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巻頭言

　自然発生的、意図的、偶発的と原因が何であれ、感染症は、人命を奪い、経済的な損失を与えるという意味

で、「セキュリティ（安全保障）」の問題である。2003 年の重症急性呼吸器症候群（Severe Acute Respiratory 

Syndrome；SARS）による感染者の数は、約 8000 人、死者の数は 775 人である。また、経済的な損失の総額

は 300 億ドルにものぼるといわれている。感染症の脅威は、容易に国境を越えてしまうため、国際的なパートナーシッ

プが必須となる。本プロジェクトの目的は、まさに、その「国際連携体制」の強化にある。以下、本年度の活動に

ついて総括を述べる。

　2013 年 11 月、米国の国立衛生研究所（National Institutes of Health；NIH）と連携し、第 7 回目となる日米メディ

カルバイオディフェンスシンポジウムを開催した。本シンポジウムは、バイオテロや自然発生的な感染症等の脅威か

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。2013 年のシンポジウムでは、

感染症研究や政策動向等について、両国を代表する科学者および政策担当者が発表を行い、今後の具体的な協

力体制の構築に向けて協議を行った。なお、シンポジウムの開催報告は別冊となっているため、本報告書には収載

されていない。

　2014 年 1 月には、国内の関係者を対象に「New Emerging Diseases の脅威と今後の対策について」のワーク

ショップを開催した。本ワークショップでは、中東呼吸器症候群（Middle East Respiratory Syndrome；MERS）、

H7N9 インフルエンザ、重症熱性血小板減少症候群（Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome；

SFTS）という3 つの感染症についての知見を共有し、その脅威に備えるための事前準備の在り方を検討した。参

加者は、科学者、政策担当者、国際安全保障の専門家など 80 名である。総合討論では、研究者サイドと行政サ

イドの連携の重要性について活発な議論が行われた。

　2014年2月のワークショップでは、「生物学的脅威に備えるための日英協力について」というテーマを扱った。本ワー

クショップでは、英国のパブリックヘルス・イングランド（Public Health England；PHE）の生物学的脅威に備える

ための取組の全体像を把握し、日本の大学や研究機関との研究協力の現状を踏まえて、今後の発展の可能性につ

いて検討した。ワークショップ当日、東京は、45 年ぶりという記録的な大雪に見舞われたが、35 名の関係者が参

加した。総合討論では、日英間の新たな協力枠組みを国レベルで打ち出す必要があるという意見が多く出された。

　本プロジェクトでは、研究調査の内容をまとめたレポートを専門誌や学会誌で発表している。レポートは、発行機

関の許可を得て、本報告書に転載している。プロジェクトが発行するニュースレターでは、ワークショップでの議論を

紹介している（添付資料を参照）。また、ブログ「Biosecurity News」では、生物学的脅威についてタイムリーな

情報発信を行っている。

　これらの活動が、バイオセキュリティ分野の国際連携体制強化のための知見の集約およびネットワーク基盤の形成

につながることが期待される。

　最後に、本年度お世話になった関係者の方々にこの場を借りて重ねて御礼を申し上げ、巻頭言とさせていただき

たい。

慶應義塾大学　名誉教授
同グローバルセキュリティ研究所　客員上席研究員

竹内　勤
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研究調査について

　本プロジェクトでは、バイオセーフティ及びバイオセキュリティに関連する国際的な取り組み、バイオテロに係る公衆

衛生措置等についての研究調査を行っている。情報の収集および分析を通じて得られた知見は、日米メディカルバ

イオディフェンスシンポジウム（日米シンポジウム）の開催に向けた、米国側との協議を行ううえで必須のものとなっ

ている。また、ワークショップの企画および運営にも役立てられている（図 1）。

（図１）

　本プロジェクトでは、研究調査によって得られた知見を、専門誌や学会誌で発表している。2013 年 11 月 2 日発

行の『日本医事新報』（第 4671 号）では、「我が国におけるバイオセキュリティ政策の課題：米国との比較による分析」

というタイトルでレポートを執筆した。2013 年 12 月 27 日発行の『日本バイオセーフティ学会ニュースレター』（Vol.3 

No.3）には、「2012 年生物兵器禁止条約締約国会合参加報告」を寄稿した。

　本章では、この 2 つのレポートを、発行機関からの許可を得て転載している。
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はじめに

　2001 年の 9・11 同時多発テロから数日後、米国

の報道機関や上院議員のオフィスに炭疽菌芽胞の入っ

た手紙が送付された。わずか 1 ～ 2g の芽胞の入っ

た数枚の手紙で、22 人が皮膚炭疽あるいは肺炭疽を

発症し、うち 5 人が死亡した。経済的損失の総額は、

関連施設の除染費用などを含めて 60 億ドルを超えると

いわれている 1)。この事件をきっかけに、米国でバイオ

テロの脅威が現実的なものとして認識されるようになっ

た。それから 10 年以上が経過した現在でも、米国は、

バイオテロに備えるための事前準備に力を入れている。

　バイオテロの脅威は、我が国にとっても他人ごとでは

ない。1993 年にオウム真理教（現・アレフ）は、東

京の亀戸道場で異臭騒ぎを起こしているが、そのとき

に炭疽菌を散布していたことが、後の捜査で明らかと

なっている。幸いにも、培養された炭疽菌が、家畜の

ワクチン用に無毒化されたものであったため被害はな

かったが、バイオテロが実際に行われた事案として捉え

ることができる。しかし、我が国のバイオテロ対策のた

めの取組は、極めて限定的なものであった。

　本稿では、そのような日米間の政策ギャップに焦点を

あてることで、我が国におけるバイオセキュリティ政策

の課題を明らかにする。まず、米国のこれまでの政策

動向を概観したのち、医学研究や公衆衛生対応の事

前準備の状況について分析する。その中で、我が国の

バイオテロ対策の取組との比較を行う。次に、政策ギャッ

プを埋めるための活動として、過去 6 回にわたって開

催された日米メディカルバイオディフェンスシンポジウム

について紹介する。最後に、それらを踏まえて、我が

国の将来的な政策の方向性について考察したい。

1. 米国における政策動向の変化

　炭疽菌郵送事件以降、米国においてバイオテロ対抗

医薬品の研究開発や公衆衛生基盤強化のための資金

が大幅に増額された。2001 年度に 6 億 3340 万ドル

であったバイオテロ対策関連予算は、翌年度には 40

億 9550 万ドルにまで膨れ上がっている 2)。

　2004 年 4 月、「21 世 紀 の バ イオディフェンス

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

領命令が発令され、インテリジェンス、安全保障、医療、

公衆衛生など、それぞれの専門領域において連邦政府

の各機関が果たす役割が明確に示された。

　同年 7 月、テロ対抗医薬品というきわめて限られた

市場に企業の参入を促すためのプロジェクト・バイオ

シールド法（Project BioShield Act）が成立した。同

法により、CBRN［化学（chemical）、生物（biological）、

放射線（radiological）、核（nuclear）］テロ対抗医

薬品の調達に 2004 ～ 2013 年度のあいだで最大約

56 億ドルを支出することが承認された。2011 年まで

に約 25 億 6300 万ドルの契約が結ばれているが、そ

の費用の約 98％が B（生物）テロ対抗医薬品の調達

に使用されている（表 1）3)。

我が国におけるバイオセキュリティ政策の課題：
米国との比較による分析

天野修司・竹内勤
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表１：	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

炭疽菌

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. 

天然痘

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.

ボツリヌス毒素 ボツリヌス
抗毒素 20 万 4 億 1400 万 Cangene Corp.

核・放射性物質

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

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, 2011」
より改変。

　バイオテロ対策の全体像が固まりつつある矢先の

2005 年 8 月、ハリケーン・カトリーナがメキシコ湾岸

地域を襲った。米国史上最大と呼ばれた自然災害に

よって州政府の機能が停止し、地域の救急サービスが

滞るなかで、連邦政府の対応の遅れが目立った。同じ

頃、ヨーロッパやアジアで少しずつ広がりを見せる致死

性の高いインフルエンザ（H5N1）の地球規模での流

行を懸念する声も高まっていた。

　そして、2006 年 12 月、パンデミック・オールハ

ザ ード 事 前 準 備 法（Pandemic and All Hazards 

Preparedness Act；PAHPA）が 成 立し、あらゆる

公衆衛生上の危機への事前準備、対応、復旧まで

を保健福祉省（Department of Health and Human 

Services；HHS）が包括的に統括する体制が整備さ

れることとなった。また、関連する全ての事柄につい

て HHS 長官に助言を行う役職として事前準備対応次

官 補（Assistant Secretary for Preparedness and 

Response；ASPR）が設けられた。

　PAHPA によって、HHS 内に生物医学先端研究

開 発 局（Biomedical Advanced Research and 

Development Authority；BARDA）が創設され、テ

ロ対抗医薬品の製品化プロセスにも新たな活力がもた

らされた。医薬品の研究開発では、企業が資金不足

などによって製品化を断念する、通称「死の谷」と呼

ばれる研究フェーズが存在する。BARDA の主な役割

は、この研究フェーズにある医薬品に助成金を提供す

ることである。これまでの助成金の総額は 16 億ドルを

超えると言われている 4)。

　PAHPA は 2012 年末で期限切れとなったが、2013

年 3 月、オバマ政権は 5 年間の延長を決定した。そ
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れに伴い、プロジェクト・バイオシールド法も延長され、

18 年度までに最大で約 28 億ドルを CBRN テロ対抗

医薬品の調達に支出することが可能となった。5 年間

で 28 億ドルという金額は、前回の 10 年間で 56 億ド

ルとほぼ同額である 5)。

　このように、米国は、現在もバイオテロ対策のため

に多額の資金を費やしている。また、その取り組みは、

自然災害や感染症への対策を含めた包括的なものへと

変化している。

　次節では、そのような政策動向が、医学研究や公衆

衛生基盤に与える影響について分析する。

2. 医学研究に与える影響

　米国のバイオテロ対抗医薬品の研究開発におい

て、基礎研究を担っているのは、国立衛生研究所

（National Institutes of Health；NIH） の 国 立アレ

ルギー感染症研究所（National Institute of Allergy 

and Infectious Diseases；NIAID） で あ る。NIAID

のバイオテロ対策に関連する予算は、2002 年度 1 億

9900 万ドル、03 年 度 6 億 8700 万ドル、04 年 度

16 億 2900 万ドルと増加し、09 年度 16 億 8100 万

ドルに達するまで上昇傾向が続いている。10 年度は

13 億 1620 万ドルに減少したものの、それ以降も毎年

13 億ドル以上の予算が確保されている。

　2002 年に NIAID 発表した「バイオディフェンス

戦 略 計 画（NIAID Strategic Plan for Biodefense 

Research）」では、テロに用いられる可能性のある病

原体についての研究に焦点が当てられていたが、07

年の改定版では「広域スペクトラムアプローチ（broad 

spectrum approach）」の重要性が強調されている。

広域スペクトラムアプローチとは、多様な病原体や毒素

に効果のある医薬品の開発、医薬品の質の向上に利

用できる科学技術の開発、医薬品の生産に費やす時

間とコストを減らすプラット・フォームの確立などである。

　テロリストが使用する可能性のある病原体には、新

興感染症ウイルスや薬剤耐性菌なども含まれている。ま

た、NIAID の予算は、病原体の研究の促進だけでは

なく、高度封じ込め研究施設の建設、バイオセーフティ

訓練などにも使用されている。さらに、広域スペクトラ

ムアプローチによって、医薬品の開発および生産プロセ

スに革新的な変化がもたらされる可能性もある。つまり、

米国においてバイオテロ対策に資する基礎研究の強化

は、医学研究全体の底上げにつながったと考えること

ができる。　

　我が国では、2001 年の炭疽菌郵送事件後、国立

感染症研究所が、科学技術振興調整費で炭疽菌の

検出法や滅菌などについて単年度で研究を実施してい

る。それ以降、厚生労働科学研究費や文部科学省科

学研究費などで、いくつかの大学や研究機関がバイオ

テロ対策に関連する基礎研究を行っていたが、現在で

は、そのような取組もほとんどなくなりつつある。過去

十数年間、医学研究のための人材育成やインフラ整備

という意味で、我が国が米国に大きな後れをとったこと

は明らかである。

3. 公衆衛生基盤に与える影響

　2001 年の同時多発テロと炭疽菌郵送事件以降、

米国の HHS は、公衆衛生緊急時事前準備（Public 

Health Emergency Preparedness；PHEP）連携協

定を通じて、州や地域の事前準備のサポートを行っ

ている。また、病院事前準備プログラム（Hospital 

Preparedness Program；HPP）によって、医療機関

の救急医療の向上に助成金を提供している。PHEP と

HPP の予算は減少傾向にあるものの、2 つのプログラ

ムを合わせた予算のこれまでの総額は、12 年までに

13 億ドルを超えている。13 年 4 月のボストン・マラソ

ン爆弾テロによって、これら 2 つのうち特に HPP の重

要性が再認識される結果となった。

　2013 年 4 月、ボストン・マラソンのゴール付近の観

客エリアで 2 回の爆発が起こり、3 人が死亡、264 人

が負傷、20 人以上が重体となった。米国で大量の負

傷者が発生する爆弾テロが起こったのは初めてであっ

たが、その後の医療対応が高く評価されている。

　爆発現場の犠牲者は即座に人命救助を受けた。外
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傷者の治療は、近くの医療テントで行われた。トリアー

