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山崎（司会） それでは，これから総合討論に
入らせていただきます．ご質問のある方はご発
言ください．
嶋田（司会） 私がまず口火を切らせていただ

きます．基調講演で内田先生からウエストナイ
ル熱の話題が出ましたが，アメリカでウエスト
ナイル熱が4～5年の間に東海岸から西海岸ま
で広がった理由は，カ（蚊）に対する対策が不備
であったためとのご指摘でした．同じように，
マラリアもカが媒介しますが，カの対策でアメ
リカに提案できるようなことはあるでしょうか．

内田 私はカの専門
家ではなく，また日本
ではカの専門家が少な
くなっています．その
ため，私どもの研究所
では特別研修を組ん
で，カの専門家を養成
しているところです．

まずカはどういう場所で繁殖し，いかなる時
間帯にヒトを刺すのかなどについて理解する必
要があります．われわれ行政の立場から見ます
と，ウエストナイル熱にしても，デング熱にし
ても，日本でも流行する可能性がかなり高いと
思いますので，カを発見した場合，殺虫剤を散
布する場所や時間帯の特定，また国民一人ひと
りの協力を得て，カが発生する水溜まりの管理
などを徹底しなければなりません．特にアカイ
エカ，ハマダラカ属は好んで水田で繁殖します

が，水田に殺虫剤を散布するのは問題がありま
す．またカは都市部でも繁殖するための条件が
揃っています．それらの条件を踏まえて，いか
にしてカの撲滅作戦を講じるかです．しかし，
現在はそのような対策を講じることのできる専
門家が少なくなってきていることが心配です．
一方，カに刺される側からすれば，カの活動時
間帯にはなるべく外に出ないようにするとか，
服装に注意するとか，防虫スプレーなどをして
おくとか，カに刺されないような注意が必要で
す．現在のところ，その2つの側から対策を講
じる以外に手はないと思います．
嶋田（司会） 鈴木先生，いかがでしょうか．

同じカが媒介する感染症でも，マラリアは亜熱
帯・熱帯地方が中心になるとは思いますが―．
鈴木 私も「ただ殺虫剤を散布すればいい」

という考え方には反対です．マラリアに関して
は，カの習性や発生場所について詳細に検討さ
れています．ただ，内田先生のお話にもありま
したように，現在はやはり専門家は少なくなっ
ています．学問にも流行り廃れがあり，例えば
第二次大戦中はマラリアで兵士が病死していっ
たため，カの研究が盛んでしたし，WHOがキ
ャンペーンを行うと，また研究者が増えるとい
った感じでしたが，それが終息すると，研究者
がいなくなるといった状態です．感染症に関し
ては，疾患そのものや細菌，ウイルスの研究者
は数多くいますが，それを媒介する動物，例え
ばカやダニ，あるいは寄生虫の研究者は特に少な
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くなっています．特に国立大学は政治的，財政的
な面から寄生虫学の講座がない大学もあります．
本来，国立大学の役割は，現在それほど必要とは
されていないけれども，必要となった場合にきち
んと対応できるよう，その道の専門家を常に養成
しておくことです．私は本日のフォーラムをお聞
きして，その点を強く感じました．
嶋田（司会） 山崎先生からご提案のあった

「マラリアワクチンはなぜできないのか」につ
きまして，鈴木先生は大変将来性のある実験成
果をお示しくださいましたが，山崎先生，何か
ご質問はありますでしょうか．
山崎（司会） 私は鈴木先生のご講演を大変興

味深く拝聴させていただきました．例えば，ウ
イルスの分野でいえば，HIVに対するワクチン，
すなわちエイズワクチンはマラリアに比べれば
歴史は浅いのですが，1983年にHIV-1が発見さ
れてからエイズワクチンの候補数は30以上に
のぼり，すでに臨床試験にも入っていますが，
有効性が証明されているものは1つもありませ
ん．HIVはウイルスですから，マラリア原虫に
比べればはるかに小さいのですが，電子顕微鏡
で観察すれば直径が100nmもあるウイルスです．
やはり中和抗体を作製するためにHIVの抗原分
子を研究している学者が多いのです．先生のお
話をうかがっていますと，私もその研究方向は
誤っているような気がします．というのは，
HIVの場合，中和抗体の誘導が非常に難しいか

