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結核予防会国際研修50年を振り返って（5）
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結核感染伝播源
鏡検検査は排菌者発見の第一歩
結核は空気中に浮遊する結核菌を吸い込むことによって起きる感染症である。WHO結核専門員会（9回報告1974）は結核対策の基本を「…痰
の中の結核菌が塗抹検鏡で見出されるほど多量の排菌者を早期に発見し，その治療により感染伝播現の環を断ち切ることである。故に細菌学
的サービスの中でも塗抹検鏡検査が優先される」，と明快に示し結核対策戦略は結核ラボ（結核菌検査）重視へ舵をきった。

結核研究所はJICAと委託契約を結び，1975（昭和

研修期間は開設初期の頃はおよそ 4 カ月であった

50）年に結核菌検査コースを開設した。開設40年を超

が，現在は 2 カ月，授業は月曜から金曜の午前 9 時半

えた現在，2015（平成27）年までの研修修了者は59

から午後 4 時までである。カリキュラムは基本的に午

カ国330人に及んでいる。

前に講義，午後に実習やワークショップが組まれ，施

本稿では，入職以来コース担当者としてそれなりの

設見学を課外授業として加えている。共通語は英語で

奮闘努力を重ねてきた（？）つもりのラボコース取り

ある。授業スタイルは講師主導型の座学より参加者自

組みの一端を思いつくままに記してみたい。尚，開設

身が考え，参加者間で討議し，体験や共同作業を通し

以来33年間のコースの変遷やその成果については，“結

て発表する参加型セッションに重きが置かれ，およそ

核 Vol. 83, No. 6 : 475-479， 2008藤木明子，加藤

全カリキュラム中の 7 割を占めている。コースの性質

誠也 ” に詳しい。

上実習の比重は大きく，とりわけ塗抹検査技術の習熟
は重要な教科である。技術の修得には基本の反復が必

コース（通称ラボコース）の実践
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須であるが各自の改善すべき欠点は異なる。その欠点

コースでは，一定レベルの資質・立場にあることを

を個々の研修員に客観性のある情報として提供し，そ

絶対要件として，上級ラボ従事者や医師を対象に実践

れを基に研修員と共に改善を目指す。この様な評価の

的な結核対策における結核ラボのリーダー養成を目指

伴った技術習熟法には優れたファシリテーターが不可

している。従って細菌学的知識や技術のみならず，検

欠で，その役割は大きい。

査室運営・監督・評価法，塗抹検査精度管理法，人材

ティーチングスタッフには，研究所内部スタッフと

育成の為の教授法等運営面に関する教科にも力が注が

外部依頼講師をWHO，厚労省，研究所，大学，民間

れる。臨床検査ではなく結核対策における塗抹検査の

会社などから協力を得ている。それぞれの分野におけ

優先性・重要性やラボの指導者として不可欠な検査運

る専門家で，国際協力の経験豊富な講師を招いた贅沢

営の重要性に対する研修員の意識改革から始められる。

な授業は，
「指導者養成コース」の主旨にふさわしい
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評価の伴った塗抹検査技術実習
コースで独自に開発された評価の伴った塗抹技術習得法は，毎回各
自の技術習熟度が図表上にヴィジュアル化され，手技の改善点や向
上が具体的に示される。これは研修員自らの技術達成目標設定に役
立ち，やる気を充分に引き出す方法である。

顕微鏡基礎授業
世界の顕微鏡業界を席巻しているオリンパス，ニコン，ツァイス社から
エンジニアを講師に招き，顕微鏡の構造・操作・維持等一連の顕微鏡
の基礎知識を徹底的に学ぶ。更にオリンパスやニコン社の工場を訪問
し製造工程に触れることは顕微鏡により親しむ良い機会になっている。

