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地方自治体における感染症対策関連機関地方自治体における感染症対策関連機関

県庁感染症担当部署（事務的調整及び指示）県庁感染症担当部署（事務的調整及び指示）

１１ 予算対応，２予算対応，２ マスコミ対応，３マスコミ対応，３ 議会対応，議会対応，

４４ 上層部や国への対応，５上層部や国への対応，５ 現場との協議，指示現場との協議，指示

保健所（通報相談窓口及び対応の最前線）保健所（通報相談窓口及び対応の最前線）

１１ 現地住民対応，２現地住民対応，２ 現地医療機関対応，現地医療機関対応，

３３ 市町村等関係機関対応，４市町村等関係機関対応，４ 県庁への報告相談県庁への報告相談

衛生研究所（技術的，専門的中核）衛生研究所（技術的，専門的中核）

１１ 調査研究，調査研究，２２ 検査検査，３，３ 研修研修

４４ 情報収集及び提供情報収集及び提供



全国の地方衛生研究所の状況全国の地方衛生研究所の状況
大規模感染症発生時の役割大規模感染症発生時の役割
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一次検査 二次検査 疫学調査参加 他自治体・国との連絡調整

平成１５年度厚生科学研究「大規模感染症発生時における行政機関，医療機関等の間の広域連携に関する研究から



埼玉県の感染症対策埼玉県の感染症対策

人口は約７００万人，保健所は県立が２０カ所，人口は約７００万人，保健所は県立が２０カ所，
政令指定都市１，中核市１の合計２２保健所政令指定都市１，中核市１の合計２２保健所

県庁の感染症対策担当は，医療整備課内に県庁の感染症対策担当は，医療整備課内に
担当としてあったものが，担当としてあったものが，感染症対策室感染症対策室としとし
て平成１６年４月に新設て平成１６年４月に新設

同時に感染症対策の技術的専門機能強化と同時に感染症対策の技術的専門機能強化と
して衛生研究所内にして衛生研究所内に埼玉県感染症情報セン埼玉県感染症情報セン
ターターを県庁から移管設置を県庁から移管設置



埼玉県の感染症対策埼玉県の感染症対策
～埼玉県衛生研究所～～埼玉県衛生研究所～

所長は保健所長経験の長い医師であり，所長以外所長は保健所長経験の長い医師であり，所長以外
に疫学担当の医師を配置．に疫学担当の医師を配置．保健所との連携強化保健所との連携強化

保健所検査室を全て衛生研究所へ統合している保健所検査室を全て衛生研究所へ統合している
（検査業務の一元化．本所９担当及び２支所体制）（検査業務の一元化．本所９担当及び２支所体制）

感染症に関しては疫学調査機能の強化（専門性・感染症に関しては疫学調査機能の強化（専門性・機機
動力動力・・事態収拾能力事態収拾能力等）を図っている．等）を図っている．感染症疫学感染症疫学
情報担当情報担当

Ｏ１５７等感染症対策には特に力を入れ，システムＯ１５７等感染症対策には特に力を入れ，システム
的調査体制を確立している．的調査体制を確立している．

Ｏ１５７等感染症に係る疫学的原因究明事業Ｏ１５７等感染症に係る疫学的原因究明事業



感染症疫学機能強化の背景となる感染症疫学機能強化の背景となる
事例事例

20012001年年55月月66日～日～1212日に日に
発症した発症した1010例の患者の例の患者の
DNADNA解析（ＰＦＧＥ）パ解析（ＰＦＧＥ）パ
ターンが一致した。ターンが一致した。

この１０例の中で２例はこの１０例の中で２例は
同居親子であったが、そ同居親子であったが、そ
れ以外の９組に共通暴れ以外の９組に共通暴
露因子を見出すことはで露因子を見出すことはで
きなかった。きなかった。

この事例は住所が異なこの事例は住所が異な
るる diffuse outbreakdiffuse outbreakでで
あったため、探知に時間あったため、探知に時間
がかかり、喫食等の調査がかかり、喫食等の調査
が充分にできなかった。が充分にできなかった。



腸管出血性大腸菌感染症患者発生の特徴
○集団発生

○散発的集団発生

○散発的発生

患者の発生時期が短い。

発生地域が比較的狭い。
(家族内or一施設or一市町村)

患者の発生時期が比較的長い。

発生地域が広い。

患者の発生時期、発生
地域に関連がない。

原因調査の意義（どのパターンにも対応）



解決へのステップ解決へのステップ
（エビデンスある調査票の考案と組織対応）（エビデンスある調査票の考案と組織対応）

CDCCDC Standard foodStandard food--borne disease outbreak borne disease outbreak 
case questionnairecase questionnaire を基盤に国内発生事例をを基盤に国内発生事例を
加味した日本人向けの調査票を作成し、発生早期加味した日本人向けの調査票を作成し、発生早期
に簡便にこの調査票を用いて調査を実施。に簡便にこの調査票を用いて調査を実施。

調査は管轄調査は管轄保健所保健所
検査は検査は衛生研究所衛生研究所
行政対応は行政対応は県庁及び保健所県庁及び保健所を主たる担当とを主たる担当と
し、調査及び検査情報を併せて速やかに解し、調査及び検査情報を併せて速やかに解
析し、その結果に基づき、行政対応への情報析し、その結果に基づき、行政対応への情報
提供・助言・勧告する担当として衛生研究所提供・助言・勧告する担当として衛生研究所
内に内に感染症疫学情報担当感染症疫学情報担当を新設を新設



