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であったり、あるいは昆虫などの媒介動物であった

の齋藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

り、あるいは動物であることもあるわけですが、そ

本日の予定を簡単にお話しさせていただきます。ま

ういったものに対する社会の防御政策・対策等とい

ず、最初に、私のほうからご挨拶とともに、演題１と

うことになりますが、言っている方によって意味して

して、
「バイオセキュリティと求められる人材像」とい

いるところはさまざまでございます。

うお話を簡単にさせていただきます。

それを理解する際には３つの点に注意して、その
のかというのを知る必要があるということを、第１回

ＩＤＥＳの経験ということで、２人の第１期生として２

の研究会では申し上げました。
まず、１つは、何を守っているのか。人を守るのか、

ります。その両名のお話をいただいた後に、質疑応答、 畜産を守るのか、生態系を守るのか、農業を守るの
か、食糧供給なのか、それぞれの分野でバイオセキュ

ただきます。

リティという言葉が使われております。
それから、発生の文脈が意図的なものなのか、事

とが多いと思うのですが、それに加えて事前準備
（Preparedness）とか、検知、対応というところを
含むところもあるし、これら全てを含んで、バイオセ
しゃるかと思います。
この研究会では、基本的に人を守るというのを第
最初に、バイオセキュリティ研究会について、簡単
にお話しさせていただきたいと思います。
2016 年３月に第１回を開催いたしました。バイオセ
キュリティという言葉ですが、いろいろな意味で使わ

一に置いて、発生の文脈としては、意図的なところか
ら自然発生的なところまで、そして対策のフェーズと
しては予防、事前準備、検知、対応と、広くカバー
していくという概念で考えています。

れています。広い意味では、生物害に対する防御政策・
対策ということになります。生物害というのは微生物
第 3 回バイオセキュリティ研究会会
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の経験 質 疑 応 答
IDES

キュリティという言葉の使い方をされている方もいらっ

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

フェーズが、狭い意味では予防のところを指 すこ

講演 ２ ‐
２

うところ。それから、対策として行われるところの

米国福祉保険省での経験

故的なものなのか、自然発生的なものなのかとい

の経験
IDES

総合討論を最後に行いまして、９時で閉会させてい

１
講演２ ‐

労働省感染症危機管理専門家養成プログラム、通称

ワクチンアライアンスでの経験
GAVI

方がバイオセキュリティをどういう意味で使っている

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

続きまして、本日のメインのトピックであります厚生

年間の研修を終えられた先生方に来ていただいてお

講演１
バイオセキュリティと求められる人材

本研究会を主催しております国立保健医療科学院

どのように利益がシェアされるか、という問題につい
てが１点。
そして、もう１つ重要なトピックとして、近年の科学
技術の進展に伴い、ますます合成生物学とか遺伝子
工学という分野におけるデュアルユース性の問題、そ
れから、それに対する科学者の教育の問題がありま
す。こういったトピックについて第１回研究会でお話
しさせていただきました。

この研究会を通じて申し上げたいことは、現在の
感染症の脅威の対処フレームワークというのを見てい
く上で、公衆衛生と安全保障という、相入れない概
念であるところもあり、親和性のあるところもあるの
ですけれども、この両極から見るということが必要で
ある、それを包括した概念として、バイオセキュリティ
という概念が不可欠ということを申し上げております。
最初は 34 名の参加でしたが、この研究会の特徴
として、いろいろな分野の方に来ていただいていると
いう点があります。公衆衛生、安全保障、あと、感
染症の臨床とかラボをやっている方、それがミック
スしていて、また、行政の方も政府系研究機関の方、
企業の方、民間研究機関の方、大学の方と、さまざ
まな方にいらしていただいております。

本研究会は文部科学省の科研費に基づくプロジェ
クトとして運営している研究会ですけれども、第１回
の研究会では、私のほうからバイオセキュリティ、政
策ランドスケープについてまずお話をさせていただき
ました。ほかにこの研究班で扱っているトピックとし
て、１つは病原体検体共有と外交紛争という問題が
あります。新しいインフルエンザウイルスなどが出た
ときに、それが途上国などで発生した際に、それを
どうワクチン会社と共有してもらって、そのワクチン株

今年の３月には、生物兵器禁止条約をテーマにし

を早急につくって、ワクチンの製品としてリリースして

て第２回の研究会を行っております。この生物兵器禁

いくか。それに伴って、病原体を共有した途上国にも、 止条約は、1975 年に発効した、40 年以上たつ条約
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ウンド、さまざまな所属の方に来ていただいている研

て、それぞれ５年間、どういった形でこの条約の運

究会でございます。こちらについても、つい先日、会

用を進めていくのかという会議をしております。そ

議録を作成して公開しております。

主 催 者 挨 拶

ですけれども、５年前に運用検討会議というのを行っ

の第８回の検討会議というのが、昨年ございました。
ここ 10 年ほどは非常にいい歩みをしていたんですけ
れども、今回は交渉は決裂いたしまして、ほとんどや
ることが失われてしまったという状況でありました。
講演１
バイオセキュリティと求められる人材

あったのか、また、条約の枠組みの中で議論してき
た生物兵器を禁止するための措置が、今後どういっ

の経験
IDES

た形で行われていくべきなのか、あるいは、ここで行

１
講演２ ‐

ワクチンアライアンスでの経験
GAVI

条約をめぐる各国の対立構図はどのようなところに

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

その交渉の経緯についてお話しいただいた後に、

われてきた生命科学のデュアルユース性に関する議論

かしていくのか、そういった観点で議論を致しました。

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

か、あるいは、この生物兵器禁止を今後どうやって生

講演 ２ ‐
２

米国福祉保険省での経験

の場というのが、今後どういうところに移っていくの

の経験 質 疑 応 答
IDES

第２回は参加者は 55 名に増えました。やや安全
保障の方が多かったんですが、さまざまなバックグラ

第 3 回バイオセキュリティ研究会会
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さて、本日のテーマにまいります。
「感染症危機管
理の人材育成」ということですけれども、皆さんは
感染症危機管理と、よく、そういう言葉を最近聞くよ
うになりましたけれども、どういうものがイメージさ
れるでしょうか。人によっていろいろだと思うのです

感染症の危機管理
＝実地疫学 (Field Epidemiology)
アウトブレイクを探知
現地調査（積極的疫学調査）で原因探求
介入・コントロール

が、今この業界でやっている方の多くは、ちょっと古
い映画ですけれども、
「アウトブレイク」という映画、
エボラ出血熱の発生をモチーフにした映画ですけれ
ども、この映画のような感染症コントロールというも
のに魅せられて、この仕事をしている人が多いかと思
います。従来、この感染症の危機管理といいますと、

もちろん、この研修プログラムは日本にもござい

こういった現地に赴いて、原因を追求して、調査を進

まして、ＦＥＴＰ－Ｊというものがございます。これ

めて、原因を見つけて、そして介入、コントロールし

は平成 11 年に国立感染症研究所に設置されており

ていくという実地疫学、Field Epidemiology と言わ

ます。対象は感染症対策業務に当たる医師・獣医

れるのが王道といいますか、コアである、それは昔

師等、国・都道府県等の感染症対策等地域保健業

も今も変わらないのではないかと思います。

務に従事する者ということで、２年間の実務研修を

アメリカのＣＤＣ、 疾 病 対 策センターにある有

行っております。現在、第 18、第 19 期の研修員が

名な研 修プログラムＥＩＳ（Epidemic Intelligence

いらっしゃいまして、昨年の秋の時点では修了生 64

Service） というの がござ いますけ れども、1951

名ですが、アメリカでは数千人というレベルに比べる

年に開 始して以 来、 もう数 千人の 卒 業 生 が 出て

と、まだまだ人数は足りないというところであります。

お りま す。 こ の Field Epidemiology と い う の を
徹 底的に２年間、 実 地で 学び、 そして感 染 症 危
機管理のいろいろなフィールドに、世界各国に卒
業 生 が 散らばっている、 そういう方々が 感 染 症
危 機 管 理 人 材の 一 つのコアであるかと思います。
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主 催 者 挨 拶

ういったことを２年間研修されています。こういった

に対する事前準備、Preparedness とか、こういった

実地疫学というのは感染症危機管理人材育成のコア

緊急時の Response Operation の話、それから現地

である、というのは今も変わりませんが、ちょっとそ

で援助に入った人が感染してしまった場合に、その

れだけでは足りないんじゃないかという考えになって

方が本国に連れて帰って治療するといった、Medical

きたのが、2013 年末から 15 年にかけての西アフリカ

Evacuation、それから、この当時エボラウイルス病

でのエボラウイルス病アウトブレイクの経験、そして

に対して有効性が認められている医薬品、ワクチン

その反省です。

というものがなかったわけですが、その開発中の医
薬品、ワクチンでも、この緊急時には試験して、試
験的にでも使っていく必要がある、という状況でし
このときＷＨＯのキャパシティーだけではなかなか対

るいは調整、こういったさまざまな事象が、感染症
危機管理上の課題として認識されるようになってきま
した。

の経験 質 疑 応 答
IDES

今まで中央アフリカでほとんど起きていたのが、西

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

の際の国際的、あるいは Multi-sectoral な協力、あ

講演 ２ ‐
２

を使って、チームを組んで対応することになった、そ

米国福祉保険省での経験

応が難しいということで、国連全体のキャパシティー

の経験
IDES

た。そのための研究開発（Ｒ＆Ｄ）の問題、それから、

１
講演２ ‐

地疫学といった現場でのコントロールに加えて、それ

ワクチンアライアンスでの経験
GAVI

ベイランス、危機管理情報の発信、疫学的研究、こ

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

この中での教訓は、国際的な対応を行う中で、実

講演１
バイオセキュリティと求められる人材

研修の中では感染症危機管理の疫学調査、サー

アフリカで起きて、皆さんご存じのように、２万人を
超える感染者というのが出たという、そして国際社会
として対応に追われたことがございました。

第 3 回バイオセキュリティ研究会会
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年、臨床経験または同等の経験を有する医師を対象
として、２年間、感染症に関する知識、臨床・疫学
に加えて行政的なマネジメント能力、国際的な調整
能力を身につけていって、修了後にはメンバーとして
」

登録されて、感染症の危機事案が発生した際に派遣
専門家の候補となる、そういう構想で始まっているプ
ログラムであります。

今回のエボラに限らず、昔からＳＡＲＳとか新型イ
ンフルエンザとかＭＥＲＳとかいろいろ発生するたび
にいろいろ反省をしているのですが、今はこのエボラ
ウイルス病アウトブレイクの反省という形で、世界的に
は盛り上がっているところです。日本もその点では非
常に追い風が吹いているところで、国際的に脅威とな
る感染症対策関係閣僚会議というのが発足していま
す。そして、今日の重要なトピックである感染症危機

プログラムの最初は、やはりこの実地疫学です。

管理人材養成プログラムというものが発足して、それ

実地疫学の知見というのはもちろん重要になってきま

から、国際緊急援助隊の中に感染症対策チームとい

すので、１カ月の短期研修を受けた後に、厚生労働

う新たなキャパシティーが構築される、ということに

省であるとか、感染研、国際医療研究センター、検

なってまいりました。

疫所、たまに保健医療科学院にも来てくださいますけ
れども、まず国内でさまざまな関係機関を回る。そ
の後、２年目は海外の関係機関に赴いて、国際的な
マネジメントの経験を積んでいく、そういう構想で始
められています。

こ の 厚労 省にできた感 染 症 危 機 管 理 人 材 養
成 プ ロ グ ラ ム、Infectious Disease Emergency
Specialist Training Program、これは通称ＩＤＥＳ
と呼ばれておりますけれども、平成 27 年度、2015
年にできたプログラムです。対象者は医師ですけれ

