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研究要旨
都市部における一般対策の及びにくい住所不定者、他生活困窮者、外国人、高齢者等の特定
集団に対する効果的方策として以下が示された：①様々な健診の促進（路上、施設入所時、喀
痰採取等）、②直接服薬支援（DOT）の積極的適用（外来DOT、訪問DOTともに対費用効果が
高く、間歇療法も有効である。服薬支援の評価票・ガイドライン・教育プログラムが作成され
た）、③保健所、福祉、病院の強い連携（保健師等による患者への病院訪問や人間的絆の強化、
生活保障や住居の提供は必須）、④定期的治療評価会（DOTSカンファランス：保健所および病
院）の開催、⑤地域内社会資源の活用（NPO、薬局等）、⑥路上生活者当事者や彼らに接する福
祉・NPOスタッフへの啓発・教育、⑦外国人への文化的・言語的配慮（各国語によるパンフ・
服薬手帳の作成）、⑧発生動向調査を用いた対策の評価（背景分析、対策評価図の作成）、⑨医
療・福祉・NPO、時に路上生活者等の当事者等を交えた連携研修プログラム、⑩地域の背景や
特性による異なる対応や方式があり得る前提で行う試行錯誤。重要な見解的成果としてRFLP
分析により、路上生活者、一般区民、外国人の各群で、相互の感染が最近起こっている可能性
が示された
3 年間の成果を基に、新結核予防法の成立に伴う地方公共団体による予防計画策定のための
諸点を「提言」としてまとめた。これを全国の都道府県に配布するとともに、結核研究所のホ
ームページに公開した。さらに研究成果を、社会福祉の専門誌に特集として掲載した。
本研究の実施に当たり、①結核対策、感染症対策における地方自治体と中央政府のあり方、
②先進西欧諸国の都市部の結核対策との比較研究は米国、英国研究者との協力、③福祉分野を
含む医療保健サービスのあり方に関する研究方法論の検討、④「健康日本 21」の概念の中での
社会的危機管理や人間の安全保障の観点からの結核対策のあり方などを通した検討を行った。
田川 斉之 （結核予防会結核研究所対策支援部

