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厚生労働省のチーム医療推進会議(座

長：永井良三東京大学大学院医学研究科

教授)の第10回会議が12月7日に開かれ、

前回に続いて看護師特定能力認証制度骨

子(案)の法制化について議論し、賛否を両

論併記する形で意見を取りまとめた。12
月 8 日の社会保障審議会医療部会で報告

する。厚労省が 12 月 5 日に発表した社会

保障と税一体改革に向けた中間報告(「厚

労省、社会保障改革の中間報告まとめる」

を参照)でも、チーム医療の推進が盛り込

まれており、厚労省の大谷泰夫医政局長

は、「現在は骨子案だが、最も早けれれば

来年 3 月末に国会に法案を提出したい」

と意欲を見せた。 
 この日の会議では、現在の看護師業務

で、「診療の補助」に含まれるか明確では

ないが高度な知識・判断が必要となる医

行為(特定行為)が、グレーゾーンとして存

在すること、またこれらの特定行為を看

護師が行うために教育が必要であること

の認識を共有。その上で、特定行為を行

う看護師の教育や安全管理体制を法律で

明記するかを議論した。 
 全国在宅療養支援診療所連絡会事務局

長の太田秀樹氏は、在宅医療の観点から、

「在宅医療は医師や看護師がいる医療機

関より重症者をケアしている。訪問看護

では一歩踏み込んだ医療行為をせざるを

得ないので、常時医師がいないフィール

ドでは厚労相が看護師を能力認証するこ

とに異論はない」と賛成意見を述べた。

また、虎の門病院院長の山口徹氏も、「特

定行為は既に現場で行われている。ただ、

それが同じレベルで行われているか分か

らない。国が一定の教育内容を明示して

担保すると、安全性が担保できる」とす

るなど、在宅現場の実情や特定行為の安

全性確保の観点から賛成意見が相次いだ。 
一方で、日本医師会常任理事の藤川謙

二氏は、チーム医療推進会議の委員で日

本歯科医師会副会長の宮村一弘氏や日本

薬剤師会副会長の山本信夫氏ら計 6 人の

連名で、慎重な議論をするよう前回に続

いて意見書を提出。法制化を論じる前に

一般の看護師が診療の補助として実施で

きる行為を検討し、必要に応じて通知で

示すべき、看護業務拡大は現場の OJT で

研修を実施すべき、特定看護師(仮称)業務

施行事業の終了後に結果の検証を踏まえ

て議論すべき、などとした。 
 また、事務局が骨子案に対する会議の

意見の取りまとめた案には当初、法制化

へ賛成と慎重意見のみの記載だったこと

に対して、藤川氏が「反対意見も明記し

てもらいたい。グレーゾーンについて教

育するのであるので、厚労省はガイドラ

インを出すべきで、それが折衷案だと思

う」と述べ、厚労省は賛成、慎重意見に

加えて反対意見も明記して、意見を取り

まとめた。 
 会議の最後に大谷局長が今後の見通し

について、「厚労省の社会保障改革推進本

部が中間報告をまとめたが、医療サービ

スの提供体制については、チーム医療推

進を掲げている。(関連する)診療報酬改定

や地域医療計画、補助金を含めて、来年

の通常国会以降に速やかな法案提出に向

けて関係者の意見を聞いて、引き続き検

討するということで与党と調整に入る。

看護師特定能力認証制度の骨子は、社会

保障審議会医療部会に経過報告するので、

それを踏まえて対応を考えなくてはいけ

ないが、法案という形になれば、最も早

ければ来年 3 月末ぐらいが 1 回目の目印

になる」と述べ、法制化に向けた議論を

進める考えを示した。 
「看護師の教育は現場ですべき」に異論

相次ぐ 
藤川氏は、「看護師の教育を行うのは現

場。医師も現場で勉強をして専門医の試

