バ イ オ セ キ ュ リ ティ ワ ー ク シ ョ ッ プ
開催報告

「日本のバイオディフェンスの現状と今後の課題」
（2012年3月17日）

コーディネーター

竹内 勤

長崎大学熱帯医学研究所
同国際連携研究戦略本部

所 長・教 授
副本部長

バイオセキュリティワークショップ

「日本のバイオディフェンスの現状と今後の課題」

開催の背景
本ワークショップは、新興感染症ウイルスがもたらす脅威についての知見を共有し、
なかでも特
に致死性が高いとされている出血熱ウイルス
（Hemorrhagic Fever Virus）
が日本に流入した場合
の医療的対応について考察することを目的として開催された。出血熱ウイルスは、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。
ワークショップでは、サーベイランス、患者の受け入れ体制、診断技術および治療という観点か
ら、
それぞれの専門家にご講演いただいた。
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66名である。

開催日時

2012年3月17日 土曜日

開催場所

東京コンファレンスセンター・品川
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講演①

「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」

ロジャー・ヒューソン氏
英国健康保護局

高病原性病原体及び新興感染症科学リーダー

講師略歴
エクセター大学で生物化学を専攻。オックスフォード大学セント・ヒューズカレッジで博士号を取得。その後、
ロンドン大学、
ウィスコンシン大学
（米国）
を経て、2000年より分子生物学者として英国健康保護局に勤務。2007年より現職。

【講演要約】

（S）
と3つのRNAセグメントがある。Mセグメントには、
ウイル
スの親和性に関連する情報が含まれている。
その分子情報

本講演では、
クリミア・コンゴ出血熱ウイルスの病原性や
疫学的特徴等について解説された。

は、診断技術の開発において極めて重要であり、
ワクチンの
研究などにも利用されている。SセグメントとLセグメントは、
規則的に分子系統樹にマッピングできるが、Mセグメントは

新興感染症のなかでもウイルス性出血熱は、致死性が高

不規則に変化しているので、
リアソートメント
（genetic re-

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

assortment）
が起こっていると考えられる。
これが繰り返され

脅威であるといえる。
フィロウイルス科に属するエボラ出血熱

ることによって、新しいタイプのクリミア・コンゴ出血熱ウイル

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

スが誕生する可能性がある。最近のタギジスタンでの症例で

や出血などの症状が現れ、
その致死率は50～95％と非常に

は、従来のような粘膜からの出血よりも、皮下出血が多くみら

高い。西アフリカに広く分布するアレナウイルス科のラッサ熱

れるようになっている。現在のところ、
このウイルス株の詳細

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

な情報は明らかになっていないが、今後詳しく調査する必要

さないものの、治療しなければ致死率は20％である。30％の

がある。

致死率を示すブニヤウイルス科のクリミア・コンゴ出血熱ウイ

次に、中央アジアの新興感染症について解説する。1991

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

年のソビエト連邦の崩壊によって、多くの研究機関が感染症

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

の広がりを追跡する能力を失ったので、中央アジアは新興

れはじめている。

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

クリミア・コンゴ出血熱ウイルスが急速に広まった例とし

は、
カザフスタン、キルギス、
タジキスタンで疫学的調査を

て、
トルコを挙げることができる。
トルコでは、2002年、黒海沿

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

岸のトカット・バレーという地域で、
はじめてクリミア・コンゴ出

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

血熱が発生し、
わずか6年で、観光地である西海岸沿岸地域

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

を含む多くの地域に広がった。
コソボでも、感染の拡大が報

ている。
タジキスタンでは、
クリミア・コンゴ出血熱の他に、
ま

告されている。
スライドの地図は、
オックスフォード大学のサ

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

ラ・ランドルフ
（Sarah Randolph）教授が、
ウイルスの保有宿

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

主となる種類のダニの生息に適した生態系についての情報

に蔓延しているかを調査することで、公衆衛生に資する技術

をもとに、感染が広がる可能性のある地域を示したものであ

を開発することを目指している。

る。赤いところが、
ウイルスの保有宿主となる種類のダニの発
生が予測されるところであるが、
アフリカやその他の地域で、
実際に病気が発生していたことが確認されている。近年、
ス
ペインでも同じ種類のダニが発見されている。
クリミア・コンゴ出血熱ウイルスには、大（L）、中（M）、小
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スライド
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講演②

