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平成元年 12 月 15 日（金） ロンドン（英国）滞在 

 

ロンドンに立ち寄った大きな目的は、アフリカでの医務官経験の長い戸田二

郎博士と面談し、アフリカの社会情勢、衣料状況についての予備知識を得て

おくことと、アフリカの AIDS に対する対策の変え方を学ぶために英国の行

政側と意見交換をすることであった。 

 

 

ロンドン日本大使館にて 

前列（左から）：戸出二郎医務官、岡田清団長 

後列（左から）：貝田、多田、矢倉、新田 



11:00-12:30 日本大使館医務官戸田二郎博士 

ケニアを中心としたアフリカにおける社会情勢一般、公衆衛生を含めた医療

状況、教育体制、AIDS および感染症の状況に関する質問条項を提出してあっ

たので、それらを中心にかなり具体的に説明していただいた。これは、アフ

リカ訪問の予備知識として極めて有用であった。 

 

14:00-17:00 英国保健省（Department of Health） 

戸出医務官を通して appointment をとっていただいていた保健省の Peter 

Exon 博士（AIDS unit）と外務省の Andrew Kirkpatrick 氏（Narcotic/AIDS 

control）と面談した。Exon 博士は、英国のみならず国際協力にも関与してお

り、AIDS unit をすでに 3 年担当している。一方、Kirkpatrick 氏は、世界に

おける AIDS の状況を把握すると同時に、各国政府の AIDS に対する政策、

およびその政策に対する国民の反応についてもモニターする立場にある。戸

出博士も交えた面談では、次の点を中心に話が進められた。 

 

（1） 英国の AIDS の状況、およびアフリカとの関連 

  英国における AIDS の異性間感染例の多くは、英国に滞在・在住してい

るアフリカ人、あるいはアフリカ人と性的交渉を持った人であるという統計

がある。そのため、1977 年以降にアフリカ人、西インド諸島の人と交渉を持

った人は、献血しないようにという呼び掛けがなされた。しかし、このよう

な方策は在英の当該大使館、あるいはアフリカ人への非礼（offense）にもな

り、問題がないわけではない。 

  4 年程前に、異性間感染に対する教育的スローガンとして「アフリカを

見よ（さもなければ、いずれわれわれも同様の状況に陥るであろう）」を取り

上げ、国民は大きな不安と恐れを抱いた。しかし、状況が大きく変わってい

ないところから現在では安心・無関心（complacency）が広まり、「感染は徐々

に進行する」という事実を国民に理解させるのが、いかに難しいかを実感し

ているという。 

  同性・異性愛者に対する教育は、パートナーの数を減らすということを

第一に行っているが、彼らの性的態度にもやっと変化の兆しが見え始め、感

染者も現在では横這いの状態になっている。 

  垂直感染については、HIV 抗体陽性の母親の約 40％が児に幹線を起こす



とされており、母乳を止めるよう指導している。また、子供を欲している HIV

抗体陽性者については、薬物使用者のような場合には妊娠しないように、他

の例で AIDS の症状のないような場合には、できるだけ早い時期に妊娠する

ように指導する場合が多いようである。 

 

（2） アフリカへの渡航者に対する対策 

  この問題に対しては、一般的な教育的措置、空港でのパンフレットの配

布等を行っているだけである。しかし、アフリカの交通事情・車両事情の悪

さから来る事故の多発、および無菌的な医療器具の極端な不足を鑑みて、交

通事故に遭わないように極力注意すること、さらに注射器・注射針・プラズ

マエクスパンダー等のキットを持参することも勧めている。これは、現地の

状態をつぶさに見るにおよび、日本からの旅行者にとっても有益な助言であ

ると思われる。 

 

（3） アフリカからの渡航者に対する対策 

  4 年ほど前に、アフリカからの留学生に対する強制的な血液検査の是非

について議論がなされた。最終的には、検査を施行することによる公衆衛生

上のメリットはないと判断され、検査は行われていない。 

 

