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デングウイルスやチクングニアウイルスと同様に、ヤブカ属のメス蚊がジカウイルスを媒介する
ことが知られている。性行為によるジカウイルス感染症の報告があるものの、予防には媒介蚊防
除が重要である。 
 
網羅的な蚊防除対策と頻繁な住民教育などから成る、国をあげての対応プログラムが実行されてい
るにもかかわらず、人口が密集し建て込んだ熱帯の都市国家であるシンガポールは、デング熱と
対峙してきた。2016 年 5 月 13 日には、懸念されていたシンガポール初となるジカウイルス輸入感
染症例が、8 月 27 日には初の国内感染症例が報告され、コミュニティーにおいて伝播しているこ
の新たな蚊媒介ウイルスによる感染症が突き止められた。患者周囲の人々の検査を積極的に行っ
たこともあり、2016 年には 458 症例もの報告があった。とは言え、流行は約２ヶ月で収束に至っ
た。 
 
シンガポール国家環境庁（NEA）が主導する、省庁が協力してデング熱対策を行うタスクフォース
や、草の根組織とデング熱予防ボランティアなどの存在が、この早期制圧に貢献していると考え
られる。2017 年 3 月には、再びジカウイルス感染症例の報告がなされたものの、第 34 週時点での
報告数は 63 症例にとどまっている。 
 
ジカウイルス感染症に対して、シンガポールは 2013 年 9 月時点で既に対応計画を開始していた。
本講演では、2016 年の２ヶ月間の流行時対応に焦点をあて、蚊防除オペレーションの内容と特徴
的な省庁間および連携先との協働状況について詳しく見ることとする。NEA による住民へのコミ
ュニケーションとアウトリーチ活動に加えて、国全体をジカとの戦いに動かそうとする取り組みの
例も紹介する。これらは、ジカウイルス感染症の国内流行発生に備えて、日本が準備を進める上で
参考になるであろう。また、シンガポール在留邦人を対象として行った、ジカウイルス感染症に関
する意識調査の暫定結果についても報告する。 
 
Similar to Dengue and Chikungunya viruses, Zika virus (ZIKV) is mediated by female Aedes mosquito. 
Vector control remains key for prevention although sexually-transmitted ZIKV infection has been reported.  
 
The tropical, highly urbanized, and built-up Singapore has continued to face dengue, despite a 
well-established national program, including comprehensive mosquito control measures and intensive public 
health education. As feared, the first imported case of ZIKV infection in Singapore was confirmed on May 
13, 2016, followed by an announcement of an autochthonous case on August 27. A community spread of the 
new disease in Singapore was detected. Owing in part to active case surveillance, a total of 458 cases of 
ZIKV infection was reported in Singapore in 2016, but the outbreak was contained in about two months.  
 
This rather speedy containment might have benefitted from Singapore’s response framework in place, such 
as Inter-Agency Dengue Task Force led by the National Environment Agency, Singapore (NEA) and 
Grassroots/Dengue Prevention Volunteers. Although ZIKV infections resurfaced in March 2017, the 
cumulative number of cases as of the 34th week in 2017 is 63 according to the Ministry of Health, 
Singapore.  
 
Singapore’s preparation for ZIKV infection began as early as September 2013. We will review details of 
vector control operations as well as the unique collaboration with government agencies and partners, by 
focusing on the two months in 2016. In addition to NEA’s public communication and outreach efforts, 
examples of promoting nationwide engagement in the fight against Zika in Singapore will be presented, 



which makes us in Japan ponder to what extent we should plan for Zika outbreak. Finally, a preliminary 
result of a recent survey will be reported. The survey examined the awareness toward ZIKV infection among 
Japanese female adult residents in Singapore. 
 