験を受けていて、学校にはいかない。医

師は各学会で専門医を認証している」と、

看護師特定能力認証制度の法制化に一貫

して反対する立場を主張した。 
一方で、特定行為を行う看護師を教育

するためには、法律で規定する必要性を

述べる意見が相次いだ。全国医学部長病

院長会議顧問で、岩手医科大学学長の小

川彰氏は、「医師の専門医とは違う話。看

護師の特定行為は看護教育で実施してい

ないので、教育課程を新設しなくてはい

けない。そのために法制化して、国家認

証を行うのは当然」とした。 
 また、東京大学大学院法学政治学研究

科教授の山本隆司氏は、「現状では侵襲性

の高い行為を、診療の補助から一切除く

ことはできない。そうなると、安全性を

担保するためには国が責任を持って、体

制を作ることが大事なので国家認証とす

べきではないか。ただ、特定行為を位置

付ける時に、どこまで定めるかの議論は

ある」とした。 
 日本看護協会副会長の大久保清子氏は

現場の意見として、「グレーゾーンを曖昧

にするのではなく、特定行為を法的に位

置付けて、安全を担保してもらいたい。

それが国民のニーズに応えられると思

う」と述べた。 
これに対して、教育機関側の立場から、

日本看護系大学協議会会長の野嶋佐由美

氏は、関係団体からの反対意見書を提出。

看護系学会協議会は、特定行為の範囲の

明確化すべきなどの理由から「時期尚早」

とし、日本私立看護系大学協会は、専門

看護師は専門領域を指定して育成してい

きたが、特定能力認証を持つ看護師の役

割が不明瞭として、反対した。 
 ◆「看護師特定能力認証制度骨子(案)
に対する意見」(案)の概要 
【看護師業務】  
 現在行っている医行為の中には、診療

の補助に含まれるか否か明確でない、高

度な知識、判断が必要とされるものが相

当の範囲で存在すること。これらの医行

為(特定行為)を看護師が実施するために、

医療安全の観点から教育が必要であるこ

とで一致。 
【特定行為を行う看護師の法制化】 
＜賛成意見＞ 
・特定行為が診療の補助として看護師も

実施可能であることを明確にするために

は、法律に規定する必要がある。法律に

位置付けた場合、特定行為を実施できる

人や条件も法律で規定する必要がある。 
・医師が常駐しない特別養護老人ホーム

や在宅領域で、患者のニーズを満たすた

めに厚労相の認証が必要である。 
・診療の補助の明確化と国に担保された

教育が行われれば、一般的には医療機関

ごとの研修の負担も軽減し、現場の医師

の責任は軽くなる。 
＜慎重意見＞ 
・特定行為を法令で明記することで、「一

般の看護師が行う業務ではない」と誤認

され、現在行われている行為が実施され

なくなるおそれがある。 
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・特定看護師(仮称)養成調査試行事業およ

びチーム医療実証事業の結果を検証して、

慎重な議論をしてからにすべきとの意見

があった。 
＜反対意見＞ 
・一部の委員からは、学会が看護師の能

力を認定する仕組みやガイドラインを設

定することであればよいが、厚労省が能

力認証を行うことに反対との意見があっ

た。 
【取りまとめ意見】 
 看護師特定能力認証制度について、今

後、政府で法制化を見据えた議論をする

際、特定行為やカリキュラムの具体的な

内容、制度の詳細は、特定看護師(仮称)
養成調査試行事業等や専門看護師、認定

看護師との関係を踏まえ、検討する必要

がある。その際、特定行為については、

チーム医療推進の観点から、医療関係職

種の業務範囲との関連を踏まえて検討を

進める必要がある。     【m3c】
 
 
 
 
 
 
 
