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    天然痘ワクチン集団接種施設の 
設置・運営の手引き 

 
 

天然痘の患者が発生した場合、州・地方は住民に 
対する天然痘ワクチンの接種の任意接種事業を緊急かつ大規模

に展開することになる。 
これは州・地方がその実施計画を立案する上での 

戦略的助言である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

September 16, 2002 
ＣＤＣ 

（米国疾病管理予防センター） 
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はじめに 

 

 このガイドブックは天然痘のバイオテロ発生後に、地域コミュニティが大規模に任意ワクチン接種をおこなう際の、

ワクチン接種施設の設置および運営の方法を具体的に示したものである。ここに例として書かれたモデルは、すでに

各州や地方が独自に立案している天然痘に対するワクチン接種計画を補足するものとして用いることも可能である。 
 

 合衆国国内で天然痘患者の発生が確認された場合には、以下の目的のために、任意の大規模ワクチン接種を迅速に

実施することが必要とされる可能性が高い： 
１）天然痘患者が発生した地域における最優先事項としての、患者／接触者調査とタイアップした天然痘拡大防止作

戦を補足するため 
２）天然痘ウイルスによる第二波のバイオテロ攻撃がさし迫っている可能性が大変高いと判断される場合に、“危険に

さらされる”市民の数をできる限り少なくしておくため 
３）天然痘ワクチン接種を求める一般市民の、あるいは政治家の高まる懸念に応えるため天然痘ワクチンの大規模な

任意接種は国全体の予防接種戦略の一部と位置付けられ、保健福祉省長官の正式承認を待って開始されるもので

ある。 
 

以下は、これらを実施する上で考慮すべき大切なポイントである： 
１．現行制度では、天然痘ワクチンは治験薬プロトコール（治験実施要綱）のもとでのみ使用しうるものである

ために、接種者に対するインフォームドコンセントが必須である。（添付のメディカルスクリーニング及び同

意書に関する草稿を参照） 
２．これに続いて、インフォームドコンセントを得るため治験薬使用の手続きは簡略化したものを準備しておく

こと。（添付の簡略版インフォームドコンセント手続きおよびその草稿に関する補足説明参照） 
３．ワクチン接種施設と、天然痘患者と接触したことが判明した者に対するカウンセリングのための施設とは分

けておくことを考えておくこと。ただし後者にも、患者接触者がワクチン接種のために突然訪れる場合に備

えて、必要な器材や人材を用意しておくこと。 
４．禁忌事項に該当するかを見分けるメディカルスクリーニングは、接種に訪れた人に対しては必ず実施せねば

ならない。患者との接触がない場合、禁忌事項に該当する者に対して原則ワクチン接種を勧めることはでき

ない。メディカルスクリーニングのプランニングには、接種会場を訪れた人からの申し出があれば、任意か

つプライバシーが守られる状態でＨＩＶ検査や妊娠テストができるよう自治体の保健所や臨床検査機関あ

るいは病院・診療所への紹介を上手に行うための戦略も含めるべきである。また、もし FDA の認可を受け

た迅速ＨＩＶ検査法が使える場合には、当事者の自由意思のもとに検査機関や施設レベルにおいてそれらの

検査を実施することをも検討しておくこと。     
５．天然痘のアウトブレークへの国家的対応の一環としての任意の大規模ワクチン接種に先立ち、出現が予想さ

れる副反応に対する治療のために、国家医薬品備蓄の中に適切量の抗ワクシニアウイルス免疫グロブリンを

準備しておくこと。  
６．ワクチンに対する副反応の治療は、ワクチン接種施設とは別の施設においてなされるべきである。 
７．現有の一般の予防接種事業用の人員・資材等は、この天然痘の任意接種事業においても活用されるべきであ

り、州や地方の予防接種事業担当者とバイオテロ対策立案担当者の間の協調がなされるべきである。 
８．天然痘と他の疾患を鑑別するための場所や施設をあらかじめ指定し、地域の天然痘対応計画の一部を構成す

るものとして立ち上げておくこと。そのような鑑別診断をおこなう施設はワクチン接種施設として指定され

た施設とは別に設置すべきである。ただし、治験薬に準じた説明を行い、その後にインフォームドコンセン

ト用紙を配布した上で、その場でワクチン接種ができるようにしておくことも必要である（ビデオ上映の設

備がない場合には、ビデオの内容を書いた説明文を用意しておく必要もある）。 
９．天然痘らしい症状がでている有症者を診断するための予備診断施設があることを、市民に対しあらかじめ広

報で徹底的に知らせておくこと。これは、天然痘患者がワクチン接種施設を直接訪れるようなことがないよ

うにするためである。 
10．ワクチン接種施設と人員搬送に携わる職員は接種施設がオープンする前にワクチンを打っておき、突然接種
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施設を訪れるかもしれない天然痘症状のある接触者からの感染に備えておくべきである。任意接種の施設の

立ち上げには、開所に先立ち２～３日かけて段階的にスタッフのワクチン接種を実施する必要があるかもし

れない。（注意：天然痘患者あるいは天然痘ウイルスに感染した可能性ある人々が接種施設に入ってくるこ

とを防ぐトリアージの態勢が十分機能している限りにおいては、施設のスタッフに自分のワクチン接種の結

果がでるまでの間ワクチン接種施設における仕事を控えるいわゆる“待機時間”を設ける必要はない。特に

施設を訪れる人々のトリアージや天然痘を疑われる有症者の診断にあたるスタッフは、自分の受けたワクチ

ンがついたことが確認されるまでの間（防御免疫ができるまでの期間）は特に注意して個人個人の防御のた

めの手段を講じるべきである。ワクチンがつく確率は、９５％以上になると考えられている。） 
11．ワクチン接種施設の合理的戦略と基本設計とそれらの実施にかかわることなどこの章に書かれているひな型

としての指針は、あくまでも暫定的なものであり、各州や地方の公衆衛生当局が既に作成した現有の緊急ワ

クチン接種計画を補助するものである。 

 

 ワクチン接種施設に提供される連邦政府からの支援 

 

 連邦政府は天然痘のアウトブレークの確認の報告を受けて、各州ならびに地方の公衆衛生担当部局に対して任意接

種による天然痘ワクチン接種事業に必要とされる以下の支援の提供を行う。 
１．天然痘ワクチンとワクチン接種に必要な用品：乾燥粉末を水溶液にもどす希釈液と接種のための二叉針 

２．ワクチン接種実施説明書（冊子とビデオ上映） 
３．主要言語（最低英語とスペイン語）で書かれた治験薬プロトコールとその補助的用品。 

     具体的には： 
     ａ．メディカルスクリーニング用紙とインフォームドコンセント用紙 
     ｂ．説明文書集： 
           i.   天然痘ワクチン接種について 
           ii.  ワクチン接種副反応について 

iii. 天然痘ワクチン接種を受けることのできない接種禁忌となる人に関する特に詳しい情報 
           iv.  天然痘という病気について 
     ｃ．感染者との接触について 
     ｄ．ワクチン接種成功（免疫成立）確認カード 

e ．ワクチン接種部位のケアに関しての指導書 
         ｆ．ワクチン接種カード（二枚組）、その１枚は施設保存用 

４．天然痘ワクチンにより引き起こされるかもしれない重篤な副反応の治療のための薬剤（ただしこれも治験

薬製品として）であるVIG（ワクシニア免疫血清）またはCidofovir（抗ウイルス剤シドフォビル） 
５．施設の基本設計、施設データベースの作製やワクチン接種追跡システムの技術的なアドバイス 
６．それ以外にも、連邦政府としての対応計画がスタートしている場合には、その計画に記されているさまざま

な支援［添付資料２参照］ 
 

 連邦政府により提供される専門要員の数はワクチン接種事業の規模に依る。大規模かつ同時に複数の地域で実施さ

れるような場合には、州や地方当局に追加的に提供される連邦政府職員の数は限られるはずである。（たとえば全国同

時にワクチン接種事業が実施された場合など） 

 

ワクチンの配送とパッケージングのためのロジスティクス 

 

 ひとたび連邦政府の当局によりワクチン送付の正式許可が下りた場合には、州や地方に配送されるワクチン第１陣

は、バキシクールと呼ばれる輸送と保存が一体化したシステムユニットに入れられた形で供給されることになる。１
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ユニットのバキシクールには約300本のバイアル容器入りのワクチンが入り、適切な外部電源につなげばそのままバ

イアル300本分の保存に用いるようにできている。バキシクールに入るワクチンバイアルの本数はメーカーのバイア

ル容器の形（たとえばワイス社、アベンティス社、アカンビス社またはバクスター社のワクチン）と輸送中に溶解液

の保冷の必要性があるかどうかによって左右される。 
 

 ワクチン粉末の再溶解用の溶解液と接種に用いる使い捨てのワクチン接種用の針は、すべてワクチンと一緒に配送

されることになるが、ワクチンとは別々の容器に梱包されなければならない。送付される資材の中には、接種時に針

をバイアルに入れた際に誤ってそれがひっくり返らないようバイアルを固定するホルダーも入っている。 
 

 それ以降のワクチンの送付は発泡スチロール容器に入れて行うことになる。 
この発泡スチロール容器は必要とされる送付量に応じて100 本から1500 本のワクチンバイアルを入れることができ

る。発泡スチロールを用いて送られたワクチン輸送は、到着後は２～８℃に保って保管する必要がある。この第２陣

以降の送付ワクチンの保存については、州や地方レベルでのワクチン保管に関する総合計画やワクチン接種施設計画

のための戦略、それらのすべてに組み入れられるべきである。 
 

 現時点における、国家医薬品備蓄システム(NPS)からのワクチンの迅速、大量発送の計画では発送初日には500ユ

ニットのバキシクールシステムの発送が可能であり（これは合計で７千５百万人分のワクチン送付に相当）、さらに２

～６日目には１日あたり615ユニットまでの発泡スチロール容器での発送が可能である。この計画が実行されれば国

家医薬品備蓄施設から全米各州に向け５～７日以内に２億８千万人分（米国民全員分）のワクチンが配送される事に

なる。同様に、人口が１万人からそれ以上の都市に対し、必要量に応じて直接ワクチン発送を行うことも可能である。 

 

接種の可能性のあるワクチンの性状 

 
ワクチン 接種数／バイアル 保存温度  再構成（溶解） 

／溶解後の保存 
ACAM1000 
（アカンビス社） 

１００回分 ２～８℃ 溶解液0.25ml 
溶解後は２～８℃保存 

ACAM2000 
（バクスター社） 

１００回分 ２～８℃ 溶解液0.25ml 
溶解後は２～８℃保存 

アベンチスパスツール社 １００回分 ０℃またはそれ以下 ０℃またはそれ以下 
ドライワックス 
(ワイス社) 

５００回分 ２～８℃ 溶解液1.25ml 
溶解後は２～８℃保存 

 
注意：使用されるワクチンのメーカーに関しては事前に知らされることはない。 
   よって、すべてのスタッフに対し、各自のシフト（担当業務時間）の開始前に 
   用いられるワクチンの保存や取扱いに関しての反復学習が求められる。 

 

 警備に関する検討 

 

 特別な警備の必要性を事前に予測しておくべきであり、かつ大規模ワクチン接種事業を支援するためのプランニン

グの中に取り入れられるべきである。以下の事案を検討し、適切に警備上の保障がなされるべきである： 

 

１．ワクチン保管施設（施設や施設以外の）における保安要員の確保、施錠、ワクチン保管場所への立ち入りの制
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限の実施。 
２．ワクチンが保管されているすべての場所（ワクチン接種施設とワクチン保管場所）には予備電力供給（自家発

電装置）が存在すること。 
３．ワクチン接種施設に大勢が集まった場合に、人々の秩序の維持や交通整理、ならびにスタッフの安全確保や施

設運営の保安事案に関する保安要員の確保と配備。 
４．ワクチンの保管場所への輸送や保管場所からワクチン接種施設までの配送における警備。 

 

大規模ワクチン接種施設の組織体系と人員見積もり 

 

 このセクションでは、治験薬としての天然痘ワクチンを接種する上で必要とされる様々な業務をひとつひとつ具体

的に提示しワクチン接種のモデルならびに、ワクチン接種施設の人員見積もりの例を示す。ここに掲げたワクチン接

種施設のモデルは、全体として百万人に１０日で接種することを目標としている。 このモデルは、様々な人間集団が

様々な地域において生じる諸々の事情が原因でワクチン接種目標数の変更があった場合にも対応して、拡大あるいは

縮小しうるものである。 人員見積もりは以下のことによってなされる：１）前回つくった大規模ワクチン接種施設モ

デルとそれをまとめた文書全体の見直し、２） 治験薬としてのワクチン接種の上での必要条件の考慮、３）さまざま

にスタッフの数を変えた場合に予想される施設内での人々の流れと施設への人々の出入りをコンピュータを用いてモ

デル化。 施設の中での特定の業務を完了するために要する時間に影響するパラメータがこのモデルの中で推測されて

いる。 これらの業務のために必要とされる時間はワクチン接種施設に課せられる要求の大きさによって異なる可能性

も考えられ、また人員見積もりそのものの調整も必要となってくる可能性もある。 州と地方の天然痘ワクチン接種計

画の立案者はこれらの業務時間見積もりをよく検討し、必要とされることになる業務時間の増減少にうまく対応する

ためにどのような人員配置や、どのように人の流れに対して順応する必要がでてくるであろうかを考えておくべきで

ある。 例として挙げられた施設において必要とされる人員の数を決定するためのコンピュータによるモデル化におい

ては次のパラメータが仮定として用いられている： 

 

  ●ワクチン接種施設へ来る人々の９７％が施設内の通常の流れのなかで処理される 
     〇残りの１％が施設の流れにのる前に判断が必要とされる何らかの病気を持つ 
     〇残りの２％が天然痘患者の接触者である、あるいは接触者である可能性がある者として識別され、施設とは

分けて設置された“接触者精査”コーナーへ送られる       
  ●通常の施設にやって来た人々の２０％がオリエンテーションビデオのほかにメディカルカウンセリングが必要

とされる 
     〇メディカルカウンセリングないし質問は５～１５分とする。（ある人々は１５分以上を必要とし、またある

人々は５分未満ですむはずである） 
     〇医師は施設に必要である。医師がいれば難しいメディカルスクリーニングを担当してもらえ、それによって

施設の流れをスムーズにすることができる。 
  ●追加的メディカルカウンセリングを受けている人々（すなわち、上記の施設を訪れる人々２０％以上）の５０％

はワクチン接種を受け、残り５０％が 禁忌 あるいは他の理由でワクチン接種を延期する 
  ●治験薬としてのワクチンについての説明書を配ることと、最初の指示をだすのに３０秒～２分かかることが予想

される 
   ●ビデオオリエンテーションが７５人収容の５つの部屋でおよそ３０分ごとに行われる 
   ●一人一人が各自病歴申告書を書き終えるのに２～３分を要する 
   ●ワクチン接種ならびにワクチン接種記録カードを記入し終えるのに0.5～２分を要する 
 
 以下に掲げる表に示した数は、上記の仮定のもとになされたワクチン接種施設人員構成において必要とされ

る人的資源の例を表したものである。 施設の業務時間の見積もりと必要な人員の見積もりに関する想定数は、
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施設の仕事量と人員の能力をより最大限にひきだすための方針決定の過程でいろいろ動く性質のものである。 
ただしスタッフの数は、それらの想定と施設に課せられた仕事量によって変動するかもしれないが、施設の中

