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国際保健規則の法的根拠
（International Health Regulations; IHR)

国際保健規則の法的根拠
（International Health Regulations; IHR)

WHO憲章21条

– 国際交通に与える影響を最小限に押さえつつ、疾病の国
際的伝播を最大限防止する方策を行うこと

ＷＨＯ憲章第22条

– 基本的に、加盟国が規則の一部または全体に対する留
保または拒否を表明し、認可された場合を除き、すべての
ＷＨＯ加盟国が拘束下にあるとみなされる。



旧国際保健規則旧国際保健規則

国際報告
– コレラ、ペスト、黄熱のみ
– 非侵淫地での発生
– 他の疾患では報告義務はない
–調査に応じる義務もない
対応部局

– 海港、空港、国境線のみ
– 3疾患に対する対応で、国内での対応はない
対策

– 国際的な交通に対する制限
– 自国をコレラとペストと黄熱から守ることが目的（国際的な視野はな
い）



SARSの教訓
第56回世界保健総会

SARSの教訓
第56回世界保健総会

参加190カ国以上の代表の満場一致で、SARS決議
案が採択
– SARSは「21世紀最初の重篤な新興感染症」である
– SARSや他の新興・再興感染症を制御するために、すべて
の国々の全面的な援助が必要

– 「WHOへ迅速で透明性のある症例報告を行い、依頼され
た情報を提供すること」

– 「導入した感染制御対策が、疾患の拡大防止に効果がな
い」場合には、WHOの援助を依頼する

WHOは、政府の公式通知以外の情報源からの流行
に関する情報も考慮し、国際的な感染拡大を阻止す
るための適切な制御手段が取られるように、各国国
内で現地調査を行う



方針の転換（パラダイム・シフト）方針の転換（パラダイム・シフト）

国境における対策

発生地での対策

各国でのCapacityが重要



改正の概要（2005年5月）改正の概要（2005年5月）

1. 報告対象の概念の拡大

2. 国を代表する確実な連絡体制

3. 各国が準備すべきコア・キャパシティ

4. 非公式情報の積極的活用

5. ＷＨＯの科学に基づいた勧告

6. 他の国際機関との連携、調整



報告の対象報告の対象
原因を問わず、国際的に公衆衛生上の脅威となりう
る、あらゆる健康被害事象
Public Health Emergency of International Concern

判断基準は、
– 重篤性(Seriousness)
– 予測不可能性(Unexpectedness)
– 国際的な伝搬の可能性(International spreading)
– 国際交通規制の必要性(International trade/travel 
restrictions)



報告対象決定ツール報告対象決定ツール



報告対象決定ツール報告対象決定ツール



Eventのうち一つでもYESとなるものに対して
Decision toolを適用
一例報告対象疾患
– 一例でも発生があれば二つ以上のYESとなる場合
– 現段階では、天然痘、野生株由来のポリオ、新型インフル
エンザ、ＳＡＲＳが対象

地域指定疾患
– 国内で患者発生があれば必ず決定樹を適用すべき疾患
– 例示では、コレラ、肺ペスト、黄熱、ウイルス性出血熱（エ
ボラ、ラッサ、マールブルグ）、ウエストナイル熱、その他地
域の特性に応じ、デング熱、リフトバレー熱、髄膜炎菌性
髄膜炎等が対象（地域が決定できる）

報告対象決定ツール報告対象決定ツール



WHOガイドライン作成中WHOガイドライン作成中



IHR2005に基づく報告
オセルタミビル耐性H1N１ウイルス（ノルウェー）

IHR2005に基づく報告
オセルタミビル耐性H1N１ウイルス（ノルウェー）



National IHR focal point
国の担当官を設置

National IHR focal point
国の担当官を設置

全加盟国はNational IHR Focal Point を設置
– 24時間連絡可能
– Designated organization
– IHRの運用に関し、国内関連部局の調整、 政府代表とし
てのＷＨＯとの連絡（これをもって政府の返答とする）

– National IHR Focal Pointに関する情報は常に更新され、
毎年確定されなければならない。また、報告された情報
は公開とする。

WHOはWHO IHR Contact Point を設置

当然新型インフルエンザによるパンデミックフェーズ
4の連絡はここに来ることになっている





Annex 1 加盟国が準備すべきことAnnex 1 加盟国が準備すべきこと

A. サーベイランスと対応 (第5条、第13条)

保健所レベル、都道府県レベル、国レベルの準備

評価して、計画して、実行して、評価する

Ｂ. 空港と海港における準備

施設

証明書

スクリーニング



準備猶予期間準備猶予期間

時間枠 (Art.s 5, 13 & 19)
– 現状の評価と計画 = 2年間 –2009年6月まで
– 施行 – June 2012年6月まで
– 必要な場合に延長（途上国向け） – 最終 2016年まで