ジも迅速に行われ、45 分以内にすべての患者が救急

車に乗ることができた。致命傷を負った患者は、ほぼ

均等に街の主要な外傷センターに搬送された 6)。その

ような連携を可能にしたのは、HPP によって医療機関

の事前準備が進められていたからと考えられている。

　ボストン・マラソン爆弾テロの犯人は、米国で育ち、

教育を受けていた。近年、米国では、国内で育った

犯人によるホームグロウン・テロリズム（homegrown 

terrorism）の脅威が高まっている。テロに使用された

爆弾は、インターネット上の情報をもとに製造されたと

考えられている。そのような情報へのアクセスが容易に

なっているという状況は、我が国も同じである。

　我が国では、2005 年から、内閣官房が主体となり、

外部からの武力攻撃やテロに対して、関係省庁や地方

自治体が連携して迅速に対応するための国民保護訓

練を行っている。今後は、大量の傷病者への対応、サー

ジキャパシティの向上、情報共有体制の構築など、医

療機関へのサポートがより重要になると考える。

４.日米メディカルバイオディフェンス
　	シンポジウム

　日米メディカルバイディフェンスシンポジウム（以下、

日米シンポジウム）は、バイオテロや自然発生的な感

染症など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。日米

シンポジウムは、日米安全・安心科学技術協力イニシ

アチブに基づくものであり、例年、両国を代表する科

学者や政策担当者が参加している。

　筆者らの研究グループは、文部科学省の委託事業

において米国 NIH の NIAIDと連携し、日米シンポジ

ウムのアジェンダの策定や参加者の調整を行ってきた。

過去 6 回の参加者の主な所属機関を、表 2 に示す。

表 2：過去 6回の日米シンポジウム参加者の主な所属機関

日本 米国

慶應義塾大学 国立アレルギー感染症研究所

長崎大学 疾病管理・予防センター

帯広畜産大学 食品医薬品局

国立感染症研究所 事前準備対応次官補局

化学及血清療法研究所 生物医学先端研究開発局

科学警察研究所 保健福祉省

文部科学省 国務省

厚生労働省 国土安全保障省

農林水産省 環境省

内閣官房 ホワイトハウス

　日米シンポジウムでは、テロに用いられる可能性のあ

る病原体についての研究や、サーベイランス体制、高

度安全実験施設の稼働など、幅広いテーマについて

議論が行われてきた。例年、化学災害や食品安全の

問題など、バイオテロ以外の公衆衛生上の危機につい

ても取り上げてきたが、2011 年は福島県での原発事

故を受けて、核・放射線による健康被害への医療対

応を議題に盛りこんだ。

　日米シンポジウムは、両国のバイオディフェンス研究

や公衆衛生上の危機について、情報共有を行うため

の重要な機会となっている。また、継続的な議論の中

で、新たな 2 国間協力の可能性が模索されている。

日米シンポジウムが、我が国のバイオセキュリティの向

上を実質的に促した例として、化学及血清療法研究所

（以下、化血研）の痘瘡ワクチン LC16m8 の研究が

ある。

　化血研は、米国でのライセンス取得を目指して、

LC16m8 の動物実験、治験薬製造やフェーズ II の臨

床試験などを行っているが、そのための多額の資金を

提供しているのは、BARDA である。日米シンポジウム

には、化血研からの代表者が毎年参加しており、そのこ

とが BARDAとの関係の構築につながったと考えられる。



16

おわりに

　2013年6月、安倍政権は、成長戦略の1つとして「健

康・医療戦略」をまとめた。その中で、医療分野の研

究開発の司令塔機能として「日本版 NIH」を創設し、

厚生労働省、文部科学省、経済産業省などの研究資

金を統合するという構想が示されている。医療分野の

研究開発の司令塔機能は、バイオテロや自然発生的な

感染症の脅威に備えるための研究基盤の拡充を進める

上でも極めて重要である。

　しかし、現行の安倍政権の「健康・医療戦略」では、

経済成長にばかり力点が置かれているため、生物学的

脅威に対抗するための方策についての将来的なビジョ

ンが示されていない。米国の NIH をモデルにするので

あれば、近年のバイオテロ対策に資する基礎研究強化

と、それに伴う医学研究全体の底上げといった動向に

も目を向ける必要がある。新しく創設される日本版 NIH

は、我が国の国民の生命を守るための主要な役割を

果たすものでなければならないと考える。

　2001 年の同時多発テロと炭疽菌郵送事件から十数

年が経過し、テロの脅威も組織的なものから個人的な

ものへと変化しつつある。また、感染症、あるいは地震、

津波、洪水、竜巻などの自然災害の脅威が高まってい

るのは、米国に限ったことではない。ゆえに、米国の

あらゆる災害に備えるための公衆衛生基盤強化の取り組

みは、我が国にとっても学ぶべきところが多いと考える。
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はじめに

　2012 年 12 月 10 日から 14 日に か けて、 外 務

省からの依頼を受けて、スイスのジュネーブで開催

され た 生 物 兵 器 禁 止 条 約（Biological Weapons 

Convention；BWC） の 締 約 国 会 合 に 参 加した。

BWCというと、「軍縮・不拡散」というイメージを抱

かれることが多いが、専門家会合および締約国会合（2

つを合わせて「会期間会合」と呼ぶ）では、バイオセー

フティやバイオセキュリティについても議論されている。

本稿では、まず、会期間会合が定期的に開催されるよ

うになった経緯を簡単に説明し、2012 年の締約国会

合での議論の内容を紹介する。

会期間会合開催までの経緯

　1972 年の BWC の成立によって、生物兵器の開

発、生産、貯蔵、取得、保有等が禁止された。しかし、

その後も、多くの国が秘密裏に生物兵器の開発を進め

ているという疑惑があった。1989 年までに、攻撃的

な生物兵器プログラムを維持していた疑いのある国は、

ソ連、イラク、リビア、シリア、イラン、エジプト、中国、

北朝鮮、台湾、南アフリカの 10ヶ国である 1。ゆえに、

5 年ごとに開催される BWC の運用検討会議では、検

証措置の導入の可能性について議論が行われていた。

　その後、1995 年から 2001 年にかけて、法的拘束

力のある検証措置について検討および交渉するための

特別グループ（Ad Hoc Group）が設置された。特別

グループでは、各国の代表団が集まるセッションが 24

回にわたって開催された 2。平均で約 50ヶ国からの代

表団が各セッションに参加し、議論を重ねたが、結局、

合意には至らなかった。最後の 24 回目のセッションが

終了したのは、2001 年 8 月である。

　それからわずか 2 ヶ月のあいだに、米国で、9.11

同時多発テロと炭疽菌郵送事件が発生した。炭疽菌

郵送事件とは、米国の報道機関や上院議員のオフィス

に炭疽菌が送付されたという事件である。連邦捜査局

（FBI）の捜査によると、米国の陸軍感染症研究所の

科学者ブルース・アイビンスが単独で犯行を行ったとさ

れている 3。犯行に使用された炭疽菌は、2 回に分け

て送付されているが、2 回目に送付されたものは粒子

が細かく、開封と同時にエアロゾル化したことが確認さ

れている 4。

　冷戦時代、米国と旧ソ連が、病原体のエアロゾル化

に成功しているが、当時は、国家規模のプロジェクト

でなければ達成できない技術と考えられていた 5。FBI

の資料によると、アイビンスは、勤務時間外の 15 時間

で、粒子の細かい炭疽菌を製造することに成功してい

る 6。作業は、通常の研究室にある機器のみで行われ

ていた。炭疽菌郵送事件は、生物兵器の脅威が、も

はや国家に限定されるものではないということを国際社

会に認識させる出来事であったといえる。

　そして、2002 年の第 5 回運用検討会議で、専門

家会合および締約国会合を毎年開催し、各年の議題

について共通理解と実行措置を促進することが合意さ

れた。会期間会合のシステムは、2006 年の第 6 回運

用検討会議のあとも維持されている。会期間会合の議

題には、バイオセーフティやバイオセキュリティと関連の

あるものも多く含まれている（表 1）。

2012 年生物兵器禁止条約締約国会合
参加報告

天野修司
慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所
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（表 1）2003 年から2010 年の会期間会合の議題

2003-2005 年会期間会合議題

1 条約の禁止事項を実施するための国内措置（2003 年）

2 病原体・毒素の安全管理・管理体制を確立・維持するための国内措置（2003 年）

3 生物兵器の使用の疑惑及び疑義のある疾病の発生に対処し、調査・被害の緩和を行うための国際的対応能力の強化（2004 年）

4 感染症の監視・探知・診断に対処するための国内・国際的努力の強化（2004 年）

5 科学者のための行動規範（2005 年）

2007-2010 年会期間会合議題

1 国内法制度・機関の強化と法執行機関間の連携を含む、国内実施の強化手段（2007 年）

2 BWC 履行の地域的協力（2007 年）

3 病原菌・毒素の実験室レベルでの安全を含む、バイオセーフティ・バイオセキュリティ向上のための国内的・地域的及び国際的な措置
（2008 年）

4 条約禁止目的に利用されうるバイオ科学技術の悪用を予防するための、監視、教育、意識向上及び行動規範（2008 年）

5 平和目的の生物学的科学技術の国際協力の向上のための、疾病サーベイランス、検知、診断及び封じ込め等の分野におけるキャパシ
ティ・ビルディングの促進（2009 年）

6 疾病サーベイランス、検知、診断及び公衆保健システムの国内能力向上を含む、生物・毒素兵器の使用疑惑に際した支援の提供と
関係機関との連携（2010 年）

（出典）外務省「2003 年生物兵器禁止条約（BWC）締約国会合（概要と評価）」および外務省「2007 年生物兵器禁止条約（BWC）専門家会合（概
要と評価）」から筆者作成 。

2012 年 BWC締約国会合での議論

　2012 年から 2015 年までの会期間会合では、「国

際協力・支援」、「科学技術の進展のレビュー」、「国

内実施強化」の 3 つが常設議題、「信頼醸成措置

（Confidence Building Measures；CBM）提出促進

（2012-2013 年）」「第 7 条実施強化（2014-2015

年）」の 2 つが 2ヶ年議題となっている。以下、2012

年の締約国会合で議論された内容を、それぞれの議題

ごとに整理する。

（1）国際協力・支援

　BWC は、第 10 条で、疾病の予防、その他の平和

目的に資するための生物学の科学的知見の拡大およ

び応用に貢献することを求めている。先進国の多くは、

自国の「国際協力・支援」のプログラムを紹介し、第

10 条に基づく活動が充分に行われているという認識

を示していた。他方、政治的な理由によって、平和目

的での研究材料や機器の交換が不必要に妨げられて

いるという意見が、パキスタンやキューバなどから出さ

れていた。それに対して、米国と欧州連合（EU）は、

BWC の第 3 条で生物兵器の移譲、援助、奨励、勧

2012 年 BWC 締約国会合（ジュネーブ）
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誘が禁止されているため、輸出規制は妥当であるとい

う見解を示していた。

（2）科学技術の進展のレビュー

　分子生物学や遺伝学の急速な進展に伴って、今後、

敵意ある個人あるいはテロ組織による科学技術の悪用

のリスクはさらに高まると予想される。多くの国は、その

ようなデュアル・ユース性のある研究について懸念を表

しつつも、科学技術の成果を広く共有することに肯定

的な意見を述べていた。悪用のリスクを低減するため

の方策として、意識の向上、教育、行動規範の作成

などが挙げられていた。

（3）国内実施強化

　BWC は、第 4 条で、締約国が、領域内、管轄又

は管理のもとにある場所で、生物兵器や運搬手段の

開発、生産、貯蔵、取得、保有を禁止及び防止する

ための必要な処置をとることを求めている。多くの締約

国は、BWC の「国内実施強化」といえば、第 4 条

に基づく、病原体の悪用を防ぐための取組がメインと

捉えていた。そのような取組を進めるうえで、各国のベ

ストプラクティスや経験を共有することが重要であるとい

う意見が多く出されていた。

（４）CBM提出促進

　BWC では、情報共有によって条約の遵守の透明性

を高めるための CBM が導入されている。現在、CBM

の対象項目は 6 つである（表 2）。CBM の提出に法

的拘束力はなく、過去 10 年間、毎年申告を行った国

は 25ヶ国に限られる。提出率がもっとも高かったのは、

2010 年の 44％（72ヶ国）である 7 。多くの締約国が、

CBM の提出を促進するべきであるという認識を持って

いた。しかし、BWC の担当省庁のマンパワー、CBM

に関連する知識、および保健部門との連携が不足して

いるため、CBM の提出が困難になっているという意見

も出されていた。

（表 2）CBMの対象項目

CBM A 研究施設や実験施設についての情報交換

CBM B 感染症や毒素による類似の疾患の発生についての情
報交換

CBM C 研究成果の公刊促進と専門知識の利用推進

CBM E 法律、規制、その他の措置についての申告

CBM F 攻撃的あるいは防御的な生物学的研究開発プログラ
ムにおける過去の活動の申告

CBM G ワクチン生産施設に関する申告

（注）「CBM D」は、第 7 回運用検討会議で削除が決定された。

（ 出 典 ） 国 際 連 合 ジ ュ ネ ー ブ 事 務 局「Revised forms for the 
submission of the　Confidence-Building Measures」から筆者作成。

おわりに

　現在、BWC の会期間会合での議論では、国家によ

る生物兵器の開発をいかに防ぐかということがメインで

はない。むしろ、病原体の管理、デュアル・ユース、

先進国と発展途上国の研究格差など、研究者にとって

も身近な問題が多い。ゆえに、今後、日本国内にお

いても、外交や安全保障の専門家と研究者が対話を

する機会を多く持つことが、より重要になるのではない

かと考えている。
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「New Emerging Diseases の脅威と
 今後の対策について」
 開催報告

開催日時　2014 年 1月25日　土曜日
開催場所　三田キャンパス　東館 6階	G-SEC	Lab

コーディネーター
天野　修司
慶應義塾大学　特任助教
同グローバルセキュリティ研究所　研究員

第 1回
バイオセキュリティワークショップ
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第 1 回バイオセキュリティワークショップ
「New Emerging Diseasesの脅威と今後の対策について」

コーディネーター　天野修司

　本プロジェクトが運営するブログ「Biosecurity News」では、生物学的脅威についての情報をタイムリー

に発信している。なかでも、最近、話題となっているのが、中東呼吸器症候群（Middle East Respiratory 

Syndrome；MERS）とH7N9 インフルエンザのニュースである。どちらも致死性が極めて高く、ウイルスの

変異などによって感染が広がることが懸念されている。他方、国内ですでに患者が発生している重症熱性血

小板減少症候群（Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome；SFTS）は、我々にとって、より

身近な脅威といえる。

　第 1 回バイオセキュリティワークショップは、それら 3 つの「New Emerging Diseases」についての知見

を共有し、その脅威に備えるための事前準備の在り方を検討するために企画された。参加者は、科学者、

政策担当者、国際安全保障の専門家など 80 名である。プログラムは、（表）の通りである。

　サウジアラビアでの MERS 患者の発生（2012 年 9 月）、国内での SFTS 患者の発生（2013 年 1 月）、

中国での H7N9 インフルエンザのヒトへの感染（2013 年 3 月）という情報は、約 3ヶ月おきという非常に

短いスパンで伝えられた。

　厚生労働省の齋藤先生には、これらの感染症への行政の対応について御講演いただいた。特に、SFTS

は、国内での事例ということで、情報発信、病原体の法律的な位置づけ、研究班の立ち上げなど具体的な

内容について言及された。

　国立感染症研究所の松山先生には、MERS ウイルスの特徴、最新の研究成果および日本における検査

体制等について御講演いただいた。MERS コロナウイルスがどのように変化していくのか、今後もモニタリン

グを継続しながらリスク評価を行う必要があると指摘された。

　科学技術振興機構の渡邊先生には、H7N9 インフルエンザの発生状況、疫学的特徴、患者から分離さ

れたウイルスの遺伝的特徴、および治療と予防について御講演いただいた。「パンデミックを起こす可能性は

あるのか」という疑問に対して科学的なエビデンスに基づく解説が行われた。

　山口大学の前田先生には、国内ではじめて SFTS ウイルスが分離・同定されるに至った経緯と、野生動

物や伴侶動物の疫学調査等について御講演いただいた。SFTS ウイルスは、ダニの媒介によって動物あるい

は人に感染するが、抗体のある動物の数は増加傾向にあり、今後、人においても感染が広がる可能性があ

ると説明された。

　総合討論では、研究者サイドと行政サイドの連携の重要性について活発な議論が行われた。研究者サイ

ドが、行政サイドのニーズを把握しながら研究を行い、逆に、行政サイドが研究者サイドの持っている知見

を有効に活用する。そのような連携体制をいかに構築していくかということが、今後の課題といえる。

（表）第 1 回バイオセキュリティワークショップ

講演 1 新興感染症への対応　齋藤智也（厚生労働省）
講演 2 MERS コロナウイルス感染症　松山州徳（国立感染症研究所）
講演 3 中国でヒトから分離された H7N9 鳥インフルエンザウイルスについて　渡邊登喜子（科学技術振興機構）
講演 4 SFTS ウイルスについて　前田健（山口大学）

