
はじめに

インドシナ半島でタイの東，ベトナムの西に

位置するカンボジア王国は，人口１３００万人程

度の小国であるにもかかわらず，世界２２の結

核高負担国（２２high burden countries）の一

つに数えられる１）２）。WHOによる全結核の推定

罹患率は人口１０万人当たり５７３と世界第８位

にあるが，カンボジア以外のトップ１０はすべ

てアフリカ諸国が占める２）。ポルポト時代に結

核の治療が得られなかったことに加え，長く続

いた内戦がもたらした保健医療施設・サービス

体制の破壊が，カンボジアにおけるこれほどま

での結核まん延の原因とされる３）。限られた地

域でのデータではあるが，８０年代にNTPが実

施した家庭訪問による積極的患者発見活動や

９５年に国際移民機関が実施した調査では，１０

万対４００を超える塗抹陽性肺結核の有病率が観

察されている４）。

この結核まん延状態に対応するため，内戦の

復興過程においてNTPの再建も行われ，９４年

からはWHOの強力な指導の下，DOTS（Di-

カンボジア全国結核実態調査

―肺結核有病率と罹患率の推定―

JICA カンボジア結核対策プロジェクト前チーフアドバイザー
ちば県民保健予防財団（結核予防会千葉県支部） 小野崎郁史

１９７０年代後半のポルポト支配を頂点に長らく続いた内戦のつめあとからの復興過程に

あるカンボジアで，２００２年４月末より同年１２月にかけ，初めての全国結核実態調査が実

施された。カンボジア王国保健省結核対策プログラム（NTP）が世界銀行，国際協力事業

団（JICA）の資金援助を受けその総力をあげて実施したものであるが，計画から解析に

至るまで結核研究所と JICAプロジェクト（以下 JICA―P）が全面的な技術支援を行い，

数多くの貴重なデータが得られた。本調査の公式総合報告書はカンボジア政府より刊行さ

れる予定であり，その知見の多くは今後論文として世界に公開されていくが，日本が途上

国の結核対策において実施した調査研究分野での協力の中で特筆される成果であり，その

過程を記録することに意義があると考えられることから，今回，２００４年３月末にWHO

本部にて開催される Tuberculosis Surveillance Research Unit 定例会議にて討議される

論文の内容を中心に，実態調査の概要を紹介する。戸籍・住民登録もなく公的文書に記載

される人口すら推計に基づくさまざまな数値が使われている中での作業であり，患者年齢

の再確認などのためにここに記載した数値は，今後の検討で若干異同する可能性がある。

論文などに引用する際は，今後出版される公式報告などを参照されたい。

インフォメーション

1資料と展望 No.49 2004.4



rectly observed treatment, short course）の公

立病院（省・郡単位）への導入が開始された５）。

治安上や交通事情の問題もあり，通院治療は困

難であり初期２カ月は入院DOT（Directly ob-

served therapy：直接監視下服薬）が基本原則

となった。行政郡の数は１８０余りになるため全

国津々浦々でのサービスということにはならな

いが，９８年の初めには結核病棟をもつ公立病

院の１４１すべてにDOTSが普及した６）。その結

果，９０年代後半には治癒率は９０％前後に安定

し，塗抹陽性患者の発見も９９年には１０万対

１３０のレベルにまで達した７）。しかし，人口の

大半が農村地域に分布することから病院中心の

DOTSへのアクセスの確保が十分でなく，発

症から治療開始に至る期間が長いことや，推定

発生患者の約半数しか登録治療されていないこ

とが指摘された（１st Technical Advisory Group

Meeting, Manila, WHO,２０００）。また，省ごと

の患者登録率も人口１０万対５０程度から２５０以

上に至るまで広範に分布するが，その数値が必ず

しも省の努力や結核サービスの質を反映してい

ないようであり信頼性に疑問があった。

結核サービスへのアクセス改善のため，

NTPは９９年９月よりWHOと JICA―P の協力

により，人口１万ごとに建設が進んでいるプラ

イマリーケア基本単位であるヘルスセンターへ

のDOTSの 拡 大（Expansion & Decentraliza-

tion）のパイロット事業を開始した。折りしも

ポルポトの死も重なり，９８年の第２回総選挙

以後，治安が急速に回復したこともあり，

DOTSを省・郡庁所在地である都市の病院単

位から村落レベルへ拡大する千載一遇の機会と

考えられた。

このようなカンボジア特有の結核の実態を明

らかにし，その制圧のために科学的根拠に基づ

く確固たる計画を作成し，かつ政府の公式政策

としてヘルスセンターへの急速な拡大を図る

DOTSの効果を推し量る確かな指標を得るた

めに，各種の調査・研究の必要性がNTP,

WHO，JICA―P 間で討議され，２０００年末から

２００１年にかけての結核菌薬剤耐性調査，２００２

年の全結核実態調査，２００３年１月の結核患者

中のHIV感染調査などの全国規模の調査が実

施された。そのうちの最大規模である結核実態

調査は，主として１５歳未満を対象としたツベ

ルクリン検査による感染率調査と，１０歳以上

を対象としたＸ線検査を含む肺結核有病率調査

に分かれるが，ここでは後者について紹介し，

患者発見率を算出する際に必要となる罹患率の

推定について論じたい。

有病率調査

方 法

塗抹陽性患者の数を把握することを第一義と

し，調査対象人口を決定した。９７年のWHOに

よる推定有病率（４８３／１００，０００）１），スクリーニ

ング検査への参加率と喀痰検査の実施率の最低

予測値（７５％），クラスターサンプリングの影

響，１０歳以下小児人口割合（２８％），許容誤差

などを考慮し，約３万人を調査対象人口とし

た。標本の抽出には９８年にカンボジア全国で

実施された国勢調査による行政単位と人口統計

を用いた８）。カンボジアの最低行政区は，平均

人口８３３人の１万３３３９の村落（正確な訳語が
あざ

ないが字に該当すると考えられる）と３７７の特

別居住区となる。調査が１週間単位で実施され

る際のＸ線検査などの可能実施数や１調査実施

地区（クラスター）がなるべく１村落で完結す

るようにという実施上の理由より１クラスター

当たりの標準標本数を７２０人とし，クラスター

数を４２と決定した。カンボジア保健省の分類

定義に従い，首都プノンペンおよび各省庁所在

地を“都市”，他の郡を“地方”とし，その人

口比に従い，クラスター数を都市７，地方３５

に割り振った。ベトナム高地とラオス南部に国

境を接する人口が希薄な４省（全人口の３％）

を治安や交通上の理由で調査対象から除外し
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た。都市，地方ごとにまず対象となる郡を人口

