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70 年を経て 〜デング熱の再興〜
高崎智彦 国立感染症研究所ウイルス第一部

〜 Zoonosis 協会より〜

がよく取り上げられる。デング熱患者の歩く姿がそ

今回は、感染症研究の第一人者である高崎智彦先

の激しい背部痛や関節痛により、あたかも気取って

生に、ご多忙のところお願いし、デング熱の実態と

歩く姿に似ているからというものである。英語では

対策についてご執筆いただきました。多くの臨床家

別名 break-bone fever とも呼ばれる。ウイルスの

にとって診断時の一助となると確信しています。

生活環は、ヒト−蚊−ヒトであり日本脳炎ウイルス
のブタやウエストナイルウイルスの鳥のような増幅

はじめに

動物は存在しない。ウイルスはヒトの体内で十分量
に増幅し、その血液を吸った蚊が感染蚊となる。し

デング熱・デング出血熱は、デングウイルスの感

たがって人口密度の高い都市部や観光地で流行する

染によって引き起こされる。近年のデング熱流行の

ことが多い。日本では太平洋戦争中の 1942 年から

急速な拡大の背景には、媒介蚊の生息地の拡大とと

1945 年にかけて、長崎、佐世保、広島、呉、神戸、

もに人口密度の増加および国際的な渡航者数、渡航

大阪などの西日本の諸都市で 20 万人規模のデング

頻度の増加による新たなウイルスの持ち込みによ

熱流行が報告された。デング熱はマラリアとともに

り、2 〜 3 年に 1 回程度の大流行であった流行地に

南方戦線に駐留した軍人や軍関係者にはよく知られ

おいても毎年のようにそれなりの規模の流行を繰り

た感染症であった。映画も大ヒットした零戦につい

返している。その流行地域は拡大を続けており、近

ての原作小説中にも、デング熱という病名が登場す

年ではネパールやブータンでの流行が確認され、フ

る。終戦後、南方戦線でデング熱に罹患した帰還兵

ランス、ギリシャ、クロアチア、ポルトガルなどの

の減少、焼夷弾に備えた防火水槽などの減少による

ヨーロッパ諸国でも国内流行が発生している。日本

ヒトスジシマカの絶対数が減少したことなどを要因

への輸入症例は、年々に増加傾向にあり、より迅速

として、デング熱流行は認められなくなった。デン

かつ正確な診断が求められ、国内症例発生の早期の

グ熱は戦前にも沖縄や台湾で流行したことがあり、

探知が必要である。

動物実験を含んださまざまな研究も行われていた。

デング熱とは

そして、1943 年に堀田 進博士、木村 廉博士らが長
崎でデング熱患者からデングウイルス 1 型を分離し

デング熱は、ヤブカ（ネッタイシマカ、ヒトスジ

た１）。この時の分離ウイルスは患者の名前にちなん

シマカ）により媒介されるウイルス感染症である。

でデングウイルス 1 型望月株（Dengue virus type

デングという名前の語源は諸説あるが、スペイン語

1, Mochizuki strain）と名付けられ、世界で最初の

の denguero（英語の dandy）に由来するという説

デングウイルス分離株として認められている。
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デング熱の臨床

図 1 デング熱の国内感染症例の居住地別状況（n=159）

全国で18都道府県

デング熱は、突然の高熱で発症し、その症状は、
発熱・発疹・痛みが 3 主徴である。発疹は解熱傾向
とともに出現し、骨関節痛・筋肉痛など、その痛み
はかなり激しく、あまりの痛みのためデング後うつ
病という状態になることもある。その他に下痢や嘔
吐を来すことがあるが、デング熱が風邪やインフル
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こともある。忽那らの報告によれば、血小板減少の
頻度は、経過中全例に認められている２）。

