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1. 目 的 
効果的な結核対策戦略である DOTS 戦略は、現

在 183 カ国、世界人口の 83％が居住する地域で実

施され、DOTS 患者発見率は 53％、治療成功率は

82％に達している。その成功は、政府の積極的関与

を引き出し、プライマリヘルスケア（PHC）レベル

における標準化された患者発見・治療の実践とその

評価、薬剤供給の確保による。即ち DOTS の成果

は PHC を基盤としている。一方、DOTS の費用対

効果、妥当性、有効性などが PHC を強化するとも

考えられている。現在、各地域で実施されている

DOTS と PHC の相互依存、相互寄与の関係を比較

分析し、DOTS をモデルとして、PHC 体制をいか

に強化・確立できるかを明らかにし、開発途上国の

公衆衛生向上に寄与する。 
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3. 研究成果 
「DOTS 戦略をモデルとする疾病対策導入にお

ける既存の物的・人的資源の活用の研究（須知）」

では、パキスタンにおける Lady Health Worker
（LHW）、イエメンにおけるイスラハ慈善協会

（CSSW）という住民ボランティアと結核対策の相

互関係を分析した。また、国民皆保険制度導入と結

核患者発見についてタイにおいて観察した。 
パキスタンでは PHC の担い手である LHW を服

薬パートナーとして活用しているが、患者インタ



ビューにより33人の患者中17人（51.5％）が公的

医療機関受診前に私的医療機関を受診するものの、

16人（48％）がDOTS 機関受診勧奨をLHW から受け

ていた。DOTS の患者発見・治療に貢献している。

一方、LHW、医療関係者に対するインタビューに

より、長期の治療に関与することによる患者、医療

関係者、LHW 間の意思疎通の向上、患者を治癒に

導くことによる自信の形成、記録の精度向上など、

PHC体制側の強化も示唆された。 
一方、イエメンのサナア市内 2 地区（人口 40 万

人）で、保健分野で一定の成果を上げている

CSSW と協力し、ボランティアを活用した DOTS
を開始した。現在まで 82％の治療開始後 2 あるい

は 3ヶ月の陰転化率を示し、53％であったサナ市の

治癒率の改善に貢献すると思われる。 
タイでは、国民皆保険が 2002 年に導入され、

2001 年度より 2004 年度まで、検査者数増加傾向、

陽性率減少傾向が観察された。国民皆保険による患

者の医療機関へのアクセスの改善や重点対策に選ば

れたことによる検診活動等により患者発見が向上し

ていることが示唆された。また、チェンライ県内公

立病院で 2004 年から 2005 年にかけて診断された

15 歳以上の新塗抹陽性肺結核患者（653例）を対象

とし、医療費私費扱いと診断の遅れ（症状（咳）発

現から診断までの期間が 4週より長い）との関連を

分析し、医療費私費扱いと新塗抹陽性肺結核患者の

診断までの遅れとの間に関連が見られた（オッズ比

1.3、95％CI＝1.01-1.76）。また、結核診断時点での

定住者（過去6 ヶ月の期間中半分以上チェンライに

居住した）と非定住者に分けると、非居住者ではよ

り強い関連（オッズ比 2.54、95％CI＝1.58-4.09）が

見られた。 
 
「患者発見における診断の標準化に関する研究

（藤木）」では、外部精度管理の導入についてザン

ビア、フィリピンにおいて検討し、人工喀痰を用い

たパネルスライドの作成、診断の基礎となる喀痰塗

抹検査の研修計画の標準化について検討した。 
ザンビア・ルサカ州での外部精度管理の導入から、

鏡検エラー状況を施設数の上からみると、エラー発

生皆無の施設は導入初期ではわずか 3 カ所

(3/22=13.6％)にすぎなかったが、2 年後では 17 カ所

(17/22=77.3%)に増加した。平行して、鏡検におけ

る Major Error（2 グレード以上の誤差）の発生も

5％ （19/383）から 0.7% (4/586)に軽減し、標本作

成の質も国際的な標準に近づき大きく改善された。 
フィリピンにおける外部精度管理の成績の比較か

ら、年間 500枚以下の小規模検査室の検査精度の問

題が提起されたが、再鏡検結果のフィードバックと

巡回指導により克服できることが示唆された。 
結核診断の基礎である喀痰塗抹検査の研修計画が

検討され、4 回の実習と各実習終了後に行われる研

修生作成の塗抹標本の評価と研修生の鏡検結果の、

ファシリテーターからのフィードバックが導入され

た。検査技師 49 人を対象とした研修では、塗抹標

本作成技術では、塗抹喀痰の質、標本の染色性、標

本の汚れ除去、塗抹の厚さ、大きさ、均等姓の全項

目で満足できるものとなり、Major Error が皆無と

なった。これをもとに 5～8 日間の研修計画を 5 日