比に基づく確率で４２抽出し，抽出された郡内

から乱数を用いて調査地区となる１村落を無作

為抽出した（図１）。

フィールド調査は，チームリーダー医師，医

師あるいは医師補，看護師の計４人のセンサ

ス・面接調査（問診）ユニット，撮影技師，助

手，読影医からなるＸ線検査ユニット，硬結径

測定の国際研修で認定された看護師（女性）を

リーダーに３人からなるツベルクリンユニッ

ト，喀痰検体を扱う検査技師１人に４台の車両

の運転手を加えた１６人程度を１チームとした

編成で実施し，これに可能な限り１人の日本人

医師が胸部Ｘ線写真の読影指導と全体の精度管

理を目的に加わった。１クラスター当たり１週

間が基本的な調査日程で（表１），計３チーム

を編成し２チームが稼働し１チームがプノンペ

ンに残るローテーション方式とした。対象地域

の大半で電源の確保が困難なため発電機を持参

した。現地では，地域結核担当官，管轄ヘルス

センターのスタッフ，警察官，村長など地域ボ

ランティアの助力を得た。

対象となったクラスター村落には，原則３週

間前に調査チームのリーダーが事前訪問し，警

察（内務省管轄）に保管されている住民台帳な

どより情報を収集した。この際，大使館などの

外交使節公館，軍基地，工場，病院は対象から

外したが，僧侶等が居住する寺院や学校・工場

の寮などは対象に含めることとした。人口が

６８０人以上で７６０人以下の場合は，村落の人口

すべてを対象とした。現人口が７６０人より多い

場合は，村落内に存在する“隣組”や，小道や

川などの境界を基に定めた５～１５家庭ごとのグ

ループに番号を割り振り，抽選により１グルー

プを選び以後番号順に，７２０番目の対象を含む

グループ全員までを参加対象とした。村落の人

口が６８０人以下の場合は，村落の北に接する別

の村落から不足分を同様の方法で補完した（写

真１）。

クラスター村落では，居住登録や家の保持の

有無にかかわらず，調査第１日の家庭訪問時に

おいて，１カ月以上対象地域内に基本的な生活

図１ 調査地点（★）の分布
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の場があると判断された者を調査当日の参加の

可否にかかわらず調査対象として確定した。ま

たこの際に，写真による調査方法の説明や結核

についての情報を掲載したノートを家庭ごとに

配布し，口頭による同意を得た。

調査サイトの多くは，高床式一般家屋の軒下

にＸ線機器等を設置して設営実施した。対象と

なった１０歳以上の参加者には，医師もしくは

医師補による問診が行われ，結核の治療歴や特

に咳などの結核の症状を中心に現症が聴取され

た。３週間以上の咳などNTPが定義する結核

疑いの症状のある者は，後述のＸ線検査の結果

によらず喀痰検査の対象とした。健康な妊娠中

の女性などを除いて，大半の地方クラスターで

は仮設撮影装置，プノンペン周辺など道路事情

のよいクラスターでは結核予防会茨城県支部よ

り寄贈されたＸ線車による胸部Ｘ線直接撮影を

実施した。３５０mm×３５０mmのフィルムを使

用しポータブル自動現像機を用いその場で直ち

に現像し，医師による一次スクリーニング読影

を行った。一次スクリーニング読影は意図的に

オーバーリーディングすることを原則とし，孤

立小石灰化影と軽度の胸膜癒着以外の病変はす

べて異常として，関連症状の有無にかかわらず

表１ ２００２年カンボジア結核実態調査一次結果の結核有病率（粗）

Ａ （／１０歳以上 １０万人）

人数 点推定値 ９５％信頼区間

１０歳以上参加者 ２２，１６４

塗抹陽性結核 ８１ ３６５ ２８６～４４４

塗抹陰性培養陽性 １９０ ８６１ ７４０～９８３

菌陰性活動性（Ｘ線診断） ３２６ １，４７０ １，３１２～１，６２９

菌陽性結核計 ２７１ １，２２６ １，０７８～１，３６７

活動性結核計 ５９７ ２，６９６ ２，４８０～２，９０６

Ｂ

塗 抹 陽 性 菌 陽 性

点推定値 ９５％信頼区間 点推定値 ９５％信頼区間 塗抹陽性／菌陽性

１０歳以上参加者 ３６５ ２８６～４４４ １，２２３ １，０７８～１，３６７ ３０％

男 ５４２ ３９９～６８５ １，５０８ １，２７１～１，７４５ ３６％

女 ２１６ １３３～２９９ ９８２ ８０５～１，１５７ ２２％

（男／女） ２．５ １．５

全年齢＊ ２７０ ２１１～３２８ ９０２ ７９５～１，００９

男＊ ３８７ ２８５～４９０ １，０７９ ９０９～１，２４９

女＊ １６３ １００～２２６ ７４４ ６１０～８７７

DOTSセンターへの距離

～５．０km ２５５ １６０～３９０ １，１０２ ８７３～１，３３１ ２３％

５．１～１０．０km ３７２ ２０９～５３４ １，００４ ７３８～１，２７１ ３７％

１０．１km～ ４４３ ３０４～５８２ １，４６７ １，２１６～１，７１９ ３０％

＊ １０歳未満に菌陽性結核がないとの仮定による計算
注：確定値は，後日出版予定の英文最終報告書参照のこと
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喀痰検査の対象とした。検査会場に現れない対

