
本冊子について 
 本冊子は、米国のＣＤＣが１９９９年に発行した「新たなインフルエンザの世界的大流

行（パンデミック）」の発生に備えて地方当局が対策を立案するための指針、Pandemic 
Influenza:  A Planning Guide for State and Local Officials (Draft 2.1)の完訳である。 
 これは、保健・医療・行政に携わるさまざまな領域の人々が諸外国のインフルエンザ対

策等の関係資料を気軽に活用できるようにと、われわれ宮城パンデミック・インフルエン

ザ研究会の中にできた英書を邦語訳するサブグループの初仕事の成果でもある。翻訳プロ

ジェクトは、昨年春にメンバーが手分けしてスタートし、解釈があやふやな部分はすべて

当指針の作成にあたった執筆者に直接問い合わせながらすすめ、秋には全員分が出そろい、

それを西村が通して監修し今年の１月に完成したものである。監修者も含め、もとよりみ

な翻訳の素人集団であり、至らない点も多々あるかもしれない。しかし、本冊子は訳者の

みなが自分の少ない時間を割いてがんばった努力の結晶であり、不備があるとすればその

責めは監修者にある。多くの関係者に活用していただければわれわれの大きな喜びであり、

またご批判を含め、さまざまなご意見をいただければ幸いである。 
  最後に、訳にあたり快くさまざまなご教示を下さったＣＤＣインフルエンザ室、疫学セ
クションチーフ Dr. Keiji Fukuda、ならびにこの Draft 2.1の主執筆者であり、日本語への
翻訳ならびにその配布に関し快諾していただいた CDC，National Immunization Program 
Officeの Dr. Raymond. A. Strikasにこの場を借りて深謝したい。                  
                                  ２００２年秋 
 
訳者（５０音順） 
 田村澄江 日本ロシュ株式会社学術部 
      現）中外製薬仙台支店 
 西村秀一 国立仙台病院 現）国立病院機構仙台医療センター 
      臨床研究部ウイルスセンター（監修） 
 早川安彦 仙台市健康福祉局衛生研究所微生物課 
      現）仙台市消防局警防部 主幹 
水田克巳 山形県衛生研究所微生物部 
 森泉茂樹 仙台市若林区保健福祉センター 
      現）仙台市宮城野区保健福祉センター 
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ＣＤＣ 国家ワクチンプログラム・オフィス 

パンデミッック インフルエンザ： 

州ならびに地方職員のための対策準備計画立案の手引き 

（草案第２．１稿） 

 
この次にインフルエンザ-パンデミックが始まるとき… 
 
 中国南部のある小さな村で通常とは明らかに異なる呼吸器系疾患のアウトブレークが発

生していることが確認される。すでに少なくとも２５例の患者が出ており、それもすべて

の年齢層にわたっている。２０例は当該地方の中心病院に入院を余儀なくされ、そのうち

５人は、劇症型の肺炎と急性呼吸不全によって死亡している。周辺地域でのサーベイラン

スが強化され、省レベルでのサーベイランスの結果、さらに新しい患者が確認され始める。

最初の患者たちの何人かから得られた検体は、ウイルス培養の結果Ａ型インフルエンザウ

イルス陽性であることが判明する。しかし、中国では省レベルの研究所でも国家レベルの

研究所においても、手持ちの抗血清ではそれ以上サブタイプ分けを（亜型の同定を）する

ことができない。分離ウイルスはさらに解析が必要とされ、ＷＨＯインフルエンザ-レファ
レンスセンター（アメリカ合衆国アトランタ市のＣＤＣ内）に送られることになる。ＣＤ

Ｃは、特殊な抗血清を用いた解析から、分離されたウイルスがＡ型Ｈ７Ｎ１亜型のウイル

スであると同定する。これはヒトからはこれまで分離されたことのなかった亜型のウイル

スである。さらにこのウイルスの遺伝子解析を行ったところ、ヘムアグルチニン蛋白およ

びノイラミニダーゼ蛋白をコードする遺伝子がトリから由来し、残りの全遺伝子はヒトの

Ｈ３Ｎ２亜型ウイルスに由来することが判明する。この情報は、直ちに中国保健省、さら

にはＷＨＯのネットワークを介して全世界に送られることとなる。ＣＤＣは、この病気の

疫学的、臨床的性状をさらに調査する目的で、疫学者たちとウイルス専門官からなるチー

ムを現地に送り込み、さらに合衆国国内の検疫所ならびに主要な国際空港施設近辺の大規

模病院に対し、重症の呼吸器系疾患に罹患している乗客の到着に関し警戒体制に入るよう

指示を出す。この新しいＨ７Ｎ１亜型のインフルエンザウイルス分離株はＦＤＡ（連邦食

品医薬品局）にも送られ、そこでそれをもとにワクチン製造のための標準株作製の仕事が

開始され、それと同時に諸ワクチンメーカーは製造準備態勢に入る。この新型インフルエ

ンザウイルスの話しは各主要新聞の大見出しに現れ始め、また主要ニュース-ネットワーク
局でトップ記事になってきている。合衆国政府高官たちは、東南アジアおよび環太平洋地

域全体でサーベイランスが強化されるにつれ毎日刻々と変る状況の説明を受けている。 
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 それに続く２ヶ月の間に、このインフルエンザのアウトブレークはホンコンや大韓民国

そして日本にも出現し始める。患者はすべての年齢層で報告されてはいるものの、若年成

年層にもっともひどい症状に陥る例が多く、case-fatality rate（患者発生あたりの死亡率）
は５％に達している。このインフルエンザに対するワクチンの準備がまだできていないこ

とそして抗ウイルス剤の供給も非常に限られていることから、人々の間にパニックが広が

っている。数週間後、ＣＤＣはロサンゼルス、ホノルル、シカゴそしてニューヨーク空港

でホンコンおよび東京から到着した乗客の中にこの病気が疑われた乗客がおり、彼らから

Ｈ７Ｎ１インフルエンザ-ウイルスが分離されたと報告する。州および地方当局はインフル
エンザのサーベイランス活動を強化することを求められ、ワクチンメーカーはワクチンの

フル生産態勢に入ることを要請される。 
  
 
 
 それから数週間がたち、合衆国中あちこちから、まだ限局性ではあるものの、アウトブ

レークのフォーカスの出現に関する報告が寄せられ始まる。学校における欠席率は上昇し、

職場における欠勤も増え始める。医師のオフィスや保健所の電話は常に鳴りっぱなしの状

態である。このインフルエンザについての説明が誇張されたかたちでメディアで報道され

てしまう。一般市民はワクチンを要求して叫びを上げている。しかし、ワクチンは推定必

要量の１０％しか入手できない。警察署、地域の水道・電気・ガス供給会社ならびに公共

輸送機関当局はひどい人手不足に陥り、その結果、日常業務もままならなくなってしまっ

ている。病院や外来診療クリニックも、大多数の医師、看護職員その他のスタッフが病欠

しているためにひどい人手不足に陥っている。慢性的に不安定な医学的コンディションに

ある高齢の患者たちは、このインフルエンザによって病状が悪化することを怖れ、こわく

て外出できないでいる。1)  地域の病院のＩＣＵは重症患者であふれ、まもなくあちこちの

病院で肺炎患者の治療に用いる人工呼吸器が不足してくる。罹患後ほんの２～３日の経過

で愛する者を失った家族は、気が狂わんばかりに取り乱し、怒りを爆発させている。大都

市地域では稼動可能な警察官が不足し、社会的混乱に乗じた略奪行為が重大な問題になっ

てくる。いくつかの大空港も、航空管制官の大量欠勤により一時閉鎖に追い込まれる。そ

の後６～８週間にわたり、このインフルエンザの流行が国中を席巻するにつれ、更なる保

健・医療サービスおよびその他の必須地域サービスの悪化が生じ… 
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あなた、そして、あなたが管轄する地域に住む人々は準備できていますか？ 
 
この指針について… 
 
 インフルエンザウイルスは、突然、地球規模ですべての年齢層の人々に、あっという間

に広がることがある点で（これをパンデミックという）他に例を見ない疾患である。その

ような“パンデミック”は、２０世紀だけでも３度起きており、そのうちのひとつは…そ

れはあの有名な、１９１８年の、俗に“スパニッシュ・インフルエンザ”と呼ばれるもの

であるが…世界中で２，０００万人以上の命を、それも主に若年成人層のひとびとの命を

奪ったものであった。ところで、将来インフルエンザのパンデミックが起きたとして、そ

の結果として起こる健康被害ならびに社会がこうむる重大な影響への対応、そしてそれら

被害の軽減 2)、沈静化への要求は、まず第一に州や地方レベルで起こるはずであるが、ほと

んどの地方当局は、そこで迅速に展開されるべき“その地域の実情にあった課題に焦点を

当てた適切な行動計画”を持たないのが現状である。本書は、州や地方の公衆衛生部局お

よび緊急時対応部局が同様のプランを準備しようとする際の手助けを目的に、インフルエ

ンザのパンデミックへの準備ならびに緊急時対応に関わる国の検討グループが、州・準州

疫学者委員会、米国郡・市保健職員連盟、州・準州公衆衛生研究所長連盟その他のグルー

プの協力のもとに作製したものである。ここに記載された指針は、州および地方当局がパ

ンデミック・プランニングに着手する上での暫定的ガイドラインの提供を意図している。 
●  できる限り早い段階において州および地方のパンデミック-プランを作り上げておく
必要があることをはっきり認識すること。具体的には： 

     ○ それだけで自立完結型のプランとして、ないしは… 
    ○ 州が策定している“全災害”対策プランへの追加プランとして、ないしは… 
     ○ 化学あるいは生物兵器テロリズム対応プラン作製に一緒に組み込んで 
● すべての公的ならびに民間の関係諸機関がこのプランニングの作製過程に確実に参加 
するようにすること 

  ● 公衆衛生のための団体と緊急事態に対応する役割を持った組織の間に協力的関係の  
     ネットワークをつくること 
 ● 国、州そして地方レベルのさまざまな組織の間の関係を理解し、責任の所在を明確化 
     し、さらに、それらの間のコミュニケーション・ネットワークづくりをすること 

● パンデミックへの対応におけるさまざまな局面に対処するにあたり、適切な法的バッ 
 クアップがしかるべくなされているようにしておくこと 

 ● パンデミック状態に入ったことを宣言するにあたっては、それに先立ち、対策に必要 
    な支持やさまざまな人的・物的資源の支援を得るために、適切なパートナーとなるべ
き人々や利害関係諸団体や法律家たちに、あらかじめ州ないし地方レベルの対策計画

を“売りこみ、根まわし”しておくこと 
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  ● 州や地方レベルにおける効果的なプランニング、実践対応そして被害軽減 2) にとって 
     最も重要な活動に焦点を絞ること。それには以下の事柄が含まれるべきである： 
 
１．計画実施における計画の基本概念の明確化。ここに言う基本概念とは、すなわち、

パンデミック期間中の毎日の活動に関する管理・調整のための指揮系統、諸権限

の所在ならびにコミュニケーションのラインのことである。 
２．インフルエンザのウイルス学的サーベイランスならびに患者発生動向サーベイラ

ンスの強化。 
３．インフルエンザワクチンを地域住民全体に、（その供給される量に従って）優先順

位をもって配布（ならびにその配布状況をモニタリング）するための基本的考え

方およびその手順の確立。 
４．抗ウイルス剤（アマンタジンやリマンタジン等）の、特にワクチンの供給不足の

際の、その投与優先順位の高いグループに入る人々への供給のための基本的考え

およびその手順の確立。 
 
５．メディア、医療関係諸団体、一般市民ならびに近隣の他の管轄区域との効率的や

りとりやサーベイランスのデータや他の国家レベルの情報を効率的に伝達するた

めの連絡系統・コミュニケーションの包括的プランの確立。 
 
６．適切な医療の提供ならびに必要欠くべからざる地域サービス（“人材的基盤”）の

維持を含む、緊急事態に備えたプランの確立。 
 
７．被害軽減のための基盤整備 2) の戦略の確立。以下のことがらを含む： 

    ■ 現在のパンデミック勃発前の時期において、近年インフルエンザ・ワクチンの 
     接種が勧告されたすべてのハイリスク・グループに対する毎年のワクチン接種 
     率の向上が必要であることを特に強調すること。（実際のパンデミックの事態