<分担研究者>
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A．研究目的

分析を行った。具体的には、1）先進諸国の経

1. 背景

験や成功事例の分析（文献及び直接情報の収

わが国の結核罹患率の高位は大阪市および

集分析）、2）日本の諸地域での現行の対策や

東京都の特別区を始めとする大都市に集中し

成功事例の比較検討、3）大阪市、東京都特別

ており、

区での特殊地区ないしリスク集団における積

地域によっては高蔓延国に匹敵する高さであ

極的な介入モデル試行と成果の検討、4）病院

る。その一つの要因は、都会の持つ社会病理

における入院及び外来 DOTS の確立（施設治

的要因によると考えられるが、その現実に対

療体制、保健所との連携のあり方、評価会）、

応した効果的な対策の不足によると言えよう。

5）上記 3、4 を支援するための疫学的情報の

効果的な対策を適用すれば十分結核を減らす

分析や評価法の開発（発生動向情報の分析、

ことができることがニューヨーク等での経験

実用的評価指標の開発、RFLP による感染経

から示されている。即ち、結核患者をできる

路の分析等）、6）都市結核対策に関連した保

だけ早く発見し治癒させる都市に合ったシス

健システムの検討（①地方分権と感染症対策、

テム、WHO が世界的に推進する DOTS（直接

②研究方法論、③患者等の事例分析、④民間

服薬支援療法）システムを確立することであ

組織と結核対策）、7）上記を総合した効果的

る。わが国では、平成 12 年には厚生労働省に

な都市の結核対策のあり方大綱の作成である。

より「日本版 21 世紀型 DOTS 戦略」に関す

分担は、1、2、6、7 は主任研究者が主催して

る通達も出され、いくつかの自治体では積極

分担研究者全員が関わり、課題により分担研

的な取り組みも始められていたが、本研究開

究者がそれぞれの領域の研究を個別ないし連

始時ではそれらの規模は不十分であり、効果

携して進める。分担は以下の通りで、それぞ

的な対策手法に関する分析は十分出来ていな

れの課題は、3（下内、前田、田川、小林、大

かった。

森）、4（豊田、和田、小林、大森）、5（大森、

2. 目的

高橋）の構成とする。このためには年 4 回程

本研究の直接的な目的は、日本の都市部に

度の研究会議を持つ。初年度は、1、2 を含め、

おける効果的な結核対策のモデル開発を、特

研究体制の確立と基礎的研究を行い、第 2 年

に対策が困難なホームレス等の特定集団を視

次は、主に 3〜6 を、分担研究者が各論的に、

野に入れて行うものであり、最終的には行政

主任研究者がその不足部分補い、総合化を行

的な政策提言を、各論的には様々な方策の開

った。7 は研究会議で行った。最終年度は、

発を目指した。また間接的には、本研究の成

より具体的な提言作成を目標にした研究体制

果が都市部における他の慢性感染症対策のあ

を強化し、各論分野での集約と総合化を行っ

り方への示唆を与えることも目指した。

た。年度途中に本研究の全体に関する概念的
整理、及び最終拡大ワークショップを開催し、

B．研究方法

成果の共有、広報を行い、以降の展望を検討、

対策が困難な都市部の特定集団（主にホー

提言としてまとめた。また、米国、英国の研

ムレス、一部に外国人）に対する効果的な結

究者達との共同研究を継続し、システムの相

核対策のモデル開発を行うために、文献的・

互比較を通し、日本への提言を得た。

歴史的分析、都市における感染流行の実態分
析、事例分析、疫学・社会学的調査、地域に

Ｃ. 研究結果

おける介入試行、患者発見方式・治療方式の

全体として、各分担研究が順調に進められ、

開発、評価方式の開発、保健システム・政策

諸地区での調査や積極的な介入試行もなされ、

様々な有益な成果が得られた。

た（石川）。調剤薬局を用いた間歇療法による

（3年目）

DOT 試行では、治療中断率も極めて低く、患

1. 都市部における結核の感染の実態分析と

者の満足度も高く、PZA を含んだ標準治療例

して、新宿区での全排菌患者に対する RFLP

では、間歇療法を用いた DOT の有効性が示

分析により、路上生活者、一般区民、外国人

された（和田）。外来部門における服薬のあり

の各群で、相互な感染が最近起こっている可

方の検討より、患者の状況に応じた地域

能性が示された (高橋)。

DOTS タイプの選定のため、
「服薬支援アセス

2. 東京都(高罹患率の 3 特別区)では、生活困

メント票」と服薬支援者への教育用教材の開

窮者の DOTS 事業の分析より、有効な課題が

発を行い、その有効性が示された（小林）。在

示された。①保健医療資源との連携の強化（入

日外国人患者に対する外国語（自国語）によ

院医療機関と治療に関する意志疎通が良好だ

る服薬手帳の有効性はさらに示されたが、自

と地域 DOTS による治療状況が良好、また積

己中断例なども見られ、法的体制など外国人

極的に薬局等の協力により患者のニーズに沿

の治療を取り巻く言語以外の障害も示された

った DOTS が実施できる）、②広域的 DOTS

（田川）。

体制の整備（患者の社会的、身体的状況に応

6. 評価方式の開発としては、発生動向調査に

じ、柔軟に DOTS を実施。区間での連携が必

よる疫学情報の精度管理も含め、新結核予防

要）、③住宅確保等の社会サービスとの連携

法下での地方自治体が用いることの出来る評

（住み慣れた地域で DOTS を安定的に実施、

価分析法の開発を進めた（大森）。

治療終了後の社会復帰の促進のため受託斡旋、