 
厚生労働省の社会保障審議会医療部会

(部会長：齋藤英彦・国立病院機構名古屋

医療センター名誉院長)が 12 月 8 日開催

され、いわゆる特定看護師(仮称)について

議論、法制化をする方針について了承し

た(資料は、厚労省のホームページに掲載)。 
厚労省が提案しているのは、高度な臨

床実践能力があると認められる看護師が、

医師の「包括的指示」で、褥瘡のデブリ

ードマンなど、高度な知識・判断を必要

とする一定の医行為(特定行為)を実施で

きるようにする制度。看護師の「診療の

補助」に当たる範囲を明確化するととも

に、より安全に実施できるようにするの

が目的。一定の教育・研修を受けた看護

師を、国が行う「看護師特定能力認証制

度」の下、認定する。厚労省は、この認

証制度の創設をはじめとする法制化に向

け、来年の通常国会に、保健師助産師看

護師法などの改定法案を提出する予定。 
 12 月 7 日のチーム医療推進会議では、

法制化については賛否が分かれ、両論併

記の意見書をまとめた(『特定看護師の法

制化、両論併記で取りまとめ』を参照)。 
 チーム医療推進会議の座長を務める、

東京大学大学院医学研究科教授の永井良

三氏は、「今の教育では十分でない診療の

補助行為が相当程度行われており、医療

安全の観点から教育・研修が必要だとい

う点については意見が一致していた。一

番の論点は、(教育・研修修了後に)国によ

る認証試験を課すかどうかだ。7 日の会議

では、賛成、反対、時期尚早などの意見

が出されたが、計15人の出席委員のうち、

9 人が賛成、反対が 6 人だった」と説明。 
前回の社保審医療部会でも、法制化に

ついては意見が分かれ(『特定看護師、「国

家試験」を課すか否かが焦点』を参照)、
8 日の会議でも、賛否両論の意見が出た。 
 厚労省案では、認証を受けていない看

護師でも、医師の「具体的指示」で特定

行為が実施可能。この点と様々な意見を

踏まえ、最終的に斎藤座長が、「医療を受

ける側からすれば、公的な認証制度を作

る方が安心感がある。法制化しても、業

務独占、名称独占はしないことになって

いる。また、認証を受けるのはごく一部

であり、現場はそれほど混乱しないだろ

う。国が責任を持ってやるという意味か

らも、一定の能力を持った看護師を公的

に認証する仕組みは必要ではないか」と

まとめ、認証を受けた看護師がロールモ

デルになるという点からも、先駆け的に

始める意味はあるとした。 
今月中に社保審医療部会がまとめる

「医療提供体制の改革に関する意見」に

も、「看護師特定能力認証制度」の法制化

を盛り込む。今後、法制化に向けた法的

な整備を進めるとともに、教育・研修の

カリキュラムなどの検討、準備を並行し

て行う。認証制度のスタート時期は未定

であり、これらの検討・準備にも一定程

度時間はかかる見込みだ。 
そのほか、8 日の会議では、急性期病床

群(仮称)の創設についても議論。その定義、

位置付けなどの曖昧さは11月の会議でも

指摘されており(『「急性期病床群」創設に

委員の批判相次ぐ』を参照)、別途検討会

を設けて議論する方針が決定した。「早け

れば今月中に検討会を設置、来年のでき

るだけ早い時期に議論を取りまとめる予

定」(厚労省医政局総務課長の池永敏康氏)。 
「数年後、どこで勤務しているか、検証

を」 
「看護師特定能力認証制度」の法制化を

支持した意見としては、次のようなもの

がある。 
 NPO 法人がんと共に生きる会副理事長

の海辺陽子氏は、「いろいろな人が、自ら

の立場を踏まえ発言するので、議論は平

行線をたどるばかり」と指摘した上で、

「国民からすれば、法制化してはどうか

と考えている。地方の医療は大変だとい

うが、こうした地域にこそ、認定を受け

た看護師にパワーを発揮してもらいた

い」と支持。 
 国立成育医療研究センター理事長の加

藤達夫氏は、医師の立場から、「小児の救

急医療などの分野でもやってもらいたい。

人命に(直接)関係する行為も担う可能性

があるので、その担保は国が行うべき」

と法制化を求めた。 
東京大学法学部教授の樋口範雄氏は、

「法律家とすれば、法制化、国家認証が

あれば大丈夫、などと楽観的には考えら

れない」としながらも、「それぞれの職種

が上を目指すことは必要。認証を受けた

看護師以外も特定行為ができる制度であ

り、縄張りを決めるわけではないので賛

成」との意見を述べた。さらに、海辺氏

の発言を踏まえ、「マンパワーが少ない病

院、あるいは在宅で働いてもらいたい」

とし、制度開始数年後に、認証を受けた

看護師がどこでどんな活動をしているか

を追跡調査することも必要だとした。 
日医などから「現場は混乱」との懸念も 
 一方、法制化について、反対あるいは

慎重な検討を求める意見を述べたのは、

日本医師会をはじめ、主に医療関係団体

の関係者だ。日医副会長の横倉義武氏は、

「特定行為について、教育していくこと

には異論がない。最終的には認証するか

どうかが課題。認証制度を作った場合、

認証を持っていない看護師が、今まで実

施していた行為をやらなくなる懸念があ

る」とした。同じく日医副会長の中川俊

男氏も、「国民や患者がこの制度を望むの

か。医師不足だから出てきた問題なのだ

ろう。医師の具体的指示で特定行為を実

施するやり方では、なぜだめなのか。包

括的指示でやる看護師がなぜ必要なのか。

医師不足を理由にして、無理矢理、法制

化の道を付けようとしているのではない

か」と述べ、反対。 
全日本病院協会会長の西澤寛俊氏も、

「頭から反対するわけではないが、試行

事業を実施中であり、その検証を行って

から進めるべきではないか。試行の途中

で話が出てきたのは、急ぎすぎだろう。

この議論をする前に、まずは看護師全体

のレベルアップを図っていくべきではな

いか」とした上で、他のコメディカルと

の役割分担なども併せて検討していく必

要性を指摘した。 
 また、日本病院会副会長の相澤孝夫氏

は、看護師の質の担保、安全性の確保の

ためには、認証制度を設ける方向は支持

したものの、「『ここまでが私の仕事』な

どと区切ると、危険な落とし穴が生じる

ことになる。(診療の補助に当たるかどう

か)グレーゾーンの存在は、医療の安全を

保つために必要であるという視点も持つ

ことが必要」との考えを提示。また、日

本の看護師の大多数は、大学病院や大病

 

