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CBRNコラム

　2001 年の炭疽菌郵送事件から10
年近くが経過した今でも、米国におい
てバイオテロはもっとも大きな脅威の 1
つとして認識されている。しかし、近年、
米国でバイオテロは自然発生的な感染
症や大規模災害を含む「オールハザー
ド」という枠組みのなかで捉えられてお
り、そのなかで対策が進められている。
今回のCBRNコラムでは、そのような
変化が起きた経緯について振り返って
みたい。
　炭疽菌郵送事件以降、米国におい
てバイオテロ対抗医薬品の研究開発
や、公衆衛生基盤強化のための資金
が大幅に増額された。2001 年度 6 億
3000 万ドルであったバイオテロ対策関
連予算は、翌年度には 40 億 9000 万
ドルにまで膨れあがっている。しかし、
既存の体制のなかでの資金の増加は、
効率的な予算配分とはほど遠いもので
あった。そんななかブッシュ大統領は、
2004年4月に「21世紀のバイオディフェ
ンス」と題する大統領命令を発令し、
生物兵器対策における各省庁の役割
を改めて規定した。なかでも、保健福
祉省は、病原体の人為的な散布に備
えて、医療及び公衆衛生対応の強化
という役割を担うこととなった。同年 7

月には、テロ対抗医薬品という極めて
限られた市場に企業の参入を促すため
のプロジェクト・バイオシールド法が成
立した。
　バイオテロ対策の全体像が固まりつ
つある矢先の2005年8月、ハリケーン・
カトリーナがメキシコ湾岸地域を襲っ
た。米国史上最大と呼ばれた自然災
害によって州政府の機能が停止し、地
域の救急サービスが滞るなかで、連邦
政府の対応の遅れが目立った。同じ
頃、ヨーロッパやアジアで少しずつ広が
りを見せる致死性の高いインフルエンザ
（H5N1）の地球規模での流行を懸念
する声も高まっていた。そして、2006
年 12 月、パンデミック・オールハザー
ド事前準備法（PAHPA）が成立し、
あらゆる公衆衛生上の危機への事前
準備、対応、復旧までを保健福祉省
が包括的に統括する体制が整備される
こととなる。PAHPAによって、保健福
祉省内に生物医学先端研究開発局
（BARDA）が創設され、テロ対抗医
薬品の製品化プロセスにも新たな活力
がもたらされた。
　PAHPA は、保健福祉省長官に
2009 年より4 年ごとに「米国健康安
全保障戦略（NHSS）」を策定すること

を義務付けている。2009 年 12 月、オ
バマ政権のもとで公開されたNHSSで
は、「地域の復元力の定着」と「保健
および緊急対応システムの強化と維
持」の 2つが目標として掲げられた。
2つの目標は、社会による緊急で特別
な配慮と改善が求められる10の戦略
目標に裏づけされている（下記）。また、
これらの目標を実現するための具体的
な方策が示された「米国健康安全保
障戦略隔年実行計画」も2 年ごとに
作成されることとなった。
　以上、少し駆け足でオールハザード
対応体制が整備されるまでの流れを見
てきたが、国民の生命を守るために抜
本的に政策を転換する米国の姿勢は、
日本としても見習うべきところがある。
福島県での原発事故が与えた社会的
不安は、恐らく炭疽菌郵送事件に匹敵
するであろう。東日本大震災の地震と
津波による死者、行方不明者の数は、
ハリケーン・カトリーナのときの 10 倍以
上である。やはり、今後、同様の、あ
るいは全く異なる災害が起きても迅速
に対応できる体制を日本でも構築する
必要があるのではないだろうか。

米国におけるオールハザード対応体制の整備
〜バイオテロ対策からの変化〜 長崎大学国際連携研究戦略本部助教

天野 修司
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米国健康安全保障戦略（NHSS）戦略目標

知識と力を備えた個人及びコミュニティ 効果的な対抗医薬品事業
健康安全保障労働力 環境やその他の健康脅威の予防／軽減
統合された拡張性のある医療供給システム 事態発生後の保健復旧のための計画策定及び対応
状況認識 国境を超えた地球規模のパートナーシップ
タイムリーで効果的なコミュニケーション 科学、評価及び質の向上
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　 本プロジェクトが 運 営 するブログ
「CBRN ニュース」では、CBRN（生物、
化学、核・放射線）災害に関連のある
重要な情報を提供している。なかでも、
最近、話題となっているのは、遺伝的な
改変によって鳥インフルエンザウイルス