「医療機関における出血熱ウイルス患者の受け入れ体制」

泉川 公一氏
長崎大学病院第二内科

講師

講師略歴
1994年長崎大学医学部卒業後、同大学医学部附属病院、第二内科に入局。その後、米国国立衛生研究所
（NIH）
留学、
虎の門病院呼吸器センター、地方職員共済組合長崎県診療所勤務などを経て、2011年より現職。主に呼吸器感染症の
臨床・基礎的研究に従事している。

【講演要約】

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

長崎大学病院は、
ウイルス性出血熱など危険性の高い１
類感染症の患者を治療する病床を備えた「国際医療セン

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。

ター」
を2011年12月に開設した。本講演では、国際医療セン

第1種感染症指定医療機関の病床には、滅菌処理が可能

ターの機能と日本の医療機関におけるウイルス性出血熱の

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

患者の受け入れ体制について解説された。

設基準が設けられている。部屋の広さは15m2以上、放射
線、
レントゲン撮影が可能な装置、
あるいは超音波検査設備

ウイルス性出血熱が日本で確認されたのは、1987年の

なども必要とされている。
さらに、
トイレやシャワーなどの水を

ラッサ熱の1症例のみである。
それは、
はじめの感染兆候があ

完全に滅菌するシステムも導入しなければならない。臨床的

り、回復したあと再燃したというものである。1998年に
「JID

に感染を防ぐ方法としては、各種の感染予防策の対策を講

（The Journal of Infectious Diseases）」
に掲載された論

じる必要がある。一般的な対策としては、標準予防策がある

文では、当初、
ラッサ熱は疑われていなかったので、特別な

が、病原微生物ごとに、例えばインフルエンザであれば飛沫

感染症対策がないままに診療されたが、医療スタッフに感染

感染予防策、MRSAであれば接触感染予防策などを組み合

はなかったと報告されている。
その別報が、1989年の「日本

わせて行う。
ウイルス性出血熱の場合は、気管支内視鏡の使

臨床」
に掲載されている。患者が退院したあと、心嚢水が溜

用や痰吸引によってエアロゾルが発生する可能性があり、前

まって再入院した際に、
ラッサ熱が判明していたことから、再

途の3つの予防策に加えて、空気感染予防対策も必要とな

燃が疑われ、当時の高度安全病棟という隔離病棟で診療が

る。

行われた。
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、

た場所に開設されている。患者を搬送するための導線も、通

とても印象に残っている。

常の患者の導線とは全く別のルートが作られている。1類感

現在の法律で、感染症は、新型感染症（New Infectious
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長崎大学病院の国際医療センターは、本館とは隔離され

