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州・準州保健担当職員連盟 The Association of State and Territorial Health Officials 
(ASTHO) は、アメリカ合衆国、合衆国海外領土およびワシントン D.C における州・準州
公衆衛生機関を代表する国レベルの非営利組織（NGO）である。それら諸管轄における保
健担当機関の長である ASTHO のメンバーは、公衆衛生上の健全な政策の立案や、それに
対する影響力の行使、そして州レベルでの公衆衛生事業を卓越したものにするために献身

的に働いている． 
 
本報告書は、ASTHOの感染症政策上級アナリストであるミシシッピ州のララ・ミセゲイズ
によって書かれ、ASTHO 上級ディレクターのべレント・ユーイッグ、へレン･フォックス
フィールズ、クレア・ハンナン、アラナ・ヌッドソン-ブレッシュらによって編集の際にコ
メントが附せられたものである。表紙のデザインは、ミネソタ州ミネアポリスのパトリッ

ク・スミスが担当した． 
 
本報告書の企画は、米国疾病対策センター（CDC）の米国感染症センターと各州の公衆衛
生機関/システムとの間での、公衆衛生基盤の向上に向けた合意事項による資金援助―新興
感染症特別プロジェクト（協力合意＃U50/CCU313903-05）および国家予防接種プログラ
ムの予防接種協力合意（協力合意＃U50/CCU312002-08）によって、可能となった． 
 
本報告書の電子版のダウンロードをご希望の際には、下に記した ASTHO のウェブサイト
を訪れていただきたい。別刷り請求あるいは本報告書の複製許可を希望する方も、下に記

したアドレスにご連絡いただきたい． 
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大自然からのテロ攻撃：パンデミック・インフルエンザ 

要約 

 

「1918 年のスパニッシュ・インフルエンザの流行は、ごくごく少なく見積もっても、１０

ヶ月の間に５５万人ものアメリカ人の命を奪っています．それは２０世紀に起きた戦争に

おける、戦闘による死者の総数を凌駕するほどの数でした．この大流行は、世界中で人類

の大多数に感染し、少なくとも３千万人の命を奪いました。それでも、死の蔓延が治まる

と同時に忘却が始まりました．」 

 

アルフレッド W．クロスビー  

インフルエンザ１９１８―アメリカの経験 

  

 スパニッシュ・インフルエンザからほぼ１世紀が過ぎた今日、わがアメリカ合衆国では

非常に多くの国民がインフルエンザに罹り、その事態が１年以上も続く出来事、パンデミ

ック・インフルエンザに対応する準備が整っていない．医療や公衆衛生関係者に対しても

そうだが、カギとなる議員や政治家たちにパンデミック・インフルエンザの持つ事の重大

性を伝えることは、まだまだ難しく重要な課題である．毎年のインフルエンザの流行、パ

ンデミック・インフルエンザの歴史、そして２００１年の炭疽菌攻撃から、われわれは多

く教訓を学ぶべきだが、それはまた、なぜ州の公衆衛生担当者がインフルエンザのパンデ

ミックの際に自らの果たすべき役割を理解し、なぜ今、その準備にとりかからねばならな

いかを語る上での鍵となる以下の４つの理由を明示している： 

 

 テロリストの攻撃に対し事前に警告することは現実的に出来そうもないが、パンデミ

ックの場合には、事前の警告は可能になっている．ほとんどの公衆衛生の専門家は、

パンデミックはまた起きると信じている． 

 

 インフルエンザ・パンデミックにおける罹患者と死亡者の数は、バイオテロのそれを

はるかに上回るはずである．米国の場合、死者数８万９千～２０万７千人、入院患者

数３１万４千～７３万４千人、外来患者１億８千万～４億２千万人そして、そのほか

正式な医療の恩恵に与れない患者が２億～４億７千人想定されている． 

  

 州の公衆衛生担当者は、市民、州知事、そして議員から、公衆衛生上の職務権限を付

与されているとみなされており、かつインフルエンザのパンデミックの際には公衆衛

生に関わる民間と公共の人的・物的資源を動員したり支援したりする重要なリーダー

シップを行使することが求められている． 
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 バイオテロ関連の事件への対応に必要な社会の公衆衛生関連のインフラと、自然発生

の感染症の集団発生で必要となるそれは、実質的に重なる部分がある．よって、今は

インフルエンザ・パンデミックに対する地方（州）レベルの準備をつくりあげ、評価

する絶好の時である． 

  

 少なくとも３５の州が州独自のパンデミック計画を策定中であり、１２州はすでに草案

を完成させている（D．ジョセフ CDC インフルエンザ・パンデミック・コーディネーター

私信 ２００２年１０月２０日）．しかし、何人かの公衆衛生の専門家は、それらの計画は

インフルエンザの危機をとりまく主要な問題を的確に示しているものの、州のパンデミッ

ク対策計画では、それぞれの州がパンデミックの際に取るべき対応を詳細に決めておくべ

きであると指摘している． 

  

 国は、各州が計画を書き、練り上げるお手伝いをするために、それらに有用な活用資料

を提供している：たとえば CDC が出している、段階的にパンデミック対策計画を立案する

ための指導書である「州ならびに地方職員のためのパンデミック・インフルエンザ計画立

案の手引き」や、CDC が開発したツールで、統計学的な手法で地域ごとのパンデミックの影

響予測を行うソフトの「フルエイド（FluAid）」、そして他の州の計画の草案原稿やバイオ

テロ対策計画を通して得られたないしは作り上げられた、経験や事前予測などが含まれる。  

 

 以下に続くチェックリストは、州の保健当局者に自分たちの所轄地域でのパンデミック

対策の進行状況を採点してもらうための予備試験的手段を提供するものである。このチェ

ックリストを用いれば、大きな負担をかけることなく、パンデミックの際に各州がなすべ

き重要課題が自覚されるはずである。さらにこのリストは、パンデミック・インフルエン

ザだけに適用される事項と広く健康危機管理に全般に役立つ事項の間の違いをも明らかに

してくれている。バイオテロの事前評価やプランは、州の保健当局が将来やって来るパン

デミックへの州の対策を向上させる戦略を作り上げる上での足場を提供してくれるもので

ある。パンデミック対策とバイオテロ対策の共通性を見れば、なぜ今がパンデミック対策

計画の策定（パンでミック・プランニング）にとってこれまでにない絶好の時期になって

いるのかが理解できるはずである。なお本書の本文部分には、パンデミック・プランニン

グと具体的対応に含まれるべき多くの課題がわかりやすく述べられている． 
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州衛生局用チェックリスト 

あなたとあなたの州は、インフルエンザのパンデミックに対して準備ができていますか？ 

 

以下に斜体で書かれた項目は、インフルエンザ・パンデミックへの備えに特有のものだ

が、それ以外は、広くバイオテロや感染症のアウトブレイクといった公衆衛生上の脅威や

緊急事態にも有用な項目となっている．あなたやあなたの所属機関がこれらの問題に対応

する上で、机上訓練あるいはチーム内でのディスカッションは、大いに役立つはずである． 

 

法的・政策的問題 

 

□１．わが州には、下記のうちのひとつが用意されている： 

公式に採択されたインフルエンザ・パンデミック対応計画；パンデミック対策の草案；全

災害、化学テロ、バイオテロ対応計画に付随したパンデミック対策用の項目 

 

□２．パンデミックやその他の公衆衛生上の緊急事態が発生した場合に、州の出すさまざ

まな勧告に協力してもらえる確かな同意を、州にある健康保健関連保険会社、低所得者用

医療扶助制度、 医療ケアサービス会社から公式または非公式に得ている 

 

□３．州の感染症患者隔離に関する法律、および感染症災害発生時のその適用法について

熟知している 

 

□４．感染症災害発生時に州民に対する強制的ワクチン接種の実施を求める法令を自分の

州が持っているか知っている 

 

□５．非常事態宣言が出た場合の学校閉鎖、経済活動の一時停止、公的会合の延期に関す

る州の法律、法令について熟知している 

 

□６．退職者の復帰や非医療ボランティアを州内外から集め、ボランティアとして使う際

の資格認定、責任範囲、補償に関する法律について熟知している 

 

 

□７．自分の州の法令上、公衆衛生上の緊急事態において病院や他の認可診療所が、医療

の提供のために仮設の施設を使用することが認められているかどうかを知っている 
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□８．公衆衛生上の緊急事態において、必要とされている薬品・医療用資材や医療サービ

スの確保に必須なプロトコールについて、連邦政府から指示されたものと州独自ものの両

方について熟知している。 

 

責任者 

 

□９．わが州にはパンデミック対策委員会があり、計画の全体像が把握されている 

 

 

□１０．わが州は、管轄地域内のパンデミック対策の具体的な構成部分の策定・実行に対

して責任を持つ何人かのキーパーソンを明確にしている 

 

□１１．わが州は、インフルエンザ・パンデミック時に州の計画を正式に発動させること

に責任を持つ、行政責任者を決めている。 

 

□１２．わが州では、州知事、立法、地方行政その他機関の長が、公衆衛生上の緊急事態

発生時に予想される責務について、事前に話し合いをおこなっている。 

 

 

□１３．わが州では、一度に複数の部署や所轄で起きる出来事に際して役割分担や責任の

所在を決める際に役立つ、指揮命令伝達システム（たとえば the Incident Command System：

非常時対応指揮システム）が、確立されている 

 

□１４．パンデミックその他の公衆衛生上の緊急事態が発生し、その初期の数週間におい

て交通輸送の利用をできるだけ控える必要が出た場合に、州同士や州内にわたってあらゆ

る種類の交通輸送（たとえば、飛行機、鉄道、高速道路）の管理を担当することになる部

局を熟知している 

 

□１５．わが州のスタッフは隣接する州の保健担当局と、公衆衛生上の緊急事態において

効果的にコミュニケーションがとれるような関係を保っている 

 

□１６．パンデミックや公衆衛生上の緊急事態においてコミュニケーションが必要となる、

地方の保健部局、医療業界ならび政界でキーパーソンとなる人々を知っている 
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□１７．わが州では、公衆衛生上の緊急事態において、さまざまな医療職グループの調整