平成 27 年の初年度は４名、そのうちの２名が今日

ども、卒後臨床研修を修了し、医師免許を取得後５

いらしていただいている氏家先生と杉原先生でありま
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主 催 者 挨 拶

す。平成 28 年度は５名。これまで海外への派遣は、 との活躍を期待できる、感染症を含む幅広い分野の
ＷＨＯの本部であったり、米国保健福祉省であった

国際保健人材を育成・確保していく。そして平成 32

り、英国の公衆衛生庁というところに派遣されている

年度には 500 名の登録者数を目指す」というように、

ところです。

この計画には書かれているところであります。

講演１
バイオセキュリティと求められる人材

それから、国際的に脅威となる感染症対策につい

本日のお話は、まさにこういった形での感染症危

組んでいくという姿勢が示されて、基本方針というの

さらに、 バイオセキュリティの人 材 育成という

が出されています。その中で、国内の危機管理体制

ことで、 私のほうからもお話をしておきたいと思

の強化というのがあるわけですが、ここに「国際社

います。近年、バイオセキュリティというと、大き

会において活躍する我が国の感染症対策に係る人的

く分けてこの３つのトピックがあると思っています。

の経験
IDES

基盤の整備」というのが書いてありまして、この中で

１
講演２ ‐

絞ってお話をしていただく予定になっております。

ワクチンアライアンスでの経験
GAVI

国際的に脅威となる感染症というのに日本として取り

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

て、関係閣僚会議という形で、非常にハイレベルで、 機管理のキャパと人材のキャパシティーの拡大に的を

ＩＤＥＳであるとか、国際緊急援助隊などの人材とい

イオテロ対策、人為的な感染症の対策という問題と、
生命科学の進展に伴う新たな生物学的脅威の問題、
この３つが議論されることが多いかと思います。
この一文に、
「国際的に脅威となる感染症に対する

それぞれ１つとっても、なかなか難しい問題であり

我が国の人的支援を強化するため、国際緊急援助

まして、新興・再興感染症、エボラ、ＭＥＲＳ、ジ

隊・感染症対策チームの人材登録を推進。国際機関

カウイルスといったところが、ある意味古典的なバイ

第 3 回バイオセキュリティ研究会会
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の経験 質 疑 応 答
IDES

新興・再興感染症の問題、それから、いわゆるバ

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

ると認識しております。

講演 ２ ‐
２

米国福祉保険省での経験

うのが今後、力を入れていくところになると書いてあ

オセキュリティの話なのですけれども、ＡＭＲ、いわ

の管理というのはどうやっていくのだろうというのが、

ゆる多剤耐性菌の問題となりますと、これまでの一

１つのトピックスになっているところです。

般的な感染症対策とはまた違った取り組みが必要に
なってくるかと思います。ヒトへの医療のみならず農
産・畜産といったエリアも含めて対応を考えていかな
ければならない、そういう時代になってきています。
それから、バイオテロ対策といいますと、最近は
公衆衛生とセキュリティ部門の連携というのがよく叫
ばれているところです。例えば、リスク、脅威という
ものをどうやって評価していくか。テロリズム対策と
いう点でいうと、公衆衛生の情報だけでは評価でき
ない部分、いわゆる悪い人、モノ、お金の動きといっ
たものを含めて評価をしていく際に、公衆衛生部門

こういった非常に入り組んだ問題に対して、アメリ

とセキュリティ部門の連携が必要であるとか、あるい

カではいろいろな教育プログラムがございます。2001

は捜査をする、原因追求をしていく中で、警察との

年の炭疽菌テロ以降、生物テロ対策の人材開発には

連携が必要であるとか、さらには予防のところでいう

投資がされてきておりまして、さまざまな領域の方を

と、生物兵器禁止条約など、大量破壊兵器対策のコ

集めて、生物学的脅威の管理について勉強させると

ンテクストとの対話が必要になってきています。

いうコースがございます。これは 2007 年、私は 10

セキュリティ部門も、大量破壊兵器対策というコン

年前に行った３週間のトレーニングプログラムですけ

テクストでも、いわゆる剤を管理するというだけでは

れども、
「生物学的脅威と公共政策」というタイトル

だめで、起きた後の対応もきちんと進めていく必要が

で、感染症、公衆衛生というバックグラウンド以外に

ある、そういったときに公衆衛生の力をかりなければ

も、工学から安全保障、政治学、など、様々な背景

ならないということで、この両者の対話というのが１

を持ついろいろな方が集まってきて研修を受ける機会

つのトピックとなっています。

というのがございました。

そして、最後の生命科学の進展と生物学的脅威、
ここは１つややこしいエリアでもありまして、科学技
術政策の話とも絡んでいます。公衆衛生、安全保障に、
さらに科学技術政策というコンテクストが加わってき
て、非常にさまざまな専門知識が必要とされるように
なってきています。
最近のこの領域の話題では、ホースポックスウイル
スという、既に根絶された天然痘ウイルスの近縁ウイ
ルスがあるのですが、そのウイルス断片を遺伝子情
報からＤＮＡ合成会社にオーダーをして、それを組み
合わせてウイルスをつくるという手法でつくってしまっ

今もアメリカで修士、それからＰｈＤと、それぞれ

た。それはもしかして天然痘ウイルスの合成にも当然

バイオディフェンスと名がつくプログラムがあります。

使えるような、それがたかだか 1,000 万円ぐらいでで

どれもどちらかというと、生物テロ対策というコンテ

きてしまう、こういった状況で、病原体の管理とか剤

クストから始まったものですが、ジョージメイソン大
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主 催 者 挨 拶

学は政策系、安全保障系のコンテクスト、ジョージタ
ウン大学の場合はちょっと公衆衛生寄りで、ジョンズ
ホプキンスの場合は生物工学、工学系からのバイオ
ディフェンスへのアプローチをしている教育機関かと
思います。

リティとして求められる人材像として、まず、公衆衛
生分野の感染症危機管理というのが非常に重要な
ベース、まず実地疫学、あるいは感染症の専門家と
いうのが、やはりコアであることは変わらない、あ

講演１
バイオセキュリティと求められる人材

まだ十分なまとめではないですが、バイオセキュ

for Health Security というのがございます。 これ

Emergency Response Operations というのができる

は以前、ピッツバーグ大学メディカルセンターのセ

人材というのが、competency として入ってきている、

ンターだったのですが、つい最近、ジョンズホプキ

といえるかと思います。これは後ほど杉原先生のお

ンスの傘下に移りました。ここで行われているのは、 話の中でも、ある程度ご指摘いただけるのではない
EMERGING LEADERS IN BIOSECURITY とい

かと思います。

２回、この人たちが集まるワークショップなどを企

衆衛生、安全保障、生命工学、政策、それぞれか

画して、その参加の旅費を出す、定期的に Webinar

なり離れた分野なのですが、そのお互いの言語、お

という形で研修が受けられるようにする、それから、 互いの学問の領域を理解してアプローチできる、そ
論文を書かせて優秀論文は表彰する、そんな取り組

ういう人材が求められているところではないかという

みをやっている研修プログラムがございます。

ふうに、私は考えております。

の経験 質 疑 応 答
IDES

ここでのワークショップは「バイオテクノロジーイノ

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

の学際的な人材というのが求められておりまして、公

講演 ２ ‐
２

るいは若手の実務家が入るプログラムですが、年間

米国福祉保険省での経験

結 論としては、 より Multi、 より Inter-discipline

の経験
IDES

うプログラムで、毎年 25 人ぐらいの若手研究者、あ

１
講演２ ‐

と思いますが、そこからさらに Preparedness とか、

ワクチンアライアンスでの経験
GAVI

ジョンズホプキンス大学の公衆衛生大学院に Center

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

ほかにも、最近このようなプログラムがあります。 と、ラボの専門家というのもここに当然入ってくる

ベーションとバイオセキュリティ」とか、
「バイオセキュ
リティの政策と実務」とか、そんなテーマでやってお
りまして、現在のバイオセキュリティの関心のトピック
というのがうかがえるのではないかと思います。優秀
論文の例は、なかなかおもしろい視点で、さまざま
な論文が書かれています。

第 3 回バイオセキュリティ研究会会
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IDES

演
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厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム IDES の経験

GAVI ワクチンアライアンスでの経験
氏家 無限
国

国

研究セン

国

感染症セン

まず最初に、私がお話しさせていただくことは

した。感染症危機管理という観点では、2009 年に

IDES での経験を通して、私の考えたことです。私は、 はインフルエンザ A（H1N1）が流行した時には、特
基本的にバイオセキュリティに直接システムとして関

定感染症医療機関ですので、隔離病棟で防護服を

わってきたというような経歴ではありませんので、あ

着て診療に当たるというような経験もしました。

くまで私の個人的な経験を皆様と共有しながら、１

2013 年から人事交流の一環で、厚生労働省の結

つのモデルとして IDES プログラムについて考えてい

核感染症課、そして予防接種室に所属をしています。

ただければと思います。

そこでは、2013 年に流行していた風疹の担当をして
いましたし、その後、エボラ出血熱の流行やデング
熱の国内発生等、海外からの輸入感染症に関する、
国内の感染症対策を公衆衛生の観点から経験させ
ていただきました。2015 年から IDES に入って１年
間は、それまでと同様の行政活動を経験して、その
後、Gavi, The Vaccine Alliance というところに１年
間、厚生労働省からの出向者として勤務を経験しま
した。現在は厚生労働省での人事交流を終えて、国
立国際医療研究センターで勤務を行っているというよ

まず私の略歴をお話しさせていただくと、2004 年

うな略歴になります。

に医学部を卒業しまして、自治医科大学で初期研
修を修了した後、もともと国際保健に関心があった
ので、長崎大学の熱帯医学修士に入りまして、４年
間、長崎大学の熱帯医学研究所でお世話になりまし
た。この期間は、感染症、呼吸器の臨床診療を経
験した他、研究員としてフィリピン、ケニア、マラウイ
等の海外に短期間での研修や研究活動等も行ってき
ました。
その後、国立国際医療研究センターに移りまして、
ここでは感染症診療の他、海外に渡航される前の予
防相談であったり、輸入感染症の診療を行っていま
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今回お話しさせていただくことは、主に３つの事で、
まず Gavi, The Vaccine Alliance について、皆さん

して、それをサポートするＷＨＯやユニセフ、世界銀

だと思いますが、１年間、仕事をさせていただいた

行、ビル & メリンダ・ゲイツ財団、ワクチンの業界の

機関でもあるので、この際、皆さんにも、この研究

製造販売業者、そして研究技術機関、社会市民団体、

会の本来の趣旨とは少し異なるかもしれませんけれど

そうした予防接種の関係者を１つに結びつけることで、

も、Gavi がどのようなことを行っている機関なのかと

子供たちが予防接種を受ける権利の公平性を高めて、

いうことについて、簡単に概要をご説明させていただ

世界のワクチンギャップを埋めていくことを目的とし

きたいと考えています。

た活動を行っている国際機関です。
2000 年以降、Ｇａｖｉによる活動を通じ、低所得

染症にかかわってきたというような経緯から、バイオ

国の子供たちが、多くのワクチンを受ける機会を得

セキュリティの観点から見た予防接種のあり方につい

ることで、なかなかワクチンを受けたことで得られる

ても、近年の流行事例を使って簡単にお話をさせて

メリットは目に見えないわけですけれども、推計する

いただきたいと考えています。

と 700 万人以上の命が救われてきたというような実

最後に、今回の一番の趣旨だと思いますけれども、 績があります。
私が２年間、ＩＤＥＳの１期生として経験したことか

講演１
バイオセキュリティと求められる人材

２番目には、私がこれまで、予防接種を通じて感

主 催 者 挨 拶

どのような組織かよく分からないという方がほとんど

ら、良かったこと、そしてプログラムの課題について
１
講演２ ‐

ワクチンアライアンスでの経験
GAVI

す。

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

も、私の意見を共有させていただきたいと考えていま

の経験
IDES

理事会で決定されます。その議席の配分が関係者
まず、Gavi, The Vaccine Alliance の概要ですが、 の多様性であったり、関係性をうまく表しているの
かなと考えて、このスライドを使用していますけれ

