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１．はじめに

　病気、死に対する恐怖は人間の歴史とともに始
まり、精神的、肉体的にこれを克服するために、
宗教、医療を発達させて来たと言える。肉眼で
は見えない微小な生物が体内に入り病気の原因と
なるとの考えは紀元前からあったし、また繰り返
し中世ヨーロッパを襲った梅毒、ペストの流行は
「病気がうつる」ことの恐怖を人間に植え付けたと
考えられる。顕微鏡の発明により17世紀末に様々
な微生物が発見された。1836年に蚕の寄生性真菌
が発見されたのを端緒に相次いで動物、ヒトの組
織から微生物が発見され、19世紀後半ヘンレ、パ
スツール、コッホらの偉業により微生物の感染に
よって起こる病気、すなわち感染症の概念が確立
された。微生物の病原性を対象とした医微生物学
とそれに対する生体反応を扱う免疫学が興隆し、
20世紀は感染症との戦いの世紀であったとされ
る。細菌に対する抗生物質の発見、ワクチン開発
など近代科学の発達による技術革新により、感染
症撲滅計画が立案され、実行された。1980年、遂
にWHOは世界天然痘根絶宣言を行った。確かに
一部の感染症の脅威は無くなった、あるいは、低
くなったと言える。しかし、多くの感染症は現在
でも人類の健康、幸福に対する最大の脅威の一つ

であり続けている。

２．医学的感染論と生態学的感染論

　地球上の多様な生物は互いに無関係に生命活動
を営んでいるわけではなく、複雑に関係しあう共
存系を作っている。２種の生物の関係において、
栄養、住環境、防御と言った各要因を利害関係で
捉えた場合、共生、寄生と言う概念が用いられる
が、２種の生物の共存関係を寄生か共生か明瞭に
区別することは困難である。まして、多数の生物
が共存する自然界では更に複雑である。しかし一
般に寄生関係は高等な生物が下等な生物により搾
取される、あるいは害をもたらされる場合を指す
ことが多い。この場合、害を与える生物が寄生体
（parasite）、害を及ぼされる生物が宿主（host）と呼
ばれる。従って感染症はウイルス、細菌、リケッ
チア、原虫、寄生虫等々のいわゆる微生物が寄生
体として、ヒト、他のほ乳動物、鳥類、魚類など
の宿主にもたらす悪影響のことを言い、この悪影
響の重軽が感染症の重大度を示し、医学的および
獣医学的関心度を決める大きな要因となる。
　２種の生物間において「寄生体と宿主の関係」
は固定されておらず、様々な要因により変化す
る。例えば、病原微生物の感染により宿主が常
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に発症する（悪影響を受ける）とは限らず、不顕
性感染となる場合も多い。微生物の遺伝的背景、
感染量など、あるいは宿主の健康状態、免疫状
態、遺伝的背景などにより感染の転帰が大きく
異なってくる。一方、普段は無害であり共生体
とも考えられる常在微生物が宿主の免疫不全に
乗じて宿主に悪影響をもたらす場合も多く、日
和見感染症（opportunistic infection）として知られ
ている。また、結核など過去に一旦は地球上か
ら姿を消すかに見えた感染症の病原体が例えば、
薬剤（治療薬）耐性能を獲得し、再び、しかも過
去を上回る勢いで人類の脅威となっている再興感
染症（reemerging disease）、AIDSのようにこれまで
人類が知らなかった病原微生物による新興感染症
（emerging disease）といった概念もマスコミを賑わ
している。
　「寄生体と宿主の関係」を決める要因は寄生
体と宿主に内在するものだけでは無い。両者を
取り巻く環境要因も重要である。寄生体が宿主
に接触する経路（感染経路）は実に様々であり、
水により病原微生物が伝播される水系感染症
（water-born disease）、食品を介して伝播される
感染症（food-born disease）、性行為で伝播される 
sexual transmitted disease、あるいは媒介生物によ
り伝播される vector-born disease などに分けて理
解されている。 また宿主への侵入経路により経粘
膜感染、経皮感染、創傷感染、胎盤感染等が区

別されている。個々の感染症において感染が成立
するためには、特定の感染経路を必要とする場合
が多い。例えばマラリアはAnopheles属（ハマダラ
カ）の雌の蚊がヒト刺咬時に蚊の唾液腺に寄生し
ているマラリア原虫が体内に侵入することによっ
て発症する（図１）。自然界でのマラリアはこの様
式によってのみ感染すると言って過言では無い。
ただし例外として、感染者の血液の輸血、感染
者の肝臓および血液を含む臓器の移植、感染者の
血液に汚染された注射針による感染が実際報告さ
れているし１）、感染妊婦の出産時における新生児
への産道感染、胎児への胎盤感染の可能性も否定
されていない。熱帯地域を旅行している時にハマ
ダラカ以外の蚊に吸血されたり、感染血に触れた
だけでマラリアに感染することを心配する必要は
ほとんど無いと言える。勿論インフルエンザのよ
うに空気感染する感染症、また、一部真菌のよう
に直接接触することにより感染が成立する感染症
も多い。伝染病と言う語の響きも手伝って、あた
かも全ての感染症が感染者との直接的接触により
容易に伝染するといった誤解のため、感染者に対
する社会的迫害、差別が現在でもしばしば問題と
なっている。感染症は個の健康、あるいは医学の
みならず重要な社会的、経済的課題でもある。感
染症の感染様態を明らかにする学問を疫学と言う
が、感染症の理解、予防のためにいかに正確な疫
学情報が重要であるかが分かる。

