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フィリピンレポート 
 
エボラウイルス感染症に対するフィリピンの取り組み 
 
                                                
田代亮介 1） 
１）国立病院機構仙台医療センター ウイルスセンター 初期研修医 
 
 
 
１ はじめに 
私はフィリピン熱帯医学研究所（Research In-

stitute for Tropical Medicine, RITM）との交換留

学制度を利用して、2014 年 11 月 3 日-14 日の期間

に RITM へ短期留学した。 
当時、エボラウイルス感染症が西アフリカで大流

行し世界への拡散が懸念から、2014 年 6 月には世

界保健機構（World Health Oganization, WHO）

が非常事態宣言を発令した。フィリピンでは、11
月 10 日に西アフリカへの平和維持軍（Peace 
Keeping Operation, PKO）部隊 110 人が帰国する

のに加え、数百～数千人単位の西アフリカへの国外

出稼ぎ者がクリスマスシーズンに向けて帰国する

ことが予想されたために、フィリピン国内ではエボ

ラウイルス感染症に対する対策が急務であった。

RITM はフィリピン国内における感染症研究・対策

を統括する施設であり、国内の医療従事者を対象に

エボラウイルス感染症に対する病院の取り組みを

指導する ”Training on Hospital Management for 
Ebola ” を開催し国外滞在者の帰国に備えた 
私も当プログラムへ参加し、エボラウイルス感染

症に対する取り組みを学んだ。その概要を報告する

とともに、エボラウイルス感染症に対する本邦の取

り組みのあり方につき考察する。 
 
２ エボラウイルス症とは 
 エボラウイルス症は、マールブルグ病、ラッサ熱、

クリミア・コンゴ出血熱と並んで、致死性ウイルス

性出血熱の 1 つである。突然の発熱、悪寒、全身倦

怠感、頭痛、筋肉痛、喉の痛み等のインフルエンザ

のような非特異的な症状で発症することが多く、そ

の後腹痛や嘔気・嘔吐、水様下痢などの消化器症状

を呈する。顔面・体幹・四肢等に紅斑や丘疹を発症

5日目以降に認めることがある。点状出血、出血斑、

粘膜出血、穿刺部位からの出血等の出血症状は発症

初期には認められず、発症後数日経過してから認め

られることが多い。従来はエボラウイルス出血熱と

称されたが、出血症状は必ずしも全例で認められる

わけではなく、最近ではエボラウイルス症（Ebola 
Virus Disease, EVD）と呼称されることが多くなっ

てきた。 
血液検査上は、白血球減少、血小板減少、トラン

スアミナーゼ上昇、腎機能障害、播種性血管内凝固

症候群（DIC）様の凝固障害を呈する。潜伏期間は

2-21 日と長い。感染者の血液・体液・排泄物等へ

の接触による接触感染が主要な感染経路とされて

いる。感染力は極めて強く、1 人でも感染者がいる

と大流行（outbreak）の危険性が高い。致死率は

50-60 %とされる。死亡例は発症から 6-16 日（平均

7.5 日）で死亡する。特効薬はなく対症療法が治療

の中心であるのが現状である。 
 

３ 2014 年の EVD 大流行 
EVD は、1970 年以降、コンゴ民主共和国やスー 
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表１ トリアージのための問診票 「経過観察必要例 (Person Under Investigation)」「感染疑い例 (Suspect Case)」「感染

濃厚例 (Probable Case)」の 3 群に分類する。 

 
ダン、コンゴ共和国等の中央アフリカでしばしば流

行がみられた。2013 年末からギニアでの集団流行

に端を発し、隣国のリベリア、シエラレオネにも流

行が広がった。これら西アフリカ諸国での流行やス
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ペイン・アメリカ等アフリカ大陸以外での感染発生

