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新興感染症
「Emerging infectious diseases」
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グローバル化する新興・再興感染症

• 抗菌薬等の発見等→感染症の時代は終わった？

• しかし、HIV/AIDS、SARSといった新興感染症の
出現→感染症が再び人類にとって脅威を示した

• 国内：昨年、約70年ぶりにデング熱

• 国外：西アフリカではエボラ出血熱が過去最大の
流行。。。その原因と対策



エボラウイルス出血熱 (エボラウイルス病）

• エボラウイルスの感染による重篤な急性熱性疾患

• クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ出血熱、ラッサ熱
とともにウイルス性出血熱 （Viral Hemorrhagic Fever）

• フィロウイルス科エボラウイルス属のウイルス：5つの種

（ザイール、スーダン、ブンディブギョ、タイフォレスト、レ
ストン）に分類

– ザイール株の病原性が最も高い；今回の流行はザイール株

• 自然宿主としては野生動物(特にコウモリと推定)、ヒト
は感染野生動物の体液等と接触することで感染
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• ヒト－ヒト間の感染経路も主に血液や体液を介
した接触感染。ただし、潜伏期間中（2～21日
間）にある症状を呈していない感染者からは感
染しない。

• 特徴的な症状は無い：突然の発熱、強い脱力
感、筋肉痛、頭痛、喉の痛みなどに始まり、そ
の後、嘔吐、下痢、発疹、肝機能および腎機能
の異常、出血傾向。高い致命率。

• 補液等の対症療法による治療
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西アフリカのエボラ大流行：始まり
• 2013年12月2日に発症、4日後に死亡したギニアの2歳児、感染源は野生
動物。

• 2014年1月：男児の家族や看護に当たった医療従事者、葬儀・埋葬に参加
した者も、発症、死亡。症状が下痢、嘔吐、重度の脱水であること、検査か
ら細菌が探知されたこと、風土病であることから、コレラが疑われた。

• 同2月1日：男児の親戚の一人がギニアの首都の病院へ入院後死亡。病院
の医療従事者を発端に、一カ月の間に感染が徐々に広がった。

• 同3月13日：ギニア政府は「原因不明」の疾患としてアラートを発信。同日、
WHOアフリカ地域事務局もラッサ熱を疑う事例としてWHO本部へ報告。3

月14～25日：大規模現地調査。
– 3月22日、エボラウイルス・ザイール種と確定。ギニア政府は、発生をWHOに報告。

– 3月23日、WHOは計49例（死亡29例）のエボラ症例数を公表。(初発例から3か月経過）

• 感染拡大は収まらず、3月29日には隣国のリベリアから、5月にはシエラレ
オネからも確定例が報告され、瞬く間に過去最大の流行となった。

WHO One Year Report, 2015; Baize et al. 2014; Marí Saéz A et al. 2014



WHO. Situation reports: Ebola response roadmap－
Situation report. 29 April, 20 May 2015.

図1．西アフリカの流行国におけるエボラウイルス病発生状況, 2014年～2015年（2015年4月29日現在）*
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2015年5月9日：リベリア
で終息宣言

ただし、ギニア、シエラレ
オネでは、依然として流
行が継続

2014年後半には、新規症例数はピーク、そして減少



過去最大・最長の流行
• 1976年にスーダンとコンゴ民主共和国で初めて報告されて
以来2015年までの約40年間、約30事例。大半が中央(赤道)

アフリカ。
– 報告された事例の症例数の中央値（範囲）は、44例（1～425）。死亡例数の
中央値（範囲）は、29例(1～280）。最も長い事例は、４カ月程で終息。

• 2014年3月に報告されて以降、2015年5月20日現在、西アフ
リカから報告されている症例は計26,933例（疑い・可能性例
を含む、うち死亡11,120例）。

• 西アフリカの流行の規模は、流行期間、地理的な拡がり、症
例数、死亡例数が、過去の事例を遥かに上回っている。

WHO EVD Fact sheet; WHO Ebola Response Roadmap, 20 May 2015



過去最大の流行：その原因

西アフリカの事例も、過去と同様、
初発例の感染源は野生動物とさ
れており、その後ヒトからヒトへ感
染が拡大し、患者の遺体や症状
を呈している患者との濃厚接触が
感染経路の中心であった。

WHO One Year Report, 2015

何故、今回西アフリカで大規模化したのか？



初めての経験：遅れた探知・確認・対応

• ギニアで初めて
– コレラ？。。。ラッサ熱？。。。3カ月後にエボラ

• 西アフリカでは初めてのヒトーヒト感染例

• ウガンダやコンゴ民主共和国：数十年の経験からエボラへの
理解、診断、調査の基盤があった。医療従事者は、鑑別診
断としてエボラが念頭にあり、研修を受けていた。検査診断
施設も設置されている。

