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本調査研究について

第3期科学技術基本計画
（平成18～22年度）
においては、

推進方策について」
では、
テロリズム、各種犯罪への対策に

「社会・国民に支持され、成果を還元する科学技術」
を基本

資する科学技術について、技術課題の抽出を行うと共に、安

姿勢とし、
「安全が誇りとなる国：世界一安全な国・日本を実

全・安心科学技術に関する研究開発の成果の活用を求めて

現」
が一つの政策目標とされている。
この政策決定をもとに、

いる。

平成18年6月、総合科学技術会議より
「安全に資する科学技

同推進方策に基づき、文部科学省において立ち上げられ

術推進戦略」が提起され、文部科学省においては、科学技

た「安全・安心科学技術プロジェクト」
の一つとして、平成23

術・学術審議会研究計画・評価分科会の下に安全・安心科

年度に長崎大学国際連携研究戦略本部が受託したのが

学技術委員会が設置され、本課題について文部科学省とし

「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

て取り組むべき方策についての検討が行われた。平成18年

調査研究」
である。

7月に策定された
「安全・安心科学技術に関する研究開発の

第3期科学技術基本計画から
安全・安心科学技術プロジェクトに至るまで
「第3期科学技術基本計画」
閣議決定
（H18〜22）
「社会・国民に指示された成果を還元する科学技術」「世界一安全な国・日本」

「安全に資する科学技術推進戦略」
総合科学技術会議

H18.6

「効果的な研究開発体制構築・知や技術の共有化が必要」

「安全・安心科学技術に関する研究開発の推進方策について」
文部科学省

科学技術・学術審議会研究計画・計画分科会

H18.7

「安全・安心科学技術プロジェクト」
文部科学省

H18.6

「重要研究開発課題の研究開発」「安全・安心に関する知・技術の共有化」
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巻頭言

本プロジェクトでは、生物災害発生時の医療対応ならびに

今年の3月には、
ウイルス性出血熱をテーマとするバイオセ

公衆衛生措置について調査研究を実施してきた。
また、
迅速な

キュリティワークショップを開催した。
欧米では、
毎年のように症

検知、
患者の搬送、
医薬品の提供、
リスクコミュニケーション等

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

において共通の課題を有するCBRN
（生物、
化学、
核・放射線）

外の事態」
ではない。
ワークショップでは、
出血熱ウイルスの種

災害対策を含めて包括的に検討するオールハザード・アプロー

類や特徴について概観し、
日本に流入した場合の医療的対応

チも取り入れている。
以下、
本年度の活動に関する総括を述べ

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

たい。

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

昨年、2回にわたり開催したCBRN災害対策セミナーでは、

て検討した。
セミナーおよびワークショップの内容については、

東日本大震災に関連するテーマを選定した。
第1回セミナーで

本報告書の他に、
プロジェクトが発行するニュースレターのな

は、長崎県における原爆投下、
チェルノブイリおよび福島県で

かでも紹介している
（添付資料を参照）
。

の原発事故の比較を通じて、
核・放射線災害への医療対応に

諸外国における取組や政策については、
ブログ「CBRN

ついて検討した。
総合討論のセッションでは、
研究者および初

ニュース」
を通じて、
情報提供を行ってきた。
本報告書において

動対応者、
政策担当者など100名近い参加者を交えて活発な

も、天野助教が米国に焦点をあてたレポートを2編まとめてい

議論が行われた。
第2回セミナーは、
CBRN災害対策に従事す

るので、
そちらもご参照いただきたい。

る関係者が、大規模災害発生後の被災者看護と公衆衛生措
置の重要性について認識する機会となった。各講演の概要

最後に、
今年度お世話になった関係者の方々にこの場を借
りて重ねて御礼を申し上げ、
巻頭言とさせていただきたい。
（平成24年3月）

は、
本報告書に掲載されている。
本年度で5回目を迎える日米メディカルバイオディフェンスシ
ンポジウムは、
2011年11月に米国のメリーランド州で開催され
た。
本シンポジウムは、
日米の代表者がバイオテロ等の脅威か
ら国家を防護するための方策を協議する場として、
2007年より
毎年開催されている。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。
なお、
シンポジウムに関する報告書は別冊となって
おり、
本報告書には収載されていない。

竹内 勤
平成23年度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」
研究統括
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
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米国におけるバイオテロ対策の進展と新たな生物学的脅威の出現
―9.11同時多発テロと炭疽菌郵送事件から10周年を迎えて―

天野 修司

要旨
「バイオレスポンス成績表（Bio-Response Report Card）」
によると、米国は、10年前に想定され
た炭疽菌や天然痘を用いたバイオテロに対応できる能力を身につけつつある。
しかし、致死的なウイ
ルスが世界中に蔓延するといった映画のシナリオのような生物災害に対応できるほどの能力は有し
ていない。2011年、
ロン・フーシェ
（Ron Fouchier）教授が行った研究により、鳥インフルエンザウイ
ルス
（H5N1）
の伝播力が、突然変異によって高まる可能性があることが示された。
また、
フーシェ教
授の研究は、
それ自体にバイオセキュリティ及びバイオセーフティ上のリスクをはらんでいる。
自然発
生的、意図的、偶発的、
いずれにしても空気感染する鳥インフルエンザから連想される災害の規模
は極めて大きく、米国の関係者のあいだで波紋が広がっている。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、
その被害は日本にまで飛び火する可能性もある。
したがって、
日本
でもこの問題について議論を尽くす必要がある。
それと並行し、
まさかの事態に備えてバイオレスポ
ンス能力の向上に努めることが重要である。

はじめに
2001年の同時多発テロとそのわずか数週間後に起きた

この
「バイオレスポンス成績表」
の概要について紹介し、米国

炭疽菌郵送事件から10年が経過し、多くの関連機関が、
こ

におけるバイオテロ対策の進捗状況について検討する。次

れまでの米国のバイオテロ対策を振り返るレポートを公開し

に、
日本でも話題となっている鳥インフルエンザウイルスの感

ている。
なかでも、超党派WMDテロリズム研究センター
（The

染性を高める研究についての議論を取り上げる。
そのなか

Bipartisan WMD Terrorism Research Center）
が作成し

で、米国が保有するバイオレスポンス能力が、鳥インフルエン

た「バイオレスポンス成 績 表（ B i o - R e s p o n s e R e p o r t

ザ研究から連想される事態に対応できるものであるかどうか

Card）」は、米国における現在の生物災害対応能力を包括

を考察していきたい。

的に評価したものとして注目を集めている1。本稿では、
まず、

1：The Bipartisan WMD Terrorism Research Center, Bio-Response Report Card, October 2011; Gerald L. Epstein, “Biosecurity 2011: Not a year to
change minds,” Bulletin of the Atomic Scientists vol. 68, January 2012.
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１．バイオレスポンス成績表

Fの基準で評価されている
（図）。
「小規模・感染性なし」
の生
物災害としては、社会的、精神的、経済的に大きな混乱を招

2 0 0 8 年 1 2 月、米 国 の W M D 拡 散・テロ防 止 委 員 会

くものの、死傷者数が比較的少ない事態が想定されている。

（Commission on the Prevention of WMD Proliferation
and Terrorism）
は、
テロリストが大量破壊兵器を使用するリ

2001年の炭疽菌郵送事件は、
これに該当する。
「 地球規模

スクについてまとめた報告書、
「World at Risk」
を連邦政府

クライシス・感染性あり」
は、2011年に公開された映画「コン

に提出した 2 。
そのなかで、比較的入手が容易であることか

テイジョン」
（ワーナー・ブラザーズ映画）のようなものと説明

ら、
テロリストは核兵器よりも生物兵器を使用する可能性が

されている。以下、
それぞれのバイオレスポンス能力について

高く、緊急かつ決断力を持って行動しなければ2013年まで

の解説部分を
「バイオレスポンス成績表」
より抜粋する。

に世界中のどこかで大量破壊兵器による攻撃が起きるであ

（１）検知と診断

ろうという分析が示されている。
この分析が、米国でバイオテ

米国は、2002年のバイオテロ法（Public Health Security

ロ対策が強力に推進される要因の1つとなっている。
本節で紹介する
「バイオレスポンス成績表」は、WMD拡

and Bioterrorism Preparedness and Response Act of

散・テロ防止委員会を前身とする超党派WMDテロリズム研

2002）
で義務付けられている全国規模の多様な情報源から

究センターが、2011年10月に公開したレポートである。
「成

のサーベイランスシステム
「バイオセンス
（BioSence）」
をいま

績表」
という名前が示す通り、同レポートでは、米国の8つの

だ保有していない。地域や州レベルでの病原体サーベイラン

バイオレスポンス能力が6つの規模の生物災害ごとにAから

スは目覚ましく向上しているが、現在、資金不足によって危機

（図）
バイオレスポンス成績表
小規模
感染性なし

小規模
感染性あり

大規模
感染性なし

大規模
感染性あり

大規模
薬剤耐性

地球規模
クライシス
感染性あり

検知と診断

C

C

D

D

F

F

原因の特定

D＊

F

F

F

F

F

コミュニケーション

B

B

C

C

C

C

対抗医薬品の利用可能性

B

B

D

D＊＊

F

F

傾向

D

対抗医薬品の開発と承認プロセス
対抗医薬品の配布

B

B

D

D

F

F

医療マネジメント

B

C

D

D

F

F

環境の除染

B

Not
Applicable

F

Not
Applicable

F

Not
Applicable

＊炭疽菌についてはD、他の病原体や毒素はF。
＊＊天然痘についてはB。

A
B
C
D
F

ほとんどの期待を満たす
多くの期待を満たす
最低限の期待を満たす
ほとんどの期待を満たさない
期待を満たさない

改善の傾向
現状維持
後退の傾向
（出典）The Bipartisan WMD Terrorism Research Center, Bio-Response Report Card (October, 2011)

2：The Commission on the Prevention of WMD Proliferation and Terrorism, World at Risk, December 2008.
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にさらされている。米国は、2001年から環境や人口に基づく

抑えることができるが、大規模な攻撃には対応ではない。新

サーベイランスを含む検知や診断能力を強化し、有望な科

種あるいは耐性の病原体に利用できる対抗医薬品は今のと

学技術の開発を進めてきた。
しかし、事態が大きくなればなる

ころない。天然痘については、大規模な攻撃にも対応できる

ほど検知や診断の需要は高まる。大規模な生物災害は、既

備蓄がある。対抗医薬品の開発と生産のプロセスには、明確

存の能力を圧倒するであろう。

な必要条件、優先されるべき研究開発の目標、調整された予
算要求、充分で持続的な資金が未だ欠如している。

（２）原因の特定
広範な研究にも関わらず、炭疽菌あるいは他の病原体や

（５）対抗医薬品の配布と投与

毒素であっても、
その生物災害の原因を特定するための科

大規模なバイオ攻撃のなかで、人命を救う可能性のある

学的にも法的にも妥当な能力は今のところ存在しない。微生

対抗医薬品を投与できないことは、不必要な死、社会的混

物科学捜査をサポートする国内外の保管場所のネットワーク

乱、政府への信頼喪失という深刻なリスクを提示している。

システムや世界中のステークホルダーのあいだでの協力を

現状のままでは、48時間以内に大多数の人々に抗生物質を

促すメカニズムもない。
しかし、疾 病 管 理・予 防センター

配布することは不可能であろう3。極めて重要な任務を達成

（CDC）
と連邦捜査局（FBI）
は、連邦政府、州、
レベルでの公

するために地域の自治体を支援する連邦政府の役割は増加

衆衛生及び法の執行機関のあいだでの協力関係を構築し

しているが、
その進捗は遅く、
目標にはほど遠い。現実的な状

ており、捜査上の連携はスムーズに進むであろう。

況のなかで、大規模な医薬品の投与を迅速に行う能力を有
する地域は存在しない。多様で豊富な投与戦略がなけれ

（３）
コミュニケーション

ば、48時間という基準を満たすことはできない。

CDCと保健福祉省（HHS）は、州や地域の関係機関と協
力しながらリスクコミュニケーション戦略の立案に尽力し、
カ

（６）医療マネジメントと対応

テゴリーAの生物剤とパンデミック・インフルエンザのための

壊滅的な生物災害は、
すでに圧迫された医療システムの

メッセージも事前に準備している。生物学的評価と脅威対応

能力をすぐに上回る犠牲者を出すであろう。過去十年のあい

（Biological Assessment and Threat Response: BATR）

だに進歩があったが、初動対応者緊急医療システム
（EMS）

プロトコールの新しい開発は、大規模な生物事案のための

を通じての個人から救急診療部、病院に至るまでの緊急医

政府関連機関の連携を促した重要なステップである。連邦

療対応への包括的なアプローチはない。
よく準備し、かつ知

政府は、
コミュニケーションの課題に対処するために州や地

識もある市民であれば、危機における病院基盤のサービス

域の機関との関わりを強めてきたが、企業や非政府組織とは

の需要を減らすことができるが、需要削減戦略には最低限

それほどの協力関係はできていない。大きな進展はあった

の投資しか行われていない。医療の危機基準の開発は、
これ

が、多様で特別なニーズのある人々にリスクコミュニケーショ

まで進歩してきたが充分ではない。復員軍人援護局や国防

ンが常に行き届くとは限らない。

総省、保健福祉省に所属する人材を含む連邦政府の医療
資源と能力で、大規模な生物災害への対応をサポートでき

（４）対抗医薬品の開発と生産

るほど調整や訓練は充分に行われていない。

（対抗医薬品の利用可能性、及び開発と承認プロセス）
既存の対抗医薬品の備蓄は、炭疽菌やその他の使用の
恐れのあるいくつかの病原体を用いた小規な攻撃の影響を

（７）環境浄化
統合されて訓練された広範な炭疽菌除去のための環境

3：吸入炭疽の致死性は非常に高いとされているが、48時間以内に抗生物質を予防投薬すれば、
ほとんどの場合、発症を抑えることができる。
それゆえに、米国のバ
イオテロ対策においては、発生から48時間以内に対抗医薬品を被害者に提供することが目標とされてきた。2007年の「公衆衛生と医療の事前準備（Public
という大統領命令（HSPD-21）
のなかでも、48時間以内で対抗医薬品の配布と投与を目指すことが明記されている。
Health and Medical Preparedness）」
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復旧計画は、現在のところ存在しない。連邦政府は、広範な