図１　マラリア原虫の生活史.（Science, Vol.234, P.1350を一部改変）
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　これまで感染症は医学、獣医学の扱う対象とし
て、主に宿主の被る悪影響を中心に述べられてい
る。しかし、疫学では感染症を環境、寄生体、宿
主間で見られる生態学的現象として捉える必要があ
る。多くの微生物にとってその発育、増殖の場が必
ずしも生物である必要は無いし、ましてヒトである
必要も無い。しかしマラリア原虫のように、その微
生物の生活史に複数の宿主生物の体内に侵入し、発
育、増殖することを必須とする偏性寄生体も多い。

３．宿主と寄生体の共存

　微生物が他の生物に侵入するのは容易なこと
では無く、多くの場合は生物の持つ様々な防御
機構により侵入が阻止される。人間で言うならば
皮膚は微生物の侵入に対する強靭な物理的障壁で
あるし、仮に皮膚からの侵入を許した場合も免疫
機構などの生体防御機構がこれを補って微生物の
さらなる侵入、増殖を阻止する。侵入した微生物
がそこで増殖、あるいは少なくとも生存が許され
て初めて、「寄生体－宿主関係」が発生する。すな
わち、一定の共存関係が成立した場合に寄生とい
う語が使われる。マラリア原虫も蚊の刺咬により
体内に侵入し、宿主の免疫機構を回避して、内部
寄生体としてまず肝細胞内で発育、増殖を始める
（図１）。
　ヒトを安定した宿主とするマラリア原虫とし
て４種類が知られている（表１）。熱帯熱マラリ
アは悪性マラリアとも呼ばれ、アフリカなど浸淫
地域、すなわち、成人はそれまでの感染に耐過し
免疫を獲得している地域でも、小児、すなわち免
疫を獲得していないヒトに感染した場合、しばし
ば致死的である。年間200万人の子供が熱帯熱マ
ラリアの犠牲になっていると推定されている２）。

非マラリア常在地である我が国の成人が感染した
場合も、適切な治療が施されなければ致死的であ
る。熱帯熱マラリアはヒトの脅威となっている感
染症の筆頭に挙げられる。しかし、熱帯熱マラリ
ア原虫は多くの感染者の体内で発育を全うし、再
び蚊に吸血されることにより生活環を完結する。
熱帯熱マラリア原虫、および宿主であるヒトの双
方に被害が生ずるにせよ一定の共存が成立してい

る。ところが、ヒトを宿主とするマラリア原虫の
中で四日熱マラリア原虫はヒトに対して致死的で
は無いし、何ら症状を示さないことも多い。すな
わ、ち安定した共存関係が成立していると考えら
れる。
　アジアの多くのサルには、表１に示した４種の
ヒトマラリア原虫とは異なる様々なサルマラリア
原虫が内部寄生体として知られている。自然界で
サルと共存しているサルマラリア原虫が偶発的に
（多くの場合は事故として）ヒトに侵入し感染する
ことがあり、時に劇症を呈することもある３）。通
常は棲息域が異なるため、共存関係をもたない微
生物が偶発的に浸入することにより、迅急性に宿
主が発症、死に至る場合があり、新興感染症と位
置付けられる。エボラ出血熱等の病原体であるウ
イルスも恐らく、野生動物と共存していたウイル
スが偶発的にヒトに感染したためと考えられてい
る４）。自然界に寄生性微生物を持たない生物はお
らず、寄生性微生物は病気を起こすことによって
はじめて人間に認識されると言える。
　宿主に死がもたらされると、偏性内部寄生体も
その住環境を失うことになる。従って、宿主の生
体防御機構により排除される寄生体、そして宿主
に致死的である寄生体は子孫を残すことが出来な
い。寄生体にとって最も好ましいのは、自らは宿
主から排除されず、かつ宿主も安定した住環境と
して維持されることである。すなわち、宿主に侵
入でき、宿主で増殖あるいは生存でき、しかも宿
主に死をもたらさないという安定した共存関係を
持てない遺伝的背景を持った寄生体は子孫を残し
難い。人回虫（Ascaris lumbricoides）は人類の多く
（WHOによると９億人）に寄生しているが、人回
虫の寄生が原因で人が死に至ることは稀であり、
病原性は高く無い。寄生虫の代表のように考えら
れている人回虫とヒトの間に安定した共存関係が
成立していると言える。寄生体が偶発的に新たな
宿主を見いだし、共存関係をつくる過程を寄生適
応と言う。寄生体は何世代にもわたる世代交代を
経て寄生適応し、やがて宿主に大きな影響を与え
ない共生体に至ると考えられ、寄生現象は寄生性
生物および宿主双方の多様化、進化の一つの原動
力となっている。

表１　ヒトのマラリア.

