
要 旨

結核の根絶期に近づいてきた国々では，それ

まではみえなかった問題が現れ新たな挑戦が求

められる。問題とは，潜在的結核感染者や結核

患者の外国からの流入，そして特別な結核ハイ

リスクグループの出現である。これらの問題は

自国出生人口からの結核罹患が減少するにつ

れ，その重要性を増すことになる。

そこで，WHO，IUATLDおよびKNCVに

よるワーキンググループは，先にWHO／

IUATLDのワーキンググループにより出され

た勧告を継承し，結核低まん延国（low tuber-

culosis incidence countries）に向けての新たな

結核対策の枠組みを提示した。

低まん延国では，広範囲にわたる有効かつ実

行可能な介入が求められる。

１）すべての患者に対して迅速な発見と確実な治

療を行い，不必要な死亡を防止する全般的結

核対策

２）新たな結核感染の減少を目的とする総合的対

策戦略（リスクグループの管理および施設内

での感染伝播防止）

３）結核既感染者の減少を目的とする結核根絶へ

向けた戦略（集団感染の管理および特定集団

または個人に対する化学予防の提供）

政府および私的機関の結核根絶に向けての関

与，有症状受診者からの効果的患者発見と特定

グループへの積極的患者発見，感染者および発

病者への標準治療，結核の診断と治療を受ける
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権利，予防（例：特定集団への健診およびBCG

接種），サーベイランスおよび治療成績のモニ

タリング，以上が本稿で述べる新たな枠組みの

下で進められる結核対策を履行するための必須

事項である。

WHOによる効果的な結核対策の
枠組み，そしてヨーロッパでの
枠組みに必要とされるもの

１９９４年，WHOは「効果的な結核対策に向け

ての枠組み（フレームワーク）」を発表した。

これは結核高まん延国における結核対策戦略，

包括的結核政策，技術面での要所をまとめたも

のである１）。この「WHOフレームワーク」の

内容は，WHOの勧告する結核対策戦略

「DOTS」を五つの基本要素に要約したもので

ある２）３）。

�結核対策への政治的関与
�細菌学的根拠（喀痰塗抹顕微鏡検査）に基づ
く診断と，保健サービスを求めてきた有症状

者からの患者発見

�適切な患者管理の下で行われる直接服薬確認
を含めた標準短期化学療法

�標準抗結核薬の途切れのない供給
�治療成績の評価のための報告ならびに登録制
度の確立と管理４）５）

さらに，この内容は国家結核対策においてな

にを最優先させるかという点において，国際的

な合意を得ることに貢献した。最優先課題は，

感染性患者を迅速に診断し確実に治癒させるこ

とにより４）６），患者が共同体内で感染源となる期

間を短縮し７），さらに薬剤耐性の発現リスクを

抑えることである８）。

ところで，「WHOフレームワーク」１）は結核

高まん延国向けに作られたものであり，ヨー

ロッパの結核低まん延国で応用するには必ずし

も十分なものとは言えない。なぜならば，ヨー

ロッパの国々で利用可能な先進的な技術や資源

を用いるならば，「WHOフレームワーク」に

あるよりも，より積極的な取り組みが可能とな

るからである。WHOによる結核対策の枠組み

は結核制圧の最重要の要素に重きを置いて作ら

れており，結核根絶に向けた戦略に着手すると

きの重要な要素は対象外としている９）。

すでに，ヨーロッパの先進工業国ではその技

術を用いて結核罹患率の低下を達成している

が，現在のところ，このような結核低まん延国

における結核対策の必須事項をまとめた公的な

報告書は作られていない。

そのため，WHO，IUATLD，KNCVの共同

でオランダのWolfheze において９０年より一

連のワークショップを開催してきた。このワー

クショップの目的は，結核対策専門家と各国の

保健省代表者の協力により，ヨーロッパの結核

対策の新たな指針を与えることであった９）１０）。

結核低まん延国の結核対策についての第３回

ヨーロッパワークショップ（Wolfheze，９７年）

で，結核根絶期に近づいている国も含めた結核

低まん延国のための新たな結核対策の枠組み作

りについて，その必要性と実行可能性が検討さ

れた９）。ワークショップでは，もしこれらの

国々でさらなる行動をとることがなければ，結

核根絶期に達成するために５０～６０年を要する

と推定された９）。

このような背景の下にヨーロッパの結核低ま

ん延国は，結核根絶達成のための新たな対策の

枠組みが必要であるとの認識を共有することと

なった。なお，この枠組みはWHOの提唱する

結核対策の世界戦略とも併立するものであるこ

とは言うまでもない。

本稿で示すヨーロッパの結核対策の枠組みで

は，以下の点を特に強調している。

１）政府による政治的関与を喚起・強化する

特に各国の保健省に対し，政策設定および活

動の優先順位の変更を要求する

２）結核対策の当局および専門団体に対し，枠組

みの各要素をその活動に組み入れ，各地域の
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疫学的，社会経済的状況に適切に応用するよ