7. 保健医療システム・行政分析では、従来の

就労支援等の社会サービスとの連携が必要）

危機管理という概念からコミュニティの安全

(前田)。

保障という概念への転換により、より有効な

3. 大阪市では DOTS の拡大強化と相まって、

政策が展開できることを考察した。保健医療

治療中断・脱落率が 6%と低く抑えられ、治

従事者への研修方式の開発も行った（石川）。

療成功率は 81%と高率を保った。前年に続き

8. 英国の研究者との共同研究を継続し、結核

全国を上回る罹患率減少率(9%)、薬剤耐性率

問題を超えた住居や福祉、就労支援の重要性、

の減少を見た（下内）。

官民の連携の必要、NPO への権限や業務の委

4. 患者発見方式としては、先進諸国の文献レ

譲、NPO スタッフへの研修、医療・福祉・NPO

ビューおよびモデル解析により健診の有効性

による研修プログラムの意義が指摘された

が示された。地域 NPO や路上生活者の意識・

（石川）。

知識の欠如が示されたことより、早期受診を

9. 新結核予防法の成立に伴い、国の基本指針

促すため路上生活者や福祉・NPO スタッフへ

と地方公共団体の予防計画策定において盛り

の健康教育の試みや教育パンフが作成された

込まれるべき諸点を「提言」としてまとめ、

（石川）。

全国の都道府県に配布するとともに結核研究

5. 治療方式の開発としては、国立国際医療セ

所のホームページに公開した（資料 III. 5.）。

ンターで、保健所との連携のもと、早期退院

この提言には地方公共団体及び国の役割を簡

と外来 DOT による 96%の治療完了率が示さ

潔に論じ、対策の立案のための様々な重要な

れ、その意義と可能性が示された（豊田）。外

項目を掲げた。特定集団を多く抱える地方自

来 DOT は費用効果分析でも有効性が示され

治体や組織での結核対策強化、健診、医療機

関、福祉その他の組織との連携協力、社会資

多数を占め、外来での DOT 実施による治療

源の活用、関係者の教育等を強調した。

継続の必要性・可能性が示された。新宿区で

10. さらに研究の一部を社会福祉専門誌「季

は、ホームレスへの DOT とともに、個別の

刊 Shelter-less 24 号」に特集を企画して掲載し

事例分析と中断リスクの高い人への接触の強

た。

化による服薬支援、病院との連絡の強化、事
例別のコホート分析、活動全体の年次評価等

（2 年目の主な成果）

の DOTS 事業の推進を行った。中断リスクの

東京都特別区における観察医務院におけ

高い人への調剤薬局での服薬支援は 14 名に

る死亡者の分析により、若年者でありながら

対し行われ中断者はまだ出ていず、今後の服

保健医療サービスへのアクセスの悪さが結核

薬支援のオプションが示された。NPO の役割

死亡の要因であること、路上生活者の利用に

に関する検討会では、問題性の解明と、戦略

は限界があり、生活不安定者の実情に合わせ

的な計画の必要が示された（前田、石川）。

た多様な保健福祉サービス機能の必要が示さ

3.

れた(前田)。

や路上生活者に対する意識調査より、結核や

1.

患者発見方式の開発としては、地域 NPO

大阪市、東京都において定期的治療評価

サービスに関する知識の欠如が示され、受診

会（コホート検討会）の定着による体制の強

促進のための受益者側の知識や啓発に関する

化、行政と医療機関との連携、リスク集団へ

勉強会やチラシが試みられた。また NPO によ

の介入的試行を継続し、いくつかの知見が得

る採痰路上健診等も含め、サービスをいかに

られた。①大阪市では、NGO と連携したホー

受けやすくすべきか、効果的な患者発見法の

ムレス健診の強化により受診率の向上(10%

必要が示された（石川）。

→60%)、ホームレスへの DOT(直接服薬確認)

4.

の実施、脱落者の追跡、その他リスクの高い

センターで、保健所との連絡強化を推進、退

者への服薬支援強化により、治療中断率の改

院基準の見直しにより、早期退院が可能であ

善(13%→5%)が見られた。これらの活動の結

ることが示された(豊田)。早期の退院は、保

果、喀痰塗抹陽性結核の罹患率は 2003 年には

健所との連絡強化、生活困窮者への DOT、保

10%の減少を観察した（下内）。②東京都では、

健所からの患者接触の強化等の対策が十分に

保健所と病院の連携強化の意義が明らかにさ

行われれば、自己退院にともなう治療中断の

れ、保健師の頻回訪問により脱落が低下する

危険を減らすことおよび医療費の節約に貢献

ことが示された。NPO との連携による路上健

する。ただし、病院保健所との連絡の強化と

診や地域内 DOT の可能性が示された。都が

DOT の実施については、保健所により結核に

実施した生活不安定者結核健診では 2002 年

対する認識の差があり、病院側からのアプロ

の 33/1091 (3.3%)から 16/1002 (1.6%)へ減少が

ーチのみでは、成功しない場合もあった。調

見られたが、台東区山谷地区での路上採痰健

剤薬局を用いた間歇療法による DOT 試行で

診では、3%という高率で塗抹陽性者 3 名が発

は、副作用、再発が毎日法と遜色がないこと

見された。そのうち 2 名は行方不明や拒否、1

が示された。治療中断率も極めて低く、患者

名が NPO 支援下で治療を完了でき、問題と可

の満足度も高く、PZA を含んだ標準治療が可

能性が示された。台東区における治療中断例

能な症例では、間歇療法を用いた DOT がオ

で、病院とのトラブル等による自己退院例が

プションとして意義がある(和田)。新宿区の

2.

