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流行ニュース：
＜ハイチのコレラ最新情報＞
2010 年 11 月 20 日、ハイチの公衆衛生・人口省(MSPP)は、全国でのコレラの発生総数が 60,240 例に
及び、その内 1415 例で死者が出たと伝えた。全国の病院での致死率は 2.3％であり、内訳としては 67％
が病院等で、残りの 33％が地域で、死亡している。
ハイチの首都であるポルトープランスや他のメトロポリタンエリア（Carrefour や Cite Soleil,
Croix des Bouquets, Delmas, Kenscoff, Petion Ville, Tabarre）でも、95 例の死亡を含む 5778 例の
報告があった。
2010 年 11 月 19 日、ドミニカ共和国の保健省はコレラ陽性例が 2 例発生したことを伝えた。一人の患
者は病院で、もう一方の患者はサントドミンゴ地方の自宅で療養している。
WHO/汎米保健機構（PAHO）や国際的感染症対策ネットワーク（GOARN）は集団発生に対応する MSPP へ
の支援を続けている。11 月 15 日来の市民の混乱は、予防や患者治療のための物品の配送を含む様々な
活動に支障をきたしており、特に Cap Haitian の北部都市でこの傾向が強い。コレラ治療の訓練や
300,000 人の飲用水の塩素処理行程に遅れが生じている。
コレラに対する国家的対策計画として、直ちに地域レベルで飲用水補給センターを拡大し、命に危険
のない症例のケアを行うこと、また軽症患者をコレラ治療ユニット(CTU)へ、重症患者をコレラ治療セ
ンター(CTC)へ報告・搬送する連絡機関として機能させる必要があるとされた。その計画では、基本的
な治療を行うため、また重症患者を CTC へトリアージするために現存のヘルスセンターに隣接もしくは
近隣に設置された CTU を拡大することが必要不可欠であると述べられている。ハイチ全土で総数 2830
床の CTC の整備が完了している。
＊推奨：
WHO はハイチでのコレラ流行のための海外旅行や貿易の規制を推奨しない。詳細な情報は WHO のコレ
ラ情報や PAHO のウエブサイトのほか、
「コレラ流行国の出入国や国際取引に関する WHO の声明」で得ら
れる。
＜麻疹掃滅に向けてのモニタリングの進捗＞
2010 年、WHO アメリカ地域は麻疹の掃滅に成功し、残る 5 つの地域のうち 4 つは麻疹の掃滅を 2020
年もしくはそれ以前を目処とすることを採択した。加えて 2010 年 5 月に開かれた世界保健総会は麻疹
掃滅の推進度をはかるために 3 つの目標を用いることを承認した。麻疹の掃滅を国や地域が検証するた
めには、掃滅推進度のモニタリングを目的とした定義、指標、測定方法を標準化する必要がある。WHO
地域拠点、予防接種パートナー、麻疹の専門家による一連の会議やテレビ会談を通して、麻疹掃滅推進
度のモニタリングに適する次の定義、測定方法、指標が合意された。経験が得られ、指標や測定方法の
実践度や使いやすさが評価された後、これらは採択されるか必要に応じて修正される。
掃滅推進度のモニタリングは、下記の目標に合致するサーベイランスシステムを用いてはじめて完了
する。麻疹ウイルスの検出を確定するには、必要な感度、特異度を満たすように、疫学的で、ラボを拠
点とする統合的なサーベイランスが必要である。掃滅をゴールに掲げる国は、定期的に指標の評価を行
ってサーベイランスシステムの質についてもモニタリングすべきである。セクション A で重要な指標や
目標の最少の組み合わせを示す。掃滅推進度のモニタリングにはセクション B にあげる 2 つの基本的測
定方法を用いれば良い。
＊定義：
1. 麻疹の根絶：
パフォーマンスが優れていることが検証されたサーベイランスシステムのもとで世界的に麻疹の伝
播が阻止されること
2.麻疹の掃滅：
パフォーマンスが優れるサーベイランスシステムでモニタリングした結果、定められた地域で 12 カ
月以上麻疹伝播が生じないこと
3.常在性の麻疹伝播：
地理的に定められた地域において、持続的伝播であれ輸入感染であれ、12 カ月以上継続した感染動向
が見られること