う奨励する

３）医学，公衆衛生，看護，検査室職員に対し，

結核根絶期の対策において特に必要とされる

要素を示すための教育プログラムを援助する

定 義

以降の共通理解のため，本稿で用いられる定

義を示す。幾つかはすでに示されたものである

が，そのほかは新しくこのヨーロッパでの枠組

みのために提示されたものである。

１）潜在的感染（Latent infection）：潜在的

減染（潜在的結核菌感染または潜在的結核感

染）とは，結核発症時に現れる明らかな臨床

的，細菌学的またはＸ線上の所見がない潜在

性の結核菌感染をいう９）１１）。典型的な例は，

胸部Ｘ線像は正常でツベルクリン反応（ツ反

応）が陽性の者である。すでに発病した結核

患者と接触したことが明らかである者が多い

２）結核症（Tuberculosis）：結核症は，臨

床的に明らかに結核の発症と診断された者

で，細菌学的な確認のほかにＸ線所見から

の診断も含める９）

３）結核低まん延国（Low tuberculosis inci-

dence countries）：結核低まん延国は全

結核の粗患者届け出率が住民人口１０万人対

で１０未満であり，かつ減少傾向にある国を

指す９）。ただし，ここで示す枠組みの目的

上，本稿では人口１０万人あたりの粗患者届

け出率が２０未満であるヨーロッパすべての

国も含めることとする

４）結核根絶（Tuberculosis elimination）：

結核根絶とは，全人口において年間の新発

生感染性患者（喀痰塗抹陽性患者）が住民

１００万人あたり１人未満になった時点をい

う９）

５）結核対策 戦 略（Tuberculosis control

strategies）：結核対策戦略の目的は，感

染源となる患者を可能な限り迅速に発見し，

効力のある治療を通じて感染力を奪い，新

たな結核菌伝播者の発生を減少させること

を目的とする

６）結核根絶戦略（Tuberculosis elimination

strategies）：結核根絶戦略には，潜在的結

核感染者の減少を目的とする要素も付加され

る。例えば，潜在的感染から臨床的結核発症

へと進展するリスクが高いと考えられる者へ

の化学予防である

７）化学予防（Preventive therapy）：化学予

防とは，潜在的結核感染者に対し，臨床的結

核発症へと進展するリスクを減少させること

を目的とする治療である９）

８）結核発症のリスク要因（A risk factor for

tuberculosis）：結核発症のリスク要因と

は，潜在的結核感染者において，その要因を

もたない者に比べてその存在が発症のリスク

を増大させる要因のことをいう１２）

９）ハ イ リ ス ク グ ル ー プ（High―risk

groups）：ハイリスクグループとは，人口

中，結核感染にさらされるリスクの高い集団

をいう（恣意的ではあるが，人口１０万人対

にして届け出率が１００を超える集団９））。ただ

し，国によってはこのリスクの評価は，絶対

的な値の評価よりも相対的な評価が好ましい

１０）結核確定患者（Definite cases of tuber-

culosis）：結核確定患者とは，結核菌が培

養検査で確認された患者をいう６）。積極的患

者発見とは結核症または結核感染を臨床的検

査，Ｘ線検査および補足的にツ反応検査によ

り計画的に発見するものである９）。保健サー

ビスが必要で来診した有症状者からの患者発

見は，有症状者の自発性に依存することにな

る

１１）治癒（Cured）：結核確定患者の治癒とは，

患者が処方された治療を完了し，治療維持期

において少なくとも１回の培養陰性が証明さ

れたものと定義する
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１２）治療完了（Treatment completed）：治

療を完了したが，細菌学的証明（培養陰性）

が得られなかった患者は治療完了と定義する

１３）治療成功（Treatment success）：治療

の最終結果が治癒または治療完了の場合，合

わせて治療成功という

１４）治療失敗（Treatment failure）：治療失

敗とは，患者が治療開始５カ月以内に菌陰性

化しなかった場合，または陰性化後再び培養

陽性となった場合をいう

１５）死亡（Death）：死亡には治療期間中のい

かなる原因による死亡も含まれる

１６）治療中断（脱落）〔Treatment interrupted

（default）〕：治療中断は，患者が２カ月以

上治療を中断した場合，または標準６カ月治

療が９カ月以内に完了しなかった場合をいう

１７）転出（Transfer out）：結核患者が他地区

に移転し，それ以降の治療に関する情報が次

の医療機関から得られなくなった場合を転出

という４）

治療成績の６分類，治癒，治療完了，治療失

敗，死亡，治療中断，転出は必須であるが，例

えば結核死など細分化も有用である。初期に信

頼性の高い薬剤感受性検査によって多剤耐性菌

と同定され，二次抗結核薬による治療が開始さ

れた場合でも，最初の治療は治療変更をした時

点で治療失敗と定義される。このような患者は

治療成績を区別して評価するために，再登録を

行い新しいコホートに組み入れなければならな

い。

ヨーロッパにおける結核対策の
ための新たな課題

多くの先進工業国は過去５０年，結核の高ま

ん延国から低まん延国になることに成功した

が，その結果として現在非常に特有な問題と課

題に直面している。これら個々の問題と課題

は，以下の事象の帰結によって起こってきた。

�自国出生人口における着実な結核罹患の減少
が起こる

�他国からの結核患者および潜在的結核感染者
の流入が，相対的にも絶対的にもその重要性

を漸次的に増加する１３）１５）１６）（図１，２，３：

V. Romanus，スウェーデン感染症対策研究

所，スウェーデン，ソルナ，個人提供）

�結核発病に特にリスクの大きい人々が出現す
る〔ヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染患者，