染症の患者を受け入れる施設の構造は、
スライドのように

Diseases）及び1類から5類の感染症に分類されている。1

なっている。患者は、
まずトリアージルームに運ばれ、
その後、

類感染症には、
すべてのウイルス性出血熱と天然痘などが含

廊下を通って第１種病床（Room#1と2）
に搬送される。
ベッ

まれている。2 類 感 染 症には 、ポリオ、結 核 、ジフテリア、

ドの反対側にバスとトイレ、
クローゼットがあり、病室としては

SARS、H5N1インフルエンザなどがある。新型感染症と1類

長崎大学病院のなかでも、
もっとも良いクラスの個室と同じ

感染症の治療が可能な特定感染症指定医療機関は、
日本

設備がある。
また、空調や滅菌システムなど第1種病床の施

政府が決めるものであり、東京、千葉（成田）、大阪と全国に

設基準も満たしている。
セキュリティについてもインターロック

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

システムがあり、IDがないと入室できないようになっている。

定医療機関は、平成23年4月現在、全国に38施設、73床あ

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

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

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。
しか

現在、厚生労働省を中心に1類感染症の患者の受け入れ

し、初期対応は適切に行う必要があるので、
そのためのマ

について研究が行われている。
しかし、第1種感染症指定医

ネージメントスキームはすでに作成している。
まず、患者が発

療機関の病床がある病院に必ずしも感染症の専門家がい

生したという情報が大学に入ると、施設のチーフが病棟を開

ないのではないかという印象もある。各施設でマニュアルを

棟し、
マネージメント部門、診療部門、診療サポート部門から

作るということも重要であるが、上手く機能しない可能性は

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

極めて高い。国家レベルでトレーニングや研修を実施する必

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

要があると考える。

ている。2006年にドイツで経験されたラッサ熱の症例の診療
の際は、最初の1週間で14人のドクターと18人の看護師が
必要であったということなので、短い期間でローテーションせ
ざるを得ないと思われる。
マンパワーの面からもその運営は
困難であると予想される。

スライド

29

講演③

「ウイルス性出血熱の診断」

安田 二朗氏
長崎大学熱帯医学研究所新興感染症分野

教授

講師略歴
1991年北海道大学獣医学部卒。1994年総合研究大学院大学博士課程修了
（理学）。1994年米国アラバマ大学博士
研究員、1996年東京大学医科学研究所助手、2000年北海道大学遺伝子病制御研究所助教授、2003年警察庁科学
警察研究所室長を経て2010年より現職。

【講演要約】

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

本講演では、
ウイルス性出血熱の診断技術と、
オランダで
患者が発生したときの実用例について紹介された。

カの国々の病院にはない場合が多い。
エヌグというナイジェ
リアの小さな都市の大学病院（ナイジェリア大学研修病院）
から長崎大学に留学していた医師の話によると、病院で年

ウイルス性出血熱には多くの種類があるが、症状はほとん

間100例以上のラッサ熱の疑い例が出ているにも関わらず、

ど類似している。初期症状として、発熱、倦怠感、筋肉痛、頭

診断がつくのは2割以下である。その2割以下の診断も、

痛などインフルエンザのような症状が現れる。
その後、顔面や

PCRの機器があるラゴスの研究本部に送って10日ぐらい結

胸部の紅潮や出血、浮腫、低血圧、嘔吐、下痢などが続い

果を待つ必要がある。

て、最終的には多臓器不全や出血性ショックにより死亡する
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我々の研究グループは、
サーマルサイクラーがなくてもラッ