（H5N1）の感染性を高める研究につい
ての議論である。鳥インフルエンザの保
有宿主は、その名の通り家禽や野鳥など
の鳥類である。人に感染することは滅多
にないが、感染したときの致死率は約
59％と非常に高い。それゆえに、突然変
異によって、人から人に容易に伝播する
鳥インフルエンザウイルスが誕生すること
が懸念されていた*。
　2011 年、米国国立衛生研究所（NIH）
の委託研究のなかで、ロン・フーシェ教
授は、鳥インフルエンザウイルスの遺伝子
を人工的に改変し、哺乳類のあいだで空
気伝播させることに成功した。同じくNIH
の委託研究で、河岡義裕教授（ウイスコ
ンシン大学）は、鳥インフルエンザと
2009 年に流行した豚インフルエンザ

（H1N1）の遺伝子を用いて、感染性の
高いウイルスを合成した。どちらも自然の

なかで起こりうる遺伝的な変化である。
　それぞれの研究についてまとめた論文
は、「ネイチャー」と「サイエンス」に投
稿された。しかし、米国バイオセキュリティ
科学諮問委員会（NSABB）は、研究の
成果がバイオテロなどに悪用される可能
性があるとして、実験の手法や結果につ
いての詳細を掲載しないよう教授ら本人
と両誌の編集部に求めた。これまでに安
全保障上の理由で科学的な論文が「検
閲」された前例はなく、科学コミュニティ
からは反発の声もあがっている。
　感染性の高い鳥インフルエンザのリスク
は、意図的な悪用にとどまらない。ウイル
スが偶発的に研究施設から漏えいするこ
とも懸念されている。2012 年 2 月に開催
された WHO の専門家会議では、今後、
同じような実験は、より高度な安全設備を
有するバイオセーフティレベル（BSL）4
の研究施設で行うべきであるという意見
が出された（議論の発端となった 2 つの
実 験は、いずれも「BSL3 enhanced」
で行われた）。カナダでは、すでに鳥イン
フルエンザウイルスを人工的に変異させる
実験は、BSL4 施設のみで行うことが決

定している。
　自然発生的、意図的、偶発的、いず
れにしても感染性の高い鳥インフルエン
ザウイルスが環境中に放出されれば、そ
の被害が日本にまで飛び火する可能性は
充分に考えられる。したがって、日本でも、
鳥インフルエンザ研究が提起する問題に
ついて議論を尽くさなければならない。そ
れと並行し、まさかの事態に備えて、サー
ベイランスや医薬品の有効性の検証を含
めたパンデミック対策を進めることが重要
である。研究施設の安全基準についての
国際世論の流れによっては、BSL4 施設
の稼働も検討する必要がある。

鳥インフルエンザ研究についての議論

＊致死率約 59%という数字は、世界保健機構（WHO）が統計を取りはじめた 2003 年から2011 年までのデータに基づくものである。しかし、この数字には、
異論を唱える科学者も多い。いくつかの血清陽性率調査によって、アウトブレイクが起こった周辺の地域の人々に、鳥インフルエンザウイルスへの抗体がある
ことが確認されている。つまり、WHO の統計には、検知されていない、あるいは不顕性感染のケースがカウントされていない可能性がある。また、ウイルス
の変異によって病原性が変化することも考えられる。