治療方式の開発としては、国立国際医療

行っているホームレスへの DOT は、入院治

ムレスの問題点と結核治療における生活保護

療に比してはるかに医療費の節約となること

法の限界およびホームレス自立支援法への期

が示された (石川)。

待について検討した。国会上程中の新結核予

看護職の立場より、診療所による訪問 DOT

防法の内容を検討し、都市問題への対応がよ

のケーススタディ、事業評価を行い、また訪

り可能になったこと、国の基本指針と地方公

問 DOT を行う対象となる者は、介護保険な

共団体の予防計画策定においては、本研究課

ど他の医療資源の対象となる者が多いことか

題である特定集団対策が盛り込まれるべきで

ら他の医療資源との連携の重要性を認識しそ

あることを指摘した(石川)。
「健康日本 21」が

の方法を検討した。訪問 DOT 実施の為のマ

進められる中での感染症対策の位置づけ、公

ニュアルの作成、服薬支援リスクアセスメン

衆衛生従事者への研修のあり方に関しても検

ト票、服薬支援計画票、地域 DOT 支援者の
ための教育プログラムの開発を行った。また、

討を行った(石川)。
7. 外 国 人 専 門 家 （ ロ ン ド ン 市 立 大 学 講 師

外来治療中の服薬コンプライアンスのアンケ

J.Rowan氏、元ニューヨーク市結核局長・元国

ート調査により、自己内服の場合は飲み忘れ

際結核肺疾患予防連合副事務局長Fujiwara博

(10%以上)が少なくないこと、とくに予防内服

士）を招待し、大阪・東京両地区の研究活動

でその割合が高いことが示された。また、自

への評価と貴重な助言を得た。

治体における DOT 実施の準備状況について
アンケート調査を行い実施中 60 保健所、実施
に向けて準備中 96 保健所であることが分か
った(小林)。
在日外国人患者は、治療継続に難渋してい
る場合が少なくなく、服薬支援の為の 5 カ国
外国語（自国語）による服薬手帳を作成、試
用した。中断リスクの高い例で本手帳の有効
性が示されている(田川)。
5. 評価方式の開発としては、サーベイランス
上での疫学情報の分析方法について開発を進
めた。患者中の外国人や生活困窮者の割合等、
都市部固有の指標も入れた簡易評価シートを

（1 年目）
1. 文献分析や直接訪問により先進諸国の経
験や成功事例の分析がなされた。特に米国の
事例は貴重で多くの示唆に富んでいる。日本
の諸地域での試行や成功事例の比較検討より
日本式 DOTS のあり方に関する基本情報が得
られた（石川）。
2. 大阪、東京における特殊地区およびリスク
集団への介入的試行が開始され、興味ある成
果・知見が得られた。研究活動を通して、既
存の業務が活性化・連携化してきている。自
治体内および外部の研究者、民間組織などを
連携する研究体制が出来上がった。対策の実