ケースもある。血液検査を行うと白血球の減少、
とくにリンパ

サウイルスを検出することができる診断法の開発に向けて、

球の減少、血小板数の減少が見られる。
また、血中の肝機能

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

の指標となる酵素の値の増加などが確認されるが、
これは特

る。
どういう方法が選択肢としてあるかというと、
まずは日本

に出血熱に限ったものではないため臨床所見では診断が難

の栄研化学で開発されたLAMP法である。LAMP法の利点

しい。

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

出 血 熱が 疑われた 場 合 、研 究 室 診 断（ L a b o r a t o r y

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

Diagnosis）
を行わなければ、病原体の同定はできない。渡

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

航歴等で、例えば西アフリカから帰国すれば、
ラッサ熱が疑

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

われるなど参考程度の情報にはなるが、
どういった病原体で

簡便に判定できる。
このLAMP法を用いて、
エヌグ周辺で風

出血熱が発症しているのかを突き止めるためには、
どうして

土病化しているラッサ熱の病因であるラッサウイルス株を検

も研究室診断が必要となる。
その方法としては、
ウイルスの分

出する技術を開発したいと考えている

離、蛍光抗体法によるウイルス抗原の検出、
それからELISA

我々は、
いくつかの出血熱ウイルスを対象とするLAMP法

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

をすでに開発しているが、
ここでは、
マールブルグウイルスの

RNAウイルスなので、逆転写PCR（RT-PCR）
も使用される。

LAMP法について紹介する。
マールブルグウイルスには、
ラビ

どの方法が有効かというのは、患者の状態にもよる。例えば、

ン
（Ravn）系統とムソーク
（Musoke）系統という2つの系統が

早い時期に特異抗体を検出しようとしても、抗体自体が作ら

ある。両方に対応する検出系を作る必要があったため、
それ

れていないので無意味である。一般的には、遺伝子を検出す

ぞれのプライマー（遺伝子を増幅させるための短いDNA断

るPCR法の感度が高いとされている。

片）
をデザインし、
リアルタイムLAMP法を開発した。
スライド

PCR法の原理は、温度を3点あるいは2点変えて何サイク

に示す通り、
その感度は、
リアルタイムPCR法と比べても遜色

ルもかけて、対数的に標的遺伝子を増やしていくというもの

がない。臨床検体に対して使えるかどうかを、当時、
カナダの

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

ウィニペグ の B S L - 4 施 設 で 研 究を 行っていた H e i n z

Feldmann博士（現米国NIHロッキーマウンテン研究所）
との

たが、検査結果は陰性であった。
その後、症状が悪化し、
オラ

共同研究で、
アンゴラでのアウトブレイクの時の臨床サンプル

ンダの国立研究所とドイツのハンブルグにあるベルンハルト・

（血液、血清、口腔拭い液、
ミルクなど）で確認した。すると

ノホト
（Bernhard Nocht）熱帯医学研究所に血液サンプル

PCR法で陽性と確認されているものに対して100％、80％と

が送られた。7月11日の19時30分にハンブルグの熱帯学研

いう高いレベルで検出できた。

究所にサンプルが到着し、
その1時間後に検査が開始され

次に、研究室診断の実例として、2008年、
オランダのマー

た。23時には、PCRでフィロウィルスの陽性反応が確認され

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

た。常にBSL4が稼働している状態だからこそ、
このような対

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

応が可能であったといえる。

し、
その4日後に発熱した。渡航歴などからマラリアが疑われ

スライド
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講演④

「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」

西條 政幸氏
国立感染症研究所ウイルス第一部

部長

講師略歴
1987年旭川医科大学卒業後、同大学附属病院小児科に入局。1995年よりJICAザンビア感染症対策プロジェクトに参加。
1997年から国立感染症研究所に勤務。2010年より現職。日本ワクチン学会理事、
日本バイオセーフティ学会理事。

【講演要約】

トラウマを抱えている。
また、別の看護師は、患者が多く発生していたときに出血

本講演では、
ウイルス性出血熱のアウトブレイクが起こる
地域の状況や、最新の研究について解説された。

熱症状を発症した。病棟のベッドで目を覚ますとそこで生き
残っていたのは自分だけであったと話していた。つまり、
その
段階になると医療提供者もなかなか治療ができないので、

アフリカのウガンダで、2000年の10月ぐらいから出血熱の

患者を病棟に寝かせて、亡くなられた後もそのままにしておく

症状で多くの人が亡くなっているという報告があった。2000

という想像するだけでも、大変な状況があったのだと思う。熱

年の10月16日までに、約70人の患者が報告され、
その半分

があって出血熱の症状がある患者を見たときに、感染症とい

が死亡した。ザイールエボラウイルスの死亡率が約80％で、

う知識がこの地域、あるいはこの病院等にあれば、場合に

スーダンエボラウイルスがだいたい50%なので、
このアウトブ

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

レイクは、
スーダンエボラウイルスによるものだろうと予想され

と思う。
そのためには、
もちろん資源も重要であるが、知識、

た。分離されたウイルスの性状を見るとやはりスーダンエボラ

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。

ウイルスによるものであった。
その後、同年の11月までに300

次に、最近の研究についての話題を紹介する。
アフリカに

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

生息するオオコウモリの組織から遺伝子検査をすることで、

た。
アウトブレイクのあった地域は、非常に貧しく、政情も不

エボラウイルスの遺伝子が検出されたという論文が、2005

安定である。人口の約10％がマルニュートリション、7%が結

年に
「Nature」
で発表された。論文では、
エボラウイルスの宿

核に罹っている。HIV検査で陽性も7％である。
アウトブレイク

主はオオコウモリであると結論づけられていたが、科学者の

は、
こういった地域で起こっている。

あいだでは、
まだまだ議論の対象となっていた。2009年、
オ

1995年にコンゴ民主共和国でも、
エボラ出血熱のアウト
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オコウモリの肝臓や腎臓の組織からウイルス抗原が検出さ

