『結核の統計 2018』を読む
−統計を生かして結核対策の推進を！−

結核予防会結核研究所
国際協力・結核国際情報センター

ますが，同一県内でも罹患率が比較的高い地域や低い

はじめに
昨年から今年にかけては世界の結核対策においてか

地域が混在しており，各地域の詳細なデータを活用し

つてないほどに大きな動きが見られています。昨年 11

て結核対策を推し進めていくことが低まん延化を達成

月にモスクワで第 1 回の結核に関する閣僚級会合が開

するために必要です。特に高齢者の結核と外国生まれ

かれ，75 カ国の閣僚の同意のもとに 2030 年までに結

の結核は日本の結核対策において重要性が増してお

核（TB）を終結させることに早急に取り組むことを

り，以下に詳述したいと思います。

宣言するモスクワ宣言が採択されました。さらに今年

高齢者の結核

9 月には，史上初の結核に関する国連ハイレベル会合

新登録結核患者のうち 71.1% を 60 歳以上が占め，特

が開催され，日本は会合の共同議長を務めます。セク

に全結核患者のうち 3 人に 1 人以上が 80 歳以上です。

ターを越えて世界が一丸となって結核流行の終息に向

これは，かつて結核がまん延していた時代に結核に

けた施策を強化していくことが求められていますが，

感染した方々が高齢となってから発病しているため

日本国内の結核対策においても例外ではありません。

です。罹患率も高齢になるほど高く，60 ～ 69 歳では

2018 年 8 月に，厚生労働省より「平成 29 年結核登録

11.4 で す が，70 ～ 79 歳 で 22.0，80 ～ 89 歳 で 55.5，90

¹ が発表されました。結核予
者情報調査年報集計結果」

歳以上では 92.7 と上昇していきます。新登録患者数

防会では詳しい情報が記載された『結核の統計 2018』

でみると 89 歳の結核患者数は徐々に減少傾向ですが，

を作成中です。この年報は，全国の保健所が結核登録

90 歳以上では上昇傾向で，全体数に占める割合も上昇

者情報調査システムに入力した情報を集計したもので

しています（図 1）
。

す。本稿においては，平成 29 年の結核疫学状況を概

外国生まれの結核

観しつつ，どのように統計データを結核対策に生かし

図1

ていくのか考えてみたいと思います。
平成 29 年の新登録結核患者数は 16,789 人で，前年よ
り 836 人減少しました。人口 10 万対罹患率（新登録率）
は 13.3 で，前年から 0.6 ポイント減少し，減少率は 4.3%
でした。2016 年 11 月に「結核に関する特定感染症予
防指針」
（以下，指針）が改正され，
「2020 年までに罹
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患率 10 以下（低まん延国化）
」を達成することが成果

外国生まれの新登録結核患者数は，増加傾向が続い

目標として掲げられました。現在は年約 4% 前後の減

ており，前年から 192 人増加して 1,530 人となり，新登

少率で推移していますが，目標を達成するためには減

録結核患者に占める割合は 9.1% となっています。特

少速度を速める必要があります。

に若年者では新登録患者数の半数以上の 62.9% を外国

都道府県別データで見るとすでに 10 県（北海道，

出生者が占めます。30 ～ 39 歳の間でも外国出生者の

岩手，宮城，秋田，山形，福島，群馬，新潟，山梨，

占める割合は上昇傾向で，新登録患者数は前年から 91

長野）が罹患率 10 以下を達成しています。一方，首

人増加し 349 人となり，35.4% を占め，前年に比べる

都圏，中京，近畿，九州等の大都市では登録率の高い

と 9.7 ポイント上昇しています（図 2）
。

傾向が続いています。これら地域は患者数も多く，日
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このような中で，米国，カナダ，オーストラリア，