に際しそれをベースにハイリスク・グループへのワクチン接種計画が実施され

るような、より堅固な社会的基盤を提供する意味で） 
    ■ 現在のパンデミック勃発前の時期において、肺炎球菌ワクチンの接種率の向上  
     が必要であることを特に強調すること。（２次性の細菌性肺炎による死亡者数 
          の減少を目的として） 

■ 地域社会において広範に欠勤者が続出する事態に陥った場合に社会の維持にと 
  って必要不可欠な業務に携わる人材の確保のための、非常時対応計画。 

    ■ パンデミックの拡大阻止を目的とした学校閉鎖や大規模商店・会社の閉鎖なら  
     びに大規模な地域の催し物の中止等の、緊急事態対応プラン。 
     ただし、それらの措置が最終的には費用効果が高いと判断される場合に限る。 
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 この指針に盛られた主なプランニングと実際の対応の各部分は…付録として添付された

補遺的“チェックリスト”とともに…プランニングの過程で考慮・熟考すべき重要な項目

を伝えるべく意図されている。しかし、それぞれの項目が実際にどのように実行に移され

るかの決定は、各所轄自治体がその責務を負うのである。また、州および地方機関によっ

て実行されるはずの数多くの活動が、実は国家の基本戦略およびその実行手段の確立の有

無にかかっているのであること…それらの多くは現在準備進行中なのであるが…そのこと

もこの指針によって認識されることになるのである。 
 
謝辞 
 この指針は、最初１９９７年１月に“バージョン１．１”がつくられている。このバー

ジョン １．１は、１９９６年９月、アトランタに５０の州と各地の保健担当ならびに緊急
事態対策担当部局の代表が集まって行われた会議の結果を受け、まとめられたものであっ

た。この完成した指針は、その後、州ならびに準州疫学者委員会によって全５０州と多数

の地方の保健当局に配られ、そこで詳細が検討されコメントが集められた。バージョン１・

１は、１９９７－１９９８年のインフルエンザ・シーズンの際に５つの州…すなわちコネ

チカット、ニューヨーク、メイン、ニュー・メキシコそしてミズーリー…および１ヶ所の

地方の保健管轄地域…ニュー・ジャージー州ウィンザー・タウンシップ保健局において実

地にその内容の妥当性の検討がなされ、実際に州や地方の当局がプランニングのプロセス

に入った場合にその助けとして有用かどうかの評価を受けたのであった。現在のこの“バ

ージョン２．１”は、このようなプロセスに実際にかかわった州や地方の担当者たちから

寄せられた数々の意見を反映させており、また最新の国家レベルの諸活動ならびに基本政

策において最新の内容をも含んだものになっている。ただしこの指針は、連邦政府あるい

は非政府組織による公式の承認あるいは支持を受けたものではない。よって国としてのプ

ランニングの仕事が完了するまでの一種の暫定的指針（草案）文書であると理解されたい。

よって、本指針に対する質問、意見および提案は大歓迎であり、そのような場合には以下

のところにご連絡を願うものである。 
The National Vaccine Program Office, Mailstop A-11, 1600 Clifton Road NE, Atlanta, 
GA 30333 
 
この指針は、つぎの人々によってまとめあげられたものである。 
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序文   
 
 インフルエンザ-ウイルスは、突然に、地球規模で、しかもすべての年齢層の人々の間に
急速に広がる感染症という点に特徴をもつ病原体である。高い伝播能力、新たな変異ウイ

ルスのリザーバーとなりうる（水家禽をはじめとする）膨大なの動物の存在、そしてウイ

ルス遺伝子の特殊性など、このウイルスの持つ数多くのファクターこそが、生物的脅威と

してのインフルエンザウイルスの重要性のゆえんである。ウイルスの主要な抗原…ヘムア

グルチニン（ＨＡ）とノイラミニだーゼ（ＮＡ）という表層蛋白…をコードする遺伝子の

変化が早いために毎年流行を起こし、その流行は年平均で約２万人のアメリカ国民の命を

奪っている。さらに重要なことは、このウイルス遺伝子が分節状になっていることで、そ

のために動物のウイルスとヒトのウイルスが偶発的に混合感染した場合に、時に両者の間

で遺伝子分節の交雑（交換の意味）が起こり、突然、予測もできないようなパンデミック

の出現につながることがあるということである。今世紀には、そうしたパンデミックが３

度起こっている。4) そのうちの１つの場合には…それはかの悪名高き１９１８年のいわゆる
．．．．

“スパニッシュ・フル”のときのことであるが…それによって若年成人層を中心に、全世

界で２千万人以上の死者が出ているのである。より最近の１９５７年（Ａ/アジア[Ｈ２Ｎ２]
ウイルスによる）および１９６８年（Ａ/香港[Ｈ３Ｎ２]ウイルスによる）のパンデミックで
も、そのころ可能となった二次性細菌性肺炎に対する抗生物質による治療や、より積極的

な支持療法がある程度効いたのか、死亡率は低くなったものの、やはり両者とも罹患率は

非常に高かったため社会生活に混乱が生じたのであった。さらに、これらのパンデミック

時にみられた罹患率や合併症の様子をもとにＣＤＣが行った予備的試算によれば、次回の

パンデミックでは、罹患率によるものの、約７１０億ドルから１，６６０億ドル（約８．５

から １９．９兆円：ただし１ドル１２０円ベース計算）の経済的損失が出るものと予測されている

のである。 
 
 多くの専門家たちはパンデミックは不可避であると考えており、世界中の公衆衛生当局

が、この来るべきパンデミックに備えるべく、インフルエンザによる罹患率、致命率そし

て社会の混乱を抑えるための戦略を練り始めている。そのプロセスは、合衆国においては

１９９３年に改訂がなされている：すなわち、その年、連邦政府は公的そして民間組織か

ら専門家委員を召集し、１９７８年に作成された最初のプランを再検討、改訂するととも

に、次回パンデミックに対し現在の国力でどのくらいの対応が可能かを自己査定している。

この委員会では、パンデミックそのものに関する対応を検討したことはもちろんであるが、

パンデミックが起こる前段階にある現在において毎年の流行による累積の犠牲者数を少な

くするための方法についても検討がなされている。この専門家委員会においては、国家プ

ランの実施には州と地方の保健当局の役割が非常に重要であり、実際のプランニングの過

程においても、それらが積極的に関与すべきことが強調されている。 
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パンデミック-プランニング：高度優先課題 
 
 まだ起きていないパンデミックに対し、非常事対策のプランを作成することに理解を得

ることは難しい面もある。特に、限られた人的資源・財政そしてより緊急な問題・優先課

題がある中ではなおさらである。しかしながら、インフルエンザ-パンデミックというもの
は、その他の公衆衛生上の緊急事態や地域社会の災害と同次元でとらえることはできない

ものなのである： 
 

●  多くの専門家たちがパンデミックはまた必ず起こると考えている 
            …それが次にいつ起きるのかは、だれにもわからないまでも。 
●  それが起こるという警告といったものは、ほとんどないと考えられる。ほとんどの専
門家たちは、新型ウイルス株が確認されてから流行が米国で起き始めるではせいぜい

１－６ケ月しかないと考えている。 
●  流行は、米国全土でほぼ同時に発生すると予想され、その結果、種々の自然災害で通 
 常起こるのと同様、社会の人的・物的資源の動きが止められてしまうことが予想され  
 る。 
●  他の多くの自然災害では、実際それらが起きている時間は分・時間単位であるが、イ   
   ンフルエンザの各コミュニティに対する影響は、週から月単位と長びくことが予想  
   される。 
●  次に訪れるであろうパンデミックは、米国国民の健康・福利に対し壊滅的な打撃を   
  与える可能性を孕んでいる。CDCは、米国だけで次のような数字を予測している： 

○ 最大２億人が感染を受け、 
○ ４千万から 1億人が発病し、 
○ ８百万から４千５百万人が病院外来での治療を要し、 
○ ３０万から８０万人が入院し、 
○ ８万８千から３０万人が死亡するであろう。 

●  ワクチンや抗ウイルス薬等の効果的な予防・治療手段がたぶん供給不足に陥り、 
 続発性の感染症を治療するいくつかの抗生物質も同様に不足するであろう。 
 
●  保健医療従事者や救急隊員は、たぶん新型ウイルスに暴露される機会が多く、そのた   
  め一般市民にくらべインフルエンザに罹る確率がより高くなることが予想され、結果  
  として犠牲者のケアに支障をきたすことが予想される。 
●  地域社会でインフルエンザが広がった場合には、上記以外の職種でも社会に必要不可  
  欠な業務を行う人材に、突然に、場合によっては過度の不足が生じる可能性が増大す 
  る。すなわち、軍人、警察官、消防隊員、ガス・水道事業従事者、公共輸送事業従事 
  者等、ざっと挙げただけでもこれだけある。 
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来るべきパンデミックに対する準備を今行っておくことは、いざという時に効果的な対応

を容易にすることはもちろん、今現在において次のような現実的な利益をもたらすことに

もなるのである： 
 

●  事前にプランニングを行うことで、多くの州の中で独立して動いている公衆衛生部門
および緊急対応部門同士の間に、新たにより良い

．．．．
コミュニケーションが形成されるこ

とになる。 
●  事前のプランニングにパートナーたちと他の利害関係者たちを参加させることで、い
ざという時、そのプランのおもな項目・骨子についてそれらの人々からの“賛同･支持”

を非常にスムーズにとりつけることができるようになる。…パンデミックが差し迫っ

たときになって初めてそれらを利害関係者に“強いる”とか“突然話しを持ち出す”

といったことではなくてである。また、事前にプランニングすることにより、個々の

パートナーの役割がはっきりし、対応能力における理想と現実の数々のギャップが明

らかになる。そしてまた、その時が来てそのプランを実行に移そうとする際にも、そ

の時すでに適切な法的バックグランドが整っているといった環境を整えておくことも

可能になる。 
●  公衆衛生、医療そして緊急事態対応のための諸組織に属する人々の間での認識が深ま
れば、毎冬平均２万人のアメリカ国民の命を奪っている“通常の”、毎年のインフルエ

ンザの流行に対しても、より高い関心が集まることになる。 
●  パンデミック対策準備のおもな項目を実施するための社会基盤を今整備することに
より、即座に、かつ長期にわたる数々の恩恵がもたらされ、さらに来るべきパンデミ

ックの影響もまた軽減することができる。たとえば、毎年、ハイリスク群の人々への

通常のワクチン接種率のレベルを向上させることは、それらの人々がパンデミック以

前のこの時期にインフルエンザで死亡や入院するリスクを減らすだけでなく、実際に

パンデミックが起きたときには、そのような患者さんたちへのアプローチをぐっと容

易にする…それは、通常のインフルエンザワクチン接種の恩恵によって勝ち得た大き

な信頼を通してであり、また、それにより更に良くなるそれらの患者さんたちへのア

プローチの方法論を通してである。同様に、こうした患者さんたちにおける肺炎球菌

ワクチンの接種率を上げることで、二次性の細菌性肺炎の発生率およびその重症度を

大きく下げることもできるのである。 
●  パンデミックが起きる前の段階でのプランニングの主要な項目は、他の突発的に出現
する感染症の脅威への対策とともに、最近の生物兵器テロリズム対策の動きにも応用

できるものである。（表１参照） 
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前提として考慮すべきこと 
 予備的プランの作成にあたり、州および地方当局は、以下の一連のことがらを当然の前

提条件として考えておかねばならない： 
 
１．以下の国家プランの成功の鍵となる多くの項目については、連邦政府が最終的責任を

負うこと。 
  ○ ワクチンの研究と開発     
  ○ 国内のサーベイランスと国際サーベイランスの調整・協力 
○ ワクチンおよび抗ウイルス薬の供給能の調整ならびにワクチン・抗ウイルス薬を