支援 (Arts. 5, 13, 20, 29 & 44; WHA58.3 5(3),6(5),(6)&(9); 
EB117.R7 4(7) & 5(5)-(7))

– WHO – 技術支援、ガイドライン、評価、資金の移動
– 加盟国 – 技術支援、資金援助



保健所レベル保健所レベル

– unusual events を探知できること
– すべての必要な情報を報告できることto 
report all available essential information

– 暫定的な対策を即座に実行できること



都道府県レベル都道府県レベル

– 報告された事例を確認できること
– 即座に評価できること
– 必要な場合即座に国レベルに報告できること
– 下位レベルでの対策に技術支援ができること



国レベル国レベル

– 48 時間以内に報告すべきかどうか判断ができること

– 必要な場合、即座にWHOに報告できること

– 即座に対策を決定できること

– 専門家を派遣できること

– 実地支援ができること

– 他の省庁と連携できること

– 病院、検査室、研究所、検疫所と連携できること

– 国会緊急対応プランを速やかに実行できること

– 24時間体制で状況報告ができること



国家レベルでの準備国家レベルでの準備

事例のサーベイランス（Event-based surveillance）
– ヒトの疾患発生に関する事例
– ヒトになんらかの疾患が発生するかもしれない事例
指標サーベイランス（Indicator-based surveillance）
– 確定患者の届出
– 症候群サーベイランス
対応の能力（Rapid response teamの設置）
検査診断と病原体サーベイランス
詳細なWHOガイドライン作成中
– Event based surveillance
– Rapid response team, etc



日本におけるPHEICの疑われる事例日本におけるPHEICの疑われる事例

Contaminated dumpling imported from 
China 

– Still under investigation
Stolen Iridium 192 from private company

– Arrested criminal confessed that he threw 
away into the liver 

これらはTimelyに探知されたのか？



Event-based surveillance based on 
IHR2005

Event-based surveillance based on 
IHR2005

News-media 
surveillance

Events at medical 
setting

Events at non-
medical settings

Community claims



出入国における準備出入国における準備

指定空海港
– 常時

• 十分なスタッフ、施設、医療サービス
• コンテナなどの検査
• 旅行者に対して安全な環境を提供

– 飲料水
– 食事施設
– トイレ、洗浄室
– 廃棄処分他

• 媒介昆虫や動物の駆除



出入国における準備出入国における準備

指定空海港

– 緊急時対応
• 緊急対応計画A public health emergency 
contingency plan

• 旅行者や動物の検査と対応
• 患者隔離
• 対策の実施
• 出入国時のスクリーニング
• PPEを含む機材の準備











ＷＨＯは、ニュースメディア、ＧＯＡＲＮ等様々な非公式な情報
源から得られた情報に関して、当該国に照会し、検証
（Verification）を求めることができる。

Verification requestを求められた加盟国は、24時間以内に初
期反応を示さなければならない。

ＷＨＯ（あるいは国際社会）と発生国との意識の相違がある場
合には、公衆衛生に及ぼすリスクに鑑み正当化される場合に
おいて、ＷＨＯは知り得た情報を他の加盟国と共有し、世論に
問うことができる。

正式な報告以外の報告正式な報告以外の報告



Verification of events under 
IHR2005

Verification of events under 
IHR2005

常に発生国から報告があると
は限らないかもしれない

特に途上国では難しい

非公式な情報収集と確認依頼

24時間以内に返答すべし

Verification

世界各国ではそのようなメカニ
ズムを設置



SARSの際のGPHINSARSの際のGPHIN

2002年11月、GPHINが広州での異常な呼
吸器疾患の集積を探知

WHOがVerification request



SARSの時の早期探知SARSの時の早期探知
流行早期のEpidemic Intelligence
– 2月10日午後6時13分

• 厚生労働省結核感染症課より、「香港近郊の広州市内及び東莞市内
で急な発熱後４～5日程度で死亡する感染症が流行している」という
噂情報が、一般より関西空港検疫所に相談があった旨情報提供を受
ける