（4） アフリカの AIDS についての情報等 

  アフリカの AIDS の日和見感染としては結核が圧倒的に多く、ザンビア

の結核患者の 75%、ケニアでは 25%が HIV 抗体陽性者であるという。そのた

め、結核治療薬の投与が行われているが、これにより結核のみならず AIDS

の病態にもよい効果をあげている。 

  異性間感染がアフリカに多い一つの原因としては、性病そのもの、特に

陰部潰瘍が広がっていることがあげられている。また、割礼と AIDS 発症と

の関係についても、割礼をしている人では陰部潰瘍が少ないこと、ケニアと

ウガンダの割礼を儀式として行う部族は、割礼を行わない部族に比して AIDS

の発症が圧倒的に少ないという報告もあり、割礼による AIDS 発症への予防

効果も無視できないようである。 

 

 



平成元年 12 月 19 日（火） ルサカ（ザンビア）滞在 

 

9:30-11:30 WHO 代表 Boayue 博士 

ザンビアにおける AIDS コントロール・プログラムについて説明を受けた。

ザンビアの現状は、全人口の 6-10%が HIV 抗体陽性であり、WHO には 1988

年 1 月現在で 1,892 名の AIDS 患者の報告がされている。このうち、約 300

名がすでに死亡しているとされているが、これらの数字はかなり低く見積も

られていると考えたほうが良さそうである。彼の推定では、この約 3 倍が実

数であろうとのことであった。 

 

 

前列中央：WHO 代表 Boayue 博士 

 

  これらの状況を踏まえて、ザンビアでも AIDS コントロール・プログラ

ムが開始され、血液検査施設の設置、テクニシャンの養成、疫学専門家・健

康教育者等の育成、小中高校生に対する教育を中心にプログラムが進められ

ている。現在、年間 200-300 万ドル（と彼は語っていた）の援助が WHO を

介してなされている。また大統領の子息が AIDS で亡くなったこともあり、

政府も協力的ではあるが、AIDS対策費はまだ微々たるものである。逆にAIDS

の蔓延により、最低限の健康管理体制を維持するための予算が圧迫されてい



るという皮肉な側面も指摘されていた。 

  このような状態のため、ザンビアの将来はかなり暗いものがあるが望み

は捨てていない（Future is gloomy but not hopeless.）とのことであった。具

体的には、学童への教育がAIDS予防の鍵と見ており、小冊子の配布や ”AIDS 

Club” を通して教育・啓蒙を積極的に進めている段階である。 

 

14:30-16:30 保健省 AIDS サーベイランス委員会委員長 Nyaywa 博士 

1986 年に最初の AIDS 患者が発見されてから、各病院（University Teaching 

Hospital：UTH を含めて全国で 84 ある）は、患者発見時および死亡時にサ

ーベイランス委員会への報告が義務づけられている。最初は、都市部から発

生したが、トラック運転手・ビジネスマン・兵士等を介して徐々に周辺部へ

浸透してきているという。 

  1987 年からは、HIV 抗体のスクリーニングが開始され、33 の病院で

ELISA が行われ、残りの病院ではより simple な方法が行われている。また

Western blotが可能なのは、現在のところUTHとNdolaの病院だけである。 

   表 1 に、現在までの AIDS 患者の発生数を示してある。 

 

表 1 ザンビアにおける AIDS 患者の年代別および年齢別発生数 

 _____________________________________________________________ 

  A                B 

    1986 年    240         0-4 歳    134 

    1987 年    468         5-14 歳     19 

    1988 年    980        15-20 歳    171 

    1989 年    729        21-39 歳    1,511 

                      40 歳-      374 

                                不詳      208   

      計     2,417          計      2,417 

 ____________________________________________________________ 

 

ザンビアの場合、輸血による感染は全体の 10%程度で、85-90%は性的接触に

よるものである。また、性病の発生率も高く、特に問題となるのは、梅毒・

軟性下疳患者で AIDS 感染の温床となっている。実際に、軟性下疳患者の



50-70%が HIV 抗体陽性か AIDS であるという。従って、「エイズを予防する

にはまず性病から」という方針で、対策を練っている。もう一つの問題点は

結核患者の増加で、このうち 50-70%がHIV 抗体陽性かAIDS であるという。 

  ザンビアには、未だに AIDS の存在を信じない人がおり、HIV 抗体陽性

者については follow-up を家族を含めたカウンセリンを通して行い、感染の

広がりを食い止めようとしている。また表 1 でも明らかなように、青年層が

AIDS で死亡することが多いために、孤児の増加がウガンダほどではないにし

ろ見られ、今後益々深刻な問題になるとの指摘があった。 

 

