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中東呼吸器症候群（MERS）に関するQ&A

（第3版 平成27年6月5日作成）

2012年9月以降、中東地域を中心に患者の発生が報告されている｢中東呼吸器症候群（MERS：マーズ）｣について、WHO（世界保健機関）が作成した資料

等に基づき、解説します。

一般の方向け

問1 中東呼吸器症候群（MERS：マーズ）とは何ですか?

問2 MERS患者が国内で発生する可能性がありますか?

問3 MERSはどこで発生していますか? 

問4 MERSにかかると、どのような症状が出ますか?

問5 どのようにしてMERSに感染するのですか?

問6 MERSに対する予防方法はありますか? どのように治療するのですか?

問7 MERSはヒトからヒトへ感染しますか?

問8 中東地域を旅行する場合に注意することはなんでしょうか?

問9 厚生労働省ではどのような対策を行っていますか？

医療従事者向け

問10 どのような患者についてMERSを疑うべきですか？

問11 MERSを疑った場合、どう対応したらよいですか？

問12 患者に接する際、感染対策上、注意すべき点は何ですか？

問13 患者の臨床管理・治療はどのように行えばよいですか？

問14 韓国の流行状況についての情報はありますか。

問15 技術的な内容（診断検査及び感染対策）について相談できる窓口を教えてください。

一般の方向け

問1 中東呼吸器症候群（MERS：マーズ）とは何ですか?

答 中東呼吸器症候群(MERS：Middle East Respiratory Syndrome)は、2012年に初めて確認されたウイルス性の感染症です。

原因となるウイルスはMERSコロナウイルスと呼ばれています。

2003年に流行した重症急性呼吸器症候群（SARS（サーズ））の原因となった病原体もコロナウイルスの仲間ですが、SARSとMERSは異なる病気です。

問2 MERS患者が国内で発生する可能性がありますか? 

答 中東地域等で感染し、日本入国後に発症する可能性があります。ただし、適切な対策をとることにより、感染拡大を防止することができます。

問3 MERSはどこで発生していますか? 

答 主として中東地域*で患者が報告されています。

このほか、ヨーロッパ（イタリア、英国、オーストリア、オランダ、ギリシャ、ドイツ、フランス、トルコ）、アフリカ（アルジェリア、エジプト、チュニジア）、アジア

（フィリピン、マレーシア、韓国、中国）及び北米大陸（アメリカ合衆国）からも患者の報告がありますが、これらはすべて、中東地域への渡航歴のある人もし

くはその接触者であることがわかっています。

*アラブ首長国連邦、イエメン、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、ヨルダン、レバノン（2015年6月5日現在）

なお、最新のMERS発生状況はWHO Disease Outbreak Newsのサイト（英語）（ http://www.who.int/csr/don/en/）でみることができます。

問4 MERSにかかると、どのような症状が出ますか?

答 主な症状は、発熱、せき、息切れなどです。下痢などの消化器症状を伴う場合もあります。MERSに感染しても、症状が現われない人や、軽症の人もいま

すが、特に高齢の方や糖尿病、慢性肺疾患、免疫不全などの基礎疾患のある人で重症化する傾向があります。

中東地域からＭＥＲＳの確定症例としてＷＨＯに報告された者のうち、症状が悪化して死亡する割合は、約４０%とされています。

問5 どのようにしてMERSに感染するのですか?

答 人がどのようにしてMERSに感染するかは、まだ正確には分かっていません。2015年5月以降韓国で患者が発生していますが、多くが、韓国内の病院での

院内感染によるものであると考えられています。患者から分離されたMERSコロナウイルスと同じウイルスが、中東のヒトコブラクダから分離されていること
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などから、ヒトコブラクダがMERSウイルスの保有動物であるとされており、感染源の一つとして疑われています。日本国内のヒトコブラクダを調査した限りでは

ＭＥＲＳコロナウイルスを保有している個体は確認されていません。一方、患者の中には動物との接触歴がない人も多く含まれています。家族間や、医療

機関における患者間、患者－医療従事者間など、濃厚接触者間での感染も報告されています。主に、飛沫感染（咳やくしゃみなどによる）又は接触感染に

よる感染であると考えられています。

問6 MERSに対する予防方法はありますか? どのように治療するのですか?

