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バイオセキュリティの向上に資する公衆衛生措置に関する調査研究
る健康影響についてご講演いただいた。

リックヘルスマネジメントの重要性につい

究戦略本部（CICORN）は、安全・安

長崎大学はこれまで、原爆被ばく者やチェ

てご解説いただいた。全体を通じて、現

心科学技術プロジェクト「バイオセキュリ

ルノブイリ周辺住民の健康影響調査と医

地で必要とされる支援、および今後の災

ティの向上に資する公衆衛生措置に関す

療支援をはじめとする国内外のフィールド

害対策の在り方などについて、研究知見

る調査研究」を文部科学省より受託した。

での活動を実施してきた。福島県での原

と活動経験に基づいた視点から提言が行

本プロジェクトの主眼は、自然的発生的

発事故発生後は、両教授とも現地入りし、

われる貴重な機会となった。

な感染症およびバイオテロ等に対応するた

緊急放射線被ばく対応や住民に対するリ

今号のニュースレターでは、以上 2 回

めの医療および公衆衛生措置についての

スクコミュニケーションなどを行っている。

のセミナーの講演内容について紹介する。

調査研究である。また、迅速な検知、患

セミナーでは、長崎県での外部被ばく及

非常に重要なテーマであるだけに、幅広

者の搬送、医薬品の提供、リスクコミュニ

びチェルノブィリ周辺地域での内部被ばく

い分野の方々への情報発信を行って議論

ケーション等において共通の課題を有す

の事例との比較を通じて、福島県におけ

が深化されることを期待したい。
「CBRN

る CBRN（生物、化学、核・ 放射線）

る将来的な健康影響リスクとその対応策

コラム」では、米国における医療及び公

災害対策を含めて包括的に検討するオー

について考察された。特に総合討論の

衆衛生政策の変化についてお伝えする。

ルハザード・アプローチも取り入れている。

セッションでは、研究者および初動対応

なお、本プロジェクトが運営するブログ

本プロジェクトでは、情報の収集および

者、政策担当者など 100 名近い参加者

「CBRN ニュース」（http://blog.livedoor.

