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「One Health」としての Zoonosis〈第 1 回〉
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総論

ト由来の Zoonosis について、実際に症例経験のあ
る本協会の医師・獣医師が執筆する。

腸管出血性大腸菌 O − 157 感染症、ウシ海綿状脳症

今回は、各論の参照として、さらに、診療の鑑別

（ BSE 、狂牛病 ）
、Q 熱、鳥インフルエンザなど、こ

の補助として、ペットにおける注意すべき Zoonosis

の二十数年来、世界を脅かせている感染症の多くは

と動物群別重要度分類の表を提示した（ 表２、３）。

人獣共通感染症（ Zoonosis：ズーノーシス ）である。

Zoonosis とは「ヒトと脊椎動物との間に自然に移

Ⅰ . Zoonosis の現状と問題点

行する疾病および感染症」
（ WHO ）のことであり、

WHO は 1982 年までに世界で 121 種の Zoonosis を

この約 30 年間に Zoonosis は、炭疽、イヌやネコ

指定し、現在、その数は 200 種を超えている。また、

の蛔虫症、大腸菌による公園砂場の汚染、アメーバ

学者によっては 400 種ともいわれ、人の感染症の約

赤痢、エボラ出血熱、BSE 、O − 157、クリプトスポ

60 ％は動物に起因するとされる。本邦における

リジウム症、サルモネラ症、新型インフルエンザウ

Zoonosis は 100 種類程度、ペットで 30 種類ほど存

イルス、VRE、鳥インフルエンザ、ブルセラ症、カ

在するのではないかといわれている（ 表１）
。

プノサイトファーガ感染症など、枚挙にいとまがな

近年、イヌ・ネコの蛔虫症、エボラ出血熱、BSE 、

いほど多種多様なものの発生が報告されている。こ

O − 157 など、また新顔では猫ひっかき病、Q 熱、

れらの感染症が、あらためて

パスツレラ症、犬ブルセラ病、カプノサイトファー

か

ガ感染症など、 Zoonosis に注目が集まっている。

染症の方が多く、Zoonosis はマイナーに相違ない。

Zoonosis は臨床医療の現場ではマイナーであり、従

そして、マイナーであったが故に法体系が整備されて

来、検査が十分に行える体制も整っていなかった。

いたのは、農林水産省関連では家畜を対象にした「家

そのため、実際には現在確認されている以上に症例

畜伝染病予防法」のみで、対象の動物は、家畜（ ウ

数は多いと考えられる。パスツレラ症では、1998 年

シ、ウマ、ブタ、綿羊、ヤギ、ニワトリ、ウズラ、

から 2001 年にかけて日本全体の菌株の年間分離数が

アヒル、ミツバチ ）で、厚生省（ 当時 ）関連では「狂

急増しており、2001 年の症例数が 325 例で、1988 年

犬病予防法」のみで、予防接種の対象がイヌだけと

の約 10 倍となっている。

いう、ほとんどのペットは法律の対象にもなってお

動物由来であったの

と思われるほどである。確かに、ヒト−ヒト感

本連載では、現状における Zoonosis の全体像（ 現

らず、Zoonosis を考えた時、極めて不備と考えられ

状と問題点、成立の要因、診療上のポイント、具体

る状況であった。そこで、平成 8 年（ 1996 ）11 月か

的な予防法 ）、および本邦において注目すべきペッ

ら、厚生省（ 当時 ）は新興再興感染症の原因の大き
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表１ 日本ですでに存在するか、今後侵入する可能性のある Zoonosis
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表２ 本誌連載予定の Zoonosis と主な症状

表３ Zoonosis の動物群別重要度分類
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な柱の一つとして、Zoonosis を組み入れた新しい時

れたこと２）、エキノコックス症のように、将来発生

代の感染症対策の検討に入った。そして、ついに 100

数が増加する可能性があると考えられる Zoonosis が

年来続いた「伝染病予防法」に代わる新たな新法を、

存在したこと２）、３）、ならびに O − 157、クリプトスポ

1999 年 4 月 1 日に「感染症（ 新 ）法」として施行し

リジウム症等の感染対策班が設置されたこと等。以

た。この中には検疫の充実、各 Zoonosis の発生件数

上のことから、Zoonosis がマイナーとばかりはいえ

の把握等の実際的な改善と機動性が盛り込まれた。

ない状況に変化してきた。こうした流れを受け、本

さらに、世界で注目された、1980 〜 2000 年前後
の約 20 年間に新たに発見・確認された病原微生物
（ 物質 ）による感染症である新興感染症の 40 ％近く
は Zoonosis であり、 感染症法

邦でも医師国家試験に 1993 年に初めて Zoonosis を
問う出題がなされ、以後たびたび出題された。
さらに、新たな問題として、Zoonosis がボーダー