病原体 疾患名
Plasmodium falciparum Falciparum malaria 熱帯熱マラリア
Plasmodium vivax Vivax malaria 三日熱マラリア
Plasmodium ovale Ovale malaria 卵形マラリア
Plasmodium malariae Quartan malaria 四日熱マラリア
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４．zoonosisとvector-born disease

　偏性内部寄生体にとって必須の住環境である宿
主は、必ずしも一種類の生物である必要は無い。
一種類の寄生体が多くの種を宿主とする場合の
方がむしろ多いと言える。この場合も、（１）同一
の発育期の寄生体が様々な宿主に寄生する場合と
（２）寄生体の発育期によって異なる宿主を必要と
する場合とがある。WHOは自然界においてヒト
と他の脊椎動物との間で同一の病原体の伝播が起
こる感染症をzoonosis（人獣共通感染症）と定義し
ている５）。この場合、ヒト以外の宿主はヒトの病
気の供給源と認識され reservoir host （保菌宿主あ
るいは保虫宿主）と呼ばれる。しかし、実際はど
ちらも寄生性微生物の生活史の中に位置付けられ

る宿主であり、互いに他の宿主に対して寄生体の
供給源としての役割を担っている。宿主が脊椎動
物とは限らない。マラリアは病原体であるマラリ
ア原虫がハマダラカをvector（媒介者）として人に
感染することによって起こる vector-born disease
である。マラリア原虫はハマダラカの中腸内で
有性生殖を行うので生物学的には蚊が終宿主で
あり、ヒト体内では無性（増員）生殖のみが見ら
れるのでヒトは中間宿主である。zoonosis および
vector-born diseaseなどの感染症は、複数の生物の
複雑な共存関係の上に成り立っていることがわか
る。実際、ヒトの感染症の病原体として知られて
いる偏性内部寄生体は、その生活史を全うするた
め、ヒト以外の生物も宿主とするものが多い。

図２　リーシュマニア症.
A）皮膚型リーシュマニア症．ａ；トルコ，サンリウルファ市の少年の頬部に
見られた典型的リーシュマニア性潰瘍．ｂ；エクアドルの成人男性脚部に見ら
れたリーシュマニア性潰瘍．
B） 内臓型リーシュマニア症．ａ；トルコの少年で見られた脾腫による腹部膨
満．ｂ；内臓型リーシュマニア症のため脾臓摘出術を受けた中国新疆ウイグル
自治区の少年
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５．リーシュマニア症

　リーシュマニア症はイヌ、ジャッカル、オオ
カミなどイヌ科動物、およびスナネズミ、ハム
スターなどのげっ歯類を保虫宿主とする人獣共
通感染症であり、また吸血性の昆虫であるサシ
チョウバエを媒介者とする vector-born disease で
ある。ヒトに感染した場合、病原種により皮膚型
リーシュマニア症（cutaneous leishmaniasis）（図２
Ａ）あるいは、内臓型リーシュマニア症（visceral 
leishmaniasis） （図２Ｂ）に大別される様々な症
状をもたらす。近代医学の発達する前から認識
されていた病気であり、インドのDum-Dum 熱、 
kala azar、シリアのAleppo button、南米の Uta、
Chicleroなど様々な地域名をもっている。皮膚型
は皮膚に病変が限局し、抗生物質に反応しない
慢性頑固な皮膚潰瘍として認識される。免疫の
獲得後は自然治癒し瘢痕を残す。致死的では無
いが顔に大きな潰瘍が形成されたり、あるいは
自然治癒しても一生消える事の無い瘢痕が残る。
中央アジアでは、皮膚型リーシュマニア症の患者
の皮膚病変部に形成された痂皮の一部を子供の上
腕部に接種し、人為的に感染させる事により、そ
の後の感染に抵抗性を付与させる民間医療が、種
痘が行われる遥か以前から行われていたと言う。
現在でも、中央アジアのウズベキスタンでは、
無菌施設で調整された原虫を用いた生ワクチン
（Leishmanization）が用いられている。リーシュマ
ニア原虫が肝臓、脾臓、あるいは骨髄と言った深
部臓器、組織に転移し、増殖すると、肝脾腫を伴
う貧血、削痩が顕著となり、内臓型リーシュマニ
ア症と呼ばれる。医療施設が十分でない地域では
しばしば致死的である。効果が明らかで信頼でき