平成 23 年度、長崎大学国際連携研

分析を通じて抽出された課題を、大学、

を交えて活発な議論が行われた。

jp/cicorn/）のなかでも、諸外国におけ

研究機関、関係省庁、ならびに企業など

テロ等による人的災害あるいは自然災

る政策や取組についての情報を提供して

多様な組織のステークホルダーが、それ

害による壊滅的な被害を低減するために

いるので、そちらもご参照いただきたい。

ぞれの専門領域を超えて共有する機会を

は、看護や医療などの被災地での活動

年明けにはバイオセキュリティに特化し

提供し、解決策を見出すための知見の集

が重要となる。第 2 回セミナーでは、
「災

たワークショップの開催も予定している。

約を図るとともに、関係者のあいだでの

害看護」および「災害保健」の分野で

関係者の皆様には引き続きご指導ご鞭撻

ネットワークの構築を目指している。本年

数多くの研究実績を持ち、東日本大震災

を乞う次第である。

度 は、 すで に 2 回 にわ たって東 京 で

の地震や津波による被害を受けた地域で

「CBRN 災害対策セミナー」を開催した。

の活動を行っている 2 名の専門家をお招

テーマとしては、今年 3 月の東日本大震

きした。兵庫県立大学地域ケア開発研究

災と福島県での原発事故を受けて、その

所の山本あい子所長には、災害時にお

対応と復旧に繋がるものを選定した。

ける看護の役割についてご説明いただい

第 1 回セミナーでは、長崎大学の高村

た。東北大学の上原鳴夫教授には、津

昇教授と松田尚樹教授より、放射線によ

波災害後の保健医療活動におけるパブ

長崎大学
熱帯医学研究所所長
国際連携研究戦略本部
副本部長

竹内 勤
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第1回 CBRN災害対策セミナー

「放射線被ばくによる健康影響について」

［日時］2011年6月18日
［ 場所］三田NN ホール＆スペース

放射線被ばくによる健康影響：長崎・チェルノブイリからの教訓
放射線には、同じ人体であっても細胞分裂

んが増加した。

しては、低レベルの放射性物質が長期間存

が盛んな部位、あるいは年齢の若い成長期

内部被ばくの例としては、1986 年のチェル

にあるような人に影響が出やすいという特徴が

ノブイリの原子力発電所事故による健康影響

131 やセシウム 137 などの内部被ばくが問題

ある。外部被ばくによる健康影響のなかでも

を挙げることができる。チェルノブイリ4 号炉

となってくるであろう。外部被ばくは、現時点

在するということである。具体的には、ヨウ素

有名なのが原爆後障害、いわゆる数年から

の炉心の蓋が吹き飛び、爆発することで、な

でも復旧作業にあたられている原発作業者の

数十年を経て発症する晩発性の障害である。

かにあった放射性物質が広範囲に拡散すると

リスクが高いと考える。そして、社会的な側面

長崎では、原爆投下から 2 年ほどで、被ばく

いう人類史上最悪の事故であった。放出され

として、風評被害にどのように対処するかが

者のあいだに白血病の発症がみられた。甲

たのは、ヨウ素 131、セシウム 134、セシウム

重要となってくる。

状腺がんというとチェルノブイリのイメージが強

137 であり、量としてはヨウ素 131 がもっとも

長崎大学は、現在、市民、県民の方を対

いが、甲状腺は表面臓器なので、外部被ば

多く、放射性物質の種類やだいたいの割合

象に放射線のリスクについての正しい理解を

くの影響も受けやすい。それ以外にも、
胃がん、

は、福島の今回の事故に近いものである。た

広めるための講演会などのリスクコミュニケー

直腸がん、肺がん、皮膚がんなど種々のが

だし、福島の事故で放出された量は、チェル

ション活動を行っている。同時に、発電所内

ノブイリのおよそ 10％であったと現地の情報で

で復旧作業にあたっている方々が、急性放射

は考えられている。チェルノブイリ周辺で検診

線障害を引き起こす事態に備えて緊急被ばく

を行った結果、
やはり事故当時 0 ～ 5 歳であっ

医療チームを福島医科大学に派遣している。

たグループにおいて甲状腺がんの頻度が非常
に高かった。
今回の福島県の事故についてであるが、
100 日あまりが経過し、いまだに事故が収束
しないという極めて異例の事態である。特徴と