長崎大学国際連携研究戦略本部助教

天野 修司

ブログ「CBRN ニュース」
（http://blog.livedoor.jp/cicorn/）
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　出血熱ウイルス（Viral Hemorrhaic Fever）は、極めて重篤な疾患を引き起こし、バイオテロに用いられる可能性も高いと考えられている。本ワー
クショップでは、出血熱ウイルスの種類や特徴について概観し、日本に流入した場合の医療対応について考察した。さらに、英国との比較を通じて、
日本のバイオディフェンスの現状を把握するとともに、今後の課題について検討した。
　参加者は、科学者、医療従事者、公衆衛生の専門家、政策担当者など約66名である。各講演の概要は、以下の通り。

　現在までに、ウイルス性出血熱の症例が
日本で確認されたのは、1987 年のラッサ熱
の 1 症例のみである。当時の論文によると、
初期の感染兆候があったときにラッサ熱は疑
われておらず、特別な感染対策がないままに
診断、治療された。幸い、医療スタッフに感
染はなかったと報告されている。退院後、心
嚢水が溜まって再び入院した際はラッサ熱で
あることが判明していたため、高度安全病棟
という当時の最新鋭の隔離病棟で診療が行
われたとある。この論文の中に、隔離患者
の完全な隔離もさることながら、精神的ケア
についての困難さに関する記述もあり、とて

も印象に残っている。
　日本の法律では、感染症は新型感染症

（New Infectious Diseases）、及び 1 類から
5 類の感染症に分類されている。新型感染
症と1 類感染症の治療が可能な特定感染症
指定医療機関は、日本政府が決定するもの
であり、東京、大阪、千葉（成田）と全国
に 3ヶ所ある。同じく、1 類感染症の治療が
できる第 1 種感染症指定医療機関は、平成
23 年 4 月現在、全国に 38 施設、73 床ある。
2 類感染症には結核も含まれており、第 2 種
感染症指定医療機関は第 1 種感染症指定
医療機関に比較して大幅に増えて、全国で
542 施設、約 1 万弱の病床がある。第 1 種
及び第 2 種の感染症指定医療機関は、都
道府県の知事が決めることになっている。
　第 1 種感染症指定医療機関の病床には、
滅菌処理が可能な排水処理や HEPAフィル
ターのある空調システムなどの施設基準が設
けられている。長崎大学病院の第1種病床も、
これらの基準を満たしている。現在、患者を

受け入れるためのマニュアルを策定している
が、患者の状態や背景などによって状況が
変化することが予想され、画一的なマニュア
ルの作成は困難と感じている。マネージメン
ト部門、診療部門、診療サポート部門からな
る組織を作り、それぞれの責任者と連絡を取
りながら、臨機応変に作戦を組み立てること
が現実的ではないかと考えている。2006 年
に、ドイツで発生したラッサ熱症例を例にとる
と、最初の 1 週間で 14 人のドクターと18 人
の看護師が必要だったということである。１
類感染症に遭遇した日本人は皆無ではある
が、来るべき危機に備えることは極めて重要
である。

長崎大学病院  

泉川 公一氏

医療機関における出血熱ウイルス患者の受け入れ体制

　新興感染症のなかでもウイルス性出血熱
は、致死性が高く容易に伝播し、しかも治療
法が限られているので、大きな脅威である。
エボラ出血熱ウイルスやマールブルグ出血熱
ウイルスに感染すると、発熱や出血などの症
状が現れ、その致死率は 50 ～ 95％と非常
に高い。西アフリカに広く分布するラッサ熱ウ
イルスは、エボラやマールブルグと比べて出
血熱症状を呈さないものの、治療しなければ
致死率は 20％である。約 30％の致死率を

示すクリミア・コンゴ出血熱ウイルスの保有
宿主はダニであり、ダニに噛まれることで感
染が起きる。近年、その感染の広がりが重
要な問題として認識されはじめている。
　クリミア・コンゴ出血熱ウイルスは、大（L）、
中（M）、小（S）と3 つの RNA セグメント
で構成されている。Mセグメントでは、リアソー
トメント（genetic re-assortment）が起きるの
で、それが繰り返されることで新しいタイプの
ウイルスが誕生することが懸念されている。
一方で、M セグメントには、ウイルスの親和
性に関する情報も含まれているので、その分
子情報が診断技術の開発において極めて重
要となる。
　1991 年のソビエト連邦崩壊後、多くの研
究機関が感染症の広がりを追跡する能力を
失ったことで、中央アジアは、新興感染症ウ
イルスの温床となっている。現在、英国健康

