
  
  狂犬病とその対策

  誌名 山口獣医学雑誌
ISSN 03889335
著者名 濱本,紀子

井上,智
発行元 山口県獣医学会
巻/号 41号
掲載ページ p. 1-12
発行年月 2014年12月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



山口獣医学雑誌 第41号 1～12頁 2014 

Yamaguchi J. Vet. Med., No. 41 1～12. 2014 

総説

狂犬病とその対策

演本紀子1) 2）・井上智 1) 2) * 

〔2014年11月30日受付・2015年3月4日受理〕

REVIEW 
Rabies and Rabies Prevention in Japan 

Noriko HAMAMOTO 1 l 2 l and Satoshi INOUE 1 l 2 l * 

Rabies is one of the most feared infectious diseases and usually 100% mortality after 

the onset of symptoms. This fatal viral infectious disease of humans and animals 

caused by the highly neurotropic virus named rabies virus (RABV) , which belongs 

to the genus Lyssαvirus, family Rhαbdouiridae. This bullet-shaped enveloped virus has 

a nonsegmented negative-strand RNA genome of about 12 kb in length that encodes 

five viral proteins: the nucleoprotein (N) , phosphoprotein (P) , matrix protein 

(M) , glycoprotein ( G) , and large protein (L) . RABV s are generally classified into 

two categories, street viruses (field isolates) and fixed viruses (laboratory-adapted 

strains) . Fixed viruses have been used to produce vaccines, or employed in diagnostic 

and research procedures, show the different characteristics compared to street viruses 

such as shortened incubation period, stabilized virulence, reduction or loss of infectivity 

and increased intracellular propagation and budding of virions from the cell surface 

membrane. RABV G protein is the only viral protein that is glycosylated and exposed 

on the surface of the virion. This is the major factor responsible for the pathogenesis 

of RABV as related to the entry into target cells and production of virus-neutralizing 

antibodies. Recent reports indicated that the number of N-glycosylation sites in G 

protein is one of the determinants of the pathogenicity of street viruses. 

Worldwide, there are still more than 55,000 human deaths each year due to rabies. 

In a country where rabies is rare, such as Japan, Hawaii, UK, etc., the concern exists 

of whether an outbreak could be responded to effectively, swiftly, and appropriately. 

Inappropriate or delayed response even to suspicious cases could lead to social anxiety. 

It is thus important to validate the existing measures, rabies prevention law, and 

implement effective measures with the monitoring. Taiwan has been considered canine 

rabies free for 52 years after the elimination of endemic dog rabies in 1961. However, 

three ferret-badgers (Melogale moschαtα） were confirmed as rabies and reported 

to OIE by Taiwan government on July 17, 2013. Interestingly, rabies virus isolated 

from Taiwan ferret badgers has been a distinct lineage within the group of lineages 

from China strains, phylogeographically. It was also reported that the most recent 
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common ancestor was originated 91-113 years ago. This was a strong impact for the 

consideration of a rabies free status in Japan. 

The last case of indigenous human and animal rabies in Japan was reported in 1956 

and 1957, respectively, and, since then, there has been no report about animal rabies. 

Until now, under the Rabies Prevention Law (MHLW, 1950) , the Infectious Diseases 

Control Law (MHLW, 1998) and the Domestic Animal Infectious Diseases Control Law 

(MAFF, 1951) substantive efforts to prevent rabies have been adopted by the central 

and local governments, veterinarians, and physicians (e.g. registration and control of 

stray dogs, rabies diagnosis in suspected cases, appropriate PEP for human, import and 

export quarantine of animals, notification system for the importation of animals, rabies 

vaccination of dogs) . However, three imported human cases have been reported. 

Two cases in 2006 were dealt in accordance with The Guideline for Rabies in 2001 

(MHL W) in terms of the initial response and medical practice. This guideline played 

a successful role in those two cases and was result of the follow-up amendment and 

drill of measures and contingency plan had been deemed because of any inappropriate 

public health response or delay at an early stage of rabies cases, even in doubt, leading 

to unnecessary, excessive social anxiety. Then, the Guideline for Rabies Control in 

Japan 2013 was come out focusing on an action plan after the con五rmationof rabid 

animals. In reaction to the outbreak of rabies in ferret-badgers in Taiwan, the Guideline 

for Animal Rabies Survey was also reported on March 2014 for the capacity building of 

rabies diagnosis and report system on animal rabies in the local government of Japan. 

