
PCR-TBを追加オーダーすればよいと
思います。問題はその追加オーダーに
かかる料金を、患者さんから徴収でき
るかどうかです。そのことを除けば、
塗抹陽性なら核酸増幅同定検査を、培
養陽性なら同定依頼を検査センターに
ぜひしてください。
　齊藤　非結核性抗酸菌症は日本でも
増えてきており、非常に重要だという
ことですね。
　尾形　はい。
　齊藤　ただ、結核には感染の診断も
ありますね。これはどうでしょうか。
　尾形　感染しているだけで発病して
いない時期があります。それを診断す
る方法としては、従来はツベルクリン
反応でした。しかし日本ではBCG接種
を行っていますので、日本人のほとん
どはツベルクリン反応陽性になってい
ます。欧米のようにBCG接種をやめた
国ではツベルクリン反応を使えても、
日本では使えません。
　その代わり、クォンティフェロンや
T-SPOTという新しい感染診断の方法
があります。T-SPOTという方法は、
６～９㏄ヘパリン採血するだけで、結
核に感染しているかどうかがわかりま

す。軽症な肺結核や肺外結核で菌が検
出できない患者さん、それから本当に
結核に感染したかどうかを知りたいと
いうときには、クォンティフェロンや
T-SPOTなど保険適用になった方法を
提出すると感染診断に非常に役に立つ
と思います。
　齊藤　この方法の原理はどうなって
いるのでしょうか。
　尾形　どちらも原理は同じで、感染
している人の血液にある単球とリンパ
球は、結核菌特異タンパク抗原を与え
ると反応してインターフェロンγを産
生します。結核非感染者ではこのよう
な反応は起こらないので、インターフ
ェロンγが産生されればすでに結核菌
に感染したと判定できます。
　齊藤　ということは、ツベルクリン
の反応は出ないということですね。
　尾形　そういうことです。BCG接種
の影響を受けないという方法です。
　齊藤　クォンティフェロンやT-SPOT
を使って感染の診断を確実にするとい
うことですね。
　尾形　はい。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　齊藤　行政からみた結核対策という
ことで、森先生におうかがいいたしま
す。
　結核について公衆衛生、行政的な対
応がとても重要ということで、日本で
歴史的にどう行われてきたかをお話し
いただきます。
　森　日本で近代的な結核対策が行政
サービスとして行われるようになるの
は1951（昭和26）年、新結核予防法と
いうものが成立した、そのとき以来と
されています。ちょうどこの年に日本
でストレプトマイシンの国内製造が始
まり、この法律はこのストレプトマイ
シンを効果的に使うためにできたとい
う面もあります。この法律は、結核の
感染防止、発病予防、早期発見、医療
の提供、流行監視という疾病対策体系
を総合的にカバーしているもので、そ
の後の様々な疾病対策のモデルともな
ったといわれています。
　その後、2007（平成19）年に結核予
防法は感染症法と予防接種法という、
より一般的な感染症対策の法律に吸収

されましたけれども、これらの法律で
扱う感染症一般とは違った結核独自の
予防体系が今でもしっかり維持されて
います。
　齊藤　予防接種はどのようになって
いますか。
　森　結核の感染を受けたあとの発病
のリスクを小さくするための方法の一
つにBCGワクチンによる予防接種があ
ります。これは、結核菌の弱毒株のワ
クチンを経皮法という方法で、皮膚の
浅い層に注入する方法で、現在ではゼ
ロ歳児、基本的には生後５～８カ月の
乳児に対して行います。これによって、
この子たちが結核の感染を受けても、
受けていない場合に比べて発病率は 
４～５分の１に下がります。このワク
チンのおかげで日本の子どもの結核は、
大人の結核が多いわりには、欧米と比
較しても非常に少なくなっています。
したがいまして、全年齢の結核がもう
少し少なくなるまでは、100％に近い
今の接種率を維持する必要があると思
います。