総合討論



　本講演では、重症熱性血小板減少症候群（Severe 

Fever with Thrombocytopenia Syndrome ; SFTS）

患者の国内発生、中国での鳥インフルエンザ A（H7N9）

のヒトへの感染事例、およびアラビア半島周辺で

の 中 東 呼 吸 器 症 候 群（Middle East Respiratory 

Syndrome ; MERS）の流行への行政の対応について

解説された。

　2009 年から中国で原因不明の発熱性疾患が集団

発生し、2011 年に疾患の原因となる病原体が特定さ

れ、SFTS ウイルスと命名された。日本国内で初めて

SFTS 感染の疑いがある患者がいるという報告を受け

てから、確定に至るまでには慎重を期した。検体から

ウイルスが見つかったというだけで SFTS 患者といえる

のか。周辺へのリスクはどうか。どのように公表するべ

きか等、入念に議論を行った。まず、国立感染症研

究所（感染研）の専門家と意見交換およびリスク評価

を行って、それから確定した場合の対応について当該

自治体、医療機関、患者家族等を交えて協議した。

　さまざまな議論を経て、病理学的検査の結果が出

た段階で公表することが決まり、病原微生物検出情報

（IASR）ホームページでの速報の公表のほか、厚生

労働省の記者クラブでの会見等で啓発、注意喚起を

行った。自治体にも周知し、医療機関には、過去に遡っ

て疑い例を報告するよう依頼した。それと並行し、国

民に向けて Q&A を公開するという手順を進めた。症

例の公表にあたっては、プライバシーの保護および公

衆衛生上の必要性という微妙なバランスを考慮しなが

ら公表内容を決定した。症例の公表から 2 週間後、

厚生科学審議会感染症部会で、SFTS および SFTS ウ

イルスをそれぞれ、感染症法において、どのように位置

づけるかについて議論を行った。当初、医療機関から

の SFTS の発症報告は、結核感染症課長通知による

協力依頼であり、法的根拠に基づくものではなかった。

発生・まん延を防止するために、医師による届出を確

実なものにして、発生状況を把握するとともに、必要

な措置を講じなければならないという状況があった。

　感染症は、基本的に一類から五類に分類される（図

1）。緊急な措置が必要な場合には、「新型インフルエ

ンザ等感染症」「指定感染症」「新感染症」という分

類も用いられる。一類および二類は、感染力や重篤性

等に基づく総合的な観点から見た危険性が高い感染症

と位置づけられており、入院等の措置が必要な疾患で

ある。三類は、基本的に腸管系細菌感染症が含まれ、

飲食物に直接接触するような業務を行う者に就業制限

等をかける必要がある感染症である。四類は、動物等

を介してヒトに感染し、動物等に対する措置が必要な

病気である。五類は、定点報告や全数報告など発生

動向調査を行う感染症である。

　日本の患者の血清から検出された SFTS ウイルスは、

中国の分離株とは遺伝的に独立していた。ゆえに、中

国から持ち込まれたものではなく、日本にもともと存在

していた可能性が高い。ウイルスを媒介し得るマダニ

類は、国内全域に広く分布している。中国における患

者の大半（97％）は農作業従事者であり、マダニに

咬まれる可能性がある人がほとんどである。ただし、

病院などで標準予防策をとらないまま、直接、患者血

齋藤智也
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液や体液に接触したことによる感染事例もある。中国

の疾病対策センター（CDC） と世界保健機構西太平

洋地域事務局（WPRO）が実施したリスク評価では、

公衆衛生上のリスクは低から中程度である。

　これらの状況を総合的に勘案すると、SFTS に必要

な措置は、医師による迅速な届出、必要に応じた積極

的疫学調査および標準予防策の必要性についての周

知徹底である。よって感染症法では、四類に指定する

ことが適当という結論となった。その後、全国の地方

衛生研究所での検査体制を整備した。他方、マダニ・

動物のウイルス保有状況調査、ヒトの過去の感染状況

調査、治療・診断マニュアル策定、診断・調査研究

ネットワーク構築、ワクチン・抗ウイルス薬の基礎研究、

迅速診断法の開発など総合的な研究を行うための研究

班を立ち上げた。

　鳥インフルエンザ A （H7N9）ウイルスの初のヒト感

染事例は、2013 年 3 月末、中国国家衛生・計画生

育委員会のホームページに掲載された（図 2）。4 月 1

日、世界保健機構（WHO）が中国からの報告を公表

したが、検疫所ホームページ「FORTH」では、その

邦訳を翌日（4 月 2 日）に掲載している。その後、厚

生労働省は、自治体への情報提供や検疫所でのポス

ター掲示などを行った。4 月 5 日には内閣官房が、各

省庁の対応についての取り纏め報をホームページに掲

載し始めている。感染研は、「中国における鳥インフル

エンザ A（H7N9）ウイルスの感染事例に関するリスク

アセスメントと対応」など専門的な知見をまとめた文書

を順次作成した。

　3 週間ほど経って、厚生科学審議会感染症部会で、

感染症法上の位置づけについて議論を行った。感染

症法では、一類から五類の分類の他、緊急時の対応

として「指定感染症」、「新型インフルエンザ等感染症」、

「新感染症」という分類が設定されている。「新感染症」

は未知の感染症、「指定感染症」は既知でありながら

一～三類で取れるような措置が必要なものである。「新

型インフルエンザ等感染症」は、ヒトからヒトへの伝播

能力を有するインフルエンザウイルスによる疾患に限定

される。

　H7N9 を含めて鳥インフルエンザは基本的に四類に

分類されているが、H5N1 はすでに二類に位置付けら

れており、入院などの措置が取れるようになっている。

H7N9 ウイルスは、鳥からヒトへと伝播し易くなってお

り、中国で患者が多く発生しているため、H5N1 並み

の二類相当の措置が取れるようにするべきだということ

で「指定感染症」に位置づけられた。H7N9 の現状

としては、2013 年 10 月から感染報告がまた増えてき

ており、継続してモニタリングする必要がある。他にも、

H10N8、H6N1 、H9N2 など新しい鳥インフルエンザ

A ウイルスのヒトへの感染が発生しているが、報告が

あるということは検査キャパシティがある証拠だともいえ

る。

　MERS ウイルスは、サウジアラビアの医師による分離

報告が、2012 年 9 月 20 日 ProMED に掲載されたこ

とで世間に知られるようになった（図 3）。わずか 4 日

後（9月24日）、ヨーロッパの疾病対策センター（ECDC）

は、リスクアセスメントを発表している。その翌日（9 月

25 日）には、英国の健康保護局（当時）が遺伝子

の系統樹解析をホームページに掲載しており、スピー

ド感が非常に速いと感じている。厚生労働省は、9 月

25 日、結核感染症課長通知による情報提供および協

力依頼を行って、翌年（2013 年）2 月 19 日、全国

で検査体制を整備した。

　3 つの疾患を経験して学んだことは、新興感染症の

対応において重要な第一歩は、いかに早く情報を得る

かということである。世界の第一線にいる研究者の情

報は何よりも早い。行政としてはこのような研究者との

コミュニケーションは欠かすことができない。ゆえに、

世界の第一線で情報が入手できる研究者を育てていく

ことは行政の課題の一つではないかと感じている。ま

た、新興感染症は動物媒介性のものが多いので、ウイ

ルス学者や細菌学者だけではなく、マダニなど動物の

プロ、臨床のプロなどを含めてコミュニケーションを取

るプロセスが必要だと考える。
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（図 1）

（図 2）
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（図 3）



　本講演では、中東呼吸器症候群（Middle East 

Respiratory Syndrome；MERS）ウイルスの 特 徴、

最新の研究成果および日本における検査体制等につい

て説明された。

　 重 症 急 性 呼 吸 器 症 候 群（Severe Acute 

Respiratory Syndrome；SARS）は、2002 年の 11

月頃から発生し、中国の広東省でアウトブレークを起こ

して、その後、カナダやシンガポールなどいろいろな国

に広がった（図 1）。当初、中国政府が情報を隠すな

どしたため、よく分からないことが多かった。MERS の

場合は、9 月末、2 人目の患者が発生したときには病

原体が明らかとなっており、検査法も迅速に開発され

た。SARS の時とは、次元の違う対応が行われたとい

うことで、10 年間で飛躍的な進歩があったと感じる。

　2014 年 1 月15日現在、MERS の感染者は 178 名、

うち死者は 76 名である。ほとんどの患者は、アラビア

半島で見つかっている。その地域に旅行に行った人か

ら感染が広がって、ヨーロッパの数ヶ国およびチュニジ

アでも患者が発生している。アラビア半島の全域で患

者が見つかっているが、少しずつ広がったのではなく、

散発的に見つかったというのが特徴である。患者が発

生した地域を調べてみると、近代的なビルが建ち並ん

でおり、大都会という印象を受けるところが多かった。

　MERS ウイルスの分離にはじめて成功したのは、Ali 

Mohamed Zakiというサウジアラビアの病院に勤務す

る医師である。Zaki は、分離した病原体をオランダの

エラスムス・メディカル・センターに送って解析を依頼

した。そこで解析を行った Ron Fouchierという科学

者は、ウイルスの配列に対して特許を取得した。サウ

ジアラビアの保健大臣は、Zaki がウイルスを国外に送っ

たことに憤慨し、Zaki を解雇するよう病院に圧力をか

けた。現在、Zaki はエジプトの病院で働いているが、

このエピソードは、ウイルスの知的財産権の問題を提

起している。

　2012 年 6 月、はじめて病原体が分離されてから数ヶ

月後、2例目のMERSの患者が発生した（図2）。遡ると、

ヨルダンで 3 月と4 月にも感染があったことが、保存さ

れていたサンプルの検査で明らかとなっている。2013

年 4 月から世界保健機構（WHO）が介入して、検査

を行うようになってからは、毎月 20 名ぐらいの患者が

見つかっている。最近、理由は分からないが、患者の

数は少しずつ減ってきている。感染性の肺炎による死

者の数は、年間で約 320 万人である。うち MERS に

よる死者の数は、年間で 50 人ほどである。したがって、

MERS は珍しい病気といえるが、なぜ大きく報道される

かというと、コロナウイルスは爆発的に感染拡大する可

能性を秘めているからである。   

　ウシにはウシ、アルパカにはアルパカと、それぞれの

動物に特有のコロナウイルスがある。現在、米国では、

「豚流行性下痢ウイルス（PEDV）」というブタのコロ

ナウイルスの感染が流行しており、数日前から、沖縄

や鹿児島でも発生したということで問題になっている。

小さい子ブタが罹って死亡したりするので、養豚業者

には重大な問題であるが、人間に感染することはな

い。ヒトのコロナウイルスは、229E、NL63、OC43、

HKU1と4 種類ある。それらは、鼻カゼのコロナウイル
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スで、人類のほとんどが 5 歳以下で感染している。