イスの法律で認められた国際機関です。一般的に言

ども、ドナー国は当然、ここに入っていて、その

われるＷＨＯとかユニセフとか、そういった国連機関

他、 ワールドバンク、 ユニセフ、 ＷＨＯの 他、 支

とは少し異なり、プライベート・パブリック・パートナー

援を受ける途上国の代表の国の人とか、ワクチン

シップと言われる、グローバルファンドと同様に、官

を提 供している企 業 であったり、 市民 団 体、 独

民が連携した形で活動する国際機関です。

立した有 力 者、 そういったいろいろな背 景 の関

予防接種を受ける機会がないため、予防が可能な

係者 が、 Ｇａｖｉの活動の方向性を決めています。

感染症によって命を落としている子供が、世界には
たくさんいます。そういったことが起こっている低所
得国で、予防接種を資金援助するための出資国、そ

第 3 回バイオセキュリティ研究会会
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の経験 質 疑 応 答
IDES

2000 年にダボス会議という経済会議で発足した、ス

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

ほど開催されていて、全ての大きな方針は、この

講演 ２ ‐
２

すが、Ｇａｖｉボードと呼ばれる理事会が年に２回

米国福祉保険省での経験

Ｇａｖｉの活動には多くの関係者が関わっていま

IDES

るのに、大体、１年程度の時間がかかるわけですか
ら、ワクチンが足りないというようなことがよく起こり
ます。そのため、黄熱の他、髄膜炎菌やコレラの流
行が起きる前にワクチンを備蓄するということを行っ
ています。また、エボラ出血熱に関しても、まだ承

す
.

認を得ていないワクチンを買い上げて開発を促進し
たり、今年のコンゴ民主共和国での流行時にも使う、
使わない、のような議論もありましたけれども、本当
に必要な流行時にはワクチンを使えるように備蓄する
というプログラムもあります。その他、まだ承認され
Gavi の活動が 2001 年に発足されてから、子供た

ていないマラリアワクチン、これを更なる臨床データ

ちに必要とされるワクチンを届けるために、多くのプ

を得るためのパイロットスタディーとして実施するとい

ログラムが運営されているわけですけれども、現在、 うような活動もあり、これはもう既に来年からアフリ
表にある、B 型肝炎を除いた 11 のワクチンを使って、 カのケニア、マラウイ、ガーナで実施する計画が公表
活動を行っています。

されていますけれども、そういった研究と開発に近い
ような活動も行っています。

また、ワクチンを使った活動にも、いろいろな取り
組み方がありまして、当然、必要な子供たちに必要

Gavi はワクチンを支援国に届けているだけではあ

なワクチンを継続的に届けるためには、定期接種のよ

りません。ワクチンというのは、それをきちんと有効

うなシステムが、一番有効なわけですけれども、き

に活用するために、いろいろな社会基盤を必要とし

ちんと社会全体の集団免疫が形成されるまでには、 ます。例えば、コールドチェーンといって、しっかり
流行が起こることがあり、流行対応として行うキャン

低温を維持して管理されたワクチンが、実際に予防

ペーンであるとか、定期接種のプログラムを始めた時

接種を行う現場まで届かないと、質が担保できない

に、既にその対象から外れてしまっている方や過去

というようなこともあります。また、ワクチンを接種す

に接種の機会を逃してしまっている方に対して、
キャッ

る人が、子供の親に予防接種の必要性をきちんと説

チアップ接種をしてもらうためのキャンペーン活動を

明できる知識があって、適切な方法で接種を行うと

行うというようなこともあります。

いうようなことも必要となります。また、ワクチンを接

その他、感染症の流行が起こってから、キャンペー

種した後にも、接種の記録や接種率の評価であった

ンに使うワクチンを準備するとなると、ワクチンをつく

り、ワクチンを保管する場所の整理や有効期間の管

16

する支援を行う必要があります。そのため、ワクチン

改善します。また病気が減って、医療費がかからなく

を供給する以外にも、医療従事者を育てたり、コー

なりますし、親が仕事を休んだりせずに働いて収入

ルドチェーンを拡充するための投資を行ったり、実際

を得たり、子供は健康に学校に行って教育を受けた

にＷＨＯが定めた技術的な予防接種の施策を、きち

りできるようになります。そうしたことによって、社会

んと行えるような管理を支援したりも合わせて行って

全体の経済基盤がより強化され、国はより安定した

います。そういった包括的な支援プログラムの協力を

施策が実施できるようになります。そうすると、また

受けている国は、60 カ国以上あります。

より多くの人が予防接種を受ける機会に繋がる。長
期的には、こうしたプラスの循環が生まれることが期
待されます。このように多くのメリットが派生すること
が、予防接種施策が、最も費用対効果に優れた公
衆衛生施策であると言わる理由であると思います。

講演１
バイオセキュリティと求められる人材

なくなることで、出生率が低下して、母体の健康が

主 催 者 挨 拶

理等、実際の予防接種に関わるいろいろな問題に対

8,000 万人の子供が予防接種を受けて、推計で 800
また、300 以上のプログラムの導入やキャンペーンが

が１ドル 100 円換算だと 329 億円程度の規模でした
けれども、活動が拡大するに従って、2015 年におい
ては、大体 1,400 億円ぐらいの規模にまで拡大して
います。

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

ます。2000 年の発足当時から、ドナー国の出資額

講演 ２ ‐
２

持するには、まずドナー国による出資が不可欠となり

米国福祉保険省での経験

実施されてきました。

こうした優れたワクチンプログラムを開始して、維

の経験
IDES

万人以上の子供が命を救われてきたとされています。

１
講演２ ‐

ワクチンアライアンスでの経験
GAVI

としては、これはもう去年の時点ですが、延べ５億

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

実際にＧａｖｉがこれまで達成してきた活動の成果

の経験 質 疑 応 答
IDES

予防接種を受けることによるメリットとしては、子
供が病気にならなくなる、死ななくなるといった直接
的な効果以外にも、いろいろな良いことが派生しま
す。子供が予防接種を受けて、寿命が延びる、死な

第 3 回バイオセキュリティ研究会会
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IDES

くことによって、世界全体としては 1 本当たりのワク
チン価格が下がるといった効果も生まれています。

Gavi は５年間の計画を立てて、プログラムを運営
していますので、2016 年から 2020 年の計画が現在
実施されています。そこでの予算は 9.5 ビリオンなの

また Gavi は、支援を行っている低所得国に対して、

で、約 9,500 億円にもなります。日本がこの計画に出

世界で流通しているワクチンの中でも、最も安価での

資を約束している金額は約 95 億円、大体、全体の１％

ワクチン供給を行っています。ロタウイルスワクチンの

を担っています。特に出資額が多いのは、もともと考

例では、これはアメリカの自由診療において 75 ドル

え方の基となったワクチン債を提唱していた英国の他、 くらいで流通しているワクチンを、Gavi の支援対象と
ビル & メリンダ・ゲイツ財団、ノルウェー、アメリカ、 なる低所得国に対しては、２ドルから３ドル程度で提
イギリス、ドイツ、こういった国になります。日本は

供しています。

2011 年から出資を開始して、出資額は増加傾向昨年
からは複数年にまたがる出資を約束するようになった
ところで、全体としての存在感は高まっているところ
だと思います。

その他、より安価なワクチンを安定的に供給するた
めには、ワクチンを供給する製造販売業者の確保とい
うことも大事になってきます。2001 年には、５つの企
業からワクチンの提供を受けていたわけですが、2015
Gavi の役割としては、ワクチンの市場形成も担っ

年には 16 の企業まで増えています。より多くの企業

ています。新しくワクチン市場が開拓されることによっ

がワクチンを供給することになって、価格競争によっ

て、1 本あたりのワクチン製造費用が下がるというこ

て安価なワクチンの提供が可能となる他、ワクチン製

とが起こります。例としては、５価混合ワクチンです

造に関して何かの問題があった場合でも、他の企業

けれども、Gavi の活動を通じて、市場が拡大してい

が代替することで、より安定的な供給が可能となります。
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主 催 者 挨 拶
講演１
バイオセキュリティと求められる人材

いろいろな課題もあり、議論や調整が続けられてい

テムがあります。具体的には GNI が約 1,000 ドルと

るところです。Gavi は、理論に基づく理想と現実の

約 1,500 ドルのところにラインがあるわけですけれど

ギャップの中で、それぞれにできる介入や支援を調

も、1 人当たりの GNI が 1,000 ドル以下の国におい

整しながら、継続して実施している組織であると思い

ては、定期接種の支援プログラムで１本当たりのワ

ます。

クチンに対して 20 セントの費用を、支援を受ける国

の経験 質 疑 応 答
IDES

から払ってもらいます。GNI が１人当たり約 1,000 ド

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

から受けられる支援内容が変わっていくというシス

講演 ２ ‐
２

運用していくには、経済の安定性や計画の実現性等、

１
講演２ ‐

象国の 1 人当たりの国民総所得額 ( ＧＮＩ ) で Gavi

米国福祉保険省での経験

が、実際、最終的に独立して予防接種プログラムを

の経験
IDES

ために Gavi が取り組んでいる方法として、支援対

ワクチンアライアンスでの経験
GAVI

現在、Gavi からの支援を終える国が増えています

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

もう１つ、安定した支援プログラムを継続していく

ルを超えると、支援を受けている国の支払額が毎
年 15％ずつ増えていきます。その後、約 1,500 ドル
を超えたところで、その時点で Gavi から受けてい
る支援を 5 年後に終了する計画を立て、翌年からプ
ログラムの支援額が毎年 20% ずつ減額されます。こ
のように、支援を受けている国の経済状況に合わ
せて、最終的には独立した予防接種施策を促して
いくというような、ユニークなシステムをとっています。

第 3 回バイオセキュリティ研究会会
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少し話が長くなってしまいましたけれども、Gavi
の紹介は以上にしまして、簡単に、最近の感染症の
流行についてお話をさせていただきたいと思います。
今、ひとつのトピックになっているのが、イエメンで
のコレラの流行です。これは近年のコレラの流行とし
ては、最悪の規模となっていることが報道されてい
ますけれども、７月 11 日の時点で 30 万人を超える
患者数、1,700 人の死亡者が報告されています。Ｗ
ＨＯの対策が後手に回ってしまっていることが非難さ
れたりもしていますが、個人的には、コレラの流行
が、地域のインフラ設備といった環境因子や宿主の
栄養状態による要素が大きくて、エボラ出血熱のよう
に、国境を越えて先進国にも拡大していくという感染
症ではないといったことも、関係しているのではない
かと考えています。

その他、感染症の流行で忘れてはいけないのが、
髄膜炎菌性髄膜炎です。meningitis belt に位置して
いるナイジェリアでは、今年、髄膜炎菌Ｃ型の流行
がありました。この流行は、６月に終息していますが、
１万 5,000 人近い患者と 1,000 人以上の死亡者が報
告されています。以前はアフリカでは髄膜炎菌Ａ型
が多かったため、アフリカ用にＡ型に対する髄膜炎
菌ワクチンが開発されて、Gavi でも使用されていま
す。実際にその予防接種を行った地域では、Ａ型の
髄膜炎菌の流行はなくなるのですが、近年では、菌
交代現象により異なる血清型の髄膜炎の流行が問題
となっています。