保護局は、カザフスタン、キルギス、タジキ
スタンで疫学的調査を行っている。カザフス
タンの南部には、クリミア・コンゴ出血熱ウイ
ルス、北部には、ハンタウイルスやダニ媒介
性脳炎ウイルスが広がっている。キルギスで
も同じ種類のウイルスが分布している。タジキ
スタンでは、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス
の他に、まだヨーロッパでは特定されていな
い出血熱ウイルスも発生している。我々の研
究グループは、これらのウイルスがどのように
蔓延しているかを調べることで、公衆衛生に
資する技術の開発を目指している。

英国健康保護局  

ロジャー・ヒューソン氏

新興感染症ウイルスの脅威：中央アジアにおける疫学的調査
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　出血熱ウイルス（Viral Hemorrhaic Fever）は、極めて重篤な疾患を引き起こし、バイオテロに用いられる可能性も高いと考えられている。本ワー
クショップでは、出血熱ウイルスの種類や特徴について概観し、日本に流入した場合の医療対応について考察した。さらに、英国との比較を通じて、
日本のバイオディフェンスの現状を把握するとともに、今後の課題について検討した。
　参加者は、科学者、医療従事者、公衆衛生の専門家、政策担当者など約66名である。各講演の概要は、以下の通り。

　現在までに、ウイルス性出血熱の症例が
日本で確認されたのは、1987 年のラッサ熱
の 1 症例のみである。当時の論文によると、
初期の感染兆候があったときにラッサ熱は疑
われておらず、特別な感染対策がないままに
診断、治療された。幸い、医療スタッフに感
染はなかったと報告されている。退院後、心
嚢水が溜まって再び入院した際はラッサ熱で
あることが判明していたため、高度安全病棟
という当時の最新鋭の隔離病棟で診療が行
われたとある。この論文の中に、隔離患者
の完全な隔離もさることながら、精神的ケア
についての困難さに関する記述もあり、とて

も印象に残っている。
　日本の法律では、感染症は新型感染症

（New Infectious Diseases）、及び 1 類から
5 類の感染症に分類されている。新型感染
症と1 類感染症の治療が可能な特定感染症
指定医療機関は、日本政府が決定するもの
であり、東京、大阪、千葉（成田）と全国
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23 年 4 月現在、全国に 38 施設、73 床ある。
2 類感染症には結核も含まれており、第 2 種
感染症指定医療機関は第 1 種感染症指定
医療機関に比較して大幅に増えて、全国で
542 施設、約 1 万弱の病床がある。第 1 種
及び第 2 種の感染症指定医療機関は、都
道府県の知事が決めることになっている。
　第 1 種感染症指定医療機関の病床には、
滅菌処理が可能な排水処理や HEPAフィル
ターのある空調システムなどの施設基準が設
けられている。長崎大学病院の第1種病床も、
これらの基準を満たしている。現在、患者を

受け入れるためのマニュアルを策定している
が、患者の状態や背景などによって状況が
変化することが予想され、画一的なマニュア
ルの作成は困難と感じている。マネージメン
ト部門、診療部門、診療サポート部門からな
る組織を作り、それぞれの責任者と連絡を取
りながら、臨機応変に作戦を組み立てること
が現実的ではないかと考えている。2006 年
に、ドイツで発生したラッサ熱症例を例にとる
と、最初の 1 週間で 14 人のドクターと18 人
の看護師が必要だったということである。１
類感染症に遭遇した日本人は皆無ではある
が、来るべき危機に備えることは極めて重要
である。

長崎大学病院  

泉川 公一氏

医療機関における出血熱ウイルス患者の受け入れ体制

　新興感染症のなかでもウイルス性出血熱
は、致死性が高く容易に伝播し、しかも治療
法が限られているので、大きな脅威である。
エボラ出血熱ウイルスやマールブルグ出血熱
ウイルスに感染すると、発熱や出血などの症
状が現れ、その致死率は 50 ～ 95％と非常
に高い。西アフリカに広く分布するラッサ熱ウ
イルスは、エボラやマールブルグと比べて出
血熱症状を呈さないものの、治療しなければ
致死率は 20％である。約 30％の致死率を