長崎大学医歯薬学総合研究科
国際保健医療福祉学分野教授

高村 昇氏

福島の放射線環境：その解釈と判断
長崎大学の緊急被ばく医療チームは、東
京電力福島第一原子力発電所 1 号機と 3 号

たといえる。

結果は体内の放射能（Bq）として得られる。

今回の事故のように一般環境中に放射性

ここから、摂取推定日に遡って総摂取量を

機の水素爆発後の 3 月 14 日に自衛隊のヘ

物質が放出された状況では、初期の空間中

計算推定し、核種、年齢、摂取経路により

リコプターで福島県に入り、現地の医療支援

に浮遊する放射性物質と、沈着した土壌等

細かく規定された Bq → Sv の換算係数を総

連絡室に合流した。翌 15 日には、朝から 2

から再浮遊した放射性物質からの外部被ば

摂取量に乗じ、Sv を得る。外部被ばくの Sv

号機の水素爆発に続いて 4 号機も温度が急

く、及びそれらの吸入摂取と飲食物を通じた

と内部被ばくの Sv の和が、個人の被ばく線

激に上昇しているという情報が入り、最悪の

経口摂取による内部被ばくが想定され、いず

量となる。この線量を各種基準値や過去の

場合、高線量の急性被ばく者の多数発生も

れも人体影響をあらわす単位である実効線量

危惧されたため、福島医科大学病院におい

（Sv）でその大小を表現することになる。外

被ばく者のデータに基づいたリスク係数等の
モノサシに当てて、健康リスクを判断する。

て高線量被ばく患者の一時受入れ及びトリ

部被ばく線量の場合は、一般的な測定器を

アージ（患者の重症度、緊急度、被ばく状

用いて空間線量を測れば、物理量である吸

一部の住民の体内放射能などのデータは得

況に基づく処置優先度による分類）施設整

収線量（Gy）から Sv に換算された値を直

られているが、福島県民全体の正確な線量

備に関わることになった。この日の夕方、車

接得ることができる。ただし、それはあくまで

評価への道のりは遠い。推定被ばく線量を

環境中の空間線量、土壌の放射能濃度、

内の空間線量率を測定したところ、それまで

空間という環境中の線量であって、個人の

1mSv/ 年に戻すための積極的介入と、線量

の 1 μ Sv/h から 16.38 μ Sv/h まで急激に

被ばく線量を直接表しているものではない。

評価と健康管理がセットになった県民への息

上昇していた。これは、未明から始まった 2

そのため、本来的には個人被ばく線量計を

の長い放射線安全施策が望まれている。

号機からの大量の放射性物質の放出が、放

装着して被ばく線量に換算した値を得ること

射性雲となって北西の風に乗って 60km 離

が重要である。一方、内部被ばく線量は、

れた福島市まで到達し、雨や雪とともに放射

体内の放射能の測定から始まる。測定法に

性降下物となり、車の屋根に堆積したことを

は、ホールボディカウンタ等による体外からの

物語っている。当然ながら、この日から土壌

直接測定と、尿中放射能の測定のような間

にも同程度あるいはそれ以上の堆積が始まっ
62

接測定の 2 種類があるが、いずれにせよ、

長崎大学先導生命科学研究
支援センター教授

松田 尚樹氏

第2回CBRN災害対策セミナー

「大規模災害発生後の被災者看護と公衆衛生措置」

［日時］2011年8月26日
［ 場所］TKP 田町駅前会議室

大地震発生後の災害看護の役割について
阪神・淡路大震災のときは兵庫県で災害

確立されつつある。

た。また、被災者の健康状態を継続して見

が発生したので、兵庫県立看護大学、職能

災害というのは、「命に対する脅かし」が

守っていく必要があると経験から分かってい

団体である兵庫県の看護協会、全国組織で

起こり、それから「精神的な苦痛」が起こり、

たので、四川大学の華西看護学部と華西病

ある日本看護協会の 3 つが連携をとって、 「生活や社会の崩壊」が起こるという現象で

院と共同で、5 年間の継続的調査を実施し

日本各地から被災地に入ることを希望する看

あるが、基本的な「安全感」や「安心感」

ている。

護職の方々のリストを作成し、一方で、ボラ

が揺らぐというのが難しいところである。安全

今回の東日本大震災では、5 月 17 日ま

ンティアを必要としている現地の病院と連絡を

というのは、客観的に判断できるものである

でに延べ 3770 人が災害支援ナースとして派

とってマッチングを図った。その経験をもとに、

が、安心というのは、「心地よい」や「緊張