また、小規模な攻撃へのバイオレスポンス能力の多くが

炭疽菌攻撃のあと、環境復旧における連邦政府、州政府、地

「B」
と評価されており、
これは炭疽菌郵送事件と同等の生物

域の役割についての暫定的な手引きを公開したが、避難や

災害であれば対応できることを示している。
「大規模・感染性

長期的な健康問題のような未解決の問題には触れられてい

なし」
と
「大規模・感染性あり」
の各評価項目では、
ほとんどが

ない。国家規模の訓練で試された環境復旧計画もない。
コン

「D」
となっているが、超党派WMDテロリズム研究センターは、

センサスに基づいた屋内外の安全基準を定めたクリアラン

「D」
を
「C」
にすることがもっとも費用対効果が高いので、
そこ

ス政策もない。私的に所有されている施設の除染費用のた

に資源を集中する必要があるとしている。
また、
この2つの規

めの責任を定めた方針もない。炭疽菌事案のあとの除染能

模の災害は、
「 大規模・薬剤耐性」や「地球規模クライシス・

力がなければ、洗練されていない攻撃でも、被害を受けた場

感染性あり」
よりも起きる可能性が高いと分析されている。

所がすぐに使用不可能となり、膨大な経済的損失をもたら
す。

しかし、昨年末、
「地球規模クライシス・感染性あり」
という
生物災害のシナリオを想像させる研究結果が発表され、米
国でさまざまな議論を巻き起こしている。次節では、
その鳥イ

2．米国におけるバイオテロ対策の進展
米国において炭疽菌と並んで、
テロに用いられる可能性

ンフルエンザウイルス
（H5N1）
を用いた研究を巡る議論につ
いて取り上げる。

が高いと考えられてきたのは天然痘である。9.11同時多発テ
ロが発生する数ヶ月前の2001年6月にも、天然痘を用いた

３．鳥インフルエンザの脅威

バイオテロを想定したシミュレーション訓練が上級の政府関

鳥インフルエンザの保有宿主は、
その名の通り家禽や野

係者を対象に実施されていた。
「ダーク・ウィンター（Dark

鳥などの鳥類である。人に感染するのは稀であるが、感染し

Winter）」
と名付けられた訓練では、天然痘患者の数が増え

たときの致死率は約59％と非常に高い 6 。世界保健機構

続けるというシナリオのなかで、参加者が、
ロールプレイング

（WHO）が統計を取りはじめた2003年から2011年12月ま

方式で非常に難しい政治的決断を行なった。訓練のなかで

でに、576人が感染し、
そのうち339人が死亡している。近

用いられたニュースの映像が非常にリアルに作られており、

年、
もっとも多くの感染者が発生しているエジプトでは、家禽

天然痘を用いた秘匿的なバイオテロが現実的であると感じ

のあいだで鳥インフルエンザが風土病化している（表）。

させるものであった 。

2009年から2010年に米国の国立衛生研究所（NIH）の資

4

その影響もあり、米国のテロ対策において天然痘の対抗

金で実施されたサーベイランス調査では、
エジプトの商業農

医薬品の研究開発は優先的に行われてきた。2001年、米国

家における家禽の陽性率が7.2％と非常に高いことが明らか

にはわずか1400万ドーズしか利用可能な天然痘ワクチンが

となった7。

なかったが、現在では、食品医薬品局（FDA）
に承認された

鳥インフルエンザが人に感染するケースのほとんどが鳥類

ワクチンが、戦略的国家備蓄に3億ドーズ以上保管されてい

からである。
よほどの接触がない限り人から人に感染するこ

る5。
さらに、免疫力が低下した人のための弱毒ワクチンや緊

とはない。
しかし、多くの科学者や公衆衛生の専門家が、突

急時に使用するための抗生物質の備蓄も行われている。
そ

然変異によって人のあいだで容易に伝播する鳥インフルエ

れゆえに
「成績表」
のなかでも、天然痘の対抗医薬品の利用

ンザウイルスが誕生することを懸念していた。毎年、世界の

可能性については、大規模な生物災害であっても
「B」
という

人口の約20％が季節性のインフルエンザに感染している

評価が与えられている。

が、
それに近い伝播力を鳥インフルエンザが持ったとすると、

4：“Dark Winter,” Center for Biosecurity, UPMC, http://www.upmc-biosecurity.org/website/events/2001_darkwinter/
5：The Bipartisan WMD Terrorism Research Center, Bio-Response Report Card, p.40
6：“Cumulative number of confirmed human cases of avian influenza A(H5N1) reported to WHO,” World Health Organization, January 5, 2012 ,
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/H5N1_cumulative_table_archives/en/index.html.
7：Ghazi Kayali, Rabeh El-Shesheny, Mohamed A. Kutkat, Ahmed M. Kandeil et al., “Continuing Threat of Influenza (H5N1) Virus Circulation in Egypt,”
Emerging Infectious Disease, Vol. 17, No. 12, December 2011
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（表）2011年国別の鳥インフルエンザ（H5N1）感染者数および死亡者数
バングラディッシュ

カンボジア

中国

エジプト

インドネシア

合計

感染者

2

8

1

38

11

60

死者

0

8

1

15

9

33
（出典）WHOホームページ

まさに
「地球規模クライシス」
という事態も想像される8。2011

（ウイスコンシン大学）
の論文にも同様の修正を求めた。河岡

年 、N I H の 委 託 研 究 のな か で 、ロン・フー シェ（ R o n

教授は、同じくNIHの委託研究で、鳥インフルエンザと2009

Fouchier）教授は、人工的な遺伝子の改変によってフェレッ

年に流行した豚インフルエンザ（H1N1）の遺伝子を用いて

トとフェレットのあいだで空気伝播する鳥インフルエンザウイ

新しいウイルスを合成することに成功した。河岡教授が作り

ルスを作ることに成功した 。多くのインフルエンザウイルス

出したウイルスも、
フェレットのあいだで容易に感染すること

が、人とフェレットに対して非常に近い感染性や病原性を示

が確認されているが、致死性はそれほど高くなく、既存のワク

すことが確認されているので、実験で作り出されたウイルス

チンや治療薬も効果があるとされている13 。
それでもなお、

は、人にも空気感染すると考えられている。

NSABBからは公衆衛生上の脅威と判断されたということに

9

フーシェ教授の研究は、感染性の高い鳥インフルエンザウ

なる。
この2つの論文の他に、安全保障上の理由で科学的な

イルスが誕生するプロセスを示したものであり、サーベイラン

論文が「検閲」
された前例はなく、
自由を重んじる科学コミュ

スや対抗医薬品の研究開発など今後のパンデミック対策に

ニティからは反発の声もあがっている。

役立つものである10。
しかし、同時に、敵意ある国家、
テロ組

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

織、あるいは個人に悪用されるリスクも高い。
フーシェ教授

にとどまらない。パンデミックに備えるための研究を促すこと

は、研究の成果をまとめた論文を米国の学術誌「サイエン

によって、
ウイルスが偶発的に漏えいすることも懸念されてい

ス」
に投稿していたが、米国バイオセキュリティ科学諮問委員

る。近年、研究所における病原体の取り扱いや管理のための

会（National Science Advisory Board for Biosecurity：

設備や実践は非常に発達しており、危険な病原体が漏えい

NSABB）
は、実験の手法や結果についての詳細を掲載しな

したという事例はほとんどない。
しかし、伝播力の弱い出血熱

いよう教授本人と編集部に勧告を出した 。NSABBは、正当

ウイルスなどと比べて、空気感染する鳥インフルエンザウイル

な目的で実施されていても、悪用されると公衆衛生上の脅威

スが環境中に放出されたときの被害は遥かに広範囲に及ぶ

となりうる、
いわゆるデュアル・ユース性のある研究を監視す

可能性がある14。2012年1月20日、
フーシェ教授と河岡教授

るための連邦政府の諮問委員会である12。

を含む39名の著名なインフルエンザ研究の科学者は、研究

11

NSABBは、
「ネイチャー」
に投稿されていた河岡義裕教授

の必要性と公衆衛生上のリスクについての議論が成熟する

8：鳥インフルエンザの致死率59%という数字には、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、遺伝的な変異によって病原性が変化することも考えられる。“Death-rate row blurs mutant flu debate,” Nature, February 2, 2012,
http://www.nature.com/news/death-rate-row-blurs-mutant-flu-debate-1.10022; “Dread Reckoning: H5N1 Bird Flu May Be Less Deadly to Humans
Than Previously Thought--or Not,” Scientific American, February 14, 2012, http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=h5n1-bird-flu-casefatality-calculations.
9：“Fears about mutant H5N1 hinge on ferrets as flu model,” CIDRAP News, December 23, 2011, http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/
avianflu/news/dec2311ferrets-jw.html.
10：“Security in Flu Study Was Paramount, Scientist Says,” The New York Times, December 21, 2011, http://www.nytimes.com/2011/12/22/health/
security-in-h5n1-bird-flu-study-was-paramount-scientist-says.html?_r=1&partner=rss&emc=rss&pagewanted=all.
11：“Press Statement on the NSABB Review of H5N1 Research,” NIH News, December 20, 2011, http://www.nih.gov/news/health/dec2011/od-20.htm.
12：“About BARDA,” Office of Biotechnology Activities, http://oba.od.nih.gov/biosecurity/about_nsabb.html.
13：“NSABB: Studies show how H5N1 can jump natural,” CIDRAP News, January 31, 2012, barrierhttp://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/
avianflu/news/jan3112nsabb.html; “A Central Researcher in the H5N1 Flu Debate Breaks His Silence,” Science Insider January 25, 2012, http://
news.sciencemag.org/scienceinsider/2012/01/a-central-researcher-in-the-h5n1.html?rss=1.
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のを待つという意味で、60日間、鳥インフルエンザウイルスを
人工的に変異させる実験を自主的に停止するという共同声
明を発表した15。

おわりに
デュアル・ユース、
バイオセキュリティ、
バイオセーフティなど
今回の鳥インフルエンザの研究を巡る議論はどれも新しいも
のではない。
しかし、空気感染する鳥インフルエンザから連想
される災害の規模は、米国が10年の歳月をかけて培ったバ
イオレスポンス能力を上回っており、関係者のあいだで波紋
が広がっている。
なかでも、人工的に改変されたウイルスが、
意図的あるいは偶発的に環境中に放出されるリスクは、
バイ
オテロや自然発生的な感染症などの生物災害対策を強力に
推進する米国が自らで作り出した脅威といえる。
しかし、
この問題は、何も米国に限られたことではない。
2009年の豚インフルエンザが世界的に大流行したように、
人の行き来が盛んな現代社会において、生物学的脅威は国
境を越えて地球規模で広がる恐れがある。病原体に感染し
ても症状がでない不顕性感染というケースもあるので、空港
などで感染者の流入を防ぐ
「水際対策」
はあまり効果が期待
できない 16。
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す必要がある。
それと並行
して、
まさかの事態に備えて、
「検知と診断」
「原因の特定」
「コ
ミュニケーション」
「対抗医薬品の開発と生産」
「対抗医薬品
の配布と投与」
「医療マネジメントと対応」
「環境浄化」
などの
バイオレスポンス能力を向上することが重要である。

14：Thpas V. Inglesby, “Engineered H5N1: A Rare Time for Restraint in Science,” Annals of Internal Medicine, January 26, 2012,
http://www.annals.org/content/early/2012/01/25/0003-4819-156-6-201203200-00387.full#rel-related-article
15：“Scientists call for 60-day suspension of mutant flu research,” Nature, January 20, 2012, http://www.nature.com/news/scientists-call-for-60-daysuspension-of-mutant-flu-research-1.9873
16：河岡義裕、渡辺登喜子「闘う！ウイルス・バスターズ」朝日新書、2011年、p.53
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米国の医療及び公衆衛生政策の変遷＊
―バイオテロの脅威が与えた影響―