答 MERSの発生が報告されている地域においては、咳やくしゃみなどの症状がある人との接触を避け、また動物（ラクダを含む）との接触は可能な限り避ける

ことが重要です。また、現在、MERSに対するワクチンや特異的な治療法はありません。患者の症状に応じた治療（対症療法）になります。

問7 MERSはヒトからヒトへ感染しますか?

答 海外の感染予防対策の実施が不十分な医療機関等においては、患者から医療従事者や他の患者等に感染した例が報告されています。ただし、季節性

インフルエンザのように、次々にヒトからヒトに感染すること（持続的なヒト－ヒト感染）はありません。

問8 中東地域等、MERS患者の発生が報告されている地域に旅行する場合に注意することはなんでしょうか?

答 これらの地域への旅行は制限されていませんが、旅行する場合は以下のことに注意して下さい。 

旅行前

糖尿病や慢性肺疾患、免疫不全などの持病（基礎疾患）がある方は、MERSに限らず、一般的に感染症にかかりやすいので、旅行の前にかかりつけの医師

に相談し、渡航の是非について検討してください。

渡航前に現地の最新の情報を検疫所ホームページ、外務省 海外安全ホームページ、在外日本国大使館ホームページなどで確認してください。 

旅行中

現地では、こまめに手を洗う、加熱が不十分な食品（未殺菌の乳や生肉など）や不衛生な状況で調理された料理をさけ、果物、野菜は食べる前によく洗う、と

いった一般的な衛生対策を心がけてください。

咳やくしゃみの症状がある人や、動物（ラクダを含む）との接触は可能な限り避けましょう。

咳、発熱などの症状がある場合は、他者との接触を最小限にするとともに、咳エチケット（[1]マスクをする、[2]咳・くしゃみの際はティッシュペーパーなどで口と

鼻を押さえ、他の人から顔をそむける、[3]使用したティッシュペーパーはごみ箱に捨て、手を洗うなど）を実行しましょう。日常生活に支障が出る程の症状があ

る場合は、医療機関を受診してください。

旅行後

帰国時に発熱や咳などの症状がある方は、空港内等の検疫所へご相談ください。

帰国後14日以内に、発熱や咳などの症状がみられたら、直接医療機関には行かずに、事前に最寄りの保健所に連絡の上、中東地域等に滞在していたことを

告げてください。

症状がある間は、他者との接触を最小限にするとともに、咳エチケットを実行してください。

厚生労働省検疫所ホームページ 中東に渡航する方へ ＜中東呼吸器症候群に関する注意＞

http://www.forth.go.jp/news/2014/05071434.html

外務省 海外安全ホームページ 広域情報 http://www.anzen.mofa.go.jp/

在サウジアラビア日本国大使館ホームページ http://www.ksa.emb-japan.go.jp/j/index.htm

問9 厚生労働省ではどのような対策を行っていますか？

答 MERSは、平成27年1月21日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）において、二類感染症*に指定されています。

これにより、国内でMERSの患者が発生した場合、医師による患者の届出や、患者に対する適切な医療の提供等が、法律に基づいて行われます。（*1月

21日より前は、二類感染症相当の指定感染症に指定されていました。）

また、MERSに感染した疑いのある患者が見つかった場合、検査を迅速に実施し、感染の有無を確認できるよう、全国の自治体と検疫所にMERSウイルス

検査のための試薬を配布するなどして、検査体制を整備しています。

空港等の検疫所では、MERSの発生国からの入国者・帰国者でMERSに感染した疑いがある場合、MERSウイルスの検査や健康監視を行っています。この

ほか、検疫所のホームページやポスターの掲示を通じて、渡航者や帰国者に対する注意喚起を行っています（→ 問8）。

引き続き、WHO等を通じて最新情報を収集し、国民の皆さんに提供していきます。

医療従事者向け

問10 どのような患者についてMERSを疑うべきですか？

答 以下のような要件にあてはまる患者で、他の感染症や病因が判明していない場合、MERSの可能性も考慮に入れて下さい。（ただし、必ずしもこの要件に
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参考

感染症法に基づく医師の届出 中東呼吸器症候群（MERS）

韓国における中東呼吸器症候群（MERS）への対応について [1,382KB] 

中東呼吸器症候群（MERS）の指定感染症への指定後の対応について [314KB] 