遣されている。活動としては、24 時間、避

災害時に現地に行く意思のある方々を平時か

感がない」あるいは「落ち着いた」状態を

難所や医療機関に駐在し、避難者への直接

ら登録する「災害時支援ネットワークシステム」

示し、多分に主観的である。安全は、例え

的な支援や被災地の看護職の業務負担を軽

を確立した。

ば建物や堤防の強度など客観的に追及され

減するための活動を実施している。また、支

阪神・淡路大震災後、看護界の知識を

ているが、安心も、もっと追及されて良いの

援ニーズの評価と集約化のために現地対策

共有する場として、1998 年に日本災害看護

ではないかと思う。我々の活動としては、阪

本部にもコーディネーターを配置し、災害支援

会（JSDN）も設立された。日本のみならず、

神・淡路大震災のあと、避難所や仮設住宅

ナースの配置調整や改善交渉を行っている。

世 界レベルでも知 識の共 有を行うために

の人たちへの家庭訪問や健康相談などを

2008 年に「世界看護学会（ＷＭＤ）」が設

行って、医療アドバイーザー制度の確立にま

立され、現在、9 カ国から 49 の組織が加盟

で繋げていったという経緯がある。

している。平成 21 年度より、厚生労働省が「災

兵庫県立 大 学 地 域ケア開 発 研 究 所は、

害看護」を基礎教育のなかに組み込むこと

2008 年の四川大地震を受けて、発生直後

を求めており、大学院等でも専門領域として

から災害看護についての知識の提供を行っ

兵庫県立大学地域ケア
開発研究所所長・教授

山本 あい子氏

災害におけるパブリックヘルスマネジメント：東日本大震災の教訓
災害時の保健医療の役割は大別して（1）
Mass Casualty への対応、（2）被災・避難

今回の教訓は「備えがないことはできない」
である。DMAT や心のケア、透析患者支援

Health Management の計画と備えの不在－
は多くの困難をもたらした。従来の災害対応

民の健康管理、
（3）地域保健医療システム

ネットワークなど、備えがあったことはタイム

計画は主に地震を想定しており、また災害⇒

の機能維持と復旧、の 3 つである。うち（2）

リーに展開できたが、備えがなかったこと－と

「DMAT と救急医療」という思い込みのため

には、①災害に起因する負傷 ･ 罹病への対

りわけ（1）保健医療にかかる指揮統括体制

に、地域医療システムの破壊と大量避難者

応、②継続診療を必要とする一般医療ニー

（保健医療災対本部）、（2）緊急・救援期

の発生という事態に備えていなかった。市町

ズへの対応（救急医療、慢性疾患）、③災

の情報収集・集約・共有を担う通信・情報

庁舎が津波で流され、あるいは職員が被災

害弱者の保護（在宅医療、機器依存治療

センター機能、
（3）ロジスティクス（搬送、

して現地災対が効果的に動けなくなっている

他）
、④被災環境下での疾病要因への対策

サプライ、事務要員、通信等）の戦略、の

なか、避難所・在宅避難者の保健・衛生・

／予防管理、が含まれる。

不 在、 および（4） 緊 急 期 以 降 の Public

栄養、および要援護者の把握と支援が大きく

1 被災市町と非被災県のペアリングによる組織的支援（業務要員の派遣とシステム機能の
補完・代替）
2 被災市町の裁量ですぐに使える緊急災対基金
3 訓練された指揮チームの戦略的育成と即応態勢を全国レベルで整備
4 災害時に必要となる各種専門チームの特定と登録または養成、災害時動員方法の整備；
研究機関、専門団体、業界団体、NPO と事前協定
5 災害時の基幹情報を一元的に集約・管理し共有化を可能にするオペレーショナルな災害
情報センターと情報ネットワークの常備および周知
・情報管理計画、情報・データの標準化 ／災害時調査データに関する公開原則の確立
／災害時通信システム・ネット環境構築の備え
6 外部リソースを効果的に活用できる態勢・制度の整備
・後方支援のネットワーク化と支援調整機能の備え
7 災害保健医療管理の基本知識の整備と医療職・関係職・関係組織への普及（教材の
充実、講師育成、教育研修機会の拡充）

出遅れた。一方「災害医療コーディネーター」
として県災対本部に医療者が参加し、医療
機関との調整や支援室による外部リソースの
活用、また地域ごとに指名して被災地の医
療救護活動の調整にあたらせたことは有効
に機能した。
災害対応計画の見直しに向けて左記の７
項目を提案する。
東北大学大学院医学系研究科
国際保健学分野教授