Rebaudet S et al. 2014; Shaffer J et al. 2014; WHO One Year Report, 2015

3カ国：エボラを疑うこと、迅速な検査診断体制、エボラ症例が
一例でも確定された時には、緊急事態として対応。。。これら全
ての経験と体制がなかった。



遅れた探知・確認・対応：広範囲に、都市部で

限られた地域で封じこめる機会を逃してしまい、感
染経路を追えなくなってしまった

• ５月にリベリアとシエラレオネから確定例が報告
され、既に３カ国をまたぐ広範囲に同時期に拡
大してしまい、症例や接触者調査が困難。。。

• さらに都市部に拡大：対応に必要な、ロジや通
信は発達しているが、人の流動が活発で複雑な
都市部では、接触者調査は困難。スラム街の存
在も、対応をさらに困難に。。。

WHO One Year Report, 2015

国境をまたぐ、都市部を含む、広範囲の流行。。。早期
探知と対応によって、人口の絶対数も密度も低い従来の僻
地での流行とその対応と大きく異なった。



未経験&都市部：
医療現場での過酷な現状

• 医療従事者が過去にエボラへの対応経験がなかったため、
接触感染予防対策を適切に実施できなかった→従来以上、
医療施設が感染の場となってしまった。

• 医療施設は都市部にあるものの、隔離施設等は設置されて
なく、圧倒的な患者数にはついて行けない状態。長期化した
流行は、医療対応をさらに厳しく。４か月以上、都市部を含む
、広域に流行したエボラ事例は、医療従事者、国際社会とし
ても初めて。

ウガンダやコンゴ民主共和国では、数十年の経験からエボラ
への理解、診断の基盤があった。医療従事者は、予防・対策
の研修を受けていた。隔離病棟も設置されている。

WHO One Year Report, 2015; MSF Pushed to the Limit, 2015



西アフリカ特有の社会的要因：
文化、風習、社会・歴史背景

• 過去最大であった事例と同様、伝統的な葬儀・埋葬は感染の大きな要因。
西アフリカ：遺体や遺体を清めた水と未感染者が密接に接触する為、最も
感染リスクが高くなり、一度に多くの人々が感染。葬儀・埋葬に参加した者
の感染、さらにその死亡者の葬儀・埋葬による感染サイクルが繰り返された
。根強い風習で、禁止されても、密かに続いた。

• 西アフリカは、人口の流動が特に顕著。国境をまたぐ人の動きは対応を困
難に。

• 西アフリカは、医療・保健制度を含めた社会的基盤がぜい弱。

• 人間開発指数：１８７位中、リベリア(１７５位)、ギニア(１７９位)、シエラレオネ(１８３位)

• 医師は人口１０万人当たり１～２人

• １０数年前に、１０年以上の内戦：通信、物流、道路等のインフラが、依然として衰え
ている。さらに、内戦により、教育を殆ど受けられずに育った若者が多い。

（CDC MMWR 2001; CDC MMWR 2015; WHO ebola diaries 2015; WHO One Year Report, 2015;

Assessment Capacities Project, Dec 2014; UNDP ）



地域住民との
コミュニケーションギャップ・ミスマッチ

住民と対応者の間、あらゆる誤解

• 防護具を着た外からの人が病人・遺体を連れ去って行った

• 治療する為にと搬送された患者は、戻らないことが多かった

• 搬送・埋葬チームが死亡者の増加のペースについて行けず、遺体が放置さ
れる、敬意を払わずに埋められる

• 先進国の医療でも死亡者が多く、医療従事者自身も死んでいく

WHO One Year Report, 2015

→ 周囲からエボラに対する偏見も増加、そして疑い例を隠す家族
も増加。。。
→ 中央アフリカでは、リスクコミュニケーションの経験もあり、効果
的に行われてきた。



エボラ症例

• 接触者自身への
教育・啓発

• 接触者の注意深
いモニタリング

• 接触者の隔離

住民へのコミュニ
ケーション、理解の
獲得、参加が無く
ては感染連鎖は絶
てない！



過去最大の流行：その対策

従来と変わらず、感染の連鎖を絶つことによって、流行
を終息させることが重要：

感染源を叩く＞水際対策

• 感染経路は、従来と同様。正しい予防法の実践で感染予防が
可能。伝統的な葬儀・埋葬方法を控えること、適切な患者の隔
離、接触者の調査と必要に応じた隔離が行われていれば、感
染の連鎖は絶てる。