間に標準化することとした。 
これら研修や精度管理に有用な人工喀痰が作成さ

れ、各グレード（1+、2+など）に調整された塗抹

標本では、実際の鏡検結果も一致し、研修において

も自然喀痰と同様に用いることが示され、より容易

に基準標本が作製出来ることが示された。 
 
「HIV まん延下における DOTS 戦略の役割の研

究（小野崎）」では、カンボジア、タイにおける

DOTS と、PHC や病院で行われている HIV ケアと

の連携を検討した。 
＜結核・エイズ公的サービスにおける普及＞ 
 DOTS 結核診断 VCT ART 

2000年初 154 150 12 0

2003年初 531 169 36 5

2005年初 1,042 180 74 17

HIV まん延下のカンボジアでは、DOTS が PHC
レベルまで拡大することにより、塗抹陽性結核有病

率低下などの疫学的インパクトが見られ、薬剤や記

録の長期管理などの新たな要素も適切な研修と巡回

指導により PHC レベルに根付いた。また、HIV 陽

性者の結核有病率が 15～20％におよび、新たな結

核発症も 10 人/100 観察人年であった。一方、全国

の結核患者の 10％が HIV 陽性で、プノンペンでは

3 割にもおよぶことが明らかとなった。しかし、

HIV 陽性者に対する結核検診の導入による結核の

早期発見、バクタの予防投与など合併症予防・治療

が普及しだしたことで、結核の治療成功率は 72％
と改善され、発見された患者の大半がより住居に近

い PHC センターで DOTS を受けられるようになっ



た。その一方で、検査、治療を含む AIDS 医療サー

ビスが県病院など上位医療機関にとどまっており、

DOTS の場である PHC レベルとのギャップが、結

核患者のVCT 受診の阻害要因となっている。 
一方タイでは、結核患者への VCT 施行率は施設

間で差があり、死亡・失敗・脱落率などの高さと

HIV検査未実施率に正の相関が見られた。 
 
「治療の標準化に関する研究（吉山）」では、ネ

パールの PHC 体制のもとで行われている標準結核

治療の、特に再治療について検討を行った。 
 DOTS により結核治療が標準化されているネパー

ルでは、初回治療は 2HRZE/6HE、再治療は

2HRZES/1HEZE/5HRE のレジメンが採用されてい

る。登録された 250例の塗抹陽性再治療例のうち、

20 例は培養陰性あるいは汚染、3例は感受性結果が

得られなかった。残り 227 例の再治療の前と後

（8 ヶ月目）、ならびに治療後 16 ヶ月まで追跡し、

以下の成績を得た。 
＜再治療開始時のカテゴリーと薬剤感受性結果＞ 

 HR感性 H耐R感 HR耐性 計 

再発 164 18 18 200

脱落後 16 2 1 19

失敗後 2 0 6 8

計 182 20 25 227

＜再治療開始時の薬剤感受性結果と終了時の培養結果＞ 

 陰性 陽性 DOTSP 不明 計 

HR感性 132 1 - 49 182

H耐R感 11 2 - 7 20

HR耐性 3 10 9 3 25

計 146 13 9 59 227

再治療 227 名中、8 ヶ月目の培養結果が得られたも

の及び DOTS Plus（表中 DOTSP）の対象となった

168 名中 146 名（87％）が陰性であり、ネパールの

場合、現在の再治療は有効であると考えられる。H
耐性 R 感性 20 例、HR 耐性（多剤耐性、MDR）25
例とその頻度が高くないことが影響していると考え

られる。 
 
「都市部における結核とプライマリヘルスケアの

研究（大菅）」では、DOTS と PHC やそれを担う

NGO の関連について、ミャンマー、バングラデ

シュにおいて分析した。 
 ミャンマーでは、近年、週 3 回の間欠療法から

FDC の導入に伴い毎日の服薬に変更され、DOT の

実施がおろそかにされ治療成績の低下が危惧されて

いる。ヤンゴン、マンダレーの両二大都市の各々3
地域において、診療所 DOT に 199 名、コミュニ

ティーDOT に 203 名、家族 DOT に 202 名、計 604
名が登録され、DOT 方式の違いによる治療開始後

2 ヶ月後の陰転化率は現時点では各々93％、93％、

94％と差は出ていない。 
バングラデシュ第 3 の都市クルナでは、2001 年

より 4 つの NGO と協力し、従来の 1 公的結核クリ

ニックから、8 検痰センター、20治療センターへと

結核サービスを拡大し、年々末端の PHC での患者

発見成績が向上し、患者発見率 20％から 37％へと

改善、それまで十分に評価されていなかった治療成

績も大部分の施設で治療成功率 80％を達成するま

でになった。ダッカの例にもあるように、都市にお

いては、公的、私的、NGO など保健医療の担い手

が多いが、DOTS 導入がきっかけになってそれらの

連携が強化され、記録・報告や評価の向上につなが

ると考えられた。 
 

 「DOTS 進展後の薬剤耐性の発現と対応に関す

