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知らないと怖い旅行者感染症

の感染症の侵入予防業務等を行っています．ま
た，全国 31 の窓口で輸入食品などのチェック
を行っています．その中でも，横浜検疫所，神
戸検疫所は東日本，西日本の中心的な検疫所で，
LC／MS／MS や GC／MS／MS 等により輸入食品
の検査を行う輸入食品検疫検査センターや，遺
伝子組み換え食品を調べる特別検査施設，レベ
ル 3 までの病原体を扱うことのできる検査施設
なども有しています．現在は行政改革で定員が
削減されたため，マンパワーは不足しています
が，輸入感染症や輸入食品から国民の安全を守
るために日夜努力しています．
本日，私に与えられたテーマは「旅行者が注
意すべき感染症」ということですので，旅行医
学に関する入門編的な内容についてお話しいた
します．

基調講演

旅行者が
注意すべき感染症

内田 幸憲

移送手段の発達と感染症の拡散

うちだ ゆきのり

山崎先生の「開会のことば」にもありました
が，人類が征服したと思われた感染症が，ある
時期を境に猛威を振るうようになってきました．
その理由は，航空機や船舶などの移動手段の発
達によって人や物の大量移動が可能となり，グ
ローバリゼーションが進む中で国境のない状況
が生まれてきたためと思われます．図 1 に 1993
〜 1997 年の間の地球上での航空機の移動の推
移を示します．どのエリアにおいても 30 〜 40
％以上の増加が見られます．そのため，1990 年
代以降は感染症のコントロールにかなりの困難
を伴うようになってきました．
2007 年の International Travel and Health のデ
ータによりますと，2005 年の 1 年間に世界で約
8 億人もの人々が移動したとのことです．その
内訳は 50 ％がレジャーやレクリエーション，
休暇，26 ％が友人や親戚への訪問，巡礼，また
病気の治療などでの移動となっており，仕事で
の移動は 16 ％で，理由不明が 8 ％です．現在，
地球上の人口は約 65 億ですから，約 1／8 の人々
が地球上を移動していることになります．
図 2 はわが国の出国者数と黄熱予防ワクチン
接種者の推移を示したものです．1980 年代ま
では海外へ出かける人は年間 400 〜 500 万人で
したが，バブルが始まった 1990 年代からはリ
ピーターも含めて年間 1,000 万人以上の人が海
外に出るようになりました．バブル崩壊時は少
し減少したものの，その後も増え続け，1995 年
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検疫所の役割とその業務
私が検疫行政に携わってから約 15 年が経過
しました．私は感染症に関する基本的な研究を
行ってきたわけではないのですが，行政の立場
から伝染病予防法の改正などに関係し，また最
近では新型インフルエンザのガイドライン作成
のための専門家委員会に参画してきました．
ところで，検疫所とはいかなる役所で，どの
ような仕事を行っているかを知らない人も多い
と思いますので，ここで簡単にご紹介いたしま
す．検疫所は全国に 108 か所ありますが，成田
空港や関西空港のように，大空港で乗客や搭乗
員の検疫を行う検疫所と，それとは別に北から
南まで 11 か所の本所があって，そこでは主に
船舶を中心に，船員，乗客の検疫を行い，従来
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図 1 1993 〜 1997 年の航空機の移送の推移
（World Tourism Organization ／ International Civil Aviation Organization より引用）
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図 2 日本人出国者数と黄熱ワクチン接種者の推移
（入国管理局出入国者統計，検疫所業務年報より引用）

以降は年間約 1,600 万人となっています．2003
年に 200 万人ほど減少しますが，その理由は，
香港での SARS（severe acute respiratory syndrome ；重症急性呼吸器症候群）の世界的な拡
散によるものです．入国管理局の出入国者統計
では，現在の出国者数は年間 1,760 万人弱とな
っています．
出入国先については，昔は出入国カードがあ
りましたが，6 〜 7 年前からパスポートでの自
動チェックインになったため，入国管理局でも
出入国先の統計が取れなくなりました．そこで，