WHO One Year Report, 2015; US CDC, 2014; WHO DON, 2015

3カ国からの輸入例および/またはその輸入例による感染者が計7カ国で報告されて
いる（ナイジェリア、セネガル、マリ、米国、スペイン、英国、イタリア）。 → いずれも
適切な疑い症例の隔離、確定例との接触者の調査と隔離等、適切な対応により感
染拡大を阻止。



対策：国際社会の大規模支援

• 国際社会は、3カ国と調整し、感染の連鎖を絶つために、
組織化された、系統的な、包括的な対応を行った。

• WHOは2014年8月に、「国際的に懸念される公衆の保
健衛生上の緊急事態（Public Health Emergency of 

International Concern）」を宣言、保健医療対策に関して
主導的役割を果たした。日本を含む各国はWHOを通し
て専門家を西アフリカに派遣。

• 国連は同9月に、国連エボラ緊急対応ミッション（UN 

Mission for Ebola Emergency Response）を掲げ、国
連の関連する専門または補助機関、外部の支援組織等
との調整・連携を行い、一体化した対応体制を整えた

WHO One Year Report, 2015; UNMEER 2014



対策：国際社会の大規模支援

包括的な対策：6つの柱

1．コーディネーション

2. 資材の調達・管理

3.サーベイランスと検査体制

4. 患者管理と感染予防・対策

5. 住民の啓発・動員とリスクコ
ミュニケーション

6. 児童の保護と心理社会的
支援

国連エボラ緊急対応ミッションUN 

Mission for Ebola Emergency 

Response (UNMEER)

WHO One Year Report, 2015; UNMEER 2014



対策：国、自治体、そして住民
一人一人の活動

• 国際社会による支援はあったものの、現場での対応の大半を担ったのは、
3カ国の自治体や住民。

• 葬儀・埋葬：安全に行う為、啓発活動を行い、それを可能にする物資や環境
を整備。死亡者の家族や関係者への十分な説明をしたうえで、個人用防護
具を装着した担当者により埋葬。

• 早期探知・対応：迅速な情報収集と、得られた情報の確認を系統的に実施
する仕組みを立ち上げた。疑い症例に関する調査、搬送。確定例の接触者
調査と必要に応じた隔離。

WHO One Year Report, 2015; Oxfam: Ebola one year on, 2015

→ 国際社会の支援は重要。しかし、自治体・住民自身の精力的な対応は必須
(ownership)。現場での継続した活動が無ければ流行阻止は不可能。



エボラ症例

• 住民啓発担当者
• 接触者調査員

• 地域ボランティ
ア

住民へのコミュニ
ケーション、理解を
得ること、参加が
有って可能！



まとめと教訓

• 大流行した原因は、一つの要因によるものでは無く、複数
によるもの、「a perfect storm」

• 感染症の流行は、社会そのものを反映している：社会的・
文化的な要素も十分考慮することが感染症対策に置いて
は重要(我が国においても）

• 重篤な、大規模化する新興感染症に対しては、国際社会
の系統的、包括的な支援・連携が必須。

• 現場、自治体、住民の精力的な活動・参加が有っての感染
症対策（「Community engagement」)。欠けていれば流行
阻止は不可能(我が国においても）。

WHO One Year Report, 2015; MSF Pushed to the limit, 2015; Oxfam: Ebola one year on, 2015



• 今回の大流行の発端でも有るギニアでは、2014年4

月に、最初の新規確定例の減少を認めた時、流行の
終息は間近と思われていた。1年後の2015年4月現在
、依然として流行は継続中。。。

• 油断は禁物：何処かでエボラ感染が続いている限り、
再び感染拡大する可能性。

• エボラ新規発生が減少傾向に向かっている今こそ、徹
底して「ゼロ」を目指すことが重要。

• より迅速に、より効果的に国際社会が対応することは
今後の課題。

予断を許さない状況



次の「エボラ」に備えるために：
国際社会の中の感染研

• 感染症に国境は無い→グローバル化が進
む今、今後もあらゆる新興感染症と向かい
合って、迅速な探知・対応、そして長期的な
公衆衛生戦略も重要。

• 迅速な探知・対応、疫学・サーベイランス
– 情報→リスク評価・解析→還元＆対応（拡大を
阻止）

• 長期的な公衆衛生戦略
– 人材育成(例：実地疫学専門家養成コース）

– 国際協力、情報交換（例:世界保健機関（WHO）
、米国CDC、アジア各国・地域の国立研究機関）

WHO One Year Report, 2015; MSF Pushed to the Limit, 2015;Bill Gates, 2015
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