業務にあたる部署が決まっている 

 

□１８．わが州では、ある動物において感染が蔓延しそれによりパンデミックやその他の

感染症災害が発生しそうな場合に、当該感染動物の駆除の決定について責任を持つ部署が

決まっている 

 

□１９．パンデミックや公衆衛生上の緊急事態において、必要な場合には、社会秩序の維

持のために働くことになる州や地方の担当部局を熟知している 

 

□２０．公衆衛生上の緊急事態において、州軍の協力を得るために必要な手続きについて

熟知している 

 

 

ワクチン接種／抗ウイルス薬 

 

□２１．わが州の年間インフルエンザワクチン接種プログラムでは、ハイリスクの人びと

だけでなくアクセスの難しい住民に対してもワクチン接種が十分に保証されており、パン

デミック発生時にそれら住民にワクチンを接種するための社会基盤が整備されている 

 

□２２．わが州のパンデミック対応計画には、ワクチン及び抗ウイルス薬が優先的に回さ

れるべき対応に不可欠とされる職員（州内の安全維持やパンデミックへの効果的対応に不

可欠の職種に属する者や不可欠の技能を有する者）や「最高度のハイリスク」集団の選定

方法の概略が述べられている 

 

□２３．わが州では、パンデミック発生時、所轄地域内で、各優先順位のグループに対し

てパンデミックに対するワクチンや抗ウイルス薬を最も効率良く送り届ける方法（すな

わち、公的輸送機関、民間の配送会社、またはその両方）が決められている 

 

□２４．わが州は、免疫力をつけさせるためにパンデミック用ワクチンを複数回投与量し

なければならなくなった場合、そのようにワクチン投与量を変更できるよう、計画の変

更のための、書類手続き上の準備を整えている 

 

□２５．わが州は、大規模ワクチン接種事業を展開した場合に、ワクチンの副作用が起き

たとき、それらを副作用として記録するための方法を決めている 
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□２６．わが州は、パンデミックや公衆衛生上の緊急事態の際に、大規模ワクチン接種事

業に参加できる医療従事者や施設のリストを準備している 

 

□２７．わが州は、限られた量のワクチンや他の必要な薬剤や器材を確保し安全に保管す

る手段を確立している 

 

□２８．わが州は、模擬練習を通して大規模ワクチン接種計画の確立およびそのテストを、

すでに済ませている。これらの中には送られてきた大量のワクチンの受け入れ、保管や

取り扱い、ワクチン接種クリニックの設置とそこでのスタッフの配置、ワクチンの接種、

そして一般市民、メディア、医療従事者に対する教育などが含まれている 

 

流行の拡大への対応能力 

 

□２９．自分の管轄内におけるインフルエンザ・パンデミック発生時の被害予想について

知っている（FluAid は CDC が作製した被害予測計算ソフトであり、CDC のホームページ

上で入手できる．このソフトを使えば、各州にあわせた被害予測を立てることができる） 

 

□３０．わが州の緊急時対応計画では、パンデミックや公衆衛生上の緊急事態に病気の拡

散防止やコントロールそして住民のケアを最も効率的に行うため何をすべきかを決める

際には、医療ケアサービスを提供する組織にも加わってもらうことになっている. 

 

 

□３１．わが州では、パンデミックや公衆衛生上の緊急事態において、医療や看護その他

のヘルスケアを提供するスタッフを増強する方法が決められている 

 

□３２．わが州では、公衆衛生上の緊急事態において介護やワクチン接種のために医療ボ

ランティアを集め、訓練する手段の全体像が決められている 

 

□３３．わが州では、患者数が病院の収容可能人数を越えた場合の代替収容施設をすでに

決定しており、また、救急医療隊が患者の状態を把握し、病院と連絡をとり、患者を利

用可能なベッドに速やかに搬送するためのさまざまな方法論を明確に示している 

 

 

□３４．わが州は、遺体の輸送や埋葬を含め、大量の死者が出た場合の対応策を持ってい

る 
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コミュニケーションと教育 

 

□３５．わが州では、知事及びその他法律や政策の立案者に対して、パンデミックへの備

えの重要性が、バイオテロ対策との共通点も含め十分伝えられている 

 

□３６．わが州では、パンデミック対策を受け容れてもらえるよう、またパンデミック時

に一般市民や医療従事者にもっとも効率良く援助活動に従事してもらえるよう、市民に

対するインフルエンザ・パンデミック関連の教育を開始している 

 

□３７．自分は、もしパンデミック発生時に主席広報担当に任命された場合には、下記の

タイプの質問に対してはっきりと首尾一貫した回答をする準備がすでにできている、もし

くは、わが州ではきめられた広報担当が下記のタイプの質問にきちんと回答できるように

してある： 

 

   □ インフルエンザはどのようにしてうつるか？ 

 □ パンデミックは、通常のインフルエンザの流行とはどう違うか？ 

 □ パンデミック発生時、ワクチン接種がなぜそんなに重要なのか？ 

 □ ワクチン接種による副作用や危険性はあるか？ 

 □ パンデミック発生初期に、ワクチンの不足が予想されるのはなぜか？ 

   □ パンデミック発生初期にワクチンが不足した場合、どのような人たちに対し優先 

    的にワクチンの接種がおこなわれることになるか？ 

   □ どこでワクチン接種が受けられるか？ 

 □ パンデミック発生初期、十分量のワクチンが用意されるまでの間、市民はどのよ 

  うにして自分の身をまもればよいか？ 

      □ パンデミックの流行第１波が収束したと思われる場合でも、市民はワクチン接種 

    を受け続けるべきか？ 

  

□３８．わが州は、パンデミックや公衆衛生上の緊急事態において、市民に対する広報活

動に最も効果的な報道機関を決めている（例えば、テレビ、ラジオ、電話相談） 

 

 

□３９．わが州は、州、地方、連邦レベルの市民に対する報道文書を調整し、首尾一貫し、

かつタイムリーに市民に対し発信するやり方を考えている 
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州の衛生検査機関の役割／パンデミックのサーベイランス 

 

□４０．わが州の衛生研究所では、年間を通してインフルエンザウイルスの分離とサブタ

イプの決定をおこなっている 

 

□４１．わが州では、インフルエンザの強毒性に関して検査を実施することになる検査機

関が決まっている 

 

□４２．わが州の衛生研究所は、民間で臨床検査を行う機関とタイアップし、インフルエ

ンザ迅速診断キットの使い方の指導を行っている 

 

□４３．わが州は、パンデミックや公衆衛生上の緊急事態に検査機関の職員が巻き込まれ

た場合、当該機関の人員を増強する方法を決めている 

 

□４４．わが州の衛生研究所は、パンデミックや公衆衛生上の緊急事態において、データ

のコンピューター管理ができており、情報伝達、追跡、解析に対応できる態勢を確立し

ている 

 

□４５．わが州の保健担当部局は、感染症災害発生時にいかにして予防接種の実施状況や

市民間での当該感染症の広がりを把握し記録するか、そのやり方をすでに決めている 
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州の保健担当部局の準備 

パンデミック・インフルエンザ：自然からのテロ攻撃 

 

序文 

 

 ジョンス・ホプキンス大学バイオディフェンス民間戦略研究センターの上級研究員のモ

ニカ・ショッフ‐スパナは、２０００年に「バイオテロ対策のためにパンデミック・イン

フルエンザが教えてくれるもの」という論文を書き、その中で１９１８～１９１９年のイ

ンフルエンザ・パンデミックという破局的出来事を取り上げ、行政の保健部局でのバイオ

テロが起きた場合への準備対策の目指すべきものを示している［１］． 一方、２００１年

１０月の炭疽菌テロを例にあげ、インフルエンザ・パンデミックへの対策計画の重要性を

強調するこれとは逆方向の議論も今、必要とされている． 

 

 
 現在多くの科学者、医学、公衆衛生学の専門家が、近いうちにまたインフルエンザ・パ

ンデミックが起ると考えており、なぜ米国がその準備を積極的に進めていないのか疑問が

なげかけられている．彼らの懸念は世界中で３千万人が、あるいは事によると５千万人が

亡くなった１９１８年のスペイン・インフルエンザのパンデミックに基づいている．［２］ 

 

 

 これまでパンデミック・プランニングに対する予算は限られたものでしかなく、1年以上

続くことが予想される市民の健康危機に対する準備の程度も、各州様々であった．しかし、

現在、テロリストによるバイオテロ攻撃に対する準備が力強く推進されており、パンデミ

ックとバイオテロとの重複する部分を鑑みれば、今は、明確なパンデミック・プランニン

グ作業を開始あるいは展開していくための、かつてない良い機会であると言える． 

 

 

 一方は自然がひき起こし一方はバイオテロが、というように、この２つの公衆衛生危機

の性質の違いを考えれば、対策計画は各州の総合災害あるいはバイオテロ対策に付随する

もの、一つの独立したパンデミック・インフルエンザ対策計画、どちらであっても構わな

い．しかしながら、州はバイオテロ対策活動を通じて得た経験や種々の評価のし方を、パ

ンデミック・プランニングのためにうまく活用できるはずである． 

 

 州の保健当局は、知事や州議会そして住民から健康管理に関する責任部署とみられてい

るはずであり、パンデミックの際には、健康問題にかかわる民間あるいは公的資源を動員
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し維持するために大きなリーダーシップを発揮する必要がある． 

 パンデミックに対処するための種々の政策やプロトコール、パンデミックの際の国、州

そして地域の役割、押し寄せる大量の患者の受け入れ能力、そしてパンデミックの危機に

際しての意思疎通のし方について事前に精通しておくことは、州の保健担当当局者とその

各管轄部署の両方にとって、より良い準備となるはずである． 

 

背景について 

 

インフルエンザウイルス 

 

 インフルエンザの症状には、発熱、頭痛、咽頭痛、咳、筋肉痛、倦怠感などがあり、ほ

とんどの米国民がそれを知っている。症状は通常２～７日でおさまるが、検査室での検査

を行わなければ他の呼吸器感染症と区別がつかないことも多い［３］．通常のインフルエン

ザシーズンでは、米国民の１０～１５％が罹患するが、その中で 65 歳以上の人々の間にし

ばしば、ウイルス性肺炎や細菌性肺炎の合併により犠牲者が出ることがある． 

 

