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はじめに

人口 10 万対の年間届出結核患者数（届出率）が 10

わが国では，国内全ての保健所において，各管轄地

を下回った都道府県は 22 で，前年の 17 より増加して

域内で届け出された結核患者情報が入力されて登録さ

います。他に 11 を下回っている県が 11 あり，今後多

れており，入力された結核患者情報を年毎にまとめた

くの地域で 10 を下回ることが推察されます。一方，

「結核の統計」が，結核予防会から刊行されています。

高い届出率を示しているのは，都道府県別で大阪府が

「結核の統計 2020」として，2019 年にわが国において

18.4，指定都市別では大阪市が 25.6 ですが，2015 年の

登録された結核患者情報のまとめが出版されます。わ

届出率と比較して，大阪府は 23.5 から 18.4 に，大阪市

が国においては，2014 年に外務省・厚生労働省・独立

は 34.4 から 25.6 にそれぞれ大きく減少しています。

行政法人国際協力機構・公益財団法人結核予防会・ス

昨年の「複十字」No.388 で，結核研究所臨床・疫学

トップ結核パートナーシップ日本が改定版ストップ結

部の内村氏が，2017 年まで継続して増加傾向にあった
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核ジャパンアクションプランを発表し ，2020 年まで

90 歳以上の年齢階層における結核患者数が，2018 年

の結核低まん延化（人口 10 万対全結核登録患者数 10

に初めて減少傾向を認め，60 歳以上全ての年齢階層に

以下）を目指しています。2020 年の結核患者情報につ

おいて減少傾向を認めたことを報告しました。2019 年

いては，来年にならないと見ることはできませんが，

では，90 歳以上の年齢階層における結核患者数が 1,967

本稿では 2019 年における結核患者情報のポイントを

人で，2018 年の 1,806 人よりも 161 人（8.9%）増加し

見てみたいと思います。

ています。60 歳以上の高齢結核患者は，全体の届出結

2019 年結核患者登録状況

核患者数の 71.3％を占め，90 歳以上の年齢階層の方は

2019 年に新たに届出された結核患者数は 14,460 人

13.6％を占めています（図 1）
。今後，この年齢階層に

で，
前年 15,590 人から 1,130 人の減少（年間減少率 7.2％）

おいても減少傾向を認めるようになれば，わが国全体

となりました。人口 10 万対での数字は 11.5 であり，10

の届出結核患者数の減少傾向が加速することが予想さ

以下を目前としている状況です。日本生まれに限定し

れます。

た届出結核患者数と率では，それぞれ 12,567 人と 10.2

2019 年に届出された外国生まれ結核患者の年齢階

とになっており，日本生まれの結核患者では 2020 年

層別割合を見ると，20 歳台で増加傾向にあり，73.1％

中に人口 10 万対 10 以下となることが確実と考えられ

（851 人 /1,164 人）に達しています（図 2）
。15 ～ 19 歳

ます。一方，2019 年の外国生まれ届出結核患者数は

台では 54.9％（78 人 /142 人）
，30 歳台では 36.9％（283

1,541 人で，2018 年の 1,667 人から 126 人減少し，全結

人 /767 人）を占めており，若年層の届出結核患者にお

核患者内の外国生まれ結核患者の占める割合は 10.7%

いては，外国生まれ結核患者が占める割合が大きくなっ

で，2018 年における割合と同じでした。

ています。

図 1 年間届出結核患者の年齢階層別割合年次推移
2015 年～ 2019 年
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図 2 年間届出結核患者中の外国生まれ結核患者割合の年次推移
20 歳代～ 50 歳代，2015 年～ 2019 年
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結核登録者情報では，結核患者内における抗結核

ける結核登録者情報システムで，各患者の治療成績情

薬剤耐性情報として，培養陽性結核患者から分離培養

報を収集しています。2018 年以降は，それまでの新

された結核菌の主な抗結核薬に対する耐性の有無につ

登録肺結核患者を対象とする治療成績に追加して（図

いて情報収集しています。わが国における全国規模の

3）
，肺外結核患者・潜在性結核感染症者・多剤耐性結

抗結核薬剤耐性頻度の情報は，約 5 年間隔で結核療法

核患者における治療成績についても情報が得られてい

研究協議会（療研）から得られる情報以外は，結核登

ます。2018 年の新登録肺結核患者での治療成功率は全

2

録者情報から得られるもののみです。 結核登録者情

体で 65.6%，20 歳台と 60 歳以上の年齢階層で 80％未満

報における抗結核薬剤耐性頻度は，全国の結核患者に

となっており，特に 60 歳以上の高齢者では，年齢階

おける抗結核薬剤耐性情報について毎年集計される情

層が上がる毎に治療成功率が低くなっています。20 歳

報として大変貴重なものですが，課題の一つに集計さ

台では転出の割合が高く（12.0％）
，60 歳以上の年齢

れる情報の質があります。特に，培養陽性結核患者か

階層では死亡の割合が高くなっています。肺外結核患

ら分離培養された結核菌の薬剤感受性試験結果につい

者 3,531 人の治療完了率は 66.1%（2,333 人）
，死亡率が

て，保健所がどれほど病院から情報収集し，データベー

21.6％（762 人）で，
やはり死亡率が高くなっています。

スに反映させているかは，得られる情報の精度に多

一方，潜在性結核感染症で治療が必要と判断されて届

大な影響を与えます。
「結核の統計 2020」でも，培養

け出された 7,286 人の治療完了率は 8 割を超え，83.9%

陽性結核患者のうちで，少なくともイソニアジドとリ

（6,112 人）でした。2017 年に届け出された多剤耐性結

ファンピシンとの薬剤感受性試験結果が判明している

核患者 63 人の 2019 年末時における治療成績では，約

患者数と割合とを集計して報告しています。2019 年の

半数の患者が治療成功となり，脱落 ･ 中断者も 1 名の

培養陽性結核患者 8,110 人中で薬剤感受性試験結果が

みとなっていますが，転出の数と割合とが増加してお

判明しているのは 6,658 人（82.1％）でした。昨年の割

り，よく詳しい検討が必要です（図 4）
。

合は 84.0％でしたので，残念ながら少々低下していま

まとめ

す。培養陽性結核患者のうち約 18%
（2019 年は 1,452 人）

2020 年におけるわが国の結核低まん延化を目指して

の患者において薬剤感受性試験結果が判明していない

きている中で，2019 年の結核患者情報から見えてくる

理由が，保健所による情報収集・情報入力過程におけ

ポイントを概観しました。2020 年は，新型コロナウイ

るどの段階での問題によるものか不明です。
「培養陽性

ルス感染症の拡大に伴い，結核登録患者数の減少を認

結核患者における薬剤感受性試験結果不明者」の数を

めています。3 そのため，2020 年の結核登録患者の集

減らすために，各保健所における情報収集と入力につ

計状況は，これまでとかなり異なったものになること

いて再確認していただくことと，薬剤感受性試験結果情

が推定されます。結核患者の統計について，今後も注

報が不明である場合の原因についての検討が必要です。

視していく必要があります。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律（感染症予防法）において，診断した医師に
よる届出義務がある感染性疾患のうち，結核につい
ては感染症サーベイランスシステム（NESID）にお
図 3 全肺結核治療成績，2018 年届け出，2019 年末時点
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図 4 多剤耐性結核患者における 2 年後末時点における治療成績
（2016 年 ･2017 年届出結核患者→各 2018 年・2019 年末時点）
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