その他、去年から今年の春にかけて、ブラジルでも
大きな黄熱の流行があって、リオデジャネイロの近郊、
これまで流行がないとされていた地域でも感染事例
が認められました。ブラジルでは、一昨年からジカウ
イルスの流行もありましたように、蚊媒介性のウイル
ス性感染症が問題になっています。
麻疹も今年は流行が問題となっている疾患でして、
つい先日、ＷＨＯ欧州事務局が 2016 年 1 月から今
年の５月までに欧州で１万人以上の麻疹患者が報告
され、35 人の子供・大人が亡くなっていると発表しま
した。特にルーマニアやイタリアでの流行が、問題に
なっていますけれども、接種率低下による麻疹の流
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行を受けて、イタリアやフランスでは、予防接種の徹
底をはかるため、接種の義務化が進んでいたり、ド
イツでは未接種者に対する罰則を設ける等の議論が
されているところです。
日本でも、同様に輸入感染症としての麻疹報告が
増えていて、去年も、空港での感染事例が話題にな
りましたけれども、今年は、昨年の患者報告数を既
国ではありますが、麻疹のような感染力の高いウイル
スは少しでも対策を緩めると、とたんにコントロール
することが非常に難しくなるという証左であると考え
ています。

ジカウイルスも、今年ではないですけれども、感
染症危機管理に関する 1 つのトピックで、ここ数年で
感染事例を報告する国が、かなり増えています。ジ
カウイルスで特に問題となっているのは、妊婦さん

講演１
バイオセキュリティと求められる人材

に現時点で超えています。日本は、麻疹の排除認定

が感染した場合に生まれてくる子供の小頭症等の問

エボラウイルスとジカウイルスに対して承認された
ワクチンは、まだないですけれども、麻疹、コレラ、
髄膜炎菌性髄膜炎、こうした感染症については、既
つい最近、コンゴ民主共和国でエボラウイルス、 流行を事前に予防する、もしくは発生の初期に接種
能です。このようにワクチンは、感染症の危機管理に、

名が亡くなられたとの報道がありました。このときに

非常に有効なツールとなり得るわけです。

備蓄していた未承認ワクチンを使うというような話も
あり、1 度はワクチンを使うことに決まったのですが、
決定までに１カ月ぐらいかかったため、その時には接

の経験 質 疑 応 答
IDES

触者調査で新しい患者が出ていないというようなこと

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

株と同じものですけれども、８名の患者が出て、４

講演 ２ ‐
２

キャンペーンを行って流行を抑え込むということが可

米国福祉保険省での経験

数年前に西アフリカで大きな流行があったザイール

の経験
IDES

に有効なワクチンがあるので、問題となる感染症の

１
講演２ ‐

既にあるか、現在開発中となっています。

ワクチンアライアンスでの経験
GAVI

多くの場合、こうした感染症を予防できるワクチンが

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

題です。近年、問題となっているこれらの感染症は、

で、実際には使われませんでした。

ＷＨＯがワクチン等の開発が優先される病原体リ
ストを 2015 年に公開していて、今年の１月に、この

第 3 回バイオセキュリティ研究会会
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リストの更新がありました。この中には、ラッサ熱、
クリミア・コンゴ出血熱、エボラウイルス病、ＭＥＲＳ、
ＳＡＲＳ、ニパウイルスであったり、更にはリフトバ
レー熱、ＳＦＴＳ、ジカ等が挙げられています。こう
した感染症は、なかなかワクチン等を開発しても必
要としている地域が限定されていたり、高価な製剤
を購入するための市場が成熟していない等、商業的
に開発コストに見合う利益が得られにくいというよう
な問題もあります。
本日お話しする最後の項目になりますが、厚生労
働省で経験したバイオセキュリティと関連した予防接
種等の業務、そして、どちらかというと人道的な問
題もありますけれども、Ｇａｖｉでの活動、これらの
職務経験を通じて、得られた成果や課題についてお
話させていただきたいと思います。ＩＤＥＳの参加者
としては、私は少し特殊な経歴で、ＩＤＥＳが開始さ
れる以前から厚生労働省で働いていました。１年目
は、通常は省外の機関でも研修を行うことになって
こうした問題に対して、今年のダボス会議で発足

いますが、私の場合は外部機関を回らず、3 年目の

したのが、ＣＥＰＩという団体でして、訳すと感染症

医系技官の立場も引き継いで、ずっと厚生労働省の

予防のイノベーション連合という名前ですが、このＣ

中で仕事をしていました。具体的には、健康局の結

ＥＰＩが先ほどのリストにもあったＭＥＲＳ、ニパウイ

核感染症課、予防接種室をベースに、感染症の危機

ルス、ラッサ熱、これのワクチンに対して約 400 億

管理や予防接種施策に関わる仕事を行っていました。

円のお金を投じて、ワクチンの開発に当たると発表し

また、時折、横浜検疫所や国際課での仕事も兼任し

ています。このＣＥＰＩに対しては、報道等によると、 ながら職務を経験させていただきました。
日本からも多くの出資金が出ているとのことで、こう
した、なかなか経済的に見合わないようなワクチンの
開発についても、感染症のバイオセキュリティからみ
たリスクや影響の大きさと、対策の重要性に照らし合
わせて、新たなワクチン開発に関する取り組みが行
われているところです。

特に、予防接種室ではＢ型肝炎の担当をさせてい
ただいたこともあり、昨年のＢ型肝炎の定期接種化
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炎菌ワクチンであったりのプログラムを、どのように

いただきました。行政では、なかなか必要以上の情

連携させて接種率を上げていくか、疾患ごとに活動

報を説明しない、する機会がないというところがあっ

を行っているプログラムの連携や包括的なヘルスプロ

て、そうすると、どうしても周囲の誤解も生みやすい

バイダーのためのガイドライン作成というようなことに

ですし、やはり、できるだけ客観的な医学の情報や

関連して仕事をさせていただきました。
その後、麻疹を中心としたキャンペーン後の予防

ところがあり、このような仕事も経験させていただき

接種率の調査の手法に関して、専門家から意見を聞

ました。

いてＧａｖｉ内の規定やガイドラインを作成する仕事
にも関わらせていただきました。予防接種キャンペー
ンも、ただやるだけでは駄目で、当然、その質が問
われます。とりあえずたくさんの人に予防接種をした
という数字だけでは、実際には既に接種を受けた人
だったり、対象外の接種者だったりもあって、必要
な人が予防接種を受けたかどうかを評価できません。

講演１
バイオセキュリティと求められる人材

議論は、伝えていくべきであると私自身が考えている

主 催 者 挨 拶

に関連した審議会での議論を医学雑誌に報告させて

ですから、予防接種の実施数ではなくて、キャンペー

る予定だったのですが、１期生の初めての派遣とい
うこともあって、どこに行くのか、どのような立場や

推奨されています。また、夏以降には、肺炎球菌プ
ログラムも担当させていただきました。

条件で行くのか、こういったことの調整が予定通りに

１
講演２ ‐

ＩＤＥＳ２年目での海外派遣は、４月から開始す

けなかった人の理由等について調査するということが

ワクチンアライアンスでの経験
GAVI

とや被接種者の年齢ごとに評価する、また接種を受

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

ン実施後に実際の予防接種率の調査をして、地域ご

の経験
IDES

進まず、私の場合は５月からの開始となりました。Ｇ

Vaccine Implementation という、ワクチンプログラ
ムの導入に関わる部署で、
シニアプログラムマネジャー
として仕事をしました。業務の内容として、最初に取
り組んだのは、２nd Year of Life の予防接種、つま
でした。現在も議論になっていますけれども、低所

具体的な仕事としては、肺炎球菌のプログラムに

得国では 1 歳未満での予防接種は随分改善した一方

関わる仕事が一番大きなウェートを占めていました。

で、２回目の麻疹の接種であるとか、１歳を越えた

Ｇａｖｉの支援対象国は全部で 73 か国ありますが、

健康な子供を地域の医療機関に連れていって予防接

そのうち、昨年までに肺炎球菌のワクチンプログラム

種やその他の必要な医療評価を受けるといったこと

の導入が承認されていたのは 59 か国でした。残りの

が一般化されていないので、なかなか１歳以降の接

支援が承認されていない国に対するプログラム導入

種率が上がらないというような問題があります。１歳

に関する手続の支援であったり、承認された後に実

で接種する 2 回目の麻疹ワクチンであったり、髄膜

際にプログラムが導入されるまでの調整、また、政

第 3 回バイオセキュリティ研究会会
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の経験 質 疑 応 答
IDES

り１歳から２歳にかけて推奨される予防接種の対策

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

をしていますが、私はカントリープログラムチームの

講演 ２ ‐
２

米国福祉保険省での経験

ａｖｉでは、いろいろな部署やチームが混在して仕事

IDES

治的な問題も含めて、プログラムが導入された後にも、 たのではないかと考えています。加えて、これまでの
運営に関していろいろな問題があるので、それらを

私の経歴にない職務を経験させていただいたことで、

調整しながら、プログラムが円滑に実施されるように

いろいろな将来的なキャリアの選択肢が広がりまし

サポートを行うことになります。そうした対応は、Ｇａ

た。結果として、こうしたことは個人的に大きなメリッ

ｖｉ内の様々な部署の他、ＷＨＯやユニセフといった

トだったと考えています。

いろいろな外部の機関とも連携を取りながら行う必

ただ、プログラムにはいろいろな課題も残っている

要があります。また、目の前のことだけではなく、プ

と考えています。例えば、参加者が臨床経験を持っ

ログラムやワクチンの需給に関して、長期的な視点で、 た医療従事者であるというだけでは、厚生労働省や
計画を評価しながら運営する必要があるなど、やる

Ｇａｖｉで働く場合に求められる業務の内容に対し

べきことはたくさんあって、定期的に行う仕事と単発

て、必要となる知識や技術が、すぐに適合しないと

的に行う対応を並行しながら業務にあたるということ

いうような問題があると思います。実際にＧａｖｉで

をチームで協力しながら行っていました。

働いている人で、医師は少数ですし、求められる仕

公開されている成果物としては、Ｇａｖｉで肺炎球

事内容はプログラムの運営や外部機関との調整に関

菌のプログラムが毎年公開している年間報告書をまと

する仕事がほとんどで、医学的方針は原則としてＷ

める仕事にも関わらせていただきましたし、Ｇａｖｉ

ＨＯによって決められています。これまでの私の経験

のことを少しでも多くの日本の方に知っていただくとい

をそのまま応用するということが非常に難しかったた

うような観点で、国立感染症研究所が発行している

め、仕事に慣れるまでは大変でした。その点につい

ＩＡＳＲに活動の報告をさせていただいたりもしまし

ては、今後はプログラムの具体的な流れが見えてくる

た。

ので、ＩＤＥＳ参加者全般に求められるスキルをより
明確に規定したり、参加者のスキルとの適合性を事
前に詳しく検討したりすると良いように思いました。
また、ＩＤＥＳのプログラムを修了した後について
ですが、ＩＤＥＳの目的が「国際的な脅威となる感染
症の危機管理対応で中心的な役割を担う将来のリー
ダーを育成する」となっています。これから具体的な
実績が出てくるわけですが、研修終了後にどのよう
なキャリアを積むことを目指しているのか具体的なプ
ランが、なかなか見えません。もちろん、こういった
問題は、個人の資質であったり、考え方、ライフプラ