In these situation, it is desired to continue the research on potential rabies risk and 

undertake the appropriate measures against rabies. An improved understanding of 

pathogenesis and etiological study of rabies may lead our research to novel prevention 

and therapeutic approaches to the management of human and animal rabies and also 

could help overcome threat of this disease in the public health. 

はじめに

狂犬病は，世界中で毎年55,000人以上が死亡している動物由来感染症（Zoonosis，人獣共通感染症）であ

る．いったん狂犬病を発症すると，急性，進行性，致死性の脳炎を示してほとんどが10日以内に100%致

死する．患者の99%以上は狂犬病を発症したイヌによる唆傷が原因であり，その3050%は15歳以下の子

供である．アジアは世界有数の狂犬病流行地域であり毎年24,000人以上が狂犬病で死亡している．世界保

健機関（WHO）は東南アジアの10億人以上が狂犬病の暴露にさらされており，毎年の唆傷被害者が1,900

万人，曝露後予防接種（post日 exposureprophylaxis）が400万人を超えていると報告している．近年，中国，

インド，インドネシア，フィリピン，ベトナム等で狂犬病の発生が拡大していることを考えると，狂犬病

は獣医領域が公衆衛生に果たす役割の大きいまだ忘れ去ることのできない動物由来感染症である．アジ

アでは今もイヌの狂犬病対策が極めて重要な公衆衛生上の課題である．しかしながら， 1993年から韓国と

北朝鮮の国境沿いに生息するタヌキに狂犬病が発生しており，また， 1994年から中国の安徽省.￥：折江省・

江西省に生息するイタチアナグマで狂犬病の流行が報告されている．アジア地域の野生動物における狂

犬病の疫学が気になるところではあるが，半世紀以上も前に狂犬病を淘汰した台湾で， 2013年に狂犬病が

何十年も前から在来のイタチアナグマに維持されていたことが明らかになったことは特に大きな驚きで

ある．幸いに，日本にイタチアナグマは生息しておらず感染症法によって2003年から輸入禁止となってい

る．公衆衛生における動物由来感染症の対策は，感染源対策によってヒトの健康危害を防止することが目

的である．わが国で狂犬病が疑われた場合も，ヒトの対策に並行して，動物の狂犬病調査等が行なわれ，

ヒトで狂犬病が発生することを阻止して事案の終息を迎えたい．
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｜．狂犬病

狂犬病は，狂犬病ウイルスを原因病原体として

致死性の脳炎を主症状とする人獣共通感染症で

あり，すべての晴乳類が感受性を持っていると言

われている．日本，ニュージーランド，オースト

ラリア，ハワイ，グアム，フィジー諸島などの限

られた国を除き，世界中で発生が見られる．特に

アジアやアフリカで多く発生しており， WHOの

推計によれば，年間55,000人以上が狂犬病によっ

て死亡しているとされており，古代エジプトやギ

リシヤ，ローマ時代から現在に至るまで公衆衛生

上の重要な問題となっている 1,2＞，現在，アジア，

アフリカなどの発展途上国では主にイヌが媒介

動物であり，欧米ではスカンクやアライグマ，キ

ツネ，コウモリなど野生動物由来の狂犬病が問題

となっている 2)（図 1)'

通常，狂犬病を発症した動物に噛まれた際に，

唾液中のウイルスが傷口から侵入することに

よって感染が成立するが，これ以外に，傷口や粘

膜面を感染動物に甜められたり，ウイルスを含む

エアロゾルを吸い込むといった状況下で感染す

ることがあるべ狂犬病ウイルスは，神経細胞に

高い親和性を示し，平均して 1-3か月，時には

数年にわたる長く不定な潜伏期間中に，唆傷部

近傍の末梢神経から逆行的に中枢神経系（CNS:

Central Nervous System）に到達して増殖・発症

に至ると考えられているs,4,5l. CNS到達後の脊髄

から脳，脳内におけるウイルスの感染拡大は非常

に速やかであり， CNSで増殖したウイルスは感染

の後期に神経を経由して網膜，角膜，唾液腺，筋

肉，皮膚などの神経細胞に分布する．発症の数日

前から唾液中にウイルスが排出されて，動物問や

ヒトへの伝播の原因となる2,4,6)'