作成し、これを用い、経時的な変化の検討に

態に関する評価会がルチーンに開かれるよう

より、地域ごとに課題の項目が抽出され、フ

になった。

ィードバックによる情報の質が改善されるこ

大阪市では、①介入研究のための現状調査

とが示された(大森)。

として、愛隣地区等における実態調査、治療

6. 保健医療システム・政策分析では、地方自

脱落患者の追跡と検討、②対策評価のための

治体の感染症対策の課題と中央政府の役割を

疫学研究として、結核菌精度管理の評価、路

検討した。ロンドン市の対策より、結核専門

上生活者患者の RFLP による分子疫学的調査、

ナースや中央行政から地方自治体への介入の

③院内感染対策ガイドライン素案の作成、④

意義が示された。社会福祉行政におけるホー

成果として、保健所と医療機関の密接な連携

により DOTS の拡大が可能になり、脱落・中

健所へのアンケート調査が実施され、外国人

断率の減少が見え始めた（下内）。

の母国語による服薬手帖（DOTS ノート）の

東京都特別区では、①研究組織づくりによ

開発が進められた（田川）。

り従来行政的に分離している東京都（庁）と

6. 結核対策（感染症対策）と保健医療システ

特別区（役所）間、特別区間の連絡・連携が

ムに関する分析が始められた。特に地方分権

強化された、②様々な地区における生活不安

の流れおよび保健政策としての「健康日本

定者（ホームレス、精神疾患患者、高齢者等）

21」が進められる中で、感染症対策のあり方、

への医療実態調査により、著しく高い結核罹

中央政府の役割等の検討が進められた。感染

患率が示されるとともに、医療機関、福祉、

症対策の技術的・予算的分権化は国全体とし

地域の民間組織、薬局など様々な社会医療資

て危険が大きいことが示唆された（石川）。

源との連携の必要や可能性が示唆された、③

7. 上記の研究を進める中で、都市結核研究の

新宿区ホームレス患者の結核菌 RFLP 分析の

方法論のあり方や整理がされた。即ち、歴史

ための菌の収集システムの開始、④病院等に

的（文献）研究、政策論的研究、経費効果分

おける結核患者の事例分析、⑤山谷地区にお

析、疫学的調査、介入実験的研究、症例研究、

ける生活実態と結核医療に関する聞き取り調

人類学的研究などである。特に母集団が把握

査、NGO/NPO 等の社会資源の活用に関する

できないリスクグループへの接近法として、

検討等が行われた（前田）。

従来の疫学的研究法の限界のなかで、事例分

3. 施設治療のあり方や治療方式の開発が進

析（ケーススタディ）や人類学的手法による

んだ。

分析の意義が示された。

保健所との連携による病院の入院および外

8. 外国人専門家（元ニューヨーク市結核局長

来 DOT の強化システムの試行が開始された。

Fujiwara 博士）を招待し、大阪・東京両地区

特に新宿区の患者を最も多く受け入れている

の研究活動への評価と貴重な助言を得た。

国立国際医療センターにおいては、入院期間
短縮と外来 DOT システムを保健所との連携

D．考察および今後の課題

強化により試行し始めた（豊田）。

（3 年目）

院 内 DOTS お よ び 診 療 所 に お け る 外 来

1. 全体としては、国の指針づくり、地域の予

DOTS による治療困難者の支援システム構築

防計画へ反映させるためになされた「提言」

を看護職の役割という視点で検討し、諸活動

が最終的な成果と言える。今後の課題は、①

を試行し始めた（小林）。

それらの内容が十分理解され、利用されてい

調剤薬局を用いた週 2 回服薬法による間欠

るか追跡する必要がある。また、②この提言

療法方式の開発と実施による有効性の検証が

は要旨であるため、内容をさらに具体的に詳

進められた（和田）。

しく保健関係の専門誌や啓発誌に発表、掲載

4. 疫学的情報の分析方法の開発が進められ

して行く必要があろう。そして、③結核研究

た。サーベイランス情報を用いた対策の簡易

所、国立保健医療科学院、その他の教育機関、

評価法シートを試作、情報の質の検討がなさ

さらに社会福祉分野の研究教育機関との協働

れた（大森）。

で、
「提言」内容の検討や、研修プログラムの

ホームレス・外国人患者の菌の収集により
RFLP による分子疫学的分析のシステム化が
開始された（高橋）。
5. 在日外国人の保健医療の実態に関する保

開発を行う必要があろう。
2. 新宿区での感染に関する分析では、路上生
活者間、路上生活者と一般住民間でのクラス

ター化が見られたことから、路上生活者の持

究活動などを継続して行く必要がある。また

つ感染危機の問題も示しているが、新来外国

関係者の連携的研修も早急に取り組むべき課

人が一般住民から感染を受けた可能性が高い

題である。

ことや、一般住民間のクラスター化などから、