象者には家庭訪問が実施され欠席理由を確認，

特に高齢者や病気が理由の欠席者には可能な限

り面接による症状聴取を実施し喀痰検体を採取

した（写真２）。

有症状もしくはＸ線検査の異常者には，検査

担当者から直ちに説明が行われ，第１喀痰検体

を採取した。また翌朝，第２検体を採取した。

痰はプラスチック容器に直接喀出させ，スク

リュー式キャップで密閉後，アイスボックスで

冷蔵保存し，採取６０時間以内に国立結核セン

ターの結核菌検査室（以下CENAT検査室）

に搬入した。条件の悪い現地でのコンタミネー

ション防止のため，すべての処理はCENAT

検査室で実施した。

CENAT検査室では，各喀痰検体につき１枚

の塗抹スライドを作製し，チール・ネールゼン

（Ziehl―Neelsen）法で染色後，顕微鏡検査を

実施した。判定は訓練された３人の検鏡士のう

ち１人が実施したが，塗抹陰性で培養陽性の検

体については，同スライドを再検鏡し初回偽陰

性例を救済した。培養にはCENAT検査室で

作製した３％小川・工藤の二つの培地を用い

た。各検体をそれぞれ２種類の培地に接種し最

大９週まで観察した。培養陽性の場合，コロ

ニーの性状とナイアシン試験により結核菌の同

定を行ったが，疑わしい場合は日本ベクトン・

デッキンソン社製のキャピリアTB�を確定試

験に用いた。同定された結核菌は，結核研究所

との間で感受性試験の標準株による精度管理を

実施済のカンボジア・パスツール研究所に送付

し，RFP，INH，SM，EBの４剤に対して薬剤

感受性試験を実施した。検査には Loewenstein

―Jensen（LJ）培地を用い，WHOと国際結核

肺疾患連合（IUATLD）の主導で世界的に実

施されている薬剤感受性サーベイランスの方

法９）に従った（培養菌はその後，結核研究所に

送付されRFLPを含むさらなる検討を実施中）。

撮影され現場で一次スクリーニングされたＸ

線写真は， すべてCENAT検査室に送付され，

カンボジア人放射線科医と結核医の２人による

中央判定により現場での見落としがないことを

確認した。Ｘ線異常例と結核菌検査で塗抹もし

くは培養陽性であった者のＸ線写真は，日本人

呼吸器科医師２人も加わったパネルにより，活

動性と空洞の有無，拡がりについて学会分類を

基本に最終判定した。

「塗抹陽性結核症例」の定義は，原則として

WHO・IUATLDによる国際定義１０）を用い，塗

抹検査１検体のみが陽性であっても培養検査で

結核菌が確認された場合，また培養検査結果が

コンタミネーションで得られないもしくは陰性

写真１ 橋のない河川や入り江は，“フェリー”
で渡る。四輪駆動車４～５台のチーム
での移動

写真２ 村の有力者宅（高床式住居）の軒下を
借りてＸ線撮影・読影を実施。電気は
持参の発電機から
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であってもＸ線写真上活動性結核を疑う場合は

「塗抹陽性結核」と判定した。しかし，２検体

塗抹陽性であっても培養検査の結果と臨床所見

より非結核性抗酸菌症と診断される場合はこれ

を除外することとした。

面接調査情報と検査結果は，個人ごとにAc-

cess２０００によりデータベース化し，異なる入

力者による二重入力に相違がある場合は，原票

に戻り確認後再入力した。統計処理・解析には

Intercooled Stata８．０for Windows を 用 い た

（資料１）。

結 果

参加率

４２調査地区で計３万１０００人（平均７３８人／

クラスター）が対象と認定された。このうち３

万３０人（９６．９％）が調査に参加した。１０歳以

上では，２万２１６４人が参加し，このうち男性

は１万１４３人，女性は１万２０２１人であった。

カンボジアでは内戦の影響で成人では女性人口

が多く，参加者の性・年齢構成は９８年の全国

国勢調査の結果と有意な相違はなかった。１０

資料１ カンボジア全国結核実態調査の実際

１）実態調査と関連活動

１９９７年９月 WHOによる予備調査・実施の提案

１９９９年８月 JICA カンボジア結核対策プロジェクト開始

９月 DOTS拡大パイロット研究の開始

２０００年６月 調査実施に向け再計画の開始

２０００年１０月～２００１年４月 全国結核菌耐性調査

２月 結核研究所にて実施計画作製ワークショップ

８月 Ｘ線検査などの訓練開始

９月 DOTSのヘルスセンターへの２００５年の漸次拡大正式開始

１２月 調査地区決定，予備調査開始，準備のための全国ワークショップ

２００２年２月 ツベルクリンサーベイ国際研修開催（WHO，JICA）

３月 完全パイロットテスト

４月 フィールド調査開始（この後ロジの問題で４週間休止後再開）

５～７月 発見の遅れ調査

８月 中間評価ワークショップ

１２月 フィールド調査終了

２００３年１月 結核患者中のHIV 感染率全国調査

２月 結果解析に向けてのワークショップ開催（WHO，JICA）

２００３年１１月～２００４年１月 プノンペン中心部結核実態調査

２００４年３月 Tuberculosis Surveillance Research Unit で討議（ジュネーブ）

２）フィールド調査日程

日曜 チームリーダー，センサス・面接調査チーム到着，現地と最終打ち合わせ

月曜 家庭訪問による対象者の確定，技術チーム到着，サイト設定

火曜 小児・成人：問診，ツ反注射，Ｘ線検査，喀痰採取

水曜 小児・成人：火曜に同じ

木曜 成人：問診，Ｘ線検査，喀痰採取，早朝分までの喀痰搬送

金曜 ツ反計測（火曜注射分），喀痰採取

土曜 ツ反計測（水曜注射分），撤収・移動
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歳以上の参加率は９６．１％であり，最低は１５～