黄熱ワクチンの接種が必要なアフリカや南米に
どの程度行っているかを推定する意味で，過去
15 年間の黄熱ワクチンの接種者数を調べてみ
ました．大体 1 万人前後で推移し，2004 年から
は増加傾向に転じて，現在は 1.2 〜 1.3 万人に
まで増えています．黄熱ワクチンの有効期限は
10 年間ですから，この 10 倍近い人々がアフリ
カや南米に行っていることが推測されます．実
際のデータでは，アフリカには約 7 万人，南米
には約 10 万人が出国しているとのことです．
次に日本への輸入感染症と関連して，図 3 に
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ヒトへの感染例として，1997 年に香港で第 1 例
が確認された H5N1 型ウイルス，2004 年の H7N7
型ウイルスがあります．さらに 2002 〜 2003 年の
SARS の際はハクビシンから SARS ウイルスが
同定されています．
なお，この表には載っていませんが，注目す
べき感染症として，後でご講演される馬原文彦
先生が 1984 年に日本紅斑熱とその病原体のリ
ケッチア・ジャポニカ（Rickettsia japonica）を
発見されておりますし，1985 年には狂牛病に代
表されるプリオン病（伝染性海綿状脳症）とそ
の病原体（異常プリオン蛋白）も見つかってい
ます．
再興感染症ですが，ウイルス性の感染症とし
ては狂犬病，デング熱，黄熱，ウエストナイル
熱，日本脳炎などが輸入感染症としてわが国に
搬入される可能性があります．事実，昨年はフ
ィリピンから帰国した 2 人の男性が狂犬病で死
亡しています．何十年ぶりかで生じたこの事件
のために，検疫所の電話は鳴り続け，ワクチン
も不足して，接種ができない状態になりました．
デング熱も世界中で大流行の兆しがあります．
黄熱も WHO（世界保健機関）のニュースウィー
クリーでは再興感染症としての可能性が高いと
のことです．ウエストナイル熱はアメリカで定
着し，日本でも警戒しているところです．これ
らの疾患については，また後で触れることにし
ます．
細菌性の再興感染症ではペスト，ジフテリア，
コレラなどがあります．ジフテリアはソビエト
連邦が崩壊して，政治体制がロシアに変わる際
にワクチン接種計画が中断したために，多くの
子どもがジフテリアに感染したとのことです．
寄生虫関連では，マラリアについて鈴木守先
生が次の講演でお話しくださいます．
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図 3 外国人新規入国者数の推移
（入国管理局出入国者統計より引用）

2002 〜 2006 年までの外国人新規入国者数を示
します．2002 年の外国人新規入国者数は 450 万
人強でしたが，2006 年には 650 万人強となって
います．日本人の海外からの帰国者 1,760 万人
を加えると，2,400 〜 2,500 万人以上が日本に入
国していることになります．しかし，外国人新
規入国者は観光と商用の 1 〜 2 週間の短期滞在
がほとんどです．ただ，短期滞在といっても，
SARS の際は感染した台湾人ドクターが関西空
港から関西周辺を移動したため，その追跡調査
で大騒ぎとなりました．海外からの入国者増は
輸入感染症もまた増加する可能性があることを
示唆します．

新興感染症と再興感染症
次に新興感染症
（Emerging infectious disease）
と再興感染症（Re-emerging infectious disease）
について述べます． Emerging infectious disease ならびに Re-emerging infectious disease
という言葉は，1995 年に当時のアメリカのゴ
ア副大統領が年頭の挨拶で，「これからは多く
の感染症が勃発する危険性がある」と述べた中
で用いた言葉です．当時，わが国は伝染病予防
法の改正の時期で，この言葉をどう邦訳するか
で委員の間で議論となりました．結局，異論は
出たものの，行政的解釈で 新興感染症 ， 再
興感染症 と決まりました．
新興感染症ですが，実はゴア副大統領が述べ
たとおり，1973 〜 1995 年の間に 30 種類もの新
しい病原体が同定され，その後 2004 年までに
さらに 4 種類の病原体が発見されました（表 1）
．
この中にはエイズウイルス（HIV），疾患の発見
後早々にウイルスが同定されたヘンドラウイル
ス（Hendra virus），ニパウイルス（Nipha virus）
などがあります．また，トリインフルエンザの

海外で感染症に罹患しないために
このように，一度終息しかかった多くの感染
症が再発生の様相を呈しています．これらの感
染症に罹患しないためには， 旅の恥はかき捨
て といった日本人特有の悪習を捨て， 自分
の健康は自分で守る という信念のもとに，自
分の健康状態と照らし合わせて，①行き先，②
時期・期間，③目的，④宿泊形態と食事・水，
⑤行動形態などを検討すべきです．特に最近は
定年退職された方々の海外旅行が多いのです
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表1
年

1973 年以来明らかになった新興感染症とその病原体

病原微生物

種

類

1973
1975

Rotavirus
Parvovirus B19

ウイルス
ウイルス

1976
1977
1977
1977
1977
1980
1981
1982
1982
1982
1983
1983
1985
1986
1988
1988
1989
1989
1991
1991
1991
1992
1992
1993
1993
1994
1994
1995
1997
1999
2002
2004