狂犬病の患者では，頭痛や発熱，感染部位の痔

痛などの初期症状に引き続き，咽喉頭炎，意識障

害，神経過敏，幻覚，恐水症状，麻痘，昏睡など

の病態を示したのち，最終的に呼吸麻庫や多臓器

不全によって死亡する 3）＇有効な治療法は未だ確

立されておらず，発症後の死亡率はほぼ100%に

のぼる．しかし，狂犬病ワクチンによる暴露前予

防接種による予防が可能であり，暴露後でも直ち

に狂犬病ワクチンによる暴露後予防接種を行う

ことで発症を阻止できる．感染部位がCNSに近い

場合には，暴露後予防接種と免疫グロプリンを併

用することで，発症の阻止が可能になるべ興味

深いことに，死に至るほど激しい神経症状が見ら

れるにもかかわらず，死亡したヒトや動物におい

て，特異的な剖検所見が認められない．また，病

理組織学的に非化膿性脳炎を呈するが，炎症や組

織の変性は軽度であり 発症機序について不明な

点が多い3,7)' 

図1 狂犬病の感染環
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圃 世界中で年間60,000人以上が狂犬病によって死亡している。

(WHOによる推計）
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II. 狂犬病ウイルス

狂犬病ウイルスは，モノネガウイルス目

(order Mononegαvirales）ラブドウイルス科

(family Rhαbdoviridαe）リッサウイルス属（genus

lyssαvirus）に属するマイナス一本鎖RNAウイル

スであり，縦約180nm，幅約75nmの弾丸状の形

状をとる8,9）.ウイルスゲノムは核蛋白質（N蛋

白質： nucleoprotein），リン酸化蛋白質（P蛋白

質： phosphoprotein), RN Aポリメラーゼ（L蛋

白質： largeprotein），マトリックス蛋白質（M

蛋白質： matrixprotein），糖蛋白質 CG蛋白質：

glycoprotein）の 5種類のウイルス蛋白質遺伝子

をコードしている 9l. N蛋白質はRNAと結合し，

P蛋白質， L蛋白質とともにヌクレオカプシドを

構成しているsoi. M蛋白質とG蛋白質は，宿主由

来の脂質二重膜とともにエンベロープを構成し，

ヌクレオカプシドを包み込みウイルス粒子を形

成する 9)（図 2).

現在，野外流行株を街上毒（streetvirus）と呼

び，培養細胞や実験動物を用いて繰り返し継代

して作出された実験室株やワクチン株を固定毒

(fixed virus）と呼んで区別している11,12）.固定毒

には，親株である街上毒や継代歴の違いにより，

実験動物に対する病原性の異なる様々な株が存

在する．街上毒は，発症すると100%死亡する極

めて高い病原性から取り扱うことのできる施設

が限られており，さらに潜伏期が不定であること

などから，野外における病態や発症機序を解明す

る研究が容易でない．一方，固定毒は，街上毒と

比較して株ごとの潜伏期や症状など性状が安定

していて街上毒よりも取り扱いが容易なことか

ら，これまで様々な実験室内での研究やワクチン

開発に用いられてきた．固定毒は，街上毒と比較

して末梢感染性の減弱や潜伏期間の短縮・一定

化，さらには免疫誘導能の増強といった性状の変

化が見られ，固定毒を用いた研究で得られた知見

は必ずしも街上毒の特徴を示しているとは限ら

ない 6,11.13-19）.特に，街上毒が，その特徴的な長い

潜伏期の聞に宿主体内のどこでどのように潜ん

でいるのか，どのように宿主の免疫機構を回避し

ているのかについては，未だ解明されていない．

狂犬病ウイルスの重要な病原性決定因子であ

るG蛋白質8）は，ウイルスのエンベロープ外側に

スパイク状に配置して，細胞表面上のウイルス受

容体と結合して細胞への吸着・侵入に重要な役割

を持ち，ウイルス中和抗体の産生を誘導する主要

な抗原ともなる弘15,16,20-26）.固定毒株のG蛋白質333

位アミノ酸がアルギニンやリジンから他のアミ

ノ酸に変異することによって，マウスに対する病

原性の著しい低下や末梢感染性の低下，培養細胞

における細胞問伝播の効率の低下など，様々な性

状の変化が生じる21,22,24,27）ことから， G蛋白質が街

上毒と固定毒の病原性の違いについて強く関与

していることが示唆されている．

狂犬病ウイルスのG遺伝子は， 524個のアミノ

酸からなるG蛋白質をコードしているが， N末端

から第19位のアミノ酸領域は，シグナルペプチ

ド（SP: signal peptide）であり， G蛋白質の成

熟過程でシグナルペプチダーゼによって切断さ

れ，成熟したG蛋白質は505個のアミノ酸構成と

なる．この505個のアミノ酸のうち， N末端から

第439位のアミノ酸までが細胞外ドメイン (ED:

ectodomain）で，ウイルス粒子表面にスパイク状

に突き出て，細胞のレセフターや中和抗体と結合

する．第439461位のアミノ酸が膜貫通ドメイン

(TM : transmembrane region）で，脂質二重膜

を貫通している.C末端側の44個のアミノ酸が細

胞質ドメイン（CD: cytoplasmic domain）と呼ば

れ，脂質2重膜より内側（細胞質内あるいはウイ

ルス粒子内）に存在し ウイルス粒子形成に重要

な役割を果たすマトリックス蛋白質であるM蛋白

質と相互作用する．ウイルス粒子上のG蛋白質は

3量体を形成する9,28).