結核・非結核性抗酸菌症診療の最新情報（Ⅲ）

結核予防会結核研究所名誉所長
森　　　　亨

（聞き手　齊藤郁夫）

行政からみた結核対策
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　齊藤　発病予防という観点から、予
防内服も行われますね。
　森　はい。BCGのほかに予防の方法
としては、最近、家族や友人が結核に
なり、そこから結核菌の感染を受けた
というような場合には、発病のリスク
を抑えるために結核の治療薬をのんで
もらう方法があります。かつては、予
防内服とか化学予防といっていました
が、今では感染を受けた状態を潜在性
結核感染症と呼び、これを治療すると
いう言い方をします。つまり、感染を
受けたならば、潜在性結核感染症とい
う病気であって、これを治療しなけれ
ばならないという積極的なコンセプト
です。
　この治療は、子どもや若者だけでは
なく、成人にも行います。若いときに
結核感染を受けた中高齢者で、例えば
副腎皮質ホルモンやTNFα阻害薬の治
療を受けるとか、あるいは透析をする
とか、結核発病のリスクが高まってい
る状態にある人に積極的に適用されま
す。
　この治療をするためには、結核感染
の診断が必要ですが、そのための診断
技術として、従来のツベルクリン反応
検査に代わって、最近、クォンティフ
ェロン（QuantiFeron-TBゴールド）、
あるいはT-SPOT（T-Spot TB）とい
った血液を用いる免疫学的な検査が導
入され、以前よりもかなり正確に結核
の感染の診断ができるようになってい

ます。
　齊藤　結核患者の早期発見は行政的
にはどういうことが行われていますか。
　森　行政サービスとして、日本では、
症状が出現して医療機関を受診して診
断されるまで待たずに、無症状のうち
に患者を見つけて治療しようという健
康診断による早期発見、これを伝統的
に重視してきました。しかし、このよ
うな方法は蔓延度がある程度低くなっ
てきますと効率が下がってしまいます。
一般住民健診では、10万人が健診を受
けても、その中から数人しか患者が見
つからないというくらいに下がってし
まいました。そのため、今では健診は
特定の人に限定して行われます。つま
り、年齢的に結核罹患率の高い65歳以
上の人々、あるいは高校や大学の入学
時、それから職業的に結核を発病する
と周囲に影響の大きい学校や病院、福
祉施設の職員などが対象です。
　最も重要な健診の対象は、最近、結
核患者と接触した人、つまり患者の家
族や職場の人々です。このような健診
は「接触者健診」といって、保健所が
行う重要な感染症対策です。その健診
の対象となった人は、健診を拒否する
ことは法的にできません。そのくらい
重要な対策です。この健診は、感染を
受けた人、そのために発病している人
を見つけるため、あるいは最初の患者
に対する感染源を見つけるために行い
ますが、そのために多くの場合、まず

クォンティフェロンやT-SPOTを行い、
それで陽性ならばX線検査を行うとい
うのが普通です。
　齊藤　職場健診は今どうなっていま
すか。
　森　結核対策としては職場健診は廃
止されてしまいましたが、労働安全衛
生法という別の法律の規定で、胸部X
線撮影検査として行われ、多くの職場
では５年おきの節目時の健診項目とし
て残っています。
　齊藤　結核の患者が実際に見つかる
きっかけはどういうことが多いのでし
ょう。
　森　咳や痰が出るとか、熱が下がら
ないといった症状をきっかけに臨床の
場で診断がつくといったケースが、す
べての新しく見つかる患者の８割近く
を占めています。この発見方法の質を
向上させる。つまり、結核患者が受診
したら、できるだけ早く診断をつける
ということが感染防止、患者の予後を
確保するために非常に重要で、そのた
めには何よりも「結核はまだある！」
という意識を医療従事者にしっかり持
っていただくこと、そのための保健所
や医師会による啓発活動が重要なサー
ビスになります。
　齊藤　患者さんはいわゆる風邪症状
がなかなか治らないというかたちで実
地医家を受診するということが多いの
でしょうか。
　森　そうですね。そういうときは、