Cryptosporidium parvum
Ebola virus
Legionella pneumophila
Hantaan virus
Campylobacter jejuni
Human T-lymphotropic virus type 1（HTLV-1）
Staphylococcus aureus（毒素生産株）
E.-coli O157 ： H7
HTLV-Ⅱ
Borrelia burgobrferi
HIV
Helicobacter pylori
Enterocytozoon bieneusi
Cyclospora cayetanensis
Human herpesvirus-6（HHV-6）
Hepatitis E
Ehrlichia chaffeensis
Hepatitis C
Guanarito virus
Encephalitozoon hellem
New specis of Babesia
Vibriocholerae O139
Bartonella henselae
Sin Nombre virus
Encephalitozoon cuniculi
Sabia virus
Hendra virus
HHV-8
Influenza A ／ H5N1
Nipha virus
Sever Acute Respiratory Syndrom（SARS）virus
Influenza A ／ H7N7

寄生虫
ウイルス
細菌
ウイルス
細菌
ウイルス
細菌
細菌
ウイルス
細菌
ウイルス
細菌
寄生虫
寄生虫
ウイルス
ウイルス
細菌
ウイルス
ウイルス
寄生虫
寄生虫
細菌
寄生虫
ウイルス
寄生虫
ウイルス
ウイルス
ウイルス
ウイルス
ウイルス
ウイルス
ウイルス

が，大部分の方が何らかの基礎疾患を持ってい
ます．その点も十分に考慮していただく必要が
あります．
①の行き先ですが，発展途上国は感染症の危
険性が大で，先進国は安全だということはあり
ません．②ですが，短期の場合はあまり深刻に
考える必要はないかもしれません．ただ，長期
の場合，特に高血圧や糖尿病，心疾患がある場
合は，医師と相談して十分な対応策を講じてお
くべきです．④ですが，宿泊形態にしてもアフ
リカなどでテント生活をするのか，都市部の高
級ホテルに宿泊するのかを事前に決めておくべ
きでしょう．ただ，高級ホテルといっても，都
市部を少し離れると，天井をネズミが走り回る
ようなホテルもかなりありますので，十分に注
意すべきでしょう．食事と水の問題については，
後で大利昌久先生が話されると思います．⑤の

疾

患

小児科下痢症の大半の原因
慢性溶血性貧血における汎血球性貧血発作（後に伝染性
紅斑の原因ウイルスであることが確定）
下痢症（水系感染）
エボラ出血熱
レジオネラ症（肺炎）
腎症候性出血熱（HFRS）
下痢症
成人 T 細胞白血病
毒素性ショック症候群（Toxic Shock Syndrome ： TSS）
腸管出血性大腸炎，溶血性尿毒症症候群
Hairly cell 白血病
ライム病
後天性免疫不全症候群（AIDS）
胃潰瘍
持続性下痢症
持続性下痢症
突発性発疹症
E 型肝炎（腸管感染）
エールリッヒア症
C 型肝炎
ベネズエラ出血熱
結膜炎，全身性疾患
非定型姓バベシア症
新型コレラ
猫ひっかき病
ハンタウイルス肺症候群（HPS）
全身性疾患
ブラジル出血熱
ヒト・ウマ脳炎
AIDS 患者のカポジ肉腫
トリ型インフルエンザのヒト感染
ヒト・ブタ脳炎
重症急性呼吸器症候群
トリ型インフルエンザのヒト感染

行動形態ですが，昼に活動して夜はホテルで休
むのか，夕方から街に繰り出すのか，活動する
時間帯，場所，すなわち都市部か郊外かでリス
クが異なりますので，事前に調べておく必要が
あります．いずれにしろ，あまり無茶をしない
ような計画と対策を立てるべきでしょう．

海外での感染症罹患状況
ここでは感染症法の 3 類感染症を中心に，厚
生労働省に届出のあった例から，海外でどの程
度の人たちが感染症に罹患しているかをお話し
します．
コレラ罹患者数は年間 100 人以内で推移して
いますが，1995 年にはバリ島で約 360 人が罹患
しました（図 4）．当時はオーストラリアなどか
らの観光客も訪れていたのですが，日本人にの
み発症したため，海外の旅行医学者からは「な
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図6