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

れ、
ウイルスが分離されたという論文が「PLoS Pathogens」

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こと

に掲載された。
この研究で用いられたのは、
マールブルグ出

になった。
アウトブレイクの時の死亡率は、9割だったが、幸

血熱患者が出たウガンダの洞窟のオオコウモリである。ゆえ

い回復した方々と面談をさせていただく機会があった。
ある

に、
マールブルグウイルスの宿主はオオコウモリということで

看護師の方の話によると、当時、男性の患者が下血で入院

決着がついている。
ここから、
エボラウイルスの宿主もオオコ

し、
チフス腸管潜行を疑って手術することになった。
その看護

ウモリと考えてよい。

師は、手術室の周りで介助や手助けをしており、具体的に

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、使われたガーゼや器具を洗ったりして再利用するような

は、2005年に開発された。当時、カナダの研究所にいた

作業をしていた。
この患者が実はエボラ出血熱であったの

Heinz Feldmannやフランスのリヨン大学のウイルス学教授

で、話をしてくれた看護師の方もウイルスに感染し、
その家族

のViktor E. Volchkovなどによる国際的な連携で研究が行

にまで感染が広がった。旦那さんや子供達を全員失い自分

われた。
その方法は、VSV（Vesicular Stomatitis Virus）
と

だけが生き残ったということで、
その看護師の方は、今も深い

いう動物に口内炎を起こすウイルスのGP（Glycoprotein）
の

遺伝子を取り、ザイールエボラウイルスの膜タンパクの遺伝

最後に、我々の研究について紹介する
（スライド）。
フィリピ

子を組み込んでウイルスを作るというものである。猿にこのウ

ンで流行するレストンエボラウイルスは、猿などの霊長類で出

イルスを感染させると、身体のなかでウイルスが増えるが、
そ

血熱症状を引き起こす。
これまでに約10名の方がレストンエ

の後ウイルス血症は治まり、抗体、免疫が誘導された。4週間

ボラウイルスに感染しているが、死亡した例は今のところな

後に同じ猿に致死量のザイールエボラウイルスを感染させて

い。
フィリピンで採取した野生コウモリを調べたところ、R.

も完全に感染が防御された。
マールブルグウイルスについて

amplexicaudatusという種類のオオコウモリから抗体が検知

も同様の方法でワクチンが作られている。
これらを人に使う

された。
したがって、
この種類のコウモリがレストンエボラウイ

ための臨床試験等は、
まだ行われていない。

ルスの宿主として有力な候補だと考えている。

スライド
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講演⑤

「日本のサーベイランス体制と出血熱ウイルスの検知」

谷口 清州氏
国立感染症研究所感染症情報センター 第一室長

講師略歴
三重大学医学部卒業後、同大学小児科学教室入局。鹿児島市立病院小児科などを経て、1996年より国立感染症研究所
（国立予防衛生研究所）
に勤務。その後、1998年より現職。2000年から2年間、世界保健機構（WHO）本部で感染症対
策本部医務官として働いたのち、2002年に現職復帰。日本感染症学会評議員、
日本感染症学会理事、厚生労働省新型イ
ンフルエンザ対策専門家会議委員。