上原 鳴夫氏
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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

2001 年の炭疽菌郵送事件から 10

月には、テロ対抗医薬品という極めて

を義務付けている。2009 年 12 月、オ

年近くが経過した今でも、米国におい

限られた市場に企業の参入を促すため

バマ政権のもとで公開された NHSS で

てバイオテロはもっとも大きな脅威の 1

のプロジェクト・バイオシールド法が成

は、
「地域の復元力の定着」と「保健

つとして認識されている。しかし、
近年、

立した。

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。

米国でバイオテロは自然発生的な感染

バイオテロ対策の全体像が固まりつ

症や大規模災害を含む「オールハザー

つある矢先の 2005 年 8 月、
ハリケーン・

2 つの目標は、社会による緊急で特別

ド」という枠組みのなかで捉えられてお

カトリーナがメキシコ湾岸地域を襲っ

な配慮と改善が求められる 10 の戦略

り、そのなかで対策が進められている。

た。米国史上最大と呼ばれた自然災

目標に裏づけされている
（下記）。また、

今回の CBRN コラムでは、そのような

害によって州政府の機能が停止し、地

これらの目標を実現するための具体的

変化が起きた経緯について振り返って

域の救急サービスが滞るなかで、連邦

な方策が示された「米国健康安全保

みたい。

政府の対応の遅れが目立った。同じ

障戦略隔年実行計画」も 2 年ごとに

炭疽菌郵送事件以降、米国におい

頃、ヨーロッパやアジアで少しずつ広が

作成されることとなった。

てバイオテロ対抗医薬品の研究開発

りを見せる致死性の高いインフルエンザ

以上、少し駆け足でオールハザード

や、公衆衛生基盤強化のための資金

（H5N1）の地球規模での流行を懸念

対応体制が整備されるまでの流れを見

が大幅に増額された。2001 年度 6 億

する声も高まっていた。そして、2006

てきたが、国民の生命を守るために抜

3000 万ドルであったバイオテロ対策関

年 12 月、パンデミック・オールハザー

本的に政策を転換する米国の姿勢は、

連予算は、翌年度には 40 億 9000 万

ド事 前 準 備 法（PAHPA） が 成 立し、

日本としても見習うべきところがある。

ドルにまで膨れあがっている。しかし、

あらゆる公衆衛生上の危機への事前

福島県での原発事故が与えた社会的

既存の体制のなかでの資金の増加は、

準備、対応、復旧までを保健福祉省

不安は、恐らく炭疽菌郵送事件に匹敵

効率的な予算配分とはほど遠いもので

が包括的に統括する体制が整備される

するであろう。東日本大震災の地震と

あった。そんななかブッシュ大統領は、

こととなる。PAHPA によって、保健福

津波による死者、行方不明者の数は、

2004 年 4 月に
「21 世紀のバイオディフェ

祉省内に生物医学先端研究開発局

ハリケーン・カトリーナのときの 10 倍以

ンス」と題する大統領命令を発令し、 （BARDA）が創設され、テロ対抗医

上である。やはり、今後、同様の、あ

生物兵器対策における各省庁の役割

薬品の製品化プロセスにも新たな活力

るいは全く異なる災害が起きても迅速

を改めて規定した。なかでも、保健福

がもたらされた。

に対応できる体制を日本でも構築する

祉省は、病原体の人為的な散布に備

PAHPA は、 保 健 福 祉 省 長 官 に

えて、医療及び公衆衛生対応の強化

2009 年より 4 年ごとに「米国健康安

という役割を担うこととなった。同年 7

全保障戦略（NHSS）」を策定すること

必要があるのではないだろうか。

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

CICORN 安全・安心科学技術プロジェクトニュースレター

文部科学省委託事業 安全・安心科学技術プロジェクト
「バイオセキュリティの向上に資する公衆衛生措置に関する調査研究」
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