日本人の海外での細菌性赤痢罹患者数の推移
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図7

ぜ日本人だけが罹患するのか」と不思議がられ
ました．厚生労働省は調査に行こうとしたので
すが，インドネシア政府から「下痢は国民の通
常状態」との返答で，調査は拒否されました．
日本人の免疫能の低下も疑われましたが，要は
勝手三昧をした結果だと思います．
1998 年に感染症法が施行される以前は，海外
での医療活動は NPO 法人が行っていましたが，
感染症法施行以降は「海外旅行者の健康を考え
る会」が全国レベルで発足し，大利先生が理事
長を務められる「日本渡航医学会」とともに海
外の医療情報を提供しています．また，検疫法
の中にも情報の収集・提供が盛り込まれ，海外
旅行者への情報提供が増えるに従い，旅行者数
は激増しているにもかかわらず，コレラは減少
してきています．
細菌性赤痢の罹患数を図 5 に示します．1998
年に急増しているのは，長崎県のある大学で
300 人ほどの集団発生が見られたからです．ま
た，2001 年に微増しているのは，韓国から輸入
されたカキ（牡蠣）から赤痢菌が検出されたた
めです．感染者は大体 1,000 人以内で推移して
おり，海外渡航者や入国者の増加から見れば，
徐々に減少傾向にあります．
腸チフスは全体的に減少傾向にあり，年間の
罹患者数は 100 名以下です（図 6）．パラチフス
も年間罹患者数は 100 名にも満たないのです
が，2004 年に急増しました（図 7）．そのほとん

日本人の海外でのパラチフス罹患者数の推移

どが輸入例です．現在，国立感染症研究所の情
報センターが集計していますが，感染者はほと
んどがインドからの帰国者です．ただ，インド
でアウトブレイクがあったかのかどうかは，
WHO に問い合わせても不明で，国立感染症研
究所の情報センターでも正確な情報はつかんで
いないようです．
マラリアは 4 類感染症ですが，その罹患者数
は 1980 年代後半から変化がなく，こんなに少な
いはずはないといわれていたのですが，感染症
法が施行されてからは正確な情報が得られるよ
うになりました．ただ，それでも 2000 年で 150
〜 160 例で，その後は減少しています（図 8）
．
現在，確実に増加しているのは 4 類感染症の
デング熱です（図 9）．1999 年から国内の検査体
制が整備されたこともあって，かなり正確な数
字が把握されています．ただ，海外で感染した
にもかかわらず，帰国時には治癒している場合
は発見されません．後でデング熱の汚染地域を
お示ししますが，爆発的な流行地域と相関して
いますので，東南アジアを中心に中南米やアフ
リカからの帰国時，または帰国後に発熱がみら
れた場合は医療機関に受診されることをお勧め
します．

動物媒介ウイルスによる感染症
次に動物媒介ウイルスによる感染症につい
て，特に 1 類感染症を中心にお話しいたします．
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日本人の海外でのマラリア罹患者数の推移

図9

1．エボラ出血熱
エボラ出血熱は小説『ホットゾーン』や映画
『アウトブレイク』で話題になり，われわれに
底知れぬ恐怖感を与えました．原因ウイルスで
あるエボラウイルスは非常に致死率の高いウイ
ルスで，感染すると 70 〜 80 ％が死亡します．
そのため，エボラ出血熱は 1 類感染症に分類さ
れています．エボラウイルスはアフリカに限局
され，1976 年にスーダンと旧ザイール（現在の
コンゴ民主共和国）で最初の感染患者の報告が
あり，その後スーダンでは 1978 年に，コンゴ民
主共和国では 1977 年と 1995 年に，さらにウガ
ンダでは 2001 年，2002 年にエボラ出血熱の報
告がありました．当初は森林地帯に生息するウ
イルスと考えられていましたが，草原地帯を越
えて，1994 年にはコートジボワールで，1996 年
と 2001 年にはガボンで患者の発生が見られて
います（図 10）．
患者発生はないものの，エボラウイルスの存
在が推測される国はギニア，リベリア，ナイジ
ェリア，エチオピア，ジンバブエ，マダガスカ
ルがあります．CDC（アメリカ疾病管理センタ
ー）や WHO が調査をしていますが，何がエボ
ラウイルスを保有しているのか，中間宿主が何
なのかは現在も不明です．サルの肉を食すると
感染するといわれていますが，サルもヒトと同
じく最終宿主と考えられています．一応，ヒト
に感染してからヒト→ヒト感染を起こすのは体
液を通してです．中間宿主が不明なため，恐ろ
しい感染症と思われていますが，ヒト→ヒト感
染は体液を通してですから，日本の医療機関の
ように B 型肝炎などの予防体制が整備されてい
れば，院内感染などは起こりえないでしょう．
ただ，レストン株という病原性の弱いエボラ
ウイルスに感染したフィリピンのサルが，1 ケ
ージ，50 匹も成田空港に到着するという事件が
ありました．しかし，日本からの注文がないこ