 

 インフルエンザウイルスにはＡ，Ｂ，Ｃという 3 種類の型があり、それぞれが呼吸器疾

患の原因となり、人ごみや閉鎖空間で簡単に感染が広がる性質を持っている．Ａ型とＢ型

は地域での流行や大きな流行を起こす一方、Ｃ型は症状が軽く、単発か小さな流行で終わ

る場合が多い［４］．あるシーズン、次のシーズンといったように次々流行が起き、流行を

コントロールすることが難しいのは、Ａ型やＢ型インフルエンザウイルスが変異を繰り返

すためである．毎年インフルエンザの流行の様相、流行ウイルス株とそれらに対するワク

チンが違うのは、両型とも毎年確実に少しづつ変異するためである（抗原性の連続変異：

ドリフト）． 

 

 パンデミックはヒトと動物（豚や鳥類）の抗原遺伝子の間で遺伝子組み換えが起こって

しまったりして、A型インフルエンザウイルスのまったく新しい亜型（サブタイプ）が出現

したときに起こる（抗原性の不連続変異：シフト）．すべてのシフトがパンデミックをひき

おこすとは限らないが、出現した新しいサブタイプのウイルスが強い病原性を持ち簡単に

伝染するようであれば、パンデミックが起きる可能性は高くなる。 

 

 次のパンデミックがいつ起こるかを予知する方法はないが、ほとんどの専門家はパンデ

ミックが確実に起こるとしている。世界中で行われている監視事業は、早期に警告を発す

ることになっている。ＷＨＯは、１９４７年以来インフルエンザウイルスの流行株や新し

く出現してくる株を検出するための監視を行っている。それらから得られた情報は、毎年
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作られるインフルエンザワクチンの選定に使われてきた［５］。 

 疾病対策センター（ＣＤＣ）と国防省(ＤｏＤ) は監視活動を積極的におこなっており、

また、全米４８の州は、家禽産業界や農水省動植物検疫局( the U.S. Department of 

Agriculture's Animal and Plant Health Inspection Service )と協力し、商業用家禽類

のなかでの鳥インフルエンザの発生をモニターしている［６，７］．豚や家禽類は、しばし

ば新しいヒト・インフルエンザの出現にかかわってきており、また、種を越えたウイルス

の感染が以前から報告されており、早いうちに動物における感染の動向を知ることは、非

常に重要であると考えられる．ＣＤＣは、それに加え全米のインフルエンザ関連の罹患や

致死に関する監視も行っている． 

 

 

パンデミックを引き起こしたインフルエンザの歴史 

 

 インフルエンザは毎年かなり多くの罹患者と死亡者を出しているにもかかわらず、一般

の人々の通常のインフルエンザシーズンの感覚では、インフルエンザ・パンデミックによ

って引き起こされる惨状は想像できないであろう．インフルエンザは、通常でも冬期の重

篤な呼吸器障害、ワクチン接種の有無、あるいは基礎疾患の有無とかなり深く関係してお

り、また、幼い子供や高齢者の生命を脅かす病気である．パンデミックの歴史を振り返る

ことにより、われわれは将来起きるであろうパンデミックの重大さを再認識することにな

る。また、そこから学ぶ教訓は、現在進行中の対策準備に大いに役立つはずである． 

 

１９１８年、当初市民は、現在もそうであるように、このインフルエンザについて気軽

に考えていた．インフルエンザは「よく経験する、ありきたりの病気で、２～３日は徹底

的にみじめな思いをしながら寝こみ、１週間ぐらいは震える感じがするが、その後は正常

に戻る．ひどい風邪とかフルー（flu）と呼ばれ、ほとんど家庭で毎年のように誰かが罹る

もので、恐れることはない……」病気だった［８］．そのため、１９１８年のパンデミック

で短い間に起きた恐ろしい死の現実は、医師や市民とって非常にショッキングだった． 

 

このパンデミックはまた、インフルエンザで死亡する危険性を注意すべきは乳幼児と高

齢者だけとするそれまでの認識を覆すものとなった．通常のインフルエンザシーズンにお

いては、インフルエンザ関連の死亡者の８０～９０％は６５歳以上の人々で占められるも

のだが、１９１８年のパンデミックの時には、若い成人層に最も高い死亡率が認められて

いる［３］． 

 

これとくらべ１９５７年のアジア・インフルエンザや１９６８年のホンコン・インフル

エンザの米国の死亡者数は、ずっと少なかった（あわせて１０万４千人）．これは出現した
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ウイルスの病原性が低かったことと、二次感染に対する抗生剤治療と、支持療法の進歩の

ためとされている［9］．しかしながら、インフルエンザに罹ることへの恐怖や家族のケア

のために欠勤する人が続出したため、それでもかなり大きな社会的混乱が生じていた． 

 

 

１９６８年の最後の実質的パンデミック以降、社会は著しく変化しており、今日パンデ

ミックが起きたとして、それがもたらすであろう病気と混乱の程度がどれくらいなのか予

想することは難しい．国内旅行や海外旅行は非常に盛んになっており、インフルエンザウ

イルスがある国から他の国々に広がるスピードも、かなり速いものになるだろうと考えら

れる． 

 

その上、この前のパンデミックのころには HIV/AIDS に関してはまだ１例も見つかってい

なかったのである．２００１年に国連が発表した AIDS 関連の最新推計によれば、HIV 感染

者および AIDS 発症者の人は、今や全世界で４０００万人にまで達しているという［10］．

AIDS 患者のインフルエンザ関連による死亡数は、すでにハイリスクとわかっている６５歳

以上の高齢者におけるそれとほとんど同じであるという報告もある［11］．都市化や密集化

の進行と共にこれらのファクターは、次のパンデミックの様相をこれまでのものから大き

く変化させることであろう． 

 

通常のインフルエンザシーズンについて 

 

本レポートはパンデミックが起きた際に州の保健担当部局がとるべきリーダーシップに

焦点をあてているが、一方で例年起きるインフルエンザの流行をコントロールしようとす

る努力が、毎年出る大勢のインフルエンザ罹患者および死亡者の数を減らすだけでなく１、

次のパンデミックへのより良い準備となることを知っておくことも非常に大切である． 

 

たとえば毎年インフルエンザシーズンの前に行われるインフルエンザワクチン接種プロ

グラムは、ハイリスクでアクセスの難しい住民への接種率を上げることが目標とされてい

るが、パンデミックの際のこれらの住民へのアクセスを、よりスムーズなものにしてくれ

るはずである．それに加えて、十分なワクチンが供給されるときに一般大衆にインフルエ

ンザワクチン接種を奨励することは、ワクチン製造と住民のワクチンに対する信頼との両

方の面に良い影響を与えるはずである． 

 
                                                                                  

１CDC の推計によれば、インフルエンザにより毎年１１万４０００人以上が入院し２万人以上が亡くなって

いるとされている[12]. 
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パンデミック・プランニングの段階的なガイダンスを示している CDCの文書 Pandemic 
Influenza: Planning Guide for State and Local Officialsには 、ワクチンやサーベイラン
スその他の、パンデミックが起る前にやっておくことが可能な多くのことがらが記載され

ている［13］． 
 

今日までのパンデミック・プランニングについて 

 

パンデミック・プランニングの重要性を広く訴える必要があると考えられたことから、

疾病対策センター（CDC）と合衆国疫学者委員会(CSTE)そして公的機関や民間から専門家が

集まり、１９９３年、合衆国パンデミック対策準備・緊急時対応のためのワーキング・グ

ループ (GrIPPE)が結成され、国家計画が討議された． 

 

 わが国のパンデミック・プランの最新バージョンは、合衆国厚生省 Department of Health 

and Human Services (HHS)に所属する機関、疾病対策センター(CDC)、食品医薬局(FDA)、

国立衛生研究所 (NIH)によって公認されている．この国家規模の計画は現在、これらの機

関によって改訂作業が行われている最中である．現在までのところ、少なくとも全米３５

の州は、州独自の計画の作成作業中であり、１２の州では、すでに草案を完成させている  

（D. Joseph CDC パンデミック・インフルエンザ・コーディネーター  私信 ２００２年

１月２日）． 

 

 

 しかし、何人かの公衆衛生の専門家は、それらの計画はインフルエンザの危機をとりま

く主要な問題を的確に示しているものの、州のパンデミック・プランでは、それぞれの州

がパンデミックの際に取るべき対応を詳細に決めておくべきであると指摘している． 

医療関係者や公衆衛生関係者もそうだが、キーパーソンとなる個々の議員や政治家にパン

デミックの恐ろしさを伝えることはまだまだ難しく重要な課題である． 

 

以下のセクションでは、パンデミックに向けた、あるいはパンデミックの最中にやるべ

き準備が必要とされる領域について述べられている．いくつかの州においては、バイオテ

ロ対策を行っている間になんらかの問題点が浮かび上がってきており、そのためパンデミ

ック対策においては、各州が人的・物的資源とそれまでの経験を持っている領域に光を当

て、さらには最新のバイオテロ対策準備を超えたプランづくりが必要となるパンデミック

特有の問題点を強調するような努力がなされてきている。 
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パンデミック・インフルエンザへの準備- 

誰の職務権限か？ 

 

地方、州、連邦政府の役割 

 

 ２００２年２月、米国保健福祉省は、バイオテロリズムならびに感染症の大規模発生そ

の他公衆衛生上の脅威と非常事態への準備レベルを向上させるために各州が使える基金を

創設したと発表した。関係諸機関の連携に関する手引書である『バイオテロリズムに対す

る公衆衛生上の準備と対策』は、各州が州の公衆衛生の非常事態に対する準備と対応を強

化しようとする際、上記の財政支援はどのように活用しうるのか、その全体像を示してい

る． 

 

 この手引書では州政府に対し、最初に次のようなことを求めている：「州と地方の稼動態

勢、組織の枠を越えた協力態勢、バイオテロや感染症の集団発生やその他の公衆衛生上の

脅威や非常事態に対する備えを確実なものにするために、戦略的なリーダーシップの形成、

指示の出し方、関係者間の連携、自己の活動に対する評価等のための手順を確立しておく

こと．」[１４] 事案が発生する以前の段階におけるリーダーシップ及び連邦政府、州政府、

地方自治体の連携は、バイオテロならびにパンデミック対策計画において極めて重要であ

り、そのシステムの完成度はその他すべての危機管理活動の成功の鍵を握っていると言っ

ても良い． 

 

 ２００１年６月に行われた難易度の高い想定訓練である「ダーク・ウインター」は、合

衆国において天然痘の集団発生が起きた場合を想定したもので、バイオテロリズム攻撃が

あった場合に当局が直面するであろう主な問題点を明らかにしようと行ったものであった．  

この想定訓練後に行った解析によれば、訓練開始直後から意思決定の議論の中で、州政府

と連邦政府の担当部局の間に、軋轢が生じていたことが明らかになった． 

 

 この想定訓練を通して、州政府のリーダーらは自分たちの自治権が守られることを望み、

ワクチン接種戦略その他の火急の問題についての自らが決断を下すことを強く望んでいた

が、一方で連邦政府関係者は州ごとに異なるやり方をとるようであれば、国全体の対策に

一貫性がなくなり、州の間での協調も難しくなる可能性があると指摘していた[１５]. 