る近代型ワクチンは現在のところ開発されておら
ず、治療薬として用いられるアンチモン製剤は副
作用が強く、また高価であるため使用が制限され
る事が多い。

６．リーシュマニア原虫の生態

　アジア、アフリカ、南米、さらに南ヨーロッ
パの広大な地域にリーシュマニア症は浸淫して
いる。熱帯、温帯に限らず、一部寒帯に至る広
い地域に分布する（図３）。リーシュマニア症と
は病気の名前で、一般にはヒトの病気、あるい
は獣医領域では主としてイヌの病気に対して用
いられる。従って、病原体という呼称もこれら
の宿主に悪影響を与える種類ということになる。
リーシュマニア症の分布はサシチョウバエの分
布と保虫宿主の分布が重なり、さらにヒトが生活
する場所である。ヒトに寄生するリーシュマニア
原虫を媒介するサシチョウバエは、主に旧大陸で
はPhlebotomus属、新大陸ではLutzomyia属のサシ
チョウバエである。これらのサシチョウバエは、
アマゾンの熱帯降雨林から中央アジアの半沙漠の
乾燥地帯までその棲息域が広範囲にわたる。
　リーシュマニア症の病原体は真核生物である単
細胞のLeishmania属原虫であり、ヒトに感染する
種は20種以上知られている。実はリーシュマニ
ア原虫の種類ははるかに多種が知られていて、
は虫類にも多種類のリーシュマニア原虫が感染
している。また、中央アジアの半乾燥地帯に棲
息するオオスナネズミ（Rhombomys opimus）には
L. turanica、およびL. gerbilliというリーシュマニ
ア原虫が寄生している（図４）６）。これらの原虫に
よる人体寄生例の報告はまだない。これらの原

図３　リーシュマニア症の世界における浸淫地域.
（WHO report, 2000を一部改変）
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虫をオオスナネズミ間で媒介しているのもサシ
チョウバエであり、これらのサシチョウバエはヒ
トがいればヒトを吸血する。しかし中央アジアの
半乾燥地帯の人口密度は極めて低いため、感染サ
シチョウバエがヒトを刺咬する機会は少ないと考
えられる。一方、オオスナネズミに感染している
割合は非常に高い。これはオオスナネズミの巣穴

の中で親から仔へとサシチョウバエを介して感染
が成立するためと考えられる。しかしながら、オ
オスナネズミの病理組織学的解析を行っても、極
めて少数のリーシュマニア原虫が認められるにす
ぎず、多くの場合病変は観察されない。従って、
これらのリーシュマニア原虫は宿主であるオオス
ナネズミに対し病原性は低いと考えられる。すな
わち中央アジアでは、リーシュマニア原虫とサシ
チョウバエ、オオスナネズミの三者間で良好な共
存関係が形成されていると言える。ヒトに病気を
起こさない限り、これら微生物の生態が注目され
る事は無い。
　リーシュマニア原虫とサシチョウバエには安
定した共存系が確立され、また保虫宿主として多
様な生物が感染し得ることから、各地域における
リーシュマニア原虫の生態は極めて複雑であるこ
とが推測される。

７．６大感染症

　1980年にWHOは世界天然痘根絶宣言を行い、
UNDP/World Bank/WHO Special Programme for 
Research and Training in Tropical Diseases （TDR）で
は引き続き、表２に示したごとくマラリア、フィ
ラリア症、住血吸虫症、レプラ（ハンセン病）、
リーシュマニア症、トリパノソーマ症を６つの標
的感染症として挙げ、その根絶に向け様々な対策
を講じている２）。感染症の危険度、脅威は死亡者
数、感染者数、致命率、発症率、社会的影響、経
済損失等々、様々な要因をもとに評価されていて
「６大感染症」という表現は必ずしも適切では無い
と思う。しかし、表２に示したように感染危険地
域の広さ、感染者数の多さから、何れも人類の脅

表２　６大感染症.（2002-2004）

図４　中央アジアにおける主要な皮膚型リーシュマ
ニア症の保虫宿主である.
ａ；オオスナネズミ（Rhombomys opimus）.（中国
新疆ウイグル自治区）（伊藤守博士の好意による）
ｂ；その巣穴（トルクメニスタン）.