内容になっている。紙面の都合上全ての講師の先生方

1 つの教材をきちんと理解させる方が実際的で効果

をご紹介出来ないが，戦後物資の乏しい環境を克服す

も大きい。コース経験を重ねるに従いこの思いは確信

るためにL-J培地に何度も改良を加え編み出した小川

に変わった。そして教育背景，仕事上の経験，コミュ

培地の開発者，小川辰次先生の講義は創意工夫の重要

ニケーションのための英語力は様々である研修員達に

性と共に感動と尊敬を持って迎えられた。また，実際

背中を押されるように，研修員目線の基礎技術教則本

の結核病変臓器標本を見せながら行われた岩崎龍郎先

開発の取り組みが始まった。

生や岩井和郎先生の結核病理学は研修員に強烈なイン

平易な英語表現，多数のイラスト，見やすいページ

パクトを与えた。結核免疫学はある程度の基礎知識な

割り付け編集に心掛けたのはそのためである。英語表

しには理解してゆくことは難しいはずであるが，戸井

現，内容のチェックには，研修員や国際的に結核分野

田一郎先生によるこの講義は何故か毎年研修員全員か

の現場経験豊富な専門家により貴重な助言や手助けが

ら高評価が得られている。おそらく講義中に研修員の

あった。喀痰塗抹検査を皮切りに培養・同定・薬剤感

理解度を素早く汲み取り，その時々に応じて自ら白板

受性検査，塗抹検査鏡検訓練法及び塗抹標本外部精度

にイラストを描きながら噛み砕いた話しぶりやその速

管理法等の技術書などが開発された。これらは国際的

度が聴講する側の呼吸に合っていたのかもしれない。

な好評を得て英語以外にもアラビア語，インドネシア

カリスマ性のある講師の一人であった。この様に魅力

語，ウルドゥ語，クメール語，タイ語，トルコ語，ネ

溢れる印象的な講師の先生方は枚挙にいとまがない

パール語，モンゴル語，ビルマ語，ベンガル語，ロシ

が，今や多くの講師は定年のため現役を退かれたり，

ア語等の多言語に翻訳され世界各地で使われている。

鬼籍に入ってしまったことは残念である。

また，共同研究者として山田博之研究員を得て人工
痰が開発され，臨床喀痰材料に依らない安全で精度の

教材開発

高い鏡検訓練パネルスライド教材作成が可能になっ

当時，実践的で分かり易い現場向けの技術書は皆無

た。このことはWHOの薦める質の高い塗抹検査の技

であった。授業で使用する教材は，要領よくまとめら

術統一化に貢献し，DOTS戦略成功に結びつく鍵と

れた内容であることが重要であり，厚いだけの内容教

なった。

材は決して研修員達には好まれず活用されない。
また，
多数種の教材を配布するよりは，目的内容を満たした
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研修員滞在寸描
未来の結核ラボリーダーの精鋭たちは清瀬の研究所
に集結し厳しい研修を受ける。通常の滞在は研究所に