る研究（倉澤）」では、中国河南省で初回治療 149
例、再治療 71 例について二次薬を含め薬剤感受性

試験を実施した。初回治療例、再治療例の耐性頻度

を以下に示す。 
＜二次薬の耐性頻度：初回・再治療別（％）、2004年＞ 

 AMK CPM ｐTH PAS OFLX 

初回 7.4 8.1 6.7 6.0 12.8

再治療 13.6 11.4 9.5 8.2 15.5

と、初回治療においても二次薬に対する高い耐性頻

度を示した。さらに、MDR の 27 例と非 MDR の

193例についてみると、 
＜二次薬の耐性頻度：MDR・非MDR別（％）、2004年＞ 

 AMK CPM ｐTH PAS OFLX 

MDR 59.3 40.7 59.3 44.4 66.7

非MDR 7.3 7.3 2.6 3.1 8.2

と極めて高い耐性頻度を示し、また、二次薬 3剤組

み合わせに対する耐性頻度も 19～44％と極めて高

く、MDR に対する二次薬の役割はきわめて限定的

であると思われる。また、1996 年、2001 年に収集

された菌株についてみても二次薬に対する耐性頻度

は増加傾向が伺われ、二次薬の役割はやはり限定的

と言える。当地では、AMK や OFLX は一般抗菌薬



としても汎用されている。近年の DOTS 導入以前

に、抗結核治療が有料かつ標準化されていないため、

この様な状況に陥ったと考えられる。 
 
「DOTS 導入の医療連携強化に及ぼす影響に関

する研究（放生）」で、日本における結核病院と保

健所の連携について、特に入院期間短縮と退院後の

DOTについて検討した。 
日本において、入院期間の短縮化、院内 DOT と

その後の院外 DOT の連携が課題とされる。国立国

際医療センター呼吸器科では、2003 年 1 月より退

院基準を改訂し、平均在院日数が 87.0 日から 62.1
日へと有意に短縮した。治療成功率は入院短縮の影

響は見られなかった。院外 DOT の施行症例数もこ

の 3 年間で新宿区保健所管内で 7、9、13 例、中野

区で 0、4、4例と順調に増加しており、両保健所と

の月例コホート会議も完全に定着した。しかしなが

ら、主に患者の感染性の有無に関する見解の相違か

らいくつかの困難な問題が発生した。保健所側は、

薬局や診療所での DOT 施行、生保での簡易宿舎入

所などは、完全に感染性がない患者しか対象にでき

ないとし、喀痰 6週培養陰性が確認された患者のみ

となった。このため、逆にこれらの患者では従来よ

りも厳しい退院基準を適応せざるをえなくなった。

これらの患者に対しては当センターにおける外来

DOT を充実させ、まず外来DOT を行い、基準を満

たした段階で保健所に移行する方策をとった。今後

は、病院、保健所、薬局、診療所など、関係者の共

通認識の醸成が必要と考える。 
 
4. 考察とまとめ 

DOTS 戦略の柱の一つである医療従事者や保健ボ

ランティアが患者の服薬を直接確認し支援すること

（直接服薬確認）は、保健サービスへのアクセスが

困難な途上国においては常に課題であった。その克

服のため、パキスタン、イエメン、ネパール、バン

グラデシュなどでは、PHC の担い手である公的、

地域、NGO を問わず様々な組織のボランティアや

施設の活用が試みられ、治療成績のみならず患者発

見の向上に寄与してきた。一方、それらボランティ

アにとっては、結核という長期治療を要する疾患を、

日々患者のお世話をし治癒せしめるという経験を通

して、住民、患者、医療関係者との連携の強化や記

録・報告の向上をもたらした。 
また、DOTS 戦略で試みられた喀痰塗抹検査の研

修の標準化や外部精度管理の導入は、PHC レベル

に精度の高い診断技術と検査室への信頼をもたらし

た。その方法論、例えば毎日の実習後に行われる研

修生作成のスライドの質や検査結果の評価とその

フィードバックは、他の疾病の研修でも応用可能と

思われる。そして、標準化された抗結核薬の組み合

わせと治療期間の導入は、PHC レベルでの結核治

療を可能とし、直接服薬確認の導入と共に薬剤耐性

の発現を防止することが出来た。しかし、DOTS 戦

略の PHC レベルへの普及が遅れ、病院などでの有

料治療や抗結核薬の一般抗菌薬としての汎用が見ら

れた地域では、薬剤耐性が多く発現していることも

明らかとなった。PHC レベルにおける早期、確実

な DOTS 戦略の普及が重要であることも確かであ

る。 
以上の例のように、PHC と DOTS 戦略は相互に

依存、寄与しており、PHC の活用は DOTS 戦略の

質を高め、その一方で、DOTS 戦略における診断や

治療における標準化と単純化は、PHC レベルにお

ける他の疾病対策の戦略形成に応用可能で、研修や

巡回指導などの DOTS 戦略の普及手法が PHC 体制

拡充に寄与すると考えられる。 
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