で実施されるはずの一般的な業務（患者教育、病歴のスクリーニング、メディカルカウンセリング、ワクチン

接種等々）それ自体は変化しないはずである。 

 
 CDC は州と地方の保健医療担当当局にたいして｢Maxi-Vac｣というプログラムソフトを配布することを計画して

いる。このソフトは、設定されたワクチン接種の目標の達成にむけて接種者が流れる効率を 最大にするよう、人的資

源（例えば、医者、看護師、他のスタッフ）の必要な部署へのふりわけを可能にするものである。 逆に、このソフト

ウェアは、さまざまな人員の見積もりをした場合、最大どれだけのワクチン接種が可能になるかを決定するためにも

使える可能性があるものである。 
 
 ここで例として概要がのべられているモデルは、いったん任意のワクチン接種がはじまった場合に、ワクチン

接種の到達目標にむけて、ワクチン接種施設が 100％に近い高率で稼働できうることを前提としてつくられて

いる。 

                                       

       ワクチン接種の到達目標  ＝ １０日間で百万人に接種 

              （１日におよそ１０万人） 

 

           ワクチン接種施設業務概算 

 

ワ ク チ ン 接 種 施 設

（ VC ） 
２０個所のワクチン接種施設 

(人口１００万人あたり)     

人口の多いところでは接種者の

増加に合わせて、ワクチン接種

施設数をふやすことも可能であ

る。 
ワクチン接種サイト 
（ VS ） 

・業務シフトあたり８つの VS  
・１サイトあたりに一人のワクチン接

種担当者  
・１サイトあたり0.5～１人の立会人

/ヘルパー（ワクチン接種の交替要

員をかねる） 
・１業務シフト毎に１６人のワクチン

接種担当者 ／立会人 

 

業務時間 １日あたり最低１６時間 １日あたりの接種人数が多く、

時間内に接種しきれない場合に

は業務時間を延長することを考

慮 
ワクチン接種達成人数 ・１サイトにつき１時間あたり 30～

60人へのワクチン接種 
・１施設で１時間あたり370人 程度

のワクチン接種 
・1施設につき１日あたり 

5,900人へのワクチン接種 
・20 個所の施設で１日あたり合計

118,000人程度へのワクチン接種 
・百万人のワクチン接種に～9日程度 

 

1サイト１時間あたり30～60の

接種数は、ワクチン接種担当者

のローテーションや物資の再供

給、ワクチン接種カードの記載、

その他考慮すべき仕事の量によ

り変わってくる。 
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 ワクチン接種施設１個所あたりの人員配置の内訳 
 

役割 ８ 時間の業務シフトあ

たりの人員 
1日１６ 時間  あ

たりの人員  
経験 

記入用紙の配布等担当 ９ １８ 非医療系ボランティア 
有症者や接触者の  トリ

アージ担当     
２ ４ 看護師あるいは救急治療専

門員 
オリエンテーションビデオ

の操作担当 
８ １６ 非医療系 （５人は上映室、

３人は補助として上映室間

を動くための誘導整理） 
照会業務担当 16 ３２ 非医療系ボランティア 

メディカルスクリーニング

専門員  
７ １４ 医学教育を受けた者。看護

師あるいは医師 
診察担当医師  ２ ４ 有症であるか、あるいはよ

り難しい病歴診断スクリー

ニングをする医者 
ワクチン接種 ／立会担当 １６ 

（ 接種者 、立会、交替

要員） 

３２ ワクチン接種、ワクチンカ

ードへの記入、立会人とし

てのサインを行うようマル

チ･トレーニングをうけた

人員 
ワクチン調製／ワクチンサ

イトへの供給担当 
 

２ ４ 調剤経験のある薬剤師、薬

剤師、アシスタント、ある

いはワクチンまたは薬剤調

剤経験のある看護師  
出口相談員 ２ ４ 最終の質問／指示のための

医師あるいは公衆衛生専門

員 
診療記録／データ入力担当 １０ ２０ 非医療系 、ワクチン接種者

に関して収集された情報の

データ入力  
施設管理者 ２ ４ 現場の責任者 
物品供給マネージャー ２ ４ 非医療系  
施設内のスムーズな流れの

担当／精度管理点検員／書

類記入補助員 

８ １６ 非医療系ボランティア書類

記入補助、回収、施設内が

スムーズに流れるよう支援 
警備担当 ２０ ４０ 非公衆衛生系人員 
交通整理担当 ２ ４ 非医療系、もし駐車場が離

れて設置している場合は、

その場でバスからの乗降を

補助 
通訳（施設人員見積もりに

入れず） 
１業務シフト毎 
主要な言語につき 
少なくとも１ 

不明 訓練を受けて当該言語に流

ちょうなこと 

控え・予備としての流動的

スタッフ 
３ ６ 非医療系ボランティア 

接触者調査担当 ４ ８ 公衆衛生担当職員 
緊急治療専門員 １ １ 医療系職員 
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ維持管理担当 １ ２ 非医療系技術者  
  合   計 １１７ ２３４  
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■ 説明／記入用紙の配布担当…９人 ｘ ２シフト ＝ 合計１８人… 記入用紙／説明書をひとまとめにし、説明文書

集／登録用紙／同意書／その他治験薬に関する書類のセット、クリップボード、鉛筆を配る(一人１分)ための人員。 
人々は、ビデオ説明の部屋に入る順番を待ってならんでいる間に、調書に記入し始めるであろう。 

■トリアージ…［看護師あるいは救急治療担当］ ２人 ｘ ２シフト ＝ 合計４人… 病人をほかの診察施設へ案内し

たり、接触者と判明した人々、最近３週間以内に発疹のある病気と接触した人、およびそれらの人々の家族を施設 

内の高度診察施設に案内したりするトリアージを担当する人（一人１分）。 トリアージにはまた、病人、あるいは

接触者と判明した人々が、どこに行くべきかを示す表示板も利用するべきである。 ［メモ：もしバス輸送を前提

とした外部の駐車場が使われるなら、施設への輸送バスに乗り込む前に駐車場の所定の場所においてトリアージに

より、病気の人々をバスに乗せないようにするべきである。］ 

■ビデオによるオリエンテーション…８人の人  々ｘ ２シフト ＝ 合計１６人… 施設の手順、書類書き、治験薬と

してのワクチン接種に対する同意、ワクチン接種をする理由、ワクチン接種の禁忌について説明するビデオを上映

しオリエンテーションを実施する人員；５部屋が同時に稼動。１セッション 1 部屋あたり７５人収容し、スタッ

フ２名で実施（１セッション ２０分程度。人々が部屋の出入りに要する時間は５～１０分とみる）あるいは約一

時間で２セッション（一時間あたり約７５０人へのオリエンテーション）。 

■照会業務担当 …１６人 ｘ ２シフト ＝ 合計３２人… （非医療系ボランティアであってもトレーニングを受けた

者であればよい）署名の記入されたメディカルスクリーニング／ワクチン接種同意書記入欄に「はい」にチェック

のない人をワクチン接種ステーションへ送る。また接触者欄にチェックが、あるいは他の「はい」とか「おそらく」

といった欄にチェックのある人々を接触者スクリーニングやメディカルスクリーニングに送る。 スタッフが休憩

している間もすべてのステーションが稼働し続けることができるように必要に応じて予備スタッフが交替であた

る。 

■メディカルスクリーニング専門員《ワクチン接種禁忌者をさがし、診察あるいはインフォームドコンセントを得る

ための質問に対するカウンセリング（医師、看護師、医師のアシスタント、看護師見習のように医学的に訓練を受 

けた人であるべきである）》…７人／シフト ｘ ２シフト ＝ 合計１４人… 禁忌に対する患者の病歴を再検討し

た り、インフォームド･コンセントに関する質問に答えたりするスクリーニング専門員 （ 患者一人あたりおよそ 
５から１０分）。もしあまりに多くの人々が追加的なスクリーニングを必要とする場合、このパートの人数を増や

す必要があり、そして施設のこのパートをバックアップする体制がスタートさせることになる。 

■診察担当医師…２人 ｘ ２シフト ＝ 合計４人… トリアージされた病気の人を診察／診断、必要な場合にはメデ

ィカルスクリーニング専門員によって接触者あるいは非接種者であっても、禁忌に相当する可能性のある非接触者

とされた人々に対し、追加的カウンセリングを行う（一人~１０分程度）、そしてワクチン接種直後のあらゆる不測

の事態に対処する（例えば、失神あるいはアナフィラキシー）をあらいだす。 

■ワクチン接種担当者 ／アシスタント…１６人 ｘ ２シフト ＝ 合計３２人… ８ワクチン接種サイトで、１.５～ 

２人のワクチン接種担当者／サイト／シフト。ワクチン接種を交替したり、ワクチン接種同意書やメディカルス

ク リーニングの記入用紙への記入に立ちあったり、それらの記入署名後に回収したりする。（８ワクチン接種ス

テーションそれぞれが一時間あたり３５～４５人に接種し、合計で３６０人／時間ワクチン接種をする）。ワクチ

ン接種 は州法の下でワクチンを接種することが許された人たちが担当すべきである。 

■ワクチン接種サイトのためのワクチン準備…２人 ｘ ２シフト ＝ 合計４人… ワクチン接種サイトに対し、必要

に応じてワクチンバイアルを供給する。 薬剤師、薬局技術者または他にも州法が認める薬剤の調剤あるいはワク

チンの調製のトレーニングを受けた人員が任ぜられる。 

■出口相談員…（医師あるいは公衆衛生専門員でなければならない）２人 ｘ ２シフト ＝合計４人… 接種部位のケ

ア、副反応の兆候、あるいは免疫獲得が不成功であったことについての報告方法／追跡調査、そしてワクチン接種

後におきる他の諸問題について、あらゆる最終的に寄せられる質問に答える。 

■医学的記録／データ入力…１０人 ｘ ２シフト ＝ 合計２０人… 得られた 記録を集めてデータベースに参加登

録／ワクチン接種情報（例えば、名前、社会保障番号 、パスポート番号／国籍、連絡先）（もしデータベースがす

でにたちあがっているなら記録の入力に約１分）を入力する。―また、もし可能であるなら、ワクチン接種数の“リ

アルタイム”の記録を維持し、さらに副反応あるいは 再接種 を必要とする免疫獲得が不成功であった者を後日検

索するためのデータベースは現場にあるようにすることが重要である。またすべての施設を集中管理するデータベ

ースで Web ベースの登録をすることが望ましい。 

■施設管理者…２人 ｘ ２ ＝ 合計４人… ワクチン接種施設の機能や施設で生じる問題の解決等の全体を監督する。 

■物品供給マネージャー…２人 ｘ ２ ＝ 合計４人… すべてのワクチン供給についてのニーズを監督し、ワクチン

のロット番号や、分配や廃棄、ワクチン接種サイトへの再供給といったワクチンの供給状態を把握する。 
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■施設内のスムーズな流れ／精度管理／書類記入補助員 ［ボランティア］ …８人 ｘ ２ ＝  合計１６人… 施設

内のスムーズな流れを維持することを助け、書類記入を手伝う。精度管理をし、ワクチン接種サイトからクリップ

ボードと書類を回収する。書類をデータ入力担当者にわたし、クリップボードを記入用紙配布担当者に戻す。待合

室を巡回し質問に答え、必要に応じ人々と話し合って安心させる。                      

■警備員…２０人 ｘ ２ ＝ 合計４０人… 外部の混雑の整理と施設内部の安全管理を行う。施設内の流れや交通に関

する制御を助け、他の安全に関する事柄を補佐する。 公衆衛生関係者以外の人材が担当。しかしながら、これに

関する人員の配置は、綿密に調整された計画の一部として安全管理の提供として、適切な機関や組織が担当すべき

である。 

■交通整理要員…２人 ｘ ２ ＝ 合計４人… もし接種会場内に駐車場がなら、駐車場の交通整理を行う。もし場外

の駐車場からバス輸送が行われるなら、これらの人員は必要とされない。 

■通訳者…それぞれのシフト毎に、地域で話される主要な言語それぞれについて１人必要。施設に来る住民の話す主

要な言語の種類によってはもっと必要かもしれない。  耳が聞こえない人々を援助するために手話に熟練した通訳

も必要。 地方 と州の官庁が共同体の構成に基づいて必要とされる言語の通訳を定めるべきだ。 通訳を必要とす

る住民を回付するために特定の施設を設けることを考える。 

■流動的スタッフ［ボランティア］…３人 ｘ ２ ＝ 合計６人… 電話に答えて、必要に応じワクチン接種施設のさ

まざまなパートを支援、また書類を集め、障害者や老人を援助する等仕事を行う流動的スタッフ。 

■接触者診察班のスタッフ…４人 ｘ ２ ＝ 合計８人… 接触者であることが判明した人々とその家族をメディカル

スクリーニング、教育及び、登録の作業を非接触者と切り離して行うため。 接触者に対して天然痘症状の観察の

ために登録されること、さらにいかなる旅行も制限され、定期的な報告が求められることを説明する。当スタッフ

は接触者の症状観察の経過のプロセスについて、天然痘の兆候／症状について、そして接触者の診察に関する様々

なことがらについての教育を受けなくてはならない。 

■緊急治療専門員…１人 ｘ ２ ＝ 合計２人… 接種後の医学的な緊急時、たとえば失神などに対処するために。 

■コンピュータ維持管理担当…一人／シフトｘ２ ＝ 合計２人… コンピュータ、プログラミング、電子機器の維持

管理に必要なこと、そして他の情報工学に必要なことをサポートするための要員。 

 

 

上記の人員確保見積もりに正式には含まれていないが、それぞれの施設にはメンタルヘルスのためのスタッフを配置

することも考慮すべきである。 

 

  流動的予備スタッフ、書類記入補助、照会業務担当要員および 

   ワクチン接種施設の活動に関連し、必要とされるボランティア 
 

２交替制８時間シフトをカバーするため、１ワクチン接種施設あたり必要とされる 

スタッフ⇒ およそ２３４人（１シフトあたり１１７人） ＋ 通訳 

［メモ： うち４０人が公衆衛生関係者ではない警備担当の人々である。］ 

非医療系ボランティアは以下の業務に就く：記入用紙の配布、オリエンテーションビデオ、 

照会担当者、データ入力、物品供給マネージャー、施設の流れの維持／精度管理／ 

用紙記入補助、警備、交通整理、通訳、流動的予備スタッフ、情報関連サポート。 

 

２０個所のワクチン接種施設のために必要な全スタッフ数…  

234人／施設 Ｘ20施設  ＝4,680人 ** が１日２交替制 8 時間シフトで 

２０個所の ワクチン接種施設の運営のために必要であり、それに通訳が加わる 

［メモ： これらの人員の約17％あるいは８００人が警備のために必要とされる 

公衆衛生関係者以外の人員である。］ 

 

**無断欠席、休暇、交替要請、その他の不慮の出来事に対処するために いくつかの仕事ができるように訓練された

人によっておよそスタッフ２０％を増員することも考えておくべきである。 
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 免疫獲得の不成功と副反応に対する考慮 

 