日本人の海外でのデング熱罹患者数の推移
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スーダン
ナイジェリア

リベリア
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エチオピア
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コンゴ民主共和国
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図 10

2001
2002

1976
1977
1995
1996

南アフリカ

エボラウイルスの存在地域

とが判明し，2 〜 3 日後にアメリカに移送され
ましたが，そのサルを受け取ったアメリカの施
設でエボラ出血熱が発生しました．弱毒株のた
め，ヒトでは風邪程度の発熱ですみましたが，
サルにはかなりのダメージがあったようです．
そうはいうものの，アフリカで広がっている
スーダン株，ザイール株は，『ホットゾーン』
にあったように，感染した患者が他国に移動し
た場合，大きな問題が起こる可能性があります．
現在のところ 1996 年の南アフリカ共和国での 1
例ですんでいますが，世界のどの地域でも起こ
りえることです．
2．クリミア・コンゴ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱の分布地域を図 11
に示します．マダニによって運ばれ，10 数年
前からの追跡調査では，現在はもう少し東の中
国寄りに広がっていると推測されます．その傾
向を見ると，10 〜 20 年後には日本海側に到達
し，日本にも広がる可能性があります．媒介動
物がマダニですから，種々の家畜などに寄生し
ているはずで，ライム病と同じく，トリに寄生
して拡散する可能性もあると考えられますが，
不思議なことにクリミア・コンゴ出血熱はその
ような広がり方をしません．後で馬原先生が
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クリミア・コンゴの分布地域

図 11

クリミア・コンゴ熱の分布（検疫所ホームページより引用）

「日本紅斑熱」について話されますが，クリミ
ア・コンゴ出血熱と日本紅斑熱では媒介するマ
ダニの性質が違うのでしょうか．
心配な点は，日中交流が盛んになって，日本
の商社が中国奥地の重慶周辺にまで進出してき
ていますが，重慶周辺は完全に汚染地域に入っ
ており，感染する可能性が高いことです．ただ，
クリミア・コンゴ出血熱のヒト→ヒト感染はあ
りませんので，対応を間違えなければ問題はな
いでしょう．
3．マールブルグ病
マールブルグ病も 1 類感染症です．実験動物
としてウガンダで捕獲されたサルがドイツのマ
ールブルグの施設に運ばれ，その施設でヒトへ
の感染が認められ，マールブルグ病と命名され
ました．実際にはケニア，コンゴ民主共和国
（旧：ザイール），アンゴラの風土病で，サルが
最終宿主ですが，その後もアフリカ諸国で多く
の発生が見られています．1975 年にはジンバブ
エで死亡者 1 名を含む 3 名の発生があり，その
うちの 2 名は南アフリカ共和国での院内感染と
判明しました．ケニアでは 1980 年に 2 名が発症
し 1 名が死亡，1987 年にも少年 1 名の死亡が認
められました．また，1988 年にロシアでは実験
室内感染で 1 名が死亡，1990 年にも同じく実験
室内で 1 名の感染が確認されました．さらに
1998 〜 2000 年にはコンゴ民主共和国で金鉱を
中心に 149 名が発症，そのうちの 123 名が死亡
しています．また，アンゴラでは 2004 〜 2005
年にかけて 322 名が感染し，282 名が死亡しま
した．そのため，現在ではサルの検疫も強化さ

れています．
4．ラッサ熱
ラッサ熱は図 12 に示す地域に限局して年間
20 〜 30 万人の局地的流行が起こっているとい
われています．シエラレオーネでの CDC の調
査では，農村部の人々の抗体保有率は 8 〜 52
％で，年齢が高いほど高いとのことです．しか
し，都市部での抗体保有率は 0 ％です．農村部
はほとんどがワラ葺きの小屋で居住環境が悪
く，ラッサ熱ウイルスを保有するマストミスと
いうネズミが自由に出入りしています．ラッサ
熱はそのネズミの尿から感染します．1987 年に
シエラレオーネでの感染者が帰国するという事
件がありましたが，それ以降，日本への輸入例
はありません．
5．南米出血熱
2007 年 4 月 1 日改正の感染症法に新たに南米
出血熱が 1 類感染症として加わりました．南米
出血熱はベネズエラ，ブラジル，ボリビア，ア
ルゼンチンに見られます（図 13）．感染源はす
べてげっ歯類で，ネズミの尿から感染します．
患者数は少なく，ベネズエラ出血熱は 1990 〜
1991 年にかけて 104 人，ボリビア出血熱は 1994
年に 1 家族 7 人に発生，ブラジル出血熱はこれ
まで 1 名が確認されているのみです．ただ，ア
ルゼンチン出血熱は 1958 年の調査以降 2 万人
以上が発症しています．しかし，ウイルスを保
有しているネズミの種類も生息地も現在のとこ
ろ不明です．
6．狂犬病（4 類）
先に述べましたように，昨年，フィリピンか
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ナイジェリア
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1名のみ