の中で感染力、重

レス化している点が挙げられた。① BSE のような

症度等の高いものから順に一類から五類に分類され

DNA も RNA も持たない単なる 255 程度のアミノ酸

（ 表４）
、その重要なものの多くが Zoonosis であると

が

原因物質

であるような、従来の感染症の概念

いっても過言ではない状況が新たに認識された。ま

では推し量れないような もの まで Zoonosis の範

た、その新法に伴い「新しい時代の感染症対策につ

疇に入ってきたこと。② エボラ出血熱のように、本

いて」の概要中、大項目の一つとして「動物由来感

来ローカルな感染症が人口増加、食料不足等の社会

１）

染症対策」が位置付けられたこと 、少ないと考え

環境の変化により大規模に発症するようになったこ

られていた Zoonosis が検査技術・体制の向上等によ

と。③ 現在、日本に存在しないことから、海外も同

り、以前考えられていたより多く存在すると考えら

様と考えていたために起こった可能性のある

輸入

表４ 感染症法における感染症の類型化 （ 青字は Zoonosis と考えられている感染症 ）
一類感染症
（1）エボラ出血熱 （2）クリミア・コンゴ出血熱 （3）痘そう （4）南米出血熱 （5）ペスト （6）マールブルグ病 （7）ラッサ熱
二類感染症
（1）急性灰白髄炎 （2）結核 （3）ジフテリア （4）重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるも
のに限る） （5）鳥インフルエンザ（H5N1）
三類感染症
（1）コレラ （2）細菌性赤痢 （3）腸管出血性大腸菌感染症 （4）腸チフス （5）パラチフス
四類感染症
（1）Ｅ型肝炎 （2）ウエストナイル熱 （3）Ａ型肝炎 （4）エキノコックス症 （5）黄熱 （6）オウム病 （7）オムスク出血熱 （8）回帰熱
（9）キャサヌル森林病 （10）Ｑ熱 （11）狂犬病 （12）コクシジオイデス症 （13）サル痘 （14）腎症候性出血熱 （15）西部ウマ脳
炎 （16）ダニ媒介脳炎 （17）炭疽 （18）チクングニア熱 （19）ツツガムシ病 （20）デング熱 （21）東部ウマ脳炎 （22）鳥インフ
ルエンザ（鳥インフルエンザ（H5N1）を除く） （23）ニパウイルス感染症 （24）日本紅斑熱 （25）日本脳炎 （26）ハンタウイルス
肺症候群 （27）Ｂウイルス病 （28）鼻疽 （29）ブルセラ症 （30）ベネズエラウマ脳炎 （31）ヘンドラウイルス感染症 （32）発し
んチフス （33）ボツリヌス症 （34）マラリア （35）野兎病 （36）ライム病 （37）リッサウイルス感染症 （38）リフトバレー熱
（39）類鼻疽 （40）レジオネラ症 （41）レプトスピラ症 （42）ロッキー山紅斑熱
五類感染症
（1）アメーバ赤痢 （2）ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎およびＡ型肝炎を除く） （3）急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒
介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く） （4）クリプトスポリジウム症 （5）クロイツフェ
ルト・ヤコブ病 （6）劇症型溶血性レンサ球菌感染症 （7）後天性免疫不全症候群 （8）ジアルジア症 （9）髄膜炎菌性髄膜炎 （10）先
天性風しん症候群 （11）梅毒 （12）破傷風 （13）バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 （14）バンコマイシン耐性腸球菌感染症
（14-2）風しん （14-3）麻しん （15）RSウイルス感染症 （16）咽頭結膜熱 （17）Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎 （18）感染性胃腸
炎 （19）水痘 （20）手足口病 （21）伝染性紅斑 （22）突発性発しん （23）百日咳 （25）ヘルパンギーナ （27）流行性耳下腺炎
（28）インフルエンザ（鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザ等感染症を除く） （29）急性出血性結膜炎 （30）流行性角結膜炎
（31）性器クラミジア感染症 （32）性器ヘルペスウイルス感染症 （33）尖圭コンジローマ （34）淋菌感染症 （35）クラミジア肺炎（オ
ウム病を除く） （36）細菌性髄膜炎（髄膜炎菌性髄膜炎は除く） （37）ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 （38）マイコプラズマ肺炎
（40）無菌性髄膜炎 （41）メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 （42）薬剤耐性アシネトバクター感染症 （43）薬剤耐性緑膿菌感染症
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型狂犬病