が確認されたのは今回が初めてである。WHO は本

流行を Public Health Emergency of International 
Concern（国際的に懸念される公衆の保健上の緊急

事態）に該当すると宣言し、流行国等に対策の強化

を求めた。西アフリカ 3 ケ国では 14,383 名の患者

のうち、5,165 人が死亡した（2014 年 11 月 11 日

現在）。 
 
４ EVD が疑われる患者が来院した際のフィリピ

ンでの対応 
１）感染者である可能性の判断 
 フィリピンでは、感染が疑われる患者が来院した

際には、表１に示す問診票を用いて、「経過観察必

要例（Person Under Investigation）」「感染疑い例

（Suspect Case）」「感染濃厚例（Probable Case）」
のいずれに該当するかをまず判断する。その際に、

具体的には、流行地域であるギニア、リベリア、シ

エラレオネから帰国した有症状例で感染者と接触

歴のある患者は「感染濃厚例」に分類される。ギニ

ア、リベリア、シエラレオネからの帰国者で、21
日間の観察期間に頭痛、嘔気、食欲不振、血性下痢、

無気力、吃逆、心窩部痛、筋肉痛・関節痛、嚥下困

難、呼吸困難、歯肉出血、皮下出血・眼球出血・血

尿のうち少なくとも 3 つ以上の症状を呈した場合

には「感染疑い例」に分類される。なお、過去 21
日間にギニア、リベリア、シエラレオネから帰国し

た者は全例「経過観察必要例」に分類される。いず

れに分類された場合であっても国立疫学研究所へ

の報告は必須である（図１）。 
 
２）診断から専門施設への収容まで 
表 2 に示す通り、発熱等の症状を有し、EVD 流

行国への渡航歴があるあるいは感染者・感染物との

接触歴がある場合「感染疑い例」および「感染濃厚

例」に対しては、エボラウイルス抗原あるいは抗体

を調べ、感染の有無を判定しなくてはならない。

Real-time polymerase chain reaction（RT-PCR）

によるエボラウイルス RNA の検出、あるいは

Enzyme-linked immunosorbent assay（ELISA）

によるエボラウイルスに対する IgG/IgM 抗体の検

出等のウイルス学的検査が必要である。詳細な記載

は他文献に譲るが、被験検体から RT-PCR 法でウイ

ルスゲノムが、抗原検出 ELISA 法でウイルス核蛋

白検出例を「感染確定例（Laboratory Confirmed 
Case）」とする。尚、「感染確定例」以外は、「経過

観察対象外例（Discarded Case）」とする。EVD の

鑑別疾患としては、マラリア、腸チフス、赤痢、コ

 
 

 
表２ 感染疑い例の判定 
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図１ 経過観察必要例への対応フローチャート 感染疑い例を抽出し、専門施設にコンサルトすることが肝要である。EVD; 

Ebola Virus Disease, RITM; Research Institute for Tropical Medicine, DOH; Department of Health, DFA; Department of 

Foreign Affairs, DOLE; Department of Labor and Employment, POEA; Philippine Overseas Employment Administra-

tion, OWWA; Overseas Workers Welfare Administrations, DND; Department of National Defense, BOQ; Bureau of 

Quarantine 

 
図２ 感染例の対応フローチャート 感染確定例あるいは確定診断前の感染疑い例で症状増悪時には専門的な対応が可能な

DOH 指定病院へ搬送するよう手配しなくてはならない。 
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レラ、髄膜炎、肝炎等が考えられるが、症状の類似