衛生研究所を中心として行う理由衛生研究所を中心として行う理由

感染症検査と疫学情報の専門的連携感染症検査と疫学情報の専門的連携

調査データとＰＦＧＥのデータをできるだけ早く調査データとＰＦＧＥのデータをできるだけ早く
一体化させる必要がある一体化させる必要がある

広域で長期間一定の形式での情報は１カ所広域で長期間一定の形式での情報は１カ所
に集積すべきに集積すべき

感染症サーベイランスの実績感染症サーベイランスの実績

国立感染症研究所調査チームとの関係国立感染症研究所調査チームとの関係

迅速対応へは県庁・保健所との連携が必須迅速対応へは県庁・保健所との連携が必須



調査票の構成

◎基本調査項目－－－氏名、年齢、性別、住所、調査票回答者

◎一般的な情報(発症1週間前から)

行事への参加、旅行歴、動物との接触、飲料水の種類、水泳水遊びの有無

◎外食及び食品購入歴

レストラン、ファストフード、その他外食店の利用

デパート、スーパーマーケットの利用(2週間)

◎特定食品の喫食歴－－－加熱の有無、商品名、購入店、購入日、喫食日

○肉類：12品目及びその他 ○野菜類:35品目及びその他

○果物類:9品目及びその他 ○魚介類:9品目及びその他

○卵・乳製品:6品目及びその他 ○飲み物:3品目及びその他

○その他食品

◎具体的な喫食状況－－－発症7日前まで









遺伝子型別情報

同一遺伝子型

Ｖｖ

Ａ DCＢ E F G H I J MW

ﾊﾟﾀｰﾝa:A,C,D,H
ﾊﾟﾀｰﾝb:B,E,I,J
ﾊﾟﾀｰﾝc:F,G

腸管出血性大腸菌の
遺伝子解析(PFGE)

腸管出血性大腸菌感染症発生時の原因調査の流れ腸管出血性大腸菌感染症発生時の原因調査の流れ

患者発生腸管出血性大腸菌分離 発生原因調査表の記入

情
報
の
蓄
積

情
報
の
解
析

感染原因の特定感染原因の特定
感染被害の拡大防止感染被害の拡大防止



食中毒も含めた埼玉県の感染症対策食中毒も含めた埼玉県の感染症対策

感染症対策室感染症対策室 生活衛生課生活衛生課

保健所保健所

他自治体他自治体 国国

衛生研究所衛生研究所

感染症疫学情報感染症疫学情報

臨床微生物臨床微生物

食品媒介感染症食品媒介感染症

ウイルスウイルス

埼玉の行政対応機関埼玉の行政対応機関

感染症情報センター感染症情報センター
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感染症危機管理対応事例感染症危機管理対応事例

平成１４年度の急性肝炎事例については，管平成１４年度の急性肝炎事例については，管
轄保健所とともに現地調査を行うとともに，国轄保健所とともに現地調査を行うとともに，国
立感染症研究所・大学等と専門的連携を取り，立感染症研究所・大学等と専門的連携を取り，
事態収拾に貢献した．事態収拾に貢献した．

平成１５年度のＳＡＲＳ対策においては，県庁平成１５年度のＳＡＲＳ対策においては，県庁
ＳＡＲＳ対策担当と密接な連携を取り，積極的ＳＡＲＳ対策担当と密接な連携を取り，積極的
な研修・検査体制及び患者発生時の調査体な研修・検査体制及び患者発生時の調査体
制の整備を行った．制の整備を行った．



検査と疫学の連携（感染症分野）検査と疫学の連携（感染症分野）

感染症対策における疫学調査の重要度感染症対策における疫学調査の重要度↑↑
積極的疫学調査・・従来は積極的疫学調査・・従来は保健所保健所

感染症法では都道府県へ感染症法では都道府県へ
改正では国や他自治体も改正では国や他自治体も

「検査結果」における疫学的視点の重要性「検査結果」における疫学的視点の重要性
疫学的視点のない検査は非効率？有害？疫学的視点のない検査は非効率？有害？
「検査」と「疫学」は違う．だから連携が必要「検査」と「疫学」は違う．だから連携が必要
「連携」とは「「連携」とは「同じ目的を持つ者同じ目的を持つ者が互いに連絡を取り，が互いに連絡を取り，
協力し合って物事を行うこと協力し合って物事を行うこと」」
検査自体が目的化あるいは調査自体が目的化しない検査自体が目的化あるいは調査自体が目的化しない
こと．こと．



感染症疫学情報担当主業務と相談感染症疫学情報担当主業務と相談
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健康危機管理の視点から見た衛生研究所の機能

県 民 健康危機

健康危機管理

衛生研究所

大学等専門研究機関

研究協力

対策ﾁｰﾑ

保健所

通常対応

健康危機対応

医療機関・市町村保健センター

県関
係各
課

保健所

衛生研究所

調査協力・助言



現状からみた感染症危機管理現状からみた感染症危機管理
•• 広域的な困難な広域的な困難な危機については、県庁の担当だけ危機については、県庁の担当だけ
では、では、専門性専門性に難があり、県に１つのに難があり、県に１つの衛生研究所衛生研究所がが
協力する体制が、現在の埼玉県の場合、重要な意協力する体制が、現在の埼玉県の場合、重要な意
味を持ちつつある。味を持ちつつある。

•• 埼玉県の衛生研究所は先駆的，特異的かもしれな埼玉県の衛生研究所は先駆的，特異的かもしれな
いが，危機管理は、いが，危機管理は、どこかの機関単独でできるものどこかの機関単独でできるもの
ではなくではなく、衛生研究所も含めた、衛生研究所も含めた複数機関複数機関が、が、日常か日常か
ら連携ら連携してして組織的に組織的に対応することが重要．対応することが重要．

•• 当所においてはそれが当所においてはそれが「埼玉県感染症情報セン「埼玉県感染症情報セン
ター」ター」の役割と認識している．の役割と認識している．
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