ホットラインを次のことのために敷設する。 
 
1. 免疫獲得の不成功の報告と取り扱い 
非接触者：ワクチン接種を受けた人は天然痘の症例の接触者と認定されたのでない限りはワクチン接種カードと

免疫獲得成功確認カード（治験薬の説明文書一式の中にある）をわたされる。そしてもし7日目にワクチン接種

部位がカード上の写真に似ていない場合は、示された電話番号（地方の保健医療当局によって設置されたホット

ライン）に電話するよう指示される。 
   それらの人々はホットラインを通して免疫獲得が不成功に終わった可能性がある場合、再接種のためにワクチ

ン接種カードを持ってワクチン接種施設へ再来するように助言されるであろう。最接種のためにワクチン接種施

設に再来した人が、前の施設来訪時のワクチン接種カードを提出する限り、繰り返しメディカルスクリーニング

を受ける必要はないであろう、しかし同意のための資料（ビデオ）を再度見て、追加の同意書式に署名するよう

に要求されるかもしれない。 この後、彼らは再接種のためにワクチン接種サイトに向け直接トリアージされる

こともありうる。 
    

接触者： 監視の下でワクチン接種をした接触者と、彼らの家族もまた免疫獲得成功確認カードとワクチン接種

カードを受け取ることになる。 もし可能なら、彼らは接触者サーベイランス過程の中でワクチン成功を視覚的

に確認されることになる。 もし限られた人員で多くの接触者のサーベイランスを行わなくてはならないために

直接目で確認することが不可能な場合には、接触者と彼らの家族は地方あるいは州の保健医療当局から指示され

た接触者監視ホットラインに免疫獲得の不成功の可能性を報告するよう指示されることになる。７日目に不成功

である接触者とその家族に対し再接種が行われるだろう。この再接種はワクチン接種施設の接触者診察ユニット

への回付後や別の指定された場所への回付後、あるいは視覚による判定（治験薬の実施過程で許される方法に基

づく）後、保健医療担当職員による直接のワクチン接種によって行われることになる。 

 
2.  副反応を疑う症状の報告、診察と治療   

ワクチンに対する副反応の診察と治療は、指定された場所あるいは ワクチン接種施設 から独立した場所で行

うべきである。 副反応を疑う報告を受けるために地方にはホットラインを設置し、そのための職員を置き、ワ

クチン被接種者に配られる天然痘ワクチンについての知識 (Smallpox Vaccine Information Statement：VIS）
にそれを書いておく。スタッフは、もっと詳しい医学的診察を受けられる場所を相談者に教える。 天然痘バイ

オテロ対策計画の一部として、地方と州の保健医療当局はワクチンの副反応を疑う症状を照会し、診察し、治療

する機関を設置すべきである。 加えて、州の保健医療当局は、医療従事者が VIG を必要とする可能性のある副

反応を報告するために、州による報告と相談のための機関を設置すべきである。 
   ［添付資料２参照］  

             

その他考慮すべきこと 

 

 

移動ワクチン接種施設 
  必要に応じ、一定の地域に長年住んでおり、かつ移動することができない人たちに対してワクチンを接種ために、

移動ワクチン接種施設の設置も考慮すること。 
 ■退職者コミュニティー、介護施設、病院、留置所その他の施設 
 ■アパートや団地のようなヒトが極端に多い一定区画ないし施設 
 
ハンディキャップのある人たちに対して 
 ■ハンディキャップのあるひとたちに対してワクチン接種施設へ行くための交通手段を提供すること。 
 ■ 駅から駅へと歩いて移動ができない高齢者のための車椅子を準備すること。 
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紹介検査システムの立ち上げ 
 ■天然痘ワクチン接種施設の全体構想の一環として、接種する／しないの判断にかかわる  ＨＩＶ検査や妊娠検

査が必要な人たちを紹介するための戦略を考え、それらの検査施設や医療施設との連絡体制を構築しておくこと。

各地域におけるワクチン接種計画のプランナーは、その担当地域において守秘義務が遵守でき、こうしたテスト

を実施できる施設のリストを持っておくこと。これに加え、もしＦＤＡで承認されたキットが入手可能であれば、

それらの施設においてこの迅速ＨＩＶ検査キットの使用も考慮しておくこと。 
 
廃棄物処理 
 ■２０個所のワクチン接種施設当り２～３台のトラックとスタッフを配置し、少なくとも１日１回は計画的に医療

廃棄物およびその他の廃棄物を回収すること。 
 
休憩施設 
 ■職員の労働時間が 8 時間を越える場合や、シフトが終了後も悪天候等で帰宅できない場合  に備えスタッフが

休息したり眠ったりする場所を確保しておくこと。 
 
スタッフの通勤・移動手段 
■場所によってはスタッフがワクチン接種施設へ移動するための足を確保しておくこと。 

 

 

 広報活動 

 

 ■全国ネットのＴＶ、ローカルＴＶ、教育ＴＶやラジオ放送のネットワークなどを使用して同一の情報を流すこと。

プランナーは個々の接種場所の変更やその時点において空き及び混雑等接種場所の突然の状況変化に対応して、

最新の情報を地域においていかに短時間で作製し流すことができるかを検討しておくべきである。 
 ■移民や難民そして英語を母国語としない人々のコミュニティーに情報を伝達させるために  有効な非英語の情

報発信のためのメディアをリストアップしておくこと。 
 ■メッセージ (ビデオ、録音テープ、記者会見、専門家による説明) 

   ○バイオテロ発生以前のメッセージ バイオテロに関連した病気のこと、予防法、治療    などについて。

有事の際に保健医療当局が取ることにしている手段の概略について（たとえば１０日間で１００万人に対し

てワクチン接種を実施しようとしている計画）。また、緊急事態が差し迫っている時の一般市民への情報提供

の方法、テロ発生時の保健医療当局の対応に関する計画の概要、ワクチンの供給が適切に行われることにつ

いての説明。 
   ○バイオテロ発生後のメッセージ 
        ■州の対応策が実施されようとしていること、そのほか 
           ●緊急事態であるが、冷静に、決してパニックとならないように 
           ●ワクチン接種施設をどの程度準備するかについて 
           ●天然痘予防のタイミングについて 
           ●天然痘ワクチンの供給について 
           ●トレーニングを受けた専門家について 
           ●ワクチン接種施設へのバス利用の場合の集合場所のリスト 
           ●施設への入場に必要なＩＤ等の書類について 
           ●通常の公共サービスのうち利用制限を受けるもののリスト 
           ●ホットラインの電話番号について 
           ●ワクチン接種対策の全体像についての説明 

■複数のマスコミュニケーションを用いた情報の発信（たとえば公共サービスについて最新の情報を流す
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ことになっている地方TV 局やウエブサイトあるいは自動的に最新の情報に置き換わることになってい

るテレフォンサービスなど）により、頻繁に最新のワクチン接種施設“待ち時間”情報を頻繁に流し、

施設の効率的利用をはかる必要がある。 

 

 

 中核都市に設置されるワクチン接種事業本部 

 

 ■マネージメント 
   ○上記の規模でワクチン接種が実施できるように中心プランを考え、機会あるごとに更新していくこと。 
   ○中心となる医療、行政、メディア、公共サービス、教育、情報関係者ならびに当事業に協力してくれるNGO

（非政府組織）関係者を集めた中核グループの会議を持ち、連携を維持すること。 
   ○それぞれのプランの構成要素について、実行に移すそれぞれの責任者を任命すること。 
   ○テロ発生時に上記の各機能が実際に働くように人材配置を行うこと。 
   ○シミュレーションを行い、必要に応じてプランを練り直すこと。 
 

■テロ発生時には、ワクチン接種施設を２０個所設置し、それぞれにスタッフを配置し、安全性/セキュリティを確

保し、必要な資器材を決め確保すること。また、ワクチン・医薬品、医療器材・書類関係の分配および医療廃棄

物回収システムの流れを確立すること。さらに、ワクチン接種施設間の情報ネットワークのプランニングとその

運用を図ること。 
■指揮系統やコミュニケーションセンターに関する計画が現実的なレベルで適切に確保されかつすべてのパートナ

ー（例えば緊急対応チーム、事務局、施設の現場）と共有化されていること。 
■市 / 州の職員、報道、安全対策、保健医療、連邦政府 / 州の緊急事態対応機関その他の公的機関の間のコミュニ

ケーションと責任分担を確固たるものにすること。 
■緊急対策センターのそばにワクチン接種施設事業の中核都市本部を設置し、それらの間でより良い協調・協力と

コミュニケーションがはかられること。 

■中核都市本部は、施設全体のアクティヴィティや利用状況を常チェックし、ワクチン接種施設の活動状況に関す

る時間単位での最新情報を一般市民、報道そしてその他の緊急事態対策の調整役等に提供すること。 

■中核都市本部は、常に施設の“待ち時間”情報を流しつづける。 
■ワクチン接種事業本部に、将来的におこるであろう問題を考える部局を設け、問題を提   起させ、適切な対策を

講じられるようにしておくこと。 
  

 

 ワクチン接種のための施設 

 

■地理的な地域性および人口密度を考慮すること 
■可能ならば、テロ発生以前の計画段階で、ワクチン接種実施の際に接種施設となりそうな多くの施設と、接種施設

になる旨、了解の覚書を交わしておくこと。 
■施設について 

○ 十分な広さがあること。 
○バリアフリーであること。 
○学校を使用する可能性を事前に考えておくこと。大に駐車スペースの広い高校や中学・小学校など。また、

人口のより過密な地域においては、適当に人数が分散するように小学校を考えるのもよい。[人口の多いとこ

ろでは、大規模の学校あるいは大型の体育館や講堂やその他の施設を有する学校を選ぶ] 
○もし、毎日一定の数が処理可能ならば、他の既存の公的ワクチン接種施設を当事業でもワクチン接種施設と

すること。 
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○もし、施設が不足するような場合には町の公会堂、大学のホール、スポーツ観戦施設、会議場、大きな教会

や寺、劇場あるいは、場合によってはある種の商業モール等も考えに入れておくこと。大勢が集まることがで

きる、できれば広範な地域の人々のアクセスが可能な大きな駐車施設を備えた広々とした建物が望まれる。 
○すべてのワクチン接種施設には、適切に洗面所が設けられていること。 

■ワクチン接種施設の位置と各ワクチン接種施設の受け持ち地域を公表すること。 
 

 

 

接種対象者をワクチン接種施設に向かわせるための支援・便宜供与 

 

■ワクチン接種施設に自分でいこうとする人々のために 
○ダイヤ運転のバスや地下鉄などによる無料輸送手段を講じること。 
○施設に自家用車の駐車のための無料駐車場を設けること。 

■ワクチン接種施設と離れた場所に駐車場を設け、そこから施設への集団送迎という方法（collection area: 送迎ス

テーション） 
○１つの施設あたり２０個所の送迎ステーションを設け、それらの間で巡回バスを走らせること。なお、各送

迎ステーションは、既存の路線バスや地下鉄の停留所や駅に設けること。 
○周辺地域の送迎ステーションについて。（例えば商業モールや映画コンプレックス、公園、観光名所施設、広

場など）自家用車が駐車できる十分なスペースを持つ場所にも、送迎ステーションを設け、１つの施設あた

り２０個所の送迎ステーションの割り当てで巡回バスを走らせること。 
○公共施設所有のバスやスクールバスのシステムを指揮し、ワクチン接種施設と送迎ステーション間の輸送に

あたらせること。 
○それぞれの送迎ルート、送迎ステーション、ワクチン接種施設を担当するバスおよびドライバーを決めるこ

と。（２交替制） 
○十分な数のバスとドライバーを準備すること。目安は、各施設１日あたり約６,０００人、合計平均４００時

間の輸送業務。 
○送迎ステーションとワクチン接種施設の送迎輸送の調節を担当するオーがナイザーを配置すること。(目安は

施設送迎ステーション単位あたり4 人必要で、２交代制で単位当たり８人。１００の施設送迎ステーション

単位があれば、それだけで合計８００人が必要になる) 
○主な送迎ステーションには十分な数の洗面施設を準備すること。 
○送迎ステーションの配置ならびにそれらの受持ち区域、そしてワクチン接種施設の各エリアサービスについ

て、宣伝すること（例えばテレビ、ラジオ、新聞、配布印刷物、バスや地下広告などを利用して） 
■人々が、特定の日に集中したりせずに効率良くワクチン接種施設を訪れるような方策を考えること。世帯主のソ

ーシャルセキュリティ番号の下三桁の数字、あるいは自宅の番地、会社の番地、郵便番号や学区分けなどを用い

ることも考えられる。（例えば第１日目は０００番から０９９番まで、第２日目は１００番から１９９番まで、…

…第９日目は８００番から８９９番までというように） 
■人々に対し、身分証明書（ソーシャルセキュリティカード、運転免許証、パスポート、その他のＩＤ）を持参す

るようにアドバイスすること。 
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天然痘ワクチン接種施設の備品･資材 
 

一般的な備品･設備 ワクチン接種に必要な備品     緊急時の際に使用する備品 

・天然痘ワクチン保冷箱/冷蔵庫  
・ワクチン希釈液  
・滅菌済みのワクチン接種用二叉針 
・針･ガラス等の危険物廃棄容器 
・パウダー付のラテックス手袋 
・パウダーフリーのラテックス手袋 
・殺菌手洗い液 
・アセトン 
・長方形のバンドエイド 
・ガーゼ 
・ばんそう膏 
・ブリーチ入りのスプレー容器 
・使い捨ての紙製のガウン 
（接種部位が露出できないような衣服を

着ている人のための着替え用） 
・スクリーン（目隠し用仕切り資材）  
（着替えやカウンセリングや接種等、必

要に応じて） 
 
 

混雑整理とトリアージ関連用品 
・クリニック内外とリアージエリアの 
場所と順路の表示 

・ 行列の仕切りのための資材（人々を整

列させるため） 

コンピューター用の備品資材 

・テーブル 
・椅子 
・飲料水とコップ 
・紙 
・ボールペン･鉛筆 
・封筒 
・輪ゴム 
・接着テープ 
・業務時間 
・ホッチキス 
・はさみ 
・付箋紙 
・マグネット掲示板 
・ファイルボックス 
・電話器 
・ファックス 
・コピー機 
・ペーパータオル 
・ティッシュ･ペーパー 
・テーブルの作業領域を覆

うテーブルパッドとクリ

ーンな紙 
・ごみ箱とごみ袋 
・スタッフ用ＩＤ 
バッジ 

・緊急電話連絡先 
リスト 

・５台以上の解説ビデオ放

映用の大画面ビデオ放映

セットまたはＤＶＤプレ

ーヤー 
・解説ビデオ７本 
（破損を想定して予備も） 
・ 掃除用具  
（モップ・バケツ等） 

・コンピューター 
・プリンター 
・紙 
・インターネットへの接続用の設備 
（データの登録やデータベースへの 
エントリーのため） 

・緊急時対応のための一貫した 
マニュアル 

・除細動器 
・0.1％エピネフリンアンプル 
またはエピクイック 

・ジフェンヒドラミン 
（抗アレルギー剤）の注射用 
アンプル（５０mgIM） 

・１インチと１.５インチの 
２５ゲージ針付の３ｃｃの注

射筒 
・５/８インチ注射針付ツベルクリ

ン注射筒（エピネフリン注射用） 
・アルコール綿 
・血圧測定用駆血帯（種々の 
サイズの） 

・酸素のボンベと供給用 
チューブ 

・点滴用補液と点滴セット 
・舌圧子 
・大人用、子供用逆流防止弁 
付使い捨てマスク 

・大人用、子供用気管挿入資材 
・止血帯 
・台車付き担架 
・聴診器 
・診察用懐中電灯 
・簡易ベッド、毛布、枕 
・救急室記録用紙 
・吐物盆 
・アスピリン、タイラノール 
レギュラーインシュリン等 
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その他の資材供給に関する追加的配慮 

 
各ワクチン接種施設のための追加的備品資材供給や人的支援（合計２０個所分） 

  ■文書複写… 必要となるかもしれない治験薬の文書の複写など文書管理事務のために必要量に応じ１台以上のコ

ピー機を用意；ワクチン接種施設ごとで行われる文書の複写；スペアのトナーも用意。 

  ■コンピュータ… データの入力のために必要なソフトが入った（可能ならソフトを統一しておくこと）１２台のデ

スクトップないしノート型パソコンを用意（ウェブ上のデータベースを利用する場合には、すべてインターネッ

トに接続しておくこと）。 
  ■ セントラルサプライ倉庫（一元的に保管供給する施設）… ワクチン接種施設で用いる資材（紙類、ペン、ホチ

キス等）の１週間の運営に必要な数量を予測し、それを個々のワクチン接種施設ごとに一括梱包し、毎週配送。  

  ■配送… ワクチンと資材の配達を２０個所のワクチン接種施設にむけておこなうための専用のトラックや車両、ス

タッフ、そして運転手、そして事前に計画された経路の準備。 
 
通信機器 
  ■電話… 各ワクチン接種施設に５台ずつの専用回線の電話と１台のファックス。 
 ■ファックスやデータ通信の必要がない場合、ないしはワクチン接種施設内で一般加入電話が遠くにある場合（体