の研修員は沈痛な面持ちで原爆資料館から出てきたも
のである。
ある年の視察では熱帯病対策の成功例として沖縄を

併設された研修宿舎での共同生活である。
教室内同様，

訪問。訪問後，浜辺に出た際，海の無い内陸国，モン

共に泣き，笑い，時には憤慨，喜び……，彼らの生活

ゴルの研修員にセブ島からの研修員が海を教授し，生

周辺はホームシックや自国では決して行わないであろ

まれて初めての海に触れる機会へ誘導した。モンゴル

う自炊生活に耐えながらも実ににぎやかである。週末

の研修員は恐る恐る海水を舐め，無邪気に海と戯れる

の息抜きは決まって秋葉原通い。安い電化製品販売店

姿にセブ島からの海の教授は誇らしげであった。世界

などは尋ねればたちどころに教えてもらえる。日本ま

には多様な民族がいることを実感する一瞬であり，こ

るごと全部を買って帰りたい，と言うほど「お買い物」

の様に教室内では見られない研修員の姿を垣間見るこ

には目がない。

とがある。

コース開始時期は多少のずれはあるものの晩秋から

やがてコース修了時期が迫るとまるごと日本を買っ

冬季時期に実施され雪に触れる機会がある。南国から

て帰りたい強者たちは最後の買い物に忙しい。結果，

来た研修員達にとっては夢のような世界であり，うっ

帰国準備は荷物計量器と部屋の頻繁な往来とともに始

とり眺め，子供のように嬉々として駆けずり回る。は

まる。30キロオーバー，40キロオーバーと屈託なく報

しゃぐ彼らに足元に気を付けるよう注意する傍から思

告してくる。
「エエーッ」と驚愕する我々を尻目に，

い切り尻餅なんてざらである。
それでも愉し気である。

お得意の「ノープロブレム」
。万感の思いを込めて送

コースでは研修分野に対する関心や理解を深めるた

り出す我々のセンチメンタリズムなんて吹き飛んでし

めに教室を出た訪問視察の機会がある。訪問先はその

まう毎年繰り返される変わらぬ風景である。

時々の事情により変わるが，広島を見せずして日本で
のコース開催の意義はない，とコース運営具体化に尽

桃李満天下

力した初代研修担当者であった高橋昭三先生の強い精

結核高蔓延国の現場に合った，より効果的な研修に

神が現在も受け継がれ，広島は外せない訪問地になっ

は絶えず新しい課題が生まれており，その時々の国際

ている。世界唯一の被爆地，広島県内の医療施設や原

的なニーズにより教科やその実施内容は進化してい

爆資料館訪問は京都訪問より研修員達の最大の関心事

る。コース担当者はそのニーズに応えるため常に

で，ハイライトプログラムになっている。必ず何人か

ティーチングスタッフの発掘や教材開発等を心掛け，

技術入門書の開発
イラストの多い平易な言葉による単純明快な内容はコース仕様技術書となり，長
く研修員に愛用されている。開いて思わず見入ってしまう絵本の様な体裁の技術
入門書は，国際的に好評を得て世界各地で使われている。
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雪と戯れる
南国から来た研修員達にとっては夢のような世界であり
うっとり眺め，子供のように嬉々として駆けずり回る。
はしゃぐ彼らに足元に気を付けるように注意する傍から
思い切り尻餅なんてざらである。
それでも愉しそうである。

教科トピックの選択や授業内容に創意工夫を重ねなが

来るまでになり，よりきめの細かい研修の戦力になっ

ら質の高いコース確立を目指している。

ている。

コース開設から40年経た2015（平成27）年現在，

帰国後，かつての中国の研修員から「優れた内容と

参加した研修員は59カ国330人である。ともすると参

伝統を持ち，
『桃李満天下（世界中に優れた教え子達

加者数のみで研修効果が評価されがちである。
しかし，

が居る）
』のコースで学べたことを誇りに思う」と感

参加した研修員の一人一人は単なる一人でなく，
「一

謝された手紙の言葉が今も印象に残る。

粒の麦」として，各自の国で結核対策の核としてその
力を存分に発揮していることを国際学会やプロジェク
ト支援の出張先等でよく目にするところである。この
コースの誇ってよいことの一つとして，他の国際研修
コースでしばしば聞かれる研修終了帰国後によりよい
処遇を求めて他の分野に転じる人は殆どなく，元の職
場で結核対策の仕事を続けている。また，コース修了

出典：Helping Health Workers Learn by D. Werner and B. Bower
授業スタイル
見て実践して考えながら学ぶ

者達からファシリテーターレベルに達した人材も育
ち，毎年このコースのファシリテーターとして招聘出

59カ国 330名
結核菌検査コース研修員受入実績
（1975年－2015年現在）

ヨーロッパ地域（EUR）
2カ国 2名

アメリカ地域（AMR）
10カ国 18名

アゼルバイジャン

1

ウズベキスタン

1

アフリカ地域（AFR）
16カ国 54名
エチオピア

1

ガーナ

2

ケニヤ

8

コートジボワール

2

コンゴ民主主義共和国

2

ザンビア
ジンバブエ
スワジーランド
タンザニア

11

アルゼンチン

1

コロンビア

1

ジャマイカ

1

チリ

1

ハイチ

1

パラグァイ

2

ブラジル

2

ペルー

6

ボリビア

2

メキシコ

1

2
3
11

トーゴ

1

ベナン

2

ボツワナ

1

マラウイ

3

南アフリカ

2

リベリア

2

レソト

1

東地中海地域（EMR）
9カ国 58名

西太平洋地域（WPR）
13カ国 99名

東南アジア地域（SEAR）
9カ国 99名

アフガニスタン

17

イエメン

インド

19

インドネシア

1
23

韓国
カンボジア

1
19

イラク

1

スリランカ

サモア

1

エジプト

6

22

シンガポール

1

サウジアラビア

タイ

1

16

ソロモン諸島

1

スーダン

ネパール

2

15

中国

6

ソマリア

バングラデシュ

3

1

日本

17

パキスタン

ブータン

8

パレスチナ

ミャンマー

1

モルジブ

3

17
1

パプアニューギニア
フィジー
フィリピン

6
1
33

ベトナム

1

マレーシア

4

モンゴル

8

（＊地域はWHO分類による）

結核菌検査コース桃李満天下
およそ 6 割がアジア地域（WPR，SEAR地域）からの研修員で占められている。世界の結核蔓延状況からみると受け入れ地域別にみる割合は
妥当といえる。2015（平成27）年までの研修修了者は59カ国330人に及んでいる。
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