なんとか入手しようとする公共部門の調整と、それらに関する事前予測。そして

場合によっては、それらの調整機能の増進（以下のポイント＃３および５参照） 

○ ワクチンを製造する会社・法人とワクチンを患者に投与する医師個人に対す   

る、もしもの接種事故の場合の適切な免責プログラムの必要性ならびに、そのカ

バーすべき範囲の事前予測（以下のポイント＃４参照） 
○ ワクチン入手可能状況の情報、ワクチンの分配、再配給等の国家管理のための、 
 “情報センター”の設置 
○ 国家レベルのワクチン・抗ウイルス薬副作用サーベイランスシステムの構築 
○ 一元化された（国家レベル）の情報データベース/ 情報交換サイト/ 情報センター  
  5) のインターネット上での設立 
○ 以下のような、州や地方で必要とされているレベルにも改変ないし応用可能な“一

般的”ガイドライン集ないしは“情報発信の鋳型となるもの”の開発 
■ インフルエンザ、インフルエンザワクチンおよび抗ウイルス薬に関す   
  るわかりやすい説明文あるいはＱ＆Ａ 
■ 公衆衛生および医療従事者たちのメディアとのかかわり方、ならびに

一般市民との間の効率良いコミュニケーションを目的とした戦略およ

びガイドライン集の策定と運用について 
■ 病院の外来、入院施設ならびにそれら以外の緊急に設置される施設 7)

でのインフルエンザ患者のトリアージおよび治療のガイドライン   
■ ワクチンの大衆への接種プログラムのキャンペーンの確立およびその

プログラム実施のためのガイドライン 
       ■ 抗ウイルス薬の分配と使用に関するガイドライン 

■ 感染を阻止するためのマスクの使用、未然の流行阻止のための隔離、

そして学校や大型商店の一時的閉鎖など、場合によっては実際に行わ

れる可能性のあるインフルエンザの伝染阻止のための“伝統的”（“一

般的 6) ”）公衆衛生学的手段の実施に関するガイドライン 
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２．国レベル、州レベルおよび各地域レベルの対応の間の一貫化、整合および協調に向け、

以下のような“ステージ”分類がなされ、それらによってパンデミックの現状の的確

な把握と、それらについての国民への宣言・説明が国家レベルではかられること： 
 
ﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸの段階 定義 

新型ウイルス警戒 ・新型ウイルスが1名またはそれ以上の人から検出された 

・一般市民に全くあるいはほとんど免疫がない 

・パンデミックの可能性があるが、まだその決定的前兆はない 

パンデミック警戒 ・新型ウイルスがヒト-ヒト感染をおこし、同じ地域で複数の患者が出た

パンデミック切迫 ・ 新型ウイルスが複数の広い地域で異常に高い罹患率ないしは致死率を

示した 

パンデミック ・ 複数の大陸を含め、さらに感染が広範囲に広がった； 

 パンデミックが公式に宣言される 

“第２波” ・第１波に続き、数ケ月以内に流行が再燃した 

パンデミック終結 ・ パンデミックの“波”がとぎれ、（合衆国等温帯地域では）通常の冬季

“流行”サイクルに戻った 

 
３．いったん新型株が同定されても、実質的にワクチン生産までに必要な時間というもの

が存在するために、特にパンデミックの初期にはワクチン不足の問題が起きることが

予想される。 国のパンデミック-プランニング担当者たちは、現段階で、どのように 
  ワクチンを受けるターゲットグループを選定するか、そしてどのようにそれらに優先 
  順位をつけるかを検討している（以下の続きのディスカッション参照）。さらに、各個 
  人レベルでは、十分な抗体産生と発症阻止には最初の（プライミングとしての）ワク   
  チン接種とさらにその後 30日おいて２回目の接種を行う計２回のワクチン接種が必要 
  とされることが予想されている。現在国のプランニング担当者たちは、次のパンデミ   
  ックがやって来る前に、そしてまたパンデミック時に、より速く、より大量のインフ 
  ルエンザワクチンの生産が可能となるような方法論を模索しているところである。 
 
４．ワクチン製造会社とワクチン投与を行った医療従事者本人に対する法的責任に部分の

保護は、国家としての問題であり、新たな立法措置によって規定されるべきである。 
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５．次のパンデミックがやって来るころには、理論的に治療にも予防にも使用しうる抗ウ

イルス薬が世に出ているであろうが、それらの供給量は限られていることが予想され

る。よって、国のプランニング担当者は、以下のことがらについて積極的に検討を行

っている： 
 
     ○  これらの薬剤、ないしは、その原料・中間産物をさらに追加的に備蓄し 
      ておくことの可能性とそのコスト； 

    ○  投与の望まれるターゲットグループの設定と投与法のガイドラインの策定； 

    ○  抗ウイルス薬に関し、考えうるいくつかの分配方法、ならびにそれらが実行に  

      移される可能性とそれらのコスト； 

     ○  大量の薬剤を扱い、分配することに伴う法律上、責任上の諸問題の検証。 
 

６．現在、州や各地方当局のプラン策定のために連邦政府側から寄せられる人的・財政的

援助は非常に限られたものでしかない。しかし、これまでの歴史から見て、プランの

実行に際しては、国家レベルの援助は、そのレベルやそれがどのようなものであるか

については現時点では決まってはいないものの、ある程度は期待できる。プラニング、

対応および被害軽減のための特別な新たな立法措置はさておき、国に期待できるのは、

可能性として以下のことがらである： 
 

○ インフルエンザワクチンを国として買い上げるための連邦政府による契約 
○ ワクチン配布と接種にかかる費用の連邦政府による負担ないしは個人への払い

戻し 
○ サーベイランスの強化に対する連邦政府の資金援助 
○ 連邦政府の対策プラン（スタッフォ－ド法案； Public Law ９３－２８８修正）
にのっとった、他の自然災害に適用されると同様の連邦政府基金の支出 
（メモ：ただし、諸基金の支出のために用いられるさまざまな基準といったもの

は、まだ決まっていない。） 

 
 
州および地方当局は、実際パンデミックが起こった場合には、プランニングにある諸目的

の達成のためには、ここに選ばれたさまざまなオプション以外にも、人材の一時的な配置

替えや他のプログラムからの資金の流動的活用等、その持てる人的・財政的資源の追加提

供が必要とされる事態をも覚悟しておくべきである。 
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プランニングのプロセスにおける、さまざまなステップ 

１．プランニング実行委員会の設置 
 
 プランニング‐プロセスにおける最初のステップは、州レベルの“実行委員会”の設置

である。これは、ほとんどの管轄地域においてリーダーシップをとるべき保健・衛生部門

や緊急対策部門の代表によって構成されるものである。この委員会は、(1) プランの全体像、
そして“指揮・命令”系統の責任体制のありかたを考案し、(2) プラニング、対応、復興そ
して被害軽減のための平時の基盤整備のための努力を統括し（図１参照）、さらに (3) 管
轄地域のパンデミックプランを策定され、それが是非の評価を受け、その上さらに定期的

に手直しされるといった一連のプロセスについて保証する役割を持つことになる。 
 

 実行委員会の代表は、各地方の事情、組織構成、責任体制などにより所轄ごとに異なる

のはもちろんのことであるが、一般的には、州レベルでは次の部局を含むものである： 
 

●  知事室（大都市地域などでは市長室からの代表がこれに加わる） 
●  州の保健・健康部局（必要な場合には、各郡の健康福祉担当者を加える） 
●  州の疫学者 
●  州の緊急対応部局 
（ないしは、 地方の緊急事態対策プラン作成委員会） 
●  州の衛生研究所実験・検査担当職員 
●  州の公衆衛生関係情報担当職員 
●  ワクチン接種プロジェクト責任者 
●  法律相談担当部局 9) 

 
２．協力関係者と利害関係者を見極め、それらの人々とのミーティングを持つこと。 
それには、a) プランに対する意識を高める； b) 特定の責任を分担しあう； そして 
 c) プランの特定の部分を進展させる、といった目的がある。 
 
 実行委員会はプラニングとその実行に関する責任を引き受けることを決めた後には、協

力関係者および利害関係者になる可能性をもった人々と一連の話し会いの場をもたれなけ

ればならない。州 ないしは、地方レベルでのパンデミック対策・準備プランは、さまざま
な公的組織や民間組織との、そしてそれらからの下部組織の賛同・支持をとりつけ、それ

らとの緊密な協力のもとに準備されなければならない。それは、保健関係諸機関によって

最近よく実践されているような、共通のゴールに向けての提携関係の構築あるいは提携関

係への各機関の参加といったやり方にかなり近いものである。 
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そのような組織としては、例えば次のようなものが挙げられる。ただし、これに限ったも

のではない。 
  
● 伝染性疾患対策担当者 
● ワクチン接種計画担当者 
● 契約に基づき臨床検体のインフルエンザ検査を行っている（民間）ラボ 
 （ただし、当てはまると思われる場合） 
● コミュニケーション-システムの設備・資材、ネットワーク、コンピューターのハード 
  およびソフトの責任者 
● 教育関係行政職代表 
● 地方メディア担当職員 
● ラジオ放送 / アマチュア無線愛好者グループ（たとえばＲＡＣＥＳ、ＲＥＡＣＴ） 
● 公共サービス諸機関 
● さまざまな災害への対応、復旧作業にかかわるボランティア組織 
● 法律の執行機関、消防/救急サービス、救急医療サービス 
（それらを手配する役割あるいはローカル-レベルでは、９１１番 10) ） 
● 地域の基幹病院、救急医療サービス機関、医療従事者組織、医療検査業務組織、検死官 
 その他の医療関係者団体のメンバーでそれらの団体を適切に代表する人物 
● 葬儀会社 
● 地域にある軍事施設の代表 
● 地域にある大企業あるいは大規模人数の雇用者 
● 州の航空行政当局ないしはその他の航空業務従事者 11) および航空輸送部門担当者  

● 電気・水道・ガス事業等主な公共サービスの代表（パンデミックの期間中の事業継続を  
 確実なものにするため） 
● 地域当局の財務担当責任者ならびに会計監査担当者、そして資材調達の仲介ないしは人

的・物的支援のためにある指揮系統が一本化された組織の責任者   
 
３．主な優先事項の設定 
 
州や地方レベルのパンデミックプランの主な構成要素は、 
(1) 命令指揮および管理監督のための枠組み、ならびにそれらの機能の明確化；そして(2) 
サーベイランス、ワクチン・抗ウイルス薬の分配、コミュニケーションそして緊急事態へ

の対処（医療・保健サービスやコミュニティに不可欠な諸機能の維持等）に焦点を当てた

有事対策計画である。これら個々に関するそれぞれのプライオリティについては以下の部

分、あるいは付録でより詳細に示した。 
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優先事項１：指揮命令および管理監督手段の確立 

 
多くの州、大都市部、その他の大きな自治体には、トルネード、ハリケーン、地震、飛行

機事故などの大規模災害を想定した“全災害・緊急事態行動要領（All Hazards Emergency 
Operations）”と呼ばれる緊急時対策-準備プランが存在する。これらのプランは、指揮命令
系統、緊急時のコミュニケーション-システムのありよう、ならびにその運用、そして病院・
医療関係の運用可能な人的・物的資源、その他の重要な対応要素を含んでおり、ある面で

パンデミック-プランニングのひとつの出発点として非常に有用である。しかしながら、パ
ンデミックプランでは、サーベイランスの実施、ワクチンや抗ウイルス薬の分配、そして

平時における基盤整備といった“全災害・緊急事態行動要領”には通常含まれない、いく

つかの特別な機能が特に強調されなければならない（図１参照）。インフルエンザ-パンデミ
ックとその他の自然災害の違いは、健康被害の広範な拡大…それらの被害によっては、な