事前に地方、州、連邦の責任を明らかにする協議が行われなかった場合には、インフルエ

ンザ・パンデミックの最中に、特にワクチン接種や流行封じ込めに関する事案で間違いな

く緊張が高まってしまうであろう． 
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 非常時対応指揮システム（Incident Command System 以下ＩＣＳと呼ぶ）は、各種災害

の現場で有効性が検証されている危機管理システムであり、危機に際してそのような当局

間の軋轢を克服し、複数の機関にまたがった組織的対応を可能とするものである．ＩＣＳ

は１９７０年代の初め、森林火災に組織的に対応する必要性の高まりを受けてつくられた

ものだが、以来、連邦危機管理庁（FEMA）を含む多数の連邦機関で採用されてきている．

ＩＣＳは、複数機関の間での用語の統一や意思疎通、そして組織としての違いや指揮命令

系統の散逸等の諸問題への取り組みで実績をあげている． 

 

 ニューヨーク州は１９９６年にＩＣＳを採用し、世界貿易センター事件や炭疽菌事件に

実際にこのシステムを導入して組織的に対応した。他の州で２００１年の炭疽菌事件の調

査に当たった公衆衛生当局は強い興味を示し、ＩＣＳの導入を支持した[１６]．ＩＣＳは、

ことにパンデミックの状況に至った場合に適しているかもしれない．ＩＣＳは、パンデミ

ックが拡大して、複数の関係機関や所轄地域にわたる危機にまで至った場合にも、適用を

広げていける柔軟性を有している． 

 

 ジョン・ホプキンス大学バイオディフェンス民間戦略研究センターの創設者であり米国

保健福祉省長官トミー・Ｇ・トンプソン氏のバイオディフェンス特別顧問でもあるＤ．Ａ．

ヘンダーソン博士は、このパンデミック・インフルエンザほどの大規模な問題が起きた場

合には、指揮命令系統のいかんにかかわらず、医療・公衆衛生関係者からのアドバイスが

ないままに政治的な決定が下されることは十分ありうることであるとの注意を促している。

そしてまた、「政治的意思決定プロセスにかならず公衆衛生関係者を置いておくようにし

むけておく必要がある」とも述べている．（ヘンダーソン博士２００１年６月６日私信） 

 

 州のレベルでは、パンデミック・インフルエンザにかかわる重要事案の意思決定権は、

たぶん知事にゆだねられることになるであろう．その下で、公衆衛生上の対策責任者とし

て州の公衆衛生部局は公衆衛生関係者、医療関係者、州知事、そしてその他の政治関係者

らの間のオープンな意見交換の成立に欠くことのできない役割を担っている。このような

見地から、州政府の公衆衛生担当者には、以下のような質問を関係者らに繰り返し問いか

け、またそれらに答える手助けをすることが求められている： 

                                                

 パンデミック時の連邦政府と州政府の役割の違いは何か？ 

 

 

 州政府は、ワクチン、抗ウイルス剤その他の医療器材の配布を効率的に行なおうとす  

  る連邦政府レベルのパンデミック対策案とその事業プログラムとどのように協調して  

  いくことになるのか？ 
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 あなたがコミュニケーションを確保しておかねばならない、地方の公衆衛生当機関、

医療関係者、そして政治家集団のキーパーソンはだれか？ 
 

 あなたの管轄地におけるさまざまな医療関係者の集まりをコーディネートする役目を

与えられた統括責任者はだれか？ 
 

 州内の複数の行政機関や管轄地域にまたがる事例が発生している場合に、それぞれの  

  守備範囲に由来するさまざまな軋轢や問題の解決に、ＩＣＳは役立つか？ 

 

 公衆衛生の非常事態に際して必要な医療サービスや物資の援助を連邦政府から確実に 

  受け取るために必要とされるプロトーコルは何か？ また連邦政府からの援助とは別

に、州独自に医療サービスや物資を確保するために必要なプロトコールはあるか？ 

 

 もし公的秩序の維持のために助けが必要になった時、州や地方で連絡をとるべき相手 

  は誰か？ またそのための協力計画のようなものが実際にあるか？ 

 

 州兵の応援要請の手続きはどのようなものか？                   

                                          

 

パンデミックの宣言と計画の実行開始 

 

 バイオテロと異なり、公衆衛生担当者はパンデミックがその管轄地域で広まる事前に警

報を発することができる可能性がある．もし最初の患者が世界のどこかに現れた場合、州

政府では対策を講じるまで何ヶ月かの余裕があるかもしれない。WHO はパンデミックが宣言

される以前の段階に始まる「事態の進行段階（フェーズ）」を定義し、全パンデミック期間

にわたる区分けをしている[１７]． 

  

 サーベイランス・ネットワークが新型ウイルスを発見した場合には、パンデミックを宣

言する前に以下の事項が確認されている必要がある．すなわち、出現したウイルスのヒト

への感染、ヒトからヒトへの高率な伝播、重篤な症状を引き起こす可能性、それに他の大

陸への伝播である．ＣＤＣは、州同士が協調して対策にあたれるよう、あるフェーズから

次のフェーズへのパンデミックの移行をチェックすることになっている[１８]. 

 

 １９７６年１月、公衆衛生関係者がパンデミックが発生する可能性が極めて高いと確信

するような事態が起きた。ニュージャージー州のフォート・デックス陸軍基地において数

名の兵士が呼吸器系ウイルス感染症で病気になり、１名が死亡したのだった。検査の結果
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分離されたウイルスは、かの恐ろしい１９１８年のスパニッシュ・インフルエンザを起こ

したウイルスとよく似たブタ・インフルエンザのウイルスであった．この事態に続いて実

際になされた公衆衛生と政治の対応は、パンデミック対策が実行に移されるタイミングと

対策のスケールの決定にかかわる難しい問題を提起するものになった． 

 比較的少人数の間での感染だけが示されていたため、連邦政府の公衆衛生機関は、フォ

ート・デックスでの患者の出現がパンデミックの始まりを意味するものか、特殊でパンデ

ミックとは本質的に異なる出来事なのか判断に迷った．不本意ながらパンデミックが起き

る方の可能性を考え、CDC は米国民対象の大規模ワクチン接種を行うよう勧告を出し、その

実行のためにフォード大統領は議会に対し１億３４００万ドルの資金を要請した．[１９] 

 

 しかし、ワクチン製造会社は、とりわけいくつかの保険会社がワクチン被害に関しては、

補償の対象としないと表明した後は、これほどの大規模になるワクチンの製造には積極的

ではなかった。５ヶ月が過ぎても新たな患者が一人もでない状態が続くとともに、この事

業に対する当初の関心は急激にうせていった。 

 

 １９７６年８月に致死性の呼吸器疾患が発生し、パンデミック・インフルエンザの恐れ

とワクチンの大規模接種事業への関心が高まった。それは、原因がレジオネラ菌であるこ

とがわかった後でさえも続いていた。事業の始まりと終わりの間に実にたくさんの決定や

対立があった。結局、１億５千万人分のインフルエンザワクチンの製造が行われ、４千５

百万人の国民がワクチン接種者を受けた。そしてその後、ギラン・バレー症候群が増加し

ているという報告がなされ、その結果このワクチン接種事業は中断され、連邦政府の意思

決定プロセスや事業実施にかかわる側の組織化がうまくいってなかったことに対して大き

な非難が巻き起こった[１９]。ここで、ひとびとのワクチン接種に対する許容度や接種状

況が、州ごとに大きく変わっていたことを述べておきたい。それらは各州や地域の公衆衛

生機関のこのワクチン接種運動に対する支援のレベルに関連していたのである。 

 

 １９７６年のブタ・インフルエンザ事件は、連邦政府と州政府の公衆衛生担当者がパン

デミック・インフルエンザ計画をいつ紙の上のものから実際行動に移すべきかを決める時

に、問題意識と事前の計画をもっていると助かるという教訓となった。新型ウイルス出現

の警告が発せられた後、パンデミック・インフルエンザ作業部会を立ち上げることは、州

政府や公衆衛生担当者が対処を開始すべき適切なタイミングを決める上で役立つであろう。 

 

「感染症アウトブレークとバイオテロ事件の際の、緊急時コミュニケーション・システム

立案に関する計画モデル」によれば、中心となって働くコア・チームには、州の衛生研究

所の代表者、疫学者の代表者、保健関連のコミュニケーション担当者（住民問題担当者、

保健教育担当者、そして状況によってＩＴ専門家）そして行政コーディネーターが加わる
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べきである[２０]。そのほかこの作業部会に追加すべきメンバーとしては、各地域の公衆

衛生担当者が入っても良いが、それはそれぞれの管轄区で緊急時に対処する機関・組織の

構成によって州ごとに異なっていてもかまわない。 

 