示すクリミア・コンゴ出血熱ウイルスの保有
宿主はダニであり、ダニに噛まれることで感
染が起きる。近年、その感染の広がりが重
要な問題として認識されはじめている。
　クリミア・コンゴ出血熱ウイルスは、大（L）、
中（M）、小（S）と3 つの RNA セグメント
で構成されている。Mセグメントでは、リアソー
トメント（genetic re-assortment）が起きるの
で、それが繰り返されることで新しいタイプの
ウイルスが誕生することが懸念されている。
一方で、M セグメントには、ウイルスの親和
性に関する情報も含まれているので、その分
子情報が診断技術の開発において極めて重
要となる。
　1991 年のソビエト連邦崩壊後、多くの研
究機関が感染症の広がりを追跡する能力を
失ったことで、中央アジアは、新興感染症ウ
イルスの温床となっている。現在、英国健康

保護局は、カザフスタン、キルギス、タジキ
スタンで疫学的調査を行っている。カザフス
タンの南部には、クリミア・コンゴ出血熱ウイ
ルス、北部には、ハンタウイルスやダニ媒介
性脳炎ウイルスが広がっている。キルギスで
も同じ種類のウイルスが分布している。タジキ
スタンでは、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス
の他に、まだヨーロッパでは特定されていな
い出血熱ウイルスも発生している。我々の研
究グループは、これらのウイルスがどのように
蔓延しているかを調べることで、公衆衛生に
資する技術の開発を目指している。

英国健康保護局  

ロジャー・ヒューソン氏
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　2000 年のウガンダでのエボラ出血熱のアウト
ブレイクでは、11 月までに300 名を超える患者
が出て、全体としては約 30％の方が亡くなった。
その地域は、非常に貧しく、政情も不安定である。
アウトブレイクは、こういう地域で起こっている。
　1995 年にコンゴ民主共和国でも、エボラ出
血熱のアウトブレイクがあったが、2009 年の 3
月に日本財団アフリカ視察ミッションで、その
舞台となったキクイット総合病院に行く機会が
あった。当時の被害者の方の話によると、ある
男性の患者が下血で入院し、チフス腸管潜行
が疑われて手術することになったが、その患者
がエボラ出血熱であったため看護師やその家
族がウイルスに感染したという。熱があって出

血熱の症状がある患者を見た時に、感染症と
いう知識がこの地域、あるいはこの病院等に
あれば、場合によっては大きなアウトブレイクに
ならずに済んだのではないかと考える。そのた
めには、もちろん資源も重要であるが、知識、
教育のレベルをもう少し普段から高めておく必
要がある。
　次に、最近の研究についての話題を紹介す
る。エボラウイルスとマールブルグウイルスに対
するワクチンは、2005 年に開発されている。当
時、カナダの研究所にいた Heinz Feldmann
やフランスのリヨン大学のウイルス学教授の
Viktor E Volchkovなど、国際的な連携で研究
が行われた。これらのワクチンを人に使うため

の臨床試験等は、まだ行われていない。
　これまでの研究で、エボラウイルスとマールブ
ルグウイルスの宿主は、オオコウモリであると考
えられている。我々の研究グループは、フィリピ
ンで採取した野生コウモリを調べたところ、R. 
amplexicaudatusという種類のオオコウモリから、
レストンエボラウイルスの抗体を検出した。した
がって、この種類のコウモリがレストンエボラウイ
ルスの宿主として有力な候補だと考えている。