【講演要約】

RRT）を派遣することになる。実験室確認（Laboratory
Confirmation）
については、1類感染症は、感染研で、
それ

本講演では、
日本のサーベイランス体制の現状と、
ウイル
ス性出血熱を検知するうえでの課題について説明された。

以外の疾患は地域の地方衛生研究所でというようにネット
ワークにより対応する体制がとられている。
5類の感染症は、非常に一般的なものなので、
あらかじめ

日本の感染症対策は、厚生労働省がトップにあり、国立感

選択された定点医療機関からの報告が保健所に上げられ

染症研究所（感染研）、国立国際医療研究センター、医薬基

る。過去のデータによると、全国に7万5000ぐらいの医療機

盤研究所などが技術的に支援するという体制のなかで行わ

関があるが、例えば、
インフルエンザは全国で5000の病院あ

れている
（スライド）。
しかし、感染症法における主語は、都道

るいは診療所をランダムサンプリングして傾向を分析してい

府県知事が何々をすべしという形になっていて、基本的に

る。定点報告疾患は、週単位、
あるいは薬剤耐性菌感染症

は、47都道府県と80の大都市がその責任を負っている。
そ

や性感染症などは月単位で報告していただき、全体的なトレ

の下に、全国で約500～600の保健所が戦略的に配置され

ンドを見る方針となっている。動物における、
いわゆる人畜共

ている。各地方自治体には、全国で75ヶ所の地方衛生研究

通感染症、人に感染する恐れのある感染症は、地域の獣医

所がある。
それぞれの地域で、感染症指定医療機関が協力

クリニックから届け出ていただくことになっている。

することになっている。
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日本のサーベイランスでは、基本的に厚生労働省の報告

都道府県レベルで感染症情報センターがあり、
データの

基準のなかに、
その症状が記載されていて、臨床医の判断

集約や解析が行われている。国レベルでは、感染研の感染

で診断あるいは検査をして報告していただいている。疑い例

症情報センターが、全国レベルのデータをまとめて、解析及

は、臨床医が疑ったら報告するという形である。つまり、水平

び評価を行い、情報をフィードバックしている。電子システム

的に浅く広く受身的に行われているサーベイランスであり、基

としては、医療機関から報告されたデータは、保健所で中央

本的に臨床医の判断で報告することになっている。
エボラ出

データベースに登録されると、
その時点で全てのプレーヤー

血熱の報告基準は、潜伏期が2～21日間で、発症は発熱、

がデータを共有できる体制になっており、各レベルにおいて、

頭痛、筋痛、全身倦怠感である。急激に進行して出血に至る

そのデータを活用しながら対応に繋げている。

が、常に起こるわけではない。
しかし、
これで臨床医が疑って

日本では、感染症が、公衆衛生学的あるいは臨床的なイ

報告できるか、検査に出せるかというのは非常に疑問であ

ンパクトによって5つの類型に分類されている。1～4類の感

る。私自身、
ウガンダでエボラ出血熱がアウトブレイクしたとき

染症は、即座に保健所に報告することになっている。基本的

にWHOのチームとして派遣されていたが、患者を診て、最初

に、臨床医が疑って検査をして確定した患者だけであるが、

の初期症状は発熱と全身倦怠感、特に全身倦怠感が非常

1類と2類に関しては疑った段階で報告する必要がある。例

に強いということ以外は非特異であった。
しばらくすると発疹

えば、
もし天然痘やウイルス性出血熱などが疑われた場合

が少し出てくることもあったが、
あくまで接触者という情報が

は、感染研が早期対応チーム
（Rapid Response Teams：

なければ到底、疑えるものではなかった。

やはり
「報告してください」
という形の水平サーベイランス

ているサルに触った、
あるいはダニに噛まれた、洞窟やジャン

は、法律に従って行うとしても、明確な目的のあるリスク評価

グルに入ったなどのバックラウンドがあれば、疑い例として、

を組み入れた垂直サーベイランスが同時に存在しなければ、

専門家とともにリスクアセスメントを行い、
そこで必要があれ

恐らく出血熱の早期探知は難しいであろう。例えば、
ウイルス

ば、
スクリーニングを行って、陽性であれば国レベルの確定

性出血熱であれば概ねリスクのある地域が分かっているの

試験に持っていくといった垂直的なサーベイランスシステム

で、
その辺りに渡航歴のある、
あるいは何らかの曝露歴、弱っ

を、今後、検討していく必要がある。

スライド

35

講演⑥

「英国における高病原性病原体の医療的対応」

ロバート・スペンサー氏
英国健康保護局 コンサルタント医療微生物学者＆臨時南西地域微生物学者

講師略歴
聖メリー病院メディカルスクール卒業後、同病院で臨床病理学者及びメディカルバイオロジストとしてトレーニングを受ける。
2003年より現職。感染管理、サーベイランス、医療用再利用機材の除染、病原微生物の散布のリスク評価等について
190編の論文を発表している。