２４歳の男性で９３．７％，最高は１０～１４歳の女

性で９８．３％であった。首都プノンペン中心部

の２クラスターで参加率が７６～７９％とやや低

く，同じくプノンペンで９１％のクラスターが

あったが，他の３９カ所ではすべて９５％以上で

あった。

結核疑い・喀痰検査対象者

１０歳以上の２万２１６４人に面接調査が行わ

れ，１，６９９人（７．７％）が３週間以上の咳など

NTPの“症状による結核疑い”の定義を満た

した。２万２０１２人にＸ線検査が実施され，

２，４３２人（１１．０％）が，一次読影で異常影あり

と判定された。このうち８２４人（喀痰検査対象

中の２４．９％）が，両方で拾われたことから，

表２ 発見症例のＸ線分類

塗抹陽性結核

空洞なし 空洞あり 計

拡がり１ ３ ３ ６

２ １４ ３１ ４５

３ ４ ２６ ３０

計 ２１ ６０ ８１

塗抹陰性培養陽性結核

空洞なし 空洞あり 計

拡がり１ ５３ ５ ５８

２ ６５ ３５ １００

３ １４ １６ ３０

計 １３２ ５６ １８８

（培養陽性の１例はＸ線検査を受けず，１例はパネル読影で
きず）

菌陰性結核

空洞なし 空洞あり 計

拡がり１ １６０ １１ １７１

２ ６６ ５４ １２０

３ １１ ２４ ３５

計 ２３７ ８９ ３２６

（再掲）

空洞なし 空洞あり 計

治療中 ５ ５ １０

治療歴あり ２９ ４３ ７２

治療歴なし ２０３ ４１ ２４４

活動性結核総計

空洞なし 空洞あり 計

拡がり１ ２１６ １９ ２３５

２ １４５ １２０ ２６５

３ ２９ ６６ ９５

計 ３９０ ２０５ ５９５

表３ カンボジアにおける結核菌薬剤耐性パター
ン（混合耐性：初回耐性と獲得耐性の和）

全国実態調査
発見患者
（２００２年）

全国結核菌薬剤
耐性調査
（２０００～２００１年）

検査（患者）数 合計 ２４５１００．０（％） ７３４１００．０（％）

全４剤に感受性 ２２６ ９２．２ ６５１ ８８．７

薬剤別耐性頻度 １９ ７．８ ８３ １１．３

INH １３ ５．３ ５７ ７．８

RFP ０ ０．０ ７ １．０

EB ０ ０．０ １ ０．１

SM ８ ３．３ ３９ ５．３

単剤耐性 １７ ６．９ ６４ ８．７

INH １１ ４．５ ３９ ５．３

RFP ０ ０．０ ３ ０．４

EB ０ ０．０ ０ ０．０

SM ６ ２．４ ２２ ３．０

多 剤 耐 性（INHと
RFP両剤に耐性） ０ ０．０ ３ ０．４

INH＋RFP ０ ０．０ １ ０．１

INH＋RFP＋EB ０ ０．０ ０ ０．０

INH＋RFP＋SM ０ ０．０ ２ ０．３

INH＋RFP＋EB＋SM ０ ０．０ ０ ０．０

その他の耐性 ２ ０．８ １６ ２．２

INH＋EB ０ ０．０ １ ０．１

INH＋SM ２ ０．８ １４ １．９

INH＋EB＋SM ０ ０．０ ０ ０．０

RFP＋EB ０ ０．０ ０ ０．０

RFP＋SM ０ ０．０ １ ０．１

RFP＋EB＋SM ０ ０．０ ０ ０．０

EB＋SM ０ ０．０ ０ ０．０

２００２年実態調査：菌陽性患者，２０００～２００１年全国耐性調
査：塗抹陽性患者
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実際には３，３０７人（１４．９％）が喀痰検査の対

象となり，全員から計６，６１４検体（１００％）が

採取された。

塗抹陽性結核症例

８４例１２５スライドが塗抹陽性であった。こ

のうち第１検体（初日の採取）のみの陽性は９，

第２検体（翌朝）のみの陽性が３４，両検体陽

性が４１であった。この８４例のうち，１例が非

結核性抗酸菌症と診断され，また２例が塗抹陽

性結核の国際定義を満たさず，８１例（男性５５，

女性２６）が塗抹陽性結核患者と判定された（表

１－Ａ）。新規発見は６６例，結核の既往歴あり

が１０例（うち２例が再治療中），現在結核治療

中が７例だった。また，このうち胸部単純Ｘ線

写真上の有空洞は６０例（７４％）だった（表２）。

塗抹陰性培養陽性結核症例

塗抹陰性者中２０２人の検体より結核菌が培

養・分離された。カンボジア人医師と日本人医

師による合同中央パネルによりすべての症例が

レビューされ，このうち１９０例が塗抹陰性培養

陽性肺結核と判定された。これ以外の１２例は，

培養試験管４本中１本のみかつ５コロニー以下

の陽性で，なおかつＸ線検査では活動性の結核

を疑うに足る所見がないなど，細菌検査の過程

でのコンタミネーションの可能性も疑い，活動

性結核症例とは判定せず有病率計算から除外し

た。結核症例とした１９０例中，新規発見は１７４

例，治療歴ありは１３例，現在治療中は再治療

の１例を併せ４例だった。また胸部Ｘ線所見再

評価ができた１８８例中で有空洞は５６例（３０％）

だった（表２）。

菌陰性活動性肺結核症例

上記パネルによる合同判定により，３２６例が

菌陰性ではあるがＸ線写真上活動性肺結核と判

定された。このうち１０例が結核治療中であり，

また７２例に治療歴があった。

結核菌薬剤感受性試験

培養陽性中２４５例より分離された株について

結果が得られた（表３）。２２６株（９２．２％）で４

剤すべてに感受性を認め，１１株が INH単剤耐

性，６株が SM単剤耐性，２株が INH，SM両

剤耐性であったが，RFP，EB耐性は１株もな

く，その結果，多剤耐性菌の分離はなかった。

結核有病率

人口性年齢分布になにを標準として用いる

か，クラスターごとの参加人数を考慮した重み

付けを行うかで計算値は若干異なるが，いずれ

の方法でも大きな変化はなく，また調査参加者

を分母とした粗率が各種計算法のほぼ中央値を

とるため，ここでは粗有病率を紹介する。１０

歳以上の参加者の塗抹陽性結核有病率は１０万

対３６５，男性５４２，女性２１６であった。塗抹陽

性と塗抹陰性・培養陽性を併せた菌陽性結核の

１０歳以上有病率は１，２２３，男性１，５０８，女性

９８２であった。１０歳未満の参加者に菌陽性結核

がないと仮定した場合の全年齢中の塗抹陽性結

核有病率は２７０，菌陽性結核のそれは９０２と計

算された（表１－Ｂ）。塗抹陽性例が菌陽性例

の３０％しか占めず，また男性では女性に比し

塗抹陽性で２．５倍，菌陽性で１．５倍の有病率が

あった。また年齢が高いほど有病率が高く（図

２），殊に６５歳以上の男性では塗抹陽性

２，９５４，菌陽性で８，４３９もの高率を記録した。

統計学的有意差はないものの（Ｐ＝０．０６）DOTS

サービスを有する病院やヘルスセンターへの距

離が短いクラスターほど塗抹陽性の有病率が低

い傾向にあったが，塗抹陰性培養陽性の有病率

に差はみられなかった（表１－Ｂ）。

面接調査で３週間以上の咳，血痰など「結核

疑い症状」ありと判定された１，６９９人中，５０

人（２．９％）が塗抹陽性，５８人（３．４％）が塗

抹陰性培養陽性であった。「結核疑い症状」の

塗抹陽性結核の発見感度は６１．７％，菌陽性結

核の発見感度は３９．９％であった。
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10～14 15～24 25～34 35～44 45～54 55～64 65～ （歳） 