平成元年 12 月 20 日（水） 

 

9:30-10:30 UTH 皮膚性病科主任・ザンビア性病コントロール・プログラム

代表 Subhash K. Hira 博士 

性的にアクティブな女性のうち HIV 抗体陽性者の年間増加率が、ザンビアで

は 2.5%、隣国であるマラウィでは 7.5%とかなり高く、孤児が増加する傾向

にある。UNICEF では、西暦 2000 年にはアフリカ地域だけで約 500 万人の孤

児が出るであろうと予想しており、深刻な社会問題になりつつある。同時に、

周産期の感染も問題になり、HIV 感染者の約 60%は正常に経過するが、40%

に児への感染を認めるという。従って、彼のクリニックでは HIV 抗体陽性者

の妊娠に対して、第一に児への感染の可能性が高いこと、第二には、児が将

来孤児になる可能性があることから、消極的に対応している。 

  夫婦に一方が HIV に感染しているようなケース（discordant infection）

についてカウンセリングにより感染の拡がりを予防する努力もしている。

follow-up している 200 例の夫婦のうち 70%は、夫の方が感染している場合

である。これらのカップルに対し、性交渉の回数、避妊用具の使用状態を log 

sheet に毎日記録するように指導している。この結果、予防なしで性交する割

合が 22%から 6%に減少している。また、夫婦の一方が感染していることを

告げても、性交渉の回数が減少することはなく、離婚例も 200 例中僅かに 1

例であった。従って、カウンセリングにより悪い影響は最小限であり、感染

予防・生活の質の向上の面からも非常に有効である。 

  AIDS の日和見感染は結核が多く、これによる全身状態の悪化がより問題

になっている。彼のクリニックでは、INH を 1 日 300mg、6 ヶ月間投与し経



過観察したところ、全身状態が著しく改善した。結核の治療により、質の高

い生活がより長期に得られることになる。また、結核の予防には、病棟にお

ける患者数の削減、設備の改善も重要な問題であろう。 

  性病（STD）はザンビアでは最も多い感染症であり、外来患者の約 10%

が何らかの形で STD と関連している。梅毒と淋病が最も多い STD で、直接

的な合併症（骨盤内感染症、流産、死産、早産等）のみならず、HIV 感染の

温床ともなっているため、1980 年にザンビア保健省が STD control program

を開始した。その機構は Hira 博士を代表とし、その下に coordinator, control 

officer を各 1 名置き、州、郡に設置された 45 の STD クリニックのネットワ

ークからなっている。ザンビアでは、未だに 60-75%が地方のparamedical staff

によって治療される primary health care に頼っているのが現状である。 

  従って、これらのスタッフの育成、一般への啓蒙がプログラムの中心を

なしている。実際には、UTH 内の STD reference center でスタッフのトレー

ニング（3 ヶ月）を行い、各地に送り出している。 

 

 

UTH 皮膚科にて 

前列右端：Hira 博士 

 

10:30-11:30 UTH 小児科主任 G.J. Bhat 博士 

小児外来・病棟（A ブロック）を見学した後、彼のクリニックの現状につい



て説明を受けた。まず第一には、病棟の状態が非常に劣悪であることが上げ

られ、博士もその改善が急務であると指摘していた。人手も少なく、研究の

ための時間は全くないということで、外からの援助を待っている状態であっ

た。 

  HIV の垂直感染については、follow-up が最も重要である。しかし実際

には、患者が望みを失い民間療法に頼ったり、交通の便がよくないなどの理

由から、約半数しか再びクリニックに戻ってこない。そのために、交通費を

支給したり、抗生物質等を支給して積極的な態度を示したり、あるいは地方

への home visit も考えなければならないが、人的・財政的に非常に難しい状

況にある。 

 

平成元年 12 月 21 日 ナイロビ（ケニア）滞在 

 