天野 修司
＊本稿は、2011年9月の防衛学研究（第４５号）
に掲載された研究ノートを、許可を得て転載したものです。

はじめに
2001年10月に起こった炭疽菌郵送事件は、米国にバイ

他の災害を含めたあらゆる公衆衛生上の危機への事前準

オテロの脅威が現実的なものであると認識させる出来事で

備、対応、復旧までを保健福祉省が包括的に統括する体制

あった。
わずか1-2gの炭疽菌の入った数枚の手紙で、22人

が整備されることとなった。本稿では、
そのようなオールハ

が感染し、5人が死亡した(1)。9・11同時多発テロの直後で

ザード対応（All-Hazard Response）体制の構築を促した政

あっただけに、
テロリストが、大量の炭疽菌を組織的に製造

策動向の変化について考察する。
あらゆる災害に備えるため

し、散布したときの被害の大きさを想像させるものであった。

の医療体制や公衆衛生基盤を強化するための法案として、

1 9 9 3 年 の 米 国 連 邦 議 会 技 術 評 価 局（ O f f i c e o f

「 パンデミック・オールハザ ード事 前 準 備 法（ PA H PA ,

Technology Assessment）
のリスク評価によると、1台の小

Pandemic and All-Hazards Preparedness Act）」
が有名

型飛行機で100kgの炭疽菌芽胞を都市に散布すれば、天

である（6）。
しかし、本稿では、炭疽菌郵送事件後の意図的な

候によって300万人の犠牲者が出るとされている(2)。
それが、

生物剤の散布に対処するための取組のなかに、今日のオー

同時多発的に起こったときの被害は計り知れない。

ルハザード対応体制の基礎となるものが多く含まれているこ

「貧者の核兵器」
とも呼ばれる炭疽菌であるが、核兵器と
は大きな違いもある。
それは炭疽菌であれば、攻撃されたあ

とを示していきたい。
第1節では、米国に人為的な生物剤散布の脅威を認識さ

とでも適切な対応によって被害を抑えられるところである(3)。

せる契機となった炭疽菌郵送事件について振り返る。同事

吸入炭疽の致死性は非常に高いとされているが、炭疽菌に

件を通じて浮き彫りになった脆弱性を克服することが、
その

曝露されたあと、48時間以内に抗生物質を予防投与すれば

後のバイオテロ対策の重要な課題となっている。第2節では、

86〜87％の患者の発症が抑えられるといわれている(4)。炭

事件後にブッシュ
（George W. Bush）政権が打ち出した生

疽菌以外のウィルスや微生物が生物兵器として用いられた

物兵器攻撃の脅威を抑えるための政策の全体像について

場合でも、適切な治療と公衆衛生措置によって被害を低減

示す。病原体の人為的な散布に備えて、保健福祉省は、医

することができる。
それゆえに米国では、事件後、保健福祉省

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。

のもとでバイオテロ対抗医薬品の開発や公衆衛生基盤の強

第3節では、バイオテロのみならず、
自然災害や事故を含め

化を進める動きが活発となった（5）。

て事前準備を行うことを可能にした法令について概観する。

2005年のハリケーン・カトリーナ
（Hurricane Katrina）襲
来以降は、
バイオテロのみならず自然発生的な感染症やその

第4節では、
オバマ
（Brack H. Obama）政権下での新たな動
きに焦点をあてる。

(1) Commission on the Prevention of WMD Proliferation and Terrorism, WORLD AT RISK, (New York: A Division of Random House, Inc., December 2,
2008), p.6.
(2) Office of Technology Assessment, United States Congress, Proliferation of Weapons of Mass Destruction: Assessing the Risks, (August 1993), p.54.
(3) Bob Graham and Jim Talent, “Bioterrorism: Redefining Prevention,” Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science,
Volume 7 Number 2, (Mary Ann Liebert, Inc. June 2009).
(4) Nathaniel Hupert, Daniel Wattson,Jason Cuomo,Eric Hollingsworth,Kristof Neukermans,Wei Xiong “Predicting Hospital Surge after a Large-Scale
Anthrax Attack: A Model-Based Analysis of CDC's Cities Readiness Initiative Prophylaxis Recommendations,”Medical Decision Making, (July 2009).
(5) Trust for American’s Health, Ready or Not 2004 (December 2004).  
(6) James G. Hodge, Jr, LLM, Lawrence O. Gostin, Jon S. Vernick, JD, “The Pandemic and All-Hazards Preparedness Act Improving Public Health
Emergency Response,” The Journal of the American Medical Association, Vol 297, No. 15, (April 18, 2007)；Pandemic and All-Hazards Preparedness
Act (July 18, 2006).
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1．炭疽菌郵送事件
2001年10月5日、
フロリダ州で、63歳のフォトジャーナリス
トの男性が吸入炭疽により死亡した。米国で、20世紀のあい

16日、
パトリック・リーヒ
（Patrick J. Leahy）上院議員宛ての
未開封の炭疽菌入り封筒が、検疫の対象となっていた郵便
物のなかから見つかっている。

だに吸入炭疽を患った患者はわずか18人であり、最後の患

一連の出来事により、22人が炭疽菌に感染し、
そのうち11

者が発生したのは25年前（1976年）である。疫学調査に

人が吸入炭疽を患った。死亡した5人は、
いずれも吸入炭疽

よって、男性のパソコンのキーボードや郵便物の投入口から

によるものである。11人の吸入炭疽患者のうち7人が郵便局

炭疽菌の陽性反応が検出され、郵便を用いたバイオテロの

の職員であったが、郵便物の自動選別装置によって封筒の

可能性が疑われた(7)。

なかの炭疽菌が粒子状になり、
それを吸い込んだのが原因

最初の犠牲者が確認されてから、数日のあいだにNBC、

ではないかとみられている(8)。別の2人の吸入炭疽患者は、

ABC、CBSといったニュースメディアやニューヨークポストな

上院議員宛てに送られた手紙から交差感染した荷物を受け

ど、ニューヨーク市内の報道機関の関係者からも数人の皮

取り感染したと考えられている。事件による経済的損失は、

膚炭疽患者が発生した。NBCとニューヨークポストで炭疽菌

関連施設の除染にかかった費用などを含めて、60億ドル

の入った封筒が発見されているが、両方とも9・11同時多発
テロからわずか1週間後の9月18日の消印でニュージャー

（約4800億円、
＄1＝80円）
を超えるといわれている(9)。
連邦捜査局は、米国陸軍感染症研究所の科学者である

ジー州のトレントンから送付されていた。
どちらの封筒にも、

ブルース・アイビンス
（Bruce E. Ivins）
が単独で犯行を行っ

手紙が入っており
「09－11－01。次はこれだ。
ペナシリンを

たとして2010年2月に捜査を終了した。捜査がおよそ8年5ヶ

飲め。米国に死を。
イスラエルに死を。
アラーは偉大なり」
と書

月にも及んだのには、容疑者が自殺していたことも理由とし

かれていた。

て考えられるが、
それだけ生物剤を使った事件の捜査が難し

それから更に数日後の10月15日、4辺がすべてテープで
止められている封筒がトム・ダシュリー
（Tom Dashle）上院
議員のオフィスに送られてきた。当時、
インターンとして働い

いことを物語っている(10)。

2．事件後のバイオテロ対策

ていた男性がその封筒を開けたところ、煙のように白い粉が

本節では、
ブッシュ政権が打ち出した生物兵器攻撃に対

噴き出した。男性は封筒を慌てて床に置き、警備員を呼ん

抗するための政策の全体像について示す。包括的なフレーム

だ。
そして、
すぐにオフィスのあるハート上院議員ビルが閉鎖

ワークのなかで、保健福祉省の役割はあくまで限定的である

された。検査の結果、白い粉は炭疽菌であると判明し、
ビル

が、医療対応のための事前準備を行う主要機関として位置

にいた2000人以上の人々に抗生物質が与えられた。

づけられている。

上院議員に送られた炭疽菌は、
ニューヨークで発見された
ものよりも粒子が細かく容易にエアロゾル化するものであっ

（1）21世紀のバイオディフェンス

た。封筒のなかには「お前に我々を止めることはできない。

炭疽菌郵送事件以降、
バイオテロ対抗医薬品の研究開発

我々には、
この炭疽菌がある。お前は、今、死ね」
と書かれた

や、公衆衛生基盤強化のための資金が大幅に増額された。

手紙が入っていた。封筒は、10月9日の消印で同じくニュー

米国ピッツバーグ大学バイオセキュリティセンターの研究者

ジャージー州のトレントンから送付されていた。
その後、11月

の集計によると2001年度、約6億3000万ドル（約504億円）

(7) Mark Pendergrast, “The Elite Med Squad That Saved You from Anthrax,” Foreign Policy,（April 19, 2010）
；Leonard A Cole, “Bioterrorism and
Preparedness,” Business Briefings: Clinical Virology and Infectious Diseases,（December 2004）.
(8) Gregory D. Koblentz, Living Weapons: Biological Warfare and International Security,（Cornel University Press, 2009）, pp.205-207.
(9) Leonard A Cole, “WMD and Lessons from the Anthrax Attacks,” The McGraw-Hill Homeland Security Handbook, (New York: McGraw-Hill,
2006).
(10) Joby Warrick, “FBI investigation of 2001 anthrax attacks concluded; U.S. releases details,” The Washington Post, (February 20, 2010).
<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/02/19/AR2010021902369.html?sid=ST2010021904257>
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であったバイオテロ対策関連予算は、2002年度には約40億

（ウ）
サーベイランスと検知

9000万ドル（約3272億円）
にまで膨れあがっている(11)。さ

迅速なサーベイランスと検知は、生物兵器攻撃の被害を

らに 、2 0 0 4 年 4 月には「 2 1 世 紀 の バイオディフェンス

最小限に抑えることを可能にする。代表的なプログラムとし

（Biodefense for the 21st Century）」
と題する大統領命令

て、人 間の健 康についてのデータを集めるバイオセンス

（Homeland Security Presidential Directive:HSPD-10）

（BioSense）や、浮遊する生物剤を検知するバイオウォッチ

が発令され、米国における対生物兵器戦略の全体像が示さ

（Biowatch）
などのプログラムが、
それぞれ保健福祉省と国

れた

。
その柱となる
「脅威認識」
「予防と防護」
「サーベイラ

土安全保障省により実施されている(13) 。国土安全保障省

ンスと検知」
「 対応と復旧」
という4つの重点項目において関

は、他の関連機関と連携して、個別の取組の統合を行う。
ま

係省庁の役割と責任が改めて規定された。
その概要は以下

た、バイオテロの抑止につながる犯罪科学捜査の分析技術

の通りである。

の向上を図る。

（ア）脅威認識

（エ）対応と復旧

(12)

米国は、他国やテロリストが実施する生物兵器開発プログ

生物兵器攻撃への対応は、事前の計画と準備、犠牲者を

ラムを迅速に発見するためのインテリジェンスコミュニティの

治療する能力、
リスクコミュニケーション、物理的コントロール

分析機能強化を行う。国土安全保障省は、他の関連機関と

策、対抗医薬品、除染能力によって決まる。保健福祉省は、

連携して、生物兵器がもたらす脅威を定期的に評価し、米国

連邦政府レベルの物資を調整し、州や地域での医療及び公

が実施する関連プログラムの見直しを実施する。保健福祉

衆衛生対応の強化及びサポートを行う主要機関である。輸

省は、他の関係機関と連携をとって、新しい生物学的脅威の

送や法の執行といった機能的な分野での物資の配備は、法

出現を迅速に予測し主導的に対応する。

廷権利に従って、国土安全保障省が行う。

（イ）予防と防護
生物兵器攻撃を事前に予防するための施策として、外交、

「21世紀のバイオディフェンス」
によって、
インテリジェンス、
法施行機関、安全保障、医療、公衆衛生等のそれぞれの専

軍縮、法的処罰、多国間の輸出規制、
あるいは敵国やテロリ

門領域において国の関連機関の果たす役割が明確に示さ

ストによる生物兵器へのアクセスを防ぐための脅威削減支援

れた。
しかし、
ワクチンや抗生剤などの対抗医薬品の開発に

プログラムなどがある。国務省、国防総省、司法省およびイン

おいては、国の研究機関の果たす役割は、基礎研究などに

テリジェンスコミュニティなど多岐にわたる機関が、
それぞれ

限られる(14)。大規模な臨床試験や製品の大量生産には企

の行政区分のなかで、
これらの事前予防策を講じる。
また、

業の関与が必要となる。次に紹介するプロジェクト・バイオ

国土安全保障省は、医療、公衆衛生、食糧、水、
エネルギー、

シールド法（Project BioShield Act）
は、対テロ医薬品とい

農作物、および輸送部門などに検知器を配備し、除染手順

う極めて限られた市場に、企業の参入を促すためのものであ

の策定を行うなどして、重要インフラの防護を主体的に行う。

る(15)。

(11) Crystal Franco and Tara Kirk Sell, “Federal Agency Biodefense Funding, FY2010-FY2011” Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy,
Practice, and Science Volume 8, (Number 2, 2010).
(12) Homeland Security Presidential Directive-10, “Biodefense for the 21st Century,” (April 28, 2004).
(13) Department of Homeland Security Office of Inspector General, “Better Management Needed for the National Bio-Surveillance Integration System
Program,” (July 2007).
（感染症学雑誌第83巻、2009年）1〜6ページ
(14) 齋藤智也、竹内勤『米国の対バイオテロリズム研究開発政策：対バイオテロ医薬品開発に向けたプログラム』
(15) Project Bioshield Act of 2004 (July 21, 2004).
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（2）プロジェクト・バイオシールド法

かである。

プロジェクト・バイオシールド法は、新しく開発に成功した

保健福祉省長官には、大統領の承認と国土安全保障省

対テロ医薬品を政府が購入するという保証を企業に与える

長官の同意があれば、開発途中の医薬品を将来的に購入

ためのものである

。同法案により、CBRN（生物、化学、核・

するという契約を事前に企業と結ぶ権限が与えられた。
これ

放射線）対抗医薬品の調達に2004年度から2013年度のあ

により企 業は、戦 略 的 国 家 備 蓄（ S t r a t e g i c N a t i o n a l

いだで最大約56億ドル（約4480億円）
を支出することが承

Stockpile）
に納品するまでに、最大で8年間、製品化に時間

認された。現在のところ、約25億6300万ドル
（約2050億円）

を費やすことができる(17)。
また、食品医薬品局からの認可を

の契約が結ばれている
（表）。同法は、CBRN対抗医薬品全

受けていない製品を政府が購入することも可能となった。保

般を対象としているが、特に炭疽菌や天然痘などバイオテロ

健福祉省長官には、緊急時に、未承認の医薬品の使用を許

に用いられる可能性のある生物剤に対するワクチンや治療

可する権限も与えられた(18)。

(16)

薬の研究開発に重点が置かれていることは「表」
からも明ら

（表）
プロジェクト・バイオシールドによる対抗医薬品の調達
脅威

製品

ドーズ

費用（＄）

企業

rPAワクチン キャンセル

7500万

8億7900万

VaxGen, Inc.

AVAワクチン

2875万

6億9100万

Emergent BioSolutions, Inc.

Raxibacumab（治療薬）

6万5000

3億3400万

Human Genome Sciences, Inc.

Anthrax Immune Globulin（治療薬）

1万

1億4400万

Cangene Corp.

MVAワクチン

2000万

5億500万

Bavarian Nordic, Inc.

ST-246（治療薬）

170万

4億3300万

SIGA Technologies, Inc.

ボツリヌス抗毒素

20万

4億1400万

Cangene Corp.

安定化ヨウ素剤

480万

1800万

Fleming Pharmaceuticals

Ca-DTPA（治療薬）

39万5000
2200万

Akorn, Inc.

Zn-DTPA（治療薬）

8万

炭疽菌

天然痘

ボツリヌス毒素

核・放射性
物質

費用の合計額

34億4000万

支払義務

25億6300万（＊）

＊2004年11月のVaxGen, Inc.のrPAワクチンの契約は、2006年にキャンセルされたので、8億7700万ドル分が支払義務には含まれていない。
（出典）Frank Gottron, “Project BioShield: Authorities, Appropriations, Acquisitions, and Issues for Congress,” CRS Report for Congress, (May
27, 2011)より抜粋。

(16)  Frank Gottron, “Project BioShield: Authorities, Appropriations,
(17)  Project Bioshield Act of 2004 Section 3
(18)  Project Bioshield Act of 2004 Section 4
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Acquisitions, and Issues for Congress,” CRS Report for Congress, (May 27, 2011).