「中東呼吸器症候群（MERS）に対する積極的疫学調査実施要領（暫定版）」（国立感染症研究所ホームページ）

「中東呼吸器症候群（MERS）・鳥インフルエンザ(H7N9)患者搬送における感染対策」（国立感染症研究所ホームページ）

「中東呼吸器症候群（MERS）・鳥インフルエンザ(H7N9)に対する院内感染対策」（国立感染症研究所ホームページ）

参考

Clinical management of severe acute respiratory infections when novel coronavirus is suspected: What to do and what not to do（WHOホームページ）

上記文書の日本語訳等が掲載されている日本感染症学会のホームページ「新型コロナウイルス感染症情報」

国立感染症研究所

http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/alphabet/mers/2186-idsc/5703-mers-risk

厚生労働省検疫所

http://www.forth.go.jp/topics/fragment1.html

限定するものではありません。）

38℃以上の発熱及び咳を伴う急性呼吸器症状を呈し、臨床的又は放射線学的に肺炎、ARDSなどの実質性肺病変が疑われる者であって、発症前14日

以内に対象地域（※）に渡航又は居住していた者

ア

発熱を伴う急性呼吸器症状（軽症の場合を含む。）を呈する者であって、発症前14日以内に対象地域（※）において、医療機関を受診若しくは訪問した

者、ＭＥＲＳであることが確定した者との接触歴がある者又はヒトコブラクダとの濃厚接触歴がある者

イ

対象地域：アラビア半島又はその周辺諸国※

発熱又は急性呼吸器症状（軽症の場合を含む。）を呈する者であって、発症前14日以内に、対象地域であるか否かを問わず（※1）、1．MERSが疑われ

る患者（※2）を診察、看護若しくは介護していた者（※3）、MERSと疑われる患者と同居（MERSが疑われる患者が入院する病室又は病棟に滞在した場

合を含む。）していた者又はMERSが疑われる患者の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた者

ウ

「対象地域であるか否かを問わず」とは、当分の間、「対象地域及び韓国」を対象にする。 ※1

「MERSが疑われる患者」とは、対象地域及び韓国においてＭＥＲＳと診断された者及びMERSが疑われる有症状者とする。※2

「診察、看護若しくは介護していた者」とは、医療従事者又は介護従事者等であって、医療機関等において、診察、看護若しくは介護などで日常的に患

者と接触する機会がある者とする。この場合の「接触」とは、対面で会話することが可能な距離（２メートルを目安とする。）にいることをいい、単にすれ違

うといった軽度の接触のみでは対象とならない。なお、医療従事者等であっても標準的な感染防護具（サージカルマスク（エアロゾル発生の可能性が考

えられる場合は、N95マスク）、手袋、眼の防護具、ガウン）を適切に着用していた者は、これに含まれない。

※3

問11 MERSを疑った場合、どう対応したらよいですか？

答 現在、都道府県等の検査機関（地方衛生研究所）でMERSのスクリーニング検査（MERSコロナウイルスの少なくとも1つの遺伝子領域の確認）を実施する

ことが可能です。医師がＭＥＲＳに感染した疑いのある患者を診察し、他の感染症又は他の病因によることが明らかでなく、ＭＥＲＳを疑う場合は、最寄り

の保健所に連絡の上、対応について相談して下さい。地方衛生研究所の検査結果が陽性の場合、国立感染症研究所において確定検査（MERSコロナウ

イルスの少なくとも２つの遺伝子領域の確認）を行い、ここでも陽性になったものをMERS患者（確定例）とします。

疑似症患者の届出が出されますと、保健所等による行政対応（入院勧告、患者の搬送・移送、積極的疫学調査等）が開始されますので、ご協力をお願い

します。

問12 患者に接する際、感染対策上、注意すべき点は何ですか？

答 これまで、医療機関における患者間や患者から医療従事者に対する二次感染の症例が多数報告されています。以下のガイダンスを参考に、標準予防

策、飛沫感染予防策等の徹底をお願いします。

問13 患者の診療はどのように行えばよいですか?

