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感染症疫学モデルと
危機管理

SHINDO
文科省科挑戦的萌芽研究

「災害看護のモデリング・アンド・
シミュレーションの研究」



研究の目的

研究の目標 :

▪ SNS,ビッグデータ等の民間情報を
感染症防護に活用する方策

▪ 重要社会防護インフラなど、多数の
主体で防災・減災の位置情報等を
活用して共有する仕組み

▪ モデルを構築、早期に対応可能な
シナリオの分析を行い、その妥当性
と有効性を検証する

研究の目的
・モデリング&シミュレーション技

術を活用した災害看護の意思決
定支援ツールを構築

・大規模地震災害から感染症パ
ンデミックに至る、多様なインシ
デントに有効に対処しうる看護
体制の整備に資する



ポスト冷戦秩序の変貌

秩序を支える
主要な勢力

秩序の解体を
模索する勢力

原則的な国際ルールやアレンジメントを拒絶し、秩序を損なう
行動をとることも厭わないプレーヤー

既存の国際ルールやアレンジメント、手続きを守ることにコミット
メントしている国際プレーヤー

秩序解体の流れ

国際秩序の複雑なシステム化

独自の利益を重視する多くの国が
パワーセンターにひしめき合い
国際テロリスト、ウィルス感染症、
異常気象など秩序を脅かす脅威
はグローバル化している

グローバル統治を改善し国際協調

をまとめるのは、難しい状況にある

R. Haass



ポスト冷戦秩序の解体の流れ

▪ .

▪ ウクライナ危機に観られたロシアは、ヨーロッパ秩序、
世界秩序に自国を統合してゆく前提から離れ、ロシ
ア民族の利益と周辺国、クライエント国家との特別な
つながりを基軸に別方向を模索。地政学的トラブル
が、ヨーロッパ周縁地域に発生

▪ 秩序が不安定化する危険が高まっている。この地
域の国家は既に強固になり、国家のアイデンティ
ティが強く意識され、歴史的反目と領土論争を抱え、
これまでの経済力を背景に軍事予算は増勢

▪ 弱体な国家群、武装集団やテロ組織が大きな力を
持ち、内戦と国家間紛争が頻発する地域、宗教や
部族のアイデンティティが、国家のアイデンティティ
よりも強く意識され、資源を持つ地域プレーヤーが、
近隣諸国の内政に介入

東アジア

中東

ヨーロッパ



ポスト冷戦秩序の解体と国際社会の不安定化

グローバルガバナンスの国際合意が難しい背景には、
１ 合意に加わる参加国が多く、合意形成が困難
２ 各国の国益上の利害が大きく食い違っている
３ 国際的パワーが多様なアクターに分散している
３つトレンドが重なり合い、秩序の解体が進行。

グローバルリスク2014



これまでの国際秩序を支える流れ

関税の90%を撤廃。産品の貿易、原産地規則、貿易救済措置、衛生植

物検疫措置、貿易の技術的障害、サービス貿易、知的財産、政府調達
（国や自治体による公共事業や物品・サービスの購入など）の競争政策

ＴＰＰ

ＴＴＩＰ

グローバルリスク2014

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E4%BA%8B%E6%A5%AD


ポスト冷戦秩序の崩壊

国際的な原則やルールが形骸化
し揺らぎ始めている

脅威を管理する制度的メカニズム
が殆ど存在しない

国際秩序の脅威やグローバル化

気候変動、テロ対策、大量破壊
兵器の拡散、貿易の促進、国際
公共財の安全、公衆衛生の強化

軍備管理では、単独行動主義が勢
いを持ち、条約では最小限の譲歩し
か見せないことが時代の流れ

力による国境線
の変更は認めな
い

主権国が責務を
果たせない場合
に保護する責任
の概念

力で他国の領土
を奪うことは許さ
れない



感染症ウィルスの拡散を防ぐためには

21 世紀の新興・再興感染症の脅威に
対抗するには，効果的サーベイランス

と対応戦略が求められる。

そのためには国際的な協調と連携

が不可欠



感染経路：エボラウイルス
▪ 感染症communicable

（infectious）diseases 

とは，ある感染性の病
原体が，感受性を持っ
た宿主へ伝播されること
によって生じる疾患。

▪ 感染には，直接感染と
間接感染がある。

WHO, RETERS



地球的規模の感染性疾患の負荷

▪ HIV/AIDS 結核，マラリア の3 大疾患

▪ 20 世紀後半になり，それまで知られて
いなかった新興感染症

ウイルス性出血熱，変異型クロイツフェ
ルト・ヤコブ病，重症急性呼吸器症候群
（SARS）

▪ 減少したと見られていた再興感染症

ジフテリア，黄熱病，炭疽病，ペスト，デ
ング熱，インフルエンザなど再興感染症

WHO



感染症疫学の目的

感染症疫学の主な目的は，
適切なコントロール方法を開
発し，実施，評価するに必要
な感染のプロセスを明らか
にすること

プロセスの一部が明らかに
なるだけでも、疾患の発生を
コントロールできる可能性が
ある

感染症は，以下の要因間の
相互作用により生じる
●感染性の病原体
●伝播のプロセス
●宿主
●環境
感染症のコントロールには，
これらの要因のうち少なくと
も1 つを、変化させる必要が
ある。