感染症名
患者数
（100万） 病原体 汚染国

危険地域の
人口

（100万）
Zoonosis*

Vector-born
disease

Malaria 273 Plasmodium spp. （真核生物） 100 >2,100 ○ ○

Schistosomiasis 200 Schistosoma spp. （真核生物） 74 600 ○ ○

Filariasis

　Lymphatic filariasis 120 Wuchereria bancrofti
Brugia malayi etc. （真核生物）

>80 1,100 －
○

○
○

　Onchocerciasis >17.7 Onchocerca voluvulus （真核生物） 34 120 － ○

Leprosy 0.534 Mycobacterium leprae （原核生物） 85 1,600 － －

Tripanosomiasis Trypanosoma spp. （真核生物）
　African　trypanosomiasis 0.3－0.5 36 60 ○ ○

　Chagas disease 13 18 120 ○ ○

Leishmaniasis 1.5－2 Leishmania spp. （真核生物） 88 350 ○ ○

WHO member states: 192 countries/World population : 6.2 billion （2004）
*WHO Technical Report Series, No. 378, 1967 （Zoonoses） による
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威である感染症であることは疑いようもない。医
療技術、バイオテクノロジーの進歩した現在、な
ぜこのように多くの人間が未だ感染症の脅威に曝
されているのであろうか。その原因を開発途上国
の経済力の低さにのみ求めるのは正しくない。む
しろ、これら感染症に対する有効な防疫策がない
ためである。これら「６大感染症」は、人類が有効
なコントロールの方法を見いだしていない感染症
の代表とも言える。ハンセン病以外のコントロー
ルが困難な５つの感染症には、いくつかの共通の
理由が挙げられる。ここではその中で（１）真核生
物が病原体であることと（２）病原体の生活史にヒ
ト以外の生物が生物学的媒介者＝ベクター、ある
いは保虫宿主（reservoir host）として介在すること
を取り上げ、これら感染症のコントロールのため
の戦略について述べてみたい。
　我が国でマラリア、日本住血吸虫症、フィラ
リア（糸状虫）症等の感染症が常在していたこ
とは今では過去の事と認識されている。あるい
は、常在していたことを認識していない人も多
くなった７）。 ‘おこり（瘧）’あるいは‘わらやみ’と
して有史以来、我が国に常在していたと考えられ
る土着マラリア（三日熱マラリア）が流行を終息し
たのは1965年以降である。四日熱、および熱帯
熱マラリアも宮古、八重山諸島に常在していた。
広島県片山地方、および甲府盆地に古くから知ら
れていた日本住血吸虫症も、流行終息宣言がされ
たのは1990年代末のことである。象皮病、陰嚢
水腫を起こすバンクロフト糸状虫によるフィラリ
ア症は青森県から沖縄県までほぼ全国に分布し、
九州、奄美諸島は世界的にも濃厚浸淫地域とされ
ていた。現在のところ、新規感染は見られないが
古くからの患者は存在する。一方、東京都の八丈
小島にはマレー糸状虫によるフィラリア症が分布
していた。６大感染症のうちマラリア、住血吸虫
症、フィラリア症、およびハンセン病の４つまで
が常在し、その全てのコントロールに成功した稀
な国として、我が国が高い評価を得ていることも
あまり知られていない現状である。
　我が国ではどのような方法を用いてこれら感
染症の防圧に成功したのであろうか。我が国は
環境衛生教育の徹底と、蚊が媒介するマラリア、
フィラリア症対策として殺虫剤の噴霧による蚊
の駆除を行った。また、貝が媒介する住血吸虫症
対策では殺貝剤の投与、水路の改修による貝駆除
など、生物環境の人為的改変を徹底的に行った。
さらに、媒介蚊が越冬できないなど気候の特徴
や工業化による水質の汚染が媒介蚊、貝の繁殖に
悪影響を与えたことなどが相まって、これら感染

症のコントロールに成功したと言える。八丈小島
に分布していたマレー糸状虫によるフィラリア症
は1969年の八丈小島全島離村により結果的に消
滅した。皮肉なことに高度成長期にもたらされた
工業化による公害、都市集中化、環境破壊が我々
に悪影響をもたらしたのと同時に、寄生体、媒介
動物、保虫動物といった他の生物にとっても好ま
しく無い影響を与え、結果として感染症のコント
ロールを成功に導いたと言える。
　６大感染症に対するワクチンは未だどれも開発
されていない。しかし、感染症のコントロールは
ワクチンおよび治療薬の開発を含む個の健康を守
るための医療技術の向上だけでは成功させること
はできない。寄生体、宿主および、それらの生息
する環境をも含めた社会医学、環境医学、さらに
生態学的理解とアプローチが必要なのは明白であ
る。感染症コントロールに向けた人類の歴史がそ
れを物語っているし、現在でも、WHOによるこ
れらvector-born diseaseのコントロールの主役は未
だvector-controlである２）。