最後は今回お話させていただく中で最も大事なと

ンにも依存するところが大きいですが、やはり、プロ

ころでもありますが、ＩＤＥＳでの経験を通じて一番

グラムとしての具体的な複数のキャリアプランがしっ

私の中で良かった点としては、やはり、これまでの

かり確立していると、そのプランに照らし合わせて研

経験してきた一医療従事者や研究者としての枠を超

修自体で求められる達成項目を規定したり、研修状

えて、もっと広い公衆衛生からの視点で、国もしく

況を評価したりしやすくなると思います。また、先ほ

は国際機関での業務や考え方を経験できた点だった

どの話とも関連して、プログラムの参加者に求められ

と考えています。また、私が厚生労働省やＧａｖｉで

る全般的な職務経験や技能、こういったことを規定

働くことで、これまでの経歴での経験を伝え、共有

したり、評価したりすることにもつながるのかなと考

できたことで、組織の中での相互理解にもつながっ

えています。
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最後に、今年度からグローバルヘルス人材戦略セ

ンターが設置・運営されていくという状況かと思い

ますので、国際的な人材活用という観点においては、
ＩＤＥＳプログラムとの連携等も、今後、必要になっ
てくるのではないかと考えている次第です。

講演１
バイオセキュリティと求められる人材

１
講演２ ‐
ワクチンアライアンスでの経験
GAVI

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

の経験
IDES

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

講演 ２ ‐
２
米国福祉保険省での経験

の経験 質 疑 応 答
IDES
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厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム IDES の経験

米国保健福祉省での経験
杉原
厚生労働省

淳
厚生

現在、厚生労働省の大臣官房厚生科学課に所属し
ております杉原と申します。氏家先生と同じく、第 1
期の IDES プログラムの卒業生です。

今回は次の５点についてお話できればと思っており
ます。
まず、簡単に私自身の歩みと公衆衛生危機管理と
のかかわり、米国の保健福祉省（ＨＨＳ）での経験、
そして米国における公衆衛生危機管理システム、米
国における公衆衛生危機管理の人材育成、最後に
日本における人材育成の課題という点についてです。

本日は、
「米国における健康安全保障と公衆衛生
危機管理の人材育成」というタイトルでお話をさせて
いただきますが、これはＩＤＥＳ卒業生としてあくま
で個人の見解を示すものということで、厚生労働省の
正式な見解や立場を代表するものではないということ
を、初めにお断りいたします。
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まず１点目、簡単に私のバックグラウンドについて
です。

主 催 者 挨 拶

次に HHS での経験をお話しします。

症の専門研修を受け、熱帯医学に関する短期留学を
経まして、ジョンズホプキンス大学公衆衛生大学院で
感染症疫学と、公衆衛生政策学を中心に学び、公
衆衛生修士号を取得しました。西アフリカでエボラ
危機が発生したのは大学院在籍中でした。

間の公衆衛生の危機管理フェローシップに参加しま
した。その後、昨年末からワシントンＤＣのＡＳＰＲ
のオフィスで業務を開始しましした。今年６月にＡＳ

のときに発生した韓国のＭＥＲＳアウトブレイクの緊
急対応を行いました。
厚生労働省に移ってからは、ジカウイルス病対策
と薬剤耐性対策を中心に感染症対策の仕事を行った
ほか、Ｇ７の伊勢志摩サミット等の対応をしておりま

の経験
IDES

した。

１
講演２ ‐

ＰＲの仕事を離任しております。

ワクチンアライアンスでの経験
GAVI

対応部局において短期専門家として働き、ちょうどそ

任をいたしまして、それからすぐにＣＤＣで、4 か月

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

その後、ＷＨＯの西太平洋事務局の公衆衛生危機

米国保健福祉省では、去年の７月に、ASPR に着

講演１
バイオセキュリティと求められる人材

私は横浜市大を卒業しまして、それから臨床感染

米国の保健福祉省への派遣は次のスケジュールの

省の中にあります。また、その期間中に４カ月間、疾

まずはじめに、HHS の組織についてご紹介しま

病対策予防センター（ＣＤＣ）で、公衆衛生危機管

す。アメリカの保健福祉省というのは非常に大きな組

理に関するフェローシップに参加しました。

織で、ここの予算だけで日本の国家予算と同じぐら
は７万人近い巨大な組織です。左が日本の厚生労働
省本省に当たる組織、右が、オペレーティングディビ
ジョンとよばれる執行機関があります。ＦＤＡ、ＣＤＣ、
ＮＩＨといった機関はすべてこちらの執行機関に位置
付けられます。
私 が 派 遣され た のは、HHS の 危 機 管 理 の司
令 塔として位 置 づ けられて いる、 事 前 準 備・対
応 担 当 次 官 補 局（ASPR） と い う と こ ろ で す。

第 3 回バイオセキュリティ研究会会

27

の経験 質 疑 応 答
IDES

いの規模があります。常勤スタッフの数だけでの数

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

福祉省の危機管理を統括する部局です。HHS の本

講演 ２ ‐
２

次官補局（ASPR：アスパー）というところで、保健

米国福祉保険省での経験

とおりです。メインの派遣先は事前準備・対応担当

IDES

ず、化学物質や食品、環境、放射線などによるあ
らゆる公衆衛生ハザード（オールハザード）への対応
（オペレーション）を行う部局です。ASPR が司令塔
であれば、CDC の OPHPR は、実際に連邦政府
の公衆衛生対応を行う部門に相当します。一方で、
医療における対応は、ASPR が国家災害医療シス
テムを所管しており、直接オペレーションを行う
という役割分担になっています。
CDC のその他の部局は、各専門領域別に分か
れており、公衆衛生事案が発生した場合は、各専
ASPR は、700 人程 度と、CDC などと比べると

門領域の部局がリードして実 務上の対応を行いま

組 織 規 模は小さいのですが、この担当の次官 補

す。OPHPR はその対応を統括し、支援する役割を

のもとに、危機管理の医薬品・医療機器の研究開

担っています。例えば、感染症事案であれば、感

発のファンディングを行う生物医学応用研究開発局

染症局の専門家が中心となって緊急オペレーショ

（BARDA）、実際に長官直轄の緊急オペレーション

ンセンターの中で対応を行いますし、非感染性疾

センターを運営している危機管理部（OEM）、そして

患の局では、 環 境保 健部門は、 自然災害で中心

危機管理政策や計画を担当する政策・計画部（OPP） 的な役割を果たしますし、ジカでは、先天疾患の
があります。私はこちらの政策・計画部に所属してお

部局がリード機関としてオペレーションを担ってい

りました。その他、グランド管理、財政といった事

ます。それぞれの専門機関が、緊急オペレーショ

務部門があります。

ンセンターという場とそのオペレーション能力を活
用して包 括的に対応を行っている、という形です。

次に、フェローシップに参加したＣＤＣの組織図
もご紹介します。ＣＤＣは１万 7,000 人以上のスタッ

また、OPHPR 自体は、緊急オペレーションセン

フが働く巨大組織で、非常に複雑な構造をしていま

ター（ＥＯＣ）の実際の運用のほか、医薬品や医療

す。私はこの中の公衆衛生事前準備・対応局（Office

機器などの国家備蓄管理、指定病原体毒素の管理、

of Public Health Preparedness and Response:

州や地方自治体の公衆衛生危機管理能力強化やそ

OPHPR）で公衆衛生危機管理に関するフェローシッ

のための補助金の管理等も担っています。私が所属

プを経験しました。OPHPR は、公衆衛生の危機へ

したのは、EOC の管理を行う緊急オペレーション課

の備えと対応を統括する部門で、感染症だけに限ら （DEO）です。
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一方で、本来業務であるＡＳＰＲにおいては、政
日米の保健省の間では、これまでも定期的に情報交

ログラムで、米国の公衆 衛生危機管理のシステム

換等を行っており、特にこのＡＳＰＲと、厚労省の危

や、EOC の運用の実際を学んで、各国の危機管理

機管理担当部局の間では、定期的な情報交換を行っ

能力の向上に資することが目的とされています。です

てきたのですが、そうした協調機能をリエゾンを派

から、先ほども齋藤先生のお話で出てきましたように、 遣することで強化し、具体的な協力関係を構築する
Epidemic Intelligence Service のように、実地疫学

こと。そして、危機発生時等に、迅速に、情報と政

調査を担当するというよりは、どう、公衆衛生危機

策調整を行うことを目的として派遣が開始されました。

管理システムを運用するか、どう危機をマネジメント

また、日本側の目的としては、アメリカの公衆衛生

するか、というところに焦点を置いたプログラムです。 危機管理の仕組み、特に米国が非常に発達している
分に関しての知識を深めるという目的もありました。

洗い出しを行い、長期的な目標を立てるということで
した。もともとは、ＡＳＰＲの部局をローテーション
することが想定されていたのですが、任期の途中に
大荒れになったため、ローテーションは厳しいと言わ
主な研修内容は、ご覧のとおりです。後からご説
明しますが、インシデント・マネジメント・システムの

れてしまい、実際には面談を繰り返すというような形
で対応しました。

運用、EOC の設計、運用、非緊急時の運用、危機
対応のプランニングや意思決定メカニズム、リスクコ
ミュニケーション、といった内容を研修しました。
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の経験 質 疑 応 答
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トランプ新政権の誕生があり、内部の組織改編等で、

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

際に具体的な協力案件について、実際に面談をして、

講演 ２ ‐
２

テイクホルダーを把握して、コネクションをつくり、実

米国福祉保険省での経験

今回が初めての派遣でしたので、私の役割は、ス

の経験
IDES

危機に対応する医薬品や医療機器の研究開発の部

１
講演２ ‐

生危機管理を担当するスタッフ向けの４カ月間のプ

ワクチンアライアンスでの経験
GAVI

策協調の役割を担うリエゾンとして派遣されました。
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ＥＭフェローシップ）は、各国の保健省の公衆 衛

講演１
バイオセキュリティと求められる人材

ＣＤＣの公衆衛生危機管理フェローシップ（ＰＨ

IDES

ステムの特徴を理解する必要があるため、先に米国
における危機管理システムの特徴を簡単にご説明し
ます。

また、これは私が直接全てを担ったわけではあり
ませんが、保健福祉省と厚生労働省の間での正式な
協力関係が今までなかったことから、今年 5 月に日
米両保健大臣間で包括的な協力覚書を締結していま
す。危機管理のみに限った話ではないのですが、危

米国の公衆衛生危機管理システムは、様々な文脈、
アクターからなり、系統的に説明を行うと、それだけ

機管理も含めて、感染症対策、医療機器の研究開発、 で時間が足りなくなってしまいますので、今回は、そ
国際保健、がん対策等の領域で協力を推進するとい

のシステムの特徴から分けて説明いたします。

う内容のものです。その一環として、科学者や行政

まず、アメリカの公衆衛生の危機管理のシステム

官の人事交流や、研究プロジェクトやベストプラクティ

は、非常に国家や国土の安全保障の一部として位置

スの交換、会議の開催などが、協力の方法として含

づけられているというところが非常に特徴的です。先

まれています。

の齋藤先生のお話にもＷＨＯが新しく実施している国

ＡＳＰＲでの仕事で、ぱっとお見せできるものは非

際保健規則の合同外部評価の中で、安全保障と公

常に少ないのですが、次期以降の派遣において、具

衆衛生を結びつけるというお話があったかと思うので

体的な戦略を立て、具体的な協力を行うための地な

すが、アメリカは、この観点においては先頭を走って

らしのような仕事を担いました。

いると言えるかと思います。そして、公衆衛生、安全
保障の両面から公衆衛生危機管理に関する法整備も
進んでいます。
また、政府全体で標準化された危機管理システム
があり、その標準化された危機管理システムの中の
一部として、この公衆衛生危機管理のシステムが位
置づけられているのも特徴的です。
司令塔の機関の設置ということで、先ほどお話し
しましたＡＳＰＲという組織が司令塔組織として設置
されているというところも特徴的です。その下に「専
門領域としての危機管理」と書きましたけれども、ア