　SARS の自然宿主は、コウモリといわれているが、2ヶ

月ほど前、SARSとほぼ同じコロナウイルスが中国のコ

ウモリから分離されたという論文が発表された。そのウ

イルスは、ヒトの細胞にも、サルの細胞にも、ブタの細

胞にも感染した。つまり、ダイレクトにヒトに感染する能

力を持ったウイルスが中国のコウモリのなかにいたとい

うことである。MERSとほぼ同じ配列のウイルスも、エ

ジプトのコウモリなどから見つかっている。

　他方、流行地域で、多くのヒトコブラクダが MERS

に対する抗体を持っており、宿主である可能性が高い

と考えられている。オマーンのヒトコブラクダは 100％、

MERS に対する抗体検査で陽性になった。スペインの

カナリヤ諸島のヒトコブラクダは 14％、エジプトのヒト

コブラクダは 98％、サウジアラビアのヒトコブラクダは

90％が、中和抗体を持っている。しかし、ほとんどの

感染者は動物接触歴がないので、ヒトコブラクダから

ダイレクトに感染しているのではないという意見もある。

現地の大人や子どもは、MERSに感染した形跡は無い。

ラクダからラクダに感染してヒトに感染して数代で消え

てしまうのか、ヒトにも感染してヒトからヒトに広がって

糖尿病や腎臓病があるヒトのみ重症化するのかは、今

のところ分からない（図 3）。今後、MERS ウイルスは、

ラクダのなかで存続して、たまにヒトに感染するのか、

SARS のように急激に広がって消えてしまうのか、ある

いは第 5 のコロナウイルスとして人類の中に存続し続け

るのか、今後もモニタリングを継続しながらリスク評価

を行う必要がある。

　MERS の特徴をまとめると、発生が散発的である。

感染者は重症肺炎を起こし、腎炎や下痢が見られるこ

ともある。医療従事者の感染は 24％くらいである。感

染源としてヒトコブラクダが疑われているが、ほとんど

の感染者に動物の接触歴が無い。濃厚接触によるヒト

からヒトへの感染も確認されている。潜伏期間は 2 日

から 15 日で、治療薬やワクチンはない。重症化した

人の多くは合併症（糖尿病、がん、慢性の心・肺・

腎疾患など）を持っている。また、高齢者ほど重症で、

健康な人や子どもでは不顕性感染の場合もある。

　コロナウイルスは、脂質二重膜のなかに RNA の遺

伝子を持っており、その周りに感染するためのタンパ

ク質を持っている。脂質二重膜を持つウイルスは、比

較的、石鹸やアルコールに弱い。コロナウイルスの遺

伝子は 1 本しかないので、複製のミスによってのみ変

異するが、MERS は常に変異していることが研究で明

らかとなっている。治療法の実験では、アカゲザルに

MERS を感染させて、8 時間後、16 時間後、24 時

間後と interferon- α 2b や ribavirin を投与すると、

炎症が起きないことが分かっている。しかし、実際の

患者は、診断されてから投与をはじめるので、全く効

果がない。

　日本での検査対象は、38℃以上の発熱と咳を伴う

急性呼吸器症状があり、アラビア半島や周辺諸国に渡

航又は居住歴がある人である。ヒトに感染するコロナ

ウイルスは 4 種類もあるので、血清診断で MERS のよ

うな新型のウイルスと区別するのは難しいところがある。

したがって、国立感染症研究所（感染研）、全国の

地方衛生研究所、政令指定都市の保健所、成田空港

および関西空港の検疫では、遺伝子診断による検査法

を準備している。

　感染研では、日本へのウイルスの侵入を想定して、

血清診断や病理診断による検査システムの開発も行っ

ている。また、感染機構、病態発現機構、遺伝子解

析といったウイルス学的研究も進めている。また、疫学

情報センターでは、最新の情報をウェブページで公開

している。
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（図 1）

（図 2）
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（図 3）



　本講演では、H7N9 インフルエンザの発生状況、疫

学的特徴、患者から分離されたウイルスの遺伝的特徴、

および治療と予防について解説された。

　2013 年 3 月 31 日、中国で H7N9 インフルエンザ

のヒトでの感染例があったと報告された（図 1）。その

後の調査で、はじめての感染は、2 月 19 日に上海市

で起きていたことが明らかになっている。中国政府は、

早い段階で、各地の生鳥市場や食肉処理場、家禽農

場、豚屠畜場、豚農場、野鳥生育地から約 90 万検

体を採取し、検査を行った。その結果、上海市や安

徽省などにある生鳥市場の 53 検体から H7N9 ウイル

スが検出された。中国政府は、すぐに市場の閉鎖、鶏

などの殺処分、清掃・消毒といった措置を実施した。

恐らく、これが功を奏して 4 月下旬からの感染報告数

は激減している。

　ところが、翌年（2014 年）の 1 月から感染者の数

がまた急激に増え、1 月 21 日現在では、感染者の数

が 217 名、うち死者は 57 名となっている。感染者の

67％が男性であり、29％が女性である（5％は不明）。

年齢分布は、50 歳以上の成人、高齢者に感染が多

い。臨床症状は軽症なものから全身症状を伴う肺炎と

さまざまで、約半数のケースで、急性呼吸窮迫症候群

（ARDS）の合併が認められた。患者の約 70％が既

往症を有している。また、患者の 77％が発症から遡っ

て 1 週間以内に鶏やアヒル、ハトといった動物との接

触歴があることが分かっている。

　H7N9 ウイルスについて 2 つの大きな疑問がある。1

つは H7N9 ウイルスがヒトで病原性が高いのはなぜか、

もう1 つは H7N9 ウイルスが世界的に流行してパンデ

ミックを起こす可能性はあるかということである。まず、

H7N9ウイルスがヒトで病原性が高かった原因を調べる

ため、我々の研究グループ（東京大学医科学研究所、

ERATO 河岡プロジェクト、国立感染症研究所、北海

道大学の研究者による研究体制）は、マウスやサルな

どの哺乳類モデルを用いて病原性の解析を行った。カ

ニクイザルの実験では、ウイルスを感染させて、各臓

器におけるウイルスの力価を調べた（図 2）。

　コントロールとしては、2009 年のパンデミックインフ

ルエンザウイルスと季節性インフルエンザウイルスを用

いた。縦軸がウイルスの力価、横軸が各臓器を示して

いる。赤色がパンデミックウイルス、青色が季節性ウイ

ルス、緑色が中国の患者から分離された H7N9 ウイル

ス（Anhui 株）である。網が掛っている部分は各肺葉

におけるウイルス力価を示している。2009 年のパンデ

ミックウイルスとH7N9 ウイルスは、各肺葉で効率良く

増殖していることが分かる。以上の結果から、H7N9

ウイルスの肺で良く増えるという性質が、ウイルス性肺

炎を引き起こし、重症化につながっていると考えられる。

　続いて、パンデミックを起こす可能性についてである

が、ウイルスが、ヒトからヒトへと効率よく飛沫伝播する

ためには、上気道で増殖する必要がある。それは、上

気道で増えたウイルスが咳やくしゃみで伝播するからで

ある。ヒトの上気道におけるウイルスの増殖には、レセ

プター特異性という性質が大きく関与する。インフルエ

ンザウイルスは、細胞の表面に発現しているレセプター

に吸着し、細胞内に取り込まれて感染サイクルがはじま

中国でヒトから分離された H7N9
鳥インフルエンザウイルスについて

渡邊登喜子
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る。レセプターと結合するのは、ウイルスの表面にある

ヘマグル二チン（HA）である。

　通常、トリ由来のインフルエンザウイルスは、トリ型の

レセプターは認識しても、ヒト型のレセプターは認識し

ない。しかし、ヒトの呼吸器には、上気道ではヒト型の

レセプターのみが発現しているが、肺の奥ではトリ型の

レセプターが発現している（図 3）。トリ由来のウイルス

がヒトの上気道で、効率よく増えるためには、ウイルス

の HA がヒト型のレセプターを認識できるように変異す

る必要がある。HA のいくつかのアミノ酸が、ヒト型レ

セプターの認識に重要であることが分かっている。シー

クエンス解析によって、ヒトから分離された大部分の

H7N9 ウイルスの HA の 226 番目のアミノ酸は、ヒト型

レセプターの認識に重要なロイシンあるいはイソロイシ

ンであることが明らかとなった。我々の研究でも、ヒト

から分離された H7N9 ウイルスはヒト型とトリ型レセプ

ターの両方を認識することが明らかとなっている。

　ヒトの上気道におけるウイルスの増殖には、ウイルス

の温度感受性も大きく関わっている。ヒトの体内の温度

は、肺などの下気道の深部は 37 度であるが、上気道

は 33 度である。トリの体温は、41 度と高めである。ヒ

ト由来のウイルスは 33 度から 37 度で増殖する。この

温度感受性に関係するのが、PB2（ウイルス RNA ポ

リメラーゼ複合体を形成するサブユニットのひとつ）と

呼ばれるウイルスタンパク質である。ヒト由来のウイル

スは、普通 PB2 の 627 番目のアミノ酸がリジンであり、

トリ由来のウイルスはグルタミン酸である。我々が以前

に行った研究から、PB2 の 627 番目のアミノ酸をリジ

ンに変えたトリウイルスの変異体は、低い温度でも増殖

できることが分かっている。

　中国で鳥から分離された H7N9 ウイルスをシークエ

ンス解析してみると、627 番目のアミノ酸はグルタミン

酸であった。しかし、ヒトから分離された H7N9 ウイ

ルスのアミノ酸はリジンであることが判明している。そこ

で、我々の研究グループは、H7N9 ウイルスをヒトの細

胞に感染させて、33 度と37 度におけるウイルスの増

殖率について調べた。その結果、ヒトから分離された

H7N9 ウイルスは、ヒトの上気道の温度である 33 度で

も、よく増殖することが明らかとなった。

　我々の研究グループは、H7N9 ウイルスがヒトからヒ

トに飛沫伝播する能力を持つかどうかを調べるために、

フェレットを用いた実験も行った。フェレットは、ヒトの

インフルエンザウイルスに感受性があり、感染すると発

熱やくしゃみなどの症状を示す。また、フェレットとフェ

レットのあいだで、ヒトのインフルエンザウイルスは飛沫

伝播するので、動物モデルとして利用されることが多い。

実験では、H7N9 ウイルスを感染させたフェレットと非

感染のフェレットを別々のケージに入れて離れた場所に

置き、ウイルスが飛沫伝播するかを調べた。

　コントロールは、2009 年のパンデミックウイルスとト

リから分離された H7N9 ウイルスである。2009 年のパ

ンデミックウイルスは、3 ペアのうち 3 ペアで飛沫伝播

を起こした。トリから分離された H7N9 ウイルスは、3

ペアのうち、飛沫伝播するものはなかった。ヒトから分

離された H7N9 ウイルスは、3 ペアのうち 1 ペアで飛

沫伝播が確認されたので、限定的な飛沫伝播がフェレッ

トとフェレットのあいだで起こったといえる。

　既存の抗インフルエンザ薬には、タミフルやリレンザ、

イナビルといったノイラミニダーゼ阻害剤と、市販はま

だされていないが、ファビピラビルというRNA ポリメラー

ゼ阻害剤がある。我々の研究グループによるマウスを

用いた実験では、ノイラミニダーゼ阻害剤よりも RNA

ポリメラーゼ阻害剤の方が、H7N9 ウイルスの増殖を

抑える効果が高いという結果が出ている。国立感染症

研究所（感染研）では、ワクチンの開発が進められて

いるが、H7HA の免役原性は低いという報告もあり、

アジュバントの併用も考える必要があると思われる。

　H7N9 ウイルスは、H5N1 ウイルスとは異なり、鳥に

感染しても症状を示さない。恐らく、不顕性感染という

形で鳥の中で保持、保有されている。そのなかで変異

の獲得やリアソートメントによって、よりヒトに適応したウ

イルスが出現する可能性があると思われる。今後も鳥

のモニタリングや、パンデミックに備えるための取組を

行うことが重要であると考える。
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（図 1）

（図 2）
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（図 3）



　本講演では、国内ではじめて重症熱性血小板減

少 症 候 群（Severe Fever wit Thrombocytopenia 

Syndrome ; SFTS）ウイルスが分離・同定されるに至っ

た経緯と、野生動物や伴侶動物の疫学調査等につい

て解説された。

　近年、「One World，One Health」というスロー

ガンが国際的に認知されはじめている。人を守るた

めには、家畜や野生動物も健康でなければならない。

SARS の宿主がキクガシラコウモリ、H7N9 インフルエ

ンザの宿主が鳥であるように新興感染症には動物由来

のものが多い。そういった意味で、いろいろな動物の

病気をしっかりと把握しておく必要がある。家畜や野生

動物の病気についての基礎データを積み重ねておくこ

とが、将来的な人の病気に備えることになると考えてい

る。

　SFTS ウイルスの第 1 例目の患者は、50 才代の女

性である。山口県立総合医療センターで診断を受けた

際、発熱、嘔吐、全身倦怠感、黒色便などの症状が

認められた。抗生物質によって、嘔吐と下痢はやや治

まったが、発熱は持続した。発症から 3 日後、血液

検査で血球減少が見られた。今日であれば、SFTS を

疑う医師も多いと思うが、当時、日本にそのような病気

があるとは知られていなかった。患者には、海外への

渡航歴もなく、ダニによる明らかな咬傷もない。担当医

の高橋徹先生は、さまざまな感染症を疑って、検査を

実施したが、結局、原因は不明のままであった。

　高橋徹先生は、患者がネコを飼っていたということ

で、山口大学の獣医師に相談した。それから、ウイ

ルスの可能性があるということで、共同獣医学部獣医

微生物学教室で検査を行うこととなった。ヒト由来と

ネコ由来、両方の可能性があったので、Vero 細胞と

fcwf-4 細胞に血清を接種した。その 4 日後に Vero 細

胞、5 日後に fcwf-4 細胞で細胞変性効果（CPE）が

出現した。血清を接種して数日以内に CPE が出るウイ

ルスは見たことがなく、恐らく新しいウイルスであろうと

考えて、東京農工大学の水谷哲也先生に解析を依頼

したところ、SFTS ウイルス遺伝子が検出された。その

後、国立感染症研究所（感染研）で確定診断が行わ

れた。

　山口県の患者の検体から分離された SFTS ウイルス

は、遺伝子配列から見ても独自の進化を遂げており、

以前から日本にあったと推測される。感染研の西條政

幸先生が中心となって行った後方視的研究によって、

2012 年までに山口県での患者を含めて 11 名の患者

が発生していることが明らかになっている。もっとも早

い時期に発症した患者は、2005 年の長崎県での患

者である。

　2013 年は 40 症例が報告されている。うち死者は

13 名なので、致死率は 32.5％にものぼる。とはいえ

中国での致死率は 10％前後ということを考えると、潜

在的な患者は、もう少し多くて、見落としているところ

があるのではないかと思われる。患者の発生は、西日

本に限定されるが、その理由は今のところ明らかになっ

ていない。SFTS の患者は、4 月から 11 月にかけて多

くなっているが、これはダニの媒介感染症の発生時期

と重なっている。このような疫学的な状況からも、ダニ

SFTS（重症熱性血小板減少症候群）
ウイルスについて

前田健
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媒介感染症であることが強く疑われる。

　卵から孵化したダニのなかには SFTS ウイルスが維

持されており、吸血することでヒトや動物にウイルスを

感染させると考えている。中国の研究者が発表した論

文によると、中国の牛の 60.4%、綿羊の 69.5%、犬

の 37.9%、豚の 3.1%、鶏の 47.4% から SFTS ウイル

ス抗体が検出された。同じく、牛の 4.2%、綿羊の 3.8%、

犬の 5.3%、豚の 2.6%、鶏の 1.7% からウイルス遺伝

子が検出されている。

　日本でも、感染研の森川茂先生が中心となって、シ

カやイノシシの SFTS ウイルス抗体の調査を行った。山

口県のシカの陽性率は、2009 年度から 2013 年度に

かけて合計で 50%（検査数 130、陽性数 65）と高かっ

た。山口県のイノシシの陽性率は、2010 年 0%（検

査数 44、陽性数 0）、2011 年 6%（検査数 34、陽

性数 2）、2012 年 19%（検査数 37、陽性数 7）で

あった。牛とシカは、ともに偶蹄類であるので、シカの

陽性率が高いことは納得できる。それでは、犬はどうか。

先ほどの中国の論文でも、犬の陽性率は高くなってい

る。そこで、2012 年から 2013 年にかけて日本全国

の犬の陽性率の調査を行った（図 1）。山口県では陽

性率が高く、他には熊本県と宮崎県で陽性が見つかっ

ている。

　宮崎県で陽性となった飼育犬はビーグルで、室外飼

育が多く、ダニの刺咬もあったといわれている。熊本

県で陽性になった飼育犬は、猟犬だったので、当然、

ダニに刺さされる機会も多かったと思われる。その猟犬

は、多頭飼育されていたが、他の犬は陰性だったので、

犬から犬に感染はなかったと考えられる。山口県で陽

性になった飼育犬は、マルチーズ 1 匹と雑種 2 匹であっ

たが、3 匹とも基本的に室内で飼育されていた。つま

り、ヒトの生活環境の近くにも SFTS ウイルスを持つダ

ニが存在しているということである。山口県で陽性率が

高かったので、動物病院に追加検査を依頼したところ、

8 検体のうち 2 検体が陽性であった。つまり、合計で

27 頭のうち 5 頭、20％以上がその動物病院の周りで

感染していたことになる。

　森川茂先生を中心とする研究グループは、全国規

模で猟犬の抗体検査も行っているが、陽性率は 10.6％

（検体数 416、陽性数 44）であった。猟犬は、ダニ

が生息する山野に入るため陽性率が高いのは理解でき

る。ところが、沖縄の猟犬には陽性となるものがいなかっ

た。我々の研究グループは、ベトナムの飼育犬も調べ

ているが、152 頭のうち 1 頭が陽性、1 頭が疑陽性と

なっている。中国、韓国で SFTS 患者が発生し、ベト

ナムのイヌも陽性であるにも関わらず、沖縄の飼育犬と

猟犬、どちらからも陽性は見つからないというのは不思

議な感じがする。そこで、沖縄を徹底的に調べてみよう

ということで、23 検体を調べてみたが、やはり全て陰

性であった。他方、台湾で、ヤギ 58 頭、牛 200 頭

を調べているが、全て陰性である。つまり、アジア全

域に広がっているわけではないということがいえる。

　2007 年から2013 年にかけて日本のある地域でタヌ

キやイノシシなど多くの種類の動物を調べたが、アライ

グマは、1414 頭を調べることができた（図 2）。アライ

グマの陽性率は全体で 7.3% であるが、年代別に分け

ると2007 年は陽性率 0%、2008 年 0.9%、2009 年

5.3%、2010 年 5.5%、2011 年 6.9%、2012 年 6.2%、

2013 年 17.2% である（図 3）。地区別では、A 地区

の陽性率 5.7%、B 地区 15.2%、C 地区 0%、D 地

区 0%、F 地区 2.3%、G 地区 0%、H 地区 0% である。

同じ地域でありながら、地区ごとで陽性率が異なるが、

年代を追うごとに陽性率が高まっているので、今後、

0% の地区にも入ってくる可能性は高いと考えている。

　日本では、現在のところ、兵庫県より西側で、SFTS

の患者が発生しているが、動物の調査結果を見ると、

ますます感染が広がる可能性があると思われる。今後、

台湾や沖縄に SFTS ウイルスが入ることもあると考える。

SFTS は、まだまだ新しい感染症であり、広がる可能

性を念頭においてモニタリングを継続することが、我々

の責務ではないかと考えている。



40

（図 1）

（図 2）
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（図 3）
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「生物学的脅威に備えるための日英協力について」
 開催報告