住居不定者，ある状況下での囚人など〕

�薬剤耐性結核菌，特に多剤耐性結核菌（少な
くとも INH，RFP２剤に耐性をもつ結核菌）

の東ヨーロッパ諸国からの流入が起こる１７）１９）

（ヨーロッパにおける疫学的指標値と薬剤耐

性に関しての情報を表１にまとめた）

２０世紀ほとんどのヨーロッパ諸国において，

自国出生民からの結核は劇的に減少した１２）。し

かし９０年代において，それまで順調に低下し

てきた結核患者の届け出数が，それまでほどに

は減少せず，あるいは減少が停滞するという状

況がヨーロッパのいくつかの国で起こった１８）２０）。

９８年，アンゴラ，デンマーク，イスラエル，

ルクセンブルグ，ノルウェー，スウェーデン，

スイス（外国生まれの割合），オランダ（外国

市民の割合）では，結核届け出者のうち移民の

割合が５０％を超えた１６）。この現象は，結核高

まん延国から低まん延国へ世界的に増加してい

る移民の流入で特に際立つこととなった２１）。

HIV感染の危険が高いグループ〔コマーシャ

ルセックスワーカー（CSW），注射薬物濫用者，

囚人など〕は，一般人口に比べて高い結核罹患

率となっている。

また地域共同体での結核が減少するにつれ，

ハイリスクグループの存在が浮上し，これらに

的を絞った介入が求められる。さらに，多剤耐

性結核患者の治療と管理という新たな課題が浮

上しており，医療施設，政策，資源に関して相

当の努力を費やすことになるだろう１７）１９）２２）。

結核疫学の世界的動向から示されることは，
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管理の失敗 
治療中断 

担当件数の不安定な変動 
文化的障壁 
転出 

ヨーロッパの結核低まん延国における共通の結

核対策政策と行動こそが，ヨーロッパからの結

核根絶を前進させるということである９）。

結核根絶戦略の照準

結核根絶戦略の定式化にあたっては，一般住

民の結核感染の動態を理解することが必要であ

る。この動態で中心となるのは，潜在的結核菌

感染者である。このことは３０年前より認識さ

れていた２３）。結核制圧および根絶戦略は，新た

に潜在的結核感染者を生み出さず，減少させる

ことに照準を定めなくてはならない。これによ

り，将来の結核患者発生の源となる結核感染者

の減少を図るためである。そのためには二つの

異なるアプローチが必要である。一つは新たな

結核感染を減少させることであり，もう一つは

結核発症へと進展の可能性のある潜在的感染者

を減少させることである。

ヨーロッパの結核低まん延国の自国出生人口

では，高齢者層で最も高い潜在的結核感染率を

示す２４）。これは，高齢者は結核感染危険率の高

かった時期に出生していることに加え，高齢で

あるほど感染を受ける累積確率も高くなるから

である。一方，若年者層では既感染率が非常に

低く感染を受ける危険もともに低い。人口全体

図１ 出生国別結核患者報告数

Ａ．スウェーデン（１９８４～１９９６年） B．デンマーク

○：外国生まれ，●：スウェーデン生まれ（文献１４）のデータを用いた１３）からの図を修正），■：デ
ンマーク生まれ〔文献１５からの図を修正（T.Lillebaek，国立血清研究所，コペンハーゲン，デンマー
ク，個人提供）〕

図２ 結核制圧と根絶に向けての問題点と課題 図３ 結核制圧と根絶に向けての問題点と課題
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で感染危険率が下がり続けるなら，時間の経過