3．
オールハザード対応体制の整備

医療チームで構成される国家災害医療システム
（National

緊急時への備えとは、
もともとあらゆる事態を想定して行

Disaster Medical System）
が国土安全保障省のもとで充

われるものである。米国においては、保健福祉省が緊急事態

分に機能しなかったことが挙げられる(24)。PAHPAにより、
「国

対応の責務を負ったことで、医薬品の開発や、州や地域にお

家対応計画で言及されている公衆衛生の緊急事態や出来

ける公衆衛生基盤の強化など長期にわたって行われるべき

事について、保健福祉省長官が全ての連邦政府の公衆衛

取組を含めたオールハザード対応体制の整備が可能となっ

生及び医療対応を統制する」
と規定された(25)。

た。本節では、
そのような変化をもたらした法令について概
観する。

（1）
パンデミック・オールハザード法

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（ N a t i o n a l H e a l t h S e c u r i t y
Strategy）」
を策定し、連邦議会に提出することを義務付け

米国では、伝統的に州政府や地方自治体が主体となって

た(26)。
また、公衆衛生上の危機への対応と準備に関する全

災害対策を行ってきたが、9・11テロ以降、大量の犠牲者が

ての事柄について保健福祉省長官に助言を行う役職とし

発生する事態における連邦政府の役割の重要性が認識さ

て、事前準備対応次官補（ASPR, Assistant Secretary for

れるようになった(19)。2004年12月、緊急時に関係省庁、州

Preparedness and Response）
が設けられた(27)。炭疽菌郵

政府ならびに地方自治体が連携をとって事態の収束を図る

送事件以降、州や地域における医療体制および公衆衛生基

ための
「国家対応計画（National Response Plan）」
が国土

盤の強化のための資金が提供されてきたが、安全上の理由

安全保障省によって公開された(20)。
そのわずか8ヶ月後に米

などから、
その進捗について情報が公開されることはなかっ

国史上最大の自然災害といわれるハリケーン・カトリーナがメ

た。PAHPAは、州政府や地方自治体など資金を受給する側

キシコ湾岸地域を襲い、計画の実行性が試されることとな

が、測定できる基準にもとづいて計画を作成し、実施すること

る。
しかし、州政府の機能が停止し、地域の救急サービスが

を規定した(28)。
これらの新たな取組によって、各州における

滞るなかで、連邦政府の支援が迅速に行われることはな

緊急事態への医療準備体制は大幅に改善されたといわれ

かった(21)。同じ頃、
ヨーロッパやアジアで少しずつ広がりを見

ている(29)。

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(22)。

PAHPAによって、保健福祉省内に生物医学先端研究開
発局（BARDA，Biomedical Advanced Research and

そんななか2006年12月、
あらゆる災害への事前準備体制

Development Authority）
が創設され、対バイオテロ医薬品

を強化するためのパンデミック・オールハザード事前準備法

の製品化プロセスにも新たな活力がもたらされた(30)。医薬品

（PAHPA, Pandemic and All-Hazards Preparedness

の開発においては、企業が資金不足により製品化を断念す

Act）が成立した(23)。
カトリーナへの連邦政府の対応が遅れ

る通 称「 死 の 谷 」と呼 ば れる研 究フェーズが 存 在する。

た最大の原因の1つは、州や地域での実動的な支援を行う

BARDAの主な役割は、
この研究フェーズにある医薬品に助

(19) White House, “The Federal Response to Hurricane Katrina: Lessons Learned,” (February, 2006), pp.11；Homeland Security Presidential Directive-5,
Management of Domestic Incidents, (February 28, 2003).
(20) U.S Department of Homeland Security, National Response Plan (December 2004).
(21) Homeland Security and Governmental Affairs, “Hurricane Katrina: A Nation Still Unprepared,” (May, 2006).
(22) Sarah A. Lister and Frank Gottron “The Pandemic and All-Hazards Preparedness Act (P.L. 109-417): Provisions and Changes to Preexisting Law,”
CRS Report for Congress, (January 25, 2007).
(23) Pandemic and All-Hazards Preparedness Act.
(24) U.S. House of Representatives, “A Failure of Initiative: The Final Report of the Select Bipartisan Committee to Investigate the Preparation for and
Response to Hurricane Katrina,” (February 2006), p. 297.
(25) Pandemic and All-Hazards Preparedness Act, Title I, Section 101.
(26) Pandemic and All-Hazards Preparedness Act, Title I, Section 103.
(27) Pandemic and All-Hazards Preparedness Act, Title I, Section 102.
(28) Pandemic and All-Hazards Preparedness Act, Title II, Section 201；The Pandemic and All-Hazards Preparedness Act Improving Public Health
Emergency Response.
(29) Trust for American’s Health, Ready or Not 2010, (December 2010).
(30) Pandemic and All-Hazards Preparedness Act, Title IV, Section 401
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成金を支給することである
（2011年5月現在、70のプロジェ

態における公衆衛生と医療のもっとも重要な要素として、
「バ

クトが助成金の対象となっている（31））。
プロジェクト・バイオ

イオサーベイランス」
「対抗医薬品の配布」
「大量の傷病者の

シールド法も、PAHPAを通じて、
より企業に有利な方向に改

治療」
「地域の復元力」
の4つが示された。
その概要は以下の

正された。
それまでは、
あくまで納品を終えた製品にのみ支

とおりである。

払が行われていたが、開発の進展に応じて前払いが可能と
なった。
これにより企業は、開発を続けながら資金を受け取る
ことができる。

（ア）
バイオサーベイランス
米国は、
ほぼリアルタイムで感染症の大流行の特徴を捉え
て、早期警告を行うために、国際的な疾病サーベイランスシ

（2）公衆衛生と医療の事前準備
保健福祉省を中心とする実質的なオールハザード対応体

ステムと連動した、国家規模の強固で統合されたバイオサー
ベイランス能力を開発しなければならない。保健福祉省は、

制が整備されるなかで、
「 国土安全保障」
という概念の捉え

必要に応じて国際的な接続が可能な、州、地域あるいはコ

方にも変化がみられるようになる。2002年7月に公開された

ミュニティーに基盤を置く、人間の健康のための実用的な国

「国土安全保障のための国家戦略（National Strategy for

家疫学サーベイランスシステムを構築し、臨床医、地方自治

Homeland Security）」
では、国土安全保障とは、
「米国にお

体、州および連邦政府の公衆衛生局が双方向で情報伝達

けるテロ攻撃を阻止し、米国のテロに対する脆弱性を低減

を行えるネットワークシステムの開発を行う。

し、被害を最小限にし、起こった攻撃から回復するための調
和された国家の取組」
と定義されていた(32)。2007年10月に

（イ）対抗医薬品の配布

公開された5年ぶりの改訂版では、
その定義に変化はないも

壊滅的な健康被害をもたらす事態において、大多数の人

のの、
「 本戦略は、壊滅的な自然災害や事故への効果的な

間に対抗医薬品（ワクチン、薬、治療手段）
を迅速に配布する

事前準備は、厳密に
『国土安全保障（homeland security）』

には、個別のコミュニティーのなかでは、
かなりの資源が求め

ではなくとも、国土の安全性(security of the Homeland)を

られる。保健福祉省は、国土安全保障省と連携をとり、様々

（33）
向上させると認識する」
と明記されている。
また、戦略の中

な手段によって、必要に応じて民間部門の資源を活用して、

身も、特に事態発生後においては、
テロのみならず、
あらゆる

命令が出されてからコミュニティーが48時間以内に対抗医

災害への対応を目指すものとなっている。

薬品を配布および投与できる最小限で実用的な計画を提供

2007年版の
「国土安全保障のための国家戦略」
が公開さ

するテンプレートを開発する。

れた数日後、
ブッシュ政権は、
「 公衆衛生と医療の事前準備
（Public Health and Medical Preparedness）」
と題する大
統領命令（HSPD-21）
を発令した

（ウ）大量の傷病者の治療

。
そこには、人間の健康

日常的な公衆衛生および医療体制の運営原則や構造で

に関する壊滅的な出来事のなかで必要とされる公衆衛生措

は、壊滅的な出来事がもたらす健康被害に対処することはで

置と医療を行うための事前準備について示されている。
その

きない。我が国は、壊滅的な事態のなかで人々が必要とする

目的は、
「『21世紀のバイオディフェンス』
に明記された原則

処置を施すためにあらゆる部門の既存の資源を瞬時に活用

に基づいて公衆衛生と医療の事前準備戦略を確立するもの

できる災害医療能力を強化しなければならない。保健福祉

であり、あらゆる災害から米国民の健康を防護することに

省長官は、国防総省長官、復員軍人援護局長官、国土安全

我々の国家のアプローチを変化させる」
ことである。緊急事

保障省長官と連携をとって、国家災害医療システムと国の

(34)

(31) Lisa Schnirring, “Senate starts work on preparedness law reauthorization,” CIDRAP News, (May 18, 2011).
http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/bt/bioprep/news/
(32) Office of Homeland Security, “National Strategy for Homeland Security,” (July, 2002) p.15.
(33) Homeland Security Council, “National Strategy for Homeland Security” (October, 2007) p.3.
(34) Homeland Security Presidential Directive-21, “Public Health and Medical Preparedness” (October 18, 2007).
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サージ能力の見直しを評価するために、州政府、地方自治
体、学術界、専門機関および民間の関連機関に、直接、働き
かけを行う。

4．
オバマ政権下での新たな動き
（1）米国健康安全保障戦略
ブッシュ政権では、抜本的にオールハザード対応体制の
整備が進められてきたが、政権交代により、
その行く末が注目

（エ）地域の復元力

された。
オバマ政権は、発足から約1年後の2009年11月
「生

上記の要素は、国民に向上されたサービスを提供する事

物学的脅威に対抗するための国家戦略（National Strategy

前準備機能の供給側に対するものであった。需要側も同じく

for Countering Biological Threats）」
を公開した(35)。
しか

重要である。脅威についての教育を受けて自らのリスクを低

し、
「世界の健康安全保障の促進」や「安全で責任ある行動

減する力を持つ都市のリーダー、市民、家族がいるところ、頼

規範の強化」
といった戦略目標が示すとおり、
その内容の多

るべき社会的ネットワークのあるところ、地域の公衆衛生と医

くが生物学的リスクに対して米国がどう向き合うかについて

療体制に人々が精通しているところには、追加的な援助の必

であり、大規模な生物災害にどのように対処するかについて

要性を低減する地域復元力があるであろう。保健福祉省長

の記述は、
ほとんどなかった。感染症の大流行、
自然災害、
テ

官は、国防総省長官、復員軍人援護局長官、国土安全保障

ロ攻撃などによる大規模な健康被害への事前準備および対

省長官と連携をとって、PAHPAに準拠して作成された公衆

応策については、
その約1ヶ月後に保健福祉省が公開した

衛生および医療のカリキュラムや訓練が、個人、家族、
あるい

「 米 国 健 康 安 全 保 障 戦 略 」に示されている。本 戦 略は、

は組織的な医療および公衆衛生の事前準備の向上に必要
なものを含んでいるか確認する。
それにより、地域、州ひいて

PAHPAによって作成が義務付けられたものである。
そのなかで「健康安全保障（National Health Security）」

は国家の事前準備に国民が貢献できる機会を増やし、地域

という新しい概念について
「潜在的に負の健康影響をともな

復元力の定着をめざす。

う事態や、健康の脅威に対して、国と国民が事前準備を行
い、防護措置を実施し、復元力のある状態である」
と定義さ

「21世紀のバイオディフェンス」は、バイオテロ対策という

れている(36)。
この概念こそ、保健福祉省の新たな役割を示す

枠組みのなかで各省庁の役割を提示したものであった。
「公

のに相応しいものであるといえる。本戦略の目標として、
「地

衆衛生と医療の事前準備」は、保健福祉省の役割をオール

域の復元力の定着」
と
「健康および緊急対応システムの強化

ハザード対応という枠組みのなかで捉え直したものである。

と維持」
の2つが挙げられている(37)。2つの目標は、社会によ

そのなかに、
テロ等による人的災害および自然災害による壊

る緊急で特別な配慮と改善が求められる分野についての10

滅的な被害を最小限に抑え、復旧するための要素が含まれ

の戦略的目標に裏づけされている(38)。
また、
目標を実現する

ている。
テロ対策という従来の限定的な意味での「国土安全

ための具体的な方策が示された「米国健康安全保障隔年

保障」は、国土安全保障省の管轄のままであると思われる

実行計画（Biennial Implementation Plan）」
も2年ごとに

が、広い意味で国土の安全性の向上に寄与する役割は保

作成されることになっている（39)。

健福祉省に移ったといっても過言ではないであろう。

オバマ政権下においては、
ブッシュ政権時代の
「公衆衛生
と医療の事前準備」
のようなトップダウンの健康安全保障に
関わる包括的なイニシアチブは出されていない。
しかし、保
健福祉省のなかで、着々とオールハザード対応体制の整備
が進められている。

(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

National Security Council, “National Strategy for Countering Biological Threats” (November 2009).
U.S. Department of Health and Human Service, “National Health Security Strategy of the United States of America” (December 2009) p.3.
National Health Security Strategy of the United States of America, p.5.
National Health Security Strategy of the United States of America, pp.7-17.
U.S. Department of Health and Human Service, Public Health Emergency 
<http://www.phe.gov/Preparedness/planning/authority/nhss/bip/Pages/default.aspx>
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（2）公衆衛生危機対抗医薬品事業レビュー
オバマ政権のもとで起こったもっとも大きな健康危機は、
2009年4月からの新型インフルエンザ（H1N1）
の大流行で
ある(40)。米国では、早い段階で流行が確認され、公衆衛生
に関わる各部局の対応も非常に早かったが、国民の40％が
接種できる数のワクチン
（1億2400万ドーズ）が配布された
のは、
ピーク時から3ヶ月も経ってからであった(41)。
ワクチン
の供給が遅れた原因の1つは、1950年代から用いられてい
るニワトリの卵を使った製造工程にある(42)。
その反省を踏ま
え、保健福祉省は、
テロ対抗医薬品を含めた医薬品調達事
業の包括的な見直しを行い、
その成果をまとめた「公衆衛生
危 機 対 抗 医 薬 品 事 業レビュー報 告 書（ P u b l i c H e a l t h
Emergency Medical Countermeasures Enterprise
Review Report）」
を2010年8月に公開した(43)。
同報告書の公開にあわせて、保健福祉省長官キャスリー
ン・セベリウス
（Kathleen Sebelius）は記者会見を行って、
今後、重点的に取り組む分野として
「食品医薬品局における
レギュラトリーサイエンスの強化」
「多品種生産可能な生産能
力の開発」
「新規知見の早期統合的活用」
「インフルエンザワ