４６人の治療中患者を含め，５４９人が結核治療

歴ありと回答した。このうち過去に治療歴があ

り現在治療を受けていない５０６人から，１０人

の塗抹陽性，１３人の塗抹陰性培養陽性患者が

発見された。過去に治療歴のある者の４．５％

が，新たに菌陽性結核と診断されたことにな

る。

結核治療中と回答した４６人では，５人が依

然塗抹陽性培養陽性，２人が塗抹陽性培養陰

性，４人が塗抹陰性培養陽性だった。詳細の確

認が必要だが，４６人のうち少なくとも８人が

NTP以外の私立医療機関による治療を受けて

いた。また治療中の患者の病型情報が不十分で

はあるが，この４６人のうち１６人の胸部Ｘ線写

真に活動性，治癒いずれの結核病変をも示唆す

る所見がなかった。

考 察

カンボジア全国結核実態調査のフィールド活

動は，９６．１％もの参加率を上げ成功裏に終了

した。塗抹陽性結核の有病率は全人口当たり

２７０／１００，０００で，１３００万人の人口に３万５０００

人以上もの塗抹陽性患者が暮らしていると計算

された。また，菌陽性の有病率（９０２）からは，

排菌者１１万７０００人以上となり非常なまん延状

態にあることが確認された。BCG瘢痕のない

者が半数近かった（ツ反調査の結果は後日発表

予定）こともあり，人口の多い小児にも培養陽

性はある程度存在することが予測され，実際に

は菌陽性はこれ以上の値をとるものと思われ

る。この結果でまず特筆されるのが，塗抹陽性

結核の有病率がWHOによる２００１年推定値

５４８の半分にすぎなかったことである。このた

め今回の調査が現状を過小評価しているのでは

ないかという疑問についてまず論じたい。

第１に，参加率は高かったが，９００人余りの

不参加者に多くの結核患者が含まれていたので

はないかという議論がある。しかし，本調査で

は問診・検査の現場に現れない欠席者に対し積

極的な家庭訪問調査がなされ，病気や高齢を理

由に欠席した者には在宅面接調査を行い必要に

応じ喀痰検体を採取し，菌陽性結核を逃す可能

性を最小限にするように努めた。また，不参加

図２ 結核有病率（人口１０万対）：カンボジア全国結核実態調査 ２００２年
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者の２／３は３５歳以下で，不参加理由には通学

や漁業林業などへの従事が多く，この層に多く

の結核患者が含まれるとは考えにくい。第２

に，首都プノンペンの２クラスターで参加率が

７６～７８％と有意に低かった影響であるが，多

くのDOTSセンターのあるプノンペンでの塗

抹陽性結核の有病率の低さは，追加調査でも確

認されており，プノンペンの低参加率は反対

に，わずかではあるが粗有病率を押し上げる方

向に作用している。第３に，対象者の定義を１

カ月以上対象地区に生活の拠点がある者とした

ため，これを超えて入院している結核患者が対

象とならなかったという指摘がある。これは確

かに過小評価につながるが，結核登録台帳や管

轄結核ユニットにおける観察で，調査実施時点

での塗抹陽性結核の１カ月以上の入院者は，人

口１０万対数人から多くても１０人以下であるこ

とが確認されており，また理論的にもこれらの

患者の半数以上はすでに塗抹検査が陰転してい

るとも考えられ，入院患者を調査に含めなかっ

た影響は無視できると考える。第４に，塗抹検

査で偽陰性（見逃し）が多いのではという精度

管理の問題がある。しかし，今回の喀痰処理は

フィールドでは実施せず，すべてCENAT検

査室で実施したこと，培養陽性となった例では

塗抹スライドを再検鏡し，偽陰性例を救済した

ことよりこの可能性はほとんどない。第５の議

論は，喀痰検体数が通常の３ではなく，第１日

のスポット痰と翌早朝痰の２検体であったこと

による過小評価の可能性である。検体数が増せ

ば陽性数が増すことは確かであり，９７年に実

施されたフィリピンの全国結核有病率調査では

疑い者当たり３検体が集められ，塗抹陽性者

４２人中１３人が１検体のみ陽性であった１１）。単

純計算では，第３検体で初めて陽性で診断に寄

与する率は，この１／３の約１０％になる。しか

し塗抹陽性結核では第２検体までで大半が診断

され，第３検体の寄与度は数％のみであるとす

るものや１２），アフリカでの経験であるが診断は

２検体で十分とする最近の研究１３）もあり，特に

カンボジアでの実際の結核診断過程では，早朝

痰である第２検体の寄与率が最も高いことか

ら，第３検体を得ても塗抹陽性の診断数が有意

に増加するとは考えにくい。また仮に１０％の

発見増を見込んでもWHO従来の推定値とは有

意に差がある。

以上より，ほぼ全国をカバーした標本抽出の

上，４２クラスターで実施された本調査の結果

が現状を過小評価している可能性は極めて低

く，カンボジアの塗抹陽性結核の有病率は９５

％信頼区間の上限をとっても，WHOの９７年

来のいかなる推定や８０年代のNTPの家庭訪

問による積極的患者発見の結果を有意に下回る

といえる。

WHOの推定によれば，カンボジアの結核有

病率・罹患率は，HIV合併結核の存在を考慮

したものか，緩やかではあるが２００３年まで改

訂ごとに上昇傾向をとってきた１４）。８年間

DOTSを進めてきても，その有病率・罹患率

は本当に改善していないのだろうか。もし

WHOの推定が正しいならば，カンボジアでの

結核対策に協力する JICA―P にとっては，その

存在意義にすらかかわる問題である。次の議論

では，本調査結果の特徴を述べながら，DOTS

の拡大により結核サービスへのアクセスがよい

集団を中心に，塗抹陽性肺結核の有病率が低下

（改善）傾向にある可能性が大きいことを示し

たい。

塗抹陽性結核が菌陽性結核の３０％しか占め

ないことが本調査結果の特徴の一つである。最

近の他国の調査でも塗抹陽性が占める割合の低

下傾向はうかがわれるものの，韓国での９５年

の全国有病率調査では４１％１５），前述のフィリ

ピンの９７年全国調査では３８％１１）で，カンボジ

アの結果は今までで一番低いものとなった。カ

ンボジアでは塗抹陽性患者の発見が最優先され

ており，Ｘ線機器の低普及やコストの問題で大

半の患者が喀痰塗抹検査しか受けることができ
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ないため，多くの地域で肺結核登録の９０％以