4.地域での感染の再発：
以前麻疹が掃滅された地域で 12 カ月以上に渡って同じ系のウイルスによって感染が継続しているこ
とが疫学的・ラボ検査によって示された場合
5.掃滅を目標として掲げる国での麻疹の発生：
2 例以上の確診例で、時間的に関連があり（発疹が出始めるのが 7〜21 日離れている）、かつ疫学的ま
たはウイルス学的な関連がある場合
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6.麻疹の疑診
発熱と水疱性でない発疹(丘疹)が調査中で、咳や鼻感冒、結膜炎のいずれかが認められる場合
7.麻疹の臨床診断
発熱かつ丘疹の症状を呈し、かつ咳、鼻感冒、結膜炎のいずれかが認められる場合
8.ラボ検査による麻疹の診断
麻疹の臨床診断の定義を満たし、ラボ検査により感染が確認された場合
9.疫学的関連で確認された麻疹
麻疹の臨床診断例で、ラボ検査では確認されていないものの、ラボ検査で感染が確認された症例や疫
学的に確認された症例と地域的かつ時間的(7〜21 日離れて発疹が生じる)に関連がある場合
10.臨床的に合致する麻疹
麻疹の臨床診断の定義に一致するが、適切な血液検査が行われておらず、かつ麻疹 IgM 陽性や他のラ
ボ検査で確認された症例との疫学的関連が確認されない場合
11.麻疹ではない場合
麻疹の臨床診断の定義には一致するが WHO ネットワークに登録されたラボでの検査で麻疹ではないと
確認された場合やラボ検査で麻疹ではないと証明された集団発生に疫学的に関連を持つ場合
12.ワクチン接種による麻疹例
次の 5 つの全ての基準を満たす麻疹疑い例
(i) 発熱の有無に関わらず発疹の症状があるが発疹に伴う咳やその他の呼吸器系症状を呈さなかった
(ii) 麻疹含有ワクチン接種から 7〜14 日後に発疹が出た
(iii) ワクチン接種から 8〜56 日後に採取された血液検体で麻疹 IgM 陽性
(iv) フィールド調査で二次感染がなかった
(v) フィールド調査やラボによる検査で他の原因がなかった
13.常在性の麻疹例
ラボ検査や疫学的関連から麻疹ウイルスの常在性感染であることが確認された場合
14. 麻疹の輸入例
発疹が出る 7〜21 日前に、ある地域外または国外で麻疹ウイルスに感染したことがウイルス学的、疫
学的根拠のいずれかを以て示された場合
15.輸入に関連した麻疹例
疫学的もしくはウイルス学的根拠によって輸入感染であると立証された症例に由来する、地域での一
連の麻疹感染例(但し、同様の感染が 12 カ月以上に渡る場合は輸入感染関与側ではなく地域感染として
扱われる)
A.掃滅をゴールに掲げる国のサーベイランスパフォーマンスの指標と目標
1.報告の割合
・全国レベルで、人口 100,000 人あたり最低でも年間 2 例以上の報告が麻疹ではないとされるべきであ
る。これらの症例は(a)WHO 認定を受けたラボによる検査か(b)ラボ検査で証明された他の感染症との疫
学的関連により除外診断されたものでなければならない。
・それに加えて、80％以上の地方行政(州レベルまたはそれに匹敵するもの)単位毎で、除外された麻疹
例が人口 100,000 人あたり年間 2 例以上報告されていなければならない(但し、地方行政レベルの人口
が 100,000 人に満たない場合はそれ以上の行政レベルまで段階をあげて割合計算を行うべきである)。
2.ラボ検査による確認
麻疹疑い例の 80％以上から急性の麻疹感染の検出のための適切な検体採取が行われ、WHO 認可を受け
たラボで検査されるべきである。ラボ検査が行われておらず、(a)疫学的関連により麻疹と確認された、
あるいは(b)ラボ検査で他の感染症と確認された症例または麻疹 IgM が陰性の症例との疫学的関連によ
り除外された、臨床例は、麻疹疑い例の母集団から除かれなければならない。
3.ウイルスの検出
麻疹ウイルスの検出のための適切な検体がラボで確認された集団発生の 80％以上で採取され、認定さ
れたラボで検査されなければならない。分子はウイルス検出に適切な検体が提出された集団発生の件数
であり、分母は集団発生と判断された件数である。
4.調査の適切性
最低でも全麻疹疑い例の 80％は届け出があってから 48 時間以内に適切な調査を受けているべきであ
