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WHOの評価

このイベントのリスクに関するWHOの評価は、前回の更新
（1月22日）から変わっていません：

地域 リスクの程度

中国 非常に高い

地域レベル 高い

世界レベル 中程度

CDCのリスク評価（米国疾病防疫センター）

現在の情報に基づいて、CDCはこれが非常に深刻な公
衆衛生上の脅威であると考えていますが、現時点では、
2019-nCoVから一般国民への今すぐの健康リスクは低
いと考えられます。

（CDCホームページより）
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CDCは、アメリカ内外の健康、安全、セキュリティの脅威か
らアメリカを守ることを目的にしています。病気が国内外で発症
するか、慢性または急性か、治療可能か予防可能か、ヒューマン
エラーまたは意図的な攻撃か、すべてのことに対してCDCは対
応します。

（CDCホームページより）



急性呼吸器症候群ARDS

ARDSは急性呼吸促迫症候群（きゅうせいこきゅうそくはく
しょうこうぐん、Acute Respira-tory Distress Syndrome）
の略語で、単一の病気ではなく、様々な原因によって生じる症候
群です。2012年に発表された現在の定義では、

（1）1週間以内の経過で急に発症している

（2）低酸素血症が明らかである

（3）胸部エックス線やCTスキャンで両肺に異常な影がある
（4）心不全が原因ではない

（日本呼吸器学会ホームページより）

新型コロナウイルスの経過

２０１９年 １２月３０日 WHOへの報告

２０２０年 １月 １月 原因と思われる武漢市の海鮮市場の閉鎖

１月 ７日 原因と考えられるウイルスの分離

１月１１日 最初の死亡者

１月１２日 全塩基配列の決定

１月１３日 タイで最初の感染者

１月１６日 日本で最初の感染者

１月１９日 韓国で最初の感染者、北京でも最初の感染者

１月２０日 医療関係者の感染者

１月２４日 中国国内で８３５人（湖北省５４９人、他３１省などで２８６人）



コロナウイルス

（国立感染症研究所ホームページより）

ヒトに感染するコロナウイルス

１．風邪のコロナウイルス
ヒトに日常的に感染する４種類のコロナウイルス（Human Coronavirus：HCoV）は、HCoV-229E、

HCoV-OC43、HCoV-NL63、HCoV-HKU1である。風邪の10～15％（流行期35％）はこれら4種のコロ
ナウイルスを原因とする。冬季に流行のピークが見られ、ほとんどの子供は6歳までに感染を経験する。

２．重症急性呼吸器症候群コロナウイルス（SARS-CoV）
SARS-CoVは、コウモリのコロナウイルスがヒトに感染して重症肺炎を引き起こすようになったと考え

られている。2002年に中国広東省で発生し、2002年11月から2003年7月の間に30を超える国や地域
に拡大した。2003年12月時点のWHOの報告によると疑い例を含むSARS患者は8,069人、うち775人
が重症の肺炎で死亡した（致命率9.6％）。

３．中東呼吸器症候群コロナウイルス（MERS-CoV）
MERS-CoVは、ヒトコブラクダに風邪症状を引き起こすウイルスであるが、種の壁を超えて

ヒトに感染すると重症肺炎を引き起こすと考えられている。最初のMERS-CoVの感染による患
者は、2012年にサウジアラビアで発見された。これまでに27カ国で2,494人の感染者が
WHOへ報告され（2019年11月30日時点）、そのうち858人が死亡した（致命率34.4％）。

（国立感染症研究所ホームページより）



動物コロナウイルス

コロナウイルスは家畜や野生動物などの、我々の周りに棲息するあ
らゆる動物に感染し、様々な疾患を引き起こすことも知られている。
イヌ、ネコ、ウシ、ブタ、ニワトリ、ウマ、アルパカ、ラクダなどの
家畜に加え、シロイルカ、キリン、フェレット、スンクス、コウモリ、
スズメからも、それぞれの動物に固有のコロナウイルスが検出されて
いる。多くの場合、宿主動物では軽症の呼吸器症状や下痢を引き起こ
すだけであるが、致死的な症状を引き起こすコロナウイルスも知られ
ている。家畜では豚流行性下痢ウイルス（PEDV）、豚伝染性胃腸炎
ウイルス（TGEV）、鶏伝染性気管支炎ウイルス（IBV）、実験動物
ではマウス肝炎ウイルス（MHV）、ペットでは猫伝染性腹膜炎ウイ
ルス（FIPV）が致死的である。コロナウイルスの種特異性は高く、
種の壁を越えて他の動物に感染することは殆どない。

（国立感染症研究所ホームページより）

中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎
に関する世界保健機関（WHO）の緊急委員会の結果について

世界保健機関（WHO）の緊急委員会は、１月24日未明（日
本時間）、中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイ
ルス関連肺炎の発生状況が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊
急事態（PHEIC: Public Health Emergency of International 
Concern）」には該当しないと発表しました。

