Field epidemiology 3rd. Ed. Oxford University 
Press. 2008. 
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上感染拡大の心配はない（つまりSOCOそのもの）ということだ。」と述べ、記者の質問に直接的に答

えず、SOCOを繰り返すよい機会とすべきであろう。  34

要は、主題から逸れた、どちらかというと保健当局の責任追及に走る様な記者の質問に対しては、決

して直接回答せず、自らが主導権を取り返し、SOCOを繰り返す機会とすべきだということである。 

(5) その他 

メディアへ提供する情報の内容、例えば発病者数や健診を行った対象者数など、に齟齬があるとメ

ディアがその追求に力を注ぎ、メディアへの情報提供を行った目的から逸れてしまう。このため、関係

する団体、少なくとも集団発生が発生した施設等を所管する保健所その他関係保健所及び本庁、集団発

生の起きた施設等、地域の医師会並びに厚生労働省を含め同一の情報を事前に共有しておくことが必要

である。 

また、広報責任者は、ある程度の時間をかけて電話での照会に対する応対のリハーサルをすべきであ

る。 

 

 

以上。  

34 このようなDon't answer the questionｰ>Aknowledge ->Bridging の良い例として、オバマ前米国大統領のイン

タビューがYoutubeにアップロードされているので参考とされたい。 
https://www.youtube.com/watch?v=g2sk3rqC29Q 
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Annex 1. 大阪府及び大阪市が用いている学校における結核発生時の対応流れ図及び注意事項等 
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