厚生労働省 社保審医療部会                             平成 23 年 12 月 8 日 

特定看護師の法制化を了承 
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院ではなく、中小病院で勤務している実

態を踏まえ、法制化した際に日本の医療

がどのように変化するのか、本当に日本

の医療に貢献するかなどの点も視野に入

れておく必要があるとした。 
 医療機能情報提供制度に国の関与求め

る声も 
8 日の会議ではそのほか、情報提供・広

告も議題になり、厚労省の「医療情報の

提供のあり方等に関する検討会」(座長：

長谷川敏彦・日本医科大学医療管理学教

室主任教授)の検討状況が紹介された(『美

容医療トラブル受け、広告のあり方再検

討』を参照)。同検討会では、医療機関の

ホームページの扱い、医療における広告

のポジティブリスト方式のあり方、アウ

トカム指標の公表の取り扱い、医療機能

情報提供制度のあり方などについて議論、

今年度末までに報告書をまとめる予定に

なっている。 
 特に議論になったのは、医療機能情報

提供制度。インターネット上で様々な情

報が氾濫しており、的確な情報にたどり

着きにくいとの意見が出たことから、横

倉氏は、「(2007 年の)第 5 次医療法改正の

時に、医療情報提供制度が整備されたが、

国民への周知は十分か、きちんとした情

報が提供されているのか。モデル事例を

提示し、より使いやすいシステムにして

いけば、医療情報提供のあり方が変わっ

てくるのではないか」と指摘した。 
 日経連社会保障委員会医療改革部会部

会長補佐の光山由一氏は、「都道府県がや

っていることを、国民はほとんど知らな

いのではないか」と述べ、国がメーンの

サイトを作り、各サイトにリンクする仕

組みを作るなど、各都道府県に任せるの

ではなく、国が一定程度関与することも

検討すべきだした。     【m3c】
 
 
 
 
 
 
 