ボリビア出血熱
1994年，1家族
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ガーナ
ベナン

アルゼンチン出血熱
1958年以来，2万人
以上の患者

図 12

ラッサ熱の分布

図 13

ら帰国した男性 2 人が狂犬病で死亡するという
事件がありました．日本人の感覚では狂犬病は
存在しないと思われがちですが，図 14 に示すよ
うに，狂犬病のない国は 10 か国程度で，インド
の 17,000 人（2004 年）を筆頭に，中国では 3,000
人以上（2006 年），パキスタンでは 2,000 人以上
（2000 年），バングラディシュでは 1,500 人以上
（2003 年），ミャンマーでは 1,000 人以上（2003
年）の発生があり，その他の国々でも発生件数
は少ないものの，狂犬病は世界中で見られます．
7．ニパウイルスとヘンドラウイルス（4 類）
ニパウイルス（Nipha virus）はウマとヒトに，
ヘンドラウイルス（Hendra virus）はブタとヒト

に脳炎を起こします．いずれもオオコウモリが
媒介動物となっています．オオコウモリの生息
地は，北はインドから東の中国南部，台湾を結
ぶ線，南はマダガスカルからオーストラリア南
部までを結ぶ線の中です．1999 年にマレーシ
アのニパ（Nipha）で脳炎が確認されたためにニ
パウイルスと命名されました．ヘンドラウイル
スによる脳炎は 1994 年にオーストラリアで発
見されています．ただ，ヒト→ヒト感染はあり
ません．しかし，オオコウモリの生息地に赴く
際は要注意です．日本では沖縄が生息地に入っ
ています．

バングラディシュ
ノルウェー
スウェーデン
アイスランド

南米出血熱の分布

中国

1,550人（2003年）

3,393人（2006年）

アイルランド

英国

ミャンマー
1,100人（2003年）

日本

フィリピン

台湾
パキスタン

248人（2004年）

グアム

2,490人
（2000年）

ハワイ諸島

インドネシア
109人（2004年）

インド
17,000人（2004年）

ウガンダ
105人（2003年）

その他のアフリカ諸国
アルジェリア
15人（2003年）
エリトリア
34人（2003年）

その他のアジア・中東諸国
ロシア3人（2003年）
ウクライナ2人（2003年）
モンゴル2人（2003年）
ネパール44人（2003年）
スリランカ76人（2003年）
タイ18人（2003年）
ベトナム30人（2003年）
イラン10人（2003年）

図 14

南北アメリカ諸国
カナダ2人（2000年）
米国3人（2002年）
ブラジル17人（2003年）

フィジー
オーストラリア

ニュージーランド
狂犬病発生地域（死亡者数が100人以上）
狂犬病発生地域（死亡者数が100人未満）
狂犬病の清浄国

（注）死亡者数はWHOへの報告に基づくものであり，
報告のない国については反映されない．

狂犬病の発生状況（死亡者数は WHO への報告から抜粋）
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コレラ発生地域
輸入コレラ発生地域
2004〜2006年に成田空港検疫所と関西空港検疫所で発見された赤痢患者の感染国

図 15

コレラの発生状況と赤痢検出国

8．コレラ（3 類）
コレラは図 15 の青色の部分が WHO の指定
する汚染地域で，茶色の円柱は成田空港および
関西空港で発見された赤痢患者の数を累積した
ものです．日本で発見されたコレラ・赤痢は，
主に東南アジアへの旅行者に発症しています．
コレラに関しては，これまでは検疫感染症とし
て調査することができ，赤痢も同時に調査して
関係自治体に報告していましたが，現在はその
対象から外れたため，このデータが最終データ
となります．そのため，各自治体との連携シス
テムも崩壊する可能性があります．

9．マラリア（4 類）
マラリアの発生地域は図 16 に示すごとくで
す．マラリアについては後で鈴木先生が詳しく
話されると思いますので割愛します．ただ，薬
剤耐性マラリアが見られるのはインドシナ半島
が中心と思われていましたが，現在は図に示す
全域で見られています．
10．デング熱（4 類）
デング熱およびデング出血熱の発生地域を図
17 に示します．デング熱はカ（蚊）が媒介する
感染症で，1960 年以前は少なかったのですが，
1960 年代から世界的に増加し始め（1.5 万人強），