の存在。④ 動物との接触歴のあった不定

愁訴を訴える患者の中に Q 熱に感染しているものの
４）

旅行の増加・多様化等による動物との接触の増加等
が考えられている。

存在が新たに確認されたこと 。⑤ 急性 Q 熱後に慢

2．動物側の要因 イヌ、ネコ、トリ等の従来型のペ

性疲労症候群（ CFS ）となった症例が確認されたこ

ット類、産業動物（ 家畜 ）、野生動物の 3 つ（ 表５）

５）

と 。⑥ ペットについては数のみでなく質（ 動物種）

に、また別の見方をすると、国内動物と輸入動物と

も変化していること、および密輸入も後を絶たない

に分けて考えていく必要がある。とりわけペットブ

ことから、防疫上、現行のままではアウトブレイク

ームが継続していること、また、1995 年頃より室内

を起こす可能性があること等。これら従来の概念か

飼育傾向およびイヌ、ネコ以外の、鳴かない、にお

ら逸脱するような状況が出現してきており、今後

わないハムスターやウサギ、爬虫類が増加している

Zoonosis さらには感染症全体を考える上で、このよ

という情報もあることから、今後、特に従来型のペ

うなボーダーレスな状況が存在する可能性を、われ

ットの数と質（ 動物種 ）も増加すると考えられてい

われは常に念頭におく必要があると思われる。

る。ただし、近年、動物の輸入制限が開始されたこ

これらのことを受け、厚生労働省は新法発布と同

とで、今後、増加は低いレベルとなる可能性がある。

時に、各自治体に対し、人獣共通感染症対策委員会

実際に、アメリカでペットのイグアナからサルモ

の設置、Zoonosis の講習会実施等の指示を行った。

ネラが感染し死亡した例もあり、将来は既知の、あ

その結果、神奈川県をはじめいくつかの自治体で

るいは未知の微生物による Zoonosis のアウトブレイ

「Zoonosis 対策委員会」が設置され活動し始めた。

クが起こる可能性も指摘されている。

また、2001 年 7 月に医学領域、獣医学領域および厚

また、産業動物に起因する Zoonosis には発育を向

生労働省の協力の下に「人と動物の共通感染症研究

上させる目的で、ウシにヒツジの内臓を与えたこと

会」が発足し、10 月に第 1 回シンポジウムを開催、

に起因した BSE 、発育促進のためのニワトリへの抗

各方面から期待がかけられている。現在まで例年シ

生物質投与による VRE などがある。

ンポジウムが開催され、役立つ新たな情報が発表さ

3．環境側の要因 家屋のビル化に伴い、個室化、気

れてきた。

密性の向上から、動物の小型化、室内飼育化が進み、

また、近年、施設内感染を起こしているペット繁

ヒトとの接触の機会の増加、抱き上げ、抱いて寝る、

殖施設、および、 Zoonosis の検査を行う検査セン

口移し、キス等の接触内容の親密化により

ターの中に正しい結果を出していない施設（ さら

増強され、感染機会の増加となっていると考えられ

６）

絆

が

に、ペット用の検査施設を所管する省庁が不在 ）

る。また、交通機関が発達したことで、動物体内で、

等、Zoonosis を取り巻く環境に無法地帯に近い現状

または海外で感染したヒトの体内で潜伏期間中に国

が残っていることが判明した。

内に運び込まれる輸入感染症の型をとることがあ
る。

Ⅱ . Zoonosisの発生要因

本邦では、実際に 1994 年の輸入サルからヒトに
赤痢菌が感染した例、2006 年のフィリピンで感染し

Zoonosis を考えていく上で、次の 3 大要因があり、

帰国後に狂犬病が発症し死亡したヒトの 2 例がある。

これらが複雑に絡み合って Zoonosis が感染し、発症

また、食料の大半を輸入に依存しているといわれる

７）

すると考えられる （ 図１）。

本邦で、輸入のニワトリのひなにサルモネラが感染

1．ヒト側の要因 高齢社会、compromised host の

しており、後に産卵した卵によるサルモネラ食中毒

増加といった抵抗力の低下したヒトの増加、また飼

の例がある。国内の食品でも

育目的の変化（ 使役動物としての飼育から家族の一

ルメブーム

８）
員としての飼育への家族的な 絆 の形成 ）
、海外

淡水魚のアユによる横川吸虫症、また、マス、サケ

34
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図１ Zoonosis の発生要因

による広節裂頭条虫症があり、特に近年前者が増加
９）

傾向にある 。
有害駆除のシカ、イノシシ、クマなどのジビエ料
理や、キツネ、野ウサギ、ネズミ類や、野鳥からの
感染にも注意が必要である。

表５ 感染源である動物と感染症（ 主要なもののみ ）

コンセントの面から、ペットと患者との

絆

を考慮し、ペットの診断・治療が可能な感染症
もあることから、獣医師と相談をさせ正しい対
策をとらせていくこと。
６．検査依頼時に注意すべきことは、動物からの感
染の可能性についての情報を、必ず検査室に連