年末年始は海外へ渡航される方も多い

時期です。海外滞在中に感染症にかかる

ことなく、安全で快適に旅行し、帰国す

ることができるよう、海外で注意すべき

感染症及びその予防対策について情報提

供します。 
海外で感染症にかからないようにする

ためには、感染症に対する正しい知識と

予防方法を身につけることが重要です。 
渡航先や渡航先での行動によって異なり

ますが、最も感染の可能性が高いのは食

べ物や水を介した消化器系の感染症(別表

参照)です。 
日本で発生していないような、動物や

蚊・ダニなどが媒介する病気が海外で流

行していることがあり、注意が必要です。

また、WHO が排除又は根絶を目指してい

る麻しん(はしか)、ポリオは、日本での感

染者が減少傾向又は発生が認められてい

ませんが、諸外国では未だに流行してい

ます。別添において、これらの感染症に

ついて紹介します。 
渡航先の感染症の発生状況に関する情

報を事前に入手し、予防接種が受けられ

る感染症については、余裕をもって相談

しておくなど、適切な感染予防に心がけ

てください。 
 
 海外の各地域における感染症の発生状

況、感染症、予防接種に関する情報は、  
◇  検 疫 所 ホ ー ム ペ ー ジ ：

(http://www.forth.go.jp/)  
◇ 外 務 省 ホ ー ム ペ ー ジ ：

(http://www.anzen.mofa.go.jp/)  
◇ 空港や港の検疫所に設置のリーフレ

ットやポスター 
からも得られます。  
 
なお、空港や港にある検疫所では渡航

者の方を対象に健康相談を行っています。

帰国時に発熱や下痢、具合が悪いなど体

調に不安がある場合には、お気軽に担当

係官までご相談ください。 

また、感染症には潜伏期間(感染してから

発症するまでの期間)が長いものもあり

(数日から 1 週間以上)、帰国後しばらく経

過してから具合が悪くなることがありま

す。その際は、早急に医療機関を受診し、

渡航先、滞在期間、現地での飲食状況、

渡航先での職歴や活動内容、家畜や動物

との接触の有無などについて必ず伝えて

ください。 
 
1．蚊やダニなどが媒介する感染症 

渡航先や渡航先での行動によって、感

染する可能性のある感染症は大きく異な

りますが、世界的に蚊を媒介した感染症

が多く報告されています。 
特に熱帯・亜熱帯地域ではマラリア、

デング熱、チクングニア熱などに注意が

必要となります。 
蚊やダニなどに咬まれることによる感

染症を防止するためにも、野外活動の際

には、長袖、長ズボンを着用する、素足

でのサンダル履き等は避ける、虫よけロ

ーションを使用するなどの注意をしまし

ょう。 
 

◇マラリア： 毎年世界中で約 2 億 5 千万

人の患者が発生し、80 万人以上の死者が

いると報告されています。 我が国では、

海外で感染して帰国される方(輸入症例)
が毎年 50 人以上報告されています。 
○発生地域：アジア、中南米、アフリカ

など熱帯・亜熱帯地域に広く分布。 
○感染経路：マラリア原虫を保有した蚊

(ハマダラカ)に吸血された際に感染する。

ハマダラカは、夕方から夜間に出没する

傾向がある。都市部での感染リスクは、

アフリカやインド亜大陸を除き減ってい

る。 
○主な症状：マラリア原虫の種類により 7
日以上の潜伏期ののち、寒け、発熱、息

苦しさ、結膜充血、嘔吐、頭痛、筋肉痛

など。迅速かつ適切に対処しなければ重

症化し、死亡する危険がある。 

○感染予防：長袖、長ズボンを着用し、

素足でのサンダル履き等は避ける。虫よ

けローションや蚊帳等の使用により蚊に

刺されないように注意する。特に、夜間

の屋外での飲食や外出時に注意する。2
週間以上流行地に滞在し、野外作業等に

従事する場合は、抗マラリア薬の予防内

服を行うことが望ましいとされている。 
 
◇チクングニア熱：アフリカ、東南アジ

ア、南アジアの国々で流行しており、2006
年にはインドで約 140 万人の感染者が報

告されています。我が国では、2010 年に

海外で感染して帰国後に本病と診断され

た事例(輸入症例)が、インドネシアから 3
例確認されています。2011 年現在 7 例の

輸入症例が報告されています。 
○発生地域：アフリカ、東南アジア(フィ

リピン、マレーシア、タイ、インドネシ

ア、シンガポールなど)、インド、パキス

タン、インド洋島嶼(しょ)国(スリランカ

やモルディブなど)、マダガスカル。2007
年にイタリアで流行。2010 年にはフラン

スでも流行。 
○感染経路：ウイルスを保有したヤブカ

類に吸血された際に感染する。 
○主な症状：2～12 日(通常 4 日～8 日)の
潜伏期ののち、突然の発熱、激しい頭痛、

関節痛、筋肉痛、発疹。関節痛は急性症

状消失後も数か月続くことが多い。 
○感染予防：長袖、長ズボンを着用し、

素足でのサンダル履き等は避ける。虫よ

けローションの使用等によって、屋内の

みならず屋外でも蚊に刺されないように

注意する。室内の蚊の駆除を心がける。 
 
◇クリミア・コンゴ出血熱：クリミア・

コンゴ出血熱ウイルスによる発熱性出血

熱を特徴とする感染症です。このウイル

スは、ヒツジなどの家畜とダニの間で維

持されています。死亡率の高い感染症で、

北半球では、4 月から 6 月に流行します。

特に、中央アジアや中東では毎年患者が
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発生しています。 
○発生地域：中国西部、東南アジア、中