開催日時　2014 年 2月8日　土曜日
開催場所　三田キャンパス　東館 8階	ホール

第 2 回
バイオセキュリティワークショップ
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第 2 回バイオセキュリティワークショップ
「生物学的脅威に備えるための日英協力について」

コーディネーター　天野修司

　英国のパブリックヘルス・イングランド（Public Health England；PHE）は、基礎から応用まで幅広い

病原体の研究を行っている。大学や企業との協力のもと、診断技術やワクチン等の開発も行っている。また、

バイオテロを含む公衆衛生上の危機に対応するための計画立案や連携調整においても重要な役割を果たし

ている。

　第 2 回バイオセキュリティワークショップの目的は、PHE の生物学的脅威に備えるための取り組みの全体像

を把握し、日本の大学や研究機関との研究協力の現状を踏まえて、今後の発展の可能性を検討することで

ある。ワークショップ当日、東京は、45 年ぶりといわれる記録的な大雪に見舞われたが、講演者 3 名を含

む 35 名の関係者が参加した。プログラムは、（表）の通りである。

　スペンサー先生には、自然発生的な感染症およびその他の健康危機に対応するための PHE の取組につ

いて御講演いただいた。自然災害、事故、感染症のアウトブレイク、テロ攻撃など健康に危害を及ぼす可能

性のある出来事は多様化している。PHE は、地方自治体や国民保健サービス（National Health Service；

NHS）のサポートを通じて公衆衛生基盤を強化することで、21 世紀の健康危機に対応するための主要な役

割を果たしていると説明された。

　長崎大学熱帯医学研究所の安田先生には、PHEとの研究協力の事例についてアカデミアの立場から御

講演いただいた。日本国内で、出血熱ウイルスの研究は行われているものの、バイオセーフティレベル（BSL）

4 の研究施設がないため、本物のウイルスを扱うことができない。講演では、ラッサウイルス、マールブルグ

ウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルスなどを対象とする PHEとの共同研究の有用性が実例をもとに示さ

れた。

　国立感染症研究所（感染研）の福士先生には、同様のテーマについて、フロントラインで感染症に対応

するという立場から、御講演いただいた。感染研は、基礎および応用研究、感染症のレファレンス業務、感

染症サーベイランスなど PHEと同じミッションを持っている。PHEと感染研は、情報や研究ツールの共有、

BSL4 訓練、診断法の評価などさまざまな活動において協力関係があると説明された。

　総合討論では、より高いレベルで日英協力の可能性について検討する必要があるという意見が多く出され

た。講演を通じて明らかになったことは、現在、日本の大学や研究機関とPHEとの交流は研究者個人のレ

ベルで行われているものが多いということである。今後、研究協力によって、どのような利益が得られるのか

を日英双方が抽出し、国レベルで新たな協力枠組みを打ち出す必要があると考える。日本にとって最大の利

益は、BSL4 施設での研究であろう。

（表）第 2 回バイオセキュリティワークショッププログラム

講演 1 感染危機への対応：新興および再興の脅威　ロバート・スペンサー（元パブリックヘルス・イングランド）
講演 2 パブリックヘルス・イングランドとの研究協力の事例①　安田二朗（長崎大学）
講演 3 パブリックヘルス・イングランドとの研究協力の事例②　福士秀悦（国立感染症研究所）　

総合討論



　本講演では、自然発生的な感染症およびその他の

健康危機に対応するためのパブリックヘルス・イングラ

ンドの取組について紹介された。

　英国の健康保護局は、自然発生的な感染症や

CBRN（化学、生物、核・放射性物質）テロなどの

公衆衛生上の脅威から国民を防護することを目的とし

て、2003 年に設立された。その背景には、2001 年、

米国での 9.11 同時多発テロとそれに続く炭疽菌郵送

事件によるバイオテロの脅威の高まりがある（図 1、図

2）。健康保護局は、2013 年よりパブリックヘルス・イ

ングランド（Public Health England；PHE）に含まれ

ることになったが、ポートンダウン（Porton Down）、

コリンデール（Colindale）、チルトン（Chilton）にあ

る 3 つの拠点の機能は、現在も維持されている（図 3）。

　PHE ポートンダウンの新種および危険な病原体局

（Novel and Dangerous Pathogens；NADP） は、

炭疽、野兎病、出血熱、リケッチア、および多くの種

類のアルボウイルスによる疾患など危険な病気の専門

的な診断を行っている。その機能は、診断技術、治療

薬およびワクチン等の積極的な研究開発プログラムに

よって支えられている。NADP では、バイオセーフティ

レベル（BSL）3 および 4 の研究を行う傍ら、国内外

の関係者を対象に封じ込め研究施設での病原体の取

扱についてのトレーニングコースを開設している。また、

環境中の病原体を検知するためのバイレスポンスチー

ムの派遣も行っている。

　PHE ポートンダウンでは、英国でライセンスを取得し

ている炭疽菌ワクチンなど多くの種類の生物学的医薬

品の製造を行っている。炭疽菌ワクチンは、バイオテロ

等による攻撃から関係者を防護するという目的で国防

省（Ministry of Defense）に供給されている。また、

労働衛生の目的で保健省（Ministry of Health）に

も供給されている。PHE ポートンダウンの緊急時対応

部（Emergency Response Department）は、感染

症サーベイランスや早期検知のためのインフラ整備、ト

レーニングコースの開設、実働訓練等によって事前準

備の向上を図っている。バイオテロや化学テロに備えて、

医療従事者向けのガイドラインも作成している。

　PHE コリンデールでは、感染症サーベイランスの運

用、アウトブレイクの原因究明のための国内の関係機

関との調整、さまざまな感染症のリスクについて政府へ

の助言、国際的な健康危機情報への対応などを行っ

ている。自然発生的な感染症に加えて、意図的な病

原体の散布やそれを連鎖させる悪戯（hoax）が起こっ

た場合の微生物学的検査や疫学的調査の技術を提供

することもミッションに含まれている。PHE コリンデール

の医療スタッフは、24 時間体制で、地域の微生物学者、

医療従事者および公衆衛生担当者に感染症の予防や

コントロールについて専門的なアドバイスを行っている。

　チルトンに本部を置く、放射線・化学および環境

ハザードセンター（Centre for Radiation, Chemical 

and Environmental Hazards；CRCE）は、化学剤、

毒、放射線、超音波、インフラサウンド等への曝露に

よる健康被害から国民を防護することを目的としてい

る。CRCE の主な役割は、防護のための知識の向上、

研究施設や技術の提供、トレーニングコースの開設、

感染危機への対応：
新興および再興の脅威

ロバート・スペンサー
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講演者略歴
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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 200 編近くの論文を発表している。



政府や関連機関への専門的な助言である。CRCE

は、24 時間体制で中毒や治療についてアドバイスを

提供する英国毒物情報サービス（National Poisons 

Information Service ；NPIS）を設置している。また、

気候変動や自然災害が健康に与える影響についての

調査も行っている。

　3 つの拠点の他にも、PHE は、専門家微生物学

サービス（Specialist Microbiology Services；SMS）

を通じて、8 つの特別臨床研究施設を稼働している。

これらの研究施設は、国民保健サービス（National 

Health Service；NHS）や医療機関に微生物学的検

査や臨床診断を提供している。SMS の特別臨床研究

施設は、イングランド全体をカバーできるよう戦略的に

配置されており、PHE ポートンダウンとPHE コリンデー

ルと合わせて総合的な診断と分析を行うことが可能に

なっている。加えて、SMS では、NHS、地方自治体、

その他のステークホルダーのための法定検査を実施す

る 5 つの食料、水、環境（FW&E）専用の研究施設

も稼働している。

　自然災害、事故、感染症のアウトブレイク、テロ攻

撃など健康に危害を及ぼす出来事は、多様化している。

また、それらが与える影響も、地域レベルのものから国

レベルのものまで、さまざまである。PHE は、地方自

治体や NHS のサポートを通じて公衆衛生基盤を強化

することで、21 世紀の健康危機に対応するための主

要な役割を果たしている。

47



（図 1）

（図 2）
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（図 3）
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　本講演では、現パブリックヘルス・イングランド（旧

建康保護局）と日本の研究機関との研究協力の事例

について紹介された。

　パブリックヘルス・イングランド（Public Health 

England；PHE）との研究協力は、2008 年からはじまっ

た。当時、勤務していた科学警察研究所では、バイ

オテロ対策、法微生物学鑑定、出血熱ウイルスの基礎

研究といった業務を行っていた。バイオテロ対策として

は、炭疽菌や天然痘ウイルスなど危険性の高い 19 種

類の病原体を短時間で特定できる検知機器を東芝と共

同で開発した。検知機器は、2009 年、「BioBulwarkTM

（バイオブルウォーク）」という名前で製品化されている。

2010 年から勤務している長崎大学熱帯医学研究所で

は、高病原性ウイルスの増殖機構の解明、新規抗ウイ

ルス療法の開発、高病原性ウイルス検出法の開発、ナ

イジェリアにおけるラッサ熱の疫学調査・診断法開発・

病体解析等が研究テーマとなっている。

　PHEとは、多くの研究協力を行っているが、1 例目

として「ラッサウイルスとマールブルグウイルスに対する

Tetherin/BST-2（以下 Tetherin）の抗ウイルス活性」

の研究を紹介する。 Tetherin はインターフェロン（IFN）

誘導性の細胞性因子であり、多くのエンベロープウイル

スに対して抗ウイルス活性があることが分かっている。

Tetherin は、子孫ウイルス粒子を細胞膜に繋ぎとめる

ことで、ウイルス放出を抑制すると考えられる（図 1）。

我々の研究グループは、Tetherin はラッサウイルスと

マールブルグウイルスにも同じ効果があると考えた。

　ラッサウイルスとマールブルグウイルスは、バイオセー

フティレベル（BSL）4 の病原体である。日本では

BSL4 の病原体を扱える施設がないため、我々の研究

グループは、ウイルス様粒子（virus like particles；

VLP）の産生における Tetherin の阻害効果を調べた。

ラッサウイルスやマールブルグウイルスのマトリックスタン

パク質は、細胞内で単独で発現させると、VLP を産生

する。それは、ウイルス増殖によく似たメカニズムである。

我々の研究によって、Tetherin は、VLP 産生に対して

顕著な阻害活性があることが明らかとなった。

　Tetherin が、人において効果的な抗ウイルス療法

であるかどうかを確かめるためには、やはり本物のウイ

ルス増殖で実験を行う必要がある。このことが PHEと

共同研究をはじめるきっかけとなった。慶應義塾大学

グローバルセキュリティ研究所の研究グループの調整に

よって、2008 年から 2009 年にかけて、ポートンダウ

ンの BSL4 施設で実験を行うことができた（図 2）。し

かし、2010 年、米国陸軍感染症研究所（USARMRIID）

の Bavari 博士を中心とする研究グループが、同様の

ウイルスでの Tetherin の阻害活性について報告を行っ

た（Sheli R. Radoshitzky et al., “Infectious Lassa 

Virus, but Not Filoviruses, Is Restricted by BST-2/

Tetherin,” J.Virol., 2010）。

　2 例目の 研 究 協 力 は、「ナイロウイルスに対す

る Tetherin の抗ウイルス活性」についての研究で

ある。クリミア・ コンゴ 出 血 熱（Crimean-Congo 

Hemorrhagic Fever；CCHF）ウイルスは、マダニ

の媒介によって感染し、重篤な疾患を引き起こす。

CCHF ウイルスは、ブニヤウイルス科ナイロウイルス属

パブリックヘルス・イングランドとの
研究協力の事例①

安田二朗
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講演者略歴
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に分類される。CCHF ウイルスは、BSL4 の病原体で