とともに各世代はより感染率の低い世代に置き

換わっていく。これを確実にするには新しい世

代の感染の危険を最小にすることが重要で，そ

のためには感染の伝播者である感染性患者の早

期発見・治療が必須である。さらに，すでに感

染した者に対しては結核発症への進展を防ぎ，

次の感染源となることを防がなくてはならな

い。ヨーロッパからの結核の根絶を進めるた

め，このアプローチの組み合わせが勧告され

る。

結核の制圧と根絶へのアプローチ

結核低まん延国における結核対策の基本的戦

略は，特に感染性をもっている菌陽性患者に対

して，高い患者発見率と高い治癒率をもって結

核の伝播を最小にすることに照準を定める。こ

れは，９４年WHOによる「効果的な結核対策

に向けての枠組み」において提唱されているも

のである１）。

さらにより積極的な取り組みとして，以下の

事項が最も重要な追加要素である。

１）迅速な患者発見と治癒となるまでの治療を確

実なものとし，回避しうる結核死亡を防止す

る

２）リスクグループの管理と施設内感染の予防策

により，新たな結核感染者の発生を減少させ

る

３）集団発生の管理と特定のグループや個人に向

けての化学予防により，結核菌感染者の発生

を減少させる

すべての結核患者に対しての確実な
治療と回避しうる死亡の防止

すべての結核患者に対して，苦痛と不必要な

死亡を減少させるため，迅速な診断と治療を行

うことは臨床医の義務である。しかし，診断技

術と効果的な治療法があるにもかかわらず，死

亡に至るまで（結核が直接の死因であるないを

問わず）結核の診断が行われずにいる人々が

ヨーロッパにはいまだに存在する１４）２５）２６）。結核

の発生が減少したことによって，臨床の場では

結核の疑いをもって診断にあたることも減少

し，現場における専門教育の継続の必要性が指

表１ サーベイランスおよび薬剤耐性データの概要

国＊１ 登録情報
対象年

人口１０万人
対登録率１６）

人口１０万人対
培養陽性
肺結核登録率１６）１８）

外国出生
患者割合（％）１６）

薬剤耐性
情報対象年１６）１７） INH耐性（％） 多剤耐性（％）

チェコ １９９８ １７．６ ９．２ ６ １９９９ ３．２＊５，６ １．６＊５，６

デンマーク ９８ １０ ８．４ ６５ ９８ ６．１＊５ ０．５＊５

イングランドおよびウェールズ ９８ １０．５＊２ ６．３＊２ ４８＊２ ９７ ５．０＊５ ０．８＊５
北アイルランド ９８ ９７ ２．４＊５ ０．０＊５

スコットランド ９８ ９７ ３．７＊５ ０．３＊５

エストニア ９８ ５７．２ ３７．５ １４ ９８ ２６．０＊５ １４．１＊５

フィンランド ９８ １２．２ ６．６ ８ ９７ ４．６＊５ ０．０＊５

フランス ９８ １１．０ ２．８ ２４＊４ ９７ ３．６＊５，６，７ ０．０＊５，６，７

ドイツ ９８ １２．７ ７．３ ３２＊４ ９８ ６．２＊５，６，７ １．３＊５，６，７

イタリア ９８ ８．４ ３．９ １７＊４ ９８／９９ ５．６＊６ １．２＊６

ラトビア ９８ ９０．０ ５１．８ ３ ９８ ２８．１＊５ ９．０＊５

オランダ ９８ ８．６ ４．４ ６０＊４ ９６ ６．３＊５ ０．６＊５

ノルウェー ９８ ５．５ ４ ５３ ９６ ８．０＊５ ２．２＊５

ポーランド ９８ ３４．４ １９．４ ９７ ２．７＊５，６ ０．６＊５，６

ロシア連邦（トムスク州） ９８ ８２．７＊３ ９９ １９．４＊５，６ ６．５＊５，６

ロシア連邦（イワノヴォ州） ９８ ９８ ２２．１＊５ ９．０＊５

スロヴァキア ９８ ２３．８ １３．７ ０ ９８ ２．０＊５，６ ０．３＊５，６

スロベニア ９８ ２２．５ １７．４ ０ ９７ １．０＊５ ０．７＊５

スペイン ９８ ２２．９ ６．５ １ ９８ ２．２＊６，７，８ ０．３＊６，７，８

スウェーデン ９８ ５．０ ４．１ ６０ ９７ ５．６＊５ ０．６＊５

スイス ９８ １０．３ ８．３ ５５ ９７ ２．８＊５ ０．０＊５

＊１ 治療歴別薬剤耐性情報判明国に限定
＊２ イングランド，ウェールズ，北アイルランドおよびスコットランドを併せたもの
＊３ トムスク州とイワノヴォ州を併せたもの
＊４ 外国籍市民
＊５ 全例または無作為抽出調査
＊６ 質問票式調査
＊７ 定点調査
＊８ バルセロナ市のみ
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摘された。