る。分子はそれを満たす症例数であり、分母は疑い例の総数である。麻疹疑いや集団発生の全ての場合
において行政は適切な調査を行うべきである。絶対最小数は 80％以上の対象である。スムーズな連絡体
制や活発な症例探しも、適切な調査を行う上で重要な事項である。
B.麻疹掃滅到達度をモニタリングする方法
掃滅到達度は人口あたりの集団免疫と確診例の出現率を計算することでモニタリングできる。集団免
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疫を測る間接的方法の一つにワクチン接種率がある。麻疹罹患率は人口 1,000,000 人あたりの麻疹確診
例数を求めることによって算出できる。罹患率のモニタリングはサーベイランスシステムがうまく機能
している時のみ信頼に値する。
全ての集団発生の規模、期間、起源は調査期間中に決定されなければならない。国が掃滅に近づくに
つれ集団発生の規模や期間は縮小し、ほとんどが輸入例やその関連になる。これらの測定方法は一般的
なガイダンスを提供するために便利であるが、森林や山岳地帯、砂漠や島嶼のコミュニティのような隔
離された小集団に対しては適用できないかもしれない。
下記の 2 つの測定方法は WHO によりモニタリングされ、合致すれば掃滅達成を示唆する目標に伴われ
る。個々のサーベイランスの指標への達成度やワクチン接種普及率や罹患率のレベルは掃滅達成を示す
ものではなく、むしろ全てのエビデンスを考慮した後にサーベイランスの質やモニタリングの進捗測定
についての全情報が精査され判断がなされるべきであることを示す。
地域や国はその地域に適した追加的な測定方法を用いても良い。例えば、感染源の解析(局地的感染、
輸入感染、輸入関連感染、不明)や全確診例のウイルスの塩基配列情報は掃滅が完了したかどうかを判
断する上で必要となるだろう。国や地域による掃滅の検証は国や地域の調査委員会によって評価される。
1.ワクチン接種普及率
各国でワクチン接種が導入されてから出生した個人についてのワクチン接種普及率は人口あたりの
集団免疫動向を評価する目的でルーティンにモニタリングされるべきである。
方法：
麻疹ウイルス含有ワクチン(MCV1)の初回ルーティン投与と二回目の投与(MCV2)のワクチン接種率。接
種がルーティンのサービスにより提供されたのか、または適切な年齢群に補足的な予防接種活動で提供
されたのか。
目標：
全ての地方、またはそれに応じた行政区分や国で、年間 MCV1、MCV2 共に人口の 95％以上に接種を行
い、それを維持すること
2.罹患率
測定方法：
麻疹の罹患率は、麻疹の制御と掃滅到達度を測定する基盤である。症例はその確定方法 (ラボ検査に
よるもの、疫学的関連によるもの、臨床的判断)や感染源（地域感染、輸入感染、輸入関連、不明）で
分類できる。表 1 は麻疹症例を分類するために採択されうる 12 のカテゴリーを示す。国や地方間で有
意義な比較を行うために麻疹罹患率を測る次の 2 つの方法が提案されている。
I.掃滅をゴールとしていない、または掃滅のために必要な予防接種やサーベイランス活動が未だ完了・
整備されていない国や地域では、感染源を問わず人口 1,000,000 人あたりの全ての(ラボ検査、疫学的
関連、および臨床診断による)麻疹例の罹患率。
この測定方法は、ラボの基準や疫学的関連単体では麻疹と確定したり麻疹を除外したりするためにサー
ベイランスが十分に整備されていない際に、実際の麻疹発生動態を大まかに示す。
II.掃滅に必要な予防接種やサーベイランス活動を行っている国や地域では、人口 1,000,000 人あたり
の罹患率は、国内感染で麻疹と確診された症例(ラボ検査または疫学的関連で確定されたもの)のみで決
定する。この測定方法では臨床診断や輸入感染を除く。
目標：
罹患率が低い地域では掃滅間近であることをはかるため次の目標が提案されている。
・（臨床診断や輸入感染を除き）ラボ検査や疫学的関連によって麻疹と確診された罹患率を人口
1,000,000 人あたりに 1 例未満に抑えること。

注意：この目標を達成したら掃滅がほぼ完了したとみなすが、掃滅の定義でなく、それが完了したこ
とを示すものではない。
（有留奈見、伊藤光宏、中園直樹）

