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２００８年３月１７日（CIDRAP ニュース）インフルエンザ・パンデミックの初期の段階

で、感染はミシガン州の出かせぎ労働者の間に広がる。ミシガン州保健局は、連邦政府の

備蓄から支給された抗ウイルス剤の在庫をもっており、それを感染者の治療に使う。しか

しもし、連邦政府の規則にしばられて、ウイルスに暴露した人々に予防目的で抗ウイルス

剤を使わないとすれば、感染の拡大を抑える可能性を逃す。 
 
一方、感染はワシントン DC のホームレスの間にも拡がる。当局は学校閉鎖の用意はでき

ているが、学校給食を必要としている子供や、子供の世話のために仕事を休めない親の子

供たちへの対応方法を求めている。 
 
上記の問題は、先週アトランタの米国疾病管理予防センター（CDC）で行われた大規模な

パンデミック・シミュレーション訓練で提起された多くの問題のうちの２つである。また、

ウイルスの拡散から旅行者をどのように遠ざけるか、抗ウイルス剤による深刻な副作用に

対して何をすべきか、などの問題も提起された。 
 
この模擬訓練は、２００７年１月から始まった一連のもので、今回は４回目のものであっ

たが、いずれ起こる H5N1 インフルエンザ・パンデミックの震源地をアメリカとしたシナ

リオに基づいている。パンデミックが他の大陸で起こるのを心配しながらただ見ているの

ではなく、アメリカが世界の感染者の約７５％を経験するシナリオになっている。シナリ

オは東南アジアからウイルスを運んだ旅行者から始まる。 
 
この催しは訓練にすぎないが、それは、本当にパンデミックが起こったとき、その初期の

段階で直面する難題を詳細に吟味し、いかに対応するかを考える機会となった。 
 
CDC の広報担当・ヴァン＝リーバックは模擬訓練を見学した報道関係者に応対したが、彼

によると、シミュレーションには全部で約１０００人が参加した。ほとんどは CDC からの

参加だが、政府機関からも若干の参加があった。 
 
 
活気づく CDC 非常事態センター 



 
２日間の訓練は、アトランタ・キャンパスにある CDC 本部ビル３階の非常事態戦略センタ

ー（DEOC）で行われた。そこには、幾列にも並んだ全部で６０のコンピュータ室があり、

CDC の多くの支部やその他いくつかの政府機関から参加したスペシャリストたちが振り分

けられて、ほとんどの部屋が満室となった。彼らは、１２以上のモニター装置が取りつけ

られた各部屋の壁に向き合った。モニターのデータは、インフルエンザの症例や死因、抗

ウイルス剤の配分、CDC スタッフの配備、CDC の目標、その他のパンデミック時の対応に

関するものであった。モニター装置の側面には、２つのテレビ・ニュース・フィードが設

置された。 
 
いくつかのビルを隔てた場所にある小さめの制御室には、この訓練を企画し監視チェック

する５１人の CDC 訓練監督グループがいて助言したり、政府機関の代表、あるいは州保健

局の代表に扮してロールプレイによる訓練を行った。 
 
昨年の１回目の模擬訓練では、パンデミックのシナリオは、見かけは健康そうだが感染し

てしまった東南アジアからアメリカに入国した男性から始まった。彼は旅の途中で他の旅

行者に接触していた。発病したあとも、家族、看護師、大学のスポーツチームのいく人か

と接触した。 
 
この患者と関連がある症例が、１０の州のほか、ワシントン DC、マーシャル諸島、グアム、

およびオーストラリア、インド、イギリス、パナマ、日本、カナダを含む国外でもすぐに

表面化した。早くから CDC は、アメリカが備蓄している H5N1 プレパンデミック・ワクチ

ンは、大して役に立たないと判断していた。政府は、抗ウイルス剤の主にオセルタミビル

（タミフル）を、人口比率で割当てて、これら１０の州に輸送し始めた。 
 
３月１１日に行われた今回の模擬訓練は、CDC が非常事態への対応を開始した日から６日

目という設定だが、その時点で、アメリカ国内で２７３人の患者と２７人の死者が出たこ

とになっていた。訓練は、DEOC に隣接するガラス張りの会議室で、CDC 長官 ジュリー

＝ガーバーデイング博士と約２５名の上級幹部によるミーティングで始まった。会議の音

声は、常にはっきり聞き取れたわけではなかったが、メインルームへ有線中継された。 
 
２日間の模擬訓練が進行するにつれて、あちこちで、患者がゆっくりと、あるいは急激に

増えていった。CDC 役員は、早朝の記者会見や州当局者との電話会議の中で、対応を徹底

的に検討した。彼らは、毎日午前と午後に、模擬の記者会見で決定と勧告を発表した。 
 
 