 州の保健担当者は、自分たちが指名したバイオテロ勧告委員会のメンバーにパンデミッ

ク対策に関わっている人々を入れるべきかについて、そしてこの委員会を介してパンデミ

ックとバイオテロ対策を協調させることが適切かどうかについて勘案することができる。 

 

 

                                         

 どの段階でパンデミック・インフルエンザ・ワーキンググループを招集するか？ 誰

をこの委員会に誰を招聘するのか？ 

 

 あなたの州では、バイオテロ勧告委員会の仕事の中にパンデミック計画の立案作業を

含めることが可能か？ 

 

 どの段階で州のパンデミック計画を実施に移すのか？ 誰がその任にあたるか？ 

 

 いつの段階で州の公衆衛生非常事態を宣言するのか？ 
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パンデミック・インフルエンザ対策‐ 

基本方針と実施要項 

 

大規模なインフルエンザ予防接種 

 

 パンデミック・プランニングで最も重要な問題の 1 つに、大規模な予防接種の戦略、あ

るいは非常に多くの市民への迅速で効果的なワクチン供給の問題がある．現在進行中のバ

イオテロリズム対策計画における緊急時の資材とワクチンの大規模供給の部分は、パンデ

ミック時のワクチン供給計画を立案する上での強固な土台になると思われる． 

 

 

 「バイオテロリズムに向けての公衆衛生上の準備・対応」にある「協調的合意ガイダン

ス」は、各州に対して、国家医薬品備蓄計画（NPS）にある「１２時間プッシュ・パック」

の運用を計画することを要求している[１４]．「プッシュ・パック」には医薬品と他の非常

用の物資が含まれており、州からの要請があってから１２時間以内には到着するように計

画されている。一旦プッシュ・パックが届けられた際には、州は、非常事態の状況に応じ

てそれらを適切な人々に配布する責任を負うことになる。現在各州のバイオテロ対策計画

の立案担当者たちは、それぞれの州における効果的な物資の配送方法の確立に向けて調査

中である． 

 

 さらに、CDC 天然痘ワクチン接種クリニックガイドが、２００２年９月に出版され、州レ

ベルで利用できるようになった [２１]．当ガイドは、緊急時の大規模天然痘ワクチン接種

事業のロジスティックス（後方支援態勢）を概説している．パンデミック対策の立案担当

者は、当ガイダンスを自分の州のシステムや環境に応用する道を考えていくうちに、パン

デミック・インフルエンザ対策計画をそれらの努力と結び付け、インフルエンザ、天然痘、

NPS（国家医薬品備蓄計画：既出）の担当者の間で協力し合う必要性を感じるはずである． 

 

  インフルエンザワクチンには独特な性質と生産方法があるため、州レベルでひとつの独

立したパンデミック・インフルエンザ対策もしくは新たな大規模ワクチン接種計画が必要

となる．炭疽菌または天然痘の場合にワクチンや抗生物質が限られた供給量でもカバーで

きるのとは対照的に、パンデミックの初期には、過度のワクチンの不足もしくは有効なワ

クチンが「まったくない」という事さえ起こり得るのである． 

  

 インフルエンザワクチンの生産は、何百万もの発育鶏卵を用いたウイルス増殖を含めた

複雑なプロセスによって行われている．現行のサーベイランスによって流行するウイルス

株が特定され、それらのウイルスを増やし、それから精製したウイルス抗原が毎年、その
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シーズンのワクチンの成分として取り入れられている．シーズン中に実際に流行するウイ

ルス株に対しての免疫力をつけさせる目的のためである． 

 

 だが、インフルエンザ・パンデミックは、新しいウイルス株の進化とその感染の拡大の

結果によって起こるため、現在流行しているウイルス株をもとにしてつくられたワクチン

は、予防効果は期待できない．パンデミック株に対し予防効果を発揮できるようなワクチ

ンを製造するためにはおよそ６～８か月かかり、また個人が免疫を獲得するためには、新

しいワクチンを３０日間隔で２回接種する必要があると考えられる[１３]． 

迅速なワクチン製造法がワクチンの生産時間を短縮するための技術として開発されたが、

その製造法は食品医薬品局の承認を得ることができなかった． 

（K. Fukuda、R. Strikas、S. Crawford 私信 2001 年 6 月 7 日） 

 

 パンデミック最初の数か月間はインフルエンザワクチンの不足が予想されるため、最初

にインフルエンザワクチンを受けなければならない優先接種グループ（たとえば、ハイリ

スクに属する者、医療従事者、警察官等）をあらかじめ決めておく必要がある． 

これについて国家レベルでの議論がなされたが、優先接種者グループを決める上での決定

的指針は未だできあがっていない．それらの最終的指針ができるまでの間は、準備活動を

進める上で、CDC『パンデミック・インフルエンザ：州と地方レベルの対策のための指針』

の中の「優先接種順位の暫定リスト」を活用していただきたい [１３]． 

 

 

パンデミックワクチンの調達と配布 

 

 合衆国保健福祉省は、パンデミックワクチンの調達と配布についての選択肢の策定・推

奨を CDC に命じた．CDC は、州および地方の、公的ならびに民間の関係者含めた会議を数回

催し、そこでパンデミックの期間中、どのようなやり方でワクチンを調達し配布するのが

最良かについて話し合いが持たれている． 

 

 各州は、現在、毎年のインフルエンザワクチンにおいて、自州での最も効率的な調達と

配布の方法の検討を行っている最中である．通常のインフルエンザシーズンでは、およそ

半分の州が、それぞれの保健機関を通じてインフルエンザワクチンの調達と配布を行って

おり、残り半分の州では、州の指導の下、第三者的な契約業者が、医療機関等に供給者す

るか、またはこれら 2つの方法を組合せている． 
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 パンデミックの状況下では、上記のシステムだけでは、ワクチンが接種優先グループに

確実に届くためには、かなりの調整が必要となる．とりわけワクチン供給が限られたもの

になるパンデミックのはじめの数か月間においては、連邦政府によるワクチンの買い上げ

が必要となるかも知れない． 

 

 今後この問題に関しての勧告がなされれば、州の保健当局とそのスタッフは、パンデミ

ックの状況下、通常期に州で運用されている配布システムをどのように変えていけばよい

かを、詳細に検討することになろう． 

 

抗ウイルス薬の予防投与 

 

 ワクチンが手に入らない場合、抗ウイルス薬のアマンタジン、リマンタジン、オセルタ

ミビルとザナミビルは、予防もしくは、インフルエンザの重症症例を治療する上で有効な

可能性がある．だが残念なことに、これらの抗ウイルス薬は、現在十分な量が入手できる

状態にはなっておらず、また、アマンタジンとリマンタジンにおける重大な副作用を起こ

す可能性さらには抗ウイルス薬に対しての耐性が生じる可能性もまた大きな懸念材料であ

り、パンデミックの状況下での抗ウイルス薬使用についての国家としての推奨は、これま

でなされていない．このため保健当局は、抗ウイルス薬使用の戦略を自分たちの対策計画

に含めるべきかどうかこれまで決められずにきた[９]． 

 

 パンデミックの状況下でこれらの薬剤に関して有効性、安全性の問題や耐性出現に関す

る情報に変更が見られた場合には、これらの抗ウイルス薬の使用に関しては、柔軟に変化

に対応しうるアプローチのし方が必要である．特に、ワクチンが利用できない、もしくは

不足しているようなパンデミックの状況下では、このようなアプローチが非常に重要にな

る．また、これらの抗ウイルス薬を治療のみに用いるのか、予防投与のみに用いるのか、

両方の使用法を併用するのかという選択についても議論しておかなければならない． 

                                                 

 パンデミック最初の数か月間に、インフルエンザワクチンと抗ウイルス薬の供給量が

限られたものの場合、どの優先グループに属する人々にそれらを用いるか？ 

 

 CDC が推奨するワクチン接種の優先順位リストに対して、州に独自の調整が必要か（す

なわち、その人物の病気による欠勤が重大な問題を引き起こしかねない特別な職種の

人物が、州にいるか？） 

 

 パンデミックが拡大していくなか、ワクチンが利用できるようになった場合、どのよ

うにワクチン接種優先者リストを再調整するか？ 
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 州、連邦政府あるいは民間機関はワクチンの調達と配布を責任もって行う用意がある

か？ 

 

 管轄地域において、さらには異なるプライオリティー・グループ(優先者群)に対して、

インフルエンザワクチンの配布を実施するとして、どのようなやり方が最も効率的

か？ 公的機関あるいは民間機関は、予防接種に対して責任を負うか？ 

 

 州は、大規模天然痘ワクチン接種計画や国家医薬品備蓄計画とパンデミック・インフ

ルエンザ予防接種計画との協力態勢を確立できるか？ 

 

 州は、限られた供給量のワクチンをどのようにして確保するか？ 

 

 州法では、強制接種が許されているか？ ライセンスのないボランティアによる予防

接種は認められているか？ 

 

 ワクチンの副作用については、どのように記録に残し、対処するか？ 

 

 医療提供者とボランティア活動家は、そのパンデミック期間中の緊急看護行為やワク

チンや抗ウイルス薬投与によって生じた結果に対して責任が問われるか？ 
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パンデミック時の検疫・隔離と封じ込め 

 

 ２００１年１０月の炭疽菌攻撃は、合衆国内部で起こったにもかかわらず、世界的大反

響をひき起こした． 炭疽菌への恐怖とこれを利用した悪ふざけがアイスランド から台湾 

にいたる世界各地で相次ぎ、そのため各国は外国からの郵便物の受領と取り扱いに対し、

強い警戒態勢を敷かざるを得なかった． インフルエンザ・パンデミックにおいては、イン

フルエンザがまさに現実的に地球規模で蔓延することから、実際に一般市民の恐怖感が続

くことになろう． 

 

 １９１８年、ライト兄弟による初飛行のわずか 15 年前後だったが、当時は民間航空によ

る旅行は、実際なかった． 地球規模の交流がまだ今日とくらべてずっと少なかったにもか

かわらず、パンデミックから逃れられた国は、ほとんどなかった． 各州は、特に入国用施

設を持つ州、あるいはカナダやメキシコ と境界を接するような州は、世界的なレベルでの

検疫その他の関連のある公衆衛生関連の法律に、より精通しておくことが重要である． 

  

