
予防指針と改正の経緯
　特定感染症予防指針（以下，予防指針）を策定する
疾患は，「特に総合的に予防のための施策を推進する
必要がある疾患」とされており，インフルエンザ，
HIV／AIDS，性感染症，麻疹をはじめとする22疾患
があるが，結核もその一つである。
　結核に関する予防指針の記載内容は表 1に示すと
おりであるが，第 1 から第 5 までの主題は法11条の
条文中に提示されており，結核に関しては，人材の養
成，普及啓発及び人権の尊重，施設内 感染の防止等，
具体的な目標が加えられた構成になっている。
　厚生労働大臣の告示として公表されるが，見直しに
際しては，厚生科学審議会の意見を聞かなければなら
ないことが，法11条の 2 項に明記されている。
　前回（平成23年）の改正では，厚生科学審議会結核
部会（以下，部会）は 9 回開催され，合計18時間の審
議の結果，病原体サーベイランスの構築，医療提供体
制の再構築，患者中心の医療のための地域連携など新
たな要素が追記された。

　今回の改正ではこれまでの方向に沿いながらも，我
が国の患者数は減少傾向が続き，「低まん延国」も視
野に入ってきており，WHOが2014年に発した「結核
終息宣言」において日本を含めた低まん延国に近づく
国は根絶を目指した対策をすすめるよう求めているこ
とを背景に修正が加えられた。
　以下，部会における議論を振り返りながら，改正内
容と目標について解説する。

主な改正内容
1.	 病原体サーベイランス
　前回の改正の際に「薬剤感受性及び分子疫学的手法
からなる病原体サーベイランスの構築に努める」方針
が示された。
　平成25年11月に厚労省が全国の自治体を対象に実施
した調査結果等から，多くの自治体が菌株保存や結核
菌遺伝子型別解析等，病原体サーベイランス体制の構
築を手掛けていることが明らかになったが，平成26年
4 月 3 日に開催された第 2 回部会において病原体サー

表1　結核に関する特定感染症予防指針
［平成19年厚生労働省告示第72号］

［最終改正：平成23年厚生労働省告示第161号］

主題 主な記載事項
前文 結核の現状、結核対策の方向性

第一 原因の究明 患者発生サーベイランスと病原体サーベイランス等について

第二 発生の予防及びまん延の防止 健康診断（定期及び接触者）、BCG接種

第三 医療の提供 医療提供体制の再構築、DOTSの普及・推進、その他体制

第四 研究開発の推進 ワクチン、抗菌剤等の研究開発

第五 国際的な連携 世界保健機関等との連携や政府開発援助

第六 人材の養成 研修

第七 普及啓発及び人権の尊重 国・地方公共団体・保健所・医師その他の医療関係者・国民それぞれの役割

第八 施設内（院内）感染の防止等 各施設における感染防止、小児結核、保健所機能強化

第九 具体的な目標等 成果目標、事業目標
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ベイランスの構築に一層努めること等が指摘された。
　この調査で指摘された制度上の問題点や課題は，他
自治体との連携・照会のシステム，国レベルのデータ
ベースの一元化，国からの実施要項・手引き・通知，
地方衛生研究所の実施体制・予算・人員，医療機関の
協力，菌体の確保・保存，菌バンクの設置，多剤耐性
の場合の菌株の運搬，患者同意の要否，結果の解釈な
どであった。
　この後に，国は薬剤感受性支援結核の確実な把握を
推進するために，結核登録票（ビジブル）の記載すべ
き事項に薬剤感受性試験の結果を追加した。また，三
種病原体として取り扱う結核菌の範囲をWHOが定義
す るExtensively Drug Resistant Tuberculosis: 
XDR）に準じて変更した（平成27年 5 月21日施行）。
　さらに，感染症に関する情報の収集の強化の必要性
から，検体の収集について，検体採取の求めができる
ことが明文化され，検体採取（収去）については，勧
告を前置した上で措置を可能にする法改正を行った。
これはインフルエンザ等を対象に意図された改正であ
るが，二類感染症である結核もこの対象に含められた。
　遺伝子タイピングを開始している地方自治体では，
限られた予算・人員のために，全ての菌を対象に検査
を実施するのは難しい現状があることから，耐性菌の
場合あるいは集団感染が疑われる場合の菌を検査対象
とする自治体多いが，遺伝子タイピング検査実施の必
要性が判明した時点で検体が廃棄されていることもあ
る。以上のような状況から，今回の改正では都道府県
等に対して，結核菌が分離された全ての結核患者につ
いて，直ちに検査をすることができなくとも，結核菌