８．環境の変化と感染症

　感染症が生物の営みの結果としてもたらされ
るのであれば、それら生物の棲息する環境の変化
に大きく左右されるのは明らかである。最近、蚊
が媒介するマラリア、デング熱の流行がエルニー
ニョ現象と密接に関連することが指摘されてい
る８）。地球温暖化等により様々な気候変動が見ら
れ、また現在、５年で日本の総面積に匹敵する土
地から草一本残らず消え去るという速度で沙漠化
が進んでいる。生態系の変化に当然寄生体の生態
の変化が伴うことは想像に難くない。スマトラ沖
地震後の生物相の変化により感染症の流行が起こ
るのでは、といった危惧は関係各国の迅速な医療
対策、給水対策のおかげで、現在のところ大事に
は至っていない。しかし、筆者らの2005年２月
の調査では、被災者の移動、冠水地に残る水たま
りの形成、生物の棲息域の変化等が起きており、
今後、zoonosis および vector-born disease 等の流行
に関しては引き続き警戒する必要がある。これら
の生態系の変化は人為的にも起きている。外来生
物の人為的導入が生態系にもたらす影響も少なく
ない。筆者らは1996年以来、中央アジア諸国、
トルコ、中国の半乾燥地帯で前述した「６大感染
症」であるリーシュマニア症、およびマラリアの
流行が新しい地域で発生したり、これまでの浸淫
地域で患者数が著しく増加していることに注目し
て調査を行って来た６）,９）。次章以下では環境の人
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為的変化がリーシュマニア症および、マラリアの
流行に及ぼした影響を例として具体的に述べてみ
る。

９．中国新疆ウイグル自治区におけるリー
シュマニア症の流行

　リーシュマニア症について、我が国にはヒト
およびイヌの輸入例の報告はあるものの、幸いな
ことに国内感染例の報告は無い。他の動物からの
リーシュマニア原虫分離の報告も無い事から、こ
れは媒介可能なサシチョウバエが存在しないため
と考えたい。ところが、隣国中華人民共和国は、
古くからリーシュマニア症の浸淫地域（endemic 
area）であり、現在、むしろ患者数の増加が見ら
れる地域もある10）。リーシュマニア症は人獣共通
感染症である。ヒト、保虫宿主、媒介昆虫の分
布・生態は地域により異なり、その疫学を一概に
論ずることはできない。従って、リーシュマニア
症に対する防疫対策も地域により多様とならざる
を得ず、成果の達成度も大きく異なる。図５に示
すように、これら生物相の違いと感染症コント
ロールの達成度により、３種類の地域に分けて
述べることにする。1950年代までは黄河、長江
の下流平野部に広がる地域はL. donovani による
内臓型リーシュマニア症（kala-azar）の浸淫地域で
あり、患者は主として５才以下の小児であった
（10,000人あたり１年間に29.7～50.4例）。人口密
度の高い地域でありイヌの感染は極めて稀であっ
た（anthroponotic）。このため殺虫剤（DDTおよび
BHC）の噴霧によるサシチョウバエの駆除および
患者の治療により、1970年以降は20例以下の症
例が報告されているにすぎない。四川省、甘粛
省、陝西省、山西省、および北京北部の山岳、
丘陵地域でも５才以下の小児のkala-azarが浸淫し

ていた（10,000人あたり１年間に0.1～16.0例）。こ
の地域ではイヌが主要な保虫宿主であり、1950
年代には0.65%～7.3%のイヌに感染が見られた。
タヌキにも感染が見られ、家畜だけではなく野
生動物も保虫宿主としてヒトへの伝播に関与し
ていた（anthropozoonotic）可能性がある。このた
め殺虫剤（DDTおよびBHC）の噴霧によるサシチョ
ウバエの駆除および患者の治療に加え、感染犬の
駆除を行ったが、現在でも患者が散発的に報告さ
れている。イヌの感染率にこの間大きな減少は見
られていない。一方、典型的な半乾燥地帯である
新疆ウイグル自治区では1950年代には人口が稀
薄であり、また調査が行われていなかったことも
あり、大きな問題とはなっていなかった。近年に
至り、L. donovaniおよびL. infantumによる内臓型
リーシュマニア症の発症がむしろ増加している。
散在性に見られることから、おそらく野生動物
が保虫宿主として関与していると考えられるが、
我々の調査でも保虫宿主は発見できなかった。
中国新疆ウイグル自治区では近年、国策として大
規模灌漑事業を行い半乾燥地帯を農業可能な地域
に変え、あるいは地下資源の探索を行っている。
これらの開発事業の進行に伴い、これまで人口
密度の希薄であった地域に、急激に移民が流入し
ている。リーシュマニア症の増加は近年の屯田開
墾事業および、この地域への移民の増加により、
サシチョウバエと野生動物の間で感染環が営まれ
ていた（ennzoonotic）場所に人間が侵入したことに
よりもたらされた結果と考えられている。移民の
多くはこれまでリーシュマニアに感染したことの
無い、すなわち非免疫者であり、感受性の高い宿
主がリーシュマニア原虫の生活環に組み込まれた
ことになる。この地域ではリーシュマニア症に限
らず、エキノコックス、タリム出血熱ウイルスな
ど、おそらく野生動物と共存していた様々な微生
物による感染症も増加している。この地域の野鼠
にはペスト菌も常在している。中国新疆ウイグル
自治区におけるリーシュマニア症対策には他の地
域において一定の成果を納めてきた方法に加え、
野生動物対策を講ずる必要がある。しかし事実
上、有効な方法は無い。
　中央アジア諸国では、広くL. majorによる皮膚
型リーシュマニア症が浸淫している６）。この地域
の半乾燥地帯に高密度に棲息するオオスナネズ
ミおよびキツネ、ジャッカル等の野生動物が主要
な保虫宿主である（図４）。トルクメニスタンでは
リーシュマニア症の防疫対策としてオオスナネズ
ミの駆除を行なっているが、その方法は原野に原
油を撒き巣穴ごと焼き払うというものである。ス図５　中国におけるリーシュマニア症の分布.