街上毒と固定毒のG蛋白質を比較した場合に見

られる最も特徴的な違いは潜在的N型糖鎖付加部

位のコンセンサス配列（AsnX Ser /Thr ; Xはプ

ロリン以外のアミノ酸）の数である．街上毒のG

蛋白質が lないし 2か所の潜在的N型糖鎖付加部

位を持つのに対して，固定毒のG蛋白質は 3ヵ所

以上の潜在的N型糖鎖付加部位を持っている29-33).

実験的に街上毒のG蛋白質にN型糖鎖を追加する

と，マウスに対するウイルスの病原性が低下し，

培養細胞内でのウイルス増殖が充進したという

報告がある32－刊．また，電子顕微鏡による観察で，

街上毒は細胞膜からはほとんど出芽せず，主に細

胞内小器官の膜からウイルス粒子が出芽するが，

固定毒では細胞膜からのウイルス粒子の出芽が

頻繁に認められたと報告されている 12,35-39）.近年，

狂犬病ウイルスのG蛋白質が小胞体・ゴルジ体か

ら細胞膜に輸送されるためには糖鎖付加が必要

であり，街上毒であるKyoto株のG蛋白質第204位

アミノ酸にN型糖鎖を付加するとG蛋白質が小胞

体から細胞膜に輸送され固定毒化で獲得された

G蛋白質のN型糖鎖修飾がG蛋白質の局在を規定

していると報告された40).
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図2 狂犬病ウイルスの成熟粒子形成
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川．狂犬病の流行形態

世界中で公衆衛生における大きな脅威となっ

ているいわゆる古典的な狂犬病は，リッサウイル

ス属の狂犬病ウイルス（遺伝子型 1）を原因とす

る動物由来感染症である．狂犬病ウイルスは，全

ての哨乳類に感染するが流行を維持している動

物種は限られており，狂犬病を ヒトに媒介する

危険性の高い動物種は国や地域によって異なる．

一般に，食肉目に属するイヌ，キツネ，アライグ

マ，スカンク，マングース，コヨーテ，オオカミ，

ジャッカルなどで流行が維持されているが，アメ

リカ大陸ではコウモリにも狂犬病が流行してい

る．狂犬病の発生している地域では，ヒ トの生活

に近接するペット動物（猫，米国のフェレットな

ど）がヒ トに対して最も健康危害度の高い動物と

なる41).

流行宿主

・アジア ：犬，タヌキ（韓国），イタチアナグマ（中

国・台湾）等．

・アフリカ ：犬，ジャッカル，マングース等．

・ヨーロ ッパ：キツネ，タヌキ等．

・南北アメリカ：犬，キツネ，スカンク，アライ

グマ， コウモリ等．

感染様式

・人を含むすべての日甫乳類が狂犬病ウイルスに感

受性である．

－感染は岐傷による直接伝搬が一般的である．

－潜伏感染期が通常 13か月と長い．

．潜伏感染期に抗体は産生されない．

－潜伏感染期にウイルスを検出することは困難で

ある．

－感染性期は唾液中にウイルスの排出される発症

の数日前から死亡するまでである．

伝搬様式

・特定の宿主および地域で特定のウイルス株が維

持されている．

－各ウイルス株は流行している宿主動物に最も感

受性が高い．

－ウイルス株が新しい宿主で流行するためには長

い年月（順化）が必要である．

・基本再生産数（basicreproduction number R 0 ) 

は小さい (1<R Oく2前後）．

野生動物では，「行動異常（行動の変化）」が重

要な所見であり，不自然にヒ トと接触を試みる場

合や，夜行性の動物が日中に現れる場合に狂犬病

が疑われる．特に，挑発を受けていないにも関わ

らず攻撃を加えてくる時は狂犬病の可能性が高

くなる．しかしながら 狂犬病に擢患した野生動

物の潜伏期，臨床症状については十分な知見が無

いため，その臨床診断は困難とされている．
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IV. 台湾で、見つかった野生動物の狂犬病