学校閉鎖に伴う混乱 
 
学校閉鎖の問題と、"地域の被害軽減"（CM）策は（投薬によらない介入としても知られて

いる、あるいは NPIｓ）、早くからしばしば提起された。１回目の午前の記者会見で、ガー

バーディング長官は、「今朝の時点で、我々は広範囲な学校閉鎖および、ウイルス拡散を食

い止めるその他の措置を勧告しないが、それらの手段の実施はありえる。」と語った。また、

「実際の学校閉鎖は地方の決定事項である。」とつけ加えた。 
 
"地域の被害軽減"策に着手するきっかけは何かと聞かれて、ガーバーディング長官は、「患

者の急増はウイルスの感染が本当に始まったことを示唆する。地域がこれを認め始めたと

きが、学校閉鎖や集会回避が有効な手段となるときだ。対策は早期に実施されることが重

要である。なぜなら、もし患者が千人や１万になるまで待てば、これらの対策は遅すぎる

から。」と語った。 
 
CDC 上級幹部とパンデミックに冒された州の保健当局者の１時間にわたる１日目の午後の

電話会議で、地域の被害軽減策に対する躊躇と懸念が表面化した。 
 
ミシガン州当局者は、CDC が勧めるより効果的な NPIｓ（投薬によらない介入）を尋ねた。

ミシガン州は感染者１００人を出し、深刻なパンデミックの前兆となる致死率７％に達し

たため、地域的被害軽減策に着手する必要があると彼は言った。また、「しかし地元の保健

所は、それらの対策を全部は実施したくないと言っている」と続けた。「だから、もし他の

対策より有効なものがあれば、我々はそれを助言したい。」と。 
 
CDC チームの答えは「ノー」であった。「より好みすることを、我々は絶対に思いとどまら

せる必要がある。それらの対策はいっせいに実行されるべきだ。」と CDC 役員は述べた。

しかし、複数の CDC 役員は、地域的被害軽減の処置は、州全部に及ぶのではなく、特定の

地域に限定されうるとも語った。 
学校閉鎖、集会の禁止、患者の隔離、感染被疑者の隔離など、１９１８年パンデミックに

おける NPIｓ（投薬によらない介入）の有効性に関する報告が昨年の米国医学協会の会報

に載ったが、別の CDC 役員はそれを引用し、「我々が必要とする防衛手段があるとすれば、

それが取るべき手段である。」と述べた。 
 
ワシントン DC の当局者は、学校給食に頼っている子供をどうするか、両親が仕事を休め

ない子供をどうするか、先生の給料をどうするかについて懸念を表明した。 
 
CDC 役員は、文部省が適切なガイダンスを作成することになっていると語り、それらの問



題については文部省にゆだねた。「これらの問題は、我々の権限にはない別の手段を必要と

する。」と CDC のインフルエンザ・チームのリーダー、ステファン＝レッド博士は語った。 
 
 
学校閉鎖は、訓練の２日目に再び話題として出てきた 
 
午前の記者会見での質問に答えて、レッド博士は、「学校閉鎖について連邦政府の決定はな

いだろう。これは地方が決定することである。」と語った。彼は、ミシガンとアーカンサス

の感染地域では、学校はすでに閉鎖されたとつけ加えた。 
 
しかし、その日の午後の州保健当局との会議でも、依然として明確な方針は打ち出されて

いなかった。１８人の患者を出したオハイオでは、特にトレドで、学校が閉鎖されるかど

うかについて多くの質問や懸念が寄せられていると州当局者が報告した。彼は、保護者が

子供を自発的に自宅待機させ始めるだろうと懸念を表明し、州が学校閉鎖を決断するきっ

かけは、彼にもわからないと語った。 
 
CDC 役員は、NPIｓを説明する文書が、その日の遅く連邦政府のパンデミック・インフル

エンザのホームページに公示されると語った。 
 
 
議論の多い抗ウイルス剤についてのガイダンス 
 
いまだ有効なワクチンがないので、今回のシナリオでは、保健当局はウイルスと戦うため

に抗ウイルス剤にやむを得ず頼った。先の１回目の模擬訓練の説明でも指摘したように、

国家備蓄の H5N1 プレパンデミック・ワクチンは、大して役に立たない。CDC は、人口に

比例してすべての州に国家の備蓄から抗ウイルス剤を配分すると決めた。CDC の広報担

当・ローバック氏は、現在実質的な備蓄として、３９８０万人分のオセルタミビルと９９

０万人分のザナミビル（リレンザ）があると語った。 
 
これらの薬は、各州が、まず割当ての２５％を受け取り、次に残りの５０％を受け取ると

いうように、段階的に州保健局へ送られた。残りの２５％は予備に取っておく予定だ。 
今までのところ、備蓄の約３０%は送っており、翌週には備蓄の７５%の送付を達成できる