あるが、同じブニヤウイルス科ナイロウイルス属のハザ

ラウイルスは、ヒトに対する病原性がないため BSL2

の実験室で取り扱うことができる。そこで、PHE の

Hewson 博士よりハザラウイルスを分与いただき、研究

を行った。

　我々は、まず、Tetherin を安定発現する SW13 細

胞株（Teth-SW13 細胞）を樹立した。Teth-SW13

細胞におけるハザラウイルスの増殖は、通常の SW13

細胞と比較して大幅に抑制された。次に、ハザラウイ

ルスの増殖における Tetherin 除去の効果を調べた。

HeLa 細胞は恒常的に Tetherin を発現している細胞

として知られている。我々は、Tetherin の発現を抑制

する HeLa 細胞株（TKD-HeLa 細胞）を樹立した。

TKD-HeLa 細胞では、ハザラウイルスの産生は大幅に

増加した。これらの結果は、Tetherin がナイロウイルス

の増殖を制御する有用な細胞性因子であることを示唆

している。

　3 例目は、「CCHF ウイルスの代用モデルとしてハザ

ラウイルス感染マウスモデル」の樹立についてである。

通常、マウスは、CCHF ウイルスに感染しても症状を

示さない。しかし、I 型 IFN 受容体を欠損させたノック

アウトマウスは、CCHF ウイルスに感染すると急性症状

を呈し、死に至る。I 型 IFN 受容体を欠損させたノッ

クアウトマウスを、ハザラウイルスに感染させると、同じ

病理組織学的変化を示す（図 3）。ゆえに、ハザラウ

イルス感染マウスモデルは、CCHF ウイルスの抗ウイル

ス療法の開発に利用できる可能性がある。

　最後は、「ナイロウイルス検知のための新しい PCR

法の開発」である。多くの種類のナイロウイルス属のウ

イルスが分離されているが、CCHF ウイルスと近縁の

未知のウイルスが存在している可能性がある。したがっ

て、我々は、新種のナイロウイルスを検出できる PCR

法の開発を行っている。新しい PCR 法では、わすか

24 コピーでハザラウイルスを検出することができる。今

後、PHE の Hewson 博士の研究グループの協力のも

と、CCHF ウイルスの検出を行う予定である。また、タ

ジキスタンやパキスタンで発見されたマダニから分離さ

れた新種のナイロウイルスでも分析を行いたいと考えて

いる。

　我々の研究グループは、PHE だけではなく、ナイジェ

リアや南アフリカのカウンターパートとも共同研究を行っ

ている。今後は、2 国間だけではなく、多国間で共同

研究を進めることがより重要になるのではないかと考え

る。
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（図 1）

（図 2）
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　本講演では、現パブリックヘルス・イングランド（旧

健康保護局）と国立感染症研究所との研究協力の事

例について紹介された。

　国立感染症研究所（感染研）のミッションは、基礎

および応用研究、感染症のレファレンス業務、感染症

サーベイランス、ワクチンやその他の生物学的製剤の

国家検定、国際協力、研修活動である。バイオテロが

疑われる事案では、疫学的調査、接触者追跡、その

他の必要な措置（予防、隔離、検疫、リスクコミュニ

ケーション等）のための技術的サポート、厚生労働省

との連携、世界保健機構（WHO）や世界健康安全

保障行動グループ（Global Health Security Action 

Group；GHSAG）などの国際機関とのコミュニケーショ

ン、警察を含む関連機関への情報提供といった役割

を果たすことになっている。

　感染研のウイルス第一部第一室では、出血熱ウイル

ス（フィロウイルス、アレナウイルス、ブニヤウイルス等）

の実験室診断法の開発、疫学的研究、予防・治療の

研究に加えて、未知の病原体の特定という任務を負っ

ている。病院で採取された検査サンプルは、地方ある

いは都道府県の衛生研究所等を経て、感染研に送ら

れ、検査の情報は、厚生労働省や関連機関と迅速に

共有される（図 1）。我々は、2013 年、国内で初とな

る重症熱性血小板減少症候群（Severe Fever with 

Thrombocytopenia Syndrome；SFTS）患者の特定

において貴重な経験をした。

　SFTS は、2009 年、中国南部の湖北省と河南省の

山岳地域で発生した感染症である。2011 年、その病

原体が特定され、SFTS ウイルスと命名された。SFTS

ウイルスは、マダニの媒介で人に感染する。SFTS 患

者には、発熱、消化器症状、白血球減少、血小板減

少といった症状が見られる。我々は、国内ではじめて

の SFTS 患者が発生する前から、中国の研究者と情

報共有を行って、臨床症状、血液学的特徴、血清学

的診断法、分子生物学的診断法、感染リスク、疫学

的特徴についての知識を得ていた。また、中国から提

供されたウイルスを用いて、我々の検査法の評価を行っ

ていた。

　国内で初となる SFTS 患者の検査では、血清から

SFTS ウイルスを培養し、培養細胞中にウイルス抗原

を検出した（図 2）。その後、PCR 法で SFTS ウイル

ス遺伝子を検出し、電子顕微鏡でもウイルス粒子を

確認した。病理学的検査では、患者のリンパ節等か

ら SFTS ウイルスの抗原が検出された。1 例目となる

SFTS 患者が確認されてから、後方視的研究によって、

他に 10 名が SFTS ウイルスに感染していることが明ら

かとなった。国内で SFTS 患者を迅速に特定できたの

は、中国の研究者の協力のもとでの事前準備があった

からといえる。

　SFTS の事例からも、新興感染症の対応において

国際協力が極めて重要であることが分かる。2013

年、パブリックヘルス・イングランド（Public Health 

England；PHE）の主催で開かれた「不明病原体

ワークショップ」に参加した。本ワークショップは、新

興感染症やバイオテロに対応するための国際的な取組

み（GHSAG ラボネットワーク）の一つとして行われた。

パブリックヘルス・イングランドとの
研究協力の事例②

福士秀悦
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国立感染症研究所　ウイルス第一部　第一室　主任研究官

講演者略歴
1989 年弘前大学理学部卒後、株式会社ビー・エム・エル研究開発部研究員に就任。2000 年大阪大学蛋白質研究所で博
士（医学）取得。2003 年国立感染症研究所ウイルス第一部研究員を経て現職。



事前に臨床シナリオと不明病原体を含む臨床サンプル

が PHEより送付され、ワークショップにおいて各国の

検査結果の発表および、不明病原体の検査技術、手

順、アプローチについて議論を行った。また、バイオテ

ロが疑われる場合の国際連携、情報共有についても

協議した。ワークショップ以外でも、Cook 博士からの

招待を受けて、PHE のバイオセーフティレベル（BSL）

4 の訓練に参加し、BSL4 施設の構造や緊急時の措置

について学んだ。BSL4 に相当する病原体が何時輸入

感染症として日本国内で発生するかもしれない状況で、

既に BSL4 施設が稼働し、実際にウイルス性出血熱の

輸入感染症への対応経験のある PHE での訓練は有意

義であった。

　PHEとは、BSL3 の病原体（アレナウイルスやブニ

ヤウイルス等）や研究ツール（相補的 DNA、発現ベク

ター、抗体等）の共有も行っている。また、BSL4 の

病原体を用いた研究でも協力関係がある。感染研は、

1981 年、BSL4 研究施設を建設したが、現在のとこ

ろ、BSL4 病原体を取り扱える施設として認可されてい

ない。したがって、我々は、国内での BSL4 病原体の

アウトブレイクに備えて診断法を開発しているが、本物

の病原体を用いた評価はできないという状況がある。

ゆえに、Lujo ウイルスというBSL4 病原体の診断法の

評価を PHE に依頼したという経験がある。

　Lujo ウイルスは、2008 年、ザンビアで発見された

新種のアレナウイルスである（図 3）。感染者 5 名の

うち 4 名が死亡しているので、致死率は 80%となる。

我々は、Lujo ウイルスに対する 7 種類のモノクローナ

ル抗体を作製し、これらを用いてウイルス抗原を検出

する診断法を開発した。感染研で、組み換えコアタン

パク質で検出を行ったところ、MAb3A4 が、もっとも

高い感度を持つという結果になった。しかし、PHE の

Hewson 博士に本物の Lujo ウイルスでの検査を依頼

したところ、MAb6A3 がもっとも高い感度を示した。

やはり、診断法の評価には、本物のウイルスを使う必

要がある。

　ウイルス抗体検査では、生きたウイルスを使った中和

試験がゴールドスタンダードであるが、国内では BSL4

の病原体を扱うことができない。そこで、我々は、水

疱性口炎ウイルス（VSV）の G タンパク質を Lujo ウ

イルスの表面糖タンパク質（GP）に置換したシュード

タイプウイルスを作成した。シュードタイプウイルスは、

Lujo ウイルスの GP を使って細胞に侵入するので、感

度の高い中和試験を行うことができる。しかも、シュー

ドタイプウイルスは、細胞内で増殖しないので安全性

が高い。今後、本物のウイルスを使った中和試験を

PHE の Hewson 博士に依頼し、我々の開発したシュー

ドタイプの中和試験が本物のウイルスを使った中和試

験と相関するかどうか検討したいと考えている。

　新興感染症やバイオテロに備えるための事前準備に

は、次世代シークエンス、PCR 法、抗原、抗体、分

離技術など診断キャパシティの向上が不可欠である。

診断技術の評価や BSL4 訓練のための国際協力も重

要である。今後の課題としては、情報および研究ツー

ルの共有を継続する必要がある。また、日本と英国の

若手の研究者のあいだでの研究交流が更に深まること

が望ましいと考える。さらに、新興感染症の事前準備

を促進させるためには、国内の BSL4 施設の稼働が

課題といえる。
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（図 1）
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　国内で初めてのSFTS感染の疑いのあ
る患者がいるという報告を受けてから、確
定に至るまでは慎重を期した。まず、国立
感染症研究所（感染研）の専門家と意見
交換およびリスク評価を行って、それから
確定した場合の対応について当該自治
体、医療機関、患者家族等を交えて協議
した。公表内容は、プライバシーの保護と
公衆衛生上の必要性という微妙なバラン
スを配慮しながら決定した。
　国内の患者から検出されたSFTSウイ
ルスは、中国の分離株とは遺伝的に独立
しており、もともと日本に存在していた可
能性が高い。ウイルスを媒介し得るマダニ
類は、国内全域に分布している。中国にお
ける患者の大半（97％）は農作業従事者
であるが、病院などで患者の血液や体液
からの感染事例も報告されている。中国
の疾病対策センターや世界保健機構西
太平洋地域事務局が実施したリスク評価
では、公衆衛生上のリスクは低から中程

度とされている。
　これらの状況を総合的に勘案すると、
SFTSに必要な措置は、医師による迅速な
届出、必要に応じた積極的疫学調査およ
び標準予防策の必要性についての周知
徹底である。ゆえに、公表から約2週間後
の厚生科学審議会感染症部会で、SFTS
は、感染症法上の四類感染症に指定する
ことが適当という結論となった。
　鳥インフルエンザA（H7N9）ウイルスの
初のヒト感染事例は、2013年3月末に報
告された。厚生労働省は、検疫所ホーム
ページ「FORTH」等で迅速な情報発信を
行った。また、感染研が「中国における鳥
インフルエンザA（H7N9）ウイルスの感染
事例に関するリスクアセスメントと対応」を
作成するなど、専門的な知見も提供して
いる。H7N9ウイルスは、鳥からヒトへと伝
播し易くなっており、中国で患者が多く発
生しているため、H5N1ウイルス並みの二
類相当の措置が取れるようにするべきだと

いうことで指定感染症に位置づけている。
　MERSウイルスは、サウジアラビアの医
師による分離報告が、2012年9月20日、
ProMEDに掲載されたことで世間に知ら
れるようになった。その後、ヨーロッパの関
連機関より、リスクアセスメントや遺伝子の
系統樹解析などの情報が迅速に公開さ
れた。厚生労働省は、9月25日、結核感染
症課長通知による情報提供および協力依
頼を行って、翌年（2013年）2月19日には、
全国で検査体制を整備した。
　新興感染症の対応において重要なこと
は、いかに早く情報を得るかということで
ある。そのため世界の第一線で情報が入
手できる研究者を育てていくことも行政の
課題ではないかと感じている。

　本ワークショップでは、中東呼吸器症候群（Middle East Respiratory Syndrome；MERS）や鳥インフルエンザA（H7N9）、重症熱
性血小板減少症候群（Sever Fever with Thrombocytopenia Syndrome；SFTS）など、我が国にとって脅威となりうる「New 
Emerging Diseases」についての知見を共有し、その脅威に備えるための事前準備の在り方について検討した。参加者は、科学者、政
策担当者、国際安全保障の専門家など80名である。各講演の概要は、以下の通り。

バイオセキュリティ分野の国際連携体制強化に関する研究調査
　本プロジェクトでは、バイオセーフティおよびバイオセキュリティに関連する国際的な取組、バイオテロに係る公衆衛生

措置等、国内外の最新動向について研究調査を行っている。また、情報の収集および分析を通じて抽出された課題に

ついて、関係省庁、研究機関、企業等のステークホルダーが、それぞれの専門領域を超えて検討する機会を提供している。

厚生労働省　齋藤智也

新興感染症への対応

　PHEポートンダウン研究所とは、2008年
より多くの研究協力を行っている。1例目と
して、ラッサウイルスとマールブルグウイルス
に対するTetherin/BST-2（以下Tetherin）
の抗ウイルス活性の研究を紹介する。
　Tetherinはインターフェロン（IFN）誘導
性の細胞性因子であり、多くのエンベロー
プウイルスに対して抗ウイルス活性がある
ことが分かっている。Tetherinは、子孫ウイ
ルス粒子を細胞膜に繋ぎとめることで、ウ
イルス放出を抑制すると考えられる。我々
の研究グループは、Tetherinはラッサウイ
ルスとマールブルグウイルスでも同じ効果
があると考えた。
　ラッサウイルスとマールブルグウイルス

は、バイオセーフティレベル（BSL）4の病原
体である。日本ではBSL4の病原体を扱え
る施設がないため、我々の研究グループ
は、ウイルス様粒子（virus like particles；
VLP）の産生におけるTetherinの阻害効
果を 調 べ た 。我々の 研 究 によって、
Tetherinは、VLP産生に対して顕著な阻
害活性があることが明らかとなった。
　Tetherinが、人において効果的な抗ウ
イルス療法であるかどうかを確かめるため
には、やはり本物のウイルス増殖で実験を
行う必要がある。これがPHEと共同研究
をはじめたきっかけである。慶應義塾大学
グローバルセキュリティ研究所の研究グ
ループの調整によって、2008年から2009

年にかけて、ポートンダウンのBSL4施設
で実験を行うことができた
　他にも、PHEのヒューソン博士よりクリミ
ア・コンゴ出血熱ウイルスと近縁で非病原
性のハザラウイルスを分与いただき、この
ウイルスに対するTetherinの抗ウイルス活
性についての研究を行った。同じく、クリミ
ア・コンゴ出血熱ウイルスの代用モデルと
してハザラウイルス感染マウスモデルを樹
立している。現在、両ウイルスが属するナイ
ロウイルス属を検出するための新しい
PCR法の開発を行っているが、今後、
PHEのヒューソン博士の研究グループの
協力のもと、新種のナイロウイルス同定に
も利用したいと考えている。

長崎大学熱帯医学研究所　安田二朗

パブリックヘルス・イングランドとの研究協力の事例①

　感染研のウイルス第一部第一室では、
出血熱ウイルス（フィロウイルス、アレナウイ
ルス、ブニヤウイルス等）の実験室診断法
の開発、疫学的研究、予防・治療の研究
に加えて、未知の病原体の特定を行って
いる。
　我々は、国内ではじめてのSFTS患者が
発生する前から、中国の研究者と情報共
有を行って、臨床症状、血液学的特徴、血
清学的診断法、分子生物学的診断法、感
染リスク、疫学的特徴についての知識を
得ていた。また、中国から提供された
SFTSウイルスを用いて、我々の検査法の
評価を行っていた。SFTSの患者を迅速に
特定できたのは、中国の研究者の協力の