上が塗抹陽性である。また発見された患者は，

かなり厳格なDOTにより治療される。した

がって塗抹陰性培養陽性患者の多くは診断さえ

受けられずに多くが放置されていると考えられ

る。このような特徴的なDOTSプログラムの

実施下で大規模な有病率調査が実施されたのは

初めてであり，コミュニティーの中での結核患

者に塗抹陽性患者の割合が低いことは，むしろ

DOTSの原則の下にNTPが効率よく塗抹陽性

患者を発見している傍証になると思われる。な

おＸ線検査を日常の診断の中心に据えていたと

考えられ，またRFPを中心とした短期化学療

法が存在しなかった時代であったため，その単

純比較はできないが，５３年の日本における全

国実態調査での塗抹陽性／菌陽性は４０％であっ

た１６）。

DOTSへの物理的アクセスの程度でクラス

ターを分類すると塗抹陽性の有病率に差がみら

れ，５km以内にDOTSサービスを伴う病院も

しくはヘルスセンターがあるクラスター村落で

塗抹陽性の有病率が低い傾向があったが，同時

にこの地域では塗抹陽性者の菌陽性者に占める

割合が２３％にしかならなかった（表１－Ｂ）。

JICA―P の協力によりDOTSがヘルスセン

ターやNGO病院にまで導入されたプノンペン

中心部では，本調査とは別に２００３年末より

２００４年初めにかけて実施した調査で，塗抹陽

性の有病率が５０以下の低値だっただけでなく，

塗抹陽性／菌陽性が１２％に過ぎなかった（未発

表データ）。このことも塗抹陽性患者の発見に

特化したDOTSの普及とこの塗抹陽性／菌陽性

の逆相関を示唆する。また，DOTSセンター

が１０km以内にないクラスター村落における

塗抹陽性結核の有病率（１０歳以上）は４４３で，

結核サービスのアクセスが通常はほぼなかった

と考えられる８０年代後半の全年齢での有病率

にほぼ相当する。当時の調査が問診による有症

状者からの喀痰採取のみで行われたための過小

評価の可能性も併せると，カンボジアにおいて

塗抹陽性結核の有病率が低下傾向にあることは

明らかであろう。

多くの国の結核統計で男性患者数が女性患者

数の１．５倍から２倍になっているが，カンボジ

アでは結核患者登録数の男女比がほぼ１対１で

あり，内戦により男性の多くが死亡したことだ

けでなく，女性が社会進出を強いられてきたこ

とが女性の結核が多い原因ではと推測してき

た。しかし，本調査では塗抹陽性で２．５，菌陽

性で１．５の男女比となり，カンボジアにおいて

も他の国と同様，男性患者が多いことが明らか

になった。さまざまな国でGender 問題として

女性における低発見率が語られている１７）～１９）が，

カンボジアでは，女性の方が少なくとも塗抹陽

性結核はより効率的に診断されているといえ

る。女性が妊婦健診や子どもの予防接種のため

に公的保健医療施設を利用することが多いため

かとも考えられるが，さらなる検討が必要であ

る。女性における塗抹陽性／菌陽性は２２％で，

男性の３６％に比し有意に低い。女性では男性

に比べ結核の罹患は若干少ないが，塗抹陽性結

核に関してはより効率的に発見・治療されてい

るので，その有病率はさらに低くなっていると

推論される。このこともDOTSへのアクセス

が塗抹陽性結核の有病率を減少させている傍証

になろう。

年齢層別有病率曲線では，結核高まん延の途

上国としては特異的で，著しい高年齢層への偏

りと若年成人層に山がないという大きな特徴が

みられる（図２）。生産年齢人口が多いために

患者実数では１５～５４歳が塗抹陽性発見患者の

６割を占めるが，６５歳以上の有病率は２５～３４

歳の５．３倍にも達する。この曲線の形だけに着

目すれば日本や韓国の少し前の状況に近く，カ

ンボジアにおいては，高齢者を中心とする過去

の感染のプールからの発病が相対的に多いと考

えられる。結核問題があまりに大きいためにも

ちろん新たな感染からの発病も数としては非常
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に多いが，結核発病への感受性が高い若年成人

にHIV問題を抱えているにもかかわらず有病

率曲線の山がないことは，NTPによるDOTS

が結核感染の鎖をある程度有効に断ち切ってい

る可能性を示唆している。

なお高年齢層で結核が著しく多発しているわ

けであるが，ポルポト支配下での虐殺や内戦で

この年齢層の多くが死亡しており，人口が少な

いことが実際の患者数を抑制するという皮肉な

現象が観察される（図３）。

ところで，本調査で発見された塗抹陽性患者

８１人中，問診でNTPの定義による「結核疑い」

となった者が５１人しかいなかったことは驚き

以上であった。面接調査はCENATの専門医

師や医師補により行われたにもかかわらず，自

覚症状の申請による「結核疑い」の塗抹陽性結

核の発見感度は６１．７％，塗抹陰性培養陽性結

核では３０．５％にしかすぎず，多くがスクリー

ニングＸ線検査により「結核疑い」となった。

通常，患者発見は症状自覚者の自主的受診に完

全依存していることから，本調査で発見された

多くの患者で通常のサービスによる発見が望み

えないことになる。医療機関を訪れる患者とい

わゆる健診発見例の差異もあるが，多くの住民

が慢性の咳などを病気と自覚していないなどの

可能性があり，結核の症状の自覚・捕らえ方に

関する調査・研究が必要である。

カンボジアでは９４年のDOTS導入以来，２

HRZE＋６HEの８カ月レジメンを標準短期化

学療法として採用しており，塗抹陽性結核で

９０％前後の治癒率を上げてきた。しかし

IUATLDによる最近の国際共同研究で，RFP

を治療の全期間６カ月用いたレジメンに比し，

この８カ月療法レジメンに再発率が有意に高い

ことを示唆する結果が分かってきた（第３４回

IUATLD世界会議特別シンポジウム，２００３年

１１月，パリ）。本調査でも過去に結核治療を受

けた者の少なくとも４．５％が菌陽性結核と診断

された。カンボジアでは，登録患者に占める再

治療例は５％程度とされてきたが，２０００年末

から２００１年初めにかけ実施された全国結核菌

耐性調査の際に，患者よりの聴き取りを強化し

たところ，塗抹陽性登録者の１３％もが再治療

例であることが分かった（WHO公式報告済，

未発表データ）。２００４年１月に JICA―P は，８

カ月療法より６カ月療法への将来的切り替えを

図３ 発見された塗抹陽性結核患者数と有病率の年齢分布
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ターゲットとしたフィールドパイロット研究を