答 治療は、患者の症状に応じた支持療法が中心となりますが、WHOがMERS患者の診療について暫定的なガイダンスを公表していますので参考にして下さ

い。

問14 韓国の流行状況についての情報はありますか。

答 国立感染症研究所及び厚生労働省検疫所のホームページで、韓国政府からの情報等をもとに、公表しているので参考にして下さい。

問15 技術的な内容（診断検査及び感染対策）について相談できる窓口を教えてください。

答 国立感染症研究所info@niid.go.jpにお問い合わせください。 
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〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話：03-5253-1111（代表）
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2015年のニュース

中東呼吸器症候群コロナウイルス（MERS-CoV）について　（ファクトシート）
2015年6月　WHO　（原文[英語]へのリンク）

要点

●中東呼吸器症候群(MERS)は、2012年にサウジアラビアで初めて同定された新規のコロナウイルス(MERS‐CoV)によって起こるウイ

ルス性呼吸器疾患です。

●コロナウイルスはウイルスの中でも大きな科で、感冒から重症呼吸器症候群(SARS)まで幅広い疾患を起こすものがあります。

●典型的なMERSの症状は、発熱、咳、息切れ（呼吸困難）です。肺炎は一般的な症状ですが、必ず起こる症状ではありません。下痢な

どの消化器症状も報告されています。

●報告されたMERS患者の致死率は約36％です。

●MERS感染者の大部分はヒト―ヒト感染ですが、ラクダがMERS-CoVの重要な保有宿主であり、ヒトへのMERS感染の動物感染源と

なっているようです。しかし、ウイルス感染におけるラクダが果たす正確な役割や正確な感染経路は解明されていません。

●患者との濃厚接触、例えば防護対策をとらずに治療に当たるようなことがなければ、ウイルスはヒトからヒトへ簡単に感染するとはみ

られていません。

症状

　MERS-CoV感染の臨床症状は、無症状や軽度の呼吸器症状から重症急性呼吸器疾患や死亡まで多岐にわたります。MERS-CoV

疾患の典型的な症状は、発熱、咳、息切れです。肺炎は一般的な症状ですが、必ず起こる症状ではありません。下痢などの消化器症

状も報告されています。重症の場合、人工呼吸器や集中治療室での治療を必要とする呼吸不全を起こすことがあります。報告された

MERS患者の約36％が死亡しています。このウイルスは高齢者、免疫力が弱い人、癌、慢性肺疾患、糖尿病といった慢性疾患がある人

に、より重篤な病態を起こしているようです。

ウイルスの起源

　MERS-CoVは動物からヒトへ感染する人畜共通感染性ウイルスです。ウイルスの起源は十分には解かっていません。しかし、ウイ

ルスゲノムの違いの解析からは、起源はコウモリにあり、遠い過去のある時にラクダに感染したと考えられています。

感染経路

ヒト以外とヒトとの感染：

　動物からヒトへの感染経路は十分には解かっていません。しかし、ラクダがMERS-CoVの主要な保有宿主で、ヒトへのMERS感染の動

物感染源となっている可能性があります。ヒトでのウイルスの遺伝子配列と同じ配列をもつMERS-CoVが、エジプト、オマーン、カター

ル、サウジアラビア等のいくつかの国のラクダから分離されています。

ヒトからヒトへの感染：

　例えば感染者に防護対策をとらずに治療に当たるような患者との濃厚接触がなければ、ウイルスはヒトからヒトへ簡単に感染するとは

みられていません。ヒト－ヒト感染する可能性がより高いと思われる、特に感染の予防や制御の対策が十分でない医療施設で、患者が

集団発生しています。これまでのところ、持続的な地域社会での感染流行は報告されていません。

　このウイルスは、主にサウジアラビアで症例の大多数（>85%）が報告されており、アラビア半島全体に循環しているようです。何例か

は中東以外でも報告されています。これらの感染者はほとんどが中東で感染し、この地域の外に感染輸出されたと考えられています。

韓国で続いている集団感染は中東以外では最大の規模です。懸念はありますが、韓国でヒトーヒト感染が持続しているという証拠はあ

りません。その他の感染輸出された国では全て、二次感染が報告されていないか、限定的な二次感染の報告のみです。

予防と治療

　現在、ワクチンや特別な治療法はありません。治療は患者の臨床的状態に基づいて支持療法で行われます。