新たな結核感染者発生の減少
地域社会で潜在的な感染源となっている者を

可能な限り早い時期に発見し，感染伝播の鎖を

断ち切ること，これこそが地域社会での新たな

結核感染者の発生を最も効果的に減少させる手

段である。

リスクグループの管理
国によって状況がかなり異なるが，ヨーロッ

パにおいては結核患者の多くが，高い潜在的結

核感染者（既往歴のある者を含む）の割合を有

するグループから発生している。これらのグ

ループとして，結核高まん延国からの移

民１６）２１）２７）～２９），少数民族３０）３１），刑務所・拘置所３２）３３），

病棟３４）～３７），老人保健施設・ホームレス用シェル

ター３８）～４０），高齢者１０），最近発症した患者の家族

接触者が挙げられる。リスクグループの管理に

は，発症者および潜在的感染者に対し，受動的

患者発見を越えてより積極的な患者発見が含ま

れる。積極的な患者発見には，効果的な治療と

適切な化学予防の双方を提供できることが必要

である。

施設内感染の防止
刑務所や拘置所，病院，老人保健施設や老人

ホーム，ホームレス・移民用シェルターといっ

た施設内での感染（施設入居者および施設ス

タッフに対して）を防止することは，ヨーロッ

パにおける公衆衛生上の優先事項である。入居

者・スタッフに対し，胸部Ｘ線検査とツ反応検

査による積極的健診など管理上の手法を検討す

るべきかもしれない。

結核既感染者の減少
結核低まん延国における結核制圧に向けての

戦略は，潜在的結核菌感染者の減少，特に結核

発症へと進展するリスクの高いグループでの減

少に照準を定める。最近結核患者と接触し感染

した者９），HIV感染者３４）～３６）４１），過去に結核未治

療で自然治癒し線維性病巣を有する者４２），など

がこのグループに含まれる。

集団発生の管理
最近感染を受けた者のうち重要なグループと

なるのが，結核集団発生において共通の感染源

から感染を受けたと考えられる人々である。こ

のような状況では，感染源となった患者の他者

への感染性がはっきりしているからである。集

団発生の管理においては，まず最近ほぼ確実に

感染を受けたと考えられる者を発見し確認する

ことが重要で４３）（最も近い家族接触者またはそ

れに準ずる者から始め，必要であれば同心円状

に拡大していく），続いて，発見された感染者

への適切な治療と化学予防が求められる４４）。

DNA指紋法（RFLP分析法）の技術は，感染

源の同定および「流行集団」の同定により集団

発生の管理の向上へと道を開いた。さらに，こ

の技術は自国出生人口に対しても，発病が過去

の感染からの内因性再燃によるものか最近の感

染によるものかの研究にも用いられてい

る１０）１６）２７）２８）３４）～３６）４７）。

特定の集団または個人に対する
化学予防の適用

前向き臨床試験による多くの結果により，１

年間の INH投与による化学予防が潜在的結核

感染者の発病リスクを低減させることが示され

ている４２）４４）４８）～５４）。

ヨーロッパの枠組みを
実施するために必要なこと

結核低まん延国で効果的な結核対策を維持

し，結核根絶を達成するためには以下の事項を

含む結核政策が必要である。

�政府および民間機関の結核の制圧，根絶に向

11資料と展望 No.44 2003.1



けての関与

�保健サービスを求めてきた有症状者からの患
者発見と，特定グループからの積極的患者発

見

�結核の診断と治療サービスを受ける権利
�結核発病者，感染者への標準的治療
�サーベイランスおよび治療成績のモニタリン
グ

結核根絶へ向けての
政府と民間機関の関与

政府の関与なしに効果的な結核制圧さらには

最終的な結核根絶を達成することはできない。

政府の関与とは以下の事項である。

�結核の治療および対策に必要な基本的なイン
フラの供給（財源，人材，施設など）

�効果的な技術に対しての国家的なリーダー
シップの発揮

�結核制圧および根絶へ向けて，必要な活動を
支援する適切かつ法的な枠組みの整備

政府はこれらの手段を用いて民間組織と共同

しながら，首尾一貫した合意の下に作られた結

核対策および結核根絶政策を進めていかねばな

らない。この政策には以下の事項が含まれる。

�高率かつ適切なときに行われる患者発見およ
び高い治療成功率の維持

�リスクグループの管理
�集団発生の管理
�施設内感染の防止
�化学予防の供給
リスクグループや集団発生の管理，施設内感

染の防止および化学予防の供給・実施のための

ガイドラインを整備しなくてはならない。整備

は国内の疫学状況および費用対効果の評価に基

づかねばならない。また，この対策に従事する

職種の安全のためのガイドラインを作成配布

し，その適用を監視することも必要である。

枠組みを実行，維持していくためにかぎとな

る技術的な運用には以下の事項が含まれる。

�結核制圧および根絶のための国家的スキーム
�国家的結核対策の政策
�国家的な結核のためのネットワーク
�法的な枠組み
�人材の養成，確保
�健康教育
�調査，研究
�ヨーロッパ内および世界的な協力

結核制圧および根絶のための
国家的スキーム

結核制圧および根絶への国家的スキーム（国

によっては明確に「計画」と定義される）は，

結核対策を確実なものとするため結核低まん延

国においても必要とされる。結核罹患率の減少

に伴い，従来の「縦割り」のアプローチによる

結核対策は維持できなくなった。ヨーロッパの

多くの国では，７０年代に古い国家結核対策が

消えて，新しい統合型のアプローチへと変わっ

た。新しいアプローチのかぎとなる活動は，専

門家からなる中心的グループが計画，調整，監

督，評価しなくてはならないことである。なぜ

なら結核罹患の減少によって，結核管理，対策

を専門に研究する人材が少なくなったからであ

る。ただし非政府組織（結核専門機関，学術学

会など）に限らず，政府機関にもそれ相当の専

門家は必要である５５）。

国による活動チームでは，その活動にあたる

責任者をはっきりさせておかなければならな

い。またチーム内ではその下の構成にあたる活

動（サーベイランス，予防，検査室のネット

ワークを含む診断，治療）間のバランスを取ら

ねばならない。結核制圧および根絶への国家的

スキームの設置（再設置）には，中央の調整役

と国の専門家チームが必要となる。これによ

り，各地域で結核制圧と結核根絶への活動に直

接，間接に関与する専門家・専門団体への指導

が可能となり，団体，個人間のネットワークへ

の支援が可能となるからである。
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国家的結核対策政策
優先課題の急速な変化に即応するため，総意