マラリア発生地域
マラリアの危険地域

図 16

マラリアの発生地域（WHO，2005 より引用）
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デング熱の分布と 1999 〜 2005 年までのわが国での患者数
（国立感染症研究所ウイルス第 1 部第 2 室より）

1970 年代は 12 万人強，1980 年代は 29.5 万人強，
1990 年代は 51 万人以上の患者発生を見ていま
す．日本人の発症件数も 2005 年は 73 件に及ん
でいます．
11．日本脳炎（4 類）
日本脳炎の汚染地域を図 18 に示します．日本
では激減していますが，その理由は不明です．
われわれの調査では，ブタの飼育場の周辺にい
るカ（蚊）はほとんどが日本脳炎ウイルスを保
有していることが毎年確認されています．
12．黄熱病（4 類）
黄熱病の汚染地域を図 19 に示します．この地
域以外でも黄熱病の予防接種を要求している国
がありますので，事前に調べて，予防接種を受
けてからお出かけください．黄熱予防接種証明
書なしでは入国できないことになります．
13．チクングニア
チクングニアのウイルス汚染地域を図 20 に
示します．青い楕円内の地域が特に流行地で，
2005 年初頭，コモロ諸島で流行が勃発，イン
ド洋のモーリシャス，レユニオン，セイシェル

といった島国に拡大し，レユニオン島では人口
70 万人の 1 ／ 3 以上にあたる 25 万人が感染しま
した．2006 年にはインド，スリランカでも流行
し，フランス，イギリスでは輸入例は 100 例以
上，日本でも 2 例確認されました．
14．ウエストナイル熱（4 類）
ウエストナイル熱ですが，海外での感染の危
険性というよりも，日本もアメリカの二の舞に
なる可能性があるという観点からお話ししま
す．1999 年，ニューヨーク周辺でウエストナイ
ル熱が発生しましたが，CDC は「媒介動物であ
るカ（蚊）は冬になれば死滅する」と楽観視して
いました．しかし，その後，全米に拡大・定着
し，現在は年間 1,000 人程度の発症があり，100
名以上が死亡しています．CDC がなぜウイルス
を保有するカ（蚊）の特定，その生息地の検索を
行い，科学的に撲滅作戦を講じなかったのかが
疑問です．わが国でもウエストナイル熱の発生
が見られた場合，アメリカの例を他山の石とし
て，早急の対応を講じる必要があります．
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1年中発生
季節ごとの発生

黄熱病の感染地域

図 18 日本脳炎の発生地域
（WHO，2004 より引用）

図 19

15．SARS（2 類）
SARS についてはよくご存知のことと思いま
すので，詳細には述べません．香港のメトロポ
ールホテルで感染した患者が航空機を利用して
海外に移動したために，驚くほど早く世界中に
拡大しました．移送手段の発達は，感染症の拡
大という点から見ると，大きな脅威です．
16．トリインフルエンザ（4 類）
次に現在話題のトリインフルエンザについて
お話しします．問題になっている高病原性の
H5N1 型ウイルスのヒトへの感染は 2004 年以
降，図 21 に示す 11 か国で確認されています．
特にインドシナ半島，中国を中心に，ヒト→ヒ
ト感染に近づいている状況です．日本政府も警
戒を強めていますが，ガイドラインが作成され
てからは警戒網の強化が足踏み状態です．ヒト
→ヒト感染を起こすトリインフルエンザがイン
ドシナ半島で発生した場合は，防疫体制も十分
に確保できると思いますが，中国，特に香港で
発生した場合は，検疫バリアはすぐに突破され，
日本に拡散する可能性があります．その理由は，
中国・香港からの航空便の数が多いことと，検
疫スタッフがあまりにも少ないためです．
表 2 はインドネシアの在ジャカルタ日本総領
事館がインドネシアでトリインフルエンザ感染
が拡大した場合の対応を示したものです．日本
人の場合，「帰国自体を制限することはない」
とありますが，アメリカ政府は沖縄に駐留する
米軍および家族に対して，「感染した場合は帰
国を認めず」としています．わが国とアメリカ

黄熱病の感染の危険性がある地域
（WHO，2004 より引用）

図 20

チクングニアの分布

では，その対応が大きく異なっています．

中国の感染症事情
来年の 2008 年に中国の北京でオリンピックが
開催されますので，最後に中国の感染症事情に
ついて，中国疾病予防コントロールセンターの
発表による正確な数値をもとに述べてみます．
まず動物媒介ウイルスによる感染症について
お話しします．腎症候性出血熱は 7 〜 10 月は発
生が比較的少なく，年間を通しても減少傾向に
あります．2005 年は 22,288 人，2006 年は 16,129
人，2007 年 5 月現在では 4,224 人と，年間 15,000
〜 20,000 人程度の発生件数です．狂犬病は年間
を通して見られ，1998 年の伝染病予防法改正時
にわれわれが調査した結果では，中国全土で
10 万人の患者がいましたが，その後 2,000 人程
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チェリャビンスク州 チュメニ州
安徽省
オムスク州
トゥーラ州
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広西自治区