育館や講堂など）については携帯電話の準備も考慮すべきである。 
  ■伝令役を使う必要がないようにその場で交信ができる携帯無線機を用意。 
 
緊急事案対応 
 ■各々のワクチン接種施設はワクチン副反応への対処ならびに、その他の接種のストレスが原因で起こる可能性が

ある事故（たとえば心臓発作、アナフィラキシー、喘息など）に対応するために作られた、明文化された緊急事

案対応マニュアルを常備しておくこと。 
 
ワクチン接種施設スタッフへの食事と飲み物の供給 
  ■赤十字のような社会資本の活用を考慮すること。 
 ■地域の会社・商店は食料や飲料を喜んで寄付してくれる可能性もある。 
 
関連物資情報 
 ■発災初日には２０個所のワクチン接種施設支援に１２万セットを提供。国家備蓄から直接あるいはプランニング

の一部として、地方版として予め印刷しておいたものから、書式・書類（たとえば予防接種解析文、治験薬使用

のための書類、禁忌、免疫獲得、副反応記録のための日記、ワクチン接種記録カードなど）を二日分配給しても

らう。   
  ■発災２日目、３日目など（一日１２万セット）のために、すべての書式を適正な数だけ複写しておくこと。 
 ■２０個所のワクチン接種施設への配送を支援するために、上に述べた専用のトラック、スタッフ、運転手を手配

し事前に配送の道順を決めておくこと。   
 ■予防接種を受ける前にＨＩＶ検査を受けたいと申し出る人々にできるように、地域の中でＨＩＶ検査が可能な病

院や検査機関に関する情報を提供しておく。ＨＩＶ検査にかかる費用は、個人負担となる。 
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 治験薬としての天然痘ワクチン接種のための支援戦略（ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ） 

 
この章は天然痘にかかる緊急事態への対応の際の、天然痘ワクチン使用についての概略が書かれている。この治験薬

接種の実施要綱は、一例でも天然痘が確認された事例があった場合に直ちに以下に概略を示したとおり実施に移され

るものである。 
 
流れを示す模式図を参照のこと。（図２） 
●地域住民への広報活動  はワクチン接種施設のロジスティクスの中で最初にあげられるものである。これらの広報

活動の内容は、天然痘という病気、予防接種、ワクチン接種施設と電話連絡のための番号、施設での事務手続き、

施設には何を着て何を持っていくか（身分を証明するもの、予防接種がしやすいようなゆったりとした衣服）、ど

のような交通手段で行けるのか等についての重要な情報を含むよう工夫されているものでなければならない。広報

は複数の言語で提供されねばならないし、また地域の英語を話す住民と英語以外の言語を話す住民の両方に届くよ

うな報道をしているメディアを活用すべきである。 
●有症者のトリアージ：ワクチン接種施設での第一のトリアージのポイントは天然痘の症状を示すもの、ないしは天

然痘が確認された患者と接触した者を見つけ出すトリアージである。ここのチェックポイントは、施設において一

般の接種を受ける人々を、天然痘に暴露させないように有症者や接触者をそれ以外の人々から離すことにある。 
  ■発病者（たとえば発熱や発疹）：これらの人々は施設に入る前にメインの人の流れから離し、そして症状や病気

に応じて必要な措置を受けることになるであろう。（例えば、症状のモニタリング、他への紹介あるいは支援

ケア） 
  ■接触者：接触者はその後のフォローアップに関する説明を受けるためにメインの流れから離され、そして天然

痘の症状についての経過観察のための登録をおこなうことになる。接触者もワクチンの接種を受ける。 
  ■健康な人（施設におけるメインの流れを形成する大多数の人々）：病状を呈しておらず接触者でもない人々は

施設内の次のコーナーへ進むことになる  
●まとまった情報の提供：発症者以外全員（接触者とその他の大多数の人々）は、以下の「発症者以外の一般の人々

のための情報セット」を受け取ることになる 
   ■ビデオの内容を説明した文書（台本シナリオ） 
   ■問診票 
   ■追加の説明を加えた予防接種解説文 
   ■予防接種個所のケアのためのカード 
   ■予防接種の証明カード 
 
これらの情報を受け取った後に、これら大多数の人々はビデオコーナーに進む一方、「接触者」は接触者の精査コー
ナーに進む。 
 
 
●ビデオコーナー：  大多数の人々は交布番号 21CFR50.25.のインフォームドコンセントの中にある最も重要な要素

が収められたビデオを見ることになる。このビデオを見たということは、十分な理解に基づく同意のための口頭に

よる情報提供について定めたFDAの規則を充たしており、この場でその説明をおこなった証拠となる。このビデ

オの台本シナリオは「発症者以外の一般の人々のための情報セット」に含まれ、また最低限，英語とスペイン語翻

訳版がその中に含まれなければならない．その他の特別な言語を話す住民のためにローカルレベルで他の言語も必

要になる可能性もあろう。 
 
ビデオ終了後、人々は問診票を埋めるように指示される、しかるのちにワクチン接種施設内にある残りのコーナーに
移動するよう指示を受ける。 
 
 
●ビデオ学習後のトリアージ：問診票の記入を終えた人々は、問診票とともにこのトリアージコーナーに進む。この

問診票は、その個人や家族がワクチン禁忌の状態にある場合に、その禁忌の有無について自分自身で確認するため

のもの（例えば患者への接触歴、特殊な免疫状態、自己免疫疾患、免疫の状態を変える治療、皮膚の状態，妊娠、



 20

過去の天然痘予防接種での反応歴、ワクチン成分へのアレルギー歴、一歳以下の乳幼児）ないしは予防接種を受け

るか否かの決断に関する質問である。 
■もし問診表の□の欄の一つにでも“はい”と“たぶん”をチェックしている人は、そのチェックした禁忌事項

に関する詳しい話を聞くためにカウンセリングコーナーに向かうことになる。 
■自分で確認できるような禁忌事項がない人、あるいは禁忌に関する疑問のない人はワクチン接種コーナーに進

む。 
■ワクチン接種のとりやめを決めた人で、その人が接触者でない場合は、係員につれられ出口までいくことにな

る。 
 
●ワクチン接種コーナー ： 

■ワクチン接種コーナーでは、新たなカウンセリングの必要のない人は、病歴スクリーニング用紙の裏にある、

自分がビデオを見、すべての質問に答えてもらったことを述べた同意書にサインする事になる。ここでは、ま

だ質問が残っている場合には、どのような質問でもできるチャンスが与えられている。また、質問が残ってい

る場合にカウンセリングコーナーに戻ることも可能である。同意書は、接種者がサインし、ワクチン接種アシ

スタントが「同意の証人」として同じ用紙にサインしたのち回収されることになる。 
■追加のカウンセリングを受けた後、ワクチン接種コーナーに戻りたいと考えるに至った人は、まず医療カウン

セラーが証人となった同意書を受け取り、ワクチン接種に進むことになる。 
■ワクチン接種につづいて、「ワクチン接種証明書」にワクチン接種のアシスタントが押 
 印し、証明書は接種者に返されることになる。 
■ワクチン接種を拒否した非接触者は、全て施設から出ることが許される。（接触者でありながらワクチン接種を

拒否した人は「接触者診察ユニット」のエリア内において、それ相当の隔離措置を受けてもらうことになるこ

とや、常に注意を払っておくべき症状についてなど、接触者としての適切な情報を提供してもらうことについ

て指示されたりすることになる。 
 
●ワクチン接種後の情報と最終チェック：ここは施設内における最後段階のコーナーであり、まだ質問が残っている

場合、どのようなものでも受け付ける所である。ここでは持っていなければならない情報シートと指示書を全て間

違いなく持っているかについての確認もおこなうことになる。（ここではまた、更なる情報提供のためのシートを、

必要に応じて配布できるように準備しておくべきである） 
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添付資料 1 
 

天然痘ワクチン接種施設に対する治験薬（IND）問診票の例＊ 

 
＊治験薬の問診票は今後検討が必要である。以下の問診票は、計画、教育/訓練用だけのために利用されるべき

である。最も最新版の問診票はワクチン出荷と同時に配布されるが、もしくは国家基盤の共同調査者によって

提供され、そしてワクチン接種施設内ですべての実際の治験薬投与プログラム管理のために利用されるべきで

ある。 
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天然痘ワクチン治験薬 
問診票と同意書 

日付：        
患者識別番号：        
（ひとつ選択：□ソーシャルセキュリティー番号 □パスポート番号 □免許証番号と発行州：   その他□ リスト□ 入手不能 □） 

申し込み者 情報： 
氏名                                     誕生日：         性別：男□ 女□ 
現住所：                                                                  

市     州         郵便番号  電話番号 

接触歴： 
天然痘患者と接触しましたか         はい□ いいえ□ 
悪性発疹者との過去3週間以内に接触しましたか  はい□ いいえ□ 

 

スクリーニング： 
あなたまたはあなたの子供は以下の事項に該当するものはありますか 
はい いいえ たぶん  
□  □  □ HIV/ADIS、癌、白血病、リンパ腫、臓器移植、無ガンマグロブリン血症のような免疫抑制状態にありますか 

□  □  □ ループスのような自己免疫疾患による免疫力の低下 
□  □  □ 経口ステロイド（例えばprednisone）薬や、化学療法剤/放射線化学療法または免疫抑制剤を服用中である 

□  □  □ 湿疹、アトピー性皮膚炎または湿疹、アトピー性皮膚炎の既往歴 
□  □  □ その他の火傷様、とびひ、皮膚炎関連、帯状疱疹、手の皮膚疾患 
□  □  □ 妊娠している 
□  □  □ ポリミキシンB、ストレプトマイシン、クロルテトラサイクリン、ネオマイシンに対する 

アレルギー 
□  □    1歳未満 
□  □    ワクチン接種にあたっての健康状態について追加質問 
□  □    18歳未満であり、両親または保護者と同居していない 
□  □    ワクチン接種を決めるにあたって解答してほしい質問がある 

□  □    この成人は無資格とされ、選考と承諾署名書は完全に両親および保護者によってなされている 
[この質問だけチェックしても追加のカンセリング、スクリーニングは要求しません。] 

 

ワクチン接種のためのインフォームドコンセント 
私は 

・ワクチン情報ビデオを見たまたはビデオパケットを読んだ、または通訳者と話した 
・情報パケットを受け取った（なぜワクチン接種を申請するか、なぜ調査をおこなうか、ボランティア恩典、利益、リスク、副作用、接種の危

険、ワクチンの対策、有害事象、ワクシニア免疫グロブリン、シドフォビア、ワクチン接種部位のケア、守秘義務、コスト、障害対策、拒絶

権利、代換処置、問題や疑問に関する情報連絡） 

・問診票は全て記入した 
・この問診票の前半に記載されたリストに該当した場合には受信しさらに情報提供を受けた 
・質問と回答の機会をもった 

 
私はなぜ天然痘ワクチンは有益なのか、ワクチン接種に伴うリスクと利益に関する情報を提供され、本日私または子供のワクチン接種を決定します。 

申込者署名／両親又は保護者： 
（サイン）                                                          

 

種痘医専用 
ワクチン接種施設ID：         種痘医ID（氏名又は IDナンバー）        
ワクチン名：□Dryvax □Aventis □ACAM1000 □ACAM2000ロット番号：         
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        天然痘ワクチン治験薬（IND）          
          天然痘ワクチン接種記録               

 

再種痘時、又はワクチンに関連した病気の評価の時にこのカードを持参してください。 
 

氏名：                               
患者識別番号（医学的問診票と同じID使用）：               
 識別番号の種類 

□ ソーシャルセキュリティー番号          
□ パスポート番号発行国          
□ 免許証番号、発行国         
□ その他：リスト        
□ 入手不能 

住所：                                          

                                                         
（市）                   （州）                （郵便番号）          
電話：（      ）                      

 
 

 

以下事項、ワクチン接種記入欄 

 
日付（月/日/年） ワクチンタイプ ワクチンロット番号 接種場所  医療機関名  ワクチン管理者 
  （チェックボックス）   （チェックボックス） 

 
  Dryvax □ 
  Aventis □   右腕 □ 
  ACAM1000 □   左腕 □ 

  ACAM2000 □   その他 □ 

 
  Dryvax □ 

  Aventis □   右腕 □ 
  ACAM1000 □   左腕 □ 
  ACAM2000 □   その他 □ 

 
  Dryvax □ 
  Aventis □   右腕 □ 

  ACAM1000 □   左腕 □ 
  ACAM2000 □   その他 □ 

 
  Dryvax □ 
  Aventis □   右腕 □ 
  ACAM1000 □   左腕 □ 
  ACAM2000 □   その他 □ 
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                           天然痘ワクチン 
 

もしあなたの皮膚が、たとえば、湿疹、アトピー性皮膚炎、膿痂疹、完治前の 

やけど、接触性皮膚炎、または水痘などの状態にある場合に知っておくべきこと。 
  
（おねがい）お配りした「天然痘ワクチン一般情報シート」には、天然痘、天然痘ワクチン、ワクチンの副   

反応、ワクチン接種部位のケアに関する注意事項等が、より詳しく説明されています。よくお読みになっ

てください。 

 

１ 天然痘について教えてください 

  天然痘は非常に重篤な疾患です。天然痘はバリオラと呼ばれる天然痘ウイルスによって起こり、ヒトか

らヒトへ伝染します。 

  天然痘に罹患した場合には以下の様々な症状を呈することがあります。 

・重篤な皮疹 （皮疹が治った場合にも瘢痕が残ります） 

・高い発熱 

・全身の倦怠感。 

・強い頭痛と背中の痛み 

・失明  

・死（感染者の30％にものぼります） 

 

天然痘の患者の発生は、世界中で1978年を最後に認められていません。 

 

２ どうして私は今日、天然痘ワクチンの接種を受けるように言われたのでしょうか？ 

  あなたが以下のいずれかひとつに当てはまる場合には、天然痘ワクチンの接種の対象となります。 

・あなたが、天然痘ウイルスに暴露した 

・あなたが、天然痘患者と密に接触を持った 

・あなたが、天然痘ウイルスにさらされていなくとも、ウイルスに暴露され発症する可能性がある人と  

同居している 

・あなたが、まだ天然痘ウイルスにさらされていなくとも、天然痘患者の発生があり今後暴露されるお  

それがある 

 

３ 皮膚病変を持つ人が天然痘に関して特に知っておくべきことはありますか?  

皮膚病変を有する人が天然痘ウイルスに暴露された場合、皮膚病変を持たない人の暴露にくらべて何ら

かのリスクが増すといったことは知られていません。天然痘では患者のほぼ３人に１人が亡くなります。  

 

４ それでも私は天然痘ワクチンを受けるべきでしょうか？ 

  ・天然痘患者が発生し流行の兆しがある緊急事態においては、天然痘患者と接触のあったひと、もしくは天然痘

ウイルスに暴露されたひとは全てワクチンを受けなくてはなりません。それは年齢、アレルギーの有無、妊娠

や他の医学的状態の如何にかかわらずです。 

・あなたに上記の皮膚病変のいずれかがあり、かつ天然痘ウイルスにさらされていたならば、ワクチンの副反応

が起こるリスクよりも天然痘を発病するリスクの方が高いので、ワクチン接種をお勧めします。 

・あなたに上記の皮膚病変があり、天然痘にさらされていないならば、天然痘を発病するリスクがワクチンの副

反応のリスク以下なのでワクチン接種は避けるべきです。  

 

５ 上記の皮膚病変がある場合には、いつまでワクチン接種は避けるべき、ないしはワクチン接種をいつまで待つべ

きなのでしょうか?    