15:50-18:00 WHO グローバル AIDS プログラム主任 Peter Sieben 博士、ケニ

ア AIDS コントロールプログラム代表 Therese N. Nulandi 博士 

ここでは、ケニアの AIDS コントロールプログラムの機構・運営についての

かなり詳細な説明を受け、そのパンフレット（保健省発行）も得た。 

  ケニアでは、国の存続が危ぶまれるような AIDS の蔓延に対し、「AIDS

制圧のための 5 カ年計画」を 1987 年に開始させ、対応にあたっている。

National AIDS Committee が 1985 年に保健省により設立され、現在ケニア中

央医学研究所（KEMRI）や保健省の 15 人で構成され、その下に 5 つの

subcommittee が存在している。すなわち、HIV 感染予防のための情報提供・

健康教育活動を担当している Information, Education, Communication、HIV

感染の診断システムの強化・輸血による HIV 感染予防を主として担当してい

る Laboratory and Blood Transfusion Services、血液・血液製剤との接触によ

る感染コントロールを行う Clinical Services、さらに各種のプログラムの科学

的評価を行い、相互に有機的に機能するように監督する Program 

Management の 5 部門である。 

  次に、各部門についてもう少し詳細に見てみたい。AIDS の治療法が確立

されていない現時点において、最も重要で中心的な存在は Information, 

Education, Communication である。この標的としているのは、第一に休学・

復学を繰り返す学童、売春婦、囚人、遠距離トラック運転手等のいわゆるリ



スクグループに入る人々、第二には医療従事者、政策決定者、教師、ジャー

ナリスト等の一般の人々である。特に力を入れているのはリスクグループへ

の啓蒙で、約 1 年半前から 15 分間のラジオ放送をスワヒリ語、英語、16 の

方言で、土曜の午前 11:30 に人気番組を中断して流している。無作為にイン

タビューした 126 人中、96%は AIDS について知っており、その情報を 77%

はラジオから、66%はテレビから得ていた。さらに重要なことは、これらの

人々の 66%に行動の変化（コンドームの使用、パートナーへの貞節、STD ク

リニックの訪問等）を認めたことである。さらに、プログラムをより魅力的

にするために、聴取者からのフィードバックにも力を入れている。テレビに

関しては、普及率が高くないため、費用に見合った効果が期待できないが、

ビデオプログラムを最近製作したとのことで、見本を提供された。 

 

 
ケニア中央医学研究所（KEMRI）にて 

前列中央：D. Koech 所長 

 

  Information, Education, Communication の他の重要な機能としては、健

康教育に携わる人員の確保と教育、啓蒙に必要となる設備・備品の確保、健

康教育情報の学校教育課程への導入、セミナー・ワークショップの開催、カ

ウンセリングシステムの導入（1990 年のうちに 120 名のカウンセラーの育成



を図る）等があげられ、それぞれについて target period を設定し、評価体制

も出来上がっている。 

  Laboratory and Blood Transfusion Services の目的は、診断技術の向上、

および輸血による感染防止である。第一の点は、検査施設のスタッフの教育、

設備・備品の確保により、第二の点は、輸血に供される血液の完全なスクリ

ーニング、リスクグループからの献血の除外により実施されている。ここ 1

年半の間に、44 の ELISA センターができ、4 つのセンターで refresher course

がもたれている。これらの背景の元になされた検査結果を表 2 に示した。 

 

表 2 ケニアの地域別 HIV 抗体陽性率 

_____________________________________________ 

西部（ウガンダ国境地帯）  6.7% 

南東部           4.5% 

北部（スーダン国境地帯）  0.01% 

ナイロビ          1.87% 

______________________________________________ 

 

これによると、全体の 86%は西部、南東部、ナイロビから報告されたケース

である。また、HIV 抗体陽性者の実数は、最低でも 16-20 万人とみられ、AIDS

患者は 6,004 人とされている。しかし、これらの数字は、政治的な理由から

報告されないもの、ただ単に報告されていないものを考慮に入れると、かな

り少ないと考えるのが常識のようである。 

  最後に Clinical Services について見てみたい。この部門の目的は、血液・

血液製剤との接触による感染の防止、注射による感染の防止、性交渉による

感染の防止、診断技術の向上、患者管理・地域医療の強化等があげられる、

しかし、このために必要となる予防衣、手袋、無菌的な注射筒・注射針、コ

ンドーム等の資材の著しい欠乏についての訴えがあり、日本からの援助を強

く求められた。 
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