公衆衛生危機対抗医薬品事業レビュー報告書
（2010年8月）

クチン生産技術の革新」
「 新しい対抗医薬品技術への戦略
的投資」
の5つを挙げた。
そのための資金として合計で約20
億ドル
（約1600億円）
にものぼる予算が配分された(44)。新型
インフルエンザ発生時のワクチン不足は、
日本の方が深刻で
あったが、米国のように医薬品調達事業を抜本的に見直す
動きには至っていない(45)。やはり米国では、バイオテロの脅
威が大きいがゆえに医薬品供給の遅れを深刻に捉えている
のだと考える。

(40) President's Council of Advisors on Science an Technology, “Report to the President on Reengineering the Influenza Vaccine Production Enterprise
to Meet the Challenges of Pandemic Influenza,” (August 2010).
(41) Ibid., p.1.
(42) Ibid., p.2.
(43) Assistant Secretary for Preparedness and Response, U.S. Department of Health and Human Services, “Public Health Emergency Medical
Countermeasures Enterprise Review Report, Transforming the Enterprise to Meet Long-Range National Needs,” (August 2010).
(44) Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response, U.S. Department of Health and Human Services, “Public Health Emergency
Medical Countermeasures Enterprise Review,”
<http://www.phe.gov/Preparedness/mcm/enterprisereview/Pages/default.aspx>
(45) 村重直子『新型インフルエンザワクチン騒動は今も解決されていない？』
日経トレンディネット
（2010年11月10日）
<http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20101108/1033563/?rt=nocnt>
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おわりに
米国においてバイオテロは、炭疽菌郵送事件から10年近

テロ対策というと国家の戦争と比較して議論されることが

く経った今でも、
もっとも大きな脅威の1つとして認識されて

多いが、事態対応においては災害対策に含める形で捉えら

いる。2008年12月に大量破壊兵器拡散・テロ防止委員会

れているという米国の状況は、
日本ではあまり注目されてい

（Commission on the Prevention of WMD Proliferation

ない。最近では、
バイオテロに迅速に対応できる体制を構築

and Terrorism）
がまとめたレポート
「WORLD AT RISK」
は、

すれば、
テロリストが生物兵器開発にそれほど関心を示さなく

比較的入手が容易であることから、
テロリストは核兵器よりも

なるという新しい「抑止」の考え方も生まれてきている(47)。今

生物兵器を使用する可能性が高く、緊急にかつ決断力を

後、健康安全保障の概念がどこまで広がるかは、
日本の防衛

持って行動しなければ2013年までに世界中のどこかでテロ

政策あるいは安全保障の専門家にとっても無視できないと

リストが大量破壊兵器を使うだろうと結論づけている(46)。

ころであろう。

しかし、
バイオテロは、
それがもたらす被害がいかに壊滅的
であっても、稀な事象である。今までに大規模なバイオテロが
成功した例は1つもない。
いわゆる、重大性が高いが、起こる
可能性の低い出来事である。
したがって、事前準備を行って
も、
それが有効であるかを実際に試すことは難しい。ゆえに
感染症の大流行や自然災害という別の事象のなかで、
どの
ように機能するかを評価しなければならない。米国のオール
ハザード対応体制は、
その過程のなかで進化したものだと考
える。
また、可能性が低い出来事であるがゆえに、年に数回
は起きるハリケーンのような自然災害と併せて対策を進める
方が効率的な予算配分につながる。同じく、バイオテロ対策
の推進によってもたらされる医学的進歩を積極的に感染症
対策に活用すれば費用対効果が高い。

(46) “WORLD AT RISK,” p.xv.
(47) Center for Biosecurity of UPMC, “Prevention of Birthrates: A Look Ahead (Conference Summary Report),” (October, 2009), p.11.
<http://www.upmc-biosecurity.org/website/events/2009_prevention_bio/pdf/PreventConf_SumRpt.pdf>
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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

26

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
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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
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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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C B R N（ 化 学 、生 物 、核・放 射 線 ）
災 害 対 策 セミナ ー 開 催 報 告

第1回

「放射線被ばくによる健康影響について」
（2011年6月18日）

第2回

「大規模災害発生後の被災者看護と公衆衛生措置」
（2011年8月26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

第１回CBRN（化学、生物、核・放射線）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」

開催の背景
長崎大学はこれまで、原爆被爆者や、
チェルノブイリ周辺地区住民の健康影響調査と医療支援
をはじめとする、国内外のフィールドでの活動を実施してきた。東日本大震災にともなう福島県での
原発事故発生後は、本セミナーの講演者である高村、松田、両教授ともに福島県に入り、緊急放射
線被ばく対応や住民に対する放射線リスクコミュニケーションなどを行っている。
セミナーでは、長崎県での外部被ばく及びチェルノブイリ周辺地域での内部被ばくの事例との比
較を通じて、福島県における将来的な健康影響リスクとその対応策について考察した。特に総合討
論のセッションでは、研究者および初動対応者、政策担当者など93名の参加者を交えて活発な議
論が行われた。

開催日時

2011年6月18日 土曜日

開催場所

三田NN ホール＆スペース 多目的ホール
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講演①

「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」

高村 昇氏
長崎大学医歯薬学総合研究国際医療福祉学分野

教授

講師略歴
1993年長崎大学医学部卒業後、同大学大学院医学研究科に進学し、1997年に卒業。
その後、同大学医学部の国際放射線保健部門助手、世界保健機関本部技術アドバイザーなどを経て、2008年より現職。

【講演要約】

上昇している。最近の研究では、被ばくによる発がんリスクは
生涯続く可能性が高いとされている。

長崎大学はこれまで、原爆被爆者における放射線の晩発

内部被ばくの例としては、1986年のチェルノブイリの原子

性障害（後障害）
やチェルノブイリ周辺地区住民の健康影響

力発電所事故による健康影響を挙げることができる。
チェル

の調査と医療支援をはじめとする国内外のフィールドでの活

ノブイリ4号炉の炉心の蓋が吹き飛び、爆発することで、
なか

動を行ってきた。本講演では、長崎での外部被ばく及びチェ

にあった放射性物質が広範囲に拡散するという人類史上最

ルノブィリでの内部被ばくの事例をもとに、放射線被ばくによ

悪の事故であった。
チェルノブイリというのは、当時のソビエ

る健康影響について解説された。

ト連邦であり、現在は独立してウクライナという国にある。事
故当時、風が北東方向を向いていたので、非常に高濃度の

長崎大学医学部は、
ちょうど原子爆弾が落とされた爆心

放射性物質がベラルーシ共和国のゴメリ州や、
ロシアのブリ

地からおよそ500ｍのところにある。非常に死亡率が高かっ

ヤンスク州にも降り注いだ。放出されたのは、
ヨウ素131、
セ

た地域であり、医学部でも学生と職員をあわせて800名程

シウム134、
セシウム137であり、量としてはヨウ素131がもっ

度が亡くなった。原子爆弾というと、放射線のイメージが強い

とも多く、放射性物質の種類やだいたいの割合は、福島の今

が、
エネルギーの50％は爆風である。35%が熱、熱線であり、

回の事故に近いものである。
ただし、福島の事故で放出され

残りの15％がガンマ線や中性子線を中心とする放射線であ

た量は、
チェルノブイリのおよそ10％であったと現地の情報

る。放射線の特徴としては、細胞分裂が活発な臓器がより影

では考えられている。

響を受けやすいということが知られている。つまり、同じ人体

チェルノブイリ周辺の住民のあいだで問題となったのが内

であっても細胞分裂が盛んな部位、
あるいは年齢の若い成

部被ばくである。
そのルートとしては、
プルーム
（放射線雲）
を

長期にあるような人に影響が出やすいということである。

吸い込むというよりも、汚染された食物を食べ続けることが

原子爆弾の放射線による健康影響のなかでも有名なのが

多かったようである。特に、放射性ヨウ素は牛乳に濃縮しや

原爆後障害、
いわゆる数年から数十年を経て発症する晩発

すい性質がある。
この地域は酪農が盛んであり、乳製品の摂

性の障害である。原爆投下から2年ほどで、被ばく者のあい

取量が多いので、乳児におけるヨウ素131の内部被ばくを助

だに白血病の発症がみられた。具体的には、白血病の急性

長する原因となったと考えられる。
その後、1990年にゴルバ

リンパ性白血病(ALL)、急性骨髄性白血病(AML)、慢性骨

チョフが来日した際に、
日本政府にチェルノブイリの医療支援

髄性白血病(CML)などである。甲状腺がんというとチェルノ

を要請し、
それに答える形でチェルノブイリ笹川医療協力プ

ブイリのイメージが強いが、甲状腺は表面臓器なので、外部

ロジェクトが開始され、長崎大学および広島大学などが参画

被ばくの影響も受けやすい。
それ以外にも、胃がん、直腸が

した。

ん、肺がん、皮膚がんなど種々のがんが増えた。
スライド１は、
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チェルノブイリ周辺で検診を行った結果、やはり事故当時

原爆被ばく者における悪性腫瘍の部位別の1Svつまり1000

0～5歳であったグループにおいて甲状腺がんの頻度が非

ｍSv当たりの相対過剰リスクの増加を示している。赤色のと

常に高かった。チェルノブイリの小児がんは、1cm未満で

ころが、95％信頼区間が0をまたがないということで、優位に

あっても、他の臓器に高頻度で遠隔転移が起きているという

特徴が目立った。甲状腺がんについては、当時若かった世

間存在するということである。具体的には、
ヨウ素131やセシ

代が、年代を追うごとにシフトしていく。
スライド２は、
ベルラー

ウム137などの内部被ばくが問題となってくるであろう。外部

シ共和国で行った調査であるが、小児がん自体は1997年

被ばくは、現時点でも復旧作業にあたられている原発作業

頃にピークを迎え、2002年にはゼロになる。
しかし、
その後、

者のリスクが高いと考える。
そして、社会的な側面として、風

事故から15年くらい経つと今度は若年者のがんが増えてく

評被害、特に福島は非常に一次産業が盛んな県なので農

る。現在では、事故から25年経っているが、20代後半から30

作物に対する風評被害にどのように対処するかが重要と

歳過ぎくらいの世代におけるがんが増えてきている。今後も、

なってくる。長崎大学は、現在、市民、県民の方を対象として、

こうしたシフトが起こる可能性が高いので、
その世代をフォ

放射線のリスクについての正しい理解を広めるための講演

ローアップすることが非常に重要になってくる。

会などのリスクコミュニケーション活動を行っている。同時

最後に、今回の福島県の事故についてであるが、100日あ

に、発電所内で復旧作業にあたっている方々が、急性放射

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

線障害を引き起こす事態に備えて緊急被ばく医療チームを

の事態である。特徴としては、低レベルの放射性物質が長期

福島医科大学に派遣している。

スライド 1
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スライド 2
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講演②

「福島の放射線環境：その解釈と判断」

松田 尚樹氏
長崎大学先導生命科学研究支援センター 教授

講師略歴
1979年に金沢大学薬学部を卒業後、
ニューヨーク州立大、科学技術振興事業団を経て、1997年に長崎大学アイソトープ総合センター
助教授に就任。2003年より現職。
日本放射線安全管理学会副会長、
日本アイソトープ協会理事、
大学等放射線施設協議会理事を兼任。