国立感染症研究所
ウイルス第一部 

西條 政幸氏

エボラウイルスとマールブルグウイルス研究における最近の話題　

長崎大学
熱帯医学研究所   

安田 二朗氏

　ウイルス性出血熱には多くの種類があり、
研究室診断（Laboratory Diagnosis）を行
わなければ、病原体の同定はできない。研
究室診断の方法として、ウイルスの分離、蛍
光抗体法によるウイルス抗原の検出、それか
らELISA による血中抗体の検出などがある。
出血熱ウイルスは、全てRNAウイルスなので、
逆転写 PCR（RT-PCR）も使用される。一
般的には、遺伝子を検出する PCR 法の感
度が高いとされている。
　PCR 法の原理は、温度を 3 点あるいは 2
点変えて何サイクルもかけて、対数的に増や
していくというものである。ただし、サーマル
サイクラーという温度を厳密に制御する高価
な機器が必要となる。日本や、英国、米国
のような先進国には、そのような機器が通常

の研究室にもあるが、アフリカの国々の病院
にはない場合が多い。我々の研究グループ
は、サーマルサイクラーがなくても検出する方
法の開発に向けて、ナイジェリア大学研修病
院と共同研究を始めたところである。
　LAMP 法の利点は、温度制御をする必要
がないところである。63 度という一定の温度
で遺伝子の増幅が可能である。反応が進む
と副産物として、ピロリン酸マグネシウムが産
生されるので反応液が濁る。その濁度を見る
ことによって陽性、陰性ということが簡便に
判定できる。我々は、すでにいくつかの出血
熱ウイルスを対象とする LAMP 法を開発して
いるが、その感度は、リアルタイムPCR 法と
比べても遜色がない。
　研究室診断の実例として、2008 年、オラ

ンダのマールブルグウイルスの輸入症例につ
いて紹介する。41 歳のオランダ人の女性が、
ウガンダの観光旅行から6 月 28 日に帰国し、
その 4 日後に発熱した。その後、症状がど
んどん悪化し、7 月 11 日の 19 時 30 分にド
イツのハンブルグの熱帯学研究所に血液サン
プルが到着し、1 時間後に検査が開始され
た。23 時には、PCR でフィロウイルスの陽性
反応が確認された。常に BSL4 が稼働して
いる状態だからこそ、このような対応が可能
であったといえる。

ウイルス性出血熱の診断

日本のサーベイランス体制と出血熱ウイルスの検知
　国内の感染症サーベイランスは、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（感染症法）に基づく感染症発生動
向調査として行われている。対象疾患は公衆
衛生学的あるいは臨床的なインパクトによって
5 つの類型に分類されている。5 類の一部を
除くすべての疾患はそれを診断した全医師が
報告の義務を負う全数届出疾患であり、普遍
的に存在する感染症については、指定届出
機関のみが週単位や月単位で診断数のみを
報告する定点届出疾患となっている。全数届
出疾患はすべて検査による確定診断を行うこ
とが原則となっているが、定点届出疾患は臨
床診断に基づいての報告である。
　サーベイランスの目的には、いろいろなもの
が考えられるが、1) 流行あるいはアウトブレイ

クの早期探知がもっとも一般的な目的である
が、2) 毎年流行が見られる疾患については、
その流行状況を監視、把握、評価すること、
あるいは 3) 対策のための介入施策の評価、4)
目的の達成度の進捗状況の評価、5) 対策プ
ログラムの効果の評価、6) 公衆衛生学的なイ
ンパクトや疾病負荷の評価、また 7) 未来の
流行の予測やそのインパクトを推定したりする
ことなども含まれる。
　ウイルス性出血熱のサーベイランスの目的
は、早期探知、早期治療と対応にあると考え
られるが、たとえば現状の感染症法における
エボラ出血熱の報告基準は、潜伏期間は 2
～ 21 日（平均約 1 週間）で、発症は突発
的である。症状は発熱（ほぼ必発）、疼痛（頭
痛、筋肉痛、胸痛、腹痛など）、無力症が多

い…といった臨床的な特徴から疑った場合、
あるいは検査により診断した場合に報告となっ
ている。しかしながら、これで臨床医が本疾
患を疑って報告できるかというのは甚だ疑問
である。
　より迅速な対応を行うためには、ウイルス性
出血熱のリスクのある地域への渡航歴や曝露
歴を含んだ、明確な疑い例の症例定義を作
成し、これに合致する症例についてのリスクア
セスメントを組み入れたサーベイランス体制を
構築する必要がある。