次に、アメリカの危機管理の人材育成の話に移っ

メリカにおいては、エマージェンシーマネジメント、

ていこうと思います。危機管理の人材育成のスキーム

いわゆる危機管理が一つの専門領域、Discipline と

を理解するには、前提条件として米国の危機管理シ

して認知されており、専門領域としての教育研修や人
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れた存在でした。いわゆるパンデミックインフルエン

の１つかと思います。

ザ対策、ＣＢＲＮテロ対策は、別個の文脈で話され
ていましたが、非人為的な事案と人為的な事案は実

衆衛生と融合しているというところがアメリカの公衆

際に対応するときは同等の対応能力を必要とするこ

衛生危機管理政策の要です。これについては直接話

と、またエボラウイルス病を筆頭に、新興感染症に

を聞いたのですが、実はそんなに古くから行われて

対する国家安全保障上のリスクという認識の高まりか

いるわけではなくて、2001 年の 9.11 および炭疽菌テ

ら、二者が融合する傾向にあります。この点を早期

ロ以降、整備がされはじめ、実際に「融合」と呼べ

に認識していたのがアメリカの特徴かと思います。

講演１
バイオセキュリティと求められる人材

そして、その「危機管理」という Discipline が公

主 催 者 挨 拶

材開発を進めているというところが、アメリカの特徴

る段階に至ってきたのは、2010 年代以降ということ
です。
最後に、これは直接的に人材育成には関係しない
のですが、包括的な公衆衛生危機対応の医薬品・
医療機器事業を有しているという点も際立った特徴
です。ワクチン、治療薬、診断機器等、そういった
危機に対応する医学的な対抗手段を包括的に確保す

れらをどれぐらい備蓄をして、実際にそれをどのよう

例 えば 国 家 安 全 保 障 戦 略（National Security

に使うかということを、包括的にマネジメントするプロ

Strategy）の一部にグローバルヘルスセキュリティ、

グラムがあります。

地球規模での健康安全保障への対応というのを明記
の中に、生物学的脅威対抗部門やグローバルヘルス

た国際保健規則の合同外部評価を昨年受けている
のですが、この政府代表団のトップもＮＳＣが担って
いました。

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

は機密のため不明です。米国は先ほどお話ししまし

講演 ２ ‐
２

します。なお、現政権の NSC の組織構造について

米国福祉保険省での経験

セキュリティ／バイオディフェンスといった部門が存在

の経験
IDES

しており、オバマ政権下では国家安全保障会議 (NSC)

１
講演２ ‐

ものであれば、どのように研究開発をして、実際にそ

ワクチンアライアンスでの経験
GAVI

を満たす対抗手段がどれぐらい必要で、存在しない

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

ることを目的とした事業で、具体的にどういった要件

の経験 質 疑 応 答
IDES

以上について、１つずつお話しさせていただきま
すが、まず、先ほど出てきた安全保障と公衆衛生の
融合という観点です。アメリカの公衆衛生危機管理
において、最近よく出てくるのは「ヘルスセキュリティ
（健康安全保障）」という言葉です。今でこそ公衆衛
生が安全保障の一部に位置付けられているアメリカ
ですが、2001 年までは、公衆衛生と安全保障は離
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翌年には、危機に対応する医薬品・医療機器（未承認、
緊急使用承認のものを含む）を使った場合に、患者
に健康被害が生じた場合への国家による補償を規定
したＰＲＥＰ法も成立しており、2000 年代前半にこう
いった法整備が進んできました。
そして、そうした法に基づいた基づいた戦略や枠
組が、2008 年以降整備されてきました。

実際に国防総省や国土安全保障省と危機の対応
の協調や、データ共有、研究開発の役割分担で連携
をしていますし、双方にリエゾンを送っていたりしま
す。また、故意の可能性のある公衆衛生事案に対して、
公衆衛生と法執行の当局が協調して、調査を行うた
めの手順を定めており、安全保障部局との連携を重
視しています。
このうち、最も重要な法律の１つが、パンデミック
及びオールハザード事前準備法 (PAHPA) で、ＡＳＰ
Ｒを設立する根拠になった法律です。この法律に基
づき公衆衛生の備えと対応を定めた国家健康安全保
障戦略を定めており、ＡＳＰＲが公衆衛生危機への
備えと対応における司令塔としてリーダーシップを担
うことを定め、同時に、ＡＳＰＲの中に公衆衛生危
機に対応する医薬品の研究開発をファンドする機関
であるＢＡＲＤＡの設立を定めています。また、緊急
時に使用する医薬品・医療機器に対し、危機対応
次に法整備に関してお話しします。実際にどのよう

専用の限定的な薬事承認を与える、緊急使用承認

な形で、アメリカの公衆衛生危機管理が、法律の中

(Emergency Use Authorization) についても本法律

で位置づけられてきたかということですが、2001 年

で可能になりました。

の 9.11 の同時多発テロと炭疽菌テロの後に、最初の
法律として公衆衛生安全保障及び生物テロ事前準備
対応法が成立し、更にこれを強化する形で、パンデ
ミック及びオールハザード事前準備法（PAHPA）が
2006 年に成立しています。また、アメリカは危機管
理に対応する研究開発を進めるために莫大な予算を
投じているのですが、その基礎となったプロジェクト
バイオシールドという法律も 2014 年に成立しています。
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メント・システム（National Incident Management
System: NIMS）に基づいて、危機管理のシステムを
標準化しています。これは、世界的に採用が進みつ
つあるインシデント・コマンド・システム (ICS) につい
て整備をした文書で、どんな種類、規模の危機に対
しても、単一のシステムで対応することを目的として
標準化を進めています。実際には、現場の声をきくと、
のですが、実際にこうした形で標準化というのを進
また、アメリカの場合、先ほどご説明しました立
法府による法律以外に、三権分立によって、最高裁
判例、大統領令が非常に大きな役割を持つのです
が、2000 年以降、健康安全保障強化に関する大統
領令が多く出されています。2000 年代初頭は、故

めているところが特徴です。
本文書をもとに、実際にキーステイクホルダーの役
割分担と協調体制を具体的に定めたのが、国家対応
枠組 (National Response Framework: NRF) という
枠組文書です。

脅威として認識されはじめ、公衆衛生的な観点のも
のが増え、オールハザードの健康危機管理の傾向が
顕著となっています。例えば、公衆衛生及び医療の
Preparedness であったり、世界健康安全保障アジェ

の経験
IDES

ンダ (GHSA) という、途上国が感染症の脅威に対抗
するための予防、検出、対応する能力を高めるため

立した専門職の集まりで、指揮・命令（コマンド）を
嫌う傾向があること、また、緊急オペレーションセン
ター (EOC) のレベルでは、実際にはコマンドではな
からマネジメントと呼ぶことのほうが適切、というこ
とで、インシデント・マネジメント・システム（ＩＭＳ）
というシステムを採用しています。
これは危機管理のときに使用される組織と人事の
管理のシステムであり、非危機時の職務と地位とは切
次に、政府全体で標準化された危機管理システム

り離された、柔軟で適応性があって拡張性のある組

についてお話しいたします。アメリカは、国土安全保

織構造を指します。この考え方自体はＩＣＳとほとん

障省がリード機関となり、国家インシデント・マネジ

ど変わらないのですが、実際には世界保健機関（Ｗ
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く、調整や連携といった管理機能が中心となること

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

しましたけれども、一方で、公衆衛生の現場は、独

講演 ２ ‐
２

先ほどインシデント・コマンド・システムのお話を

米国福祉保険省での経験

の支援を行うオバマ前大統領のイニシアティブを推進
する大統領令などが発令されています。

１
講演２ ‐

ワクチンアライアンスでの経験
GAVI

心ですが、後半になるにつれ新興感染症が国家的

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

意によるハザードへの対抗に焦点を当てた内容が中

講演１
バイオセキュリティと求められる人材

ICS も融通性の乏しさなど、メリットばかりではない

IDES

ＨＯ）も本モデルを採用しており、世界的には今、公

という話をしましたが、彼らが実際に役割を担うのは、

衆衛生 EOC を標準化しようという動きがある中で、 大部分がこの SRS で、CDC の IMS の非常に大きな
インシデントマネジメントシステムを用いた危機管理

ウエイトを占めます。公衆衛生危機に対する科学的

組織の標準化が、世界的な潮流となっています。こ

分析やサーベイランス、推奨やガイダンスの検討や

のもとになっているのがアメリカ、特に CDC の IMS

発令などを行ったりしているのが、こちらです。

です。

そういった意味で、いわゆる公衆衛生対応という

CDC の IMS において特徴的なのはこちらのオー

のは、一般的なインシデント・コマンド・システムで

ルハザ ード IMS 組 織 図 に あるように、Scientific

管理可能な内容とは少し話が変わってくるため、IMS

Response Section という部門です。公衆 衛生危機

ではこうした運用をしているということです。

の一つの特徴として、未知との闘い、という観点が
挙げられます。ジカウイルスやエボラなど、新興感染
症に対応するときは、科学的にわからないことが非
常に多いわけです。自然災害のときには多くの場合、
既知のことにいかに対処するか、が焦点になるわけ
ですが、公衆衛生危機、特に感染症危機は、未知
への対応となるので、科学の果たすべき役割が非常
に大きくなります。ですから、CDC においてもこの
部門が非常に大きなウエイトを占めています。

次に健康危機管理に関する司令塔機関の設置とい
うお話です。こちらのスライドはアメリカの保健福祉
省の中の危機管理がどういう体制になっているかと
いうことを表したものです。実はこれ自体は公式な文
書に記載されている図ではないのですが、実際には
こういった体制をとっています。米国には健康危機管
理に関わる人材が非常に多く、誰もがそれぞれ主導
権を持っていると自負しているところがあるためかと
思いますが、あまり外部的には明示されていませ
実例として、2014 － 15 年西アフリカのエボラ危機

ん。健康危機管理を統括する次官補がトップにいて、

のＩＭＳをお見せします。まずトップにマネジメント部

その下に長官オペレーションセンターがあり、HHS

門があり各関係機関へのリエゾンは直接トップである

の対応すべてを把握・管理しています。その事務局

インシデントマネージャーに直接報告する体制になっ

機能としての事前準備・対応担当次官補局（ASPR）

ています。また、リスクコミュニケーション部門や

があります。また、別の次官補のもとにある医務総

政策部門が独立しています。青枠で囲っているのが、 監 室のもとに、U.S. Public Health Service という
一般スタッフ
（General Staff）と呼ばれる実務部門に

公衆衛生専門職の制服組（米国公衆衛生サービス士

あたります。ロジスティクス、危機時の対応のプラン

官）を管理する組織があり、この人たちは連邦政府

ニング、EOC のオペレーション、財政管理などを行

の公衆衛生対応のファーストレスポンダーの役割をし

うほか、Situation Awareness といいますが、いわ

ています。その制服組の組織としての管理自体は医

ゆる情報集約・現状把握を行うチームがあります。 務総監のもとにありますが、実際の危機への対応は、
そ の 下 に あ る の が 科 学 対 応 部 門（Scientific

ASPR の管理下にあります。

Response Section: SRS）です。先ほど例えば感染

そして、その ASPR のもとに執行機関の危機管理

症の事案だったら、感染症の専門家が EOC で働く

部門が統括されています。例えば公衆衛生事案に関
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主 催 者 挨 拶