 

 多くの州政府が、モデル州健康危機特別措置法の導入を検討あるいは同法の一部を採択

した際に、ある種の伝染病の流行が起こった場合に備えて、自らの緊急時対応能力を再検

討してきている．この法律は、２００１年のテロリストによる攻撃を契機に起草されたも

のであり、「州政府当局に対し、不当に市民の権利と自由を妨害することなく、健康上非常

事態となる脅威が生じるのを防ぎ、早めに見つけ出し、コントロールしそして封じ込める

能力を提供するものである」［２３］． 

 

 関連する法と定文法を再検討することで、州の公衆衛生当局は、インフルエンザ・パン

デミックが実際に起きた際に、疾病の封じ込めにおいて多くの知識に基づいた決定をより

良く行うことができるようになるであろう．２  隣接する州同士や他の国々の計画、そし

てＷＨＯの世界規模の計画検討することは、世界規模での対応について理解する上で、さ

らにはこれらの計画が米国に対して持っている意味合いを理解する上で、大変役に立つか

もしれない． 国の計画と州の計画に対するリンクの様子 を付録Ａに収載しておいた． 

                                                

 あなたの州の検疫・隔離に関する法律は何か、そしてそれらはどのように実行にうつ

されるか？ 

 

 州と地方にまたがる検疫・隔離に関する法律は何か？ 州と先住民管轄地域にまたが

る検疫・隔離に関する法律としてはどのようなものがあるか？ 
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 パンデミックが実際に起きた場合、旅行や通商上、どのような制限が設けられること

になるのか？ 

 

 隣接する管轄区域との間でどのようなレベルの連携が必要とされるか？ それらの区

域であなたが連絡をとる人は誰か？ 

 

 ビジネス活動を中止させ、学校を閉鎖し、大勢の人々の集まる会合をしばらく延期さ

せるためにどのような法律とその施行手続きがあるか？ 

                                           

 

パンデミック検査室プロトコールについて  

 

 ２００１年の炭疽菌による攻撃はまた、合衆国中の州の衛生検査機関に、圧倒的な数の

検査という重荷を背負わせている． それから１年もしないうちに、多くの検査機関が、今

度はウエストナイルウイルスの流行に対応するために、ふたたびその処理能力の上限ある

いはその能力を超えて稼働することになった．インフルエンザのパンデミックが、そうし

た検査機関の物的資源と人員に同程度の負荷をもたらすのは当然予想されることである． 

明らかに、州や地方の検査機関で働く人々は、パンデミック・プランニングにおいて、パ

ンデミックの期間中の自分たちの責任範囲を、さらに明確にしておく必要がある． 

 

 検査機関の重要な役割はパンデミックの到来を予側し、パンデミックを封じ込めること

にある． パンデミックを起こすようなウイルス株が出現したことが初めて疑われるような

場合には、検査機関による当該ウイルスの分析は、その病原性の強さと伝播力を推定する

のに役立つ．もしそのウイルス株がパンデミックを起こす可能性があるとみなされる場合

には、ウイルス分離と分離されたウイルスをさらに解析する作業はワクチン生産にとって

欠くべからざるものである． 検査機関はまた、非流行地域へのパンデミックの到来を確認

したり、ウイルスの地理的な広がりのようすを監視するという役割をも果たすことになる． 

 

 

 

                                           

２ 州が隔離に関する法律・規則を検討することは適切であり必要なことではあるが、隔離そのものはイン

フルエンザの流行のコントロールにおいては主要な役割を演じるわけではなく、同様にインフルエンザの

パンデミックの際にも主要な役割を演じるようには計画されていない．また、他の、たとえば 学校の閉鎖

やビジネスの中断の類の、流行のコントロールのための施策が短期的に用いる分には論じられても良いが、

もしパンデミックが数カ月の間続くような場合には、それらは非実用的かもしれない． 
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 もし、インフルエンザ・パンデミックが何千という人々が同時に病気になるというとこ

ろにまで進行した場合には、ほとんどのインフルエンザの患者は検査室での確認なしに臨

床診断により診断され、経験的に治療されることになるはずである． 通常のインフルエン

ザシーズンの期間中でさえ、検査室での検査は、通常は複雑なケースのためにそしてその

季節の最初の臨床例の診断を確認することに使われており、日常的にインフルエンザ類似

症状を示す人々のインフルエンザの診断のために適用されるようなことはない． 

  

 しかしながら、多くの生物兵器として用いられる可能性のある病原体は初めのうちはイ

ンフルエンザに似ている症状をひき起こすために、確実に除外診断ができる能力を備えて

いることがますます重要になってきている．インフルエンザの検査が迅速にできるように

検査機関の能力を高めておくことは、 パンデミック対策、バイオテロ対策双方の助けとな

るはずである． さらに、確実に州の衛生検査機関のスタッフが十分に補充され、記録の保

持がコンピューター化され、１年を通してインフルエンザの試験を行うことができ、ウイ

ルスを分離し、サブタイプ分けができることが保証されるならば、パンデミックの期間中

のデータの受け渡し、追跡そして分析の大きな助けとなるはずである． 

 

 州と地方のレベルで試験・検査機関には、試料の取り扱い、試料の搬送、パンデミック

を起こしているウイルス株の適切な培養と抗原性の試験等の方法についての情報を含む、

パンデミック時のインフルエンザ検査についてあらかじめ決められた手順が必要とされて

いる． 通常のインフルエンザシーズンのための現行の手順は、試料を取り扱う上で生物学

的封じ込めの手順を必要としていない。しかし病原性の高いパンデミック株を検査する際

には、検査機関で働く人々を保護するために、より高い バイオセーフティ・レベルが必要

となるであろう．[２４] 

 

 より高いレベルのバイオセーフティ上の取扱いを行うための、非常時対応計画の事前の

周知徹底、あるいはより高いバイオセーフティのための設備と能力をすでに備えている検

査機関を明らかにしておくことは、この問題に取り掛かる上で実現性の高い方法である． 

非常時対応計画はまた、パンデミックの際に増大する検査機関のスタッフの需要と検査処

理能力の問題に関しても、検討しておくべきであろう． 

                                          

 パンデミックの期間中、検査室で確認されるべきケースかどうかを判断するために用

いる臨床医向けのガイドラインはあるか？経験的な方法で治療すべき対象は？ 

 

 病原性の高いインフルエンザウイルスの検査が必要な場合、特定の、より高レベルの

バイオセーフティ能力を備えた検査機関を指定するか、バイオセーフティ上の扱いの

厳格化が必要な場合には、非常時対応計画が全検査室に行き渡る事になっているか？ 
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 検査機関で働くスタッフが病気になった場合、どこで補充要員を探し出してくるつも

りか？ 

 

 検査機関で働くスタッフは、インフルエンザワクチンの優先接種者のリストに載って

いるか？ 

 

 どんなインフルエンザ迅速診断キットが推奨されるのか、そしてそれらをどのように

して十分量供給するつもりか？ 

 

 パンデミックの際に、民間の検査機関をパンデミック対応資源の中に組み入れられる

か？ 

 

 住民の間での病気のひろがりのようすや予防接種の進み具合についてどのように追跡

することになっているか？ 

 

 インフルエンザ迅速テストの使用法について、臨床医と検査技師に対して適切な訓練

が実施されているか？ 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30

パンデミック・インフルエンザに対する準備- 

急増する患者の受け入れ能力 

 

医療提供者および人手不足 

 被害予測によれば、来るべきインフルエンザ・パンデミックによる合衆国だけでも死者

は８万９０００人から２０万７０００人、入院患者が３１万４０００人から７３万４００

０人、外来患者が１８００万人から４２００万人、加えて医療機関を受診しない患者が２

０００万人から４７００万人とされている[１８]．このように、圧倒的な量の病気への負

担と広大な地域にわたる患者の広がりをもたらす点が、インフルエンザが他の多くの生物

兵器によるテロと異なるところである． 

 

 会計検査院は、２００１年度版報告書『インフルエンザ・パンデミック対策計画：連邦

および州の対応にとって必要とされるもの』の中で、パンデミックとなったインフルエン

ザは、生物兵器によるテロ攻撃の場合のようなより限定的
．．．．．

な疾病の広がり方とは異なり、

多くの地域を同時に襲うだろうと指摘している [９]．合衆国で公衆衛生上の非常事態が起

これば、通常は被害を受けていない地域が人手や物資の援助を提供するのだが、パンデミ

ックの状況下では、どこの地域も自分たちのために使える限りの物資と労働力を必要とす

るので、パンデミックにこの図式を当てはめることは難しい． 

 

 初期医療提供者/機関は、感染症が蔓延する非常事態において治療を提供するだけでなく、

高い病原性を持ったインフルエンザの出現を早期に検知し、罹患者数と死亡者数という流

行指標を正確に把握する極めて重要な役割を担っている． 

 

 

 しかし、米国医師会の感染症専門医であるタン博士は次のように強調している。「パンデ

ミックのような事態では、医師はゆっくりガイドラインや勧告書を読んだりなどできはし

ない．（中略）だがもし医師たちが、計画策定に初めから参加していれば、ガイドラインの

理解が深まり、一層これを遵守することになるはずである」（２００１年６月２２日の L.J. 