我々は「長引く咳は赤信号」と言って
います。これは「たばこの吸い過ぎや
風邪のほかに、結核のことも思い出し
てくださいね」というメッセージです。
　齊藤　その場合はX線写真を撮って、
まずは診断をする。
　森　X線写真と結核菌検査の伝票を
切っていただく。
　齊藤　診断がつきますと、医療費負
担についての補助があるということで
すが、これはどうでしょうか。
　森　結核の治療は費用も時間もかか
りますので、経済的な理由で治療が十
分に受けられないということがないよ
うに、すべての患者の負担軽減が法令
によって図られています。入院治療の
場合には、患者さんの収入にもよりま
すが、ほとんどが無料ですし、外来治
療ではだれでも自己負担額は５％程度
です。
　このような公費負担を受けるために
は、主治医は最長で６カ月に１回、個々
の患者の診断や治療方針について保健
所での承認を受ける必要があります。
患者のX線所見や菌所見、使用する薬
剤などの治療方法など、必要事項を申
請書に記入し、X線フィルムと一緒に
保健所に提出、保健所に設置される診
査協議会の診査を受けます。特に入院
治療につきましては、目的が感染防止
のための隔離を患者に要請します。こ
れは自治体からの勧告をするという一
種の強制的な措置になりますから、診
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　齊藤　発病予防という観点から、予
防内服も行われますね。
　森　はい。BCGのほかに予防の方法
としては、最近、家族や友人が結核に
なり、そこから結核菌の感染を受けた
というような場合には、発病のリスク
を抑えるために結核の治療薬をのんで
もらう方法があります。かつては、予
防内服とか化学予防といっていました
が、今では感染を受けた状態を潜在性
結核感染症と呼び、これを治療すると
いう言い方をします。つまり、感染を
受けたならば、潜在性結核感染症とい
う病気であって、これを治療しなけれ
ばならないという積極的なコンセプト
です。
　この治療は、子どもや若者だけでは
なく、成人にも行います。若いときに
結核感染を受けた中高齢者で、例えば
副腎皮質ホルモンやTNFα阻害薬の治
療を受けるとか、あるいは透析をする
とか、結核発病のリスクが高まってい
る状態にある人に積極的に適用されま
す。
　この治療をするためには、結核感染
の診断が必要ですが、そのための診断
技術として、従来のツベルクリン反応
検査に代わって、最近、クォンティフ
ェロン（QuantiFeron-TBゴールド）、
あるいはT-SPOT（T-Spot TB）とい
った血液を用いる免疫学的な検査が導
入され、以前よりもかなり正確に結核
の感染の診断ができるようになってい

ます。
　齊藤　結核患者の早期発見は行政的
にはどういうことが行われていますか。
　森　行政サービスとして、日本では、
症状が出現して医療機関を受診して診
断されるまで待たずに、無症状のうち
に患者を見つけて治療しようという健
康診断による早期発見、これを伝統的
に重視してきました。しかし、このよ
うな方法は蔓延度がある程度低くなっ
てきますと効率が下がってしまいます。
一般住民健診では、10万人が健診を受
けても、その中から数人しか患者が見
つからないというくらいに下がってし
まいました。そのため、今では健診は
特定の人に限定して行われます。つま
り、年齢的に結核罹患率の高い65歳以
上の人々、あるいは高校や大学の入学
時、それから職業的に結核を発病する
と周囲に影響の大きい学校や病院、福
祉施設の職員などが対象です。
　最も重要な健診の対象は、最近、結
核患者と接触した人、つまり患者の家
族や職場の人々です。このような健診
は「接触者健診」といって、保健所が
行う重要な感染症対策です。その健診
の対象となった人は、健診を拒否する
ことは法的にできません。そのくらい
重要な対策です。この健診は、感染を
受けた人、そのために発病している人
を見つけるため、あるいは最初の患者
に対する感染源を見つけるために行い
ますが、そのために多くの場合、まず

クォンティフェロンやT-SPOTを行い、
それで陽性ならばX線検査を行うとい
うのが普通です。
　齊藤　職場健診は今どうなっていま
すか。
　森　結核対策としては職場健診は廃
止されてしまいましたが、労働安全衛
生法という別の法律の規定で、胸部X
線撮影検査として行われ、多くの職場
では５年おきの節目時の健診項目とし
て残っています。
　齊藤　結核の患者が実際に見つかる
きっかけはどういうことが多いのでし
ょう。
　森　咳や痰が出るとか、熱が下がら
ないといった症状をきっかけに臨床の
場で診断がつくといったケースが、す
べての新しく見つかる患者の８割近く
を占めています。この発見方法の質を
向上させる。つまり、結核患者が受診
したら、できるだけ早く診断をつける
ということが感染防止、患者の予後を
確保するために非常に重要で、そのた
めには何よりも「結核はまだある！」
という意識を医療従事者にしっかり持
っていただくこと、そのための保健所
や医師会による啓発活動が重要なサー
ビスになります。
　齊藤　患者さんはいわゆる風邪症状
がなかなか治らないというかたちで実
地医家を受診するということが多いの
でしょうか。
　森　そうですね。そういうときは、