開始したが，その政策の転換の正当性を示唆す

る結果となった。しかしながら，これら再発疑

いを含めても本調査で分離された結核菌から多

剤耐性菌は１株も分離されず，前述の全国耐性

調査でのRFP低耐性率を再確認する結果と

なった（表３）。治療へのアクセスが困難で薬

剤に接することすらできない患者が多いとは

いっても，人口１０万当たり１００人を超える塗

抹陽性患者が治療を受けている。貧しい医療施

設でも確実にDOTを施行することで多剤耐性

菌の出現を防いでいることは，われわれ日本人

にとってもよい教訓であった。なお INH耐性

が５～８％にみられるにもかかわらずEBへの

耐性が獲得されていないことより，RFPを２

カ月しか使用しない８カ月レジメンでは，患者

を治癒させることはできるが再発も多いことが

示唆されたといえよう。

筆者は，カンボジアにおいて多くの結核患者

が診断・治療へのアクセスがなく放置されてい

る反面，「塗抹陽性」結核の過剰診断も多いこ

とを指摘してきた２０）。今回の調査でも結核治療

中であるとされた４６例中，１６例のＸ線所見に

治癒を含めて結核と考えられる所見がなかっ

た。結核の病型情報が不十分であったが，通常

の患者登録を基にするとこのうちの６人程度が

肺外結核患者となる。これらを除いても約４０

例の患者中１０例に結核病変を示唆するＸ線所

見がなかったことになる。一部の患者はすでに

十分な治療を受けており胸部Ｘ線単純写真上は

病変が消失していると考えても，２０％前後の

患者では診断が極めて疑わしいこととなる。過

去に治療を受けたとされる患者においても，大

半に石灰化・線維化巣など結核治癒所見を認め

る調査地区もあれば，半数が有意な所見を認め

ない写真だった地区もあった。本調査でも明ら

かになったように塗抹陰性培養陽性症例では自

覚症状に乏しい者が多いことから，自覚症状の

強い慢性閉塞性肺疾患の感染増悪例などが，Ｘ

線検査機器をもたない病院などを中心に，結核

として過剰診断されていることが多いことが改

めて推測された。Ｘ線無所見・菌陽性例の存在

に関してはHIV感染の影響も考えなくてはな

らないが，筆者らが実施した別の調査ではカン

ボジア全国で発見されている全結核患者のうち

HIV陽性はたかだか１１．８％であり，その一部

がＸ線無所見例であっても，今回の観察の結果

に影響を及ぼすような数ではない。非常に困難

な中，賞賛に値する成績を上げてきたカンボジ

アのNTPであるが，結核診断においては，Ｘ

線撮影機器の整備や医師の診断能力向上のため

の研修の必要性を超える問題も抱えていること

は認識しておきたい。

調査結果よりの結核罹患率の推定

全世界的に結核対策の目標とされる「８５％

の治癒率，７０％の患者発見率」のうち，患者

発見率は最近では「DOTSプログラムによる

患者発見率」になったが，その計算の分母は，

塗抹陽性年間新規発生推定患者数（率）である。

WHOや結核高負担の各国が血眼になって達成

を目指している７０％の発見率ではあるが，罹

患率を正確に知ることは不可能である。した

がって各国の結核対策プログラムは推定という

あいまいな目標を追いかけていることになり，

この目標自体を実測可能な他の指標に置き換え

るべきだという批判がある。国際的議論の場で

は，筆者もこの批判を支持する立場をとるが，

現実にこの目標を中心に途上国の結核対策が進

んでいる限り，その分母たる罹患率を科学的に

できるだけ正しく推定することはわれわれの務

めである。そこで今回の調査や，われわれが蓄

積した知見を総合し，カンボジアにおける塗抹

陽性肺結核の罹患率の推測を試みた。

有病率（Ｐ）は，罹患率（Ｉ）と罹病期間（Ｔ）

の積である。ここでＴは，塗抹陽性排菌期間と

なる。治療などの介入が行われなければ，死や
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自然治癒などの転帰をとる者すべてを併せた平

均排菌期間は２年とされる。また，治療介入が

行われたものでは，発病から治療開始までの期

間（「発見の遅れ」）と治療開始後の排菌が止ま

るまでの平均期間の和が排菌期間となる。

DOTSの導入以降，治癒率が劇的に改善し，

またRFP，PZAなど４剤を用いる初期強化療

法の効果が高いことより，DOTSに含まれる

患者の排菌期間と，DOTSに含まれない患者

（カンボジアでは公的医療機関では大半が

DOTSを採用していることより，私立医療機

関で治療される患者）のそれとは異なることが

推測される。したがって，発生した塗抹陽性患

者は，NTPの DOTSにより治療される患者

（DOTS群），私立医療機関で治療される群

（非DOTS群）と治療を受けることなしに自

然の転帰をとる未発見群の三つにおおまかに分

類される。ところが，カンボジアのように，結

核患者中にある程度のエイズ患者，HIV感染

者が含まれてくると，その予後が非HIV感染

者と全く異なることから，前述の３群におい

て，HIV感染群（HIV＋）と非感染群（HIV－）

の亜群の存在を考慮する必要がある。今回有病

率が得られたので，治療を受ける患者数，HIV

感染率，罹病期間を代入すれば，自然経過をと

る未発見患者数が求められることになり，罹患

率が算出される。詳細は別に改めて論じるが，

ここでは次の数字を基に罹患率（再発などを除

く塗抹陽性結核の新規発生）を推定した。

�有病率：２３７（塗抹陽性８１例中過去に治療

歴のある１０例を除く７１例が新規）

�NTPにおける年間塗抹陽性発見：人口１０

万対１３９（２００２年）

�上記のうちの偽陽性などを除く真の塗抹陽

性者割合：７５％（経験と本調査よりの推測）

�私立医療機関での患者発見：NTP患者の

８／３８（本調査での割合）

�HIV陽性結核患者：人口の１．５％がHIV

感染者で，その８％が年間結核を発症し，

その１／４が塗抹陽性（カンボジアのエイズ

統計およびプノンペンでの経験から）

�発見された結核患者の１０％がHIV陽性

（２００３年１月調査より）

�DOTSまでの遅れ：約７カ月（２００２年実

施のディレー調査結果：病院１０カ月，ヘ

ルスセンター３カ月）

�私立医療機関での治療までの遅れ：約５カ月

�治療開始から排菌（塗抹）停止もしくは死

までの平均期間

・DOTS：HIV（－）…約２カ月半；HIV

（＋）…その７５％（早期死亡があるため）

・私立医療機関：HIV（－）…約７カ月

表４ ２００２年時点のカンボジアにおける結核疫学の推計値（新規塗抹陽性結核）

治療の遅れ（年） 治療開始後（年）

（塗抹陰転もしくは死亡）

平均罹病期間

（年）

１０万人当たり

年間発生数 有病者数

DOT（NTP） HIV（－） ０．５８ ０．２０ ０．７８ ９３．７ ７３．１

HIV（＋） ０．５８ ０．１５ ０．７３ １０．４ ７．６

非DOT（私費） HIV（－） ０．４０ ０．６０ １．００ １９．７ １９．７

HIV（＋） ０．４０ ０．３０ ０．７０ ２．２ １．５

有効な治療なし HIV（－） ２．００ なし ２．００ ５８．７ １１７．３

HIV（＋） １．００ なし １．００ １７．４ １７．４

合 計 ２０２ ２３７

注：ここでは，罹病・有病とは塗抹陽性排菌状態をいう
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（DOTSでなく脱落がやや多い）；HIV