タン博士の私信より）．２００１年１０月の生物兵器によるテロ攻撃は、州保健当局と地域

医療団体の間での事前の情報交換と協力の重要性を改めて示した． 

 

 

 

  天然痘や炭疽のような生物テロが想定されている疾病については、これを診断し治療し

た経験がある医師はごくわずかである。しかし、インフルエンザの患者を診察したことが

ないとか、治療したことがないという医師は米国では稀である．従って、インフルエンザ
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パンデミック計画では、あらためて医師に診断と治療の研修を求めることは考えられてい

ない． 

 

 しかし、保健医療の専門家も一般市民と同様、パンデミックの被害を受けるので、基本

的な、そして補助的な治療を行える人材の需要は増大する。何百万人もの患者に治療が必

要になろうが、その殆どは最小限の医療ですむであろう．現行の州の定める医療行為の範

囲内でも、ボランティアは点滴の維持管理および抗ウイルス剤やワクチン接種の業務など

で非常に大きな力になると思われる． 

 

 

 ＣＤＣは、各州がインフルエンザ・パンデミックの予想される影響を推定し、各々が準

備計画を作成するのに役立つツールを開発した．それはフルエイドという評価ツールで、

それぞれの州の人口、病院、および労働力統計を用いて、インフルエンザ・パンデミック

の経済的・社会的影響を見積もることができるものである．フルエイドはＣＤＣのウェブ

サイトから利用できる無料のインターネットツールである (付録Ａ)． 

 

                                                                                   

 あなたの管轄での、インフルエンザ・パンデミックの影響はどの程度と推定しますか？ 

 

 あなたの州は、パンデミック期間中、治療を提供する医療・看護業務その他の保健医

療スタッフをどのように増やしますか？ 

 

 パンデミックに際し、医療業界が深刻な労働力不足に見舞われた場合、だれが患者の

治療をしますか？ 

 

 州は、民間の医療部門とどのように協力し合い、コミュニケーションをとりますか？ 

 

 保健当局の重要なスタッフが働けなくなった場合、彼らの職務と意思決定の責任をだ

れが引き受けますか？ 

 

 あなたの州における「不可欠な職員」はだれですか？（いないと市民の安全に影響が

及ぶ、あるいはパンデミック対策が頓挫してしまうという職員という意味） 
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ボランティア 

 

 ２００２年以前には、災害に対応して州全体でスタッフをどれだけ補充増加できるか推

定することは難しかった．しかし、「生物テロ関連-病院保健資源・サービス・管理部門 

(HRSA) 対策プログラム」への参加準備に努めたことにより、保健関係機関は活用可能なボ

ランティア資源の全体像が、より良くわかるようになってきている． 

 

 

 赤十字、保健医療機関合同認定委員会、全米病院協会などの機関は、非常事態が起こっ

たときに医療/介護を提供できる人員がどれ位いるかを推定し、これをリストアップしてお

くことを推奨している．「災害時医療援助チーム」、「大都市医療対策システム」、そして、

以前にもあったような、あるいは新たに作られるであろう「医療予備部隊」などもまた、

パンデミック時における治療の提供に役立つであろう． 

 

 

 パンデミック・プランニングはこのような既存の取り組みを基にして作ることができ、

ボランティアの効率的活用を妨げることになる、医療の需要と患者受け入れ能力の間のギ

ャップを明らかにするのにも役立たせることができる．医療従事者数の見積もりが過大評

価でないことを確認し、様々な機関の参加や取り組みがまだ十分でないことを確認するこ

とは、パンデミック・プランニングの大切な使命である． 

 

 比較的単純な医療の確保が、インフルエンザ・パンデミック期間中の総死亡を減らすのに

役立つであろう．パンデミックの場合の方が、同時期に医療援助を必要とする人の数が生

物テロ攻撃の場合に考えられている数よりはるかに多いと予測されることと考え合わせる

と、パンデミック期間中により多くの人たちが医療を受けられるように、現在ある医療従

事候補者リストに、さらに多くの候補者を加えておく必要があろう． 

 

 例えば、１９１８年のスパニッシュ・インフルエンザの時に、公衆衛生当局はまず一般

内科医と看護師に、次いで各専門医、その後で医学生や歯学生、看護学校生に応援を求め、

最後には訓練も経験もない一般大衆に協力を求めることとなった[８]。現在はそれに代わ

るより適切な選択肢ややり方があるが、病気が前例のない社会的負荷となる可能性もなお

存在している． 

 

 アメリカの炭疽事件の経験は、ボランティアの活動に悪影響を及ぼす、未解決の問題が

いくつかあることを明らかにした。炭疽対策にボランティアとして協力した人の数は適切

だったが、彼らをうまく調整することは難しかったということである．ボランティアにど
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のように連絡を取り、調整し、動員するかのノウハウをあらかじめ持っていれば、ばらば

らな取り組みにならずにすむであろう。事前に指揮命令の機能と経路を明確にしておくこ

ともまた、ボランティア動員の成功の鍵となるものである． 

 最後に、ボランティアの人々が自分の通常働いている地域以外で働く場合の、報酬、免

許、資格にかかわるいくつかの法律を見直しておくことが必要である．また、「生物テロ関

連-病院保健資源・サービス・管理部門 (HRSA) 対策プログラム」の活動は、２００１年１

０月の炭疽事件の際に提起された疑問に答えを与えてくれるものであり、さらに、州保健

当局がパンデミック計画を策定しようとする際に参考となるものである． 

                                          

 ボランティアの保健医療従事者をどのように募集し、短時間でどう訓練するか？ 

 

 州はボランティアに金銭的な報酬を出せるか？ 

 

 緊急時における州外からのボランティアが自分たちの州で活動するための免許要件は

何か？ すでに引退している以前保健医療に従事していた人々がパンデミック対策に

参加するために医療サービスに復帰することについてはどうか？ 

                                             

 

パンデミック対策に必要な施設と備品 

 

 急増するスタッフ必要数に加え、病院と設備・装備の需要の急増への対応についても検

討という問題もある．通常のインフルエンザシーズンには１１万４０００人以上がインフ

ルエンザに関連した合併症のために入院となる[１２]．病院はその受け容れ限界まで機能

するか、もしくは、限界を超えた場合には、代替の施設に患者を移送せざるを得なくなる．

州の生物テロ対策は学校や退役軍人関連病院のような、病院に収容できなかった人々を収

容する場所も決めておかねばならないが、パンデミック対策の立案者はさらに、インフル

エンザ患者の治療（たとえば人工呼吸器の入手と使用といった）の上で必要となってくる

建物の改修等についても検討しておく必要がある． 

 

 患者をトリアージするためのガイドラインや症例定義があれば、医師やボランティアが

利用可能な収容場所や物資をより良く活用できるはずである．パンデミックの際には重症

患者は病院で治療を受け、一方軽症者は病院に転用した建物にまわされることになる（２

００１年６月２２日の L.J. タン博士の私信より）．救急医療スタッフと事前に調整し、ト

リアージの規定を作っておけば、パンデミックやその他の公衆衛生上の非常事態において

トリアージュは、よりスムーズに実行されるはずである． 
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 多くの患者に治療を施せないことは、パンデミックの避けることのできない過酷な現実

である．死体置場の需要が急増し、検死官や遺体を運ぶトラックも必要となる。スパニッ

シュ・インフルエンザでは、フィラデルフィア市で一ヶ月の間に１万２０００人以上の人

が亡くなっている。その時、遺体の保管と埋葬が不適切だったことが、それまでの厳しい

状況に加えて、さらにまた別の公衆衛生上および感染症に関わる心配事となり、埋葬が当

時の最優先課題となった経緯がある [８]． 

 

                                              

 インフルエンザ患者トリアージ用の臨床医向けガイドラインはどのようなものか？ 

 

 病院の患者受け入れが限界になったとき、受け入れ不能な患者はどこで治療するか？ 

 

 患者の状況を把握し、病院と連絡を取り、患者を利用可能なベッドに運びこむため、

病院は救急医療スタッフとどのように調整しておくか？ 

 

 州当局は、十分な労働力がない場合、大量の埋葬需要をどう処理するのか？ 

 

 死体置場の需要の増大に対処するための州の非常時対応計画は？ 

                                              

 

経済的損失 

 

 労働力の疲弊の結果、州の経済的打撃は避けられないだろう。病気をうつされることに

対する人々の恐怖、また、流行の拡大を防ごうとするさまざまな努力にともない、すぐに

労働に与る人員の不在が相次ぐ事態になり、その結果、観光事業、輸出入事業に深刻な影

響が出ることになる．新しいインフルエンザウイルスがもたらしたパニックによって、た

とえウイルスそのものの危険性がはっきりする前であっても、パンデミックの「脅威」が

国や州の経済的安定を劇的に変えてしまうことも考えられる． 

 

 １９９７年、香港で新型ウイルスに１８人が感染し、６人が犠牲となった[９]．これは、

トリからヒトへウイルスが直接伝播した最初の明確な事例であったため、新型ウイルスが

パンデミックを引き起こす可能性について世界が危惧した．その結果、旅行、貿易、観光

事業はかなり停滞した。 

 

 高度な政治判断により、畜産当局は大規模卸売り施設および街の販売業者のニワトリを、

合計で約１６００万羽殺処分し、さらに近隣地域からのニワトリの輸入を停止させた．イ
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ンフルエンザ患者はその後増えなかったものの、香港経済は著しい被害を受けたのであっ

た[２４]．ＣＤＣは、次に起きるパンデミックにともなう経済的損失を、７１０億から１

６６０億ドルの間と見積もっている[１３]． 

 

 

 経済的危機は、インフルエンザ・パンデミックの流行期間が長期にわたる結果としても生

じうる．パンデミックには、少なくとも二つの患者発生の波があるのが特徴である．第二

波の流行は、最初の流行のおよそ３～９ヵ月後に起こり、第一波以上に甚大な被害をもた

らすことすらある[１７]．この点が、バイオテロに使われる可能性のある他の感染症と異

なるところである．すなわち、それらのほとんどは持続的に拡大するかもしれないが、一

旦コントロールされれば、思いがけず再度勢いを増すということはない[９]．パンデミッ

クの第一波と第二波の間の時期は、まさにパンデミック・インフルエンザに対するワクチ

ン接種がなされるべき時期であり、人々にワクチン接種を行う上での最初のチャンスとな

るものである． 

 

 保健当局者は、インフルエンザ流行に第二ラウンドがあること、パンデミックが一年以

上にわたって続くことを予定として組み込み、それに備えておいてもかまわない[１７]．

あらかじめ計画の概要を作っておけば、病院・検査施設・保健当局が、パンデミックの次

の流行波に備え、力を回復し蓄える作業が容易になるはずである． 

 

                                                

 インフルエンザ患者発生の第二波と、一年以上に長期化するパンデミックの流行期間

のための様々な資源の供給を、州当局はどんな方法で確保するか？ 

 