アゼル
バイジャン

患者19名
うち死亡者
11名＊

患者8名
うち死亡者
5名＊

ナイジェリア
患者1名
うち死亡者
1名＊

（H5N2）
（H5N9）

ジブチ
患者1名
死亡者
なし

イラク
患者3名
うち死亡者
2名＊

（H5N2）

上海

広東省

ベトナム
患者93名
うち死亡者
42名＊
宮崎県
岡山県

タイ

患者25名
うち死亡者
17名＊

カンボジア
患者6名
うち死亡者
6名＊

インドネシア
患者81名
うち死亡者
63名＊

茨城県（H5N2）

＊ヒトの患者・死亡者数は2003年

ヒトでの高病原性H5N1亜型感染が確認された国・地域

10月以降にWHOが認定した者
の累積数を示す．

家禽の高病原性H5N1亜型感染が確認された国・地域
家禽の高病原性H5N1亜型以外の感染が確認された国・地域

注）輸入された鳥からのウイルス分離は輸入国内の感染に含めない．

家禽の感染が疑われる地域
野鳥の高病原性H5N1亜型感染が確認された国・地域

図 21 トリインフルエンザの公式発表に基づく分布
（WHO と OIE の情報をもとに国立感染症研究所情報センターが作成）

月に集中して発生し，2005 年に 36 人，2006 年
に 1,065 人，2007 年 5 月現在で 11 人と，年間
1,000 人程度の発生があるようです．
次に経口感染による感染症ですが，コレラは
8 〜 10 月に多く，2005 年は 977 人，2006 年は
160 人，2007 年 5 月現在で 7 人と，年間 1,000 人
弱の発生があるようです．赤痢はやはり 6 〜 10
月をピークに発生し，2005 年は 462,845 人，
2006 年 427,575 人，2007 年 5 月現在で 89,772 人
と，年間 45 万人程度の発生があります．腸チ
フスとパラチフスは年間を通して見られ，2005
年は 35,921 人，2006 年は 26,888 人，2007 年 5 月
現在で 6,221 人と，年間 2.5 〜 3.5 万人の発生が
見られます．A 型肝炎はやはり年間を通して見
られ，2005 年は 76,192 人，2006 年は 70,884 人，
2007 年 5 月現在で 28,630 人と，年間 7 万人以上
の発生が見られます．それゆえ，中国を訪れる
際は飲食に十分な注意が必要です．
これまで述べてきた数値はすべて中国での数
値です．中国は人口約 13 億人といわれていま
すから，日本の数値に当てはめるならば，その
1／10 の数値が日本での数値となります．他国へ
の海外旅行の際と同じく，オリンピック観戦に
中国へ出かける際にも十分な自己管理を行って
いただきたいと思います．

表 2 インドネシアにおけるトリインフルエンザのヒトへ
の感染時の対応（抜粋）
3．航空機等の交通機関
当国で人から人への感染が発生した場合，世界への蔓
延を防ぐため，人の異動および物質の流通が制限され
る可能性があり，場合によっては，航空機等の運航が
停止する可能性があります
4．出入国の制限
いずれの国も水際での防疫体制を強化することから，
出入国制限が厳しく制限される可能性があります（日
本においても，防疫上の措置がとれらますが，邦人に
対し帰国自体を制限することはありません）
（在ジャカルタ日本国総領事館）

度に減少しました．ところが，2005 年は 2,689
人，2006 年は 3,393 人，2007 年 5 月現在でも
1,089 人の発生が見られ，年間 2,500 〜 3,500 人
の発生と，再び増加傾向にあります．注目すべ
き点は，農村部に限らず北京市内でも発生が見
られることです．マラリアは中国南部で 8 〜 11
月に見られています．2005 年に 40,394 人，2006
年に 60,983 人，2007 年 5 月現在で 6,980 人の発
生があり，年間 4 〜 6 万人の患者が出ています．
日本脳炎は 6 〜 9 月に発生のピークが見られ，
2005 年は 5,320 人，2006 年は 8,018 人，2007 年 5
月現在で 61 人と，年間 5,000 〜 8,000 人の発生が
あります．デング熱は中国南部を中心に 8 〜 11
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