【講演要約】

医科大学病院において高線量被ばく患者の一時受入れ及
びトリアージ
（患者の重症度、緊急度、被ばく状況に基づく処

長崎大学の緊急被ばく医療チームは、3月14日に自衛隊

置優先度による分類）施設整備に関わることになった。
この

のヘリコプターで福島県に入った。本講演では、事故直後の

日の夕方、車内の空間線量率を測定したところ、
それまでの

現地の放射線環境および将来的な健康影響のリスクについ

1μSv/h から16.38μSv/hまで急激に上昇していた
（スライ

て解説された。

ド1）。
これは、未明から始まった２号機からの大量の放射性
物質の放出が、放射性雲となって北西の風に乗って60km

長崎大学の緊急被ばく医療チームは、東京電力福島第一

離れた福島市まで到達し、雨や雪とともに放射性降下物とな

原子力発電所1号機と3号機の水素爆発後の3月14日に自

り、車の屋根に堆積したことを物語っている。当然ながら、
こ

衛隊のヘリコプターで福島県に入り、現地の医療支援連絡

の日から土壌にも同程度あるいはそれ以上の堆積が始まっ

室に合流した。原発サイト内ではすでに数人の傷病者が発

たといえる。

生し、放射線医学総合研究所やオフサイトセンターの診療室

今回の事故のように一般環境中に放射性物質が放出さ

に搬送されていた。注目すべきはその汚染量である。通常の

れた状況では、初期の空間中に浮遊する放射性物質と、沈

汚染のスクリーニングレベルは1万3000cpmであるが、傷病

着した土壌等から再浮遊した放射性物質からの外部被ばく

者からは10万cpm以上の数値が確認されていた。一般市民

（cloudshine、groundshine）、及びそれらの吸入摂取

でも、通常の基準では立ちゆかないという状況が刻々と報告

（inhalation、resuspension）
と飲食物を通じた経口摂取

されたことから、
その日の夜のミーティングで、
スクリーニング

（ingestion）
による内部被ばくが想定され、
いずれも人体影

レベルを10万cpmに引き上げることがローカルルールとして

響をあらわす単位である実効線量（Sv）
でその大小を表現す

決められた。原子力安全委員会は、3月20日に
「10万cpmは

ることになる。外部被ばく線量の場合は、一般的な測定器を

1m離れたところで1μSv（マイクロシーベルト）/h」
という換

用いて空間線量を測れば、物理量である吸収線量（Gy）か

算式を発表してスクリーニングレベルを10万cpmとする妥当

らSvに換算された値を直接得ることができる。
ただし、
それは

性を示し、
その翌日、厚生労働省も、保健所等におけるスク

あくまで空間という環境中の線量であって、個人の被ばく線

リーニングレベルを正式に10万cpmに引き上げた。放射線

量を直接表しているものではない。
そのため、本来的には個

管理区域においても、10万cpmもの汚染は、稀にしか発生

人被ばく線量計を装着して被ばく線量に換算した値を得るこ

しない。
ただし、被ばく線量にすると1μSv程度であるので、

とが重要である。一般に、環境測定値から推定する個人被ば

健康に影響のあるレベルではない。
その後、102名の住民か

く線量は、過大評価になる傾向がある。例えば、南インドの自

ら10万cpm以上の汚染が発見されているが、全員、脱衣し

然放射線地帯では、海砂に含まれるモナザイトの構成元素

て測定すると10万cpm以下であったとのことである。

であるトリウム等天然放射性核種の影響で、住居内でにおい

翌15日には、朝から2号機の水素爆発に続いて4号機も

ても3.76μSv/hが検出される。
これを単純に計算すると

温度が急激に上昇しているという情報が入り、最悪の場合、

32.9mSv/yとなるが、住民の方にご協力いただき、被ばく線

高線量の急性被ばく者の多数発生も危惧されたため、福島

量計を着用して実際の生活環境における被ばく線量を測定

45

したところ、最も高線量の方で14.2mSv/y、
すなわち環境線

べての県民に対して実測することは現実的ではなく、多くの

量に基づいて計算した値の半分程度であった。

仮定に基づいたシミュレーションも必要となろう。福島県民

一方、内部被ばく線量は、体内の放射能の測定から始ま

全体の正確な線量評価への道のりは遠いが、
このような線

る。測定法には、
ホールボディカウンタ等による体外からの直

量評価と健康管理はパッケージとして息長く県民に提供され

接測定と、尿中放射能の測定のような間接測定の2種類が

るべきものである。

あるが、
いずれにせよ、結果は体内の放射能（Bq）
として得ら

推定被ばく線量を1mSv/yに戻すための積極的介入も現

れる。
ここから、摂取推定日に遡って総摂取量を計算推定

地では強く望まれている。
ただその結果、残酷にも、
もう帰れ

し、核種、年齢、摂取経路により細かく規定されたBq→Svの

ませんというところも明確に決めていくことになる。
そして、
そ

換算係数を総摂取量に乗じ、Svを得る。適切な摂取シナリオ

の中間のグレーゾーン、例えば5mSv/y、10mSv/yにまでし

の設定と、極めて複雑な計算が必要である。

か除染できない場所も多く残されるであろう。
そのような場所

このようにして得られた外部被ばくのSvと内部被ばくのSv

では、
「 恐らく現実の健康リスクはないとは思われるが、
ゼロ

の和が、個人の被ばく線量となる。
この線量を各種基準値や

ではありません。
どうしますか？」
という極めて珍しい形での、

過去の被爆者のデータに基づいたリスク係数等のモノサシ

住民と行政とのリスクコミュニケーションに基づく合意形成を

に当てて、健康リスクを判断する。
これが基本形であるが、
す

行うことになるのではないだろうか。

スライド 1

2011/3/15 17：34
福島医大→福島市街移動車中

2011/3/15 17：59
福島医大→福島市街移動車中

12.48μSv/h（109.3mSv/y）

16.38μSv/h（143.5mSv/y）

2011/3/15 18：13
福島医大→福島市街移動車中

1.58μSv/h（13.8mSv/y）
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スライド 2
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第2回CBRN（化学、生物、核・放射線）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」

開催の背景
テロ等による人的災害あるいは自然災害による壊滅的な被害を低減するためには、看護や医療
などの被災地での活動が重要となる。本セミナーでは、
「 災害看護」および「災害保健」の分野で多
くの研究実績を持ち、東日本大震災発生後、地震や津波による被害を受けた地域での活動を行っ
ている2名の専門家をお招きした。
兵庫県立大学地域ケア開発研究所の山本所長には、災害時における看護の役割についてご説
明いただいた。東北大学の上原教授には、津波災害後の保健医療活動におけるパブリックヘルス
マネジメントの重要性についてご解説いただいた。全体を通じて、現地で必要とされている支援、
お
よび今後の災害対策の在り方などについて、研究知見と活動経験に基づいた視点から提言が行
われる貴重な機会となった。CBRN災害対策に従事する関係者など45名が参加した。

開催日時

2011年8月26日 金曜日

開催場所

TKP田町駅前会議室 A
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講演①

「大地震発生後の災害看護の役割について」

山本 あい子氏
兵庫県立大学地域ケア開発研究所

所長・教授

講師略歴
平成7年テキサス大学オースチン校看護学部博士課程修了
（博士・看護学）
、平成6年から兵庫県立看護大学看護学部看護学科助教授
（母性看護学）
。平成11年より、兵庫県立看護大学看護学部看護学科教授。平成21年より現職。日本学術会議連携会員、世界災害看
護学会理事長、
日本災害看護学会副理事、
日本看護科学学会理事、
日本母性看護学会理事を兼任。

【講演要約】

いう現象であるが、基本的な
「安全感」や「安心感」が揺らぐ
というのが難しいところである。安全というのは、客観的に判

1995年の阪神・淡路大震災発生以降、看護界は、
ネット

断できるものであるが、安心というのは、
「心地よい」や「緊張

ワークの構築、および災害支援のための研究や教育の促進

感がない」
あるいは
「落ち着いた」状態を示し、多分に主観的

を行ってきた。本講演では、災害時における看護の役割につ

である。安全は、例えば建物や堤防の強度など客観的に追

いて、東日本大震災後の活動を交えて紹介された。

及されているが、安心も、
もっと追及されて良いのではないか
と思う。我々の活動としては、阪神・淡路大震災のあと、避難

災害の初期あるいは、東日本大震災のような大災害では

所や仮設住宅の人たちへの家庭訪問や健康相談などを

長期に渡って、医療ケアを支えるマンパワーが必要となる。阪

行って、医療アドバイー制度の確立にまで繋げていったとい

神・淡路大震災のときは兵庫県で災害が発生したので、兵

う経緯がある。

庫県立看護大学、職能団体である兵庫県の看護協会、全国

阪神・淡路大震災後、看護界の知識を共有する場として、

組織である日本看護協会の3つが連携をとって、
日本各地か

1998年に日本災害看護会（JSDN）
も設立された。毎年開催

ら被災地に入ることを希望する看護職の方々のリストを作成

される学術集会は今年で13回目を迎えている。当初の発表

し、一方で、
ボランティアを必要としている現地の病院と連絡

は大体30前後であり、参加者も約300名であったが、最近で

をとってマッチングを図った。
その結果、1月末から3月までの

はおよそ100の発表があり、参加者も約1000名を超えてい

約2か月間、延べ4000名近くの看護職を被災地に送ること

る。
日本のみならず、世界レベルでも知識の共有を行うため

ができた。

に2008年に
「世界看護学会（ＷＭＤ）」
が設立され、現在、9

その経験をもとに、災害時に現地に行く意思のある方々を

カ国から49の組織が加盟している。加盟組織のなかには、

平時から登録する
「災害時支援ネットワークシステム」
を確立

高等教育機関もあれば研究所、職能団体などいろいろな組

した（スライド１）。
このシステムでは、発災時に、
日本看護協

織が入っており、2年に1回ウェールズで国際会議を開催する

会が、被災地以外の都道府県に登録されている災害支援

こととなっている。教育に関しては、平成21年度より、厚生労

ナースの派遣のコーディネートを行うこととなっている。災害

働省が「災害看護」
を基礎教育のなかに組み込むことを求め

支援ナースは、無償のボランティアであるが、所属先からの

ており、大学院等でも専門領域として確立されつつある。

同意を得たうえで休暇などを取って支援活動に参加する。所

兵庫県立大学地域ケア開発センターは、2008年の四川

属先の了解を得ることで、必要な物資の提供などのバック

大地震を受けて、発生直後から災害看護についての知識の

アップを受けたり、職場に戻っても暖かく迎えてもらえたりす

提供を行った。
また、被災者の健康状態を継続して見守って

るので、活動を行う者としても心強い。災害現場では危険も

いく必要があると経験から分かっていたので、四川大学の華

伴うので、保険にも加入することができ、交通費と宿泊費の

西看護学部と華西病院と共同で、5年間の継続的調査を実

実費支給が行われる
（スライド２）。

施している。2009年には、中国の看護職の方々を対象に家

災害というのは、
「 命に対する脅かし」が起こり、
それから

庭訪問や健康相談などを行うための教育プログラムを実施

「精神的な苦痛」が起こり、
「 生活や社会の崩壊」が起こると

した。
そのあと、健康支援活動が被災者にもたらす効果につ
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いても検証したが、看護職による介入を受けたあとの方が健

備えていれば、
その後は順次物資が届くレベルのものと、発

康であるという人が多かった。
ただし、我々は、介入前後の被

災後1、2ヶ月経っても温かいものが食べられないという状況

災者のデータを取ることはできたが、介入を行っていない被

を引き起こすものである。今回のような大規模な災害となる

災者のデータを取ることはできなかった。
やはり、研究者サイ

と、備えるものの数も根本的に考え直さなければならない。災

ドに被災者に強く頼みにくいという心情があり、
それも研究が

害看護の能力についても、検証の余地があるであろう。

なかなか進みにくい理由の１つではないかと考えている。

今後の課題として、健康関連領域における更なる相互協

今回の東日本大震災では、5月17日までに延べ3770人が

力が必要になってくるであろう。
また、
それを超えた、物資の

災害支援ナースとして派遣されている。活動としては、24時

輸送に関わる部門なども含めた包括的な連携システムの確

間、避難所や医療機関に駐在し、避難者への直接的な支援

立を早急に行わなければならない。今回の東日本大震災で

や被災地の看護職の業務負担を軽減するための活動を実

被災された方々に対しては、健康支援活動を継続する必要

施している。
また、支援ニーズの評価と集約化のために現地

があるので、
それに見合った人材の育成が求められる。現

対策本部にもコーディネーターを配置し、災害支援ナースの

在、厚生労働省のもと、岩手、宮城、福島で、被災者の健康

配置調整や改善交渉を行っている。我々は、
あくまで阪神・

状態についての継続的な研究が行われているが、
その方た

淡路大震災の実践や研究をベースとして、
ガイドラインなど

ちの健康維持あるいは向上に向けて
「何をどうするべきか」
と

を作成してきたが、東日本大災害を通じて
「災害には2種類

いうところも検討していく必要がある。

あるのだ」
ということを実感している。3日分の食糧と水などを

スライド 1
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スライド 2

52

講演②

「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」

上原 鳴夫氏
東北大学大学院医学系研究科国際保健学分野

教授

講師略歴
1972年京都大学医学部卒。外科・救急医として倉敷中央病院、滋賀医科大学、国立国際医療センター等で臨床医療に従事。
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【講演要約】

分けて3つある。1つ目の「救急集団外傷への対応」
について
は、阪神・淡路大震災後に災害派遣医療チーム
（DMAT）
が

大規模災害発生後の保健医療活動が円滑に行われるた

設立され準備が進められてきたので、比較的迅速に展開で

めは、災害はパブリックヘルスの問題であるとの認識に基づ

きた。
（ただし今回は津波災害だったので、地震災害時のよ

く事前の備えが何よりも重要である。本講演では、災害時の

うな外科的ニーズは限られた。）
2つ目の「被災民・避難民の健康管理」については、全国

保健医療の役割と東日本大震災で明らかとなった課題およ
び必要な備えについて解説された。

から結集した医療救護チームが避難所に設けられた医療救
護所や域内拠点病院で被災者の診療に当たった。当初は

臨床医療が個々の患者の疾患を対象とするのに対して、

活動を支えるロジスティクス
（搬送、サプライ、事務要員、通

パブリックヘルス
（Public Health）
は、人々のいのちと健康を

信・情報管理等）の欠如が目立つなど諸般の困難があった

まもるために必要なあらゆる諸策を関心事とする。災害医療

ものの、医療者の派遣はそれなりの厚みと熱意を発揮した。

と言えば緊急時の救急医療を指すように思われがちだが、

これに対して、避難所と在宅避難者の保健・衛生・栄養、
およ

災害は、
ニーズ・アセスメントから救援計画の設計、
リソース・

び要援護者の把握と個別的支援は大きく出遅れた。市町の

マネジメントなど、救急医療を含む、
まさしくパブリックヘルス

役場が津波で流され、
あるいは浸水し、保健師等職員の多く

の問題である。

が被災するなどの事情のために自治体が動けなくなっている

今回の災害の教訓を一言であらわせば、
「備えがないこと
はできない」
に尽きる。備えがあったことはそれなりにできた

中、
これに代わって保健医療活動を指揮統括する体制づくり
が遅れた。

が、備えがなかったことについては多くの困難と遅れを余儀

その要因として、①災害救助法で被災者支援は一義的に

なくされた。中でも、事前の備えがなかったことがとりわけ大

自治体の役割とされていたこと、②被災自治体を援けて、
あ

きな困難をもたらしたものとして、保健医療にかかる指揮・統

るいはこれに代わって、業務とマネジメントを担当する外部

括体制（保健医療災害対策本部）、緊急期・救援期の情報

チームの投入が用意されていなかったこと、③災害医療が

収集、情報集約、情報共有を担う通信・情報センター機能、

DMATに特化し、緊急期に続く医療救護活動や避難所の衛

ロジスティクスの戦略の不在、
そして、救出救助救急医療期

生管理など災害下のパブリックヘルスマネジメントの備えが

以降のパブリックヘルスマネジメントの計画と備えの不在、
が

なかったこと、④刻々と変化する支援ニーズに対応して保健

挙げられる。

医療活動を計画し統括する災害保健医療対策本部の設置

日本の災害対応計画は（阪神淡路大震災や中越地震の
記憶が新しいために）主に地震を想定して作られており、
そ

や災害保健管理専門家・チームの育成が計画できていな
かったこと、
を指摘できる。

の結果、緊急期の救出救助と救急医療が中心で、地域医療
システムの破壊と大量避難者の発生という事態に対してほ
とんど備えができていないことが分かった。
災害時の保健医療の役割は、
スライド1に示すように大きく