・天然痘ウイルスに接触した可能性がない場合、湿疹があるか、または湿疹の既往歴のある方は天然痘ワクチン

を接種すべきではありません。    

・アレルギーによる発赤、激しいやけど、膿痂疹水痘などの確かな皮膚病変のある方で、天然痘ウイルスに接触 
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した可能性がない場合には、すべての皮膚症状が改善するまでは、天然痘ワクチンの接種を待つべきです。 

・あなたに高リスクの皮膚病変があるのに、あなたの家庭のだれかがワクチン接種を必要としているなら、あな

たは、ワクチンを受ける人の接種後の痘痕が完全に回復して、かさぶたが落ちるまでその人との接触を持つべ

きでないし、また同居するべきではありません。    

 

６ 皮膚病変のある方に特有の天然痘ワクチンのリスクは何ですか?  

天然痘ワクチン接種を受けるすべての人々がさらされるリスクについて一般的なワクチン情報パンフに記

載されています。  

 

さらに、湿疹やアトピー性皮膚炎などの皮膚病変もっている人々が、天然痘ワクチンを受けるか、または完

全に癒されて、かさぶたが落ちる前の他人の痘痕に触れたならば「ワクシニア性湿疹」と呼ばれる重症の皮

膚病変を発症するリスクがあります。ほとんどの人々はこのワクシニア性湿疹から回復しますが一方で、時

にかなり重症化して死に至るケースもあります。 

 

ワクチン接種時に湿疹がない人でも、湿疹の既往歴を持っている人々は「ワクシニア性湿疹」になる確率は

そうでない人より上がります。  

 

７ 私はどのような症状に注目しなければならないのでしょうか?  

発熱や、ワクチン接種サイトから全身に広まって、なかなかよくならない全身性の発赤、または身体の他の

各部分に生じる水ぶくれです。  

 

８ 私がワクチン接種を受け、その後ワクチンの副反応が起きたと思った場合、私は何をすべきでしょうか?  

すぐ、医師に電話をしてください。 何がおきたか、何時から始まったか、そして、ワクチン接種の日付をあ

なたの医師に言ってください。 あなたの医師は、次に何をしたらよいかをあなたに言うでしょう。  

 

９ 天然痘ワクチンによって引き起こされる「ワクシニア性湿疹」に対する治療法は何ですか?  

あなたがワクシニア性湿疹になってしまった場合にも、有効と思われる治療法が２つあります。 

それらはワクシニア免疫グロブリン（VIG）とシドフォビルです。これらの治療薬は静脈に注射して（IV）投

与しますので、治療は病院で行われることになり。ただし、これらは承認前の試験中のお薬で、それら自体

に様々な重篤な副作用を起こす可能性もない訳ではありません。 

  これらの治療薬に関して、費用はCDCが負担します。しかしその他の病院での医療費をCDCは負担できませ

んので、ご自分もしくはご自分の保険、メディケア（老人医療健康保険制度）、メディケイド（低所得者医

療扶助制度）によりお支払いいただくことになります。 

 

10 私が天然痘ワクチンを受けないと決めた場合にはどうなりますか？ 

・ワクチン接種を受けるかどうかは、あなたに決定権があります。 

・あなたが天然痘患者と接触があり、かつワクチン接種をしないと決断した場合、あなたは18日間隔離され

ることになるかもしれません。これには他のワクチン接種を行っていない人たちとの接触を防ぐ意味があ

ります。あなたは、その間、家にいることはできませんし、働きに出ることもできません。天然痘を発症

しないこともしくは発症した場合には他の人への感染力がなくなったことが確実になるまで隔離施設で、

経過観察されることになります。 

・もし、あなたが、いかなる天然痘患者との接触もなかったことがはっきりしている場合には、あなたはワ

クチン接種を受けないと決めることはできます。ただし、その場合、あなたは今後天然痘の可能性のある

いかなる人との接触も避けなければなりません。あなたは働きに出ることも、学校に行くこともできます

が、家から遠く離れないでいるのが、たぶん一番安全でしょう。 

  

11 さらに詳しいことをお知りになりたい方へ 

・もしワクチン接種後に、ワクチンを接種した部位について何かご質問がございましたら、24時間直通電話

にお問い合わせください（電話番号は追ってご連絡いたします）。 

・もしこのワクチンもしくは天然痘について何かご質問がございましたら、市町村もしくは州の健康対策課

あるいはCDCにお問い合わせください（電話番号は追ってご連絡いたします）。 
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          天然痘ワクチン 

もしあなたのお子さんが１歳未満の場合、知っておくべきこと 

 

（おねがい）お配りした「天然痘ワクチン一般情報シート」には、天然痘、天然痘ワクチン、ワクチンの副反応、

ワクチン接種部位のケアに関する注意事項等が、より詳しく説明されています。よくお読みになってください。 

 

 

１ 天然痘について教えてください 

  天然痘は非常に重篤な疾患です。天然痘はバリオラと呼ばれる天然痘ウイルスによって起こり、ヒトから  

ヒトへ伝染します。 

  天然痘に罹患した場合には以下の様々な症状を呈することがあります。 

・ 重篤な皮疹 （皮疹が治った場合にも瘢痕が残ります） 

・ 高い発熱 

・ 全身の倦怠感。 

・ 強い頭痛と背中の痛み 

・ 失明 

・ 死（感染者の30％にものぼります） 

  

天然痘の患者の発生は、世界中で1978年を最後に認められていません。 

 

２ どうして私の子供が天然痘ワクチンの接種を受けなければいけないのでしょうか？ 

  あなたのお子さんが以下のいずれかひとつに当てはまる場合には、天然痘ワクチンの接種の対象となります。 

・ あなたのお子さんが、天然痘ウイルスに暴露した 

・ あなたのお子さんが、天然痘患者と密に接触を持った 

・あなたのお子さんが、天然痘ウイルスにさらされていなくとも、ウイルスに暴露され発症する可能性があ

る人と同居している 

・あなたのお子さんが、まだ天然痘ウイルスにさらされていなくとも、天然痘 

患者の発生があり今後暴露されるおそれがある 

 

３ 小さな子供たちにとっての天然痘について何か特に知っておくべきことはありますか？ 

  小さいお子さんたちの場合、天然痘は非常に重症化やすい傾向があります。4歳未満のお子さんは、それ以上

のお子さんに比較して、天然痘で死亡する危険性がとても高くなります。4歳以上のお子さんたちは通常それ

以下のお子さんたちに比べた場合には、死亡に至る危険も少なくなります。 

 

４ 子供が1歳未満だった場合、ワクチン接種そのものによる危険が増すと聞きますが、それはどのようなこと

を言っているのですか？ 

  天然痘ワクチンを受ける人は全て何らかのリスクをおことになります。これらのリスクについては天然痘 

ワクチン一般情報シートに記載してあります。 

 

  1歳未満の乳児は、例えば脳浮腫や全身の発疹などの重篤なワクチンの副反応をきたす可能性が高くなります。

脳浮腫はまれな副反応ではありますが、100万人の乳児に対するワクチン接種で約42例の発症がありうるとさ

れています。脳浮腫は最悪の場合には取り返しのつかない脳障害をきたし、死亡することすらあります。 

 

  ワクチン接種後に現れる全身の発疹は、通常は軽症でとくに治療は必要とせず、自然に治ります。ただし、

ごくまれに重症化し治療が必要となることがあります。 

 

  小さいお子さんはまた、ワクチン接種部位を手で容易に触ってしまい、他の部位（眼瞼、顔、口、外陰部な

ど）にワクチン成分のウイルスを運んでしまいます。それらは、運ばれていった先で新に潰瘍を形成してし
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まいますので、ワクチン接種部位をお子さんが触ってしまわないように覆ったり、あるいはもし触ってしま

った場合はよく手を洗うことが必要です。 

 

５ それでも私の子供は天然痘ワクチンを受けるべきでしょうか？ 

  天然痘患者が発生し流行の兆しがある緊急事態においては、天然痘患者と接触のあったひと、もしくは天然

痘ウイルスに暴露されたひとは全てワクチンを受けなくてはなりません。それは年齢、アレルギーの有無、

妊娠や他の医学的状態の如何にかかわらずです。 

 

 もしあなたのお子さんが天然痘ウイルスに暴露された場合は、天然痘の発症を防ぐために、あるいはたとえ

発症したとしても重症化を防ぐようワクチンの接種をお勧めします。 

 

６ もし私の子供が１歳未満であった場合、ワクチン接種を拒否もしくは延期することはできますか？ 

  あなたのお子さんが天然痘ウイルスに暴露したり天然痘患者と接触したことがないことがはっきりしている

場合にかぎり、１歳を過ぎるまでワクチン接種を見合わせることは可能です。 

 

７ ワクチン接種を行ったのち、子供がワクチンによる副反応の症状を呈したと思われた場合には、どのように

したら良いのですか？ 

  ただちに医師と連絡をとってください。医師にどのような状況かを説明し、それがいつから始まったか、  

いつワクチン接種を行ったかなどお伝ください。医師が何をすべきかアドバイスします。 

 

８ 天然痘ワクチンの副反応に対する治療はどのようなものですか？ 

  お子さんが天然痘ワクチンによる重篤な副反応を呈した場合には、有効な治療法として２つが挙げられます。

それらはワクシニア免疫グロブリン（VIG）とシドフォビルです。これらの治療薬は静脈に注射して（IV）投

与しますので、治療は病院で行われることになり。ただし、これらは承認前の試験中のお薬で、それら自体

に様々な重篤な副作用を起こす可能性もない訳ではありません。ただし、ワクチン接種が原因の脳浮腫に対

してはこれらの治療は有効でないため、その他の治療が行われます。 

 

  これらの治療薬に関して、費用はCDCが負担します。しかしその他の病院での医療費はCDCは負担できません

ので、ご自分もしくはご自分の保険、メディケア、メディケイドによりお支払いいただくことになります。 

 

９ 私が子供に天然痘ワクチンを受けさせないと決めた場合にはどうなりますか？ 

・ 子供にワクチン接種を受けさせるかどうかは、あなたに決定権があります。 

・あなたのお子さんが天然痘患者と接触があり、かつワクチン接種をしないと決断した場合、あなたのお子

さんは18日間隔離されることになるかもしれません。これには他のワクチン接種を行っていない人たちと

の接触を防ぐ意味があります。あなたのお子さんは、その間、家にいることはできません。隔離施設で天

然痘を発症しないこと、もしくは発症した場合には他の人への感染力がなくなったことが確実になるまで

経過観察されることになります。 

・もし、あなたのお子さんが、いかなる天然痘患者との接触もないということがはっきりしている場合には、

あなたはお子さんにワクチン接種を受けさせないと決めることはできます。ただし、その場合、お子さん

は今後天然痘の可能性のあるいかなる人との接触を避けなければなりません。 

・もし、あなたのお子さんがワクチンを接種せず、天然痘ウイルスに暴露されたためにワクチン接種をした

人と同居している場合には、彼らがもはや天然痘を発症する危険が無いと判断されるまでは、しばらくお

子さんを彼らと接触しないところで生活させる必要があります。いつになればそのご家族が天然痘を発症

する危険がなくなるかは、公衆衛生係官が教えてくれます。通常それらの期間は天然痘ウイルス暴露後18

日もしくはワクチン接種後14日間です。 

 

10  さらに詳しいことをお知りになりたい方へ 

・もしワクチン接種後に、ワクチンを接種した部位について何かご質問がございましたら、24時間直通電話

にお問い合わせください（電話番号は追ってご連絡いたします）。 

・もしこのワクチンもしくは天然痘について何かご質問がございましたら、市町村もしくは州の健康対策課

あるいはCDCにお問い合わせください（電話番号は追ってご連絡いたします）。 
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  天然痘ワクチン 
 

もしあなたが妊娠中の場合、知っておくべきこと 
 

（おねがい）お配りした「天然痘ワクチン一般情報シート」には、天然痘、天然痘ワクチン、ワクチンの副反応、

ワクチン接種部位のケアに関する注意事項等が、より詳しく説明されています。よくお読みになってください。 

 

１ 天然痘について教えてください 

  天然痘は非常に重篤な疾患です。天然痘はバリオラと呼ばれる天然痘ウイルスによって起こり、ヒトから  

ヒトへ伝染します。 

  天然痘に罹患した場合には以下の様々な症状を呈することがあります。 

・ 重篤な皮疹 （皮疹が治った場合にも瘢痕が残ります） 

・ 高い発熱 

・ 全身の倦怠感。 

・ 強い頭痛と背中の痛み 

・ 失明 

・ 死（感染者の30％にものぼります） 

  

天然痘の患者の発生は、世界中で1978年を最後に認められていません。 

 

２ どのようなときに天然痘ワクチンの接種を受けねばならないのでしょうか？ 

  あなたが以下のいずれかひとつに当てはまる場合には、天然痘ワクチンの接種の対象となります。 

・ 天然痘ウイルスに暴露した 

・ 天然痘患者と密に接触を持った 

・天然痘ウイルスにさらされていなくとも、ウイルスに暴露され発症する可能性がある人と同居している 

・天然痘ウイルスにさらされていなくとも、天然痘患者の発生があり今後暴露されるおそれがある 

 

３ 妊娠中に天然痘にかかった場合に何か特に知っておくことがありますか？ 

  もしあなたが妊娠中に天然痘ウイルスに暴露され天然痘を発症した場合には、妊娠していないご婦人に比べ

より重症化しこれにより死亡する確率もより高くなります。また天然痘ウイルスによる感染を受けた場合、

可能性として考えられる結果は次のようなものです。 

・ 流産 

・ 死産 

・ 早産 

・ 問題ない誕生あるいは感染児の出産 

 

天然痘が根絶される1980年以前、天然痘は妊娠早期に発症した女性の75％、後期に発症した女性の60％に流

早産をもたらしていました。 

 

４ 妊娠中の場合、通常と比べてワクチンによる副作用のリスクが増すということはありませんか？  

  天然痘ワクチンを受ける人は全て何らかのリスクをおことになります。これらのリスクについては天然痘 

ワクチン一般情報シートに記載してあります。 

 

  天然痘ワクチンはワクシニアと呼ばれる天然痘に似たウイルスから作られた生ワクチンです。一般的に妊娠

中は生ワクチンによる予防接種は行われません。まれなケースですが、妊娠中に天然痘ワクチンが接種され

た妊娠母体内の胎児にこの生ワクチンのウイルスが感染し、早期産、死産、新生児死亡をひき起こすことが

あります。しかしながらかつて数100万人が天然痘予防接種を受けていた時でさえも、このような報告がなさ

れているのは50例以下でした。 
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５ それでも私は天然痘ワクチンを受けるべきでしょうか？ 

  天然痘患者が発生し流行の兆しがある緊急事態においては、天然痘患者と接触のあったひと、もしくは天然

痘ウイルスに暴露されたひとは全てワクチンを受けなくてはなりません。それは年齢、アレルギーの有無、 

妊娠や他の医学的状態の如何にかかわらずです。 

 

  もしあなたが妊娠中で天然痘ウイルスに暴露された場合は、天然痘の発症を防ぐために、あるいはたとえ発

症した場合でも重症化を防ぐようワクチン接種をお勧めします。 

 