我々は「長引く咳は赤信号」と言って
います。これは「たばこの吸い過ぎや
風邪のほかに、結核のことも思い出し
てくださいね」というメッセージです。
　齊藤　その場合はX線写真を撮って、
まずは診断をする。
　森　X線写真と結核菌検査の伝票を
切っていただく。
　齊藤　診断がつきますと、医療費負
担についての補助があるということで
すが、これはどうでしょうか。
　森　結核の治療は費用も時間もかか
りますので、経済的な理由で治療が十
分に受けられないということがないよ
うに、すべての患者の負担軽減が法令
によって図られています。入院治療の
場合には、患者さんの収入にもよりま
すが、ほとんどが無料ですし、外来治
療ではだれでも自己負担額は５％程度
です。
　このような公費負担を受けるために
は、主治医は最長で６カ月に１回、個々
の患者の診断や治療方針について保健
所での承認を受ける必要があります。
患者のX線所見や菌所見、使用する薬
剤などの治療方法など、必要事項を申
請書に記入し、X線フィルムと一緒に
保健所に提出、保健所に設置される診
査協議会の診査を受けます。特に入院
治療につきましては、目的が感染防止
のための隔離を患者に要請します。こ
れは自治体からの勧告をするという一
種の強制的な措置になりますから、診
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査も人権に配慮して、30日ごとに行い
ます。
　齊藤　結核の治療はかなり長くなる、
あるいはたくさんの薬をのまなければ
いけないということで、アドヒアラン
スが問題になるため、対策があるので
すね。
　森　患者さんが処方された薬を確実
に服用するように、主治医と保健所が
一緒になって患者を支援する方法、こ
れをDOTS（ドッツ）といっています
が、感染症法で主治医と保健所の義務
として規定されています。具体的には、
外来はもちろん、入院中も含めて、患
者の服薬を何らかの方法で確認すると
いうもので、医療職員の目の前で薬を
のんでもらう、これを毎日とか、週何
回とか、あるいは電話で確認するとか、
のんだあとの薬の空からを確認すると
か、様々な方法で患者の規則的な服薬
を確認し、必要な指導を行っています。
もともと途上国で始められた方式です
が、今や世界中で行われており、日本
でも、程度の差こそあれ、広く普及し
ています。これで治療から脱落する人
は全体の５％程度に抑えられています
が、失業中とかホームレスのような恵
まれない環境の患者が増加しているな
か、このような患者の支援は結核治療
のために非常に重要なものになってい

ます。
　齊藤　主治医と行政サイドとのコミ
ュニケーションがさらに重要というこ
とでしょうか。
　森　そうですね。そのための基礎に
なる制度が患者登録制度で、これによ
って結核患者の臨床的な事項から社
会・経済的な状況まで、すべての情報
が保健所で管理されています。これに
基づいて患者への支援が行われますが、
一方、これらの情報の一部を抽出して、
全国の保健所から国に電算機システム
を介して集め、集計・解析をして日本
の結核の発生動向や対策の効果を常時
把握するということが、流行監視、サ
ーベイランスとして行われています。
　患者支援と流行監視の入り口になる
のが結核患者の届け出です。結核患者
を診察した医師は直ちに最寄りの保健
所に届け出ることが義務づけられてい
ます。これは結核対策の基礎として欠
かすことのできない重要な制度になっ
ています。
　齊藤　届け出は難しいことなのでし
ょうか。
　森　たいしたことはありません。逆
にそれを怠ったために集団感染が起こ
り、医師が処分されたこともあります。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　中村　児童・生徒における結核対策
ということで、まず最初に石川先生に
おうかがいしたいのは、今、子どもた
ちの結核の現状はどういう状況でしょ
うか。
　石川　日本では結核はまだ世界的に
見て中蔓延国といわれる、先進諸国の
中では高いほうにあるわけですけれど
も、幸い子どもの結核はけっこう速い
スピードでなくなってきています。し
かし、それでも年間、結核患者として、
例えば2012年を見ると、15歳未満の子
ども84人が結核にかかっています。こ
の率は先進国の中ではアメリカより少
し低いのですけれども、まだゼロでは
ない。
　そして、子どもが結核を発症したり、
あるいは亡くなったりということがあ
るのは、大人の結核がはやっている、
あるいは大人の結核がきちんと対策が
取れていないということの表れなので
す。ですから、本来であれば子どもの
結核はゼロにしたいというのが私たち
の望みで、「子どもの結核をゼロに」

という標語でやらなければいけないの
ですが、まだ100人弱ですけれども結
核が出ているのが現状で、油断はでき
ないということです。
　特に、子どもの結核の問題は、子ど
もが結核に感染しても、すぐにはわか
りにくい、診断がつきにくい、そして
進展が早いのです。ぐあいが悪いと思
ったら、すぐに全身に広がってしまう
こともあります。それから結核に感染
した場合の発病率も高いものですから、
大人に比べて早急に対応しなければい
けないという課題が子どもの場合には
あります。そういう意味でも、日本で
子どもに結核が起こりうる環境である
ということを普通の診療の中で忘れて
はならないと思います。
　中村　なるほど、大事なことですね。
　石川　めったにないのですけれども、
昔に比べればはるかに減ったのですが、
それでもまだゼロではない。どこで起
こるかわからないという意味では、ま
だ日本の医療の課題になっています。
　中村　やはり親御さん、あるいは学
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