を収集して，検査結果を接触者健診，発生動向の把握，
分析，評価に活用することが追記された。
　また，薬剤耐性細菌（Anti-microbial Resistance :  
AMR）が世界的に問題とされていることから，国は，
結核に関するAMRである多剤耐性結核菌の収集のた
めに体制整備を目標とすることが追記された。
2.	 定期健診と接触者健診
　定期健康診断は我が国において患者の早期発見の手
段として大きな役割を持っていた。しかし，罹患率の
低下とともに健診による発見率が低下している（図
1）。2014年の65歳以上の定期健診対象者数558万人
の患者発見率は0.003%，すなわち，10万人の健診で
結核患者は 3 人程度の発見になっている1）。
　ハイリスクグループの発見手段として奨励されてい
るホームレス等を対象とした健診においても，発見率
の低下や受診者数が少ないために全く患者が発見され
ない場合も報告されている2）。
　このようなことから，国は必要に応じて，住民健診
のあり方を検討すること，また，地域ごとの健診対象
者の選定や受診勧奨方法を検証することが追記された。
3.	 潜在性結核感染症
　潜在性結核感染症（latent tuberculosis infection: 
LTBI） の治療は，結核発病のハイリスク者の活動性
結核の発病を防ぐことから，低まん延化のために極め
て重要な戦略となっている。しかし，LTBI治療対象
者へのDOTS実施率に地域差があることを踏まえて2），
低まん延国化に向けて，確実な治療が重要であること
が追記された。
　LTBI治療終了後は活動性結核と同様に，感染症法
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図 1　定期健康診断における受診者数・患者発見率の推移
（学校，職場，施設，市町村）
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施行規則第27条の 7（結核回復者）及び第27条の 8（結
核登録票に記載すべき事項）によって，少なくとも 6
カ月に 1 回， 2 年間の経過観察が必要であった。しか
し，LTBI治療後の発病は様々な要因の影響を受け，
全LTBI患者の治療終了後の発病は必ずしも高くない
ことから，発病リスクが小さい者も含めて一律に経過
観察を行うことは合理的とは言い難い。以上から，平
成28年11月25日付で施行規則27条の 7 及び厚生労働省
健康局結核感染症課長通知「活動性分類について」が
改正となり，LTBI治療終了者で，保健所長が経過観
察を必要としないと認めたものは，その時点で登録票
から削除できることとなった。（本件については，本
誌p.6－7に阿彦忠之先生から日本結核病学会予防委員
会の見解について解説されているのでご参照ください）
4.	 医療提供体制
　患者数の減少や入院日数の短縮化を背景に，必要病
床数が少なくなり，結核病棟の廃止が相次ぎ，病床確
保や医療へのアクセスの悪化が問題となった。また，
患者の高齢化等によって合併症を持つ患者の割合が増
加し，それらの対応が困難な地域が増加した3）。これ
らのことから，平成23年の予防指針で医療提供体制の
再編成の必要性が提示され，結核地域医療連携体制の
モデルが提示された（図 2）。病床利用率は地域差が
大きく，その後も病床数は減少にもかかわらず，全国
平均は低いままにとどまっており，結核医療の不採算
さらに医療機関が結核医療から撤退する原因の一つと
なっている。
　今回の予防指針では，前回改正の方向に沿って，中核