＊

宮城県下の自治体のうち、10の支所・総合支所が仮庁
舎への移転を余儀なくされ、3つの保健所のうち2か所
が被災のため移転を強いられた。移動手段と通信手段
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を奪われ、200を超える避難所を数少ない保健師が徒

にさらされる。被災者の多くは何らかの病気を抱える患者で

歩で訪ねて調査するという状況下で、避難所と被災者

あり、酸素治療下の患者は酸素が欠乏し、服薬患者は薬を

の全体像が把握できない状況が続いた。保健所の要請

なくし、透析患者は予定した透析が受けられなくなった。栄養

で、3月末にボランティアチームを組織して行った避難

低下、感染症、肺炎、血圧の上昇、生活不活発病や熱中症な

所の代行調査では、避難所間で衛生管理状態や食事

ど、津波災害被災者にとって可避死（Preventable Death）」

内容のばらつきが大きく早急な対応が必要なことがわ

のリスクは、発災の翌日から日々高まっていく。

かったものの、人的リソースの圧倒的な不足とこれに対

これらのリスクを低減し、可避死を防ぐのが、パブリックヘ

処する業務指揮体制の未確立のために、迅速な対応は

ルスの役割である。
スライド2は、災害時の保健管理に必要

望むべくもなかった。
これに加えて、行政に課せられる

な事項をまとめたものである。赤字で示している項目は、今回

「平等な支援」
という縛りも迅速な対応を妨げる要因に

十分でなかったと感じたものである。

なっていた。
第11回集団災害医学会を仙台で開催させていただいた
3つ目の「地域保健医療システムの機能維持と再建」
を

際に
（2007年）、30年以内の発生確率99％と言われていた

担ったのは被災市町の職員と県内と他県から派遣された支

宮城県沖地震に対する保健医療の備えが遅れている現状

援要員だったが、
自治体間で事前協定がなかったところで

をふまえて、以下のような7つの提言を行った。

は散発的な派遣となり、
システムの破壊に対してシステムの
インフラと機能を丸ごと補てんするしくみができていなかっ

◆第11回日本集団災害医学会総会アピール ～人々の安全

た。被災自治体では、人手が絶対的に不足しただけでなく、

と安心を保障するために～【宮城県沖地震に対する医療

車両やパソコンを含む各種機材と、各種データ、名簿、手順

の備えを強化するための7つの提案】

書、帳票なども流されているので、乳幼児健診や保育所の再

1. コ ミュ ニ ティー 緊 急 事 態 対 応 チ ー ム C E R T

開、要援護者の特定など、平時に行っているプログラムの再

（*Community Emergency Response Team）
の宮
城モデルの創設

開には大きな困難があった。
今回の災害は、
（1）広域に及ぶ「津波災害」
である、
（2）被

2.

災害弱者に対する多重的支援計画の具体化

災者・避難者の数が膨大である 、
（3）行政組織が被災し機

3.

災害時の情報の標準化と情報集約・配信体制の確立

能停止した、
（ 4）沿岸部の医療機関が被災・孤立し患者と

4.

隣県自治体間・施設間の顔の見える相互支援体制の
確立

職員が危機に陥った、
という点で阪神淡路大震災と様相を
異にした。

5.

災 害医療コーディネーション・システムの構築と災害
医療コーディネーターの戦略的育成

災害時の救援ニーズは災害ごとに異なるので、
それぞれ
の特徴をふまえて効果的な対応や救援活動を可能にしよう

6.

疾患個別的な医療ニーズへの対応

というのが「災害の疫学」
で、WHOとくにWHO/PAHO（アメ

7.

継続的な被災住民健康支援体制の確立

リカ地域事務局）
は、1980年代から、災害種別ごとの違いに
対応した保健医療の備え
（Disaster Preparedness）
を提唱
し推進してきた。
今回の災害は、
「 東日本大震災」
と呼ばれているが、実際
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この時も今回のような大規模津波災害を想定できていな
かったが、
それでもこれらが実現できていればずいぶん違っ
ただろうにと、
と自らの力不足を大いに悔やんでいる。

に多くの被害を出したのは地震ではなく津波である。津波災

上記のうち、
「災害医療コーディネーター」
の提案だけは昨

害の発災直後は、外傷よりも溺水や低体温などが救急医療

年中に採用されていたのがせめてもの救いだった。
これに

の対象となったが、発災時に生死が決まってしまうケースが

よって、災害医療に詳しい医師が県の災対本部に参加する

多い。生き残った方たちは、劣悪な環境のもと、支えとなる家

ことが可能になり、県下の病院との交信やＤＭＡT受入れの

族を失った中で、発災直後からいのちと健康を脅かすリスク

調整に大いに貢献した。本来は、緊急期だけでなく、救援期

からパブリックヘルスマネジメントまでを含めた災害保健管

ていた災害時通信システムが被災して機能しなかったことに

理を援ける調整役を提案したのが、救急医によるＤＭＡT対

よる面が大きいが、情報がないところこそ一番支援が必要と

応に限定されたという齟齬はあったものの、
そのおかげで、

いうのが鉄則である。今回は沿岸部の医療機関と交信でき

石巻、南三陸、気仙沼に地域災害医療コーディネーターを指

ず被害状況が分からない状態にあったにもかかわらず現地

名することで現地に医療災対機能を立ち上げることができ

へ情報を取りに行く手段や態勢がなかった。災害時の初期

た。
また、県庁に災害保健医療支援室を設置して、現地情

アセスメントとしばらく後の全体アセスメントは、
アクセス手段

報・支援情報の共有や現地からの要請を支援者や専門機

も含めて、予め計画されるべきものである。

関に繋ぐなど、行政ルートでは迅速に対応することが難しい

災害のときには、調査者の数が限られ現地情報が得られ

事項に関する側面支援が可能になった。 （支援室ホーム

にくい一方で、
いろんな人が同じような情報を入れ替わり立

ページ

ち替わり聞きに来て現地の職員や被災者に負担をかけても

http://www.dcrc.tohoku.ac.jp/wiki/index.

php）

いる。少なくとも緊急期や救援期に被災地で収集された情
報やデータは、Public Common Goodsとして支援に関わ

＊

救 援を行う側では、情報がなかなか上がってこないの

る人々がだれでも共有できるようにすべきで、
そのためにはあ

で現地の支援ニーズが見えないという状況に直面して

らかじめ指定され周知された公的機関に情報を集中し、
ホー

いた。
その一方、現地では、要請を出しても速やかな対

ムページ等で公開するのが望ましいと考える。

応が得られない状態が続いたため、支援が無いなら自

また、物資や資金だけでなく専門知識・助言の提供や調査

分たちでできることをやるしかないという諦めが広がっ

の実施、専門技術を備えたボランティアの派遣など、多様な

ていた。
その方たちに
「被災者のニーズを発信しなけれ

現地ニーズに応えられる専門機関や支援団体、企業、個人

ば県や国も支援することができない」
と説得することで、

を幅広く登録した後方支援のネットワークを予め整備してお

ようやく、車やパソコンなど具体的な要請があがってくる

くことも重要である。

ようになった。今回初めて知って驚いたのは、災害対応

今回の災害では、現地関係者、救援チーム、後方支援に

の第一責任者とされる自治体に、災害緊急基金が担保

当たった人々が、
それぞれの置かれた状況と制約のもとでな

されていないことである。緊急基金がないとなれば、緊

すべきことを自ら模索しながら事態に対処し、
その中で、
さま

急に必要な物資を自らの裁量で発注・調達ができず、

ざまな活動と対策の工夫がつくられた。
これらの経験を散逸

災対本部の調達班に依存することになるが、災対本部

させることなく、
いずれかに集中し誰でも
（とくに、
マニュアル

は、各市町の各部署の個別的な要請に細やかに対応

づくりあたる自治体担当者が）参考にできるように、教訓の集

できる態勢になっていない。
そのため、個別的な要請が

約化と公開を図るべきと考える。
そのような、仮称、災害保健

あったものについては、支援室がユニセフや企業、
ＮＧ

医療情報サービスセンターには、①災害対応計画とマニュア

Ｏなど民間の援助を調達して提供する役割を果たし

ルづくりに必要な具体的な情報、知識と、調査票、
チェックリス

た。 発災後に自治体が自ら裁量で使えるお金は、数ヶ

トなど各種のツール、参考資料と、②発災時にすぐに参照し

月後の同額の何十倍も価値があるので、政府の災害対

たりダウンロードして使えるような知識・情報、参考資料、
ツー

応計画に、ぜひ災害緊急基金の設立を含めていただき

ル、の両方が公開提供されることが望ましい。
とりあえずは、

たい。

災害保健医療支援室のホームページからこれらを公開提供
し、
また情報提供を呼びかけている。

国―県―市町を統合する災害時情報センターの確立と、

その他に今後の災害対策として、ぜひ提案したいのは被

アセスメントやサーベイランスを含む情報管理チームの確立

災市町と非被災県のペアリングによる組織的な支援である。

はとくに重要である。

行政のことは行政でなければできないという面がある。現地

緊急期から救援期にかけて被災状況や支援ニーズの情

災対が機能不全に陥りやすい大規模災害においては、指揮

報が得られずいろんな動きが遅れてしまったのは、計画され

統括を援けるチームの投入とともに、他県の行政組織がシス
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テムを丸ごと支援し、必要に応じて何でも対応できる仕組み
を創出しなければならない。

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

今回の災害の教訓をふまえ、災害対応計画の見直しと備え

を可能にするオペレーショナルな災害情報センター

のために以下を提案する。

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

1． 被災市町と非被災県のペアリングによる組織的支援

＊ 災害時調査データに関する公開原則の確立

（業務要員の派遣とシステム機能の補完・代替）

＊ 災害時通信システム・ネット環境構築の備え

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

スライド 1
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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、講師の育
成、教育研修機会の拡充）

スライド 2
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添付資料

CICORN安全・安心科学技術プロジェクトニュースレター vol．1

（2011年12月1日発行）

CICORN安全・安心科学技術プロジェクトニュースレター vol．2

（2012年3月28日発行）
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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
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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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CBRNコラム

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」

【発行日】2011 年 12 月 1 日
【発行人】竹内勤（長崎大学熱帯医学研究所所長兼国際連携研究戦略本部副本部長）
【発行所】長崎大学国際連携研究戦略本部 〒 852-8523 長崎市坂本町 1 丁目 12-4
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鳥インフルエンザ研究についての議論
本 プ ロジェクトが 運 営 するブ ログ

なかで起こりうる遺伝的な変化である。

長崎大学国際連携研究戦略本部助教

天野 修司

定している。

それぞれの研究についてまとめた論文

自然発生的、意図的、偶発的、いず

化学、核・放射線）災害に関連のある

は、
「ネイチャー」と「サイエンス」に投

れにしても感染性の高い鳥インフルエン

重要な情報を提供している。なかでも、

稿された。しかし、米国バイオセキュリティ

ザウイルスが環境中に放出されれば、そ

最近、話題となっているのは、遺伝的な

科学諮問委員会（NSABB）は、研究の

の被害が日本にまで飛び火する可能性は

改変によって鳥インフルエンザウイルス

成果がバイオテロなどに悪用される可能

充分に考えられる。したがって、日本でも、

（H5N1）の感染性を高める研究につい

性があるとして、実験の手法や結果につ

鳥インフルエンザ研究が提起する問題に

ての議論である。鳥インフルエンザの保

いての詳細を掲載しないよう教授ら本人

ついて議論を尽くさなければならない。そ

有宿主は、その名の通り家禽や野鳥など

と両誌の編集部に求めた。これまでに安

れと並行し、まさかの事態に備えて、サー

の鳥類である。人に感染することは滅多

全保障上の理由で科学的な論文が「検

ベイランスや医薬品の有効性の検証を含

にないが、感染したときの致死率は約

閲」された前例はなく、科学コミュニティ

めたパンデミック対策を進めることが重要

59％と非常に高い。それゆえに、突然変

からは反発の声もあがっている。

である。研究施設の安全基準についての

「CBRN ニュース」では、CBRN（生物、

異によって、人から人に容易に伝播する

感染性の高い鳥インフルエンザのリスク

鳥インフルエンザウイルスが誕生すること

は、意図的な悪用にとどまらない。ウイル

が懸念されていた *。

スが偶発的に研究施設から漏えいするこ

2011 年、米国国立衛生研究所（NIH）

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。

とも懸念されている。2012 年 2 月に開催

の委託研究のなかで、ロン・フーシェ教

された WHO の専門家会議では、今後、

授は、鳥インフルエンザウイルスの遺伝子

同じような実験は、より高度な安全設備を

を人工的に改変し、哺乳類のあいだで空

有するバイオセーフティレベル（BSL）4

気伝播させることに成功した。同じくNIH

の研究施設で行うべきであるという意見

の委託研究で、河岡義裕教授（ウイスコ

が出された（議論の発端となった 2 つの

ンシン大 学 ）は、 鳥インフルエンザと

実 験 は、 い ず れ も「BSL3 enhanced」

2009 年 に 流 行した 豚インフル エン ザ

で行われた）
。カナダでは、すでに鳥イン

（H1N1）の遺伝子を用いて、感染性の

フルエンザウイルスを人工的に変異させる

高いウイルスを合成した。どちらも自然の

実験は、BSL4 施設のみで行うことが決

ブログ「CBRN ニュース」
（http://blog.livedoor.jp/cicorn/）

＊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。
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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」