（＋）…その半分

�未発見自然経過者の排菌期間：HIV（－）

…２年；HIV（＋）…１年

以上の仮定により計算される罹患率は，２０２／

１００，０００で，そのうちの３０（１５％）がHIV合

併結核となる（表４）。

まとめに換えて

求められた新規塗抹陽性結核（再発は含めな

い）の推定罹患率２０２は，WHOの推定値よりも

約２割低い程度であり，有病率がDOTS導入

以前の６割程度に減少した可能性があるのに，

罹患率の減少はごくわずかにとどまっていると

いう結論になる。これには，�本調査実施時の

２００２年には，ヘルスセンターへのDOTSがま

だ１／３程度の普及率であり，国民の半数は結核

サービスを容易に受けることができないこと，

�カンボジアで新発生する結核の多くは過去

の感染による発病であり，DOTSが普及し塗抹

陽性結核の有病率が有意に低下した地域で新感

染の鎖が有効に断ち切られている場合でも，日

本と同様高齢者を中心とする既感染者のプール

からの発病が絶えないこと，�１０％台の寄与

率ではあるが，９０年代に急速に拡大したHIV

感染の影響により押上げがあること，などが原

因していると考えられる。特にNTPにより診

断・治療されている新規塗抹陽性患者は，２００２

年の時点で５２％と約半数と計算され，私立医

療機関で治療される患者を考慮しても発生患者

の４割近くが未発見であると計算される。

しかし，NTPによるDOTSへのアクセスの

よい群での比較的低有病率が観察されたことは

朗報である。DOTSの普及により新感染の機

会は確実に減少させることができ，JICA―P が

開発・支援してきたDOTSのプライマリーケ

アレベルへの拡大というNTPの現施策が有効

であることもまた証明されたといえる。２００５

年には，ほぼすべてのヘルスセンターでの

DOTSが開始される予定であり，最近では

NGOの協力によりコミュニティーレベルでの

DOTSも拡大しており，患者発見登録数，発

見の遅れ両面で急速な改善が予測される。エイ

ズの流行状況の推移にもよるが，カンボジア

は，結核有病率・死亡半減の２０１０年目標の達

成を完全に視野に入れているものと考えられ

る。NGOによるDOTSの拡大がブームに乗っ

た短期的な施策に終わることのないよう，多く

の既感染者の存在があり結核の制圧に向けては

息の長い対策の強化が必要であることを理解さ

せていきたい。

さて，これに対し残る唯一の疑問が，本調査

で明らかになったような著しい塗抹陰性培養陽

性の存在下で，塗抹陽性結核のみの発見・治療

を行っていて，本当にすみやかな結核の制圧が

可能かということである。アジアの多くの地

域，特に地方はかつての日本がそうであったよ

うな大家族社会であり，たとえ高齢の塗抹陰性

結核患者であっても，孫・ひ孫まで非常に多く

の濃厚接触者をもち，感染源としてのインパク

トは無視できないと考えられるからである。カ

ンボジアではＸ線検査機器の低普及，専門医や

放射線技師の数的質的両方の不足もあり，喀痰

検査により塗抹陽性患者のみを患者発見の対象

としてきた。歴史的にもカンボジアのような結

核高まん延状態の地域でＸ線撮影をほとんど実

施しないDOTSプログラムが組まれたことは

ないと考えられ，今後の疫学状況の推移には非

常に興味がもたれる。

カンボジアの全国結核実態調査は，JICA―P

および結核研究所の全面的支援により成功裏に

終了した。その結果は，２２高負担国の一つで

あるカンボジアの結核の疫学状況が明らかにさ

れただけでなく，世界の結核対策の上での貴重

な基礎データとなったと思われる。同国の結核

疫学状況は世界の注目を集めており，今後の動

きを把握する上でも，さらなる解析ならびに追
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跡調査が必要であり，全国にDOTSが普及し

た後の２００７年にも予定される第２回調査へ向

けての支援が肝要である。

付 記

倫理・人権への配慮：本調査は，結核研究所

におけるカンボジア側とのワークショップによ

り実施案が作成され，WHO西太平洋事務局に

よるレビューの後，カンボジア政府保健省の倫

理面の検討を含めた審査承認を得た。本調査の

フィールド調査は，予備調査の経験による若干

の修正を経て，２００２年４月より１２月まで保健

省の公式業務として実施されたが，国際共同調

査であることより，検査の安全性も含む参加者

への倫理・人権面の配慮にはできうる限り日本

の規準を採用し，インフォームドコンセントの

ための資料作成・配布，屋外仮設での実施とな

る放射線機器の取り扱い者や周辺の被曝の防

止，通常では保健医療サービスが受けられない

村落で発見された患者の治療に関しては，

JICA―P が全面的に協力した。

資金・技術援助：本調査実施のための人員の

提供とその基本的人件費（給与）は，カンボジ

ア政府の責任において支払われたが，その他は

すべて海外からの援助によった。消耗品を含む

基本的な資機材とオペレーショナルコストは，

世界銀行によるカンボジア疾患対策プロジェク

ト（結核・エイズ・マラリアおよび保健医療イ

ンフラ整備）へのローン２３万ドルにより全額

まかなわれる予定であった。しかし，資機材で

は到着の遅れや品質の問題もあり，仮設Ｘ線撮

影装置・現像装置一式など一部機材を JICA―P

が肩代わりした（約５万ドル）。また，ツ反関

連の資機材を中心にWHO西太平洋事務局より

支援を得た（約３万ドル）。オペレーショナル

コストでは，倫理・人権への配慮，安全の確

保，予備調査・事後調査の実施，調査・検査の

精度管理，広報，準備や解析のためのワーク

ショップ等の開催の経費を JICA―P が負担をし

た（約１０万ドル）。このほか，結果解析や事後

調査の一部の費用を国際医療協力研究費によっ

た（約１万ドル）。人的貢献による技術支援の

経費は明確ではないが，結核研究所スタッフを

中心に大半が JICA―P を通じて行われた（資料

２）が，このほかにWHO本部（疫学），オラ

ンダ結核予防会の国際ツベルクリンサーベイラ

ンスセンター，大韓結核協会結核研究院，ベト

ナムNTP（以上ツ反標準化・精度管理），カン

ボジア・パスツール研究所（薬剤感受性試験）

の支援を受けた。関係各位に感謝したい。

資料２ カンボジア全国実態調査にかかわった日本人専門家リスト

プロトコール作成支援・トレーニングなど国内支援（結核研究所）

森亨，石川信克，須知雅史，吉山崇，田川斎之，藤木明子，野内英樹，小原尚美

現地支援

�総括，政府・国際機関調整：小野崎郁史

�初期計画：田川斎之

�ツベルクリン調査指導・精度管理：山田紀男

�結核菌検査指導・精度管理：山上清子，三浦隆史

�放射線検査指導：中野静男

�胸部Ｘ線診断：立石昭三，中川昭十，小野崎郁史

�同精度管理：長尾啓一

�エイズ関連調査：田村深雪，吉原なみ子

�パイロットテスト・中間評価：山田紀男

�疫学統計解析：山田紀男，小野崎郁史

�広報・財務・ロジ支援：飯塚昌

�WHO支援：葛西健

�追加調査指導：岡田耕輔，小野崎郁史
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