くてはならない人材基盤の破綻も伴ってくる…であり、それゆえ、通常の災害への対処に

携わるチーム以上に対応能力を拡大したチームが求められることである。この対策チーム

は…“執行部”ならびにパートナーとなる組織と利害関係機関で中心的役割を果たしてい

る代表者たちから構成され…以下のことを実施することになる。 
 
 
パンデミック以前の時期：平常期 

 
 各作業項目に関する優先度を明らかにすること。（図１ならびに、このガイドの後半

を参照のこと） 
 州に現存する“総合災害・緊急事態行動要領”の付録あるいは補遺として、または

独立した計画として、州（ないしは地方）のパンデミックプランを確実に策定して

おくこと。 
 もし事前に改善されていなければパンデミックへの効率良い対応の障害になりそう

な、州（ないしは地方）のインフラ-ストラクチャー（構造基盤）、運用可能な人的・
物的資源、そして法規ないしは定款における重大な欠落・欠陥を明らかにすること。 

 行政分野でキーパーソンとなる職員や立法に携わる人々（議員）や様々な利害関係

者たちに対し、パンデミックが始まる以前にそれらの欠落・欠陥に注目し、それら

を解決しておく必要性を説いて回る積極的な働きかけの戦略”を展開すること。 
 連邦当局と協力しながら、たとえば郡や州といった近隣の行政区、そして特殊な住

民の居住地（たとえばアメリカ先住民やある種の宗教信者のコロニーなど）、さらに

は他の国（たとえばカナダ、メキシコなど）と調整をはかりながらプラニング活動

を進めること。 
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 定期的なペースでプランについて総点検し、場合によって必要な修正を加えること。  
 
新型ウイルス出現の警告がでた場合：新型インフルエンザ警戒期 
 

 適切なパートナー・利害関係者たちと会い、プランの骨子についておさらい
．．．．

する。 
 緊急度に基づき、必要なプラン修正を行う。 

 
パンデミックの警告が出た場合：パンデミック警戒期 
 

●  発生動向調査、連絡網の強化（下記参照） 
●  ワクチンと抗ウイルス薬配布開始 
●  追加的資金の必要性を地方行政のキーパーソン的立場にある人々ならびに議員たち
に通知すること（まだであれば） 

  
パンデミックが差し迫った状況下において：パンデミック切迫期 
 

●  パンデミックプランをフル稼働させること 
●  活動における近隣行政区との協調・調整をはかること 
●  国家レベルでの適切な対応部署との接点の確立 

 
注意： 主な活動内容に関するより詳細な“チェックリスト”は、現在準備中であり、い

ずれこのガイドに追加予定である。 

 
 

優先項目＃２：対策に必須な機能・活動の実施手順・指針の確立 

 
サーベイランス 
 
インフルエンザウイルスの抗原性変異はたえず変化しているため、病原性サーベイランス

…インフルエンザウイルスを分離し、それらの抗原性や遺伝子の解析を行う活動…ならび

に患者サーベイランス…流行の疫学的特徴や新型変異株の臨床的インパクトを評価する活

動…は、どちらも同じ様にパンデミック対策のためには同じように重要視されなければな

らない。次のパンデミックの前触れかもしれない抗原的に新しいウイルスを検出すること

はきわめて大切ではあるが、小さな抗原変異をモニタリングしていく活動も同様に重要で

ある。 



宮城パンデミック研究会訳 17

なぜなら、ヒトの間で循環しているウイルス株はわずかな抗原性の変化を絶え間なく起こ

しながら進化しているのであり、そのような変異および、それらが病気の頻度や臨床上の

重症度に及ぼすインパクトをモニタリングすることは、毎年ワクチン株として最適の株を

選定するという点で極めて重要であるからである。 
 
合衆国の場合、国際レベルのインフルエンザ-サーベイランス協力事業は、ＣＤＣ内に設置
されたＷＨＯインフルエンザ-レファレンス研究協力センターが一元管理している。同セン
ターは、現在８０以上の国にある約１１０のナショナル-ラボラトリーと４つのインターナ
ショナル-レファレンスセンターで構成されるＷＨＯのグローバル-インフルエンザ-ネット
ワークに参加しており、これを通してＣＤＣはジュネーブのＷＨＯ本部および他の３つの

ＷＨＯインターナショナル-レファレンスセンターその他世界中のナショナル-ラボラトリ
ーと頻繁に、分離されるインフルエンザウイルスの数や型/亜型の種類、そしてウイルス分
離時期に認められるインフルエンザ様疾患の広がり具合についての情報交換を続けている。

加えてＣＤＣは、毎年、世界中で流行することが予想されるインフルエンザ-ウイルスの同
定のためのインフルエンザ検査試薬キットを作成し、その配布を行っている。 
 
 合衆国内に関するのサーベイランス事業も、ＣＤＣによって一元化されており、ウイル

ス学的調査ならびに死亡率および罹患率に関する調査の実施に直接責任を負う州ならびに

郡の保健当局と共同して作業にあたっている。 
 それらサーベイランス事業は、現在のところ以下の５つの要素から成り立っている。す

なわち（１）週ごとに分離されたインフルエンザ-ウイルスの数と型/亜型を報告し、それと
ともに抗原解析・遺伝子解析に役立てるために流行中の代表株ならびに変異株の送付を行

う全米約７０の検査施設； (2) 各州・準州におけるインフルエンザの流行状況について毎
週評価を下し、“広範囲の流行”、“地域的流行”、“散発的流行”、“流行なし”といったイン

フルエンザの活動レベルを報告する州・準州の疫学専門家； (3) 週ごとの全外来患者数あ
たりのインフルエンザ様疾患患者数を各年齢層ごとに報告する、全米に広がる“見張り役”

医師(sentinel physicians) ボランティア-ネットワーク； (4) 週ごとのインフルエンザおよ
び肺炎（ＩＣＤ-９コード４８０-４８７）による死亡者の割合を報告する全米１２２都市の
人口動態統計局； そして (5) インフルエンザのアウトブレークや他のインフルエンザ関
連の出来事を自発的に報告してくるこれら以外のさまざまな情報源である。近年、ＣＤＣ

は相当の予算と人員を割いて、これらの基本的要素の強化に力を注いできた。具体的には、

インターネットを介した報告－情報還元の半自動化システムの開発、そして、“見張り役”

医師(sentinel physician)のボランティア-ネットワークの強化とラボの検査処理能力の向上
を目指す、疫学・検査処理能力向上のための資金援助事業（Capacity Program）や新興感
染症対策事業を通じた追加的予算配分である。 
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 われわれが日常的に行っている毎年のサーベイランス事業を継続して行くためには、こ

れらの５つの基本要素の維持が大切であるが、パンデミック対策においては、それらに加

え、“早期に警告を発することができる”能力および“即座に対応できる”能力の改善・強

化の努力が求められるのである： 
 

●  他の国々からの新型変異株の侵入の事実の確認ならびにその当初の広がり方を確認

する能力の向上。 合衆国におけるインフルエンザサーベイランスの基本的構造基盤

は、通常の“連続変異”株による流行の広がりやその社会への影響などを“マクロ”

なレベルで監視する点に関する限りだいたい良好ではあるが、各地にバラバラに持ち

込まれることを想定した際の検知能力は、総じて低い状況にある。すなわち、各州や

地域の人的・物的資源の程度はそれぞれ大きく異なり、いくつかの州では、新しい変

異株を分離し、時を逸することなくそれらによる感染の広がりを監視する能力が非常

に限られているのが現実なのである。 
 
● サーベイランス活動を即時対応的に強化しうる能力について。 合衆国におけるイン 
 フルエンザサーベイランスの基本的構造基盤の整備は、一般的に言って、いわゆる“バ 

 ックシート”アプローチでしかない（主要な課題に隠れ、低い優先順位しか与えら 

れていない）。それは、行政への他の課題に関する要求や優先権の主張がますます増  

大しているといった社会環境のもと、人的・物的資源が徐々に減少してきているため 

である。ほとんどの州では、州や地域社会において実際にインフルエンザのパンデミ 

ックがやって来たときにその感染拡大の状況や社会的影響の大きさを追跡調査する 

ための、また場合によっては、そのコントロールの手段を修正する上で必要な詳細な 

レベルのものを提供できるだけの、有事対応の基本的システムの迅速な展開を目指し  

たサーベイランス危機管理計画を持たずにいるのが現状である。 

 

●  合衆国における新型ウイルスの出現に対する検知能力の向上について。 これまでた
いていの新型インフルエンザウイルス（パンデミック変異ウイルス）は中国および環

太平洋地域で出現してきたが、今後このような変異株が合衆国で出現する可能性も否

定できない。州の施設での検査対応能力の再構築という課題に加えて、合衆国の国中

の養鶏場や北東部諸州に多い生きたトリを売買するマーケットを検査して得られる非

常に病原性の強いトリのインフルエンザウイルス株について、ヒトへの感染の可能性

を調べる努力が連邦レベルや特定の州で現在進行中である。ＣＤＣも農務省と協力し

て、国内にある農場にいる動物たちの間でインフルエンザ様の疾病のアウトブレーク

が起きた場合にそれらのウイルスを調べ、感染したブタやウマからそれらがヒトにう

つる可能性について検討している。 
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“連続変異を起こした”変異ウイルスに対する通常のサーベイランスを良くする努力、そ

して、来るべきパンデミックに備えた“早期警告”能力および“即時対応”能力強化のた

めの努力を行う上で、州および地域の当局は以下の活動に努力すべきである： 
 

パンデミック以前：平常期 
 

●  各州ないしはおもな大都市圏にあってはインフルエンザウイルスの分離および亜型
同定ができる検査室を少なくとも１つは確保し、病原体サーベイランス体制の強化を

はかること。ＣＤＣは、国内のＷＨＯ協力検査室から人材を招いて定期的に研修の機

会を提供するプログラムを続けている。研修の範囲は、赤血球凝集阻止（ＨＡＩ）試

験や分離したウイルス株の型/亜型分類および抗インフルエンザ薬耐性のスクリーニ
ンのための新しい検査法を含むものである。 

 
●  国民だいたい２５万人あたり１名の“見張り役”医師がいきわたるような、人口をベ 
 ースにしたシステムの確立を目ざし、現在の“見張り役”医師ネットワークを発展さ 
 せ、患者サーベイランスの強化をはかること。この活動も、ＣＤＣによって国レベル 

   のものとして一元化されることになっている。 
●  電子通信や電話回線を利用した近隣の行政区やＣＤＣとのコミュニケーションの能 
 力を向上させておくこと。 
●  新型ウイルスやパンデミックの警告が出た場合を想定し、その際の州や地方レベルの 
  病原体サーベイランスおよび患者サーベイランスの強化を目的とした危機管理計画 
 を作っておくこと。このような強化策の中には、各地域の病院における重症呼吸器疾 
 患ならびに原因不明の死亡例のサーベイランス；そして、海外旅行者相手の外来診療 
 施設のサーベイランス；さらには、新型ウイルス株が分離された地域からやって来た  
 人々に対するサーベイランスも含まれる。 

  
新型ウイルス出現の警告がでた場合：新型インフルエンザ警戒期 
 

●  米国内外で分離された新型変異株に関連したウイルス学的、疫学的そして臨床的な知  
 見に関するＣＤＣからの発表をたえず注目すること。 
●  新型ウイルス株を適切に検出・同定するためＣＤＣの供与する試薬類を入手すること。 
●  適切な協力および利害関係者たちに会い、サーベイランス活動の強化の主な項目につ
いて総点検し、必要に応じて計画の変更や追加を行うこと。 

● CDCと協力し、新型ウイルス株の侵入と地域における広がりのようすを把握するため
の、地域のサーベイランスの強化を開始すること。 
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パンデミックの警告が出された場合：パンデミック警戒期 
 

●  強化されたサーベイランス体制を完全に立ち上げること。そして報告システムの機能
性やタイムリーや完璧性（“報告数ゼロ”の報告も含めたものとなっていること）、な