ものと期待しているとレッド博士は語った。週テロ対策および緊急事態対応のための CDC
調整局の局長・リチャード＝ベッサー博士は、実際のパンデミックでは、抗ウイルス剤の

医療サービス提供者への配送は、州保健局が担うと語った。 
 



いくつかの地域では初期の封じ込めのために少量が使われるだろうが、備蓄量が限られて

いるため、CDC は抗ウイルス剤を、接触者の予防ではなく、感染者を治療するために使用

するよう勧告すると、ガーバーディング博士は１日目の午前の記者会見で語った。彼女は、

「薬を配備するのは、人々が感染した時、病院に使える薬があることを確実にするためだ。」

と語った。 
 
予防のために抗ウイルス剤を使うかどうかは、CDC リーダーや州保健当局者の２日目の電

話会議で活発な議論を引き起こした。あるミシガン州当局者は、同州は感染した出かせぎ

労働者のキャンプとその周辺の町での地域的被害軽減策を必要とするが、いくつかの周辺

の町はこの対策の実施に消極的だったと語った。その結果、ウイルスがキャンプから周辺

のコミュニティへ拡がり、さらに拡散することを懸念すると彼は言った。これを受けて、

ある CDC 役員は、ミシガン州がこれらの地域で予防のために抗ウイルス剤を使うよう勧告

した。 
 
「我々は、これまで薬を治療のためだけに使ってきた。」とそのミシガン州当局者は答えた。

「我々は、予防のために現時点での薬の使用はうれしいが、SNS [戦略的国家備蓄]に基づ

いて、投薬についての方針をより明確にする必要がある。」 
 
別の CDC 役員は、抗ウイルス剤は治療のみに使うべきだというのが、公式ガイダンスであ

ると述べた。しかし、更なる議論で、CDC の会議参加者は、そのような状況のもとでは予

防的に抗ウイルス剤を使うことがミシガン州にとって適切であると同意した。 
 
「私が決めます」と一人の CDC 役員が申し出た。「どうぞ、彼らに投薬してください。」 
 
「その言葉を書面でいただけますか？」とミシガン州の当局者が聞いた。CDC 役員は書面

を約束した。CDC の役員たちは、何時どのように抗ウイルス剤を使うか、すべての州に対

して明確なガイダンスを出す時期にきていると結論づけた。 
 
数分後、別の２つの州が予防的に抗ウイルス剤を使うことを躊躇しないと報告した。ある

オハイオ州当局者は、感染者と彼らの健康な接触者双方に投薬し、うまくいった多くの例

を報告した。また、アーカンサスの保健当局者は CDC に、複数の患者が集中しているピー・

リッジの町の全員に予防的に抗ウイルス治療を施すことを、州当局が数日前に決定したと

述べた。 
 
しかし、模擬訓練のシナリオの中で、抗ウイルス剤の予防的使用は重大なマイナス面を露

呈した。１日目の午前の記者会見で、国立呼吸器系疾患予防接種センターのキャロリン＝



ブリッジズ博士は、アーカンサスの十代の若者２人がオセルタミビルを飲んだあと自殺し

たと報告した。 
 
彼女は、そのような反応とオセルタミビルを直接結びつける情報は非常に少ないが、この

薬の神経精神病学的副作用の可能性を警告するラベルが、日本の若い患者の同様な事件が

報道されたあとに貼られたと指摘した。 
 
これらの自殺を「悲劇的だ」と言いつつ、ブリッジズ博士は、医療サービス提供者に 
MedWatch システムを通じて、いかなる不都合な出来事でも報告するよう訴えた。しかし、