央アジア、中東、東ヨーロッパ、アフリ

カ。 
○感染経路：ダニに咬まれたり、感染動

物(特にヒツジなどの家畜)と接触したり

して感染する。 
○主な症状：発熱、関節痛、発疹、紫斑(出
血)、意識障害など。 
○感染予防：長袖、長ズボンを着用し、

素足でのサンダル履き等は避ける。また、

家畜などにむやみに触れない。 
 
◇デング熱、デング出血熱：世界中の 25
億人が感染するリスクがあり、毎年約

5,000 万人の患者が発生していると考え

られています。我が国では、海外で感染

して帰国される方 (輸入症例 )が毎年約

100 人報告されています。2010 年は 245
人の患者が報告されており、インド、フ

ィリピン、インドネシアでの感染事例が

増加しているので注意が必要です。2011
年現在、80 例以上が輸入症例として報告

されています。 
○発生地域 ：アジア、中南米、アフリカ

など熱帯・亜熱帯地域に広く分布。 
○感染経路 ：ウイルスを保有した蚊に吸

血された際に感染する。媒介蚊は日中、

都市部の建物内外に生息するヤブカ類で

ある。 
○主な症状 ：突然の発熱、激しい頭痛、

関節痛、筋肉痛、発疹。デング熱患者の

一部は重症化して出血傾向を伴うデング

出血熱を発症することがある。 
○感染予防 ：長袖、長ズボンを着用し、

素足でのサンダル履き等は避ける。虫よ

けローションの使用等によって、屋内の

みならず屋外でも蚊に刺されないように

注意する。室内の蚊の駆除を心がける。 
 
◇ウエストナイル熱・脳炎：ウエストナ

イルウイルスが原因の熱性感染症です。

このウイルスは、鳥と蚊の間で維持され

ており、ウエストナイルウイルスを保有

する蚊に吸血された際に感染します。北

米地域だけで例年数千人の感染者が報告

されています。米国での流行は、例年蚊

の活動の高くなる 7 月頃から始まり、年

末まで報告が続くのが特徴です。 
○発生地域：アフリカ、欧州南部、中央

アジア、西アジア、近年では北米地域、

中南米にも拡大している。 
○感染経路：ウイルスを保有した、主に

イエカ類に吸血された際に感染する。媒

介する蚊は多種類に及ぶ。 
○主な症状：2～14 日(通常 1 日～6 日)の
潜伏期ののち、発熱、激しい頭痛、関節

痛、筋肉痛、背部痛、発疹など。感染者

の一部は脳炎を発症し、まれに死亡する

ことがある。 
○感染予防：長袖、長ズボンを着用し、

素足でのサンダル履き等は避ける。虫除

けローションの使用等によって、屋内の

みならず屋外でも蚊に刺されないように

注意する。特に、日没後の屋外で蚊に刺

されないようにする。室内の蚊の駆除を

心がける。 
 
2．動物からうつる感染症 
日本での発生はありませんが、現在、

海外で発生し、人に重篤な症状を起こす

感染症について紹介します。 
また、野生動物はどのような病原体を持

っているかわからないことが多く、重篤

な感染症の病原体を持っている可能性も

あります。海外では、むやみに動物に触

れることはやめましょう。 
 
◇鳥インフルエンザ(H5N)：H5N1 亜型

の鳥インフルエンザウイルスを病原体と

する鳥インフルエンザは、東南アジアを

中心に家きん(ニワトリ、アヒルなど)で発

生しています。人が感染した場合には、

重篤な症状となることが多く、世界保健

機関(WHO)によると、2003 年 11 月から

2011 年 11 月 15 日までに世界 15 カ国で

570人(死亡者335人)の発症者が報告され

ています。 
今年も、新たな患者がバングラディシ

ュ、カンボジア、エジプト、インドネシ

アで確認されています。 
○発生地域：東南アジアを中心に、中東・

ヨーロッパ・アフリカの一部地域など。 
○感染要因：感染した家きんや臓器、体

液、糞などとの濃厚な接触。 
○主な症状：1～10 日(多くは 2～5 日)の
潜伏期間ののち、発熱、呼吸器症状、下