66

松本・三條場：環境改変による感染症流行の危機－沙漠緑化と感染症の増加－

67

地球環境 Vol.10 No.１　59－69（2005）

ナネズミの巣穴は複雑な立体構造をもって地中深
くにまで構築されている。このため、焦土作戦も
リーシュマニア症の減少はおろかスナネズミの減
少にも有効とは考えられない。しかし、世界で唯
一実行されている野生保虫宿主対策と言える。
　もともと様々な野生生物が共存して棲息して
いた所にヒトが進出した結果、それまで宿主と安
定した共存関係をもっていた寄生性微生物がヒト
に感染し、病気をもたらすことによって感染症の
発生が認識される。人口の増加と人間の経済、社
会活動が活発になるに従い、新たな感染症の出現
（新興感染症）、あるいはこれまで知られていた感
染症が新たな地域で、または新たな伝播様式で流
行するのは驚くことではない。

10．沙漠緑化と感染症の流行

　人類の生存のための営みが地球環境の大幅な
変化を招き、沙漠化が進んでいる。トルコ政府が
1981年より、我が国および世界銀行などの国際

的援助を得て進めている「トルコ南東アナトリア
地方開発計画」（Southeastern Anatolia Project; GAP）
は、シリアおよびイラクと国境を接するトルコの
南東アナトリア地域における大規模灌漑、地域開
発計画である11）。この地域はチグリス、ユーフラ
テス両河の上流域であり、考古学的には肥沃な
三日月地帯と呼ばれ、麦をはじめとする穀物、
果物、野菜の大規模栽培が行われ、古代都市文明
の揺籃の地となった場所である。ところがGAP開
始時のこの地域は乾燥が進み、半沙漠と化してい
た（図６a）。GAPはチグリス、ユーフラテス両河
の上流に22のダムと19の水力発電所を建設し、
電力と水を用いてこの地域の工業化を目指し、
灌漑による農業開発を行う大規模な地域総合開
発計画である（図６b, c）。すでに成果が目に見え
る形で現われており、サンリウルファ市では市街
地、農地の拡大には目を見張るものがある。本プ
ロジェクトの終了時には、350万人の新たな雇用
と900～1,000万人に達する人口増加が見込まれて
いる。一方、この計画の進行に伴い、降雨量の増

図６　南東アナトリア地方開発計画（GAP）諸景.
トルコのAdiyaman，Batman，Diyarbakir，Gaziantep，Killis，Mardin，Siirt，Urfaおよび
Sirnak県にまたがる南東アナトリア地域，すなわちチグリス，ユーフラテス両河上流域に
22のダムと19の水力発電所を建設する大規模な総合開発計画
ａ；乾燥化が進んだサンリウルファ市郊外.
ｂ；1992年に完成したGAPの中核をなすアタチュルクダム．
ｃ；灌漑用水路.
ｄ；降水量の増加により出現した水たまり．マラリアを媒介するアノフェレスの幼虫が確
認された.
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加など気候の変化、動植物の生態系の変化が灌漑
地のみならず、広く南東アナトリア地方で顕著と
なってきた（図６d）。それに伴い、この地域でマ
ラリア、リーシュマニア症および、様々な寄生性
微生物による感染症の著しい増加が注目されるよ
うになってきた。
　リーシュマニア症は古来より GAP 地域の都市
部において、Oriental sore （東洋瘤腫）、あるいは 
Aleppo button として知られる L. tropicaを病原体
とする皮膚型リーシュマニア症の浸淫が知られ
ていた６）。一方、地中海沿岸では L. infantumを病
原体とする内臓型リーシュマニア症が散発的に
報告されていた６）。ところが、GAP地域の皮膚型
リーシュマニア症が1990年代になり、著しい増
加傾向を示し、ウルファ県の首都であるシャン
リウルファ市では、1990年に552例であったもの
が1993年に2,980例、1994年には2,780例を記録し
た９）。1996年には、著者らも協力してシャンリウ
ルファ市にリーシュマニア症診断センターを設
け、患者の診断と治療が積極的に開始された。
1997年には776例、1998年には767例と減少して
いるが、以後再び増加傾向にある。これらリー
シュマニア症急増の要因として、媒介昆虫の繁
殖、非免疫者の都市部への集中化、さらに都市部
衛生環境の悪化等が考えられている。しかし、本
症の媒介昆虫種の確定には至っていない。また、
保虫宿主の有無は未だ不明である６）。