　一般的な予防対策として、ラクダやその他の動物がいる農場、市場、家畜小屋、他の場所に立ち寄る人は誰もが、動物との接触の

前後では規則正しい手洗いを含む一般的な衛生対策を実行するべきであり、病気の動物との接触は避けるべきです。

　生や加熱が不十分なミルクや肉類などの動物製品の摂取は、ヒトで病気の原因となる様々な臓器への感染リスクを高めてしまいま

す。調理や低温殺菌を行い適切に処理された動物製品の摂取は安全ですが、未調理の食品との接触汚染を避けるために、注意して取

り扱うことが必要です。ラクダの肉やミルクは、低温殺菌、調理、その他の熱処理をすれば摂取することができる栄養価の高い食品で

す。

　MERS-CoVに関して解明が進むまでは、糖尿病、腎不全、慢性肺疾患、免疫不全のある人は、MERS‐CoV感染で重篤化するリスク

が高いと考える必要があります。これらの人々はラクダとの接触、ラクダの生乳やラクダの尿を飲んだり、適切に調理されていない肉を

食べたりすることを避ける必要があります。

医療従事者におけるMERS-CoV

　いくつかの国において、MERS‐CoVが診断される前に医療現場で患者から医療従事者へ、また患者から患者へ、医療施設内でウ

イルスの感染が発生しています。症状やその他の臨床的特徴が特異的ではないため、いつも早い時期に、または検査なしにMERS‐

CoV患者を特定できるとは限りません。

　感染の予防と防御の対策は、医療施設でMERS‐CoVが広がる可能性を防ぐことにおいて重要です。MERS‐CoV感染の疑いのある
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患者や確定患者に治療を行う施設は、感染患者から、他の患者、医療従事者および来院者にウイルスの感染リスクを下げる適切な対

策を取るべきです。医療従事者は感染の予防と制御に対する教育と訓練を受け、これらのスキルを定期的に更新するべきです。

旅行

　WHOは、MERS-CoVに関する渡航や貿易の制限や入国スクリーニングの適用を勧めてはいません。

WHOの取り組み

　WHOは、このウイルスと疾患をより詳しく理解するために、科学的なエビデンスを国際的に収集して共有し、流行対応の優先順位、

治療戦略や臨床の管理方法を決定するために、感染が発生した国の臨床医や科学者と協力して取り組んでいます。またWHOは、この

ウイルスと戦うための公衆衛生予防戦略を展開するために国々と協力して取り組んでいます。

　感染が発生した国や国際的な技術協力者やネットワークとともに、WHOは、以下のようなMERSに対する世界的な公衆衛生対策の

対応にあたっています。

●発症状況に対する最新情報の提供

●リスク評価や各国当局との共同調査の実施

●科学会議の招集

●暫定的サーベイランスの推奨、患者の生化学検査、感染の予防と制御の対策、および患者管理に関する保健当局や保健行政の技

術機関のためのガイダンスと指導書の作成

　WHOの局長は、国際保健規則(2005)の下で、この事象が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)に該当することの是

非および行動すべき公衆衛生対策に関して、局長に助言を行う緊急委員会を招集しました。この委員会は、この疾患が最初に同定され

てから何度も会議を開いてきました。WHOは、重症急性呼吸器感染症(SARI)のサーベイランスを強化し、異常なパターンのSARIや肺炎

症例を注意深く検討する事を、すべての加盟国に奨励しています。

　MERS症例が報告されているかどうかに関係なく、各国は、特に中東からの多くの旅行者や出稼ぎ労働者に対して、厳重な警戒体

制を維持する必要があります。サーベイランスは、WHOのガイドラインにしたがい医療施設における感染の予防と制御の対策に沿って、

各国が引き続き強化していくべきです。WHOは、最も効果的な国際的対策と対応の情報を提供するために、ウイルスとの接触機会、検

査、臨床経過の情報を含め、すべてのMERS-CoV感染の確定症例と疑い症例に関して、WHOに報告することを加盟国に引き続き求め

ています。

出典

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)

Fact sheet N°401　Updated June 2015

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/mers-cov/en/
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2015年06月11日更新　中東呼吸器症候群(MERS)の発生状況　（更新34）

