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新興感染症対策と国際協力の課題
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図1 公衆衛生上のイベントに対する国際的な緊急性の判断と通告のアルゴリズム
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〔 WHO の IHR 第２版
（ 2005 年）
に基づき編集室作成，
感染症の表示は p.２ 図２と共通〕
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本文中略号
NTD：neglected tropical diseases
DURC：dual use research of concern
IHR：International Health Regulations
PHEIC：public health emergency of
international concern
CBD：Convention of Biological Diversity

第 5 条：公正かつ衡平な利益配分
第 6 条：アクセスの改善（事前同意制度の透明性・明確性）
第15条：提供国の国内法令等の遵守，違反事案への協力
第17条：遺伝資源の利用の監視（チェックポイントの指定など）
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図 2 名古屋議定書における遺伝資源取り扱いの国際的枠組み

その他，国・地域で問題になりうる疾患
例：●デング熱，
●リフトバレー熱，髄膜炎菌性疾患
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公衆衛生上，国際的な緊急事
態になりうるイベント（病因・
病原不明，左右の枠内に挙げ
た以外の疾患等を含むもの）
はこのアルゴリズムで判断

知的所有権などを含め幅広い視点

主要規定

各国のサーベイランスシステムで発見されたイベント
１例でも発 生すれば，
必ず通告
●痘瘡
●野生型ポリオウイルス
による急性灰白髄炎
●新型ウイルスによる
ヒトインフルエンザ
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今後の課題
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PIC: prior consent procedure
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