６ もし私が妊娠中であった場合、ワクチン接種を拒否あるいは延期することはできますか？ 

  あなたが天然痘ウイルスに暴露したり天然痘患者と接触したことがないことがはっきりしている場合にかぎ

り、あなたが出産を終えるまでワクチン接種を見合わせることは可能です。 

 

７ ワクチン接種を行ったのち、ワクチンによる副反応の症状を呈したと思われた場合には、どのようにしたら

良いですか？ 

  ただちに医師と連絡をとってください。医師にどのような状況かを説明し、それがいつから始まったか、 

いつワクチン接種を行ったかなどお伝ください。医師が何をすべきかアドバイスします。 

 

８ 天然痘ワクチンの副反応に対する治療はどのようなものですか？ 

  天然痘ワクチンによる重篤な副反応を呈した場合には、有効な治療法として２つが挙げられます。それらは

ワクシニア免疫グロブリン（VIG）とシドフォビルです。これらの治療薬は静脈に注射して（IV）投与します

ので、治療は病院で行われることになり。ただし、これらは承認前の試験中のお薬で、それら自体に様々な

重篤な副作用を起こす可能性もない訳ではありません。ただし、ワクチン接種が原因の脳浮腫に対してはこ

れらの治療は有効でないため、その他の治療が行われます。 

 

  これらの治療薬に関して、費用はCDCが負担します。しかしその他の病院での医療費をCDCは負担できません

ので、ご自分もしくはご自分の保険、メディケア、メディケイドによりお支払いいただくことになります。 

 

９ 私が天然痘ワクチンを受けさせないと決めた場合はどうなりますか？ 

・ ワクチン接種を受けさせるかどうかは、あなたに決定権があります。 

・あなたが天然痘患者と接触があり、かつワクチン接種をしないと決断した場合、あなたのお子さんは18日

間隔離されることになるかもしれません。これには他のワクチン接種を行っていない人たちとの接触を防

ぐ意味があります。あなたは、その間、家にいることはできません。隔離施設で天然痘を発症しないこと、

もしくは発症した場合には他の人への感染力がなくなったことが確実になるまで経過観察されることにな

ります。 

・もし、あなたが、いかなる天然痘患者との接触もないということがはっきりしている場合には、あなたは

ワクチン接種を受けないと決めることはできます。ただし、その場合、あなたは今後天然痘の可能性のあ

るいかなる人との接触を避けなければなりません。 

・もし、あなたがワクチンは接種しておらず、それでいて天然痘ウイルスに暴露されたためにワクチン接種

をした人と同居しているような場合には、あなたは、彼らがもはや天然痘を発症する危険が無いと判断さ

れるまでは、しばらく彼らと接触しないところで生活する必要があります。いつになればそのご家族が天

然痘を発症する危険がなくなるかは、公衆衛生係官が教えてくれます。通常それらの期間は天然痘ウイル

ス暴露後18日もしくはワクチン接種後14日間です。 

 

10  さらに詳しいことをお知りになりたい方へ 

・もしワクチン接種後に、ワクチンを接種した部位について何かご質問がございましたら、24時間直通電話

にお問い合わせください（電話番号は追ってご連絡いたします）。 

・ もしこのワクチンもしくは天然痘について何かご質問がございましたら、市町村もしくは州の健康対策

課あるいはCDCにお問い合わせください（電話番号は追ってご連絡いたします）。 

 



 

経過観察を要する人々に対する天然痘ワクチン接種 
 

 この情報は、あなたが以下のような、免疫状態に何か問題がある人である場合に知っ

ておくべきことをお知らせするものです。 

（HIV感染者、AIDS患者、臓器移植を受けた方、抗ガン剤治療中の方、ステロイド大量

投与中の方、放射線治療中の方、細胞性もしくは液性免疫上の問題や他の原因による免

疫不全状態にあるとき） 

 

（おねがい）お配りした「天然痘ワクチン一般情報シート」には、天然痘、天然痘ワクチ

ン、ワクチンの副反応、ワクチン接種部位のケアに関する注意事項等が、より詳しく説明

されています。よくお読みになってください。 

 

１ 天然痘について教えてください 

  天然痘は非常に重篤な疾患です。天然痘はバリオラと呼ばれる天然痘ウイルスによって

起こり、ヒトから  ヒトへ伝染します。 

  天然痘に罹患した場合には以下の様々な症状を呈することがあります。 

・ 重篤な皮疹 （皮疹が治った場合にも瘢痕が残ります） 

・ 高い発熱 

・ 全身の倦怠感。 

・ 強い頭痛と背中の痛み 

・ 失明 

・ 死（感染者の30％にものぼります） 

  

天然痘の患者の発生は、世界中で1978年を最後に認められていません。 

 

２ どのようなときに天然痘ワクチンの接種を受けねばならないのでしょうか？ 

  あなたが以下のいずれかひとつに当てはまる場合には、天然痘ワクチンの接種の対象と

なります。 

・ 天然痘ウイルスに暴露した 

・ 天然痘患者と密に接触を持った 

・ 天然痘ウイルスにさらされていなくとも、ウイルスに暴露され発症する可能性があ

る人と同居している 

・ 天然痘ウイルスにさらされていなくとも、天然痘患者の発生があり、今後暴露され

るおそれがある 

 

３ 免疫機能に問題がある場合、天然痘という病気について何か知っておくべきことはあ

りますか？ 

  最後の痘瘡患者が発生したのは、30年以上も前のことでした。当時、からだの免疫シス

テムの病気についてはあまり良く解っていませんでした。現在は、免疫システムについ

てかなり多くのことがわかってきていますが、我々には免疫に問題がある人が天然痘に

罹ったという経験がありません。免疫に問題がある人々が一般の人にくらべて容易に重

症な感染症に罹りやすいことを考えると、正常な免疫状態の人たちと比べて、そのよう

な人たちが天然痘に罹った場合、重症化しやすいのは間違いないと考えられます。 

 

４ 免疫状態に問題があると、天然痘のワクチンをうけた際にどのようなことが起こる危険

性がありますか？ 

  天然痘ワクチンを受ける人は全て何らかのリスクをおことになります。これらのリスク

については天然痘 ワクチン一般情報シートに記載してあります。 

  天然痘ワクチンに使われているウイルスは、天然痘ウイルスではありません。生きてい

るワクシニアウイルスによってワクチンは作られています。一般的に免疫に異常がある

人たちには、生ワクチンの接種は避けるよう勧められていますが、それは免疫に異常が

あるためにワクチンに使われている生きたウイルスの増殖を抑えきれなくなる可能性



 

があるためです。一般的に、このような免疫に問題がある人たちへの天然痘ワクチンに

よってどのような重篤な副反応が起きるかのリスクについては解っていません。ＨＩＶ

感染者への天然痘ワクチンで重篤な副反応が起きた例が少数報告されています。この場

合には、ワクチンのウイルスがからだ中をめぐり、全身性ワクシニア症と進行性ワクシ

ニア症という二通りの病態に陥っています。天然痘ワクチン一般情報シートで、このよ

うな症例の皮疹の写真をみることができます。稀ではありますが、この皮膚病変に引き

つづき病状が悪化し、死に至ることがあります。 

 

 この天然痘ワクチン接種によって、免疫不全状態そのものの悪化の速度が速まるという証

拠はまだありません。 

  免疫不全状態のレベルを表す指標（T細胞数）と免疫に問題がある人たちの天然痘ワク

チン接種による重篤な副反応のリスクの関係ついては、具体的データはまだ得られてい

ません。 

 

５ それでも私は天然痘ワクチンを受けるべきでしょうか？ 

  天然痘患者が発生し流行の兆しがある緊急事態においては、天然痘患者と接触のあった

ひと、もしくは天然痘ウイルスに暴露されたひとは全てワクチンを受けなくてはなりま

せん。それは年齢、アレルギーの有無、妊娠や他の医学的状態の如何にかかわらずです。 

  もし天然痘ウイルスに暴露された場合には、天然痘の発症を防ぐために、あるいはたと

え発症した場合でも重症化を防ぐようワクチン接種をお勧めします。 

 

  あなたが天然痘ウイルスに暴露したり天然痘患者と接触したことがないことがはっき

りしている場合にかぎり、あなたが出産を終えるまでワクチン接種を見合わせることは

可能です。 

 

６ どのような場合に天然痘ワクチン接種を受けない、もしくは延期すべきでしょうか？ 

  天然痘ウイルスおよび感染者に暴露していない場合には、天然痘ワクチン接種を受けな

いか、もしくはあなたの治療が終了して免疫状態が正常になるまで待つことができます。

しばしば延期の期間は、治療終了後3ヶ月までになることも考えられます。いつ安全に

ワクチン接種が可能かについてはあなたの主治医が教えてくれるはずです。 

 

７ ワクチン接種を行ったのち、ワクチンによる副反応の症状を呈したと思われた場合に

は、どのようにしたら良いですか？ 

    ただちに医師と連絡をとってください。医師にどのような状況かを説明し、それがい

つから始まったか、いつワクチン接種を行ったかなどお伝ください。医師が何をすべ

きかアドバイスします。 

 

８ 天然痘ワクチンの副反応に対する治療はどのようなものですか？ 

  天然痘ワクチンによる重篤な副反応を呈した場合には、有効な治療法として２つが挙げ

られます。それらはワクシニア免疫グロブリン（VIG）とシドフォビルです。これらの

治療薬は静脈に注射して（IV）投与しますので、治療は病院で行われることになり。た

だし、これらは承認前の試験中のお薬で、それら自体に様々な重篤な副作用を起こす可

能性もない訳ではありません。ただし、ワクチン接種が原因の脳浮腫に対してはこれら

の治療は有効でないため、その他の治療が行われます。 

 

  これらの治療薬に関して、費用はCDCが負担します。しかしその他の病院での医療費は

CDCは負担できませんので、ご自分もしくはご自分の保険、メディケア、メディケイド

によりお支払いいただくことになります。 

 

９ もし私が天然痘ワクチンを受けさせないと決めた場合はどうなりますか？ 

・ ワクチン接種を受けさせるかどうかは、あなたに決定権があります。 

・あなたが天然痘患者と接触があり、かつワクチン接種をしないと決断した場合、あな

たのお子さんは18日間隔離されることになるかもしれません。これには他のワクチン



 

接種を行っていない人たちとの接触を防ぐ意味があります。あなたは、その間、家に

いることはできません。隔離施設で天然痘を発症しないこと、もしくは発症した場合

には他の人への感染力がなくなったことが確実になるまで経過観察されることにな

ります。 

・もし、あなたが、いかなる天然痘患者との接触もないということがはっきりしている

場合には、あなたはワクチン接種を受けないと決めることはできます。ただし、その

場合、あなたは今後天然痘の可能性のあるいかなる人との接触を避けなければなりま

せん。 

・もし、あなたがワクチンは接種しておらず、それでいて天然痘ウイルスに暴露された

ためにワクチン接種をした人と同居しているような場合には、あなたは、彼らがもは

や天然痘を発症する危険が無いと判断されるまでは、しばらく彼らと接触しないとこ

ろで生活する必要があります。いつになればそのご家族が天然痘を発症する危険がな

くなるかは、公衆衛生係官が教えてくれます。通常それらの期間は天然痘ウイルス暴

露後18日もしくはワクチン接種後14日間です。 

 

10  さらに詳しいことをお知りになりたい方へ 

・ もしワクチン接種後に、ワクチンを接種した部位について何かご質問がございましたら、

24時間直通電話にお問い合わせください（電話番号は追ってご連絡いたします）。 

・ もしこのワクチンもしくは天然痘について何かご質問がございましたら、市町村もしく

は州の健康対策課あるいはCDCにお問い合わせください（電話番号は追ってご連絡いた

します）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       天然痘患者と密接に接触した方々への情報 
 

あなたは、天然痘の患者と密接な接触をしたことが明らかになったために、この

情報の提供を 

受けています。これ以後、天然痘患者と接触した人たちのことを「接触者」と呼

ぶことにします。 
 

 

密接な接触とは？ 

密接な接触とは、たとえば以下のようなものです。 

・患者と同居している（家、アパート、各種収容施設） 

・天然痘患者と同じ部屋で３時間以上すごした 

 

「接触者」にはどのようなことが起こるでしょうか？ 

・接触者は天然痘患者から天然痘ウイルスをうつされていることが考えられるため、天然

痘を発症する危険があります。天然痘ウイルスは感染者が話したり、笑ったり、咳をし

たり、くしゃみをした際の唾の粒子が空気中を漂うことによって、感染者の周辺に広が

っていきます。 

・接触者は天然痘ワクチンをうける必要があります。感染者と接触したとしても接触後数

日以内であれば天然痘ワクチンの接種をうけることによって、天然痘の発症を防いだり、

発症しても死に至ることを防ぐことができます。健康状態、アレルギー歴、年齢に関わ

らず、接触者は天然痘ワクチンをうけることが望まれます。これは、接触者にとっては

天然痘による重篤な症状や死の危険の方が、天然痘ワクチン接種の副作用の危険性より

はるかに大きいからです。 

・接触者は天然痘の兆候や症状がないか、注意深く観察されます。天然痘ワクチンの接種

を受けたとしても、同様に注意深く観察されます。 

・天然痘の兆候や症状とは… 

   舌下で38度以上の発熱 

   赤い皮膚病変（皮疹） 

   倦怠感 

   背中の痛 

   頭痛 

   筋肉痛 

・保健所の職員が日に二回訪問もしくは電話して天然痘の症状がないかを確認するか、あ

るいはあなたが保健所へ電話しあなたの健康状態をすることになります。 

・あなたは、18日間にわたり兆候や症状がないか観察されます。この１８日とは、感染し

たとして感染から発症にまでにかかる期間を意味しています。 

・天然痘発症を予防するために、あなたと同居している人や一緒に働いている人たちも、

天然痘ワクチンの接種を受けるように言われるかもしれません。 

・同居人が、健康状態もしくは自分の意志で天然痘ワクチン接種を受けないとなった場合

には、それらの人々は別の場所で18日間生活し経過観察されることになります。 

・それらの人々が観察されている18日間は、あなた外出はできますが、１時間上出かける

ことは許されません。具合が悪くなった場合すぐに家にもどることができるようにする

ためです。 

 

 

もし質問がある場合、1-800-xxx-xxxにお電話ください。 

 

 

 

 



 

 

 

 
           



 

添付資料 ２ 

 
州ならびに地方行政管轄区のための天然痘患者 

発生時対応プラン立案のためのひな型 



 

州ならびに地方行政管轄区のための天然痘患者発生時の 

大規模医療対応プラン立案のためのひな型 

 

大量破壊兵器として天然痘ウイルスが散布された事態に対処するための計画策定において、

考慮すべきパラメーターはその地方ならびに州政府において変化に富んでいる。すべての

プランニングは連邦政府の支援計画と関連していなければならない。本項に示したひな型

は CDC の一連のガイドラインとともに地方行政機関と州政府機関が天然痘ウイルスの散布

に対する効果的な対策を実施するためのものである。 

 

大規模な患者発生時の対応プランニングにおいて考慮すべき点 

 

はじめに考慮すべきことはきわめて早く広くその実行能力を整えることである。そのため

の方策は数多くある。 

 

・スタッフの増員による現状のマンパワーの拡大 

 

予備のベッド、病棟、そして、フロアの開放により医療行為が可能な施設の拡大は可能

である。大きな屋内施設を仮設の患者収容設備に転用することでさらにその収容能力を

高めることが可能となる。 

スタッフの増員をはかる際には、人材ソースとして、まず、はじめに組織のいくつか、

あるいはすべてに注目するとよい。医学部、整骨学校、看護学校、医療補助士学校、歯

学部、獣医学部、育児職支援組織、運動療法支援組織、検査技師組織、救急医療治療の

トレーニング組織、歯科衛生士組織、医療事務組織、介護援助組織、赤十字支部、救世

軍、消防学校、警察学校。そして近くにある軍の訓練施設／軍学校の活用を考えておく。 

 