【講演要約】

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、

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

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。

Events: Lessons from Eyjafjallajökull」
という報告書を公

「ウイルス性 出 血 熱の可 能 性がある（ p o s s i b i l i t y o f

開した（スライド）。同報告書は、空の交通を混乱に陥れた

VHF）」
と評価した段階では、
マラリアなど他の病原体につい

2011年5月のアイスランドの火山噴火からの教訓をもとに作

ても検査を行う必要がある。
もし、患者の熱が72時間以上下

成されたものである。近年、9．11同時多発テロや東日本大

がらず渡航歴もあるようであれば、
スクリーニングの実施が

震災のように、
インパクトは大きいが起きる可能性が低いと

求められる。
「ウイルス性 出 血 熱の可 能 性が 高い（ h i g h

考えられていた出来事が頻繁に発生するようになってきてい

possibility of VHF）」
と評価した場合は、他の病原体の検査

る。同報告書は、
それらの出来事を「予測できない（Black

と並行して、
ただちにスクリーニングを行う必要がある。
もし、

Swans）」、
「 脅威を認識し、準備もしている
（Known and

スクリーニングの結果が陽性であれば、患者をすぐに高度安

prepared for）」、
「脅威を認識しながらも準備をしていない

全病床（HSIDU）
に移して、公衆衛生措置（Public Health

（Known but unprepared for）」
という3つのタイプに分類し

Action）
を施さなければならない。ACDPのガイダンスには、

ている。
その全てに対応するためには、個々のシナリオを想

これらのリスク評価から公衆衛生措置に至るまで詳細な手

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

順が示されている。公衆衛生措置には、
メディア対応戦略も

び対応力と復元力の強化などが重要であると説明されてい

含まれている。

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

2000年以降、
ヨーロッパでウイルス性出血熱の症例は、
わ

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

ずか8つである。
したがって、
インパクトは大きいが起きる可

のアウトブレイクについて紹介する。2009年12月に麻薬使

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

用者が、炭疽菌が原因で、皮膚・軟部組織感染症（SSTI）
に

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

罹っていることが確認された。
その後、収束が宣言される

の諮問委員会（ACDP）は、2011年10月にウイルス性出血

2 0 1 1 年 1 2 月までに 、2 0 8 の 疑 い 例 、1 1 9 の 症 例（ 4 7

熱 の 患 者 へ の 対 応 に つ い てのガ イダ ンスをまとめた

confirmed cases；35 probable cases；possible cases）

（Management of Hazard Group 4 viral haemorrhagic

が報告された。
そのうち死亡したのは、14例（13 confirmed

fevers aand similar human infectious diseases of high
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cases；1

probable cases）
である。

consequence）。
そのガイダンスによると、
まず、
ウイルス性出

患者には、抗菌剤や対処療法による治療が行われた。創

血熱が疑われる患者に行うべきことは、
リスク評価とされてい

面切除などの外科的な手術を必要とする患者もいた。
また、

る。
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

米 国 政 府 が 寄 付した A n t h r a x I m m u n e G l o b u l i n

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

Intravenousも使用された。公衆衛生措置としては、出回っ

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

ている全ての麻薬が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。
スコットランドでの炭疽アウトブレ
イクへの対応についてまとめたレポート
「An Outbreak of
Anthrax Among Drug Users in Scotland, December
2009 to December 2010」
は、2011年12月に公開されて
いる。今回の講演で紹介したガイダンスやレポートは、
すべて
Web上でダウンロードが可能なので、ぜひご参照いただきた
い。

スライド
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