しては主にＣＤＣが担当しますし、血液や食品、医
薬品の事案だったら食品医薬品局（ＦＤＡ）が関与
しますし、子供、家庭等、福祉の対応に関しては子
ども家庭局（ACF）また、研究開発であったらＮＩ
Ｈといった形で、ASPR のもとで関与しています。情
報を一本化しているのが長官オペレーションセンター
(SOC) で、SOC を通じて連邦危機管理庁（ＦＥＭＡ：
日本でいうところの内閣府の防災担当に相当）と連
りします。
次に、専門職としての「危機管理」という話に移り
ます。HHS にとどまらず、米国のＥＯＣの中で働い
ている人たちの多くが、危機管理専門職（Emergency
Management Specialist）という肩書を持っています。
これはアメリカの危機管理システムの全容を理解して

講演１
バイオセキュリティと求められる人材

携をとっていったり、安全保障会議とつながっていた

いて、危機への備えと対応と行う専門職として定めら

研修とか承認システムを用いて管理をしていて、主に
この SOC がＨＨＳの危機管理の中心の機関でし

こうした専門職が緊急オペレーションセンターで勤務

て、この機関のもとに各執行機関のオペレーションセ

しています。本専門職には、米軍や消防救急など危

ンターがつながっている形です。公衆衛生や医療が

機管理・安全保障領域の出身者も多いです。

の経験
IDES

主体の危機事案の場合、ＨＨＳが危機管理のリード

１
講演２ ‐

修・認証制度などが整備されています。ＣＤＣでも、

ワクチンアライアンスでの経験
GAVI

危機管理庁 (FEMA) が承認する専門性に応じた研

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

れている連邦政府の専門職区分のひとつです。連邦

能します。写真はエボラのときですが、写真の中に、
当時のオバマ大統領、バイデン副大統領、クリント
ン国務長官、National Security Advisor であるスー
ザン・ライスなどの政権の安全保障幹部の姿が見て
取れるかと思います。また、テレビ画面の向こうに見
えるのはトム・フリーデンＣＤＣ所長です。

危機管理の要であり、１つの大きな特徴です。これ
は先ほどお話しした危機管理専門家、Emergency
Management Specialist の役割と、いわゆる「公衆
衛生」の専門家がどのように役割分担をしているかと
いうことを示しています。小さな危機、例えば感染症
の小規模のアウトブレイクであれば、ほとんどが疫学
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この公衆衛生と危機管理の融合は、米国の健康
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米国福祉保険省での経験

SOC に集まり、ハイレベルの意思決定の場として機

講演 ２ ‐
２

機関になりますので、安全保障関連スタッフもこの

IDES

ラボ、検疫、地理情報システム（ＧＩＳ）、そういった

括的な公衆 衛生の危機に対応するための医薬品・

専門家の連携で対応できるのですが、大規模な事案

医療機器 事業というものがありますので、ご紹介

となると、
やはりマネジメント、
コミュニケーション、
リー

させていただきます。これは英語で Public Health

ダーシップといった観点が非常に重要になってきます。 Emergency Medical Countermeasures Enterprise、
この領域はまさに危機管理と公衆衛生がミックスし

略してＰＨＥＭＣＥ（フェムシー）といいます。名前

た領域です。本領域の重要性は、安全保障サイドで

からも分 かる通り、感染症のみでなく、化学や毒

は強く言われてきましたが、公衆衛生専門家の間で

素、放射線に対する研究開発も含まれています。まず、

認識が広まったのは、CDC においてもまだ最近のこ

何が問題なのか、何がリスクなのか、という、いわ

とです。CDC の EOC は 2001 年から長らく運用され

ゆるハザード認識の領域から始まり、実際にそうし

ていますが、公衆衛生の専門家に、こうした観点の

た脅威に対応するためには、どういった対抗手段（も

重要性が真に広く認識されはじめたのは、2009 年の

のや人）が、どの程度必要で、それをどう使うべき

H1N1 インフルエンザパンデミック、そして、EOC で

いうことの要件の設定から始まります。その設定さ

ポリオ対応を始めた 2011 年と言われていす。それま

れた要件をもとに、その対抗手段が実際にある場合

ではなかなか両者が歩み寄るのが難しい状況が続い

はどのように備蓄するかという検討を行います。備蓄

ていたと聞いています。現在でこそ、両者の役割を

する必要がなければ、備蓄しなくてもよいのですが、

認識し、融合した形で運用されているようになってい

実際にそうした要件を満たす対抗手段がない場合に、

ますけれども、これは本当にここ七、八年ぐらいの

今度は研究開発によって、それをつくろうという話に

出来事のようです。

なってきます。基礎研究の部分は、主に国立衛生研

長年、CDC の EOC に関わってきた人に話をした

究所（ＮＩＨ）が担っており、実際に研究シーズを製

際に、こういった危機管理という領域が公衆衛生に

品化する応用研究開発を、先ほどお話ししましたＢＡ

入り込んできて、実際に両者がうまく融合して機能す

ＲＤＡという、ＡＳＰＲの中にある危機対応の医薬品・

るようになるには、最低 10 年はかかるよ、とお話を

医療機器の研究開発支援組織がファンドをしている

されていたのが印象的でした。、日本でも危機管理

という状況です。

は、特に公衆衛生行政の中では広く専門性が認知さ
れているとは言い難い状況です。これまで危機が起
こる度に対応自体はやってきましたけれども、公衆
衛生の専門家を巻き込み、危機管理という専門性を
育て、両者がうまく交わってくるというのには、まだ
まだ時間がかかるだろうという印象を持っています。

実際にここで開発されたものを、緊急使用承認
(EUA) という形で薬事規制をかけていくのがＦＤＡ
の役割になってきます。FDA によって EUA 承認さ
れた医薬品・医療機器の備蓄して、在庫管理はＣＤ
ＣとＢＡＲＤＡが担っています。危機時に使用のプ
ランニングをするのはＣＤＣとＡＳＰＲが共同で行っ
ており、分配に関しては、先ほど出てきたＣＤＣと
BARDA がそれぞれ分配をする役割を果たします。
こうした一連の事業をモニタリング・評価を、ＦＤＡ
とＣＤＣが担っている形です。
こういったサイクルを回すことで、何の脅威・危機
に対してどのような医薬品が必要で、それをどの程度
備蓄して、どのように使用するかということを、包括
的に推進するという枠組が出来上がっており、これ
は 2006 年から始まっています。本事業は、HHS の
ほかにも多くの省庁が関与しており、市場原理の下で
は開発が進みにくい危機対応医薬品・医療機器の研

もう１点、先ほどお話しした最後の点ですが、包
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究開発を振興する役割も担っています。

主 催 者 挨 拶

これは危機管理に関するラダー式の共通カリキュラ

りとお話しましたが、次にこのような公衆衛生危機管

ムを示しています。ＥＯＣで働くためには、国家イン

理システムを持つ米国の人材育成についてお話ししま

シデント管理システム、先ほど出てきた、国で標準化

す。

されたモジュールの基礎編の履修、そして公衆衛生・
医療の専門モジュールをまず履修する必要があります。

講演１
バイオセキュリティと求められる人材

米国の公衆衛生危機管理システムの特徴をざっく

スがあり、それを履修して初めてＥＯＣで働くことが
できるようになります。
更にその上には領域別のＥＯＣトレーニングコース

ワクチンアライアンスでの経験
GAVI

際にどうやって中で働けばいいかという入門編のコー

があり、リーダーシップをとる立場の人間に向けては、
ンシデントマネジャー向けのトレーニングコースがあり

があるかと思います。1 点目は、先ほどもお話しした
とおり、米国には危機管理という discipline があり、
危機管理に関する共通のカリキュラムが存在している
点です。2 点目はさまざまな専門領域に特化した専

の経験 質 疑 応 答
IDES

門人材の育成と登用を行っているという点、3 点目は、

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

近開発され、今年から運用されています。

講演 ２ ‐
２

米国の本領域における人材育成には 3 つの特徴

米国福祉保険省での経験

ます。インシデントマネージャー向けのコースは、最

の経験
IDES

ＩＣＳの応用編、そして、事案対応のトップであるイ

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

Ｃの公衆衛生危機管理のモジュール等、ＥＯＣを実

１
講演２ ‐

ここまではオンラインで受講可能です。この後にＣＤ

他国、例えば、英国でも実施されており、日本のＩＤ
ＥＳの目的の一つでもあるのですが、リーダーの育
成という観点で、米国においても公衆衛生危機管理
のリーダーを育てるという試みがなされてる最中です。
また、先ほども見てきたとおり、公衆衛生の危機
管理というのは非常に分野横断的で、集学的なアプ
ローチが必要な領域ですので、それぞれの領域に
特化したフェローシップやトレーニングが存在します。
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例えばロジスティクスのみに対応したフェローシップ
もありますし、ラボだったりとかリスク・コミュニケー
ションのみに特化したコースもあります。この中には
アメリカ国民や永住権保持者しか入れないものもあ
りますが、国外に門戸が開かれているものもありま
す。例えばラボとか、実地疫学者の養成コースであ
る Epidemic Intelligence Service (EIS) などは、国
外からも参加者を受け入れています。先ほど出てきた
危機管理や、政策フェローシップもあります。国際保
健は国際保健で別個にフェローシッププログラムもあ
ります。
参加者のバックグラウンドも非常に多様なのも特徴
です。公衆衛生、医療のみに限らず、データサイエ

最後に、こういったアメリカの危機管理の公衆衛
生の人材育成の特徴を踏まえ、日本の課題を検討し
てみたいと思います。

ンティストや、コミュニケーション専門家、ＭＢＡ保
持者のようなビジネスの専門家、公衆衛生法（Public
Health Law）の専門家、ＧＩＳ、防衛など、さまざ
まなバックグラウンドの人材を登用してきています。

アメリカやイギリスなどの、公衆衛生危機管理領
域における研修システムなどを見てきた中での私なり
の解釈ですが、公衆衛生の危機管理で期待されてい
るコンピテンシーは、次の３つに分けられるのではな
また、最後の特徴としては、リーダーの育成が挙
げられます。先ほども出てきましたが、最近、CDC
でインシデントマネジャー養成開発プログラムが、始
まっています。CDC では、一般的にインシデントマ
ネージャーにその領域に詳しい科学者が就くのです
が、エボラ危機を経験し、大規模なＩＭＳを運用す
るのには、やはり特別なマネジメントのトレーニング
が必要ということを認識しており、2015 年以降プロ
グラムの開発が行われ、今年の 3 月から第１期が開
始されています。現在は、これまで CDC でリーダー
の役割を担ってきたＥＩＳの出身者を対象に実施され
ていますが、将来的には各国で利用できるような形
でパッケージ化されるという予定のようです。
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いかと考えています。
１つ目はリーダーシップで、これは特に FEMA や
CDC などの危機管理の領域ではメタ・リーダーシッ
プという言い方をされますが、領域を超えて、全体像
を見渡しすことができるリーダーシップの能力を持っ
た人材を育成するという方向性です。そのために必
要な戦略的思考や問題解決能力、そしてグローバル
かつローカルな視点を持つ必要があります。ＣＤＣの
場合はスタッフが海外へ派遣される経験もあります
から、こういったトレーニングを、徹底しているとい
う印象を受けました。
2 点目は行政マネジメント力です。政策の立案、評
価、連携、コミュニケーションといった観点は非常に