もとでの事前準備があったからといえる。
　SFTSの事例からも、新興感染症の対応
において国際協力が極めて重要であるこ
とが分かる。PHEとは、2013年の「GHSAG

（世界健康安全保障行動グループ）ラボ
ネットワーク未知の病原体ワークショップ」
で情報共有を行った。ワークショップ以外
でも、クック博士からの招待を受けて、PHE
のBSL4の訓練に参加し、BSL4施設の構
造や緊急時の措置について学んだ。
　PHEとは、BSL3の病原体（アレナウイル
スやブニヤウイルス等）や研究ツール（相
補的DNA、発現ベクター、抗体等）の共有
も行っている。また、BSL4の病原体を用い
た研究でも協力関係がある。我々は、国内

でのBSL4病原体のアウトブレイクに備え
て実験室診断法を開発しているが、本物
の病原体を用いた評価はできないという
状況がある。ゆえに、Lujoウイルスという
BSL4病原体の診断法の評価をPHEに依
頼したという経験がある。
　新興感染症やバイオテロに備えるため
の事前準備には、次世代シークエンス、
PCR法、抗原、抗体、分離技術など診断
キャパシティの向上が不可欠である。診断
技術の評価やBSL4訓練のための国際協
力も重要である。今後、日本と英国の若手
の研究者のあいだでの研究交流が更に
深まることが望ましいと考える。

国立感染症研究所　福士秀悦

パブリックヘルス・イングランドとの研究協力の事例②

慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所 Keio University

●第1回バイオセキュリティワークショップ 「New Emerging Diseasesの脅威と今後の対策について」

●第2回バイオセキュリティワークショップ 「生物学的脅威に備えるための日英協力について」
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　SFTSウイルスの第1例目の患者は、近く
の医療機関で診断を受けた。担当医は、さ
まざまな感染症を疑って、検査を実施した
が、結局、原因が明らかにならなかった。担
当医は、患者がネコを飼っていたというこ
とで、山口大学の獣医師に相談した。
　それから、ウイルスの可能性があるとい
うことで、獣医微生物学教室で検査を行
うこととなった。ヒト由来とネコ由来の可能
性があったので、Vero細胞とfcwf-4細胞
に血清を接種した。その4日後にVero細
胞、5日後にfcwf-4細胞で細胞変性効果

（CPE）が出現した。　　
　血清を接種して数日以内にCPEが出る
ウイルスは見たことがなく、恐らく新しいウ
イルスであろうと考えて、東京農工大学の

水谷哲也教授に解析を依頼したところ、
SFTSウイルス遺伝子が検出された。その
後、感染研で確定診断が行われた。これ
が、国内ではじめてSFTSウイルスが分離・
同定されるに至った経緯である。
　後方視的研究によって、2012年までに
山口県の患者を含めて11名のSFTS患者
が発生していることが確認された。最も早
い時期に発症した患者は、2005年の長崎
県での患者である。2013年は40症例が報
告されている。うち死者は13名なので、致
死率は32.5％にものぼる。とはいえ中国で
の致死率は10％前後ということを考える
と、潜在的な患者は、もう少し多くて、見落
としているところがあるのではないかと考
えている。

　中国の研究者が発表した論文による
と、中国の牛の60.4%、綿羊の69.5%、犬
の37.9%、豚の3.1%、鶏の47.4%から
SFTSウイルス抗体が検出された。同じく、
牛の4.2%、綿羊の3.8%、犬の5.3%、豚の
2.6%、鶏の1.7%からウイルス遺伝子が検
出されている。
　日本でも、野生動物や家畜の調査で、
SFTSウイルス抗体やウイルス遺伝子が検
出されている。SFTSウイルス抗体を持つ
動物の数は増加傾向にあり、人において
も感染が広がる可能性がある。今後も調
査を続けることが、我々の責務であると感
じている。

　2013年3月31日、中国で、H7N9インフ
ルエンザのヒトでの感染例が報告された。
その後の調査で、はじめての感染は、2月
19日に上海市で起きていたことが明らか
となっている。中国政府は、早い段階で、
各地の生鳥市場や食肉処理場、家禽農
場、豚屠畜場、豚農場、野鳥生育地から
約90万検体を採取し、検査を行った。その
結果、上海市や安徽省などにある生鳥市
場の53検体からH7N9ウイルスが検出さ
れた。
　中国政府は、すぐに市場の閉鎖、鶏な
どの殺処分、清掃・消毒といった措置を実
施した。恐らく、これが功を奏して4月下旬
からの感染報告数は激減している。ところ
が、翌年の2014年の1月から感染者の数

がまた急激に増え、1月21日現在では、感
染者の数が217名、うち死者は57名となっ
ている。
　H7N9ウイルスについて2つの大きな疑
問がある。1つはH7N9ウイルスがヒトで病
原性が高いのはなぜかということである。
我々の研究グループの実験では、H7N9
ウイルスは、霊長類（カニクイザル）の肺
で、よく増殖した。これが、ヒトでの重症化
を説明する性状ではないかと思われる。
　もう1つの疑問は、H7N9ウイルスが世界
的に流行してパンデミックを起こす可能性
はあるのかということである。遺伝子解析
の結果から、中国でヒトから分離された
H7N9ウイルスは、HA（ヘマグルニチン）と
PB2（ウイルスRNAポリメラーゼ複合体の

サブユニット）遺伝子に、ウイルスがヒトの
上気道で増殖するために重要と思われる
変異を持つことが分かった。また、我々の
研究グループの研究によって、フェレットと
フェレットのあいだで限定的ながらもH7N9 
ウイルスが飛沫伝播することが示された。
　H7N9ウイルスは、H5N1ウイルスとは異
なり、鳥に感染しても症状を示さない。恐
らく、不顕性感染という形で鳥の中で保
持、保有されている。そのなかで変異の獲
得やリアソートメントによって、よりヒトに適
応した、ヒトからヒトへ伝播する能力を持
つウイルスが出現する可能性があると思
われる。よって、今後も鳥のモニタリング
や、パンデミックへの対策を進めることが
重要であると考える。

　英国の健康保護局は、自然発生的な感
染症やCBRN（化学、生物、核・放射性物
質）テロなどの公衆衛生上の脅威から国
民を防護することを目的として、2003年に
設立された。健康保護局は、2013年より
PHEに含まれることになったが、ポートン
ダウン、コリンデール、チルトンにある3つ
の拠点の機能は、現在も維持されている。
　PHEポートンダウンでは、炭疽、野兎
病、出血熱など危険な病気の専門的な診
断を行っている。その機能は、診断技術、
治療薬およびワクチン等の積極的な研究
開発プログラムによって支えられている。
また、炭疽菌ワクチンなど多くの種類の生

物学的医薬品の製造を行っている。
　PHEコリンデールでは、感染症サーベイ
ランスの運用、アウトブレイクの原因究明
のための国内の関係機関との調整、さま
ざまな感染症のリスクについて政府への
助言、国際的な健康危機情報への対応
などを行っている。意図的な病原体の散
布やそれを連鎖させる悪戯（hoax）が起
こった場合の微生物学検査や疫学的調
査の技術を提供することもPHEコリンデー
ルのミッションに含まれている。
　チルトンに本部を置く、放射線・化学お
よび環境ハザードセンター（CRCE）は、化
学剤、毒、放射線、超音波、インフラサウン

ド等への曝露による健康被害から国民を
防護することを目的としている。CRCEの
主な役割は、防護のための知識の向上、
研究施設や技術の提供、トレーニング
コースの開設、政府や関連機関への専門
的な助言である。
　3つの拠点の他にも、PHEは、専門家微
生物学サービス（SMS）を通じて、8つの研
究施設を稼働している。これらの研究施
設は、イングランド全体をカバーするように
戦略的に配置されており、PHEポートンダ
ウンとPHEコリンデールと合わせて総合
的な診断と分析を行うことが可能になっ
ている。

　2014年1月15日現在、MERSの感染者
は178名、そのうち死亡者は76名である。
ほとんどの感染者は、アラビア半島で見つ
かっている。またアラビア半島に旅行した
人が帰国してから発病し、その後数人に
感染した例が、ヨーロッパの数ヶ国および
チュニジアで見られた。患者の発生は特
定の地域を中心に広がったのではなく、ア
ラビア半島全域で散発的に見つかったこ
とが特徴である。
　感染性の肺炎による死者数は年間約
320万人であり、世界の死亡原因の第三
位である。この中でMERSによる死者の数
は年間で50人ほどであることから考える
と、ごく稀な病気のように見える。にもかか
わらず、世界でも日本国内でも大きく報道
されることとなった。その理由は、コロナウ
イルスは爆発的に感染拡大する可能性を
秘めているからである。人の周りに生息す
るほとんどの動物には、それぞれの動物

特有のコロナウイルスがある。　
　ヒトのコロナウイルスは、229E、NL63、
OC43、HKU1と4種類あり、鼻カゼを引き
起こすだけの恐れるに足らない病原体で
あるが、全人類に蔓延しており、5歳以下
でほとんど全ての人が感染する。さらに、
11年前のSARSの病原体もコロナウイルス
である。SARSウイルスの自然宿主は、コウ
モリといわれているが、MERSの自然宿主
もコウモリと考えられ、MERSコロナウイル
スとほぼ同じ配列が、エジプトやサウジア
ラビアのコウモリから見つかっている。他
方、流行地域で、多くのヒトコブラクダが
MERSに対する抗体を持っており、感染
源である可能性が高いと考えられている。
　今後、MERSコロナウイルスがどのよう
に変化していくのか、その動向を観察する
ことは重要である。①ラクダの集団でウイ
ルスが存続して、たまにヒトに感染するの
か、②SARSウイルスのように急激に広

がって消えてしまうのか、あるいは、③第5
のコロナウイルスとして人類の中に存続し
続けるのか、今後もモニタリングを継続し
ながらリスク評価を行う必要がある。
　日本でMERS疑い例として検査の対象
となるのは、38℃以上の発熱と咳を伴う
急性呼吸器症状があり、アラビア半島や
周辺諸国に渡航又は居住歴のある人で
ある。感染研、全国の地方衛生研究所、政
令指定都市の保健所、成田空港および関
西空港の検疫所では、患者発生に備え、
遺伝子診断による検査法を準備してい
る。感染研では、血清診断や病理診断に
よる検査システムの開発や、感染機構、病
態発現機構、遺伝子解析といったウイル
ス学的研究も進めている。さらに最新の
MERS情報をウェブページで公開してい
る。

国立感染症研究所　松山州徳

MERSコロナウイルス感染症

科学技術振興機構　渡邉登喜子

中国でヒトから分離された
H7N9鳥インフルエンザウイルスについて

山口大学共同獣医学部　前田健

SFTSウイルスについて

元パブリックヘルス・イングランド　ロバート・スペンサー

感染危機への対応：新興および再興の脅威

　本ワークショップでは、パブリックヘルス・イングランド（Public Health England ; PHE）の生物学的脅威に備える取組の全体像を把
握するとともに、日本の大学や研究機関との研究協力の現状を踏まえて、今後の発展の可能性について検討した。ワークショップ当日、
東京は、45年ぶりといわれる記録的な大雪に見舞われたが、35名の関係者が参加した。各講演の概要は、以下の通り。

第2回バイオセキュリティワークショップ　「生物学的脅威に備えるための日英協力について」

日時：2014年2月8日（土）　会場：慶應義塾大学三田キャンパス東館8階
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　SFTSウイルスの第1例目の患者は、近く
の医療機関で診断を受けた。担当医は、さ
まざまな感染症を疑って、検査を実施した
が、結局、原因が明らかにならなかった。担
当医は、患者がネコを飼っていたというこ
とで、山口大学の獣医師に相談した。
　それから、ウイルスの可能性があるとい
うことで、獣医微生物学教室で検査を行
うこととなった。ヒト由来とネコ由来の可能
性があったので、Vero細胞とfcwf-4細胞
に血清を接種した。その4日後にVero細
胞、5日後にfcwf-4細胞で細胞変性効果

（CPE）が出現した。　　
　血清を接種して数日以内にCPEが出る
ウイルスは見たことがなく、恐らく新しいウ
イルスであろうと考えて、東京農工大学の

水谷哲也教授に解析を依頼したところ、
SFTSウイルス遺伝子が検出された。その
後、感染研で確定診断が行われた。これ
が、国内ではじめてSFTSウイルスが分離・
同定されるに至った経緯である。
　後方視的研究によって、2012年までに
山口県の患者を含めて11名のSFTS患者
が発生していることが確認された。最も早
い時期に発症した患者は、2005年の長崎
県での患者である。2013年は40症例が報
告されている。うち死者は13名なので、致
死率は32.5％にものぼる。とはいえ中国で
の致死率は10％前後ということを考える
と、潜在的な患者は、もう少し多くて、見落
としているところがあるのではないかと考
えている。

　中国の研究者が発表した論文による
と、中国の牛の60.4%、綿羊の69.5%、犬
の37.9%、豚の3.1%、鶏の47.4%から
SFTSウイルス抗体が検出された。同じく、
牛の4.2%、綿羊の3.8%、犬の5.3%、豚の
2.6%、鶏の1.7%からウイルス遺伝子が検
出されている。
　日本でも、野生動物や家畜の調査で、
SFTSウイルス抗体やウイルス遺伝子が検
出されている。SFTSウイルス抗体を持つ
動物の数は増加傾向にあり、人において
も感染が広がる可能性がある。今後も調
査を続けることが、我々の責務であると感
じている。

　2013年3月31日、中国で、H7N9インフ
ルエンザのヒトでの感染例が報告された。
その後の調査で、はじめての感染は、2月
19日に上海市で起きていたことが明らか
となっている。中国政府は、早い段階で、
各地の生鳥市場や食肉処理場、家禽農
場、豚屠畜場、豚農場、野鳥生育地から
約90万検体を採取し、検査を行った。その
結果、上海市や安徽省などにある生鳥市
場の53検体からH7N9ウイルスが検出さ
れた。
　中国政府は、すぐに市場の閉鎖、鶏な
どの殺処分、清掃・消毒といった措置を実
施した。恐らく、これが功を奏して4月下旬
からの感染報告数は激減している。ところ
が、翌年の2014年の1月から感染者の数