深刻な症状を引き起こし急速に拡散するウイルスに直面しても、CDC はオセルタミビルの

使用についてその勧告を基本的には変えないと、彼女は語った。 
 
 
旅行者に対する選別 
 
模擬訓練で行われたもうひとつの封じ込め作戦は、限定された方法ではあるが、パンデミ

ックの影響をまだ受けていない地域への旅行者を選別することだった。１日目の午後の記

者会見で、渡り鳥の世界的な移動と検疫を管理する CDC 事業部のフランシスコ＝アベルホ

ッフ博士は、選別計画は、まだ患者が報告されていないアラスカ、ハワイ、プエルトリコ

へのインフルエンザの拡大を遅らせることを目的とすると述べた。 
 
この計画では、アンカレッジ、ホノルル、サンフアン管区のすべての航空会社のフライト

を、それぞれ１つの空港へ集中させ、到着した全乗客を、目視点検、健康状態のアンケー

ト、健康診断で選別する。症状のある乗客は隔離と治療を受け、彼らの接触者も隔離する

と彼は語った。 
 
この計画は、これより早い同じ日の午後、州当局者との CDC 電話会議で説明された時、州

当局者の中に深刻な懸念を引き起こした。国土安全保障省が、入国する乗客の最初の目視

点検を行い、CDC が問診や健康診断などで医学的選別を行う。各州の保健局は、乗客の見

極めや患者の隔離治療、感染被疑者の隔離を手助けするため、２０人のスタッフを提供す

るよう求められると CDC 当局者が語った。 
 
「あなたは我々に我々のスタッフ２０人を引き渡すよう求めているのか？」とアラスカの

ジェームス博士が応じた。「そんなに多くのスタッフを引き渡すことは、我々にとってはと

ても現実的ではない。それは実質上、我々の全スタッフである。」 同様に、ハワイの当局

者も、CDC が要求する援助の提供は彼の州にとっても"非常に難しい"とつけ加えた。 



 
州当局者たちは、手助けするために努力してスタッフを割り当てるが、CDC が求めるスタ

ッフの職種について情報が必要だと言った。CDC 役員はリストを送ると約束した。 
 
記者会見で、ある"記者"が、ウイルスは２日間の潜伏期間があり、明らかに健康そうに見え

る旅行者が感染していたとすれば、選別計画はどれくらい役立つのかと尋ねた。 
 
「選別は万全ではない。」とインフルエンザ・チームのリーダー・ステファン＝レッド博士

は認めた。「我々がやろうとしていることは、コミュニティの中での感染者数と病気による

苦しみを減らすことである。我々はこれらの地域からウイルスを完全に締め出せないと思

っている。我々は国境の完全な閉鎖は機能しないと思っている。ただウイルスの侵入を遅

らせるということだ。」 
 
国境（陸上）の検問所での選別について尋ねられた時、レッド博士は、政府は選別強化の

ために大きな計画は予定していないと語った。彼は、「我々は、カナダやメキシコと協力し

て取り組んでいるが、我々は入国検問所での活動は効果的でないと感じている。」と述べた。 
 
同様に、１日目の午前の記者会見で、ガーバーディング長官は、アラスカやプエルトリコ

以外で、入国する旅行者の選別作業を増やす計画はないと報告した。「実のところ、ほとん

どの感染は、世界中のどこにでもおこる。人々を締めだせば結果が大きく異なるというこ

とはありえない。」と彼女は語った。 
 
しかし、疑わしい症状の入国旅行者が通常の選別で確認された時、CDC は行動を起こして

いた。２日目の午後の州保健当局者との電話会議で、アベルホッフ博士は、ヨーロッパか

らのフライトの中にパンデミック・インフルエンザの可能性のある３人が発見されたあと、

同じフライトの３００人の乗客がジョージア到着直後に隔離されたと語った。 
 
２日目の午前の記者会見で、レッド博士は、アメリカから出国する旅行者の選別について

聞かれた。彼は、CDC は空港での出口選別に関して WHO に相談したと答え、「我々は、

アメリカで取っている処置が出口選別より効果的だと思うので、出口選別はしないと思

う。」とつけ加えた。彼は、患者の自主隔離や感染被疑者の自発的隔離がミシガンとアラス

カでは成果をあげているようだと説明した。 
 
 
その他の意見 
 



今回の模擬訓練はその他多くの問題や懸念を扱った。以下にそのいくつかを挙げてみる。 
 
●シナリオでの１０％の患者致死率は、１９１８年のパンデミックより悪く、「我々の想定

の範囲を超えている」とガーバーディング長官は語った。 
●致死率の高さに言及する一方で、レッド博士は、「本当に問題なのは、感染がどのように

拡大するかである」と述べた。パンデミックは、SARS のようにかなりゆっくり拡がるのか、

あるいは、季節性インフルエンザのようにもっと速く拡がるのか？「いくつかの地域では、

局地的な抑制処置は効果があるという印象をもつ」と彼は語った。 
●シナリオでは、季節性インフルエンザがなお活発な時期に、パンデミック・ウイルスも

拡がった。しかし、研究所のテストは別として、この二つの病気を臨床医がどのように見

分けるかについて十分語られなかった。ある役員は、現在のテストでは、サンプルが研究

所に届いてから３、４時間で H5N1 ウイルスを特定できると述べた。 
●あるスタッフ会議で、ガーバーディング長官は、患者の呼吸飛沫から他の人々を守るた

めに簡素なフェイス（手術用）マスクがインフルエンザ患者に推奨されているが、その使

い方についてビデオを作るよう求めた。彼女はまた、もしマスクが不足した場合、代わり

に何が使えるか、一般市民に CDC は助言すべきだと語った。「我々はマスクを使い切って

しまうことを想定し、それに備える必要がある。」と彼女は述べた。 
●ある記者会見で、レッド博士は、２週間分の十分な食料と水を備蓄するよう一般市民に

助言した。シナリオでは、食料、燃料、薬、その他の必需品の欠乏などの大きな経済的影

響はいずれも想定しなかった。 
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