用には限界がありますし、これまでもお話ししてきた

に行政の枠組みの中で連携を取りながら物事を動か

通り、公衆衛生危機管理は多様な専門性を持つ人材

していく能力が必要とされていると感じました。3 点

が集まってこそ有効に機能する領域です。現状、Ｉ

目は専門性です。
以前の２つは、
マネジメント、
リーダー

ＤＥＳ養成プログラムへの参加には、臨床経験があ

シップという管理運営能力に関わるコンピテンシーで

る医師という縛りがありますが、コミュニケーション

すが、それにプラスして、バックグラウンドの専門性

や法律、ビジネス、防衛、データサイエンティスト等、

が必須であるということです。感染症であればエピデ

多様なバックグラウンドを持つ人たちが、積極的にこ

公衆衛生の情報を集約し、現状を把握する能力が重

生、危機管理という切り口でさらに伸ばしていけるよ

要で、そのためには、基礎的な公衆衛生や疫学、臨

うな体制を作ることができれば、本当によいプログラ

床医学やラボなどの生物医科学の基礎知識があるこ

ムになってくるのではないかと感じます。

とは非常に重要です。そして、これは先ほどのグロー

また、継続性という観点ですが、個人のキャリア

バルの話にも関与しますが、こうした専門知識に加え

支援の話と、国の人材育成の目標のバランスをどうと

て、人口や文化、社会経済、地理的なリテラシーを

るのかというのは、難しい課題であると感じています。

持つ必要があると感じました。

海外に行くのはいいのですが、個人の専門性、キャ

するのか、つまり受け皿については、やはり戦略性
を持って検討していくべき話であろうと思います。
最後の国際的で専門性を有する行政官という点で
が、米国のみならず世界各国のリーダーの位置にあ

関係を築いて、国際的ないろいろな議論をリードでき

ムを見てみると、やはり足りないところがあるように感

るような方が非常に多いのが印象的でした。ここま

じます。

で専門分化し、高度化、複雑化した社会においては、
高い専門性を持つ行政官は、世界の趨勢を見越した

明確な人材育成の戦略があるかと言われると、その

戦略的で包括的な事業の開発、実施という観点で不

具体性が見えてこないところがあります。とりあえず、 可欠のように思います。今後の行政における人材開発
ファーストレスポンダーとして対応できる人を育てよう

という意味では非常に重要になってくるのではないか

というのは良いのですが、どういったコンピテンシー

と感じました。

を持った人材がどの程度必要で、実際にどうやって
活用していくのか、将来を見越した戦略を描く必要
があると思います。
また、関連しますが、人材の多様性を確保する必
要があるかと思います。画一的な人材を育てても活
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の経験 質 疑 応 答
IDES

走り始めたばかりのところもありますが、やはり

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

そういった観点から今の日本のＩＤＥＳのプログラ

講演 ２ ‐
２

て、世界の潮流をよく把握し、それぞれ顔の見える

米国福祉保険省での経験

る行政官と話をする機会がある中で、専門性を持っ

の経験
IDES

すが、特にＡＳＰＲに所属して感じたことなのです

１
講演２ ‐

国の政策として、育てた人材をどこにどうやって配置

ワクチンアライアンスでの経験
GAVI

終始しまうのでは、本来の目的とは離れてしまいます。

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

リアを高めることも重要ですが、一方で、それに

講演１
バイオセキュリティと求められる人材

ミックインテリジェンスという言い方をしますけれども、 この領域に入り、それぞれの専門性をもとに公衆衛

主 催 者 挨 拶

重要で、科学のみでは物事は動きませんから、実際

質 疑 応 答
今回はすごく勉強になって、ありがとう
ございます。

という形で、分かれています。昔に比べて、連携はと
れてきているとは思います。ですが、米国でみられる

今、合成生物学がすごく進歩していて、ウイルスで

ようなオペレーションレベルでの本当の意味での融合

も簡単にできるような時代になったので、それが本当

というのは、例えばコミュニケーションを１つとっても、

に日本のガイドラインとか法律とか何かで、ちゃんとコ

やはりまだまだ改善すべきところはあると感じておりま

ントロールできるかどうかということを今調べている最

す。

中で、今回のアメリカは進んでいるのですごく勉強にな
りました。

そういう話の中で、きょうのテーマはも
ちろん人材育成ですけれども、最後の結論のところ

質問は、後のほうの杉原先生の 17 ページ、アメリカ

の、まず人材育成戦略の前に全体のバイオセキュリティ

の 2001 年以降の法律整備がすごくわかりやすく書い

とか、いかに全体の戦略があって、それでなおかつ危

てあって、やっぱりこの 17 年ぐらいで、すごくシステム

機管理に関する共通カリキュラム的なものも日本でもっ

を整えてきたんだなというのがあったんですけれども、 て、それでそこから、じゃあ人材育成はどうしようか
それが多分、日本でほとんどされていないような気が

みたいな、そういうストーリーもありなのかなと思った

して、それがそういうウイルスの問題もあるし、そうい

んですが、そこはいかがですか。

う科学の進歩もありますし、そういうことで対応がで

国際的に脅威となる感染症対策基本計

きるのか、やっぱり日本もこういうことをしないとだめ

画という政府の戦略計画がありますが、ＩＤＥＳは、

なのか、先生のご意見をお聞きできればと思います。

本計画に基づき、専門人材を育てることが目的の１つ

確かにアメリカは進んでいますが、日本も感

だったと思います。特にマネジャー的な役割の人材育

染症に関しては感染症法を改正してきていますし、新

成を強化するというのは、非常に重要なことかと思い

型インフルエンザ等対策特別措置法もできましたし、 ます。
対応できるところは対応できるようになってきて、法整

私の印象では、特にサイエンスの部門が、非

備自体はある程度は進んできていると思います。国に

常にこの組織図の中で大きかったと思うのですけれど

よってもどういったシステムがいいかというのは違って

も、そこの部分がちょっと日本は脆弱かなという印象

くると思うので、必ずしも単純に「これがいい」と言

は持っています。あれだけの人数をつぎ込んで、しっ

えるわけではないと思います。今の現状で動くところ

かりとエビデンスをつくって、わからない部分に対処し

は動いていると思いますので、法整備に関してはそれ

ていくという部分は、私はちょっと今、非常に弱い部

を法律でやるのか、あるいは、通知など、より柔軟

分なのではないかという印象を持っています。

な仕組みを活用してやっていくのか、いろいろ方法

ＣＤＣですと、感染症だけで、常勤ス

はあると思いますので、一概に比較するのは難しいと

タッフだけで 4,000 人弱いますので、約日本の感染

は感じております。一方で、アメリカの特徴である

研の 10 倍ぐらいいるという感覚です。サイエンスと

公衆衛生危機を国の国家・国土安全保障及び危機

いう観点ではかなりの差があるだろうと思います。

管理システムの一部としてどう動かすか、という
観点での整備は遅れていると感じています。

東日本大震災と原発事故での経験でも、本
部の中にも専門家を置いて、
科学的知見についてコミュ

杉原先生のスライドの公衆衛生と危機

ニケーションしながら対応した事例がありますし、そ

管理の融合、これは日本ではこんなふうにはなってい

れによる意義というのは、少しずつ理解されているの

ない、あるいは、どういう関係に今なっているのだろ

かなというふうには思います。ただ、もっとそこを拡充

うというのが興味深いんですけれども、どういうこと

できれば、もっといい対応ができるのではないかと思っ

になっているのでしょうか。

ています。

感染症に限って言えば、日本では、公衆衛

人材育成という意味で実務経験という

生の専門的な業務は国立感染症研究所で担っており、 か、実体験というか、エボラや何かにかかわられたと
危機管理に関しては、厚生労働省の本省が担っている
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いうようなお話がありましたけれども、例えば、そうい

ると、関係省庁会議という形で内閣官房のほうで枠組

ないわけですね、そういう実地体験をする場というの

みがセットされたりする例はありますので、かなりよく

が、なかなか人材育成という視点からはないわけです

はなってきているかとは思います。

けれども、例えば、宮崎や何かであった牛の口蹄疫、
それとか、あるいは鳥インフルエンザの話とか、そっ

主 催 者 挨 拶

う実際のイベントというか、そういうケースはなかなか

杉原先生にお伺いしたいのですが、37
ページの包括的な公衆衛生対応医薬品・医療機器事

ちは動物なのでいろいろ手順は違うでしょうけれども、 業のところの部分で、一番グリーンのエリア、国防総
インシデント・マネジメント・システムという観点からす

省というのはわかるのですけれども、退役軍人省とい

ると、実地体験に近い経験が得られるのかな。そう

うことは予備役を導入するということでしょうか。

分かれてしまうと、そういったところの横断的なマネジ

予備役は国防総省の担当になりますので、
退役軍人省が対象とするのは退役軍人のみです。退役

メントを学ぶプログラムとか、そういうものというのは、 軍人省は米国全体に VA ホスピタルシステムという大き
できないものかなと思うのですが、何かコメントがござ

な病院ネットワークを持っておりまして、そこが分配と

いましたら、お願いします。

か使用のときに拠点になるということで入っています。
降、特に 2011 年以降、どんどんプログラム等々発展し

ビューロクラシーとしての縦割りの弊害というか、問題

てきたということですが、必ずプログラムの発展には

点というのはいろいろある中で、一応、法治国家とし

研究であるなり、また科学の進歩によってもたらされ

ての日本の場合は、かなり法律とか制度に基づいた対

た部分があろうと思います。当然、その省庁の担当で

応ということを非常に重視しますので、横串の対応と

あるとか、ＣＤＣの中での研究も進んでいるとは思い

いうのが難しいというところは、今後の課題なのだろう

ますが、このようにリーダーシップの関係とか、こうい

というふうに思います。

う危機管理の対応について、こういうアプローチが必

また、アメリカで杉原さんのお話を聞いて、やはりす

要だというような科学的なエビデンスなり、その積み上

ごいなと思ったのは、リーダーシップのところ、エボラ

げがあったかと思うんですが、それを行っている機関

とかも私も結核感染症課で経験しましたし、やはり国

とか大学等々、そういうものはあるものでしょうか。

大きなウエイトを占めるわけですから、足りない部分を

所ぐらいの大学にファンドして協調しており、そこが

きちんと自省の念を持ってプログラムを開発したりとか、 学術的な研究などを行っているかと思います。危機管
そこを改善していこうという姿勢は、非常に次のプログ

理リーダーシップの観点では、ハーバードやジョンズホ

レスを得るという意味では重要かなというふうには思い

プキンスなどから論文が出ていますが、そういう大

ます。

学と連携はしていると思います。

日本の場合、やはり二、三年でいろいろなポジショ

ありがとうございました。
まだまだお話を伺いたいところですが、時間も超過

は、どうしても出てきてしまう部分があって、将来的な

しておりますので、本日はこれで終了させていただきた

ことを見据えて、今の制度を改善していこうというよう

いと思います。

な動きがとりにくいというようなバックグラウンドがある
のかなというふうなのが、個人的な考えです。

それでは、皆さん、ご参加、どうもありがとうござ
いました。

今、ご指摘いただいた、まさに農水省の動
物関係との連携という点は、国際的にもワンヘルスと
いうコンセプトの中でも、危機管理という上では、先
ほど杉原先生からお話しがあったＷＨＯの合同外部評
価というところでも厳しくといいますか、かなりきっちり
評価されているところで、日本も連携枠組みがないわ
けではなくて、最近は割と素早く省庁横断的な話にな
第 3 回バイオセキュリティ研究会会
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ンが変わりますし、そこの場当たり的な対応というの

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

Response の、リサーチセンターとして全米で４、５カ

講演 ２ ‐
２

るのか、こういうのが非常にビューロクラシーとしては

米国福祉保険省での経験

ＣＤＣは、Public Health Preparedness and

の経験
IDES

際的な視点と、当時の上層部の人がどういう施策をと

１
講演２ ‐

て、実務的には厚労省に４年所属したので、やはり

ワクチンアライアンスでの経験
GAVI

お尋ねしたいのが、米国で 2000 年以

厚生労働省感染症危機管理専門家養成プログラム

私はＩＤＥＳの前に２年厚労省の経験があっ

講演１
バイオセキュリティと求められる人材

すると、今度はそれは厚労省と農水省と、また分野が

biosecurity.jp
感染症 x 公衆衛生 x 安全保障