がまた急激に増え、1月21日現在では、感
染者の数が217名、うち死者は57名となっ
ている。
　H7N9ウイルスについて2つの大きな疑
問がある。1つはH7N9ウイルスがヒトで病
原性が高いのはなぜかということである。
我々の研究グループの実験では、H7N9
ウイルスは、霊長類（カニクイザル）の肺
で、よく増殖した。これが、ヒトでの重症化
を説明する性状ではないかと思われる。
　もう1つの疑問は、H7N9ウイルスが世界
的に流行してパンデミックを起こす可能性
はあるのかということである。遺伝子解析
の結果から、中国でヒトから分離された
H7N9ウイルスは、HA（ヘマグルニチン）と
PB2（ウイルスRNAポリメラーゼ複合体の

サブユニット）遺伝子に、ウイルスがヒトの
上気道で増殖するために重要と思われる
変異を持つことが分かった。また、我々の
研究グループの研究によって、フェレットと
フェレットのあいだで限定的ながらもH7N9 
ウイルスが飛沫伝播することが示された。
　H7N9ウイルスは、H5N1ウイルスとは異
なり、鳥に感染しても症状を示さない。恐
らく、不顕性感染という形で鳥の中で保
持、保有されている。そのなかで変異の獲
得やリアソートメントによって、よりヒトに適
応した、ヒトからヒトへ伝播する能力を持
つウイルスが出現する可能性があると思
われる。よって、今後も鳥のモニタリング
や、パンデミックへの対策を進めることが
重要であると考える。

　英国の健康保護局は、自然発生的な感
染症やCBRN（化学、生物、核・放射性物
質）テロなどの公衆衛生上の脅威から国
民を防護することを目的として、2003年に
設立された。健康保護局は、2013年より
PHEに含まれることになったが、ポートン
ダウン、コリンデール、チルトンにある3つ
の拠点の機能は、現在も維持されている。
　PHEポートンダウンでは、炭疽、野兎
病、出血熱など危険な病気の専門的な診
断を行っている。その機能は、診断技術、
治療薬およびワクチン等の積極的な研究
開発プログラムによって支えられている。
また、炭疽菌ワクチンなど多くの種類の生

物学的医薬品の製造を行っている。
　PHEコリンデールでは、感染症サーベイ
ランスの運用、アウトブレイクの原因究明
のための国内の関係機関との調整、さま
ざまな感染症のリスクについて政府への
助言、国際的な健康危機情報への対応
などを行っている。意図的な病原体の散
布やそれを連鎖させる悪戯（hoax）が起
こった場合の微生物学検査や疫学的調
査の技術を提供することもPHEコリンデー
ルのミッションに含まれている。
　チルトンに本部を置く、放射線・化学お
よび環境ハザードセンター（CRCE）は、化
学剤、毒、放射線、超音波、インフラサウン

ド等への曝露による健康被害から国民を
防護することを目的としている。CRCEの
主な役割は、防護のための知識の向上、
研究施設や技術の提供、トレーニング
コースの開設、政府や関連機関への専門
的な助言である。
　3つの拠点の他にも、PHEは、専門家微
生物学サービス（SMS）を通じて、8つの研
究施設を稼働している。これらの研究施
設は、イングランド全体をカバーするように
戦略的に配置されており、PHEポートンダ
ウンとPHEコリンデールと合わせて総合
的な診断と分析を行うことが可能になっ
ている。

　2014年1月15日現在、MERSの感染者
は178名、そのうち死亡者は76名である。
ほとんどの感染者は、アラビア半島で見つ
かっている。またアラビア半島に旅行した
人が帰国してから発病し、その後数人に
感染した例が、ヨーロッパの数ヶ国および
チュニジアで見られた。患者の発生は特
定の地域を中心に広がったのではなく、ア
ラビア半島全域で散発的に見つかったこ
とが特徴である。
　感染性の肺炎による死者数は年間約
320万人であり、世界の死亡原因の第三
位である。この中でMERSによる死者の数
は年間で50人ほどであることから考える
と、ごく稀な病気のように見える。にもかか
わらず、世界でも日本国内でも大きく報道
されることとなった。その理由は、コロナウ
イルスは爆発的に感染拡大する可能性を
秘めているからである。人の周りに生息す
るほとんどの動物には、それぞれの動物

特有のコロナウイルスがある。　
　ヒトのコロナウイルスは、229E、NL63、
OC43、HKU1と4種類あり、鼻カゼを引き
起こすだけの恐れるに足らない病原体で
あるが、全人類に蔓延しており、5歳以下
でほとんど全ての人が感染する。さらに、
11年前のSARSの病原体もコロナウイルス
である。SARSウイルスの自然宿主は、コウ
モリといわれているが、MERSの自然宿主
もコウモリと考えられ、MERSコロナウイル
スとほぼ同じ配列が、エジプトやサウジア
ラビアのコウモリから見つかっている。他
方、流行地域で、多くのヒトコブラクダが
MERSに対する抗体を持っており、感染
源である可能性が高いと考えられている。
　今後、MERSコロナウイルスがどのよう
に変化していくのか、その動向を観察する
ことは重要である。①ラクダの集団でウイ
ルスが存続して、たまにヒトに感染するの
か、②SARSウイルスのように急激に広

がって消えてしまうのか、あるいは、③第5
のコロナウイルスとして人類の中に存続し
続けるのか、今後もモニタリングを継続し
ながらリスク評価を行う必要がある。
　日本でMERS疑い例として検査の対象
となるのは、38℃以上の発熱と咳を伴う
急性呼吸器症状があり、アラビア半島や
周辺諸国に渡航又は居住歴のある人で
ある。感染研、全国の地方衛生研究所、政
令指定都市の保健所、成田空港および関
西空港の検疫所では、患者発生に備え、
遺伝子診断による検査法を準備してい
る。感染研では、血清診断や病理診断に
よる検査システムの開発や、感染機構、病
態発現機構、遺伝子解析といったウイル
ス学的研究も進めている。さらに最新の
MERS情報をウェブページで公開してい
る。

国立感染症研究所　松山州徳

MERSコロナウイルス感染症

科学技術振興機構　渡邉登喜子

中国でヒトから分離された
H7N9鳥インフルエンザウイルスについて

山口大学共同獣医学部　前田健

SFTSウイルスについて

元パブリックヘルス・イングランド　ロバート・スペンサー

感染危機への対応：新興および再興の脅威

　本ワークショップでは、パブリックヘルス・イングランド（Public Health England ; PHE）の生物学的脅威に備える取組の全体像を把
握するとともに、日本の大学や研究機関との研究協力の現状を踏まえて、今後の発展の可能性について検討した。ワークショップ当日、
東京は、45年ぶりといわれる記録的な大雪に見舞われたが、35名の関係者が参加した。各講演の概要は、以下の通り。

第2回バイオセキュリティワークショップ　「生物学的脅威に備えるための日英協力について」

日時：2014年2月8日（土）　会場：慶應義塾大学三田キャンパス東館8階
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　国内で初めてのSFTS感染の疑いのあ
る患者がいるという報告を受けてから、確
定に至るまでは慎重を期した。まず、国立
感染症研究所（感染研）の専門家と意見
交換およびリスク評価を行って、それから
確定した場合の対応について当該自治
体、医療機関、患者家族等を交えて協議
した。公表内容は、プライバシーの保護と
公衆衛生上の必要性という微妙なバラン
スを配慮しながら決定した。
　国内の患者から検出されたSFTSウイ
ルスは、中国の分離株とは遺伝的に独立
しており、もともと日本に存在していた可
能性が高い。ウイルスを媒介し得るマダニ
類は、国内全域に分布している。中国にお
ける患者の大半（97％）は農作業従事者
であるが、病院などで患者の血液や体液
からの感染事例も報告されている。中国
の疾病対策センターや世界保健機構西
太平洋地域事務局が実施したリスク評価
では、公衆衛生上のリスクは低から中程

度とされている。
　これらの状況を総合的に勘案すると、
SFTSに必要な措置は、医師による迅速な
届出、必要に応じた積極的疫学調査およ
び標準予防策の必要性についての周知
徹底である。ゆえに、公表から約2週間後
の厚生科学審議会感染症部会で、SFTS
は、感染症法上の四類感染症に指定する
ことが適当という結論となった。
　鳥インフルエンザA（H7N9）ウイルスの
初のヒト感染事例は、2013年3月末に報
告された。厚生労働省は、検疫所ホーム
ページ「FORTH」等で迅速な情報発信を
行った。また、感染研が「中国における鳥
インフルエンザA（H7N9）ウイルスの感染
事例に関するリスクアセスメントと対応」を
作成するなど、専門的な知見も提供して
いる。H7N9ウイルスは、鳥からヒトへと伝
播し易くなっており、中国で患者が多く発
生しているため、H5N1ウイルス並みの二
類相当の措置が取れるようにするべきだと

いうことで指定感染症に位置づけている。
　MERSウイルスは、サウジアラビアの医
師による分離報告が、2012年9月20日、
ProMEDに掲載されたことで世間に知ら
れるようになった。その後、ヨーロッパの関
連機関より、リスクアセスメントや遺伝子の
系統樹解析などの情報が迅速に公開さ
れた。厚生労働省は、9月25日、結核感染
症課長通知による情報提供および協力依
頼を行って、翌年（2013年）2月19日には、
全国で検査体制を整備した。
　新興感染症の対応において重要なこと
は、いかに早く情報を得るかということで
ある。そのため世界の第一線で情報が入
手できる研究者を育てていくことも行政の
課題ではないかと感じている。

　本ワークショップでは、中東呼吸器症候群（Middle East Respiratory Syndrome；MERS）や鳥インフルエンザA（H7N9）、重症熱
性血小板減少症候群（Sever Fever with Thrombocytopenia Syndrome；SFTS）など、我が国にとって脅威となりうる「New 
Emerging Diseases」についての知見を共有し、その脅威に備えるための事前準備の在り方について検討した。参加者は、科学者、政
策担当者、国際安全保障の専門家など80名である。各講演の概要は、以下の通り。

バイオセキュリティ分野の国際連携体制強化に関する研究調査
　本プロジェクトでは、バイオセーフティおよびバイオセキュリティに関連する国際的な取組、バイオテロに係る公衆衛生

措置等、国内外の最新動向について研究調査を行っている。また、情報の収集および分析を通じて抽出された課題に

ついて、関係省庁、研究機関、企業等のステークホルダーが、それぞれの専門領域を超えて検討する機会を提供している。

厚生労働省　齋藤智也

新興感染症への対応

　PHEポートンダウン研究所とは、2008年
より多くの研究協力を行っている。1例目と
して、ラッサウイルスとマールブルグウイルス
に対するTetherin/BST-2（以下Tetherin）
の抗ウイルス活性の研究を紹介する。
　Tetherinはインターフェロン（IFN）誘導
性の細胞性因子であり、多くのエンベロー
プウイルスに対して抗ウイルス活性がある
ことが分かっている。Tetherinは、子孫ウイ
ルス粒子を細胞膜に繋ぎとめることで、ウ
イルス放出を抑制すると考えられる。我々
の研究グループは、Tetherinはラッサウイ
ルスとマールブルグウイルスでも同じ効果
があると考えた。
　ラッサウイルスとマールブルグウイルス

は、バイオセーフティレベル（BSL）4の病原
体である。日本ではBSL4の病原体を扱え
る施設がないため、我々の研究グループ
は、ウイルス様粒子（virus like particles；
VLP）の産生におけるTetherinの阻害効
果を 調 べ た 。我々の 研 究 によって、
Tetherinは、VLP産生に対して顕著な阻
害活性があることが明らかとなった。
　Tetherinが、人において効果的な抗ウ
イルス療法であるかどうかを確かめるため
には、やはり本物のウイルス増殖で実験を
行う必要がある。これがPHEと共同研究
をはじめたきっかけである。慶應義塾大学
グローバルセキュリティ研究所の研究グ
ループの調整によって、2008年から2009

年にかけて、ポートンダウンのBSL4施設
で実験を行うことができた
　他にも、PHEのヒューソン博士よりクリミ
ア・コンゴ出血熱ウイルスと近縁で非病原
性のハザラウイルスを分与いただき、この
ウイルスに対するTetherinの抗ウイルス活
性についての研究を行った。同じく、クリミ
ア・コンゴ出血熱ウイルスの代用モデルと
してハザラウイルス感染マウスモデルを樹
立している。現在、両ウイルスが属するナイ
ロウイルス属を検出するための新しい
PCR法の開発を行っているが、今後、
PHEのヒューソン博士の研究グループの
協力のもと、新種のナイロウイルス同定に
も利用したいと考えている。

長崎大学熱帯医学研究所　安田二朗

パブリックヘルス・イングランドとの研究協力の事例①

　感染研のウイルス第一部第一室では、
出血熱ウイルス（フィロウイルス、アレナウイ
ルス、ブニヤウイルス等）の実験室診断法
の開発、疫学的研究、予防・治療の研究
に加えて、未知の病原体の特定を行って
いる。
　我々は、国内ではじめてのSFTS患者が
発生する前から、中国の研究者と情報共
有を行って、臨床症状、血液学的特徴、血
清学的診断法、分子生物学的診断法、感
染リスク、疫学的特徴についての知識を
得ていた。また、中国から提供された
SFTSウイルスを用いて、我々の検査法の
評価を行っていた。SFTSの患者を迅速に
特定できたのは、中国の研究者の協力の

もとでの事前準備があったからといえる。
　SFTSの事例からも、新興感染症の対応
において国際協力が極めて重要であるこ
とが分かる。PHEとは、2013年の「GHSAG

（世界健康安全保障行動グループ）ラボ
ネットワーク未知の病原体ワークショップ」
で情報共有を行った。ワークショップ以外
でも、クック博士からの招待を受けて、PHE
のBSL4の訓練に参加し、BSL4施設の構
造や緊急時の措置について学んだ。
　PHEとは、BSL3の病原体（アレナウイル
スやブニヤウイルス等）や研究ツール（相
補的DNA、発現ベクター、抗体等）の共有
も行っている。また、BSL4の病原体を用い
た研究でも協力関係がある。我々は、国内

でのBSL4病原体のアウトブレイクに備え
て実験室診断法を開発しているが、本物
の病原体を用いた評価はできないという
状況がある。ゆえに、Lujoウイルスという
BSL4病原体の診断法の評価をPHEに依
頼したという経験がある。
　新興感染症やバイオテロに備えるため
の事前準備には、次世代シークエンス、
PCR法、抗原、抗体、分離技術など診断
キャパシティの向上が不可欠である。診断
技術の評価やBSL4訓練のための国際協
力も重要である。今後、日本と英国の若手
の研究者のあいだでの研究交流が更に
深まることが望ましいと考える。

国立感染症研究所　福士秀悦

パブリックヘルス・イングランドとの研究協力の事例②

慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所 Keio University

●第1回バイオセキュリティワークショップ 「New Emerging Diseasesの脅威と今後の対策について」

●第2回バイオセキュリティワークショップ 「生物学的脅威に備えるための日英協力について」
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