注意 A：これらのスタッフ増員のためのソースとして考えられているそれぞれの組織と

の間で覚え書きを交わして、協力関係を構築しておく必要があろう。これは必ず事の起

こる前になされなければならない。上に挙げた地方の人材ソースの他にも保健福祉省は

地方において予備的医療ボランティア部隊の設立計画に着手している。（各地方における

医療予備的ボランティア部隊の情報は保健福祉省から配布されることになっている。）各

地方における医療予備的ボランティア部隊の確立のためのガイダンスは近日中に公開予

定である。 

注意 B：これらの集団の人員に対しては追加的にワクチンの接種が必要である。 

 

その地域以外からのスタッフ増員を考える場合、一つのソースとして移動看護師派遣会

社がある。米国看護雑誌には、このような看護派遣会社の応答が掲載されている。更に

それ以上に、追加的州政府レベルと最終的には連邦政府レベルで、派遣可能な人材を要

求することが必要になるかもしれない。 

 

大規模治療対策への人員増員は、大規模ワクチン投与計画が実行されることが前提である。（7 日間の

間に 100 万人にワクチン投与を行うためには 4,600 人程度の人員であろうと予想されている。 

 

・予備の施設の使用について（たとえばホテルや学校） 

このプランニングで予備の施設の使用にあたって重要なことは、一度この目的に使用さ

れた施設は、その後再び本来の目的に使用できなくなるかもしれない、ということであ

る。この予備施設の使用にあたっては、いくつかの点で「ケアのレベル」を下げる必要

性も出てくるかもしれない。そのような場合には、プランニングの段階でそれらに関す

る立法的配慮が重要である。 

・天然痘以外の患者の転出措置について 

・医療スタッフの転入ならびに資材の搬入（スタッフ、移動設備について） 

国防省移動資材補給部隊には、連邦対策プランの緊急サポート番号８を介して連絡が取

ることができる。 



 

 

下記に記したＸとＲ患者に対して、家庭でのケアを行う方が良いだろう。CDC により三

つのタイプの施設が薦められている（以下の書類を参照のこと）。（C＝天然痘患者；X＝

発疹症状のない発熱患者、Ｒ＝無症状の患者接触者）

http://www.bt.cdc.gov/DocumentsApp/Smallpox/RPG/GuideC/guide-C-pages1-18only.pdf 

 

 

指揮と命令系統 

 

すべての指揮と命令系統の構成要素は定期的に組織的な訓練をおこなわねばならない。 

・災害時の指揮系統を使うこと 

・統一的な指揮系統を使うこと 

・関連する連絡先の情報を明らかにしておき、定期的な更新を行っておくこと 

・関係する地方、州、連邦機関への連絡通知すること 

・情報コントロールをセンター化すること 

・医療と機器資材の支援に関するコントロールをセンター化すること 

・輸送手段の系統のコントロールをセンター化すること 

・従来型でない（代替の）緊急輸送手段の使用を考慮すること。患者移動に公共輸送を

ふり分けての利用などすること 

・適切な医療施設への患者移送方法と、治療施設からあるいは治療施設への医療従事者

の移動方法を確立すること 

・犠牲者家族に対する情報提供のための家族支援センターを赤十字メンバーと協力して

設立すること 

 

 

必要スタッフ 

 

スタッフとその家族へのワクチン投与を考慮すること。 

 

天然痘のアウトブレークの結果生じる事態に対応する様々な役割を担うそれぞれのパート

に、かなりの数の人材が必要となるはずである。連邦政府と州政府から供与される人的資

源は天然痘の大規模な流行時に生じる医療従事者を求めるニーズを埋めるには充分でない

と思われる。保健医療でのニーズに対する適切な人員の配分がこの計画を実行する上で極

めて重要となる。 

 

・他の地方、州、連邦政府機関との協調をはかる計画を立案し、それにより、特に人的

資源を増大させてしまう可能性のある重複して人員を要求するようなことを避ける。 

・その行政管轄区における免許資格を有しない医師、その他の医療従事者がその地域で

活動することを法的に認めるような資格問題を考えておくこと。天然痘への対応にお

いては、免許がない人でも免許所有者の監督下で活用できるようにしておくこと。 

・公的機関を介する情報伝達を監督すること。 

・病院にいて医療を提供する者と、天然痘患者の発生に最初に対応する現場担当者(一次

対応者)等をあらかじめ指名しておくこと。 

・大規模な治療体制がとられるときには、洗濯、掃除、物品の中央供給システムなどの

サポート体制維持のためのスタッフを適切な数確保すること。 

・病院ごとに疾病対策のアドバイスを行なえる感染症科の専門医を決めておくこと。 

・出産分娩や通常のケガの処置等の通常の医療行為が行政機能を維持しておくための職

員を天然痘対策とは別に確保しておくこと。 

・天然痘患者を治療している医療従事者を、そうでない医療従事者から隔離する手段を

準備すること。 

・医療スタッフ自身が治療施設から逃げ出したり、治療施設へ殺到してしまうことのな

いように医療スタッフたちをコントロールしうる手段を確立しておくこと。 

・天然痘への暴露あるいは天然痘暴露に対する恐怖から事に当たるべき医療従事者の数



 

が減ってくる可能性は考えておくこと。 

・大規模な医療ケアを補助してくれる予備的な人員についても考慮しておく。（たとえば

医学生、看護学生、獣医学部学生） 

・医療関係者、公衆衛生関係、そしてその家族へのワクチン接種計画を作成しておく。 

・人員に動員をかける場所を決めておくこと。 

・救急隊員に対する厚生福利に配慮し、安全性を保障すること。予備的な人員の数が 5000

人以上にのぼる可能性があることを常に念頭におくこと。 

・スタッフに対し適切な防御用の器材ならびに感染コントロールのための様々な手段を

提供すること。 

・カテゴリーごとの（医師、看護師、救急救命士）の必要人数も把握しておくこと。 

・第１ページに列挙したような、通常は直接医療行為を行っていないカテゴリーの人々

の利用も考えること。 

・予備的な人員を利用すること。（現場でトレーニングを受けてもよいが、それでも専門

家の厳重な監督が必要になる。） 

・たとえば、牧師や精神療法士のようなサポート要員に対しても、感染防御用の器材の

使用法や感染コントロールのための具体的な行動についてトレーニングを行なう。 

・医療スタッフや有事対応スタッフのために、その家族の支援計画を策定すること。 

・緊急事態対応スタッフに必要な住居、食事、衣服の支援計画を策定すること。 

 

 

治 療 

 

・天然痘患者を診断し、その管理にあたる医療スタッフの訓練を行なう。特に免疫抑制

状態の患者やワクチンによる副反応を示した患者の管理には特別の配慮が必要である。 

・医療従事者は適切な個別の防御器材を身につけること。 

・すべての医療従事者に対しては、免疫抑制状態の患者に対するものも含めた治療指針

を提供すること。 

・適切な文書管理を続けるための準備を行うこと。 

・天然痘の犠牲者に対するトリアージのための手順書を作る。 

・ワクチン接種成功者への情報のためのホットラインを開設すること。 

・再ワクチン情報を含め、ワクチン接種が不成功の人々に対する情報提供を行うこと。 

・ワクチン接種の副反応が現れた人々に対する治療の準備をしておかなくてはならない。

このような患者は一般のワクチン接種サイトに戻してはならない。 

・医療相談のための電話回線を利用すること。 

 

 

精神的衛生管理の準備 

 

・天然痘による犠牲者ならびにその家族に対するメンタルヘルスサービスの計画を作成する

こと。 

・緊急事態に対処する役割の人々とその家族に対するメンタルサービスの計画を作成す

ること。 

・過度の恐怖に悩む人々のケアと精神科的カウンセリングの計画を作成すること。 

 

 

患者の追跡 

 

・適切な医療施設や前もって選んでおいた治療が行なえる施設への患者の振り分け 

・すべての施設にいる患者の把握 

 

 

 



 

施 設 

 

・以下の CDC が薦める分類に従って三つのタイプの施設に対する計画を立案する。）C=

天然痘患者；X=ワクチン接種者にあって発疹のない患者；R＝無症状の接触者） 

http://www.bt.cdc.gov/DocumentsApp/Smallpox/RPG/GuideC/guide-C-pages1-18only.pdf 

 

・上記の X と R の患者群には自宅でのケアが最適であろう。 

・病院あるいは一時的に設置した治療施設への天然痘患者の入院手続きに関する計画を

立案すること。 

・利用可能な空きベッドを報告するための地域社会における標準化された地域システム

の確立させること。 

・既存の医療システムの患者受け入れ可能数を便宜的に拡大するための様々な計画を立

案すること。 

・既存の医療施設内の隔離病棟を利用すること。 

・人員の増員を含めた既存の医療機関施設の最大限の有効利用 

・医療機関の一時的な増床のために二次的な治療センターの設置を考慮すること。 

・長期療養施設の利用を考慮すること。 

・倉庫や学校などの利用を考慮すること。ただし、使われた施設は今後、永久に汚染さ

れた状態とするか、あるいは強力な汚染の除去作業がなされる必要があることを念頭

に入れておかなければならない。 

・センター化された治療センターの使用だけでなく、治療センターを近隣に設けて使用

することも考慮すること。 

・局所的対策への退役軍人組織や国防省の医療施設、そして、災害医療システム指定病

院(NDMS)／国防省野戦病院などの連邦政府機関に所属する施設を現存の地域のプラン

の中に取り込むことを考慮すること。 

・二次的治療施設にスタッフ・施設を取り込み、同施設からのあるいは同施設へのスタ

ッフと天然痘患者の移送のための方法論を確立すること。 

・天然痘ウイルスに感染していない患者の他の施設（例えば災害医療システム指定病院）

への移送のための手続きを確立すること。 

・医療施設内の食事、空気、生活水の適切なモニタリングのシステムを確立させること。 

・厳格な感染防御対策の徹底をはかること。 

・CDC 感染除去ガイドラインを通して読み、利用すること。（ガイドＦ：１から 6 ページ）

http://www.bt.cdc.gov/Agent/Smallpox/Smallpox.asp 

 

 

患者の隔離について 

 

・地方ないしは州の諸活動の間の調整に関して、責任のある人物を確認しておくこと。 

・隔離治療を行うために使用する施設を指定しておくこと。 

・強制隔離とその施設への一般人立ち入りを制限する上での、適切な法律的根拠を確認

しておくこと。 

・CDC の患者隔離のためのガイドラインを通して読み込み、隔離計画を同ガイドライン

に沿ったものにすること。 

・CDC隔離と検疫のためのガイドラインはガイドC：１から23ページに掲載されている。 

http://www.bt.cdc.gov/Agent/Smallpox/Smallpox.asp 

 

 

セキュリティについて 
 

・治療施設とそこの医療スタッフに対したセキュリティを保証すること。（たとえば群集

のコントロール，治療あるいはワクチン接種を求める人々の殺到を防ぐなど） 

・医療資材に対するセキュリティの確立。 

 



 

注意 C：以上により、また新たにワクチン接種を要する地域グループが追加されること

になるかもしれない。 

 

 

実地教育と組織的な訓練 

 

・天然痘への対応に関する臨床的観点からスタッフ個々人を訓練しておくこと。 

・在宅ケアの基本原則に関して，ヘルスケアースタッフと市民スタッフを訓練しておく

こと。 

・適切な隔離のテクニックについてスタッフを訓練しておくこと。 

・既存の医療施設の改造と拡充に関して、働く部署で組織的な練習を行っておくこと。 

・当該地方の対応システムの中にあるすべての要素についての組織的な練習を行ってお

くこと。 

 

 

多数の死者が出たときの危機管理を想定したプランニング 

 

・遺体仮安置所の職員とその家族へのワクチン接種計画を立てること 

・既存の施設を最大限に利用すること。 

・既存の施設の拡張として本来は別の目的のためにある施設の転用計画を立てること。

（たとえば低温倉庫，冷蔵車） 

・国防省の施設や災害医療システムの人材利用依頼のための計画を立案すること。（移動

可能な死体好事所と当該地域の死体処理能力の増大に役立つ人材） 

・死亡者の確認のための計画を立てること。 

・必要時に災害医療システム／国防省施設の人材を用いての死体処理能力を増大させる

ための計画を立案すること。 

・終末医療関係者に対して、除染や隔離が可能なように、除染・隔離の手順を確立して

おくこと。 

・死亡者からの汚染回避の方法の確立。遺体の二重梱包と二重テーピングのやり方を確

立させておくこと。 

・死体の保存のための防腐作業は行わないこと。 

・もし、使用可能なものがあり、そまた、一遺体以上を扱うことができるようであれば、

目的での洞穴などの利用も考えておくこと。地上の大きな大霊廟は使えないだろう。 

・宗教関係のコミュニティーの協力を仰ぐこともしておくこと。 

・適切な記録文書作成のための準備をしておくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

       添付資料 ３      

 

 

ワクチン接種施設準備状況チェックリスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

患者発生後におけるワクチン接種施設準備状況チェックリスト 

 

        施設計画の全体像と運営について    
 

□各中核都市に事業本部を設置すること           

     □開設場所    

     □一般的な運営のための人員配置    

     □問題事案への対応のための人員配置     

     □申し合わせ事項の覚え書き (必要に応じ)    

      □通信・連絡系統実施要項     

 

□中央ワクチン保管施設を設置すること         

     □保安要件が確保され予備自家発設備が備わった中央施設     

     □セントラルサプライ（一元的保存・供給をおこなう）倉庫の設置    

     □輸送業者の選別          

□印刷業者の選別（諸配布文書や記入用紙等の印刷物の大量発注が必       

 要となる）          

 

□全ての供給物資の確認（支給品と支給装備のチェックリスト参照）           

□ワクチン接種施設設置場所の決定         

□人々にワクチンの接種場所／接種時間を指定する方法について 

  (たとえば 郵便番号やソーシャルセキュリティー番号)  

□接種対象者の身分証明の手続き          

□データ交換のためのコンピュータネットワーク    

□想定される緊急事態に対処するための一貫した緊急対応規則     

□地方のマスメディアとの公共広報サービスのための報道範囲／報道内容制作 

 に関する合意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

患者発生後におけるワクチン接種施設準備状況チェックリスト 

 

       ワクチン接種施設運営チェックリスト 

 
施設名：                                               番号    

  

□ワクチン接種施設の実際について       

     □スムーズな流れに配慮した大きく広々としたスペースの確保 

     □人々の行列を、気象上の問題から守るための考慮 

     □安全性（セキュリティー）の確保  

     □補助の電源の準備  

     □障害者のための利用しやすさの配慮   

     □地域社会から利用しやすい所への設置  

     □通信手段の確保     

□支給器材や支給品は利用可能か（資材・物品供給リスト参照） 

     □テーブルの準備        

     □接種対象者スクリーニングのための問診用の部屋の準備  

     □ゴミの廃棄システムの準備  

     □スタッフの休息場所の確保 

     □スタッフ用の通勤手段／駐車場の確保  

□交通手段  

     □駐車関係（駐車許可・場所指定等）は準備できたか  

     □サービスを委託するバス会社の決定           

     □バスサービスの運行経路の決定  

□施設スタッフの指名及び身元確認 (人事関連チェックリスト参照)  

     □ワクチン接種を施行するスタッフ  

     □現場担当医師の評価を担当する者  

     □サポート要員  

□HIV 検査委託のための諸プラン  

□供給物資のリストアップ（備品・資材供給のためのチェックリストを参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