に基づいた結核対策政策を策定し途切れなく更

新できるようなシステムを構築することが非常

に重要である。「国家結核政策委員会」の設立

には深慮が必要であり，難民や亡命者，HIV

感染者，囚人などの支援・対応団体のような結

核対策と利害関係をもつ主要な団体の代表者を

含まねばならない。また，委員会は幅広い総意

を得ると同時に専門的判断と現場の経験も取り

込むようバランスの取れたものでなければなら

ない。結核対策の国家スキームは主に技術的側

面からの編成になっているが，政策委員会はバ

ランスを取るため，技術，政治そして行政から

のメンバー構成となる必要がある。委員会は非

政府組織，学術団体の代表とともに，政府の所

轄部局の長から構成されるべきである。ヨー

ロッパの幾つかの国では，結核制圧と根絶への

活動は地域レベルで組織されている。地域レベ

ルにおいての国家結核対策政策の実行について

は，精度管理システムを開発し，そこで評価を

行い（もし多くの専門分野にわたるのであれば）

外部評価により補完する。専門家が異なった地

域や国で活動するならば（政府または非政府機

関員として），外部評価委員として機能できる。

これらの国家結核制圧と根絶のための政策につ

いてのガイドラインは，科学的根拠に基づいて

作成されねばならない。

国内結核ネットワーク
財源，人材，設備の点で国内結核ネットワー

クの（再）構築および維持は，最も重要な生命線

とも言えるものである。細菌学的検査施設や専

門的看護支援はこのネットワークで不可欠な部

分である。政府および民間組織はこのネット

ワーク内で協力しなければならない。このネッ

トワークは国家的スキームの中で認められ位置

付けられたもので，国家結核対策に基づきそれ

ぞれの結核対策活動に責任をもつものである。

法的枠組み
政府による関与の一つの側面が法的枠組みの

整備である。政府は結核制圧と根絶のための活

動を法律制定により支援する。法的枠組みに

は，法律，通達，事務連絡，また各国独自の制

定法が含まれる。適切な法的枠組みとは，結核

制圧と根絶における優先課題の変更に即座に応

えることができるよう柔軟な更新ができるもの

である（例えば，法律ではその制定と政治的承

認に時間を要するが，事務連絡であれば技術的

機関の承認のみでよい。）ヨーロッパ各国にお

ける法的枠組みの必須事項には以下が含まれ

る。

�結核患者届け出の義務６）

�すべての患者（不法移民も含む）に対する結
核診断と治療の無償提供２１）２２）５５）

�自由市場でのRFP使用の制限５６）

これらに加えて，リスクの高い特定グループ

の健診プログラムや，非協力的な患者（指示さ

れた治療を拒絶するなど）がいる場合，公衆を

守るための方法が，各国の法律に従い検討され

るべきである。

人材の育成
結核制圧と根絶に直接携わるスタッフ（対策

職員，保健師，胸部専門医師，細菌学者）と間

接的に携わるスタッフ（亡命者や囚人などの治

療にあたる医師や看護師）に，結核制圧および

根絶についての適切な教育を在学中および卒業

後にも充実させなければならない。これは，大

学，研修施設，専門団体およびその他の非政府

組織と共同し，国家プログラムと国家政策の枠

組みに沿って行われねばならない５５）５７）。医学部

および看護師養成学校（大学）での適切な教育

には以下が含まれる。

�基本的専門知識
�治療・看護の提供でそれぞれの専門分野に求

13資料と展望 No.44 2003.1



められる技術と姿勢，意思決定，コミュニ

ケーション

�共同体で求められるリーダーシップとマネー
ジメント

�教育戦略
�実習のためのガイドラインの開発
�正規研修後の教育機会の継続５７）

社会的，文化的に結核に関心の高い状況が結

核患者の迅速な診断と効果的な治療には必須で

ある（特に移民の間では）。そのため共同体の

リーダーとコンタクトを取ることは，患者との

最初の接触から最終的な治癒までを管理するた

めの中継と支援を確実なものとする。

ボランティアベースの直接服薬確認治療

（DOT）に参加を得るため医療従事者ではな

い人々への（慈善団体，宗教団体，退職者，ボ

ランティアなど）任務に就きながらの教育も計

画すべきである。

健康教育
結核制圧と根絶への活動を促進するため，現

代的な健康教育のための教材（パンフレット，

ビデオなど）の開発が必要である。外国人コ

ミュニティーのリーダーは母国語の教育用教材

の開発に協力するべきである。それぞれの文化

に合わせた教材は，健康管理の専門家と結核患

者，その家族やコミュニティーとの信頼できる

意思疎通の手段となり，計画，評価を行うため

の総合的アプローチの一部分となる。結核対策

担当者はこのような手段を構築，実行しそして

その評価を行うために，社会学者の協力を求め

ねばならない５８）。患者，医療スタッフへの教材

の企画，印刷，配布には，国による専門家チー

ムの意見を取り入れ，地域，国の要求を満たす

ものにしなければならない。

研 究
結核制圧および根絶のための政策の実行，あ

る種の介入，新たな技術・ツールの導入がおよ

ぼす影響の評価は，実務的，疫学的研究により

裏付けられねばならない。優先順位として結核

対策の実務面に焦点を当てた研究計画が急務で

ある。これには次のような例が挙げられる。薬

剤耐性情報を検査室とサーベイランスの双方か

ら届け出る登録システムの構築。全国規模の治

療成績モニタリングシステムの構築。なおこの

モニタリングシステムでは以下の事項を取り込

む必要がある。

�結核患者人口の特定集団において，どれくら
い治療が厳密に行われているか

�移民集団でどれくらい化学予防および治療が
行われているか

�健診の結果がどれくらい報告されているか
�国家HIV対策活動などほかのプログラムと
の協力がどれくらい行われているか

�特に健診の費用対効果はほとんど評価されて
おらず，緊急を要する

ヨーロッパ間および国際的協力
結核は世界的問題である。結核高まん延国は

結核対策にあまりに多くの問題を抱えており，

それらの国々から結核患者（および感染者）の

低まん延国への流出が起こっている。したがっ

て低まん延国では，高まん延国の結核対策プロ

グラムと協力関係を保つことによって，専門的

な結核管理と対策を維持，増大されねばならな

い。加えて，ヨーロッパ内外の専門家による同

僚評価（peer review）といった独立した監査

を行うことで，専門性の向上，プログラムのモ

ニタリングの改善，結核対策には世界的アプ

ローチが必要であることの意識作りに貢献する

だろう。ヨーロッパの結核根絶は，低まん延国

による高まん延国の結核対策への世界的アプ

ローチへの協力なくしては達成不可能である。

データバンクに保管された結核菌DNA情報に

よる分類を基にした国際的集団発生を発見する

サーベイランスもヨーロッパにおける協力の一

つの要素である。
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保健サービスでの有症状受診による
患者発見および特定グループへの
積極的患者発見