 深刻な経済危機の最中に優先すべき保健プログラム/サービスは何か？ 

 

 あなたの地域で、感染した動物の処分に関する決定責任はだれが負うか？ 
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パンデミック対策― 

危機に際してのコミュニケーションについて 

 

 2001 年 10 月の炭疽菌事件の教訓は、非常事態を通して国民にきちんと情報が伝わり続け

ることが最重要であり、これさえできれば恐怖心をおさえて混乱を回避することができる

ということである．こうしたことは、まさにインフルエンザのパンデミック時のような感

染性の高い病原体による感染症発生時にあてはまることである． 

 

 バイオテロ事件と異なり、パンデミックは人為的な悪事ではなく、インフルエンザウイ

ルスの自然界における変異によっておこるものである．国の軍事防衛や空港の警備強化に

よってパンデミックを回避できたり国内へのウイルス侵入を完全に阻止できるというもの

でもない．ウイルスを含む空気を吸っただけで感染してしまうということもあわせて考え

れば、パンデミックというものはまったくいやらしくも憎き相手としか言いようがない． 

 

 

「パンデミックの流行は、社会の人間同士の絆を失わせるものである．なぜなら、身近な

人々の中に“危険のもと”が宿っているからである。すなわち配偶者、子供、親…が“危

険のもと”になるのである」[８] 保健関係機関と地方の法的機関の間で事前に話しあい

を持ったり、州軍と接触する準備をしておくことで、住民のパニック対策にとりかかろう

とするとき役に立つ可能性がある． 

 

 ２００１年の炭疽菌による攻撃をきっかけに危機の際のコミュニケーション手段が発達

した．その活用資料の一つ『危険的状況下のコミュニケーション：バイオテロや新興感染

症の流行発生の際にあらわになるコミュニケーションの問題へ対応』では、市民の信頼、

信用の維持の重要性が強調されている[２６]．そのためには、市民やマスコミと危機的状

況に関してコミュニケーションをとりあうことを厭わず、みなの信用にあつい、広報担当

者……たとえば科学者や保健の専門家……を決めておくことが必要となる。 

 

 広報担当者として信頼に値する人物が、本当にあるいはちょっと見渡していない場合に

は、人々は、非常事態に関する情報をニュースキャスターや記者に求めることになる． 

 

 炭疽菌事件の時には、危機的状況のときのためのコミュニケーションの態勢整備が、ま

だできていなかった。コミュニケーション関係は調整不足で、結果として、広報担当者は

しばしば準備不足なまま、自己防衛的で積極性に欠け信頼性に問題があった． 
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 炭疽菌にかかわるいいかげんな情報が、放送や新聞記事を通じて伝えられた．信用は傷

つき、国民は行政当局に怒り、彼らを信用しなくなった．この経験は、医療従事者、保健

衛生関係者、連邦政府、州政府そして市町村の行政当局さらにはメディアのあいだに、そ

して、それらすべてと国民のあいだに十分なコミュニケーションがないようであれば、こ

のようなできごとに対して協調した対応ができなくなる可能性があることを教えてくれて

いる． 

 

 それゆえ、インフルエンザ・パンデミック対策において危機に際してのコミュニケーシ

ョンの戦略構築は重要である。信頼できる広報担当者がいて、担当者に対する、十分な人

員数が割り当てられ、状況を十分に把握しているコミュニケーション担当チームによる支

援があれば、市民への情報の伝達のやり方を劇的に改善するはずである． 

 

 事前に市民を教育し、市民とコミュニケーションをとっておくことは、市民のパニック

を避け、混乱のレベルを抑制し、ひとびとのワクチンの接種率を上げ、また、「心配になっ

て医療を求めてくる健康人」の数をかなり減らすことにも貢献する可能性がある。そのよ

うな人々の殺到やパニックは、医療へのさらなる負担となり、パンデミック対策の妨げと

なる可能性がある． 

 

 州の保健担当者や疫学担当者が広報担当者として指名されるのが最適かもしれないが、

その他の、人々の尊敬を集めているその道の権威を選び、指名して、一貫性と正確性を確

保しつつ、どのような情報を流すかの検討を続けることも大切かもしれない．地方や都市

にも公衆衛生機関を有する州では、州と地方の公衆衛生担当者が、互いに同様の内容の情

報を住民に伝えることが非常に大切になってくる． 

 

 住民に伝える情報には、インフルエンザの症状と伝播のしかた、パンデミックの広がり

具合、最新の患者数、指定医療機関の場所、ワクチン接種や抗ウイルス薬投与の受けられ

る場所、ワクチン接種に優先順位をつけることの説明、軽症のインフルエンザ患者さんへ

の支援サービスの提供についての説明、大勢の人々の集まる会合の延期、学校の閉鎖、検

疫・隔離関連の法令とその実施についての説明、ボランティア活動の必要性とそれらの協

力態勢についてなどが、たぶん含まれることになるはずである． 

 

 パンデミック・インフルエンザに関する意識を高めさせ、一般国民とのより良いコミュ

ニケーションを目指した計画を推し進めることで、州の保健行政担当者は、事情の説明を

受け理解してくれた市民と協力し、混乱を軽減しパンデミックへの対応をより効率良くし

ていくことができる． 
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 パンデミックの期間中のメディアおよび一般市民に対する広報担当者は決まっている

か？ 

 

 パンデミックに関してどのような質問が予想され、またそれに対してどのように答え

ることになっているか？ 

 

 一般市民に聞いて理解してもらいたい、メッセージを３つ挙げるとすれば何か？ 

 

 州と地方の公衆衛生当局が、確実に、互いに同様の内容の情報を住民に伝えるために

どのようなことがなされるべきか？ 

 

 （地方 TV 局、ラジオ放送、インターネット・ウェブサイト、24 時間電話ホットライン、

新聞発表など）どんなコミュニケーション手段が一般市民への情報伝達に最も効果的

と予想されるか？ 

 

 新亜型のインフルエンザウイルスが出現したもののまだ強毒性が確認されていない段

階では、それを住民にパニックに陥れず伝えるには、どのように発表したら良いか？ 

 

 パンデミック初期にはワクチン接種の優先上位グループがまずワクチンの接種を受け

ることになるが、それを一般市民にどのように説明するか？ 

 

 パンデミック宣言がなされた時、ワクチン接種キャンペーンを州や地方レベルでどう

やって盛り上げていくべきか？ 

 

 パンデミックがもう終了したと思われている時に、住民および保健・医療従事者のワ

クチン接種キャンペーンに対する熱意を、パンデミック間期として、どのようにして

持続していくか？ 
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結論 

 

 アルフレッド・Ｗ・クロスビーは、彼の著書『アメリカの忘れられたパンデミック：１

９１８年インフルエンザ（邦訳：「史上最悪のインフルエンザ」みすず書房）』の中で、「忘

れられたパンデミック」という表現を使っている．それは、一部には、あれほどのひどい

破壊をもたらした出来事の割には保健行政に携わる者、歴史家そして一般大衆の１９１８

年のパンデミックに対する関心が驚くほど低かったこと、そしてそれは今も同じであるこ

とを指している．あの壊滅的な年から歳月はどんどんたってきている今、公衆衛生は、当

時の事例から学ぶべきことがあるということを再確認しておく必要がある． 

  

 世界貿易センタービル破壊と炭疽菌事件はテロリストや自然がもたらす非常事態に対す

る防災計画の重要性を、我々に否が応でも再認識させるできごとだった．前もっての警告

といった意味では、現在は、テロリストによる攻撃よりもパンデミック・インフルエンザ

対策の方が、現実的な課題であろう．パンデミックは必ず再来するであろうが、その時期

を完全に予測することは不可能である．より正確なパンデミック予測を待つより、公衆衛

生にかかわる者として私たちはむしろ、パンデミックは、必ずやって来るという前提で事

前の準備を急ぐべきであるということを、強調して然るべきであろう。各関係機関の役割

分担、政策のつめ、人員の不足への対応、急増する患者の受け入れ能力、危機の際のコミ

ュニケーションを事前に考えておくことで、いざというときの社会の結束力が強まり、パ

ンデミックの被害を軽減させることができるはずである． 

 

 ２００１年のテロ事件の教訓と過去のパンデミックの歴史から拾い集めてきた教訓、そ

して毎年繰り返されるインフルエンザの流行をあわせて考えることで、公衆衛生関係者は

効果的な対策を練り上げることが可能となる．州の保健行政当局には、これまでのバイオ

テロに対する準備状況の査定および計画立案の実績がある。これを足場として用いられる

今、保健行政当局は、インフルエンザ独自の準備対策という課題にとりかかり将来のパン

デミックに対する国全体の対策を向上させる戦略を作り上げるための、これまでにない絶

好の機会を得ているのである． 
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関連ウェブサイト 

1. FluAid web address: http://www2.cdc.gov/od/fluaid 

 

2. Pandemic Plans available on the World Wide Web: 

a) CDC: 

 

http://www.cdc.gov/od/nvpo/pandemicflu.htm 

b) WHO: 

http://who.int/emc-documents/influenza/whocdscsredc991c.html 

c) WHO links to other countries: 

http://who.int/emc-documents/influenza/nationalpandemicplan.html 

 

Selected State Plans: 

d) California: 

http://www.dhs.cahwnet.gov/ps/dcdc/izgroup/pdf/pandemic.pdf 

e) Florida: 

http://www.doh.state.fl.us/Disease_ctrl/epi/PanFlu/index.htm 

f ) Maryland: 

http://www.cste.org/specialprojects/Influenza%20Pandemic%20State%20Plans/ 

maryland.pdf 

g) Massachusetts: 

http://www.state.ma.us/dph/cdc/epii/flu/statepln.pdf 

h) Minnesota: 

http://www.health.state.mn.us/divs/dpc/ades/vpd/pand.pdf 

i) South Carolina: 

http://www.cste.org/specialprojects/Influenza%20Pandemic%20State%20Plans/ 

State%20of%20South%20Carolina%20Influenza%20Pandemic%20Plan.htm 

j) Tennessee: 

http://www.state.tn.us/health/Downloads/TNPandemicPlan.pdf 

 