患者発生後におけるワクチン接種施設準備状況チェックリスト 

  

備品・資材供給のためのチェックリスト   
 

施設名：                                               番号  

   

必要な機器類   

     □コピー機 

     □FAX      

     □12 台のパソコン（ノート型含む） 

     □5 台のDVD 又は VHSプレーヤー  

 

□5台の大型スクリーンテレビ 

□携帯電話  

□無線（トランシーバー）  

通常業務物品  

□テーブル 

□いす   

□水とコップ    

□紙   

□ペン、鉛筆   

□封筒    

□輪ゴム    

□テープ  

 □ホチキス･ホチキス

針     

 □紙クリップ  

 □はさみ   

 □付箋紙     

 □ファイル箱  

 □電話    

 □ペーパータオル 

 □ティシュ 

 □テーブルパッドとクリーンペーパー 

 □ゴミ箱              

 □ゴミ袋               

 □スタッフ用ID ホルダー       

 □7 本の説明ビデオテープ        

 □スタッフのための食料と飲み物   

 □緊急連絡用電話番号リスト    

 □清掃用具             

混雑の整理とトリアージ関連の用品        

□行列の仕切のための資材   □各種場所のためのパネル等 

□施設への順路の表示のための資材        

 

接種を行なう現場への物品供給       

□天然痘ワクシクール／冷蔵庫     

□ワクチン希釈液  

□滅菌液接種用二叉針         

□針・ガラス等の危険物廃棄容器  

□ラテックスパウダー付きの手袋  

□パウダーフリーのラテックス手袋  

□殺菌手洗い液             

 □アセトン                  

 □長方形のバンドエイド        

 □ガーゼ                    

 □ばんそうこ               

 □ブリーチ入りの霧吹き器      

 □使い捨て紙製の白衣              

 □ワクチン接種場所を外の視界から 

  さえぎるためのついたて        

緊急時対応   

□緊急時対応のための継続的ﾏﾆｭｱﾙ  

□除細動器  

□０.１％エピネフリン（ボスミン注） 

□あるいはエピクイック 

□ｼﾞﾌｪンヒﾄﾞﾗﾐﾝ（抗アレルギー剤）の 

 注射用アンプル (50mg IM) 

□3cc 1ｲﾝﾁの注射筒、 25-ｹﾞｰｼﾞ注射針 

□1.5ｲﾝﾁ注射針 

□5/8ｲﾝﾁ注射針のついたﾂﾍﾞﾙｸﾘﾝ注射筒 

□アルコール綿   

□血圧測定用駆血帯(種々のサイズ)  

□酸素ボンベ  

□酸素供給用チューブ  

□点滴用補液  

□点滴セット 

 □体温計                       

 □ｱｽﾋﾟﾘﾝ､ﾀｲラﾉｰﾙ、ﾚｷﾞｭﾗｰｲﾝｼｭﾘﾝ等   

 □喘息吸入器                     

 □舌圧子                  

 □吐物盆                       

 □大人用逆止弁付き使い捨てマスク    

 □子供用逆止弁付き使い捨てマスク 

 □大人用子供用気管挿入資材         

 □止血帯                         

 □台車付き担架（施設内移動用）          

 □聴診器                        

 □診察用懐中電灯                     

 □簡易ベッド、毛布、まくら            

 □救急室記録用紙                    



 

患者発生後におけるワクチン接種施設準備状況チェックリスト 

 

 

           人員配置チェックリスト     

 

施設名：                 番号：    

  

 □ 説明／記入用紙の配布員 

 

   午前担当者名 

      １．                  ６．   

      ２．                              ７． 

      ３．                              ８． 

   ４．                              ９． 

   ５． 

      午後担当者名 

      １．                  ６．   

      ２．                              ７． 

      ３．                              ８． 

   ４．                              ９． 

   ５． 

 

 □ 有症者または接触者のトリアージ担当者 

   午前担当者名 

      １．                ２． 

      午後担当者名 

１．                 ２． 

 

 □ オリエンテーションビデオ上映担当者 

   午前担当者名 

      １．                ５．   

      ２．                            ６． 

      ３．                            ７． 

   ４．                            ８． 

      午後担当者名 

      １．                ５．   

      ２．                            ６． 

      ３．                            ７． 

   ４．                            ８． 

 

 □ 誘導・照会業務担当 

   午前担当者名 

      １．                ９．   

      ２．                            10． 

      ３．                            11． 



 

   ４．                            12． 

   ５．                            13． 

   ６．                            14． 

   ７．                            15． 

   ８．                            16． 

   午後担当者名 

      １．                ９．   

      ２．                            10． 

      ３．                            11． 

   ４．                            12． 

   ５．                            13． 

   ６．                            14． 

   ７．                            15． 

   ８．                            16． 

 

 □ メディカルスクリーニング専門員 

   午前担当者名 

      １．                ５．   

      ２．                            ６． 

      ３．                            ７． 

   ４．                           

   午後担当者名 

      １．                ５．   

      ２．                            ６． 

      ３．                            ７． 

   ４．                           

 

 □ 評価医師 

   午前担当者名 

      １．                ２． 

      午後担当者名 

１．                ２． 

 

 □ ワクチン接種担当 

   午前担当者名 

      １．                ９．   

      ２．                            10． 

      ３．                            11． 

   ４．                            12． 

   ５．                            13． 

   ６．                            14． 

   ７．                            15． 

   ８．                            16． 

   午後担当者名 

      １．                ９．   

      ２．                            10． 

      ３．                            11． 

   ４．                            12． 



 

   ５．                            13． 

   ６．                            14． 

   ７．                            15． 

   ８．                            16． 

 

 

 □ ワクチン調整／準備供給担当 

   午前担当者名 

      １．                ２． 

   午後担当者名 

１．                ２  

 

 □ 接種後／出口相談員 

   午前担当者名 

      １．                ２． 

      午後担当者名 

１．                ２． 

 

 □ 診療記録／データ入力担当 

   午前担当者名 

      １．                ６．   

      ２．                            ７． 

      ３．                            ８． 

   ４．                            ９．     

   ５．                              10． 

   午後担当者名 

      １．                ６．   

      ２．                            ７． 

      ３．                            ８． 

   ４．                            ９．     

５．                              10． 

 

 □ 施設管理者 

   午前担当者名 

      １．                ２．  

   午後担当者名 

１．                ２ 

 

 □ 物品供給管理責任者 

   午前担当者名 

      １．                ２． 

   午後担当者名 

１．                ２． 

 

 □ 施設内のスムーズな流れの担当／質問回答点検／書類記入補助員 

   午前担当者名 

      １．                ５．   

      ２．                            ６． 



 

      ３．                            ７． 

   ４．                            ８． 

   午後担当者名 

      １．                ５．   

      ２．                            ６． 

      ３．                            ７． 

４．                            ８． 

８． □ 警備担当 

   午前担当者名 

      １．                16．   

      ２．                            17．    

      ３．                            18．    

   ４．                            19．    

   ５．                            20．    

   ６．                            21．    

   ７．                            22．    

   ８．                            23．    

      ９．                              24． 

      10．                              25． 

      11．                              26． 

      12．                              27． 

      13．                              28． 

      14．                              29． 

      15．                              30． 

    午後担当者名 

      １．                16．   

      ２．                            17．    

      ３．                            18．    

   ４．                            19．    

   ５．                            20．    

   ６．                            21．    

   ７．                            22．    

   ８．                            23．    

      ９．                             24． 

      10．                              25． 

      11．                              26． 

      12．                              27． 

      13．                              28． 

      14．                              29． 

      15．                              30． 

 

 

 □ 交通整理担当 

   午前担当者名 

      １．                ２． 

      午後担当者名 

１．   ２． 

２．  

 



 

 

 □ 通訳 

   午前担当者名 

      １．    言語：          ２．         言語： 

   午後担当者名 

      １．    言語：          ２．         言語： 

 

 

 □ 控えの予備スタッフ 

   午前担当者名 

      １．                ３． 

      ２． 

   午後担当者名 

      １．                ３． 

      ２． 

 

 □ 接触者調査担当 

   午前担当者名 

      １．                ３． 

      ２．                              ４． 

    午後担当者名 

      １．                ３． 

      ２．                              ４． 

 

 □ コンピュータ維持管理担当 

   午前担当者名 

      １．    

   午後担当者名 

      １．   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

訳文・用語解説   
参考までに、今回の翻訳作業の中で訳者らが協議に及んだ言葉を以下に示す。 
 
１）「ワクチン接種施設」（vaccine clinic の訳）について  (p.1 以降) 
  ワクチンを（集団）接種するための学校や体育館等の大きな会場を指す。訳文中では

繰り返しを避けるため単に「施設」と表している個所もある。なおクリニックとは本

来入院病床のない診療所を指す言葉で、施設の大きさに関係なく使われるものである。 
 
２）「設置・運営の手引き」（guide の訳）について  (p.1 以降) 

   本訳文はワクチン接種施設を設置して運営することを目的に書かれた章であり、原文

の guide はガイドとか指針や基準と直訳してもかまわないが、ＣＤＣはこの章を含

む ”Smallpox Response Plan and Guidelines (version3.0)”を各州や地方版のひな型

として提示しているので、「設置・運営の手引き」としてより本来の意味が見えるよう

にした。 
 
３）「支援戦略／合理的戦略」（logistics の訳）について  (p.1 以降) 
  ワクチン接種施設の運営で大切な要素はワクチンの配給・保管や接種に必要な器材の

調達などのハード面と、接種に携わる職員の配置や交代などの運用に関わるソフト面

である。これらをあわせて表現したのが支援戦略／合理的戦略である。ロジスティク

スとは軍事用語で兵站すなわち弾薬や食料などの物資を調達したり後方から前線に運

んだりする支援部隊の運用戦略を意味する単語である。 
 
４）ＣＤＣと Department of Health and Human Services の訳について  (p.1 以降) 
  米国大使館提供の資料からＣＤＣは「米国疾病管理予防センター」にした。日本では

メディアにより訳が異なっている。一方後者は「米国保健福祉省」にした。 
 
５）「実地訓練と組織的な訓練」（training and exercise の訳）について  (p.2 以降) 
  二つのことばの違いの訳出に苦労したが、一応、前者を「実戦を想定し個人の鍛錬や

資質の向上を目指した実地訓練」とし、後者を「各人の実地教育終了後に組織として

行う訓練で、任務分担や指揮命令系統の確認や実際を想定した繰り返しおこなう訓練」

として訳した。 
 
６）「プランニング」（planning の訳）について  (p.2 以降) 
  プランニングとは計画の細目を考えその青写真を作るという担当者の知恵と工夫をそ

そぎ込む作業過程を伝えることばである。具体的にはシミュレーション作業を繰り返

し現実により近い想定結果を導き出し、それを反映させた内容をもつ計画案作りの過

程とその成果を指す。関連用語を適当にちりばめた具体性のない形だけの「計画」で

は不十分である。これも全て日本語に訳す必要はない単語の一つで、「サーベイランス」

や「トリアージ」同様カタカナ表記が適当と考えている。 
 
７）「チェックリスト」（checklist の訳）について  (p.2 以降) 
  本章に限り使う。スタッフが業務用いるいわゆるチェックリストとしてそのままカタ

カナ表記し、一般の人に渡して記入してもらう「問診票」とか「同意書」の漢字表記

のことばの意味するものとの混乱を避ける工夫をした。 
 
８）「（天然痘）ワクチン接種」（vaccination の訳）について (p.2 以降) 
  天然痘ウイルスのワクチン接種は歴史的にも「種痘」という言葉が定着していたが、

種痘がこの２０年以上中止していることもあり、このことばの使用は避けた。



 

 
 
９）「シフト」（shift の訳）について (p.6 以降) 
  シフトには二つの意味がある。主に担当業務時間すなわち課せられた仕事の始まりか

ら終わりまでの拘束時間を一つの塊としてとらえた場合と、その業務を進めるチーム

の塊をあらわす場合である。読者はこの違いを読みとっていただきたい。 
 
1０）「ワクチン接種サイト」（Vaccination Stations (VS) の訳）について (p.８以降) 
  ワクチンがあり接種するスタッフがいて接種をおこなう狭い意味での場所・スポット

のことであると理解し、ステーションをサイト（場所）と表記した。 
 
1１）「救急救命士」（EMT (Emergency Medical Technician) の訳）について (p.９以降) 
  日本には、これに相当する組織や職種がなく、このような訳をむりやり当てた。日本

の場合、救急医療の前半部分すなわち発災現場から病院の救急救命室の間に関わる職

種が消防の「救急救命士」があるが、一方後半部分の病院内にはそのような専門の職

種がない。救急看護師と訳を当てるのも不適切であるので、現時点ではとりあえず「救

急救命士」の訳で表記する。 
 
1２）「メディカルスクリーニング」（Medical Screenings の訳）につて (p.９以降) 

「メディカルスクリーニング」とは医学的知識と経験をもとにした振り分けを意味し、

ふつうに使われる医師による「診断」ということばとはニュアンスが違うと考えられ

たので、混同を避ける意味でカタカナことばのままにした。 
 
1３）「公衆衛生専門員」（public health personnel の訳）について (p.９以降) 

「公衆衛生専門員」の具体的仕事は会場にきた人々からのあらゆる質問に答えること

である。そのためには現在の保健所の保健師では知識や経験が不足しておりその役が

務まるか疑問であり、大学医学部等の公衆衛生に素養のある医師等が適当と考えられ

る。いずれにせよ日本では弱い領域である。 
 
1４）「免疫獲得の不成功」（vaccine non-takes の訳）について (p.１２以降) 
  日本の医療関係者では一般にワクチン（免疫）が「つかない」と言っているが、ここ

では「免疫獲得の不成功」と表記した。原因は本人にある場合が多いが、再接種で免

疫ができる場合が多い。本文ではワクチン接種カードの写真をみて自己判断するシス

テムになっているが、接種した場所に丘疹⇒水疱⇒膿疱⇒かさぶた
．．．．

が順にできていく

ことが判断の基準となる。 
 
1５）「ソーシャルセキュリティー番号」（social security number の訳）について 
 (p.１６以降) 
  米国における身分証明用の個人番号の一つであるが、運転免許証や出生証明書やクレ

ジットカードよりは信用がなくそのため実生活で使う機会がほとんどない。社会保険

番号の和訳が通用しているが、銀行口座開設や確定申告時の課税対象者の確認に使わ

れるケースが多く、実際には社会保険（年金、失業保険、医療保険）に直接的に関わ

ることもなく、日本で対応する誤解の少ないことばがないため、そのまま「ソーシャ

ルセキュリティー番号」と表した。 
 
1６）「災害救助システム指定病院」（NDMS (National Disaster Medical Service)の訳）に

ついて (p.３９以降) 
  災害救助システムとは１９８４年に設立された大規模災害（１０万人の被災者発生）

を想定した「相互援助システム（政府、地方政府、民間の協力体）」の中で傷病者を収



 

容する役割を与えられた病院。現在全米１０７の大都市で１，８００の病院が任意で

参加している。 
 
 
 訳を終えてみて、この他にも複数のメンバーで協議しながら訳の上でいろいろ問題になった言葉があ

ったことを思い出すが、それらはいろいろな制限があり、ここですべて紹介できない。そもそも定訳の

ない言葉も多いだろうし、翻訳メンバーはみな、いわゆる「翻訳のプロ」ではない。ただ、言わんとす

る内容だけははずさないようにと考え、そのことを最優先させた。本翻訳書はことばに固執する読み物

ではなく、内容を理解しこれを参考に何らかの応用しようという意図でなされているからである。ご意

見、質問は大歓迎である。（監訳・監訳補助者） 
    
    
 
 
 

 
 