［日時］2012年3月17日
［場所］東京コンファレンスセンター・品川

国立感染症研究所
感染症情報センター 

谷口 清州氏
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平成23年度プロジェクトを終えて

　本プロジェクトでは、生物災害に対
応するための医療対応および公衆衛生
措置等について調査研究を実施してき
た。また、情報の収集と分析を通じて
抽出された課題について、関係省庁、
研究機関、企業等のステークホルダー
が、それぞれの専門領域を超えて検討
する機会を提供している。　
　前半の活動として、東日本大震災の
経験から学ぶ機会を多くセッティングし
た。 昨 年、2 回 にわ たり開 催した
CBRN（化学、生物、核・放射線）
災害対策セミナーでは、地震、津波、
原発事故による被害を受けたそれぞれ

の地域で活動を行っている専門家をお
招きし、今後の対策の在り方について
検討した。
　本年度で 5 回目を迎える日米メディ
カルバイオデイフェンスシンポジウムは、
2011 年 11 月に米国メリーランド州で
開催された。例年、化学災害や食品
安全などバイオディフェンス以外の重要
なテーマについても取り上げてきたが、
今回は放射線による健康影響について
のセッションを議題に加えた。
　今号のニュースレターでも紹介してい
るバイオセキュリティワークショップでは、
ウイルス性出血熱が日本に流入した場合

の医療対応について考察した。欧米で
は毎年のように症例が報告されているの
で、日本で患者が発生することも「想定
外の事態」ではない。ワークショップで
の議論を通じて、各関係機関における
事前準備が進むことを期待している。
　最後に、本年度お世話になった関
係者の方々にこの場を借りて、深く感
謝を申し上げる。

長崎大学  
熱帯医学研究所  所長・教授
同国際連携研究戦略本部
副本部長

竹内 勤

　イギリスの有名なシンクタンクであるチャ
タム ハウスは、2012 年 1 月「Preparing 
High-impact, Low-probability Events」とい
う報告書を公開した。同報告書は、空の交
通を混乱に陥れた 2011 年 5 月のアイスラン
ドの火山噴火での教訓をもとに作成されたも
のである。そのなかで、インパクトは大きい
が起きる可能性の低い出来事への事前準備
として、個々のシナリオを想定した訓練、緊
急時のコミュニケーション能力の向上、およ
び対応力と復元力の強化などが重要とされて
いる。

　ウイルス性出血熱も、インパクトは大きいが
起きる可能性が低い出来事であるといえる。
それでは、どのような準備が妥当であるか。
イギリスの危険性の高い病原体についての諮
問委員会（ACDP）は、2011 年 10 月にウ
イルス性出血熱の患者への対応についての
ガイダンスをまとめた。イギリスでは、リスク
評価を行うことは法的義務である。ウイルス
性出血熱が発生している地域への旅行、感
染している患者や動物との接触、あるいは研
究施設における曝露などのバックグラウンド
の確認を行って、リスクに応じた予防策を
講じなければならない。リスクは、患者の症状
や検査の結果、およびその他の情報によって、
時ともに変化する可能性がある。ACDP の
ガイダンスには、これらのリスク評価から公衆
衛生措置に至るまでの詳細な手順が示され
ている。
　最後に、インパクトが大きく可能性の低い
出来事への対応事例として、スコットランドの

麻薬使用者のあいだでの炭疽のアウトブレイ
クを紹介する。収束宣言が出された 2011 年
12 月までに、208 の疑い例、119 の症例が
報告されている。そのうち死亡したのは、14
例である。患者には、抗菌剤や対処療法に
よる治療が行われた。創面切除などの外科
的な手術を必要とする患者もいた。公衆衛
生措置としては、出回っている麻薬がすべて
炭疽菌に汚染されている可能性があると麻
薬使用者に対して注意を促すことに焦点があ
てられた。また、警察や医療従事者などに
向けた 2 次感染を防ぐためのガイドラインも
提供された。
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