痢、多臓器不全など。 
○感染予防：家きんとの接触を避け、む

やみに触らない。生きたニワトリやアヒ

ルなどが売られている市場や養鶏場にむ

やみに近寄らない。手洗いうがいの実施

(特に発生国では徹底する)。 
 
◇エボラ出血熱：サハラ砂漠以南のアフ

リカ熱帯雨林地域で流行している、ウイ

ルスによる発熱性出血熱を特徴とする感

染症です。現在まで、アフリカ西部のコ

ートジボワールとアフリカの中央部で発

生しています。1995 年にはコンゴ民主共

和国で、2000 年から 2001 年にはウガン

ダで、さらに 2001 年から 2002 年にはガ

ボンとコンゴ民主共和国の国境地帯で大

きな流行が報告されています。これらの

地域では、毎年のように流行が発生して

います。また、スーダンやウガンダでも

流行が発生しております。 
○発生地域：アフリカ(中央部～西部)。 
○感染要因：自然宿主はオオコウモリと

されている。感染したサルなどの動物の

血液、分泌物、排泄物、唾液などとの接

触でも感染する可能性がある。エボラ出

血熱患者に接触して感染する場合が最も

多い(院内感染など)。また流行地域の洞窟

に入ることは感染リスクの 1 つである。 
○主な症状：2～21 日の潜伏期ののち、

発熱、頭痛、下痢、筋肉痛、吐血、下血

など。インフルエンザ、チフス、赤痢等

と似た症状を示す。 
○感染予防：流行地への旅行を控える。

野生動物との接触に注意する。洞窟に入

らない。 
 
◇マールブルグ病：マールブルグ病はエ

ボラ出血熱とともに、ウイルスによる発

熱性出血熱を特徴とする感染症であり、

アフリカのケニア、ジンバブエ、コンゴ

民主共和国、アンゴラなどで発生してい

ます。2008 年には、オランダ、米国の旅

行者が、ウガンダの洞窟に入って、帰国

後にマールブルグ病を発症・死亡した例

が報告されています。いずれも流行国の

特定の地域で流行しますが、時に大きな

流行となる場合があります。 
○発生地域：サハラ以南のアフリカ。 
○感染経路：自然宿主はオオコウモリで

あることが明らかにされた。洞窟内では

コウモリから排泄されたウイルスが原因

となり、経気道感染することがある。感

染したサルなどの動物の血液、分泌物、

排泄物、唾液などとの接触でも感染する

可能性がある。マールブルグ病患者に接

触して感染する場合が最も多い(院内感染

など)。 
○主な症状：3～10 日の潜伏期ののち、

初期には発熱、頭痛、悪寒、下痢、筋肉

痛など。その後、体表に斑状発疹、嘔吐、

腹痛、下痢、出血傾向。 
○感染予防：流行地への旅行を控える。

野生動物との接触は避ける。洞窟に入ら

ない。 
 
◇狂犬病：狂犬病は、狂犬病ウイルスに

よる感染症です。人は、感染動物(アジア

では主として犬)に咬まれることよって唾

液からウイルスに感染し、長い潜伏期の

後に発症します。発症してしまうと有効

な治療法はなく、ほぼ 100%死亡します。

世界における死者数は毎年 5 万 5 千人と

いわれています。感染した犬に咬まれて

も、直ちに狂犬病ワクチンを接種するこ

とにより発症を防げます。我が国では、

2006年にフィリピンで犬に咬まれ帰国後

に狂犬病を発症し、死亡した事例が 2 人

報告されています。狂犬病は予防できる

感染症です。狂犬病流行地で犬などの動

物に咬まれたら、すぐに傷口を石けんと

水でよく洗い、できるだけ早く現地の医

療機関を受診し、傷口の消毒や狂犬病ワ

クチンの接種を受けましょう。感染の恐

れがある場合は帰国時に検疫所にご相談

下さい。 
○発生地域：世界のほとんどの地域。特

にアジア、アフリカ。(発生がない地域は、

英国、北欧の一部、豪州、台湾、ハワイ、

グアムなど) 
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○感染要因：動物(アジアでは特に犬)から