都市という環境下で、様々なグループ間で新

（2 年目）

しい感染が起こっていることが示唆され、早

1. 国（中央政府）の関与のあり方について、

期患者発見、治癒へ結びつく治療体制の強化

1) もともとの住民ではない者への結核対策

の必要が示されたと言える。大阪での分析で

における地方公共団体の責任の明確化：

も同様の知見が見られ、従来大阪では各地か

ームレスおよび不法滞在外国人は、地方公共

ら集まった労働者が大阪で発病しているとい

団体の地域に住んでいるが、もともとそこの

う地域外感染説に対して、地域内感染の可能

住民ではなく、地方公共団体が対策を立てる

性が強くなったと言える。

場合、すでに診断された患者については生活

3. 大阪市において分担研究者が結核対策責任

保護の対象となるが、診断されるまでは対策

者として DOTS システムの総合的強化が取り、

が弱い。例えば、ホームレスに対する健診な

国平均を上回る罹患率の減少、耐性率の減少

ども行われているが、不安定生活者のうち健

が起こっていることは驚異的である。保健所

診受診者の割合は極めて低い。不法滞在外国

を 1 カ所として行政的な対応を一本化した体

人については、見つかった場合に強制送還の

制や、責任者の設置を含め、今後大阪の経験

対象ともなるため、その対策のあり方が難し

からいくつかの教訓を読みとる作業が必要で

い。

あろう。

2) 移動者(非住民)への福祉(生活保護)と結核

4. 東京地区では都内 3 区間での広域的試みが

対策の明確化：

ようやく始められたが、区が各々独立した自

の地域の住民ではないが、必要であると認識

治体である東京都全体のあり方には、今後

された時点でその地域の生活保護の対象とな

様々な試行が必要である。

る。特定の地域において生活保護対象が多い

5. 本研究の直接の対象ではなかったが、川

場合、その地域は、予算を賄うことができな

崎・横浜地区はまた異なるモデルが考慮され、

くなるため、60 歳未満の者への生活保護は制

都市の背景や性格に応じた柔軟な体制づくり

限している場合がある。生活保護は治療期間

が必要であることが考えられる。今後は、対

中継続し、治療終了後切る場合、患者として

象地区を広げた観察により、大阪モデル、東

は治療継続に対する負の動機付けが働き、ま

京モデル、川崎・横浜モデル等いくつかの類

た、仕事があるときに生活保護を打ち切った

型化をしていけるかもしれない。

方が総収入は多くなるなどの問題がある。い

6. 米国、英国の研究者との共同研究から学ん

かなる生活保護の体制が結核治療に最も適切

だことは、都市の結核が社会的経済的に困難

であるかを検討する必要がある。

な特定集団に集中して行くことから、福祉・

2. 患者発見について：

民間組織を含めた連携と統括的な対策、個別

1) 有症状時のアクセスの改善： 結核患者発

ニーズに応じた柔軟な対応の強化の必要性で

見の 80%以上は症状による医療機関受診によ

ある。固定的なものでなく、ネットワークや

る。しかし、ホームレスの場合、救急車、福

柔軟な対応が出来る組織作り、そのための研

祉事務所の医療券または福祉センター受診が、

ホ

ホームレスは、もともとそ

有症状時の受診手段であり、医療券による受

れる必要がある。

診には様々な障害が存在すると思われ。有症
状時の受診の促進のための方策を検討する必

5. ワークショップによる提言の作成：
次年度はこれまでの成果に基づき、ワーク

要がある。

ショップにおいて具体的な提言を作成する。

2) 健診の実施： 台東区で毎年 100 名ほどの
健診を行っているが、必要となるホームレス

（1 年目）

人数を考えるとカバー率は低い。一般の職場

初年度としての研究成果は未完成のもの

健診、住民健診と比較し、ホームレスの健診

もあるが、様々な有用な知見を提供し、活用

は、一人当りの費用は高いが発見患者一人当
りの費用は安い。健診を強化する必要がある
が、その場の設定に、現場の福祉担当者、ホ
ームレス自身の情報が必要である。

1. 先進諸国特に米国の失敗と成功の事例分
析は、日本の都市が取り組むべき今後の様々
な課題を提供している。即ち、DOTS の中で
も DOT の徹底的な適用、治療評価システム、

3. 治療継続の為のメニュー：
1) 外来 DOT というオプションの充実：

されるべき方策の可能性を提供した。

保

健所の行う DOT、薬局間歇 DOT、薬局で行
う非間歇服薬支援強化、診療所をベースとし
た DOT、その他服薬支援強化の、全国への展
開の方法を検討する必要がある。

結核対策責任者の任命などである。
2. 大阪市および東京都特別区における路上
生活者や生活困窮者の結核に関する状況調査
は、今後の対策に必要な基礎情報を与えると
ともに、介入試行のあり方を示した。現対策
の枠を超えた柔軟な方策（早期退院と地域