らびにデータの受け入れや配信、そして中央と地方レベルのサーベイランス-システム
の間での情報の発信・還元体制をチェックすること。 

 
パンデミック直前の差し迫った状況下において：パンデミック切迫期 

 
●  強化されたサーベイランス-システムの中で変更すべき点があった場合には最終的変
更をはかり、その試験運用を行うこと。 

●  CDCならびに他の国家レベルの組織との協力のもと、地域の公衆衛生担当者、医師、
学識経験者と一緒になった、次に挙げるような特定のテーマに関する共同研究の実施

について検討すること： 
 
  ○ 異なったポピュレーション-グループにおけるインフルエンザのアウトブレーク   
   の詳細な記録を残す仕事。 
 ○ 年齢別発症率や罹患者数、死亡者数を明らかにする仕事。 
 ○ 通常のインフルエンザでは見られない臨床上の所見があった場合、それらを（同 
  時にそれらのリスクファクターやそれらに対する治療法を含め）記録する仕事。 

   ○ 致死的なケースの中に通常のインフルエンザでは見られない特殊な病理像があっ 
    た場合、その所見を記載する仕事。 

 ○ ワクチンや抗ウイルス剤の予防投与が行われた場合、それらの実際の有効性がど 
  の程度であったかを調べる研究。 
 ○ 病院や外来診療所が、増大する患者の数に対応できたかをモニタリングする仕事。 
 ○ 学校閉鎖や事業所の閉鎖といった伝統的防疫手段がとられた場合、それらの実際 
  の有効性がどの程度であったかを検討する仕事。 
  ○ インフルエンザ-パンデミックの医学的、社会的、経済的影響がどの程度であった 
  かを検討する仕事。      

 
これらの研究その他についての実施要綱の草案は、国家レベルにおいて近々できあがると

ころであり、以前からその実施協力に興味を示している州および地方当局に対し配布され

ることになっている。 
 
注意： 主な活動内容に関するより詳細な“チェックリスト”は、現在準備中であり、い

ずれこのガイドに追加する予定である。 
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ワクチンの配布 

インフルエンザ不活化ワクチンは、開発されてすでに 50年以上、インフルエンザの予防・
コントロール対の基礎として考えられてきた。アマンタジンやリマンタジンといった抗ウ

イルス薬も、Ａ型インフルエンザの治療と予防に使用されるようになっており…そして、

それゆえ次のインフルエンザ-パンデミックの最中には補足的戦略として使える可能性も出
てきてはいるが…供給量の問題等、数々の制限的要素を考えると、実際にはごく限られた

状況下での使用を除いては、パンデミック対策の柱にはなり得ないであろう（次の抗ウイ

ルス薬の項参照）。したがって、次のパンデミックでもワクチン接種は予防戦略の上で中心

的な役割を担うことになるはずである。 
 
この２０年間、アメリカ国民へのインフルエンザ-ワクチン接種は、ますます“制度とし
て定着”したものになってきている。世界４カ所にある WHO インフルエンザ協力センタ
ーは、年間を通じてインフルエンザウイルスの変異株の出現を監視し、次のシーズンのワ

クチンにそれらの株を加えるかどうかの検討を行っている。ワクチン株の選定は春のうち

に行われ、米国では４社の認可を受けたワクチン-メーカーが、夏中そしてそれから冬にか
けて、合計約７，０００‐８，０００万接種相当量のワクチンを製造している。それらの

ワクチンは、9月から翌年 1月にかけて主にいわゆる“ハイリスク”患者群（最近 ACIP：
ワクチン接種に関する諮問委員会によってその定義がなされている）に対し接種されてい

る。近年は製造された全ワクチンのうち、およそ９０%が民間の医療機関を通じて接種され
ており、公費負担によって接種機会を提供する行政プログラムに使われるワクチン量は、

ほとんどの州や郡において、割合としては少ないものでしかない。このシステムは、アメ

リカ国民の健康に良く貢献しており…１９９０年代におけるインフルエンザワクチン接種

率レベルは記録的なものになっており…さらに年々向上し続けている。 
 
 このような、毎年の“制度化された”システムとしてのワクチン接種とは対照的に、次

にやって来るパンデミックは、ワクチン供給に関し、特に州や地域の保健担当部局に対し、

幾つもの課題を突きつけるはずである。そこでは、州や地域の担当部局がパンデミック-ワ
クチン接種事業の要として機能しなければならないことは明らかである。 
 

 ワクチンの接種対象はいわゆる典型的なハイリスクグループをはるかに超え、理想的

には全アメリカ国民に広げられるはずである。 
 パンデミック株ウイルスが米国で広がる前の警告期は比較的短いことが予想される。

そのため、可能な限り迅速にワクチンの配布、接種が行われなければねばならない。 
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 パンデミック株ウイルスが出現、検出されることはいつなんどきでもありうること、

また現在のワクチン製造法では数千万接種分のワクチンが供給可能になるまで最低６

～８ケ月かかってしまうことがわかっており、そのため、特にパンデミック初期には、

ワクチン供給の重度の、あるいは中等度の不足が起こることが予想される。さらに、

ワクチンがまったく手に入らないということさえありうるのである。 
 一般的に、ある流行株ウイルスに対し免疫のない人々（血清抗体陰性の人々）は、そ

の株でつくられたワクチン接種に対する免疫学的反応性は低い。そのため、新しい赤

血球凝集素（HA）ないしノイラミニダーゼ（NA）抗原をもったパンデミック株ウイ
ルスが出現した場合には、ワクチン接種した後、約３０日の間隔をおき、さらに２回

目のワクチン接種が必要となることが予想される。 
 
 よって、供給量の限られたワクチンが（以下に記す）最も必要性があると考えられる人々

に効率良く割り当てられ、分配されうるようなシステムが、さらには使用されなかったワ

クチンを迅速かつ効率良く再割当て、再分配するシステムが、そしてまた、最適な防御効

果を得るために２回接種が必要であることが確認された場合には、２回目の接種率を高く

もっていくためのシステムが、パンデミックが始まるずっと以前にできあがっていなけれ

ばならないのである。   
 

 想定されるワクチン不足の観点から、合衆国公衆衛生局は関連するさまざまな諮問委員

会と共同で、ワクチン接種の優先的ターゲット-グループの順位リストについての勧告づく
りの作業を行っている。これらのグループ間の優先順位は数多くのファクターを考慮して

決定されており、それらのファクターには、パンデミック対応プランを実現する上でも不

可欠な社会基盤のさまざまな機能が維持されるべき必要性、そしてハイリスク-グループで
の死亡率を抑え、一般市民における罹患率を下げ、さらに社会生活の崩壊や経済上の損失

を最小限にとどめようとするための戦略が含まれている。いったんこうしたリストができ

上がっても、実際に出現したパンデミック株ウイルスが示す疫学的・臨床的性質によって

は、それらに変更が加えられる…しかも場合によっては予告なしに…こともあるはずであ

る。よってワクチン分配システムのとして事前に準備されたプランにおいても、そこには

高度の弾力的運用が保証されるよう当初から工夫しておくべきである。“初期設定(default) 
”的な優先リストが完成するまで、州や地方の担当官は以下のようなターゲット-グループ
へのワクチン接種のためのプランを練り上げる作業を開始しなければならない： 

 ワクチンならびに抗ウイルス薬の分配に関る医療従事者および公衆衛生担当者 
 地域社会の安全・治安に責任を持つ人々、たとえば警察官や消防士、軍人や州兵、そ

して優先順位第１位のグループには含まれない“first responders: 緊急時に最初に出
動する人々”（救急車の運転手など） 

 その他、社会にとって必須の公共サービスを提供する高度の専門技術を持った人々で、
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それらの人々が仕事を休むことにより市民生活の安全が重大な災害の危機に曝された

り（たとえば原子力発電所の職員）、あるいはパンデミックに対するとりくみに重大な

支障が出る人々（たとえば地域の電話・通信システムや電気供給配電網を運転・操作

する人々）[ 注意：このターゲットグループの範疇に入る人々は、それぞれの地域の状
況によって、管轄地域ごとに大きく異なる可能性がある。] 

 最近 ACIP（ワクチン接種に関する諮問委員会）が定義したような、一般的にインフ 
ルエンザが重症化しやすくインフルエンザによる死亡率が高いとされる人々 

   ○ すべての年齢層における、医療上ハイリスクの状態にあるとされる人々 

   ○ 妊婦 

   ○ 高齢者介護施設や他の長期介護施設の入所者 

   ○ 医療上ハイリスクではない６５歳以上の高齢者 

   ○ ６から１２ヶ月の乳児 （疫学上、臨床上の支持するデータがあった場合） 

 医療上ハイリスクの状態にある患者の個々の家庭において当該患者と接触する人々 
 上記のグループ＃３には属さない人々であっても、州や地方保健担当者が、地域社会

に極めて重要なサービスを提供する人々であると判断する人々（たとえば、電気・ガ

ス・水道関係職員、葬儀関係者、食品などの生活必需品の運送に従事する人々） 
 18―64歳の健康な人々。 
 就学前の幼児（特にデイケアセンター：保育園に通っている子供たち）や学童たち [ こ
れらは、インフルエンザによって病状が重症化する可能性が最も少ない集団である ] 

 
 先に述べた例年のワクチン接種プログラムとパンデミック時のワクチン接種プログラム

との間のいくつかの重要な相違点にのほかに、州や地方レベルにおいては以下のことに関

する相違も出てくる可能性がある。すなわち、(1) 公的機関（連邦政府ないしは州）と民間
機関のワクチン購入の混乱、そして (2) 民間医療機関を介したワクチン接種と公的機関を
介した州ないしは郡の政策としてのワクチン接種との混乱といった点である。ワクチン購

入および接種において公的機関によるものと民間機関によるものとの間の正確な比率は、

現段階ではまだ予測できてはいない。しかし、医療・患者ケアに携わる人々、そして他に

も“first responders たち（ 緊急時に最初に出動する人々）”、ある種社会にとって必須の
サービスを提供する人々、そして貧困層の人々や医療保険未加入の人々、それらの人々に

対するワクチン接種に関しては、最低限、公的機関が責任を負うことになるである。結局、

州や各地域のワクチン接種プログラムの実際の組織化ならびに管理・運営は、公的機関と

民間機関に属する動員可能なインフラ基盤と人的・物的資源の程度ならびにそれらの弾力

的運用の可否の程度に応じて、それぞれの自治体においてそれぞれのターゲット-グループ
に“あわせて”なされるべきであろう。これらの、そして他にもあろうワクチン配布・接

種に関するいくつかの問題点は、必ずパンデミックがやって来る前に十分に慎重に検討し

尽くされ解決されておかねばならないのである。 
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 最後に強調しておきたいポイントは、パンデミック時のワクチン接種プログラムが成功

するか否かは、州および地域のワクチン接種プログラムをパンデミックとパンデミックの

間の時期にいかに強力に推し進めるかにかかっているということである。それには、イン

フルエンザワクチンの有用性に対する人々の信頼を向上させ続けることが必須である。こ

れとともに、肺炎球菌リポ多糖体ワクチンの使用についても強く啓発していくことも大切

である。 近年の薬剤耐性肺炎球菌の出現、そしてインフルエンザのパンデミックの真っ最
中に至ってはじめて大規模な肺炎球菌ワクチン接種プログラムを推進するといったことが

事実上不可能なことなどを考えれば、現時点において少なくとも１９９４年のときにハイ

リスクグループとして推定・報告された人数の３０％をはるかに超えるレベルにまで、肺

炎球菌ワクチンの接種率を上げておくことが必要であることも強調されるべきであろう。 

 
以上の一般原則に基づき、優先されるべき諸活動について次の通りまとめてみた： 
  
パンデミック前平常期： 

 いわゆる“ハイリスク”グループにおけるインフルエンザワクチンの接種率を向上さ

せること。特に、接種率の低い集団、すなわちマイノリティ（黒人、ヒスパニック、

アメリカ先住民、アジア系移民等）や６５歳以下で慢性基礎疾患を有する人々の接種

率を向上させること。今これらのグループにおける通常の（毎年の）ワクチン接種率

を向上させておくことによって、毎年インフルエンザの罹患者総数がずっと減少する

とともに、パンデミックが起きた際のこれらのグループの人々へのアクセスが容易に

なるのである。 
 いわゆる“ハイリスク”グループにおける、肺炎球菌ワクチンの接種率レベルを上げ

ること。（これは二次性の細菌性肺炎の合併やそれによる重症化を減らす目的による） 
 ワクチン接種のターゲットの高優先順位グループとその他一般の人々それぞれに対す

るインフルエンザワクチン提供の計画的スキームを、あらかじめ作製しておくこと。 
1. 深刻なワクチンが極端に直面した場合 
2. ややワクチンが不足した場合 
3. ワクチンが十分足りている場合 