台湾では，イヌで流行していた狂犬病を駆逐

して， 1959年のヒトと1961年のイヌを最後に，島

内で感染した狂犬病の報告はない．近年，大陸か

らの密輸や野犬等の増加を受けて，政府主導に

よる狂犬病検査を1999年に開始して， 2012年ま

でで7,238頭のイヌ，ネコ，コウモリ，密輸動物を

検査して，いずれも陰性と報告して来た．ところ

が，政府が2013年に野生動物の狂犬病調査を大学

に委託したところ， 2012年に大学で捕獲されてい

た3頭の死傷イタチアナグマが狂犬病疑陽性とな

り，政府検査機関で狂犬病を確定して，国際獣疫

事務局（OIE）に狂犬病の発生を2013年7月17日に

報告した台湾政府は 2013年8月1日に中央疫

d情f旨f軍中J心（CECC:Central Epidemic Command 

Center for Rabies）を設置して狂犬病対策の強化

を行なったが， 2013年12月27日には，戦略を“短期

の緊急対応”から“中長期的な疾病管理”に転換し

たとプレスリリースした42,43).

平成25年7月以降，狂犬病の流行を維持してい

る野生動物がイタチアナグマであることを速やか

に特定して，以降，狂犬病調査を4,585頭のイヌ・

ネコを含む動物に対して行い， 445頭の食肉目が

狂犬病陽性，陽性動物の441頭がイタチアナグマ

であることを明らかにしている（平成27年2月12

日現在）．平成23年のジャコウネズミ 1頭とイヌ

1頭，平成24年12月のハクビシン 1頭と平成25年

1月のハクビシン3頭はいずれもイタチアナグ

マで流行している狂犬病ウイルス株が感染した

事例である（表 1) .狂犬病疑いで暴露後予防接

種が行われた患者数は， 11,419人（2013年7月21

日－2014年12月31），その79.4%がイヌとネコによ

る岐傷被害であり，狂犬病発生時にはイヌとネコ

の対策が重要案件となることが容易に理解でき

る．なお，イタチアナグマに唆まれて暴露後予防

接種を行った患者数は62名と報告されている．

台湾政府が“短期の緊急対応”から“中長期的

な疾病管理”に戦略を転換した疫学的な背景を以

下に簡単に記す44).

. 1999年：台湾で動物の狂犬病調査が始まる．

. 2004年一2008年：動物の密輸摘発（狂犬病検査

でいずれも陰性）．

. 2007年：動物の狂犬病対策委員会設置（野犬対

策を強化）．

. 2012年：政府が野生動物の疾病サーベイランス

を大学に委託．

. 2013年：野生動物の疾病サーベイランスに狂犬

病を追加．

. 2013年6月24日：台湾大学で死傷イタチアナグ

マ（捕獲日： 2012年5月23日， 11月25日， 12月

29日）が狂犬病疑陽性．

・2013年6月24日：死傷野生動物の調査を強化（農

業委員会防検局）．

• 2013年6月25日：狂犬病陽性地区および同山間

部住民に動物用狂犬病ワクチンの無償提供（約

10万本の緊急防疫ワクチン備蓄と約20万本の

追加輸入）．

• 2013年7月16日：政府検査機関が狂犬病を確定

診断

. 2013年7月17日：狂犬病の発生をOIEに報告．

. 2013年7月18日：予防接種の実施に関する諮問

委員会（ACIP）緊急開催（狂犬病発生地域の岐

傷被害への暴露後予防接種等対応指針の修正）．

・2013年7月23日：ヒトを岐んだイタチアナグマ

を狂犬病陽性と確定．

. 2013年7月24日：台湾保健省と農業委員会によ

る狂犬病予防対策省庁間作業部会開催．

• 2013年7月25日：台東県のジャコウネズミが狂

犬病陽性 (1頭）．

. 2013年8月1日：台湾行政院が中央疫情指揮中

心（CECC）を設置．

. 2013年9月7日：大学で，冷凍保存（2010年7

月一2013年7月）されていたイタチアナグマ13

頭中 5頭が狂犬病陽性．

• 2013年9月10日：狂犬病のイタチアナグマに岐

まれた飼育犬 (1頭）が経過観察25日目に発症

（検査で狂犬病を確定）．

－ウイルスの遺伝子解析：少なくとも 2つのウイ

ルス株が台湾島の中南部と東南部でそれぞれ

維持されており，中国のイタチアナグマ株と系

統が異なっていた．イヌ，ジャコウネズミ，ハ

クビシンから分離されたウイルスはいずれも

イタチアナグマ由来のウイルスであった45,46).