的な病院，基幹病院，一般の医療機関が連携し，患者
が身近な地域において個別の病態に応じた治療を受けら
れる地域医療連携体制の整備が重要であるとされた。
　また，患者中心の医療の提供に向けて，病床単位で
の結核病床の確保やユニット化によって，病床利用率
の適正化に努め，医療提供体制の確保に努めること，
さらに，国は低まん延国化達成後の医療提供体制のあ
り方について，全国の状況を踏まえて，検討していく
ことが追記された。
5.	 患者支援
　日本版DOTS戦略として進められてきた服薬確認を
軸とした患者支援については，今回の改正で，LTBI
患者を含めて推進することが明記された。感染症法改
正及び平成27年 5 月に示されたDOTS（直接服薬確認
療法）の推進についての通知を再確認し，積極的に地
域DOTSの実施を依頼することなど，保健所は引き続
き地域の結核対策の拠点としての役割を果たすことが
追記された。
　長期入院患者に対しては入院中から保健所が関与す
ることと，入院しない患者の治療成績に問題がある場
合があることから，治療初期の患者支援が重要とされた。
　これに伴って，厚生労働省健康局結核感染症課長通
知「結核患者に対するDOTS（直接服薬確認療法）の
推進について」が一部改正・文言が修正されたが，基
本的な内容は概ね変わらなかった。
6.	 BCG接種のあり方
　BCGについては，国は低まん延国化を見据えて，
定期接種のあり方の検討に資するため，必要な研究を

図 2　結核地域医療連携体制
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進めることが追記された。その研究成果に基づいてあ
り方を検討するのであって，今回の指針で中止あるい
は選択的実施が示されたわけではない。
　国際結核胸部疾患連合（International Union Against 
Tuberculosis and Lung Disease, UNION）は1994年に
BCG接種プログラム中止の基準を公表しているが4），森
はこれに対して「かなり便宜的であり，合理的なものと
は言い難い」と批判している5）。今後は日本における中
止あるいは選択的接種の妥当な判断基準に立ち戻った 
検討が必要になると思われる。
7.	 具体的な目標（2020年まで）
　今回の改正における，成果目標として罹患率を人口
10万対10以下にすることが提示された。これは2014
年 7 月に外務省，厚生労働省，JICA，結核予防会，
ストップ結核パートナーシップ日本が共同で発表した
「ストップ結核アクションプラン」において「2020年
までに低まん延化」を目標に掲げたことを踏まえたも
のである。
　また，事業目標として，全結核患者及び潜在性結核
感染症の者に対するDOTS実施率を95%以上にするこ
と，肺結核患者の治療失敗・脱落を 5 %以下にするこ
と，潜在性結核感染症の治療を開始した者の治療完了
を85%以上にすることが掲げられた。
　なお，成果目標の一つであった「肺結核中再治療患
者の割合 7 %以下」は様々な要因の影響を受ける可能
性があり，さらに2012年以降達成されていることか
ら，サーベイランスの項目としてモニターを続けるが，
予防指針の目標からは削除された。

低まん延化達成に向けて
　2015年の罹患率，人口10万対14.4を2020年に10以下
にするためには，罹患率を年率 7 %， 5 年間で約30%
減少させる必要がある。
　近年の罹患率減少を振り返ってみると，2000年から
05年までは年率6.2%の減少を示したが，これは1999
年に公表された緊急事態宣言の影響により一時的に罹
患率が上昇した直後であったことから，減少率が比較
的高かったと考えられる。2006年以降15年までに10
年間は平均4.2%の減少であった（図 3）。このような
過去の減少率の経過からみると，2020年に低まん延化
は非常に厳しい目標と考えられる。
　「ストップ結核アクションプラン」では，必要な対

策として，①高齢者，ハイリスクグループ，デイン
ジャーグループに対する結核対策の強化，②潜在性結
核感染症患者に発病を予防する治療の積極的な推進，
③各地域の実情に応じた医療提供体制の再構築，④新
しい技術・対策の開発研究，⑤人材の養成と技術支援
の強化，⑥大都市部での対策強化を掲げている。
　この目標は国レベルの目標であって， 9 道県は2015
年に既に低まん延状態になっている，一方，罹患率が
例えば20以上の自治体が低まん延達成の目標を設定
することも合理的とは言い難い。国としての目標のた
めには各都道府県は，地域の実情を考慮ながら， 5 年
間で概ね30%程度の減少を目途にそれぞれの目標罹患
率を設定する必要がある。
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