らです．その点では先生のお話と共通点があり
ます．また，マラリア原虫は姿・形を変えるた
め，ワクチンの開発は困難を極めているという
ことでしたが，HIVも遺伝子を変異させるとい
う点で同じです．先生は「戦車に対抗するのに
石を投げても無意味だ」とおっしゃいましたが，
非常に示唆に富んだご指摘でした．
また，馬原先生にお聞きしたいのですが，日

本紅斑熱の海外での認知度と発生件数について
はどうでしょう．先生は主にドメスティックな
問題をお話しくださいましたが，日本紅斑熱も
旅行者感染症として考えなければならないので
しょうか．

馬原 現在のところ
韓国でも日本紅斑熱が
見られたとの報告が入
っています．また，中
国でも紅斑熱は見られ
ますが，病原体はリケ
ッ チ ア ・ コ ノ リ イ
（Rickettsia conorii）や

シベリカ（R. sibirica）で，日本紅斑熱ではあり
ません．国際的に見ると，日本紅斑熱は国内に
とどまっているか，せいぜい韓国への拡散程度
という感じです．ただ，ダニの性質上，東南ア
ジアに広がる可能性がないとはいえません．
山崎（司会） 伊藤先生，何かご質問はござい

ませんか．
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伊藤（司会） 鈴木先生のおっしゃった“pre-
munition”という考え方は寄生虫の分野でも使
われています．先生は“premonition”という
考え方をベースにマラリアワクチンの研究を続
けておられますが，先生ご自身，マラリアワク
チンは「できる」とお考えでしょうか．また，
「できる」としたら，いつ頃でしょうか．とい
うのは，私は「マラリアワクチンはないのか」
とよく尋ねられるからです．「マラリアの病原
体は原虫で，動物だからワクチンの開発は難し
い」と答えていますが―．

鈴木 「できない」と
いっていると，研究費
が獲得できません（笑）
ので，無責任な言い方
ではなく，「このよう
な効能のワクチンなら
できるかもしれない」
という意味でヨザルで

の実験成果をお示ししたわけです．マラリア原
虫の中で解糖系をつかさどっているエノラーゼ
という酵素がありますが，エノラーゼは400以
上のアミノ酸の配列からなり，それを合成する
ことは困難です．そこで，22の配列の最も致
命的な部分をターゲットとしたのがヨザルでの
実験結果です．ただ，例数が少なく，必ずしも
立証できたとはいえないかもしれません．しか
し，「効果がある」というデータが出たことも
事実です．ただ，ヨザルはこれまでの実験です
でに使いきっており，実験の継続にはヨザルの
確保が絶対条件です．これまでヨザルは犬山モ
ンキーセンターに飼育・繁殖をお願いしていた
のですが，犬山モンキーセンターは飼育・繁殖
を中止しましたので，ヨザルは南米などから直
接入手する以外に方法がありません．しかし，
動物愛護などの倫理的問題があり，入手できな
い状態です．そのため，「いつまで」という期
限設定もできません．もし実験を続けるとする
なら，ブラジルなどに行って，共同研究を行う
以外にないと考えています．
山崎（司会） サルの件でおうかがいします．

先ほど実験動物としてはヨザルとチンパンジー
しかいないといわれましたが，マラリアはヒト
→カ→ヒト→カで循環していますね．例えば，
アフリカなどには野生のサルがたくさんいます
が，サルにはマラリアは感染しないのでしょうか．

すでに調査は行われていると思いますが―．
鈴木 大変適切なご質問だと思います．実は

アメリカのNIHでサルマラリアの研究をして
いるグループが，サルのマラリアもヒトに感染
するのではないかという研究を一時期行ってい
ました．実際，サルマラリアがヒトに感染した
例がブラジルで見られています．また，東南ア
ジアでも，イギリスとアメリカの研究者がクア
ラルンプールの研究所でサルマラリアのヒトへ
の感染を立証しています．私自身もマラリア抗
体価と臨床症状が合致しないため，「サルマラ
リアのヒトへの感染」が疑われる患者さんを診
た経験がありますが，まず治療を優先し，抗マ
ラリア薬を投与して治癒したため，詳細に調べ
ることはできませんでした．一方，ヒトのマラ
リアがサルに感染するかどうかは，一応ありそ
うではあるけれども，まだ立証はされていません．
山崎（司会） 大利先生，最後のご講演となり