例（10 代、学生）が確定した。本症例の感染推定

デング熱は非致死性の発熱性疾患であるが、時に

場所は、代々木公園が強く疑われ、代々木公園で蚊

重症化する。デングウイルスには 1 型、2 型、3 型、

に刺されてデング熱を発症した症例が相次いで報告

4 型の 4 つの血清型があり、1 つの血清型に感染し

された。デング熱患者の報告は、関東近県にとどま

た場合、その型に対しては終生免疫が得られるが、

らず全国 18 都道府県に及んだ（図 1 ）。10 月 16 日

他の型のウイルスに対しては感染を防御しない。デ

現在で 159 例の国内デング熱症例が報告されてい

ング出血熱はデングウイルスの 2 度目の感染で発症

る。ヒトスジシマカによるデング熱流行としては、

するリスクが高くなる。

2001 年から 2002 年にかけてのハワイにおけるデン

デング熱の重症化の主たる病態は漏出性出血に起

グ熱流行３） を上回る規模の流行となった。報告数

因する。重症化の徴候は以下の 7 項目である。 ①

の多い自治体は、東京都、埼玉県、神奈川県であっ

腹痛・腹部圧痛、②持続的な嘔吐、③腹水・胸水、

た。2014 年の国内デング熱流行に先立って、2013

④粘膜出血、⑤無気力・不穏、⑥肝腫大（ 2 cm 以

年 8 月に日本国内を旅行したドイツ人が、成田空港

上）
、⑦ヘマトクリット値の増加（20％以上）
、これ

から直行便で帰国後 3 日目にデング熱を発病したこ

らの症状や検査所見を 1 つでも認めた場合は、重症

とから、日本国内でデング熱の小流行が発生し、当

化のサインありと診断する。デングウイルス感染の

該ドイツ人患者が感染した可能性が否定できない事

確定診断としては、病原体診断としてウイルス遺伝

例がドイツから報告されていた４）。日本のデング熱

子検査、非構造タンパク NS1 抗原検出、ウイルス

における輸入症例のピークは 8 月〜 9 月であり、ヒ

分離を実施する。血清学的診断としては、IgM 捕

トスジシマカの活動が活発な時期と一致する。海外

捉 ELISA 法、IgG ELISA 法、中和抗体検査が一

とのヒトの行き来が今後減少する要素はないわけで

般に用いられる。日本人の場合は予防接種や自然感

あり、ヒトスジシマカの個体数を減らさない限り来

染により日本脳炎抗体を有する人が多く、抗体検査

夏もデングウイルスが持ち込まれて、国内流行が発

では交差反応を示すことがある。特に IgG 抗体は、

生する可能性は十分にある。

交差反応性が強い。

デング熱の再興 2014
2014 年 8 月 26 日、海外渡航歴のないデング熱症

また、いままでデング熱輸入症例は、単発発生と
して帰国後あるいは入国後、発熱中に戸外で蚊に刺
されなかったかどうかの確認は行われてこなかった
が、電話連絡でよいので今後は確認すべきであろ
大薬報
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図2

ネッタイシマカ

図3

（Aedes Aegypti）

ヒトスジシマカ

（Aedes Albopictus）

肩の模様がヒトスジではない。

肩にくっきりとした一本の筋が

日本国内には生息していない。

みえる。日本国内に生息し夏期
には活発に活動している。近年
では東北地方に分布域を拡大し
ている。1942 〜 1945 年に
かけて流行したデング熱はヒト
スジシマカが媒介した。

う。また、同じ地域に複数例の輸入症例が確認され

する。あるいは虫よけ剤を使用する。公園などで運

た場合は、より厳密な確認調査が必要である。

動して汗をかいたからといって、木陰の灌木（低

媒介蚊とその対策
熱帯や亜熱帯の流行地での主たる媒介蚊は、ネッ
タイシマカ（図 2 ）であり、この蚊はヤブカではあ
るが家屋内に生息することが多い。わが国にはネッ
タイシマカは生息せず、今回のわが国のデング熱流

木）のそばで休憩しない。ちなみに、デングウイル
スは、家の中で刺されるアカイエカ（茶色の蚊）は
媒介しない。

最後に
今回のデング熱の国内侵入は、今まで幸運にも

行 は ヒ ト ス ジ シ マ カ（ 図 3 ） に よ る 流 行 で あ る。

SARS や鳥インフルエンザウイルス H5N1 が侵入し

1942 年から 1945 年のデング熱国内流行も主として

なかった日本にも、海外の感染症が侵入するのだと

ヒトスジシマカによる流行であった。ただし、軍用

いう警鐘を与えた。この 70 年ぶりのデング熱国内

船等に紛れ込んだネッタイシマカが、一時的に孵化

流行という奇禍を奇貨とするべく、海外の感染症が

し九州地方で生息が確認された報告はあった。

日本国内に侵入した後の素早い対応体制を構築する

ヒトスジシマカは、日本のような温帯地方では冬

必要がある。また、ヒトスジシマカの積極的な幼虫

には卵の状態で越冬（経卵越冬）する。実験的にデ

対策を実施し、その絶対数を減らさなければ来夏も

ングウイルス感 染 蚊を産 卵させて 孵 化させると、

ふたたび新たなデングウイルスの侵入を許すことに

0.2％の幼虫からウイルスが検出されたという報告は

なる。

ある 。しかし、11 月から 5 月下旬まで約 7 カ月の
５）

間に低下する孵化率を掛け合わせると、その確率は
さらに低くなる。したがって、自然界でデングウイル
スが経卵越冬する可能性は極めて低い。来夏、ふた
たび輸入症例によりウイルスが持ち込まれ、感染蚊
が成立し流行がおきる可能性の方がはるかに高い。
一方、ネッタイシマカには越冬の概念がなく、水
温が 10℃以下にならないたまり水があればボウフラ
は生きることが可能である。ヒトスジシマカは池や
プールのような大きなたまり水に産卵することはな
いので、水を抜くなどの必要はない。雨水桝やそれ
より小さなたまり水をなくすことが重要である。植
木鉢の受け皿、じょうろに水がたまったままになっ
ていないか確認し、たまっていた場合は徹底して水
を捨てる。また、ヒトスジシマカに刺されないため
には、夏季の野外活動では、長袖、長ズボンを着用
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登校拒否、ずる休み、仮病、うつ病の症状を呈す人獣共通感
染症（Zoonosis）シンポジウム
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