台湾大学で狂犬病が疑われてから，政府への報

告と確定，ヒト対策（唆傷被害者への対応，対策

関係者の予防），動物対策（発生地域の飼育犬等

への対応，狂犬病疑い動物の調査と検査），狂犬

病調査による流行動物種および発生地域の特定

等が迅速に行われ，狂犬病を発症した患者の報告

は現在までない（2015年3月5日時点）．徹底し

たヒトの発症予防（曝露後予防接種と啓発）とヒ

トの感染源となる可能性の高いイヌ等ペットへ
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の対策強化の結果と考えられる．

台湾CDCは，山岳部に生息するイタチアナグマ

と接触する機会の多い猟師や少数民族等の健康履

歴（過去2年間）を調べて狂犬病に擢患したと考

えられる患者はいなかったと報告している．狂犬

病がかなり前から侵淫していたにもかかわらず狂

犬病の疑い報告が一例もなかったことは大変に興

味深い．狂犬病が陽性となったイタチアナグマに

よる初めての岐傷被害者が報告された直後に暴露

後予防接種者が急増したことや，狂犬病調査を行

う以前（2006年頃）から多数の死亡イタチアナグ

マが見られたという専門家の話を聞くと，狂犬病

の発生報告が無い状況下でも，疑いの目を持って

注意深く調査を継続すべきと考えられた

表 1 台湾で行われた動物の狂犬病調査の成績（中央流行疫情指揮中心報告）

1999年 2012年 2013 2014年 2015年
動物種

検体数 陽性数 検体数年陽性数 検体数 陽性数 検体数 陽性数

イヌ 6,841 。 1,553 pl 948 。 4 。
ネコ 5 。 112 。 12 。 。
コウモリ 322 。 64 。 120 。 4 。
食肉目 ND ND 1,019 276 306 148 60 21 

イタチアナグマ ND ND 831 276 243 147 41 18 

八クピシン ND ND 161 。 54 l3l 16 3•) 

アラアラャコウネコ ND ND 3 。 。 。
チョウセンイタチ ND ND 4 。 。 。 。
チピオマングース ND ND 17 。 7 。 2 。
フェレツト ND ND 3 。 。 。 。 。

他野生動物 ND ND 341 121 28 。 13 。

総計 7,168 。 3,089 278 1,414 148 82 21 

ND＝検体なし、 1）飼育犬（台東県、 2013年9月10日確定）、 2）ジャコウネズミ（台東県、 2013年7月30日確定）、
3）八クピシン（扉東県、 2014年12月29日確定）、 4)J kクビシシ（花蓮県高尾市台南市、 2015年2月12日確定）。

※ 台湾行政院農業員会が公開している狂犬病観則結果（2015年2月12日）を引用。

v.狂犬病への対応指針

動物による岐傷被害では，発生地の狂犬病流行

状況や加害動物が狂犬病であるかを適切に判断し

て狂犬病のワクチン接種を行うべきである．狂犬

病の感染が“疑われる”場合は暴露後予防接種を

必ず行うべきである（「狂犬病対応ガイドライン

2001」の付属書追補「狂犬病流行地における感染

動物種とその危険度に応じた対応（http://www2.

pref.iwate.jp／～hp 1353/kansen/ zoonosis/ rabies/ 

information update.pdf)」（付属書14）を参照）．

1) WH  Oの指針2)

げっ歯類，家ウサギ，野ウサギから暴露しで

も，暴露後予防接種が必要となることは稀である

と記載されており，狂犬病発生が少ない地域では

加害動物が外見上健康なイヌやネコである場合，

加害動物を経過観察できれば，動物に何らかの異

常が見られるまで，暴露後予防接種の開始を延期

することができるとされている（狂犬病対応ガイ

ドライン2001の付属書 5「唆傷被害者への治療」

の表2（狂犬病暴露後発病予防治療方針， WHO,

1992）の注釈（a）を参照）．

2）米国の指針47)