 優先順位の決定にあたっては、各地の実状に応じ、州独自の変更あるいは改良を考慮

に入れること。たとえば、ある特定の州では、ある特殊な集団の（インフルエンザに

よる）欠勤が市民生活の安全といった観点から重大な結果を招くかもしれず、また生

活に不可欠な地域サービスの崩壊をもたらす可能性もあるかもしれないのである。 

こうした特殊で、特別な技能を有するグループの例としては、原子力発電所の運転技

術者、主要な空港の管制官、そして主要な電話・通信システムや電気供給配電網を運

転・操作する人々などが挙げられる。 
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 このように提案されたワクチン分配計画の主要な部分の実行にあたって、実行を可能

とするための適切な法的準備が確実に整えられているようにしておくこと。たとえば、

州の法律は、その時、医療に関して無資格のボランティアがインフルエンザワクチン

の接種行為をすることを認めるであろうか？ たとえば、州の保健当局がある特定の

人々に対するワクチン接種が、一般市民の安全に“必須”と判断した場合、あるグル

ープへのワクチンの“強制”接種を認めているか？…などである。 
 緊急 IND（investigational new drug：開発・治験段階の新薬）供給制度を適用し、未
認可のワクチンを緊急避難的に配布する可能性も対策計画の中に確実に含めておくこ

と。これが適用される場合には、接種対象者たちからの同意書…必要事項の記入がな

されており、対象者本人のサインがなされているもの…とともに、厳密な在庫管理と

使用記録の保管が必要である。   
 提案されるワクチン分配計画については、連邦当局との協力の上、管轄が境界を接す

る相手…それには郡、州、特殊地域（たとえば、アメリカ先住民、ある宗教団体居住

区など）、そして他の国々（たとえばカナダやメキシコなど）も含まれる…との調整が

はかられるべきである。 
 ワクチン分配計画に関しては、定期的な総点検と改訂がなされるべきである。 

 
新型インフルエンザ警戒期： 

 該当するパートナーおよび利害関係者を集めて、ワクチン配布計画の主要な部分につ

いての総点検をしておくこと。 
 もし必要なら、勧告対象のターゲット-グループや、すでに出来上がっているワクチン
供給のプランについて、現状に照らした必要な変更を加えること。 

 
パンデミック警戒期 

 ワクチン接種を開始するために必要な人的資源および組織戦略を確実に準備完了の状

態にしておくこと。 
 隣接する他の管轄地域と、ワクチン接種に関する諸作業について調整をはかること。 

 
パンデミック切迫期： 

 ワクチン接種計画をフル稼働させること。 
 隣接する他の管轄地域と、ワクチン接種に関する諸作業について調整をはかること。 

 
注意：主な活動内容に関するより詳細な“チェックリスト”は、現在準備中であり、いず

れこのガイドに追加される予定である。 

抗ウイルス薬の配布 
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抗ウイルス薬であるアマンタジンとリマンタジンは、化学構造が類似した薬剤であり、と

もにＡ型インフルエンザウイルスの増殖を阻害する。両薬剤が広範なＡ型ウイルス野生株

に起因する病状に対し、子供、大人双方においておおよそ７０～９０%の有効率で予防効果
を持つことが多くの研究により示されている。また、ほとんどの専門家は、これらの薬剤

が新型の（パンデミック）ウイルス株でも同様のレベルの防御効果を持つものと考えてい

る。アマンタジンおよびリマンタジンは、発症後 48時間以内に服用すれば、Ａ型インフル
エンザの症状軽減ならびに自・他覚症状の持続期間の短縮にも働く。 

 
 アマンタジンとリマンタジンは、知られているすべてのＡ型インフルエンザウイルス株

に対する“一般に知られる”有用性から、パンデミック-インフルエンザの予防と治療に、
…特にワクチン供給が不十分な時期には…重要な役割を果たすのではないかと期待されが

ちである。しかしながら、これらの抗ウイルス薬の広範囲にわたる使用には、それにとも

なう一連の難問や限界といったものが存在するのである。 

 
１．現状では、インフルエンザ-パンデミック期間中におけるこれらの抗ウイルス薬供給量
は、予想される需要量をずっと下回るであろう。現在のアマンタジンとリマンタジン

の年間製造量は、推定でおおよそ 1 億回投与相当量であり、それらのうちアマンタジ
ンのおおよそ３千万～４千万回投与相当量はＡ型インフルエンザの予防・治療以外に

使用されている（例：パーキンソン病治療）。リマンタジンは、Ａ型インフルエンザ以

外の適応が認められていない。現在これらの薬剤に関する製薬メーカーの推定最大増

産能力は、全メーカー合計でも現状の約４倍程度、あるいは概算で月あたり３，３０

０万回投与相当量でしかない。これらの薬剤の推奨される用量の場合、一般的な人一

人あたり、インフルエンザの感染予防には月あたり６０回投与相当量、治療には 
  １０回投与相当量が必要とされる。よって、パンデミック時に、これらの薬剤の服用 
  が可能な人数は、予防投与で月最大約５０万人足らずであり、治療投与でも３００万 
  人足らずである。連邦政府では、現在この２種類の薬剤ないしそれらを製造するため 
  の原材料（あるいは前駆体）の備蓄の可能性、そしてそれに関するコストを検討して 
  いるところである。これらの予測評価が完了するまでは、これら２つの薬剤のパンデ  
  ミック対策における役割はほんの最小限度のものでしかなく、おそらくごく限られた 
  優先順位の非常に高いグループにのみ適用されることを想定しておくべきであろう 
  （例えば医療従事者）。また同時に、連邦政府は、限られた供給量のこれらの薬剤が公 
  正に分配・投与され、ブラックマーケットによる取引きがおきないようにするための 
  方策についても十分検討することになろう。 
 
２．薬剤配布対象となりうるグループ間の優先順位、そして、限られた供給量の薬剤を予  
  防投与に使うか治療に使うかについての方針はまだ確立していない。基本的には抗ウ 
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  イルス薬の優先順位もワクチン接種のそれと同じと考えてよい。しかしながら、優先 
  順位と使用の際のガイドライン作製にあたっては、副作用、腎排泄その他、これら２ 
  つの薬剤間の違いに基づく配慮と“微調整”が必要である。さらに問題となることが 
  予想されるのは、これらの薬剤を予防投与に使うか、治療に使うかによってもたらさ 
    れるであろう利益と不利益の比較・評価であろう。やっとのことで入手できた薬剤は 
    治療に用いた方がコスト削減と薬剤の量的確保のためには役立つであろう。しかし、 
    これについてはパンデミックによる医療従事者自体の活動性の大幅な低下とか、多く 
    の医療従事者の欠勤という事態、そして医療行為にまわせる人的資源量等の要素との 
    バランスを含め考慮されるべきであろう。また、これらによる治療がハイリスク状態 
    にある人々のインフルエンザにともなう合併症のリスクを本当に低下させることがで 
    きるのかということについても、あるいは、同時にたくさんの患者の治療に使うこと 
    でより多くの薬剤耐性ウイルス株が出現してしまうのではないかという問題に関して 
    も、いまだ明らかではない状態である。こうした問題その他に関しては、現在国家レ     
    ベルで専門家たちによる詳細な検討がなされているところである。 

 
３．リマンタジンとアマンタジンが広く使われることで、広く薬剤耐性ウイルス株の出現 

がもたらされる可能性がある。アマンタジンとリマンタジンの使用による耐性ウイル

スの出現頻度は非常に高いが、それらのウイルスの伝播・存続の可能性については明

らかにされていない。薬剤耐性ウイルス株の出現とひろがりを検出・モニターしてい

くためのウイルスのサーベイランスを実施していくシステムが、パンデミック以前の

時期にあらかじめ構築され、試験的運用がはかられるべきである。  
 
４．副作用とそれに対する責任の所在は重大な問題になるはずである。予想されるアマン 
  タジンの副作用、そして、それよりは幾分程度は低いがリマンタジンの副作用、そし  
  てその他の薬との相互作用の問題は、広範なスケールでこれらの薬剤を配布し使用す 
  るといったシナリオの上で、それらの安全性と法的責任に関してして大きな懸念をも 
  たらすものである。パンデミック時、これらの薬剤の投与が増え、それらが起こしう 
  る副作用に対して一般のひとびとの関心が高まった場合には、その結果、故意にせよ 
  故意でないにせよ、傷害その他これらの薬剤の副作用に起因すると思われる望ましか 
  らざる神経症状や行動の変化（例えば、めまい、失見当識、健忘症）がその原因とさ 
  れる何らかの不利益等、事故の発生に対する訴訟が増加することが十分予想されるの 
  である。これらの薬剤…特にアマンタジン…の副作用の性質そのものが、その責任問 
  題の評価・検討の問題を難しいものにしている。この問題に関する製薬会社、連邦政 
  府、州、地方行政の責任範囲に焦点を当て、それらを明確化するような特別な法的整 
  備が必要かもしれない。 
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こうした問題、その他の問題が国家レベルで解消されるまで、州、地方レベルでの抗ウイ

ルス薬の割当て・配分を目指した優先順位決定の作業は、いくぶん制限を受けることにな

ろう。 
 
パンデミック前、平常期： 
 
● 医療従事者やその他地域社会の維持にとって不可欠な人々に対する緊急時の配布シ  

ステムを確立しておくこと。最近の薬剤供給ネットワークは、何らかの変更を加えさえ

すればパンデミック時の抗ウイルス薬の供給に際しても用いうるよう見うけられる。現

在、主要な薬剤卸業各社が合衆国中の病院、薬局そしてその他の販路に薬剤を出荷して

いる。このシステムは、パンデミックの際に抗ウイルス薬を保健所、診療所、病院、そ

してその他の配給場所（例えば警察署）に届けるシステムとして用いうるものであろう。

予防目的に用いられる場合には、抗ウイルス薬は週単位あるいは月単位で個々の投与対

象者たちに供給されるが、その場合には、それらは自分で管理して服用するように調合

される必要があるかもしれない。抗ウイルス薬の処方箋なしでの供給を可能とさせる新

しいシステム・規則を作り出す必要があるかも知れないが、その場合でもそのためのガ

イドラインの数々が遵守されているかどうかをモニターし、それらのとおりにコントロ

ールすることは大変に難しいものになることが予想される。それぞれの州当局は、現在

のメーカー各社の生産余力に関する推定量に基づき、‘１ヶ月あたりこれら２剤あわせ

て最高に見積もって６０万回投与相当量’という数字をもとに分配計画をたてるべきで

ある。この割り当て・分配システムの構築に際してはパーキンソン病のような他の適応

症でアマンタジンを服用している患者さんたちの分のアマンタジンの確保も必要であ

ることも考慮に入れるべきであろう。 

 

新型インフルエンザ警戒期： 

 

● 該当する協力者ならびに利害関係者たちを集めて、抗ウイルス薬配布計画の主要部分に

ついて総点検をしておくこと。 

● 必要な場合には、投与勧告の対象となるグループや考案された薬剤の供給計画について、

現状に照らし必要な変更を加えること。 

 

パンデミック警戒期： 

 薬剤の配布ならびに投与を開始するため必要な人的資源やその組織戦略を確実に準備

完了の状態にしておくこと。 
 

● 隣接する他の管轄地域と抗ウイルス薬の配布に関する諸作業について協調的調整をは
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かること。 
 