［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

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。

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
新興感染症のなかでもウイルス性出血熱

示すクリミア・コンゴ出血熱ウイルスの保有

保護局は、カザフスタン、キルギス、タジキ

は、致死性が高く容易に伝播し、しかも治療

宿主はダニであり、ダニに噛まれることで感

スタンで疫学的調査を行っている。カザフス

法が限られているので、大きな脅威である。

染が起きる。近年、その感染の広がりが重

タンの南部には、クリミア・コンゴ出血熱ウイ

エボラ出血熱ウイルスやマールブルグ出血熱

要な問題として認識されはじめている。

ルス、北部には、ハンタウイルスやダニ媒介

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

クリミア・コンゴ出血熱ウイルスは、大（L）
、

性脳炎ウイルスが広がっている。キルギスで

中（M）、小（S）と 3 つの RNA セグメント

も同じ種類のウイルスが分布している。タジキ

に高い。西アフリカに広く分布するラッサ熱ウ

で構成されている。M セグメントでは、
リアソー

スタンでは、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス

イルスは、エボラやマールブルグと比べて出

トメント（genetic re-assortment）が起きるの

の他に、まだヨーロッパでは特定されていな

血熱症状を呈さないものの、治療しなければ

で、それが繰り返されることで新しいタイプの

い出血熱ウイルスも発生している。我々の研

致死率は 20％である。約 30％の致死率を

ウイルスが誕生することが懸念されている。

究グループは、これらのウイルスがどのように

一方で、M セグメントには、ウイルスの親和

蔓延しているかを調べることで、公衆衛生に

性に関する情報も含まれているので、その分

資する技術の開発を目指している。

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

英国健康保護局

ロジャー・ヒューソン氏

医療機関における出血熱ウイルス患者の受け入れ体制
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

も印象に残っている。

受け入れるためのマニュアルを策定している

日本の法律では、感染症は新型感染症

が、患者の状態や背景などによって状況が

の 1 症例のみである。当時の論文によると、 （New Infectious Diseases）
、及び 1 類から

変化することが予想され、画一的なマニュア

初期の感染兆候があったときにラッサ熱は疑

5 類の感染症に分類されている。新型感染

ルの作成は困難と感じている。マネージメン

われておらず、特別な感染対策がないままに

症と 1 類感染症の治療が可能な特定感染症

ト部門、診療部門、診療サポート部門からな

診断、治療された。幸い、医療スタッフに感

指定医療機関は、日本政府が決定するもの

る組織を作り、それぞれの責任者と連絡を取

染はなかったと報告されている。退院後、心

であり、東京、大阪、千葉（成田）と全国

りながら、臨機応変に作戦を組み立てること

嚢水が溜まって再び入院した際はラッサ熱で

に 3 ヶ所ある。同じく、1 類感染症の治療が

が現実的ではないかと考えている。2006 年

あることが判明していたため、高度安全病棟

できる第 1 種感染症指定医療機関は、平成

に、ドイツで発生したラッサ熱症例を例にとる

という当時の最新鋭の隔離病棟で診療が行

23 年 4 月現在、全国に 38 施設、73 床ある。

と、最初の 1 週間で 14 人のドクターと 18 人

われたとある。この論文の中に、隔離患者

2 類感染症には結核も含まれており、第 2 種

の看護師が必要だったということである。１

の完全な隔離もさることながら、精神的ケア

感染症指定医療機関は第 1 種感染症指定

類感染症に遭遇した日本人は皆無ではある

についての困難さに関する記述もあり、とて

医療機関に比較して大幅に増えて、全国で

が、来るべき危機に備えることは極めて重要

542 施設、約 1 万弱の病床がある。第 1 種

である。

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、
66

これらの基準を満たしている。現在、患者を

長崎大学病院

泉川 公一氏

ウイルス性出血熱の診断
ウイルス性出血熱には多くの種類があり、

の研究室にもあるが、アフリカの国々の病院

ンダのマールブルグウイルスの輸入症例につ

研 究 室 診 断（Laboratory Diagnosis）を行

にはない場合が多い。我々の研究グループ

いて紹介する。41 歳のオランダ人の女性が、

わなければ、病原体の同定はできない。研

は、サーマルサイクラーがなくても検出する方

ウガンダの観光旅行から6 月 28 日に帰国し、

究室診断の方法として、ウイルスの分離、蛍

法の開発に向けて、ナイジェリア大学研修病

その 4 日後に発熱した。その後、症状がど

光抗体法によるウイルス抗原の検出、それか

院と共同研究を始めたところである。

ら ELISA による血中抗体の検出などがある。

んどん悪化し、7 月 11 日の 19 時 30 分にド

LAMP 法の利点は、温度制御をする必要

イツのハンブルグの熱帯学研究所に血液サン

出血熱ウイルスは、全て RNAウイルスなので、

がないところである。63 度という一定の温度

プルが到着し、1 時間後に検査が開始され

逆転写 PCR（RT-PCR）も使用される。一

で遺伝子の増幅が可能である。反応が進む

た。23 時には、PCR でフィロウイルスの陽性

般的には、遺伝子を検出する PCR 法の感

と副産物として、ピロリン酸マグネシウムが産

反応が確認された。常に BSL4 が稼働して

度が高いとされている。

生されるので反応液が濁る。その濁度を見る

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。

PCR 法の原理は、温度を 3 点あるいは 2

ことによって陽性、陰性ということが簡便に

点変えて何サイクルもかけて、対数的に増や

判定できる。我々は、すでにいくつかの出血

していくというものである。ただし、サーマル

熱ウイルスを対象とする LAMP 法を開発して

サイクラーという温度を厳密に制御する高価

いるが、その感度は、リアルタイム PCR 法と

な機器が必要となる。日本や、英国、米国

比べても遜色がない。

のような先進国には、そのような機器が通常

研究室診断の実例として、2008 年、オラ

長崎大学
熱帯医学研究所

安田 二朗氏

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
2000 年のウガンダでのエボラ出血熱のアウト

血熱の症状がある患者を見た時に、感染症と

の臨床試験等は、まだ行われていない。

ブレイクでは、11 月までに 300 名を超える患者

いう知識がこの地域、あるいはこの病院等に

これまでの研究で、エボラウイルスとマールブ

が出て、全体としては約 30％の方が亡くなった。

あれば、場合によっては大きなアウトブレイクに

ルグウイルスの宿主は、オオコウモリであると考

その地域は、
非常に貧しく、
政情も不安定である。

ならずに済んだのではないかと考える。そのた

えられている。我々の研究グループは、フィリピ

アウトブレイクは、こういう地域で起こっている。

めには、もちろん資源も重要であるが、知識、

ンで採取した野生コウモリを調べたところ、R.

教育のレベルをもう少し普段から高めておく必

amplexicaudatusという種類のオオコウモリから、

要がある。

レストンエボラウイルスの抗体を検出した。した

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

次に、最近の研究についての話題を紹介す

舞台となったキクイット総合病院に行く機会が

る。エボラウイルスとマールブルグウイルスに対

あった。当時の被害者の方の話によると、ある

するワクチンは、2005 年に開発されている。当

男性の患者が下血で入院し、チフス腸管潜行

時、カナダの研究所にいた Heinz Feldmann

が疑われて手術することになったが、その患者

やフランスのリヨン大学のウイルス学教授の

がエボラ出血熱であったため看護師やその家

Viktor E Volchkov など、国際的な連携で研究

族がウイルスに感染したという。熱があって出

が行われた。これらのワクチンを人に使うため

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

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

クの早期探知がもっとも一般的な目的である

い…といった臨床的な特徴から疑った場合、

予防及び感染症の患者に対する医療に関す

が、2) 毎年流行が見られる疾患については、

あるいは検査により診断した場合に報告となっ

る法律（感染症法）に基づく感染症発生動

その流行状況を監視、把握、評価すること、

ている。しかしながら、これで臨床医が本疾

向調査として行われている。対象疾患は公衆

あるいは 3) 対策のための介入施策の評価、
4)

患を疑って報告できるかというのは甚だ疑問

衛生学的あるいは臨床的なインパクトによって

目的の達成度の進捗状況の評価、5) 対策プ

である。

5 つの類型に分類されている。5 類の一部を

ログラムの効果の評価、6) 公衆衛生学的なイ

より迅速な対応を行うためには、ウイルス性

除くすべての疾患はそれを診断した全医師が

ンパクトや疾病負荷の評価、また 7) 未来の

出血熱のリスクのある地域への渡航歴や曝露

報告の義務を負う全数届出疾患であり、普遍

流行の予測やそのインパクトを推定したりする

歴を含んだ、明確な疑い例の症例定義を作

的に存在する感染症については、指定届出

ことなども含まれる。

成し、これに合致する症例についてのリスクア

機関のみが週単位や月単位で診断数のみを

ウイルス性出血熱のサーベイランスの目的

報告する定点届出疾患となっている。全数届

は、早期探知、早期治療と対応にあると考え

出疾患はすべて検査による確定診断を行うこ

られるが、たとえば現状の感染症法における

とが原則となっているが、定点届出疾患は臨

エボラ出血熱の報告基準は、潜伏期間は 2

床診断に基づいての報告である。

～ 21 日（平均約 1 週間）で、発症は突発

サーベイランスの目的には、いろいろなもの

的である。症状は発熱（ほぼ必発）
、
疼痛（頭

が考えられるが、1) 流行あるいはアウトブレイ

痛、筋肉痛、胸痛、腹痛など）
、無力症が多

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。

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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英国における高病原性病原体の医療的対応
イギリスの有名なシンクタンクであるチャ

ウイルス性出血熱も、インパクトは大きいが

麻薬使用者のあいだでの炭疽のアウトブレイ

タ ム ハ ウ ス は、2012 年 1 月「Preparing

起きる可能性が低い出来事であるといえる。

クを紹介する。収束宣言が出された 2011 年

High-impact, Low-probability Events」とい

それでは、どのような準備が妥当であるか。

12 月までに、208 の疑い例、119 の症例が

う報告書を公開した。同報告書は、空の交

イギリスの危険性の高い病原体についての諮

報告されている。そのうち死亡したのは、14

通を混乱に陥れた 2011 年 5 月のアイスラン

問委員会（ACDP）は、2011 年 10 月にウ

例である。患者には、抗菌剤や対処療法に

ドの火山噴火での教訓をもとに作成されたも

イルス性出血熱の患者への対応についての

よる治療が行われた。創面切除などの外科

のである。そのなかで、インパクトは大きい

ガイダンスをまとめた。イギリスでは、リスク

的な手術を必要とする患者もいた。公衆衛

が起きる可能性の低い出来事への事前準備

評価を行うことは法的義務である。ウイルス

生措置としては、出回っている麻薬がすべて

として、個々のシナリオを想定した訓練、緊

性出血熱が発生している地域への旅行、感

炭疽菌に汚染されている可能性があると麻

急時のコミュニケーション能力の向上、およ

染している患者や動物との接触、あるいは研

薬使用者に対して注意を促すことに焦点があ

び対応力と復元力の強化などが重要とされて

究施設における曝露などのバックグラウンド

てられた。また、警察や医療従事者などに

いる。

の確認を行って、リスクに応じた予防策を

向けた 2 次感染を防ぐためのガイドラインも

講じなければならない。リスクは、患者の症状

提供された。

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

英国健康保護局

ロバート・スペンサー氏

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

の地域で活動を行っている専門家をお

の医療対応について考察した。欧米で

応するための医療対応および公衆衛生

招きし、今後の対策の在り方について

は毎年のように症例が報告されているの

措置等について調査研究を実施してき

検討した。

で、日本で患者が発生することも「想定

本年度で 5 回目を迎える日米メディ

外の事態」ではない。ワークショップで

抽出された課題について、関係省庁、

カルバイオデイフェンスシンポジウムは、

の議論を通じて、各関係機関における

研究機関、企業等のステークホルダー

2011 年 11 月に米国メリーランド州で

事前準備が進むことを期待している。

が、それぞれの専門領域を超えて検討

開催された。例年、化学災害や食品

最後に、本年度お世話になった関

する機会を提供している。

安全などバイオディフェンス以外の重要

係者の方々にこの場を借りて、深く感

なテーマについても取り上げてきたが、

謝を申し上げる。

た。また、情報の収集と分析を通じて

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

今回は放射線による健康影響について

た。 昨 年、2 回 に わ たり開 催 し た

のセッションを議題に加えた。

CBRN（ 化 学、 生 物、 核・ 放 射 線 ）

今号のニュースレターでも紹介してい

災害対策セミナーでは、地震、津波、

るバイオセキュリティワークショップでは、

原発事故による被害を受けたそれぞれ

ウイルス性出血熱が日本に流入した場合

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
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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」

【発行日】2012 年 3 月 28 日
【発行人】竹内勤（長崎大学熱帯医学研究所所長兼国際連携研究戦略本部副本部長）
【発行所】長崎大学国際連携研究戦略本部 〒 852-8523 長崎市坂本町 1 丁目 12-4

68
http://www.cicorn.nagasaki-u.ac.jp/anzen/anzen_index.html e-mail:cicorn@tm.nagasaki-u.ac.jp

Nagasaki University

&RQ
&
RQW
Q HQW
QWHQWV

・鳥
鳥イ
イン
ンフルエ
ンフ
フル
ルエンザ
エンザ研究
ザ研
研究につ
研究
究に
についての議
ついての議
議論
議
論・・・・・・
・・
・・・・・・・・・・・・・・・・天
天野
野 修
修司
司
・バ
バイ
イオ
オセキュ
オセ
セキ リティ
リテ
リ
ティワ
ワーク
ークシ
ー
クショップ
「日本のバイ
「日
日本のバイオデ
オディ
ィフ
フェ
ェン
ンス
スの現状
スの現状
現状と今
現
現状と今後の課
と今後の課題」
後の課題」
」
・平
平成
成223
23年度プロ
3年
年度プロジェク
度プロジ
ジェク
ジェ
ェクトを終えて
トを終え
を終えて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・
・・・・・竹
竹内 勤

問合せ先
長崎大学 国際連携研究戦略本部
平成23年度 安全・安心科学技術プロジェクト
〒852-8523 長崎市坂本町1丁目12-4
TEL：095-819-7793
Email：cicorn@tm.nagasaki-u.ac.jp
URL：http://www.cicorn.nagasaki-u.ac.jp/anzen/anzen_index.html

SLET
R

安全
安
全・安心
心科
科学
学技術プ
学技術
技術プロジ
ジェ
ェクトニュースレター

長崎大学国際連携研究戦略本部／文部科学省委託事業 安全
全・安
全・
・安 心 科 学 技 術プ
術 プ ロジェ
ロジ
ジェクト
ェク
クト
ト

W

TE

NE

長崎大学国際連携研究戦略本部

2 0 12 .3
3