咬まれること。アジアでの発生はないが、

アメリカ大陸ではコウモリにも狂犬病の

流行がみられ、狂犬病ウイルスに感染し

たコウモリに咬まれて死亡する事例が報

告されている。 
○主な症状：通常、1～3 ヵ月の潜伏期間

ののち、発熱、咬まれた場所の知覚異常

が現れる。恐水、恐風症状などの特徴的

な症状の他に、神経症状(不安発作、嚥下

困難(飲食物が飲み込みにくくなる)、けい

れん)が見られる。 
○感染予防：犬等(猫、野生動物を含む。

特に飼い主のわからない動物。)との接触

を避ける。もし犬等に咬まれた場合は、

傷口を石けんと水でよく洗い、速やかに

医療機関を受診し、消毒、暴露後予防ワ

クチンの接種を受ける。渡航地で動物と

頻繁に接触する場合には、渡航前に狂犬

病ワクチン接種を受けておく。 
 
3．諸外国での感染に注意すべき感染症 

WHO においては、麻しんについては

「麻しん排除計画」により、ポリオにつ

いては「ポリオ根絶計画」により、感染

者の減少に取り組んでいます。 
日本では、麻しんについては 2010 年に

455 人の患者が報告されました。 
また、ポリオは、30 年近くにわたり、

野生株によるポリオ症例は発生していま

せん。そのため、流行地からの輸入症例

に留意する必要があります。 
 

◇麻しん(はしか)：世界中で年間 16 万

4,000 人以上の麻しんによる死者がいる

と推計され、主にアフリカ、 東アジア、

南アジアの国々から報告されています

(WHO による 2008 年時点の推計)。 
○発生地域：2011 年は排除宣言が出され

ている米国、カナダに加えて、患者数が

減少していたヨーロッパ諸国やニュージ

ーランドでも患者報告数が増加している。

アフリカ、アジアなどの予防接種率の低

い国では依然として患者数が多い。 
○感染経路：空気感染、飛沫感染、接触

感染。 
○主な症状：発熱、咳、鼻水、目の充血・

目やになどが 2～3 日続いた後、39℃上の

高熱と全身に発疹が出る。肺炎、中耳炎、

脳炎が起こる場合もある。 
○感染予防：麻しんワクチンの予防接種

が有効。日本では１歳になったらすぐに 1
回目の麻しん風しん混合ワクチンの接種

を受け、小学校入学前 1 年間の間に 2 回

目のワクチンを受ける。2008～2012 年度

の５年間は、中学 1 年生と高校 3 年生相

当年齢の人を対象に予防接種を実施して

いる。2011 年 5 月 20 日から、修学旅行

や学校行事としての研修旅行で海外に行

くなど、特段の事情がある高校 2 年生相

当年齢の人を対象に定期の予防接種を実

施している。 
 
◇ポリオ：2010 年には、世界で 1,349 人

の患者が報告されました。(WHO 世界ポ

リオ根絶計画事務局による集計)。我が国

では、30 年近くにわたり、野生株による

ポリオ症例は発生していませんが、ポリ

オ流行地で感染し、帰国後に発症する事

例(輸入症例)に留意する必要があります。 
○発生地域：流行している国は、アフガ

ニスタン、インド、ナイジェリア、パキ

スタンの 4 ヵ国であるが、周辺国でも、

輸入症例の発生が報告されている。2010
年には、流行国以外の 15 ヵ国で、野生株

によるポリオ患者の発生が報告されてお

り、タジキスタンやコンゴ民主共和国な

どでは、大規模な流行が発生した。2011
年はパキスタン、チャド等で多数の患者

が報告されており、7 月以降中国新疆ウイ

グル自治区でもポリオの流行が報告され

ている。 

○感染経路：経口感染(感染者の糞便中に

排泄されたウイルスが、口から体内に入

る)。 
○主な症状：感染した人の 90～95%は症

状が出ずに経過するが、典型的な麻痺型

ポリオの場合、かぜのような症状が 1～10
日続いて、手足に非対称性の弛緩性麻痺

(だらんとした麻痺)が起こる。 
○感染予防：ポリオワクチンの予防接種

が有効。十分に加熱がされていない物の

飲食は避ける。手洗いを十分に実施する

こと。WHO では患者発生のある国に渡航

する場合には、ポリオの予防接種を受け

ていても、出発前に追加の接種を勧めて

いる。 
4．そのほか注意すべき感染症 
上記のほかにも、動物、水、食べ物等

を通じて感染する病気が多く存在します。

特に、食べ物や水を介した消化器系の感

染症(Ａ型肝炎、E 型肝炎、コレラ、赤痢、

腸チフスなど)は、発展途上国など公衆衛

生の整備が不十分な地域で感染すること

が多く、注意が必要です。このような地

域では、生水、氷、サラダ、生鮮魚介類、

生肉等の十分に加熱がされていない物の

飲食は避けましょう。その他、生鮮魚介

類や生肉等を介した寄生虫疾患も注意が

必要です。詳細は＜別表＞を参照くださ

い。 
5．海外の感染症に関する情報 

出発前に渡航先の感染症の流行状況等

に関する情報を入手しておくことが大切

です。厚生労働省検疫所及び外務省では、

ホームページで各国の感染症や安全に関

する情報を提供しています。 
また、空港や港の検疫所においても、リ

ーフレット等を用意し情報提供を行って

いますので、積極的にご活用下さい。 
 

 
⇒ http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/chuui-kanki/index.html 

 
 
 
 
 
 
 
人と動物がともに感染する新型インフ

ルエンザなどの感染症をめぐり、世界保

健機関(WHO)が北海道大の人獣共通感染

症リサーチセンター(札幌市、センター

長・喜田宏北大大学院獣医学研究科教授)
を協力組織に指定し、5 日、指定証の授与

式が行われた。 
 WHO によると、世界で 800 以上の組

織を指定しているが、人獣共通感染症の

分野で指定するのは日本で初めて。 
 新型インフルエンザの大規模感染や新

型感染症発生の危険が高まった際、リサ

ーチセンターが WHO に情報提供や助言

を行うほか、現地の対策チームに専門家

を派遣することも想定している。 
 リサーチセンターは感染症発生の危険

を分析し、警報を出す危機管理専門の部

署を新設。途上国の専門家育成や、簡易

な診断方法開発などの分野でも協力を進

める。 
 喜田センター長は「新しい感染症のほ

とんどが動物に由来している。獣医学、

医学、薬学、農学、動物生態学などの専

門家が一つの目的で努力する姿勢が評価

された」と話した。     【m3c】

 
 
 
 

 

ＷＨＯ                                     平成 23 年 12 月 6 日 

北海道大学人獣共通感染症リサーチセンターを協力施設に指定 
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