　GAP地域の西に隣接し、トルコの地中海沿岸に
位置するチュクロバ地方は、古来より豊かな穀倉
地帯として知られていた。前世紀初頭にはすでに
三日熱マラリアの浸淫地域として知られ、トルコ
のマラリア症例はこの地域に集中していた。チュ
クロバ地方では、1977年に年間102,000例ものマ
ラリア症例が報告された。トルコ保健省による国
家レベルでのマラリア・コントロール・プロジェ
クトが実施され、感染者が多いチュクロバ地方
では殺虫剤の噴霧が精力的に行われた。実際、著
しい効果を示したが新たな問題が起きて来た。患
者数が減少した地域では環境への影響に配慮し、
殺虫剤の噴霧によるコントロールから化学療法
剤による感染者の治療に方針が変更される。殺虫
剤はマラリアのベクターを選択的に駆除する訳で
は無い。殺虫剤の噴霧が中止されると、当然その
地域に棲息する様々な昆虫の繁殖が容易となる。
リーシュマニア症、デング熱などマラリア・コン
トロールプロジェクトの対象では無いvector-born 
diseaseの媒介昆虫の繁殖を招き、これらの感染症
の増加の一因となっている。
　チュクロバ地方のマラリア患者の多くは、実

は隣接する現在のGAP地域より、綿花の収穫等
のため移動して来る季節農業労働者であった。
当時のGAP地域は乾燥化が進み、農業に適さない
土地であったため季節労働者の供給地であり、
マラリア媒介蚊の繁殖には適さない土地であっ
た。しかし近年、GAP が進行すると、これらの
季節労働者の帰郷地におけるマラリアの新たな
流行が問題となってきた。1998年に保健省に報
告されている36,842例のマラリアのうち、90％が
GAP地域から報告されている。局地的にはGAP地
域のウルファ県シベレック郡で見られる如く、
人口70,000人に対し、1996年に1,792人、1997年に
1,802人、1998年には4,629人の患者を記録するな
ど、著しい増加を示している地域もある。これは 
GAP により近接地域における降水量の増加等、
気候が変化し、媒介蚊（Anopheles sacharovi および 
A. superpictus） の繁殖が容易となり、感染者の帰
郷によりこの地で新たな感染環が確立されたこと
が大きな要因である。

11．まとめ

　我が国において、寄生性微生物による感染症が
大きな脅威と感じなくなってから半世紀も経って
いない。それにもかかわらず、これら感染症が駆
逐された経緯が忘れられつつある。この間、生態
学の進歩は我々の生活をより豊かにするため、自
然保護、生物多様性の維持、生物の共存の重要性
を示して来た。感染症における寄生性微生物、保
虫宿主、媒介者も生物相の一員を構成しているの
である。実際、現在でも過去に我が国から駆逐さ
れた感染症の病原体が、生活史を全うできる生物
環境は維持されている。病原微生物の生態を考慮
した環境保全、環境改変が計られなければ感染症
の新興、再興という望まない結果をもたらす危険
を常に孕んでいる。寄生性微生物を生態系を構成
する一員として捉える視点が必要である。
　感染症の非汚染地域では新たな侵入を防ぐこ
とが最善の防疫である。しかし、多くの生物を
宿主とする寄生性微生物による感染症がひとたび
ある地域に浸淫した場合、すなわち寄生性微生物
にとってその生活史を全うする環境が形成される
と、その防圧は極めて困難なものとなる。感染症
の撲滅（eradication）に最も有効なのは環境の清浄
化である。すなわち、（１）寄生性微生物のいない
環境、（２）媒介者、保虫宿主のいない環境を作る
ことである。しかしながら、極論を言えば、地球
上で人類以外の生物を認めないという事につなが
り荒唐無稽である。1980年代、WHO主導で進め
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られて来た感染症撲滅（ERADICATION）計画は既
に死語であり、感染症制御（CONTROL）計画に姿
を変えた。これは目的設定をシフト・ダウンした
のではない。感染症の正確な理解に基づき、「寄
生性微生物との戦い」では無く、「寄生性微生物と
の共存」を計る戦略への変更であり、そのための
技術の開発が待たれている。治療薬も「寄生性微
生物を殺す薬」から「症状を抑える薬」に、ワクチ
ンも「感染防止ワクチン」から「感染は許すが発症
を抑えるワクチン」にその目的を変えつつある。
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