パンデミック切迫期： 

 
● 抗ウイルス薬配布計画をフル稼働させること。 
● 隣接する他の管轄地域と抗ウイルス薬の配布に関する諸作業について協調的調整をは

かること。 
 
緊急時の対応：必須地域住民サービスの維持ならびに保健医療 
 
―保健医療への種々の影響― 
 
 すべての州および地方当局は、自然災害に対して発動すべく緊急時対応計画を持ってい

るはずである。しかしながら、本指針においてすでに指摘したように、来るべきインフル

エンザ-パンデミック時には、現在あるそれらの“全災害”対応計画では触れられていない
ような一連の、特別な対策が必要となるであろう： 
 

● 典型的な局地的災害と異なり、インフルエンザ-パンデミックのひろがりは広範であり、
多くの地域が同時に影響を受けるはずである。従って、どの自治体も、（例えば）隣接

した複数の郡から必要物資のかき集めたり
．．．．．．

あるいは州当局の担当者による助けに頼っ

たりするのではなく、自らの力でそれに対処できるよう準備をしておかねばならない。 
● もしも、インフルエンザによって引き起こされる病態が（例えば１９１８年の時のよう

に）きわめて重篤となる事態になった場合には、以下に示すことがらに伴い地域におけ

る保健サービスの機能麻痺がきわめて短時間のうちに容易に起こり得るはずである： 
○ ICU病床、人工呼吸器その他の緊急医療にとって絶対的に必要な設備・器具の不足  
○ 抗ウイルス薬（前項を見よ）や続発性（細菌性）肺炎を治療するための抗生剤の不足 
○ 補助的あるいは“従来の医療施設以外の”治療の場 12) を求める要求が高まる可能性 
○ 遺体安置・葬儀、埋葬サービスに対する需要が極めて増大する可能性 
○ 公共サービスへの需要ならびに相談・カウンセリング-サービスへの需要が極めて高 
まる可能性 

 
さらに、これは種々の自然災害とは異なり、それぞれの自治体での医療に対する需要は、

感染の“第一波”が終了するまで６～８週間もの間続くことになるのである。 
 
● 典型的災害とは異なり、自治体による市民サービスに不可欠な公共職員（例えば、医療

従事者、警官、消防士、救急車の運転手ならびに救急隊員）自身が、（曝露機会が必然
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的に多くなるために）一般市民と同じかそれ以上にインフルエンザにやられる危険が高

いと考えられる。 
● 高齢者ならびに他のハイリスクの人々がインフルエンザに曝露することを恐れて、外出 
することを怖がり、そのため自らの慢性疾患の治療の場にそれが必要とされる時にも出

かけられず、自宅への訪問による保健サービスの提供を求める可能性があることも考慮

に入れておくべきであろう。 
 
 医療サービスを求める極めて高い需要が生じるであろうという問題を扱うための有事対

応計画を州および地方当局が準備する上での支援という意味で、現在国家レベルにおいて

以下のようなガイドラインが作成されつつあり、完成した場合には可及的速やかに州およ

び地方当局者に配布される予定である： 
 
● インフルエンザ、インフルエンザワクチン、抗ウイルス薬に関する“一般的な解説書”

やＱ＆Ａ集 
● メデｲアとの関わり方や利害関係者および一般市民との効率的なコミュニケーションの

あり方に関する戦略およびガイドライン 
● 外来・入院施設および従来とは異なる臨時的医療施設 12) の、各現場におけるインフル

エンザ患者のトリアージと治療に関するガイドライン 
● 大規模なワクチン接種計画の立案と実施に関するガイドライン 
● 抗ウイルス薬の配布と使用に関するガイドライン 
● マスクその他、衛生上のバリアーのような“古典的”（“一般的”）な疾病予防法の使用

とそれらに関する考えうる有効性（あるいは無効性）に関するガイドライン。同様に、

地域での大規模な行事の中止、そして学校や“社会にとって不可欠ではない” 大規模
企業・事業所の一時的閉鎖といった地域での伝播を絶つための戦略についてのガイドラ

イン。ただし、これらの効果に関しては、そしてその他の方法の効果についても、現時

点では大半はまだ不確実であるという点を指摘しておかなければならない。 
 
 これに加えて、ＣＤＣ（米国疾病管理予防センター）では、次にやって来るパンデミッ

クのインパクトを暫定的に予測したものをこれまでに提供してきている。これは過去のパ

ンデミックの経験と一般市民の中でのいわゆる“ハイリスク”患者…すなわち、もともと

慢性疾患を有する患者…の数に関する、最近の推計値に基づいて作成されたものである（表

２参照）。それらの予測は、州および地方当局者がそれぞれ自らの管轄区域の対応能力につ

いて検証しようとする際の道具として使用することも可能なのである。 
 
― その他の必須地域住民サービス（および人的インフラ基盤）への影響 ― 
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典型的な自然災害において物理的インフラ（構造基盤）の根幹部分が脅かされ破壊され

る危険があるのと対照的に、インフルエンザ-パンデミックにおいては、それによる労働力
の広範な欠勤が、（市民生活に欠くことのできない）住民サービスを提供する役割を持つ人

的インフラに対して重大な脅威となるおそれがある。保健医療以外の分野でそのような危

機に瀕するであろうサービス（および人的資源）の例を挙げれば、市民の安全に関するサ

ービス、ガス・電気・水道事業、輸送機関、食品産業などにおいて高度な専門技術を持つ

職員がそれに含まれるであろう。ただし、それはまた自治体毎に異なるはずでもある。州

および地方当局者はどのサービスが（そしてそれらに関する諸団体・組織の中のキーパー

ソンの誰が）“必須”であるのか…すなわちどのサービスが中断した場合に、またどの人物

が働けなくなった場合に社会の安全にとって脅威となり、あるいはパンデミックに対し展

開されているであろう対策の遂行にとって大きな妨げとなるのかを注意深く考えておくべ

きである。 
 
保健医療と保健医療以外の両方の領域における必要不可欠なサービスの維持という２つ

を念頭において、優先して行うべき諸々の対応事項についての概要を以下に示す。これら

の緊急時対策の内容の多くが化学・生物兵器テロに対処するための準備と共通することに

も注目していただきたい。 
 
パンデミック前、平常期： 
 
● 各自治体においてパンデミックの“第一波”にあたる第６～８週の間に予想されうる外

来患者数、入院患者数 / 入院日数、死亡者数の予測作業を行うこと。この際患者発生の
ピークは第３～４週に来るものとして考えること（表２を予測値算出のための資料とし

て参照のこと）。この予測をもとに、以下に示す既存の保健医療インフラが適正規模か

否かを検討すること。 
○ 病院の病床数 
○ ICUの病床数 
○ 人工呼吸器 
○ 続発性の細菌性肺炎に対する治療のための抗生剤の、迅速（あるいは緊急）供給

体制（ 例：β-ラクタム系抗生剤[ セフォタキシムあるいはセフトリアクソン]±
マクロライド系抗生剤 [ エリスロマイシン、クラリスロマイシン、アジスロマイ
シン]、あるいはフルオロキノロン単剤 [ レヴォフロキサシン、スパルフロキサシ
ン、グレパフロキサシン、トロヴァフロキサシン] ） 

○ 患者治療用および保健・医療従事者の予防投与用の抗ウイルス剤の迅速（あるい

は緊急）供給体制（注：前出“抗ウイルス剤の項”参照） 
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○ 医療スタッフ（医師、看護婦、呼吸器疾患関係の療法士、放射線技師等） 
○ “対全災害有時対応計画”の中で示されている（可能性が考えられて 
 いる他の自然災害時に使用するための）緊急用医療資材の適否 
○ 遺体安置・埋葬サービスの適否 
○ パンデミックによる犠牲者の家族への社会的・精神的支援サービスの適否 
 

  上記項目中不十分と思われるものに対処するための有事計画を作成すること。 
 

  医療従事者のための適正な研修“机上”訓練を計画・実施すること。 
（注：これらの訓練の雛型は国家レベルで作成されることになっている） 

 
  州および地方当局の命令に従い、あるいは自らの選択で自宅にこもる市民に対し、 
食料や医療やその他の生存のための必需品を支援・供給するための有事計画を策定

すること。必要に応じて適切に、軍関係者（州兵を含む）やボランテｲア団体を支援

者リストの中に入れておくこと。 
 
  不足した場合に市民の安全上の脅威となりあるいは展開されるパンデミック対策の

遂行にとって大きな支障となるような、市民生活に欠く事のできない住民サービス

（およびそれに対応する人員）をリストアップすること。そのような必須サービス

の緊急時のバックアップ体制ないしは代替人員の緊急時における供給体制確立のた

めの有事計画を作成すること。代替人員は、そこで必要とされる分野での経験を有

する人々であり、すでに退職してしまっている人々あるいは現に公的・私的機関で

働く人々のリストの中から選び出すことが可能である。保健・医療分野以外の領域

に属する必須サービスの提供にとって不可欠な人材もワクチン接種や抗ウイルス剤

予防投与において優先順位の高い候補者とみなすべきである（本指針、前２章参照）。 
 
新型インフルエンザ警戒期： 
 

  適切なパートナーならびに利害関係者に会うこと。また保健・医療領域ならびに必須 
 非保健・医療領域での対応策の主要部分についての総点検を行うこと。 

  パンデミックの規模・インパクトについて、もし予測されていたものとくらべ更新す
べき情報があった場合には、対策プランにおいてこれに見合った修正を加えること。 

  必要があれば、必要不可欠とされる器材（例えば人工呼吸器）や薬品（例えば続発性 
肺炎治療用抗生剤）を確保するための有事対応計画を実行に移すこと。 

 
パンデミック警戒期： 
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  人的資源や後方支援体制が、医療の供給と必須公共サービスの維持のために適正に配
置されていることを確認すること。 

  隣接する自治体との間で対応策を調整すること。 
 
 
パンデミック切迫期： 
 

  緊急時対応計画をフル稼動させること。 
  隣接する自治体との間で対応策を調整すること。 

 
注意： 検討すべき主な活動内容に関するより詳細な“チェックリスト”は、現在準備中

であり、いずれこのガイドに追加される予定である。 
 
コミュニケーションについて：ハードウェア、ソフトウェア、実施手順および

その内容 
 
公衆衛生担当当局者、医療従事者、メデｲアおよび一般市民の間にタイムリーで正確な情

報が提供・共有されることは、パンデミック対策において明らかに最重要事項のひとつで

ある。複数の目的（後述）のため、大規模コミュニケーション-ネットワークはこの時点で
既に“大いに稼動”している状態になければならない。そして、このようなネットワーク

の役割と内容は、たとえあらかじめ警告がなされなくともパンデミック以前の時期にしっ

かりと確立しておくことが不可欠なのである。そのためには次に挙げる活動が必要となる。 
 

  既存のコミュニケーション-システム一覧づくり（ハードウェアとソフトウェア） 
  既存のシステムの中に存在する、人的資源および財政的資金に追加を必要とするよう 
 な欠陥の洗い出し 

  これらの追加投入分を確保する努力ならびに既存システムの改善・向上への努力 
 

 近い将来において起こるかもしれないし、起こらないかもしれないある問題…ここでは、

すなわちパンデミック・インフルエンザがこれにあたるが…そのようなもののために高度

なコミュニケーションシステムをつくりあげることを正当化し、人々に納得させようとす

る時、州および地方の保健当局はかなりの困難に直面する可能性が大きい。それゆえ政策

決定にたずさわる立場の人々や議会関係者に対し、こうしたシステムが必須であることの

説明や“宣伝工作”を行おうとする場合には、化学・生物兵器テロや新興感染症の脅威も

しくはその他予測不能の公衆衛生上の緊急事態などに対処するといった、より一般的な観
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点に基づくアプローチをすべきである。逆にいえばパンデミック-インフルエンザは、こう
したコミュニケーション-システムを開発し、改良を進めていくことの重要性を強調するた
めの、ひとつの非常にわかりやすいモデルとしても使うことができるというわけである。 
  