アウトブレイクの封じ込め

1. 感染とは，宿主内に感染性
病原体が進入し増殖するこ
とを云う。「感染＝病気」とは
限らず，感染しても全く臨床
的症状が生じないこともある

2. 流行の調査は，その原因と
最も適切なコントロール方法
対策を見つけることが目的

3. 対策が開始されたら，サー
ベイランスを用いて，その対
策の普及状況や有効性を継
続的にモニターする



調査と流行のコントロール

流行の調査は，その原因と最も適切
な対策を見つけることが目的

詳細で系統的な疫学調査が必要に
なる。

●予備調査の実施

●症例の同定と報告

●データの収集と解析

●対策の実施

●知見の普及と追跡調査



多機関の協働連携とサーベランス

サーベイランスとは，公衆衛生的
対策の立案，実施，評価に不可欠な
健康関連データを系統的かつ継続
的に収集・分析し，解釈する事業。

疾病の予防が効果的に行われるた
めには，サーベイランスデータは迅
速に対策に還元しなければならない

以下の目的で実施される。
●個別もしくは集団発生症例
を検出する。

● 発生した症例の公衆衛生
学的影響と動向を見積もる。

● 疾病の原因となる要因を検
査・測定する。

● 予防対策，介入戦略，保健

政策の変更など効果やイン
パクトをモニターし評価する。

● 必要な医療的対策を計画し
提供する。

サーベイランスは，疫学的活
動にとって不可欠



サーベーランスのスコープ

１ サーベイランスでは，定点医療機関
からの報告システムを利用し，そこから
疑いのある症例が報告されると，その
診断の妥当性が検討される。

２ そして，その症例が真にその疾病の
患者であることが確認されると，その地
域で適切な対応が取られる。

３ 場合により，専門家チームが派遣さ
れて対応にあたる。



幅広いSNS情報の有効性

多くの国で，サーベイランスシステムは不完全で
あり，強い社会的緊張やコンフリクトが伴う場合で
そうなる。NGO メーリングリスト，インターネット
の検索エンジン，検査機関や研修プログラムのネ
ットワークなど，幅広い、SNSの情報ネットワーク
が確立されていれば，感染症のアウトブレークが
生じたときに，国際的にも協調の取れた対応を行
う上で非常に役立つ情報を得ることができる。



Example SNS



SNS利用の自治体

分科会公開資料



SNSの活用と持続可能な行政

SNS,ビッグデータ等の民間情報を感染

症に対する防災、減災に活用する方策
に活用し、病院、薬局、保健所、自治体
、学校、重要社会防護インフラなど多く
の主体で、感染症の位置情報等を共有
する仕組みについてモデルを構築し、早
期に対応可能なシナリオの分析を行い
、その妥当性・有効性を検証することが
可能である。

ICTの徹底的な活用により、国家の持続

可能な経済成長を損なうことなく、

感染症の被害を最小限に食い止め、

我が国の経済活動の継続を図る



クライシスコミュニケーション

▪ サーベイランスは，特定の疾患の義務
的報告，疾病登録（地域もしくは病院単
位），定期的な集団調査によるデータ
収集や，消費パターンや経済活動に関
する統計データの収集などが含まれる

▪ 流行の程度を推定しその動向のモニタ
ーだけでなく、適正な

●政治と行政のコミットメントを強める情
報提供(クライシスコミュニケーション)

●市民社会を動かす。

●投入すべき資源について提言する。



脅威の評価

CDCの評価では、10月下旬時点
で、アフリカ４カ国を中心に15415人
に達し死者は5420人に達している。
もはやエボラ出血熱のアウトブレイ
クを制御出来ない状況に陥っている

既に313人を越える医療関係者が
エボラウイルスに感染し、国際的に
懸念される公衆衛生上の緊急事態
となっている

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:2014_West_Africa_Ebola_virus_outbreak_situation_map.jpg