狂犬病発生国の米国においては動物に岐傷が

あった後の暴露後予防接種の指針として以下を

あげている．

(1）犬，猫，フェレット

①加害動物が健康で観察可能な場合は動物に

何らかの異常が見られるまで，暴露後予防

接種の開始を延期することができる．

②狂犬病が疑われる場合：ただちに暴露後予

防接種を開始する．

(2）スカンク，アライグマ，キツネ，その他の食肉

目，コウモリ
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狂犬病検査で陰性結果が出るのを待たずに，

加害動物を狂犬病に感染しているものとして取

り扱い，ただちに暴露後予防接種を開始する．

(3）家畜，小型げっ歯類，ウサギ類（野ウサギ，

家ウサギ），大型げっ歯類（マーモット；

woodchuk, beaver), ~也の日甫乳動ヰ却

①加害動物の健康観察は個々に検討が必要で

ある．

②地リス（squirrels），ハムスター，モルモッ

ト（guineapigs），スナネズミ（gerbils),

シマリス（chipmunks），ラット，マウス，

他の小型げっ歯類，家ウサギ，野ウサギに

ついてはほとんどの場合に暴露後予防接種

の必要は無い（注：ボリビアにおけるペルー

産ハムスターの狂犬病事例では，人を暁ん

だハムスターが，その翌日に死亡し，検査

の結果，狂犬病に感染していることが判明

したことから，暴露後予防接種が行われ

た）．

VI. 狂犬病の治療と予防

狂犬病は一旦発症すると有効な治療法がなく

ほぼ100%死亡するため感染が疑われた場合に

は，直ちにワクチンによる曝露後予防接種（post

exposure prophylaxis）を受けることが死を免れ

る唯一の方法である．現在，わが国における狂犬

病ワクチシの生産量は年間4-5万本であり化学

及血清療法研究所でのみ製造されているが， 2006

年の狂犬病輸入症例の発生時には，その供給量に

限界のあることが明らかとなった．なお，狂犬病

を疑う動物に唆まれた場合に行う暴露後予防接

種は健康保険適用となる48-53).

狂犬病ウイルスは， 70%アルコール，煮沸，通

常の消毒剤で容易に不活化されるため，適切な接

触・飛沫感染防止策，暴露部位の洗浄消毒，ワク

チンによる暴露後予防接種等の併用により感染・

発症予防が可能である日）．

関連法規：狂犬病は感染症法に基づき4類感染症

として患者を診断した医師に全数届

出が義務づけられている．

曝露前予防接種（pre-exposureprophylaxis) : 

わが国の曝露前ワクチン接種は組織培養不活

化狂犬病ワクチンを4週間隔で2回皮下注射

して，その612カ月後に 1回の追加接種をす

ることになっている．ワクチン接種は，主と

して感染予防の目的で狂犬病流行国への渡航

者や感染の危険性が高い研究者・獣医師等に

対して行われている．一方， WHOは接種 0,

7 ' 28日目に筋肉内または皮下接種による方

式を推奨している．どちらの方式でも一般的

に充分な中和抗体価が誘導できるが，日本の

方式は渡航半年前からの準備が必要となり現

実的でなく， WHO方式を採用しているトラ

ベルクリニックもある．

曝露後予防接種（post-exposureprophylaxis) : 

＊動物唆傷による狂犬病ウイルスの暴露が疑

われた際できるだけ早くワクチン接種等を

行いウイルスの潜伏期間中に十分な免疫を

誘導して発症を阻止する方法である．流行地

域等で狂犬病の疑われる動物に岐まれた場

合は，最初に流水と石鹸で創傷部を十分に洗

浄・消毒を行い，その直後にワクチン接種を

開始する．わが国では接種の第 1回目を O

日として以降3,7, 14, 30および90日の計6

回皮下接種する（WHO方式では90日を必須

としない）．近年，筋肉内投与量の 5分の l

量を皮内数箇所に接種するタイ赤十字皮内接

種法（TRC ID法）がWHOから推奨されて

いる．また，「狂犬病暴露後発病予防治療方針

(WHO）」の「第3類の暴露分類」に相当する

場合は，ワクチン接種O日に抗狂犬病ウイル

ス免疫グロプリン（RIG）を受傷部周囲の筋

肉内に同時接種することが推奨されている．

しかしながら， RIGは世界的に供給不足であ

り， 90%以上の患者はワクチン単独での治療

を受けている．日本ではRIGは製造されてお

らず国外からの入手も非常に困難である．

．海外渡航時の予防接種に関する参考情報

・日本渡航医学会（http://www.tramedjsth担／）

（一般向け情報：トラベルクリニックリスト）

・FORTH海外で健康にすごすために：予防接

種実施機関の探し方（http://www.forth.go.jp/

useful/vaccination02.htmD 
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VII. 狂犬病対策に関する取組み