2) 結核シェルターとしての入院施設の改善：

DOTS、あるいは長期の社会的入院、福祉と

外来 DOT ですべての生活困窮結核患者を

の密接な連携、民間組織の活用等）、また研究

DOT できるかどうかは不明である。入院から

組織の編成により、ルチーンの評価活動、連

の脱落は病院とのトラブルを契機とすること

携が活発化することになり、この種の行政研

が多いが、入院医療施設(とくに感染性がなく

究の経過そのものの成果が示された。

なった 2 カ月目以降)を結核シェルターとし

大阪市における治療成功率や罹患率の改善は

て user friendly な施設に改善することにより

DOTS による成果と考えられ、院内 DOTS を

外来 DOT ができない例での DOT を確保する。

含めたその拡大の成果が待たれる。

3) 病院・保健所間の連絡強化

3. 東京都特別区では、従来の各独立した区同

4. 保健所における登録、分析システムの改

士の連携への一歩（研究会の設置）がなされ

善：

たが、さらなる全都的組織的対応、福祉との

今後、保健所の機能としては、症例検討、コ

連携や地域社会資源との連携が望まれる。

ホート分析を行い、個々の患者について、治

4. 病院と保健所の連携に関しては、従来から

療中断予防の為に必要な情報を収集し、対策

その必要性が指摘され、いくつかの試みもな

を立てることと、コホート分析、患者発見状

されてきたが、病院に入院した都市部の住所

況の分析を行い、その時点での保健所の対策

不定患者について、保健所と連携を取りなが

の弱点を検討し、改善のための施策を立てる

ら治療改善をしようとする試みが病院側から

ことが必要となる。これらを簡易に行う方法
の開発と、これらを行う能力を確保するため
の対策と研修計画を地域の結核予防計画に入

なされる試みの意義は大きい。
5. 厚生労働省が掲げた日本版 DOTS 戦略の
実践は、看護職の役割が大きく、本研究は、
従来医師への補助的役割であった看護職が主

体的な課題として DOTS に取り組む流れを促

者、外国人、高齢者等の特定集団に対する効

進していると考えられる。

果的方策として以下が示された。①様々な健

6. DOTS の一つの課題は、誰がどのように患

診（路上、施設入所時、喀痰採取等）、②直接

者の服薬支援をするかであるが、調剤薬局の

服薬支援（DOT）の積極的適用（外来DOT、

利用は一つの大きな可能性を示している。ま

訪問DOTともに対費用効果が高く、間歇療法

た、我が国では今まで検証されていなかった

も有効である。服薬支援の評価票・ガイドラ

毎日法に代わる週 2 回服薬法の効果、実施可

イン・教育プログラムが作成された）、③保健

能性の検討も貴重である。

所、福祉、病院の強い連携（保健師等による

7. 発生動向調査情報を用いた対策の評価は

患者への病院訪問や人間的絆の強化、生活保

従来からなされてきたが、その質の分析や効

障や住居の提供は必須）、④定期的治療評価会

果的な評価は、対策が複雑な都市部では重要

（DOTSカンファランス：保健所および病院）

であり、新しい評価法の試作（簡易評価法シ

の開催、⑤地域内社会資源の活用（NPO、薬

ート）、DOTS ノートの試作は今後の適用によ

局等）、⑥路上生活者や彼らに接する福祉・

る有効性の検証が可能になった。

NPOスタッフへの教育、⑦外国人への文化

8. 結核菌の遺伝子（指紋）分析の応用により、

的・言語的配慮（各国語によるパンフ・服薬

地域内での感染状況（路上生活者同士、一般

手帳の作成）、⑧発生動向調査を用いた対策の

住民への影響など）が可能になりつつある。

評価（背景分析、対策評価図の作成）、⑨地域

方法論的な問題もあるが、今後の結果が待た

の背景や特性による異なる対応や方式があり

れる。

得る前提で様々な試行錯誤を継続する。

9. 「健康日本 21」を推進している保健政策
論研究グループとの共同で、感染症対策の位

F．健康危険情報

置づけを行う意義は大きいと考える。健康転

基本的なし。ただし新宿区で路上生活者を

換という模式図の中で、危機管理としての古

初め、様々な住民間での感染を示唆する知見

くからあるそして新たに発生するかもしれな

は、都市部の高い結核感染危険率を示唆して

い感染症の位置づけが必ずしも明確にされて

いる。

いなかったからである。また都市結核の持つ
課題は、一時的あるいは局所的なものではな

G．研究発表

く、将来日本社会が抱える課題の縮図と考え

論文発表

られる。

1.

石川信克，他：都市部における一般対策

10. 本研究の性格上行政に密着した研究であ
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