• JALを通して確認を試みる（厚生労働省）
• WHO本部に情報提供と確認依頼（情報センター）

– 2月11日午前
• 広州市政府記者会見「伝染性の非定型肺炎」の多発
• 在広州日本国領事館が在留邦人に情報提供

– 2月12日午後4時28分
• JAL香港支店より上記の記者会見の情報が関西空港にもたらされる
• 再度WHO本部への情報提供（情報センター）
• この時点で、WHO本部は、世界中から同様の依頼を受け取っていた

– Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN)内で
の情報共有と国内関連機関への提供









Dr. Nigel Collier, NII, Japan



国際的サーベイランス国際的サーベイランス

インターネット巡回メディアサーベイ
(Biocaster)

大使館ネットワーク

–日本人会の間での情報
–現地メディア
–在外公館からの公式な問い合わせ



米国におけるPHEICの報告・評価体制米国におけるPHEICの報告・評価体制

Formal
Structured national surveillance
(NEDSS, FoodNet, VAERS, GioSentinel, BioSense)
Event-based domestic and int’l surveillance (Epi-x, GDD)

Informal
Public health professionals
Private providers    Public

IHR-related
WHO
Non-HHS US government

CDC Program
CDC ADS

PHEIC analysis team
DEOC
HHS-SOC

Acronyms
ADS Associate Director for 
Science
ASPR Office of the Assistant 
Secretary for Preparedness 
and Response
DEOC Director’s Emergency 
Operation Center
GDD Global Disease 
Detection
HHS US Health and Human 
Services
SOC Secretary’s Operation 
Center
NEDSS National Electronic 
Disease Surveillance System
VAERS Vaccine Adverse 
Event Reporting System

ASPR
HHS-SOC

WHO

Potential PHEIC

Preliminary assessment potential PHEIC

CDC final assessment

No assessment

No assessment

US government final assessment

No assessment

Final assessment definite PHEIC

Green: CDC   Blue: HHS   Purple: WHO





英国におけるPHEIC報告・評価体制英国におけるPHEIC報告・評価体制
医師あるいは公衆衛生専門家 当番

ＩＨＲ リード 当番

副センター長（ＩＨＲ担当）
Focal point 代行として機能

ＷＨＯ担当者

保健省 担当部署
（現行ＣＭＯオフィス）

ＩＨＲリード
電話会議
など

危機管理センター電話当番

危機管理センター
主任者あるいは
センター長

ＣＯＢＲＡ

内閣府危機管理対策室
既知の疾患
不明疾患だが感染症
不明疾患で国家判断が必要
テロや国家的危機



ＩＨＲ活動の透明化 と 検証ＩＨＲ活動の透明化 と 検証

・ＷＥＢを開設し、活動の内容と
国際的位置づけを一般に広報
・報道やイベント発生時の対策
への理解を深めてもらうなどの
役割
・イベントの判断基準なども公
開している

このような場合に、直接関係各国へ連絡すべきか、
WHOのFPへ連絡をするのか？

食品が関与する場合に INFOSANと IHRがどのように
位置づけられるか不明。

WHOの e-mail でのコンタクトのあり方とウエブサイト
への掲載のプロトコルが明確でない。

Foodborne
incidents

UK 関係の症例についての情報の入手を期待した。
海外での集団発生に関わる症例のルーチンとしての
フォローアップの正式な枠組みが無い。

GI Illness-
Dominican 
Republic

最初の電子メールがHPAのセキュリティで構造が壊
れているとして跳ね返されたことから、情報を入手す
るまでに5日の遅れがあった。WHOはこのことを把握
していなかった。

取り扱いにるいての、WHOの判断や決定、あるいは
その理由に関しての記述による報告がなかった。

Measles-
Norway

公表の有無についての判断に驚いたことに4日か
かった。

取り扱いについての、WHOの判断や決定、あるいは
その理由に関しての記述による報告がなかった。

結局、同時にEWRSからの報告がながれたことで、他
国からの問い合わせがあった。

Measles-
jamboree

指摘された問題点
（英国FP は全てのイベントにおいてWHOのコンサルテーションに謝
意を表します）

英国から報告
したイベント

（Dr. Jonesによる
コペンハーゲンでの報告より）



ドイツにおけるＰＨＥＩＣ報告・評価体制ドイツにおけるＰＨＥＩＣ報告・評価体制

ロベルトコッホ研究所（Robert Koch Institute; RKI） が中心

Indicator based surveillance
– 感染症法と同様の枠組みで、47疾患の届出義務
– 14疾患（および疾患群）は、第一次医療機関により、疑いの段階（死
亡例も含む）で届出義務