わが国では， 200年以上続いた狂犬病を，狂犬

病予防法を制定 (1950年8月）して制圧すること

に成功した．幸いに， 1970年と2006年のヒトの輸

入狂犬病を除いて， 1957年に広島県で報告され

たネコの事例を最後にヒトも動物も国内で感染

した狂犬病の報告はない．現在，「狂犬病予防法」

55），「感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律（感染症法）」 56），「家畜伝染病予

防法」 57）に基づいて，狂犬病と診断された患者や

動物の届け出，飼い主による飼育犬の管理（登録

と予防接種等），管理されていないイヌの抑留，

動物の輸出入検疫・届け出問9）等が行われている．

感染症法で狂犬病の患者を診断した医師は届出

が義務付けられており 60）狂犬病予防法に基づい

てイヌ等を診断もしくは疑いを認めた獣医師は

直ちに所在地を管轄する保健所長を経由して都

道府県知事に報告する義務が課せられている55).

また，家畜動物については家畜伝染病予防法で届

出が義務付けられている57).

厚生労働省は，発生時を想定して，狂犬病に携

わる行政関係者や医師・獣医師が，輸入事例はも

ちろんのこと，万が一の狂犬病の国内発生時に的

確かつ迅速な対応ができるよう『狂犬病対応ガイ

ドライン2001』を自治体や関係機関等に2001年に

配布している．また， 2013年には『狂犬病対応ガ

イドライン2013一日本国内において狂犬病を発

症した犬が認められた場合の危機管理対応一』が

作成されて，各自治体で狂犬病と確定されたイヌ

が認められた場合に事態をどのように終息させ

るかのマニュアルが準備されつつある．ガイドラ

インではイヌでの発生を想定して取りまとめら

れているが，仮に他の動物種で狂犬病の発生が認

められでもガイドラインに準拠した対応でヒト

の健康危害防止と動物の監視および続発事例の

摘発と対応が可能になる．これらガイドライン等

を参考にして，各自治体で、実際的な対応マニュア

ル等が作成されるとともに発生時を想定した机

上・実地訓練等が行われて，機能する危機管理の

体制準備を平常時に整えることが望まれる61,62).

WHOは，「狂犬病のない国においても動物の狂

犬病調査を実施するのに十分な体制を維持して，

国内に存在する感受性の高い飼育動物及び野生

動物種について狂犬病を疑う症例のある場合に

は，標準化された検査法によって陰性を報告すべ

きである」としており狂犬病調査の体制を構築す

ることを推奨している 2）.現在，自治体では，条

例等に基づいてヒトに対して岐傷事故を起こし

た加害犬の検診を行い，その経過観察期間中に死

亡した場合に必要に応じた検査が行われている．

この対応は，その時々の状況に応じて行われてい

るものであり，一定の基準で，継続的にイヌ以外

も含む動物の狂犬病調査を実施しているもので

はない．

台湾の野生動物における狂犬病発生がOIEに公

式報告（2013年7月17日）されたことを受けて，

「我が国における動物の狂犬病モニタリング調査

手法に係る緊急研究（厚生労働科学特別研究）」

が行われて，『動物の狂犬病調査ガイドライン』

が報告された（2014年3月）．このガイドライン

は，自治体による狂犬病対応ガイドラインの実際

的な活用を可能とするために取りまとめられた

ものである．狂犬病の発生がない状況下であって

も狂犬病が疑われる動物を積極的に探知し，解剖

と実験室内の検査によって狂犬病であるか否か

を確認できる体制の構築が目的である．また，本

調査を行うことによって，狂犬病のないことを積

極的に証明していくことも大きな到達目標であ

り，検査で得られる陽性結果だけではなく，陰性

結果の蓄積にも大きな意義のあることを理解し

たい吹

おわりに

台湾で見つかった野生動物における狂犬病の流行は，イヌの狂犬病を淘汰して52年を経過して発見さ

れ，全くの想定外であった台湾の狂犬病事例から学ぶことは多いが，狂犬病の流行している動物種を確

定して発生地域の特定を可能とした“動物の狂犬病を監視・摘発することのできる動物の狂犬病調査”

の重要性に改めて気付くところである．公衆衛生における動物由来感染症対策は ヒトの健康危害防止が

最終目的である．国内でイヌや野生動物に狂犬病が疑われた場合に，発生地域で迅速かつ適切な動物の狂

犬病調査が行われて，正確な疫学情報に基づいたヒトと動物の感染・発症予防を行う体制が関係機関の

連携（OneHealth）によって準備・構築されることを期待したい．
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