感染の拡大と安全保障上の脅威

WHOは8月8日国際的に懸念される公衆
保健上の緊急事態(PHEIC)を宣言

９月中旬に開催されたWHO緊急委員会
において、

ｰ 流行国の国境でのサーベイランスの

強化と検査診断体制の確立

ｰ 医療従事者に対する感染対策訓練

ｰ 患者が発生した場合の緊急対応

チームの強化等が提言された

ー 地域的隔離措置と暴動の誘発



発症リスク

―急性期EVD患者の体液との直接的接触は発症

リスクが極めて高い

―EVD患者に対する、感染予防策なしでの医療・

看護行為はEVDの高発症リスク因子となる

―EVD患者あるいは疑い患者を診療する場合は

接触予防策、飛沫予防策に加え、眼の防護具

の装着が最低限必要である。

―皮膚を露出させない防護具（撥水性キャップ）の

使用や、飛沫発生の可能性がある場合には

N95マスクの使用を検討すべきである。

―エボラウイルスの感染伝播に、患者病室の床、

ベッド枠、使用後の聴診器など、病室環境等の

媒介物が関与する可能性は低い。



想定シナリオと組織横断的な連携

社会行動のパターンが変化、エボラウイ
ルスの感染により、人々は他人との接触
を避けるようになり、社会の活動能力は
大幅に低下する。感染者との接触は病
院でのケアーが主体。

最初は家庭内で感染が広がり、その後、
病院内で感染が広がる可能性がある。
病院がBSL4であれば、阻止が期待出
来るが、医療施設が不足し、スタッフ、病
床も足りない場合は、封じ込めが効かず
アウトブレイクする危険性がある。

○食料供給等の物資対応、感染不明者の捜索、サーベイランス処理、感染
症医療等の持続可能な活動について、省庁横断的な対応（「縦割り」でない
対応）をするための連携・役割分担の在り方



危機管理組織の在り方

適切な公衆衛生上の措置がない
限り、家庭、勤務先、学校、店舗、
交通機関など、人が集まるあらゆ
る場所が、感染の温床となる可能
性がある。

空港、港湾での監視体制、航空・
鉄道など交通輸送機関への指示
や規制は、行政機関も感染被害を
受ける中、徹底的に強化されなけ
ればならない。

○各府省庁を調整するための権限の在り方をどう考えるか

○災害の種類ごとに根拠法・担当府省庁が異なることについ
てどのように考えるか。



Kermack-Mckendricｋ感染症モデル（SEIR型）

S(t)：感受性人口
E(t):潜伏期人口
I（ｔ）：感染性人口
R(t): 回復 人口
ｂ： 出生率
μ：自然死亡率
β1：潜伏期感染率
β2：発症期感染率
ε： 発症率
γ： 回復率



エボラ出血熱基本モデル

筆者作成



エボラウィルスモデルの諸元

WHO

潜伏期間 : 最短2日、最長21日、平均7日
発症後 : 2-3日で急激に悪化し、

平均7日で死亡(4w - 6w観測)

致命率 : 64% - 70%(90%)

再生産数 : 感染期間における2次感染の
期待数 Ro  1.71 – 2.02 

Ro = B x k x D

B   : 1回接触あたりの感染率
k   :  単位時間当たりの
平均接触回数
D   :  感染期間



エボラ出血熱基本モデル

筆者作成



拡散を防ぐには

BSL４へ格上げ、医療センターが機能するま

で２～３ヶ月を要し、早期着手を決断する必要
がある。５ヶ月間で、エボラウイルスは300回

変異したと云われ、ワクチンの効かないウイル
ス、短期間でパンデミック化する感染症に備え

た阻止計画を準備する必要がある。

遠隔地への支援物資の輸送、医療施設
や感染者の搬送など、後方支援及びサ
プライチェーンの問題解決のためには、
民間能力を補完する自衛隊の緊急輸送
能力の投入を準備しなければならない。

〇感染症の危機管理に備える専門的人材育成の在り方をどう考えるか。
〇関係各機関の円滑な連携に必要な教育訓練の実施について



危機管理と現地調整機能

－人の移動を監視し、規制するシステ
ムが求められる。感染経路を洗い出し
その人物と接触した人々も直ちに監視
・隔離措置の適用が必要となる。

－SNSに適正なフィルターリングを行い
感染経路の特定と早期警報と管制に
活用する価値は極めて高い。

－大規模人口を持つ７大都市に２次感
染の温床が出現した場合に備え緊急
対処計画を準備する。

－警察、消防、医療、自衛隊が協働す
る即応部隊の手順を整備し演練する

○最適な危機管理の検討で、望ましい現地調整機能の在り方をどのように考えるか
○災害対応を所管する部局の組織体制の在り方についてどのように考えるか
○災害対応の所管部局における統括者の望ましい職位



サーベランスデータのOR分析と解釈

サーベイランスデータ分析から、以下の情報を早期に得る
ことが強く求められる

1. エボラウィルスによる国家的疾病負荷

2. エボラ出血熱の発生率の最新の動向

3. 感染者発見率の動向

4. 地域間でのエボラ出血熱の発生率の違い

5. 国家経済へのインパクトの評価