性および西アフリカで EVD が流行している現状を

考えると、最大の鑑別疾患はマラリアである。その

ため、「感染疑い例」および「感染濃厚例」に対し

ては、血液塗抹標本によるマラリア原虫の確認が必

須である。 
EVD 感染確定例あるいは診断確定前に全身状態

が悪化した場合については、必要であれば対応可能

な病院へ搬送する（図２）。患者搬送の際には、運

転手と患者が接触しないように区切られた自動車

での搬送が必要である。運転手は必ずしも防護具の

装着は必要ではない。搬送後は次項に示す治療を行

う。 
 
３）治療 
ワクチン開発は進められているが、現時点で有効

性が確立した治療法はなく、支持療法が治療の中心

である。嘔吐や下痢で高度の脱水に陥る可能性があ

るので、補液が必要である。急速にショックに陥る

可能性があるので、急速補液ができるような準備が

必要である。発熱のため、解熱薬や鎮痛薬の投与が

しばしば必要であるが、出血性合併症の可能性があ

るので、NSAIDs の使用は控えるべきである。血小

板減少、肝・腎機能障害、電解質異常をきたす可能

性があるので、血液検査では血小板、肝機能、腎機

能、電解質に注意しなくてはならない。DIC をきた

した場合には輸血をはじめとした抗 DIC 療法を行

う。なお、患者の状態が急激に変化する可能性があ

るので、1:1 看護が理想的である。ウイルス学的検

査は 2 回連続で陰性が確認できるまで、3 日おきに

施行する必要がある。 
 
４）考察 
 フィリピンは国外への出稼ぎ者がクリスマスシ

ーズンを控え一斉に帰国するといった特有の事情

に加え、本邦と異なり後天性免疫不全症候群（AIDS）
や結核といった感染症が罹患者数や死因において

大きな割合を占めているといった事情から、我が国

と比較してエボラウイルス感染症に対する危機意

識が高いと感じられた。RITM で開催されたトレー

ニングプログラムでは、防護具（Personal Pro-

tective Equipment, PPE）の装着を実際に行いう

（図３）、各病院での隔離室や更衣室等の配置を考

える（図４）等、極めて実践的な研修が行われてい

た。 
 本邦においては、厚生労働省がエボラウイルス感

染疑い例に対する対応についてホームページに公

開している。感染疑い例の来院後の対応については、

図１，２と類似のフローチャートが示されており、

検査から特定または第 1 種感染症指定医療機関へ

搬送するまでの流れが示されている。 
本邦ではエボラウイルス感染者が発生する可能

性は低いと考えられ、フィリピンと比べると医療関

係者の EVD への危機意識は低い。ホームページ上

で必要な情報は概ね提供されているとはいえ、EVD
感染疑い例が来院してからこの資料を読んだとし

ても、適切な対応を行うことは困難であろう。 
 

 
図３ 自己防護具着用訓練 トレーニングコース参加者全

員が自己防護具 (personal protective equipment, PPE) の

着用訓練を行った。写真は筆者が着用し終えた後である。 

 

RITM で実施されたトレーニングコースは EVD
対策を学ぶにはとても良いトレーニングコースで

あった。しかしながら、トレーニングコースは 3 日

間と長く、本邦で同様のトレーニングコースを開催

したとしても参加者は集まらないであろう。半日～

1 日程度の縮小版で、同様のトレーニングコースの 



エボラウイルス感染症 

76 

 
図４ グループワーク トレーニングコースでは各病院で

のトリアージエリアや閉鎖病棟の配置を考えるグループワ

ークが行われる等、極めて実践的なトレーニングが組まれて

いた。 

 

開設は本邦でも必要と思われた。 

我々が RITM に滞在していた期間の最終日に感

染疑い例が RITM へ収容された。RITM 内にもトリ

アージエリアが設けられ（図５）、他の患者と接触

することなく閉鎖病棟へ入ることができる構造と

なっていた。我々が滞在していた期間は、東病棟に

感染疑い例を入院できるように入院患者を制限し

ていたため、感染疑い例を東病棟に入院させ、閉鎖

病棟とする対応を迅速にすることができた（図６）。 
 

 
図５ RITM 内のトリアージエリア RITM ではこのトリ

アージエリアから病院内へ入り、他の患者と接触することな

く閉鎖病棟へ入ることができる。 

 

宮城県では一類感染症病床がなくこのような対応

を迅速に行うことはほぼ困難であるが、このような

迅速な対応の必要性をもって感じた。なお、当該症

例はマラリアの最終診断となった。 
 
５）結語 
 エボラウイルス感染症はトリアージにより感染 
疑い例や感染濃厚例を抽出し、専門施設へ搬送する

仕組みの構築が感染拡大阻止のために重要であり、

一般医療従事者に対して、エボラウイルス感染症へ

の対応の周知が肝要であると考えられた。 
 

 
図５ 閉鎖病棟 東病棟を閉鎖病棟とし、感染疑い例を収容

した。 
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