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増加する外国出生の新登録結核患者数 2018 1) 

2018 年に新たに結核患者として登録された者の数

（新登録結核患者数）は15,590人で、前年より1,199

人（7.1%）減少し、罹患率（人口 10 万対）は 12.3

であり、前年の 13.3より 1.0（7.5%）減少している。

一方、外国出生新登録結核患者数は、前年から 137

人増加して 1,667 人となり、新登録結核患者に占め

る割合は 10.7%となって初めて 10%を超えた。新登

録患者数が最も増加したのは 20～29 歳であり、前

年から 122人増加し、896人となっている。 

2018 年における外国生まれと日本生まれを区別し

た年齢別結核患者登録数を図 1に示す。  
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外国出生結核患者とその対策 

今回は日本における増加する若年層の外国出生結核患者について解説します。 

 

 

図 1. 年齢別結核患者登録数 2018年 



 

 

  
 
 

 

日本在留外国人の内訳 

2018 年末現在における中長期在留者数は過去最高

となった。在留資格別で増加率の多いところでは、

「留学」が 337,000人（同 25,495人、8.2%増）、「技

能実習」が 328,360人（同 54,127人、19.7%増）で

あった 2) 3)。 

これらのことより若年結核患者の増加は、主に若年

在留外国人は結核高まん延国からの留学生や技能実

習生と考えられる。これらの国の出身者である若年

者は日本の同年代よりも結核感染率は高いと考えら

れる 4) 5) 。 

 

日本における結核高まん延国出身の結核患者に対

する入国管理 6) 

入国管理局を再編し法務省の外局として、出入国在留

管理庁が 2019年の 4月 1日に発足した。また 4月施

行の改正入管難民法に基づく新制度で、労働者を受け

入れる 9 か国のうち、フィリピン、中国、ベトナム、

ネパール、インドネシア、ミャンマーの 6か国出身の

外国人に対する 90 日を超える滞在ビザの発給には、

これら 6 か国の国立病院等の検査医療機関の結核非

罹患証明書又は結核治癒証明書の提出を条件として

いる。今後実施されていくものといわれている（2019

年 11 月時点で未実施）。この入国前結核検査実施の

根拠は、「入国前結核検査は出入国管理及び難民認定

法」（5 条 1）および「ビザの原則的発給基準」であ

る。この入国管理による結核対策には、活動性結核に

対する入国前対策であり、大きな第一歩である。 

 

結核低まん延国における高まん延国出生者に対す

る入国管理 7). 

EU / EEA（European Union/European Economic Area）

諸国のほとんどの国、オーストラリア、米国の国々の結

核罹患率（Notification Rate, rate, 対 10万人）は 10未

満であり、結核低まん延国である。日本と結核低まん延

国における外国出生結核患者の比率を表 1に示す。 

 

表 1. 日本と結核低まん延国における外国出生結核患者の比率 

国

罹患率

対 万人

外国出生者の結核

患者の割合（ ） 年

イギリス 年

フランス 年

イタリア 年

ドイツ 年

デンマーク 年

ノルウェイ 年

オランダ 年

スウェーデン 年

オーストラリア 年 文献（ ）

米国 年 文献（ ）

日本 年 文献

（Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe  2019  2017 data より引用） 



 

 

  
 
 

 

EU / EEA、オーストラリア、米国では、外国出生者が

結核の割合は日本と比べてもかなり高い 8)。このよう

な国々では結核高まん延国から入国する外国出生者

を結核対策のターゲットとしているため、今後の日

本の結核対策の参考となるであろう。 

各国の入国結核対策としては、結核高まん延国出生

者、あるいは結核感染の高いリスクを持つ者に対す

るビザ発給の前提条件としての入国管理を行い、活

動性結核患者ならば入国させず（英国 9）10)、米国 11）

12)）または入国時直後に活動性結核患者を特定して

感染を防止（ドイツ）していることである。活動性結

核でも薬剤耐性についても検査し、治療が完了すれ

ば入国が可能となる。 

若年者（2歳および 5歳以上、15歳未満）および妊

婦では IGRA またはツ反を実施していることである。

欧米では CXR の放射線の被曝に関しては非常に慎重

である。 

注目すべきことは、2015年以降英国への新規入国者

を対象として LTBIプログラム（post-entry screening）

が実施されていることである。 

2015 年以降、英国（England）への新規入国者を対

象として、LTBIプログラム（post-entry screening） が

実施された。対象者は以下適格基準に基づいて LTBI

の検査を実施する。結核罹患率の高い国（150 / 

100,000 以上またはサハラ以南のアフリカ）での出

生か 6 か月以上居住、過去 5 年以内に英国に入国し

た（他の国からの入国を含む）16〜35歳。TBまたは

LTBI の過去の履歴はなく、以前に英国で LTBI のスク

リーニングを受けていなかったもの。これは LTBI プ

ログラム（post-entry screening）は primary careのと

ころで実施された。この 6 年間の結果として、英国

では 1960 年以来最も低い罹患率まで低下し有用と

評価されている 13)。 

 

今後の結核高まん延国外国出生者に対する結核対

策に関する一考察 

すでに問題となっているものとして、結核高まん延

国外国出生結核患者の場合は、多剤耐性結核の比率

が日本より多く 14)、感染源が多剤耐性結核であると、

それに感染した患者も多剤耐性結核 LTBI と考えられ、

通常の 1剤 LTBI治療では治療効果が低下し、発病の

リスクは高まると考えられる。また、治療中の結核患

者の海外への転出によって治療が中断される例が多

くなっている 15)。さらに患者の経済面（費用）、言語

面の意思疎通、結核という病名による同国出身者同

士の stigma* 等も問題点として考えられている。す

でにこの点に関しては関係機関での啓発活動用資料

は整備されつつある。 

日本における外国出生結核患者の比率は欧米の結核

低まん延国に比べるとまだ低い。しかし今から 10年

後の将来を予想するに、今後日本における労働者不

足からくる若年外国出生者への依存度はますます増

加し、一方で、高齢者の自然減による高齢者結核患者

が減少することにより 20 代の外国出生結核患者の

結核罹患者比率はさらに増加するものと思われる。

結核低まん延国における結核高まん延国外国出生者

に対する結核管理は、活動性結核患者の入国の制限

から、入国後の各個人のフォローを地方行政レベル、

プライマリ・ケアレベルで実施している。英国、米国

のように入国後の管理は LTBI 患者へのフォローへと

移行しつつあるように考えられる。 

結核高まん延国出生者で日本に学業、就労等で長期

在住する場合、これらの人々は日本においては社会

的ハイリスク者であり、この対策として健診時に

LTBI 検出項目も取り込むことは将来の日本の結核低

まん延化対策あるいは低まん延国となった時の維持

対策として必要になるものと思われる。 

 

Mr. QFT 

  

* stigma: 十分な根拠なく単なる属性等から押し付けられた特定の価値判断。 
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