結核罹患率の減少に伴い迅速な結核患者診断

のためには，検査室の質の高いサービスと保健

サービスなどでの医療専門家および補助スタッ

フの結核への敏感度が要求される。

保健サービスでの有症状受診による患者発見

は，一般的に最も費用対効果で優れていると考

えられる。患者発見方針の基本であり，有症状

受診者からの発見に限るよう示されたが，結核

低まん延国ではより積極的なアプローチも正当

化される。一般住民に比べて罹患率の高い特定

集団（国の専門家チームにより明確に特定され

た）には，積極的患者発見が行われるべきであ

る。特定集団は費用対効果による評価を経て選

択されることが期待される。しかし残念なが

ら，積極的健診の対費用効果分析はヨーロッパ

においていまだ行われていない。

診断と治療成績のモニタリングは可能な限り

細菌学的確認によるべきである。ヨーロッパで

は結核患者の確定は培養結果に基づいている６）。

検査室は，標準化的薬剤感受性試験の方法を用

い，国内および国際的に認定された試験を含む

精度管理プログラムを実施しなければならな

い５９）。特に喀痰塗抹陽性患者の新規発生が減少

している場合には，直接塗抹顕微鏡検査の基準

を最良に保つために，その精度管理テストも開

発されなければならない。同様に胸部Ｘ線検査

や病理学（組織学）の精度管理プログラムも企

画されるべきである。

発病と感染の治療のための
標準的アプローチ

高い治癒率を維持するための最終目標は，最

新の標準化学治療を完了することである。６カ

月の治療方式が最も効果的であるとされる６０）６１）。

この治療方式は結核の根絶期に向かうほとんど

の国で適切なものである２２）６０）～６２）。しかしなが

ら，全体的な薬剤耐性の状況や国内で最も重要

なリスクグループの状況によっては，一次治療

薬に対する国の指針にも影響が出るだろう６３）。

多剤耐性結核患者の治療は，薬剤感受性試験

の結果に基づいて感受性をもつ少なくとも２

剤，望ましくは３剤による治療が勧告される。

多剤耐性結核患者は以下の条件を満たす専門的

施設に紹介すべきである。

�薬剤耐性結核の臨床の専門家とともに，技能
面やバイオセーフティーの基準が認可された

検査施設をもつこと

�患者から医療スタッフヘの耐性菌の伝播を防
ぐ適切な手段（例えば陰圧室）を有すること６４）

�患者の治療を確実にするとともに副作用を早
期に発見し管理するために，治療の強化期，

維持期を通じて，患者の集中的なモニタリン

グ（さらにすべての治療は通常DOTによる）

を行っていること８）２２）６２）

DOTの方針として，少なくとも治療の厳守

が疑われる患者に対しては行うべきである。ま

た，治療の強化期ではすべての患者にDOTが

行われることが勧められる８）。

本稿により示された原則および勧告に従って

選択された対象への化学予防は，結核根絶期に

向かっているヨーロッパ各国において必須のも

のである。処方および運用上の戦略については

国家レベルで入念に検討し，勧告については臨

床試験による根拠に基づいたものでなければな

らない４２）４４）４８）～５４）６５）。

BCG接種方針についての再検討も必要であ

る。幼児に対し，粟粒結核と結核性髄膜炎およ

び結核死からの防護に関して，BCGの効果の

根拠は数多く示されている。ただし，その他の

状況においての予防効果についてはさまざまで

ある。したがって，結核低まん延国でBCGを

続けている国では費用対効果を評価することが

重要である。評価には，副反応の頻度，全体接

種を中止した場合の選択的BCG接種プログラ
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ム（方針）の必要性を含める必要がある６６）。