 一貫性を持った正確でタイムリーな情報の発信…そしてそれらへのアクセス…の能力を

一層確固としたものにするための、包括的で国家的規模のコミュニケーション戦略を作り

上げるために、現在以下のものを含む一連の動きが国家レベルで進行中である： 
 

 （主として CDCを中心とした）パンデミック以前の時期におけるコミュニケーション
システムの継続的改良。これにはインフルエンザやインフルエンザワクチン、抗ウイ

ルス薬等々に関する既存のインターネットサイト、電話料金無料の情報サイト、サー

ベーランス広報や日常的Ｑ＆Ａ集配布などの強化策が含まれる。 
 国家レベルでの、さまざまな構成要素からなるパンデミック時コミュニケーションシ

ステムのデザインと開発。このシステムには電子的なもの（専用のインターネットサ

イト、電子メールによる配信、電子掲示板システム、情報センター等々）や、電話を

使ったもの、行政上の情報伝達、新聞を介したものといったような要素が含まれる。

これらの中で最大の焦点は、選ばれた受け手あるいは逆に雑多な一般的受け手のため

に開かれたインターネットサイトを構築することにあり、それには何重ものパスワー

ドによってその情報へのアクセスが制限されたものから他のウェブサイトにリンクを

張っているようなものまで、いろいろなものが考えられる。  
 この次の来るべきパンデミックの期間中に情報として発信するものについての雛型の

事前の準備： 
○ パンデミックに焦点を絞った、さまざまな言語による、インフルエンザ、インフ  

ルエンザワクチン、抗ウイルス薬などに関するＱ＆Ａ集/ 一般向け解説のちらし
．．．

  
/ インターネット接続 / ビデオクリップおよびオーデｲオクリップ 13) 等々 

○  報道機関向け発表一式、ラジオ・テレビ-ニュース速報、官庁広報等々の雛型 
○  一般市民向けの一般的予防法の教育 / すべきこと、してはならないこと集 
○  医療提供者への情報やガイドライン 
○  電話による“ホットライン”相談システム（階層的段階設定システムや制限を設
けたシステムを含む） 

○  ビデオを用いた教育集会 
○  学習材料（インターネットを介し提供するもの、印刷物によるもの、ビデオによ
るもの等々） 

○ “あらかじめ一式準備された”説明媒体、スライドセット、ビデオ、文書 
○  サーベイランス、治療、予防などに関するシンポジウム 
○  ポスター 
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 これらの活動における主目的の一つは、州や地方自治体の内部での活動を促進させ、能

率的になるよう合理化することであり、また、労力の重複による無駄を省くことである。

“一般的”な情報発信用の素材・雛型集は、これまで州や地方当局者との緊密な協力のも

とに作り上げられてきたし、今後もそうあり続けるであろう。 
 
 一貫性を持った正確でタイムリーな情報を、横割り・縦割り両方向に提供する（あるい

は交換する）ことが極めて重要であり、不可欠なものとして求められているという認識に

基き、優先すべき活動をまとめると以下のようになる： 
 
パンデミック前の平常期： 

 “縦割り的”なパンデミック時-コミュニケーションシステムを確立するための政策を
立案し、その手続きを開始すること。この縦割り的システムは…できれば“中央情報

処理室”のようなものを介したものであることが望ましいが…国家規模のシステムの

各構成要素をそっくり写したようなものである（そして、さらにこのシステムがある

ことにより、それと国家規模のシステムとの間で、情報のやりとりが可能になるので

ある）。こうしたシステムを確立するためにハードウェア、ソフトウェアそして人材の

ニーズの見積もりを実施すること。  
 “横割り的”なシステムを確立するための政策立案と手続きを開始すること。…この

システムは、いわば州および地方レベルにおける情報交換を活発化するのに必要なす

べての構成要素、そして多くの場合、その地域特有の要素を含んでいるものになるは

ずである。そうした要素の例としては、サーベーランスやワクチン接種計画そして緊

急対応手順に関する自治体内部の情報交換、さらには文化的に特殊な集団向けの教育

用素材あるいは“説明のちらし
．．．

”、地方メディア間のリンクの確立等々が含まれる。 
 既存のコミュニケーションシステムの中に見つかる重大な欠陥に対処するための人

的・物的資源を追加的に得るための“説得工作プラン”を展開すること。それには、

例えば化学・生物兵器テロのような他の公衆衛生上の諸問題あるいは新興感染症問題

にも当てはまりうるような多目的的なコミュニケーションシステムの展開を考えるこ

ともひとつのアプローチのし方かもしれない。  
 パンデミック以前の平常時の内に（可能な範囲で）コミュニケーションシステムを予

備的にテストしておくこと。必要に応じてシステムを修正・改良しておくこと。 
 
 
新型インフルエンザ警戒期： 

 適切なパートナーや利害関係者に会い、彼らとともに“縦割り的”そして（特に）“横

割り的”なコミュニケーション-システムの要素の主要な部分についておさらいをする
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こと。 
 新型ウイルスに関して、想定される結果についての最新情報がもしあれば、必要に応

じて（国家当局者と協力しながら）コミュニケーション-プラン（ならびにその中で文
書化したもの）に改訂を加えること。 

 パンデミック時-コミュニケーション-システムを稼動させるために非常に大切なハー
ドウエア、ソフトウエアあるいは人材を確保する有事対策プランがあった場合には、

それを実行にうつすこと。 
 コミュニケーション-システムの予備的テストを行うこと。 

 
パンデミック警戒期： 

 コミュニケーション-プランを実行するため、適切なハードウェア、ソフトウェア、人
的資源ならびに後方支援体制を確実に配置させること。 

 隣接自治体とコミュニケーション活動関し、協調態勢をとること。 
 
パンデミック切迫期：  

 コミュニケーション-システムをフル稼働させること。 
 コミュニケーション活動に関し、隣接自治体と協調態勢をとること。 

 
注意： 検討すべき主な活動内容に関するより詳細な“チェックリスト”は現在準備中で

あり、いずれこのガイドに追加される予定である。 
 
4.．州ないしは地域レベルの計画の策定 
 
 いったん州あるいは地方レベルでパンデミック対策計画の主要な要素の決定がなされた

として…そこには以下のものが含まれるが…（1）指揮命令系統、運用管理および監督のた
めの仕組みとそれらの機能；そして（2）サーベーランスならびにワクチンや抗ウイルス薬
の運搬配送、コミュニケーションシステムおよび緊急時向けの準備…それらは州レベルの

（場合によっては地域レベルの）パンデミック準備対策計画として文書化するべきである。

これは…国家レベルでそうなるであろうと同様に…単独計画として、あるいはまた州の“全

災害”緊急対応計画への附則としてのどちらとしても可能である。パンデミック-プランニ
ングは、けっして固定化されるものではないと認識すべきであり、周囲の状況、資源、テ

クノロジーが変化していくのに対し、継続的に調整を加え、定期的に改訂することが必要

である。本指針の他のヶ所で指摘したように、州および地域の公衆衛生当局者が、パンデ

ミック-プランニングを‘急激に出現する、あるいは予測不能なあらゆる生物学的災害’に
対処するためのモデルと考え、政策立案者たちや議会関係者その他の人々に対し、このプ

ランニングをそのようなものとして“宣伝・説得工作をする”ことも、不可欠である。 
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表１: パンデミック-インフルエンザ と生物兵器テロリズム 
 
 

類似点と相違点のまとめ 
項目 生物兵器テロリズム パンデミック-インフルエンザ 

可能性 高い 高い 
警告 なし～数日 数日～数ヶ月 

出現範囲 局地的ないし複数の場所で 国家規模で 

伝播・伝染 / 暴露期間 発生源が点状 / 期間限定的 ヒト－ヒト感染 / ６～８週間 
犠牲者数 数百～数千人 数十万～数百万人 

救急隊員等初動チームの被災 可能性あり 可能性あり 

災害医療チームの支援 / 対応 あり なし ( 広範囲過ぎるため ) 
事前準備・有事対応・復旧・被害軽減策

のため中心となるべき場 
州および地方の領域 州および地方の領域 

事前準備が必須である項目: 

サーベーランス 要 要 
法律執行のための情報機関 要 不要 
調査 要 要 
研究 要 要 
法的補償責任プログラム 不要 要 
コミュニケーション-システム 要 要 
医療的トリアージュ・治療計画 要 要 
ワクチン供給 要 (最も危険性の高い者に対し) 要 

薬品供給 要  要 
実地訓練 / 机上模擬訓練 要 要 
必要不可欠な住民サービスの維持 要 要 

緊急対応に必須な項目： 

緊急展開チーム 要 不要 
有効なコミュニケーション /  
メデｲア関連戦略 

要 要 

ワクチン供給 要 (できるだけ多くの人に) 要 
薬品供給 要 (必要な人に) 要 
病院と公衆衛生部局の連携 要 要 
世界的支援 ことによれば必要 要 
医療 要 要 
精神的支援 要 要 
埋葬サービス  要 要 
生活必需品及び設備・装備 要 要 



被害の最小化のために平時に必要な項目： 

サーベーランスの強化」 要 要 
法律執行のための情報機関 要 不要 

ワクチン備蓄 要 (特殊業務に従事する者たち) プロトタイプ-ワクチンのみ 
抗ウイルス薬備蓄 要 要 
事前ワクチン接種 必要な、選ばれた集団にのみ接種* 医療上のハイリスク集団に対する

肺炎球菌ワクチン**と併せた接種 

 
注： *ある種の生物兵器テロの脅威に対する現行のワクチンは、供給が不足の状態にあり、かつ 

安全性も確立していない。 

 
注：**将来的には、ワクチン接種優先順位の高い集団ないし一般集団に対し、現時点においては 

まだ完成していないものの、様々なサブタイプのＡ型インフルエンザに対しより広範なスペ 

クトルでの予防効果を付与してくれるかもしれない“共通エピトープ”ワクチンによる予防 

接種が可能となるかもしれない。 また、抗原的に新しい亜型に対応しうる“プロトタイプ 

の”（抗原的に近い）ＨＡないしＮＡ抗原を含むワクチンを用いた事前の予防接種が、実際 

のパンデミック・インフルエンザ株に対して、部分的ではあっても防御効果が得られ、パン 
  デミック・インフルエンザの重症化を軽減してくれることも示唆されている。 



 表２：パンデミック-インフルエンザの健康に対する影響の推定のための表 
 

 下限１６） 上限１６） 

外来患者  

ハイリスク患者  
0-19 歳 289 403
20-64 歳 70 149
65 歳以上 79 130
その他 ("標準リスク") 患者 

0-19 歳 165 230
20-64 歳 40 85
65 歳以上 45 74
入院 (注: 平均入院日数を、0-19歳、20-64歳、65歳以上の年齢集団につき、それぞれ4、
6、7日として計算している)  
  
ハイリスク患者  

0-19 歳 2.1 9
20-64 歳 0.9 5.1
65 歳以上 4 13
その他 ("標準リスク") 患者 

0-19 歳 0.13 2.9
20-64 歳 0.1 2.8
65 歳以上 2.8 3
死亡  
ハイリスク患者  
0-19 歳 0.13 7.7
20-64 歳 0.1 5.7
65 歳以上 2.8 5.6
その他 ("標準リスク") 患者 

0-19 歳 0.014 0.13
20-64 歳 0.025 0.09
65 歳 0.028 0.54

 
注:  (1) 推定表は、M. Meltzer, N. Cox、K. Fukuda（CDC）らによって提供されたものである 

[未発表データ１７]]。 (2) 推定される各年齢集団におけるハイリスク者の割合は以下の通で 

ある: 0-19 歳 [6-11%]; 20-64 歳 [14-25%]; 65 歳以上 [40-55%].  

(3) 上記入院日数はパンデミック間期の年のデータに基づいている。これらの日数は、パン 

デミックの最中には、これよりもっと短いかもしれないし（高い入院需要のため）、もっと 

長期化するかもしれない（症状が一層重篤となるために）。   