本全体で罹患率 10 以下を達成するためにもこれらの

ニュージーランド，英国，オランダなどの国々では入

地域でのより一層の罹患率低下が急務です。このよう

国前の結核スクリーニングを課しており，日本でも長

に日本国内においても各県ごとに結核の状況は異なり

期滞在者に対して結核入国前スクリーニングの実施を
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年齢階層別新登録外国生まれ結核患者が占める割合

図2

ことが示唆されます。高齢者結核では，自覚症状に呼
吸器症状を有する割合が少なく，典型的な肺結核の画
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像を呈さないこともあり，受診や診断の遅れにつなが
ります。結核の集団感染の約 4 分の 1 を病院や社会福
祉施設が占めており，高齢者施設において結核の集団
感染がおこって，利用者のみならず施設職員も感染・
発病した事例が報告されています。高齢者施設での結

することを厚生科学審議会結核部会が了承し，今年度

核早期発見のためには関しては結核予防会によるハン

中にも実施が始まる見込みです。 入国前スクリーニ

ドブック 3，自治体による指針などに基づき入所時や

ングの実施によって外国出生者の結核登録数の減少が

定期健診による結核疑い例の発見が重要ですが，それ

期待される一方，入国時のスクリーニングではすべて

らが適切な検査・診断につながり，診断の遅れが減る

の結核を発見することは不可能であり，入国後に発症

ように，地域の開業医や在宅医と連携しながら対策を

した結核患者が早期に診断され，治療につながるよう

進めていく必要があるでしょう。

なシステムの継続も必要です。

終わりに

2

結核発見の遅れ
受診が遅れる（症状発現から受診までの期間が 2 カ
月以上の割合）患者の割合は，20.8% となり，平成 14
年以降で最高となりました。このうち，働き盛りで
感染性のある層と考えられる 30 ～ 59 歳の有症状菌喀
痰塗抹陽性肺結核患者に限定すると，割合は 35.0% と
なっています。さらには遅れがあった患者のうち，約

図3

新登録有症状肺結核中年齢階層別発見の遅れの割合
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方，診断が遅れる（受診から結核の診断までの期間

本稿では新登録結核患者について高齢者，外国生ま

が１カ月以上）患者の割合は，21.7% とおおむね横ば

れ，また発見の遅れに注目して統計データを概説しま

いで，30 ～ 59 歳の有症状喀痰塗抹陽性肺結核患者に

した。しかし，
『結核の統計 2018』にはその他にも職

限ってみると診断の遅れは 14.7% で昨年より低下して

業別の新規結核登録患者や，治療内容，治療成績など

います。しかし，そのうち 3 割以上（33.5%）で 3 カ月

といったよりよい結核対策の立案のために重要な多く

以上の遅れがあり，これは他の年齢層より高値でした。

の情報が記載されています。先のモスクワ宣言におい

このような受診・診断の遅れが特に大きい患者はそれ

ては効果的な結核対策に繋げ，結核の終息を達成する

だけ周囲に伝播させる危険性が高く，早急の対策が望

ために質の高いデータの必要性が叫ばれています。幸

まれます。このように遅れの有無だけではなく期間の

い本邦では途上国と比較して質の高いデータを収集で

分析や，職業別，外国出生者の遅れなど，その地域の

きる体制が既に整っています。ぜひこれら統計データ

より細かなデータを見ていくことで対策の糸口がつか

を十分に生かしてさらなる結核対策の推進に繋げてい

めるかもしれません。

ただければと思います。

遅れを高齢者層に注目してみると，70 歳以上では受
診の遅れは少なくなり，80 歳以上では受診の遅れの割
合は 14.9% でした（図 3）
。一方，診断の遅れはどの年
齢でも 20% 前後ですが，65 〜 69 歳で 23.5%，70 〜 74
歳で 24.1%，75 〜 79 歳で 24.7%，80 〜 85 歳で 23.8% と
比較的高値です。これらの年齢層では慢性疾患などに
よる定期受診などで医療機関を受診する機会が多く，
受診の遅れは少ないものの，早期診断に至っていない
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