結核の診断および治療サービスの
利便性について

一般的にヘルスケアの提供においては，なか

でもとりわけ結核対策に関しては，次のことを

念頭に置いておかねばならない。すなわち，結

核は人口で最も貧しい集団を襲っているの

で３１），結核のサービスは無償または包括的な保

険体系によって補償されねばならない。結核患

者のうち外国出生者の割合が増えているため，

結核根絶政策を成功に導くためには各文化に合

わせた結核サービスが必須となる１０）２０）５８）。さら

に，結核およびHIVへのサービス間の協力が

国家レベルから地域レベルに至るまで推奨され

る。すべての結核患者に平等なヘルスケアを保

証するには，一般市民，軍および刑務所のヘル

スサービス従事者間の緊密な協力が必要であ

る。

サーベイランスと治療成績の
モニタリング

サーベイランスおよびモニタリング
システムの管理

Wolfheze で合意を得た以下の文書において，

ヨーロッパの結核低まん延国におけるサーベイ

ランスとモニタリングのための基本的な構成要

素が示されている。

�ヨーロッパにおける結核サーベイランス６）

�ヨーロッパにおける標準化された結核治療成
績のモニタリング４）

�ヨーロッパにおける抗結核薬剤耐性サーベイ
ランスの標準化５９）

サーベイランスとモニタリング

サーベイランスと結核対策活動のモニタリン

グについては，すでにヨーロッパにおいて合意

の得られた文書４）６）２０）５９）に基づくべきである。

サーベイランスに関しては，最小限として治療

開始日，居住地，生年月日，性，出生国，結核

の部位，細菌学的所見，抗結核薬による治療歴

の情報がすべての結核患者に対し個人ベースで

適切な時期に収集されなければならない。医師

からの届け出は義務であり，検査室からの届け

出制度により追加補足され，この二つのシステ

ムは相互にリンクされねばならない６）。治療成

績のモニタリングはコホート分析による六つの

分類〔治癒，治療完了（両者を合わせて治療成

功），死亡，失敗，治療中断，転出〕からな

る４）６７）。

発生患者中に占める一次抗結核薬耐性割合と

多剤耐性患者割合を，サーベイランスシステム

内で定期的に評価しなければならない。これが

不可能ならば標本調査または選択的対象調査に

よって行ってもよい５９）６８）６９）。多剤耐性結核は結

核対策において脅威であるから，国レベルの多

剤耐性結核の有病率は，治療プログラムの実行

に重要な指標となる。また必要なら適切な公衆

衛生活動への計画にも重要な指標となる。定期

的な薬剤耐性サーベイランスが行われていない

国では，多剤耐性結核患者の国への登録を考え

なければならない。その年に少なくとも１回多

剤耐性菌が同定された患者は，すべて登録され

なければならない５９）。加えて結核届け出システ

ムおよび特別調査の質問票とのリンクにより，

さらに情報を得なければならない５９）。

根絶に向けての結核対策の進捗状況を国家レ

ベルで評価し，また他国間での国際比較を可能

にする指標が必要である。これには以下の事項

を含むものが提案される。

�政府関与を示す指標（例：国家結核対策政策
の入手の可能性），政策の実施度（例：国内

で国家結核戦略が実行されている地域の割

合）

�対策の業績を示す指標〔例：確定患者の割合，
治療成功（治癒および治療完了）肺結核確定

患者の割合，非治療成功患者（死亡，失敗，

治療中断）の割合，BCG適用範囲の評価〕

�サーベイランスシステム機能の指標（例：全
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結核および肺結核届け出者数の年次傾向）。

細菌学的検査が必要であった全症例中結核菌

培養陽性数および割合，直接塗抹顕微鏡検査

数および陽性割合。診断・治療における受診

の遅れおよび診断の遅れの推定。初回および

再治療患者中の多剤耐性結核の有病率。

�以上の指標のほかに，研修や指導，その他結
核対策管理面の指標を含めることも考えられ

る

結核低まん延国における合理的な目標は，細

菌学的にも治療非成功の可能性となる治療失

敗，治療中断，転出の合計割合を治療成績中

１０％未満にすることである。ハイリスクグルー

プに対してはリスク集団の９５％を健診し，

９５％の治療を達成することを目標とすること

が提案される。

結 語

ヨーロッパの結核低まん延国には結核根絶と

いう目標が託されている９）。結核根絶のための

関与には明確な戦略と実行のための技術的能力

が要求される。本稿は，罹患率が低く利用可能

な資源をもつヨーロッパの状況に即して有効な

結核対策の遂行および結核根絶の促進を目的と

した枠組みを提示した。この目的の達成には伝

統的原則と先進的技術とのバランスの取れた組

み合わせが必要である。
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結核予防会結核研究所 森 亨 編 各定価 945円（本体 900 円）

結核院内（施設内）
感染予防の手引き

●Ａ４判・５０頁 ２０００年３月発行

結核患者発生の際にどう対応すべきか。
事例を紹介したQ&A付き。

保健所における
結核対策強化の
手引きとその解説
●Ａ４判・７２頁 ２０００年６月発行

結核対策業務に必携。３．は「定期外検
診ガイドライン」の改訂版。患者発生
時の保健所の対応をより具体的に解説，注釈付き。

改訂版 命令入所及び初感染結核の取扱い
結核予防会 青木正和・森 亨／国療東埼玉病院

青柳昭雄／国療東京病院 芳賀敏彦 著
菊判・144 頁 定価 2,100 円（本体 2,000 円）

平成元年発行のものを、その後の知見や厚生省通知の改正を織り込んで改訂した
新装版です。保健所・行政・病院・施設などの結核担当者には必携の書です。
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肺結核患者の治療／４ 肺結核後遺症による肺機能障害／５「初感染結核に対する INH投与の取扱い」
の改正の趣旨とその解説／６ 結核症の化学予防について／７ ツベルクリン反応による予防投薬対象
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お申し込みは最寄りの書店，結核予防会支部または下記（財）結核予防会出版調査課まで
〒２０４―８５３３ 東京都清瀬市松山３―１―２４ TEL０４２４―９３―６７８３（直通） FAX０４２４―９３―６８３２

E-mail book@jatahq.org URL http:／／www.jatahq.org

付 実際に役立つQ&A

とその解説
２０００年１２月発行
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