– 全国すべての医療機関、検査機関に加えて幼稚園、学校、老人福祉
施設などの施設から届出義務

Event-based surveillance
– 感染症法2007年6月のIHR施行に伴って改正
– セクション6にIHRのannex 2に従って報告義務のあるすべての”event”
はドイツにおいても届出義務がある

PHEICに対する対応のcapacityは、RKIから24時間/7日間、
必要な人材や装備を展開できる。







各地方公共団体からの報告（１）各地方公共団体からの報告（１）

【法令に根拠のあるもの（例）】

○ペスト、コレラ等の感染症（感染症法）

○食中毒（食品衛生法）

○医薬品の副作用（薬事法）

○放射性同位元素の盗取、所在不明その他の
事故（放射線障害防止法）

○災害の発生（災害対策基本法 ）



各地方公共団体からの報告（2）各地方公共団体からの報告（2）

○「国内でのテロ事件発生に係る対応について」

（平成１５年１２月１５日 各都道府県知事・政令市長・特別区長あて
厚生労働省厚生科学課長等通知）（抄）

第１ 救急医療の確保及び医薬品供給に関する対応について

２．事件発生時の対処

（１）通常とは異なる重症患者等の把握に関する情報提供の依頼

かねてより国立病院・療養所、労災病院等に対して、通常とは異
なる患者等を把握した場合には、既存の情報伝達経路を通じ、迅速
に厚生労働省に報告するよう指示しているところである。都道府県
等においても、管下医療機関において通常とは異なる重症患者等
を把握した際には、早期に報告を受け、厚生労働省に報告するとと
もに、適切に対応するようお願いする。



各地方公共団体からの報告（３）各地方公共団体からの報告（３）

【平成１５年１２月１５日通知で想定している例】
→報告について法的根拠のないもので、国際的な影響が懸念される
原因不明の死亡及び重篤な疾病の集積

（例示）「天然痘対応指針」症候群別サーベイランスより）

（１）皮膚・粘膜症状（発疹、水疱、潰瘍など）
（２）出血傾向（紫斑、鼻出血、消化管出血など）
（３）急性呼吸器症候群（咳嗽、咽頭痛、痰、呼吸困難など）
（４）急性胃腸症候群（下痢、嘔吐、腹痛など）
（５）急性神経性症候群（意識障害、麻痺、痙攣、髄膜刺激症状など）
（６）非特異的感染症症候群（発熱、頭痛、筋肉痛、全身倦怠感、
肝脾腫、リンパ節腫脹、肝機能障害など）



地域保健体制の変遷地域保健体制の変遷

保健所
（地域保健の第一線機関）

対人サービス
•母子保健、老人保健事業
・健康増進事業
・結核健診、管理健診
・精密健康診査
・精神保健事業
・保健医療計画
・健康診査、がん等検診
・健康づくり
・訪問指導、保健指導

対物サービス
・食品監視、指導
・営業許可、指導
・生活衛生関係営業許可、
立入検査
・医療監視
・届出立入検査

市町村数(平成２年)：3,245

保健所数(平成２年)：850

保健所法

保健所
（広域的・技術的・専門的拠点）

市町村

地域保健法

保健所
（安全・安心の拠点）

将来（イメージ）

地方衛生研究所

市町村

市町村数（平成１７年３月）：2,596

保健所数（平成１７年４月）：547

専門性の高い対人サービス
・結核 ・感染症 ・母子 ・精神
・栄養 ・難病 ・エイズ

広域的企画調整・技術的支援
・市町村に対する技術的援助、助言
・地域保健医療計画 ・研修、調査、
研究
・健康危機管理（平成１２年～）

対物サービス
・食品監視、営業許可、指導
・生活衛生関係の営業許可、立入検査
・医療監視、届出、立入検査

（直接的住民サービス）
・健康診査・がん等検診・健康づくり
・訪問指導・保健指導

（直接的住民サービス）
精神保健、母子、栄養の
うち専門性の高い領域等の
拡大

当面の市町村予測数：
約2,000

保健所数：減少

健康危機管理の科学的・技
術的中核（高度の衛生上の
検査、疫学調査など）

健康危機管理
関係業務

（医療安全、感染症、対物等）



まとめと今後の課題まとめと今後の課題

改正ＩＨＲ2005は2007年6月15日発効

Ｃｏｒｅ ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔ期限は5年間

欧米は2005年5月のWHA採択と同時に準備開
始、発効日にはほぼ完了

PHEICは感染症のみではないため国家的な対
応が必要

他の国の調査を継続し、基礎資料を作成提供

日本における体制についての計画案策定