（厚生労働省ホームページより）



国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（PHEIC: Public 
Health Emergency of International Concern）

１ PHEICとは、WHOが定める国際保健規則（IHR）における次のよ
うな事態をいう。
(1) 疾病の国際的拡大により、他国に公衆の保健上の危険をもたらす
と認められる事態
(2) 緊急に国際的対策の調整が必要な事態

２ 過去にPHEICが出された事例は以下のとおり。
・2009年４月 豚インフルエンザA(H1N1)(新型インフルエンザ）
・2014年５月 野生型ポリオウイルスの国際的な拡大
・2014年８月 エボラ出血熱の西アフリカでの感染拡大
・2016年２月 ジカ熱の国際的拡大
・2019年７月 コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱の発生状況

（厚生労働省ホームページより）

WHOにおける議論

緊急事態宣言に賛成の意見

患者数の増加

疾病の重症度が高い

緊急事態宣言に反対の意見

中国以外の患者数が限られている

中国政府による努力の評価

（WHOホームページより）



WHOによる評価

感染症の評価項目 値

致死率 4％

重症化率 25％

R0（基本再生産数） 1.4-2.5

（WHOの緊急委員会に用いられた数字）

基本再生産数R0（感染力）

感染力のある1人の感染者が、免疫の獲得もしくは死亡により
その感染力を失うまでに何人の未感染者に伝染させたかの人数。
R0＞1なら流行の拡大がおこるが，R0＜1ならば流行は自然消
滅する。

例） 麻しん：12-18

風疹：5-7

新型インフルエンザ（2009）：2-2.4



感染経路別予防策

標準予防策以上の予防策が必要となる病原体に感染
している患者、あるいはその感染の疑いのある患者が
対象で主に３種類ある。

●空気予防策

●飛沫予防策

●接触予防策

感染経路別予防策は、標準予防策に加えて実施する。

（環境感染学会資料 参考）

新型コロナウイルスの課題

感染症としてのリスク評価が定まっていない（重症化の割合、
ヒト・ヒト感染の程度）。そのため、感染症法の位置づけが決
まっていない。

感染症法の位置づけが決まっていないため、法によらない作業
が多い。



感染症の危機管理

３つのプレーヤー

検疫所（厚生労働省）

国内に入らないようにする

保健所（地方自治体）

国内に入っても封じ込める

感染症指定医療機関

患者の治療



感染症における保健所の役割

• 早く患者を見つけて、病院へ運ぶ

・・早期発見・早期治療

• 患者検体を検査機関に運ぶ（確定診断）

・・地方衛生研究所・国立感染症研究所

• 患者がどういう人と接触したかを調べる

・・積極的疫学調査

• 接触した患者の健康状態を調査・監視

・・接触者の中に感染症を封じこめる

感染防御

外国から患者

⇓

検疫所（空港、港）

⇓

患者

⇓

家族・同僚（患者に近い人：濃厚接触者）

⇓

一般の人々

国外：検疫所

国内：保健所



検疫の課題

潜伏期間中の人がいる（発病する前の人がいる）

健康観察カードで対処する。

無症状者がいる

病原微生物を持っていても症状を出さない人がいる。

千葉県の対応

新型コロナウイルス患者の早期発見早期治療

患者からの感染拡大の防止



疑似症サーベイランス

• 原因不明の重症の感染症の発生動向を早期に把握することを目
的として、平成31年２月に改正された感染症法の施行規則第
６条に規定される「疑似症」の届け出による検査体制。

疑似症サーベイランスでの検査対象者



国内における検査体制について

濃厚接触者の把握

（積極的疫学実施要領より）



濃厚接触者からさらなる発症者の防止

事前に「濃厚接触者」に対して、最終暴露から１４日間、健康
状態に注意を払い、37.5℃以上の発熱、または急性呼吸器症
状がでた場合、医療機関受診前に、保健所に連絡するようにお
願いする。

「濃厚接触者」については、37.5℃以上の発熱、または急性
呼吸器症状がでた場合、医療機関受診前に、保健所へ連絡する
ようにお願いする。

（積極的疫学実施要領より）

感染拡大の予防

濃厚接触者
患者



（関係閣僚会議より）

今後に対して

１．技術的側面

①遺伝子検査・・・既に実施

②血清学的検査

③治療方法

２．今後の展開で理解する必要のあること

①最初の患者と比較して遺伝子変異を起こすかどうか

②原因となる野生動物

（Na Zha et al.NEJM2020）



今後について

県内で散発的に起こることが考えられる。濃厚接触者の範囲で
収まっていれば制御できていると考えられる。

検疫所、保健所が把握できていない発病例、濃厚接触者を超え
る範囲での発病例が出た場合は、地域内でのヒト・ヒト感染を
考える必要がある。

市町村の役割

保健所と連携した可能な範囲での住民相談。

季節性インフルエンザ対策を中心とした住民の感染症
対策の広報・周知














