Ⅲ . 診断上のポイント

絡するべきで、特定の病原菌が疑われる場合に
は、その菌名を伝える。それにより、検査室で

Zoonosis の的確な早期診断・治療のためには、次
の 6 項目を実行することが重要である。

は特に注意を払ったコロニー、性状、培養期間
の延長等の観察が行われる。

１．Zoonosis をまず疑ってみること。
２．患者の家庭内外での動物との接触状況を聴取す

IV . 予防

ること。
３．感染症を起こしやすい基礎疾患（ 持病 ）のある
患者の場合には、特に注意すること。

予防の基本は、動物とヒトが共生できるように動
物の検査・治療・予防を含めた対処により、原因微

４．ペットの関与が疑われた場合には、1 年ほど以

生物の除去を定期的に行うことである。また、 ワク

前からのペットとの接触状況をレポートに経時

チンのある Zoonosis は少ない ことを念頭におき、

的に記載させること。

感染源、感染経路についての正しい情報を得て、感

５．ペットの関与が判明した場合、インフォームド

染を回避するための具体的・有効な予防対策を飼い
35
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主や動物取扱業の人びとなどに実行させることであ
〈Zoonosis 協会〉

る（ 知るワクチン ）
。具体的な内容は 表６に挙げた。
いずれにせよ、予防については、今後、各自が真の
意味での危機管理能力を持ち、自己責任を取ること
が従来以上に必要とされるようになる。
また、ペット飼育にあたっては、精神的にも身
体接触の面でも、ある程度の距離を保つことで、

2010 年、世界は「One Health」の世紀へと大きく一歩
進んだ！
「One Health」とは、ヒト、動物、環境の健康を維持
していくにはどの一つの健康も欠かすことができないとい
う認識であり10）、その意味では人獣共通感染症（ Zoonosis ）
のコントロールは非常に重要であると考えられる。その

Zoonosis のみでなく、現在増加傾向にあるペット

2010 年に、ヒトと動物の健康・安全・安心を目的とした

ロス症候群、権勢症候群を未然に防ぎ、良質なペッ

「Zoonosis 協会」が臨床医師・獣医師らにより設立され、

トとの関係を築かせる必要がある。
以上のことを実現させる有効な手段は、ペット飼
育者、動物取り扱い業者等への Zoonosis に関しての
勉強会を行うことである。

多くの人びとに啓発できることの意義は計り知れず、日
本をはじめ世界の「One Health」に大きく貢献できるも
のと自負するものである。
なお、表題に使用した「知るワクチン」とは、ワクチ
ンのある感染症は少なく、新興感染症においてはなおさ

最後に、現代の社会にとってペットの存在が、伴

らであり、ワクチンがない感染症の方がはるかに多い。

侶動物として生活に潤いと豊かさを与え、子どもの

そこでわれわれは、どうすれば感染を未然に防ぐことが

情操教育「AAE」
（思いやりや、優しさをはぐくむ）
、

できるのか？ そのためには、ワクチンに代わり、（ 予防

動物介在活動「AAA」や動物介在療法「AAT」と
してヒトの病気の治療にも寄与していることをわれ

のための ）正しい知識

を身につけ

実行

することが

重要と考え、この言葉を提唱している。

われは忘れてはならず、ペットをはじめとした動物
とより良い関係を構築することが強く望まれる。
なお、この資料の一部は平成 10、11 年度文部省科学研究費助成
金（ 課題番号10672188 ）
、平成 12、13 年度文部省科学研究費助成金（ 課
題番号 12470531、12877391 ）
、平成 12 年度日本大学医学部助成金共
同研究によった。

表６ 具体的な Zoonosis の予防法
1.

ペットからうつる病気についての正しい知識を身につける
（知るワクチン）

2. ヒトの健康を保つ〈免疫力を保つ。基礎疾患（持病）のある人は日
和見感染症になりやすいので注意が必要〉
3.

手洗い、うがいの励行

4.

けじめ ① いっしょに寝ない（寝室に入れない）
② 口移しはしない
③ 食品のあるところへは連れていかない

5.

温厚なペットを選ぶ

6. 獣医師に相談する（飼育ペットの習性を知る）
7. ペットに定期健診を受けさせ、内外寄生虫の駆除等を行い、健康を
保持する
8. ペットにワクチンを接種する
9.

家ネコの爪は常に切っておく

10. 感染源の除去 ①糞便 ②原因となる微生物の治療、駆除
11. 飼育環境を清潔に保つ
12. 殺菌性能のある空気清浄機を使用する
13. 野生動物には触れない、飼わない
14. 飼育開始後は最後まで飼育を行う（野生化、野良化の防止）
15. ペットは人間ではない！としっかり認識すべし！
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