ましたため，時間を急がせてしまい，申しわけ
ありませんでした．何か付け加えたい点はあり
ますでしょうか．
大利 最近は海外旅

行者が増えましたの
で，ドクターの方々に
は感染症に対する教
育・啓蒙活動をしっか
り行っていただきたい
と思います．特に産業
医の方々は生活習慣病
についての指導は行っていますが，感染症に対
する指導はほとんど行っていないとお聞きして
います．感染症にも是非目を向けていただけれ
ば幸いです．
山崎（司会） それと同時に，日本人旅行者の

モラルの問題，勉強不足といった点も矯正が必
要ですね．印象に残ったのは“旅の恥は掻き捨
て”という日本人の悪習です．日本人が感染症
に罹患しやすくなったのは，生活環境，社会環
境がよくなって，“免疫力”が低下したためだ
ともいわれていますが，必ずしもそうではない
ということですね．
鈴木 少しプラクティカルな点について意見

を述べさせていただきます．実は私は先週フィ
リピンのレイテ島に行きましたが，うっかり蚊
取り線香を忘れてしまいました．そのため，顔
中がカに刺され，ひどい目にあいました．海外，
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特に発展途上国では高級なホテルといえども夜
にはカが入ってきます．蚊取り線香の持参は必
須です．過去にマラリア流行地のソロモン群島
に行った際も，蚊取り線香を持参したため，マ
ラリアにかからずに済みました．もう1点，大
利先生から飲み水についてお話がありました
が，注意しなければいけないのはジュース類に
入れる氷です．水そのものにも問題があります
し，氷の製造方法も非常に不衛生なケースがあ
ります．また，ペットボトルの水も必ずしも信
用できません．ペットボトルに適当に水を入れ
て売っていることもあるからです．そこで，私
は必ず電熱器を持参し，煮沸して飲むようにし
ています．さらにインドネシアやフィリピンの
都会の高級ホテルには寿司バーがあり，現地の
職人が清潔な白衣を着て，寿司を握ってくれま
すが，現地の人の中には生活習慣が不衛生で，
用便の際も手を水に濡らして後始末をする人も
います．そのままの手で寿司を握ることもあり
ますから，十分な注意が必要です．
嶋田（司会） 馬原先生，ダニの幼虫が葉の裏

で脚を広げて動物への寄生を待っている様子が
ありましたが，それを見ると，山歩きなどもし
にくくなります．賢明な山歩き，あるいは野外
活動の工夫として，どうすればいいのでしょう．
馬原 リケッチア感染症はダニによって媒介

されます．その点は世界共通です．先ほど鈴木
先生から蚊取り線香のお話がありましたが，や
はり長袖，長ズボン，長靴，防虫スプレーとい

った自分なりの対策が必要です．ただ，防虫ス
プレーでダニは死にません．ですから，防虫ス
プレーは信用できません．忌避剤程度の役割と
考えてください．一番大事な点は，ダニに刺さ
れても24時間程度は病原体が身体に入りませ
んので，帰ってきたらシャワーを浴びるか，お
風呂に入り，身体中を触ってみて，ダニが付着
していないかどうか確認することです．
嶋田（司会） ありがとうございました．今回

は「知らないと怖い旅行者感染症」というテーマ
でフォーラムを開催させていただきましたが，
先生方のお話をうかがっておりますと，「知っ
たら怖い旅行者感染症」という感じもします．
しかし，これが世界の現状だろうと思います．
海外に出かける際は，自分たちが生まれ育った
国とはまったく異なる環境であることを認識し
ておく必要があります．大利先生がおっしゃっ
たように，海外旅行では被害者になることも多
いと思われますが，加害者になることもありえ
ます．“責任ある旅行者”，“良識ある旅行者”
になるように心がけなければいけないと思いま
す．また，最近は単なる観光旅行ではなく，冒
険旅行といったプログラムも組まれています
が，現地の事情も知らないまま足を踏み入れる
と大きな問題を引き起こします．是非とも“責
任ある旅行者”，“良識ある旅行者”になってい
ただきたいと思います．

（おわり）