　2015年6月9日に公表された世界保健機関（WHO）の情報によりますと、アラブ首長国連邦（UAE）の国立国際保健規約（IHR）担当者

は、6月3日に新たに中東呼吸器症候群コロナウイルス(MERS-CoV)感染患者１人が発生したことを世界保健機構（WHO)に報告しまし

た。

●症例の詳細情報

　77歳女性。アブダビの住民で5月21日に発症し、28日に入院しました。患者には基礎疾患がありました。6月2日にMERS-CoV検査で陽

性と判明しました。発症までの14日間に既知のリスクファクターとの接触はありません。現在、患者はICUに収容され重篤な容態です。こ

の患者に対して、家族と医療機関の接触者追跡が行われています。

　世界的には、WHOは、1,219人の検査確定したMERS-CoV感染の患者報告と、少なくとも449人の関連する死亡報告を受けていま

す。

●WHOからのアドバイス

　WHOは、現状および利用可能な情報に基づいて、加盟国すべてに対して、急性呼吸器感染症に関するサーベイランスを継続し、ま

た、あらゆる異常を示す患者についても注意深く調査することを勧めています。

　感染の予防と制御の対策には、診療施設においてMERS-CoVが拡がる可能性を防ぐことが重要です。他の呼吸器感染症と同様

に、MERS-CoVの初期症状は非特異的なため、通常、早い時期に患者をMERS-CoVと診断できるものではありません。したがって、医

療従事者は、診断にかかわらず、すべての患者に対して常に一貫した標準感染予防対策を適用する必要があります。急性呼吸器感染

症の兆候を呈している患者の治療にあたる場合には、標準感染予防対策に加えて、飛沫予防対策を行うべきです。また、MERS-CoV

感染の可能性がある患者、あるいは確定診断された患者の治療にあたる場合には、接触予防対策および眼の防護策を追加すべきで

す。さらに、エアロゾル（微粒子）が発生するような処置を行う場合には、空気感染の予防対策を行う必要があります。

　今後、MERS-CoVに関して解明が進むまでは、糖尿病、腎不全、慢性肺疾患、免疫不全のある人は、MERS‐CoV感染で重篤化する

リスクが高いと考える必要があります。したがって、これらの人は、ウイルスの存在する可能性がある農場、市場あるいは家畜小屋のあ

る地域を訪れる場合、動物に近づくこと、特にラクダと濃厚接触することを避けなければなりません。動物に触れる前後には必ず手洗い

を行い、病気の動物との接触を避けるという一般的な衛生習慣をしっかりと守るべきです。

　食品に対する衛生習慣には注意深くあるべきです。ラクダの生乳あるいは尿を飲むこと、また、調理不十分の肉を食べることは避け

るべきです。

　WHOは、この事象に関連して入国時に特別な検査を行うことを勧めてはいません。また、現在、旅行あるいは貿易を規制することも

推奨していません。

出典

WHO. Global Alert and Response (GAR).

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)- United Arab Emirates. 9 June 2015.

http://www.who.int/csr/don/09-june-2015-mers-are/en/
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中東呼吸器症候群（MERS）のリスクアセスメント （2015年6月4日現在）
2015年6月4日

国立感染症研究所

〇事例の概要

2012年9月22日に英国よりWHOに対し、中東へ渡航歴のある重症肺炎患者から後にMiddle East 
Respiratory Syndrome Coronavirus（MERSコロナウイルス）と命名される新種のコロナウイルス
（以下、MERS-CoV）が分離されたとの報告があって以来、中東地域に居住または渡航歴のある者、
あるいはMERS患者との接触歴のある者において、このウイルスによる中東呼吸器症候群(MERS)の症
例が継続的に報告され、医療施設や家族内等において限定的なヒト－ヒト感染が確認されている。

〇疫学的所見

◾ 2015年6月3日までに、ヒト感染の確定症例1,179例（死亡442例：致命率38%）がWHOに報告
された（WHO Disease Outbreak News http://www.who.int/csr/don/en/ に適宜更新情報掲
載）。66%（1,165例）が男性、年齢中央値は49歳（範囲　9か月-99歳、1,172例にもとづ
く）。報告地域は中東地域（ヨルダン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、ア
ラブ首長国連邦、イエメン、イラン、レバノン）、アフリカ（エジプト、チュニジア、アルジェ
リア）、ヨーロッパ（フランス、ドイツ、ギリシャ、イタリア、英国、オランダ、オーストリ
ア、トルコ）、アジア（マレーシア、フィリピン、韓国、中国）、北アメリカ（米国）の計25か
国である。中東地域以外の国からの報告例は、すべて中東地域への渡航歴のあるもの、もしくは
その接触者であった。

◾ 中東以外の国で、輸入例を発端とした国内感染事例が報告されているのは、イギリス、フラン
ス、チュニジア、韓国の4か国である。

◾ 感染経路として、動物からの感染、医療機関や家族内におけるヒト-ヒト感染が報告されている
が、曝露歴が不明なものも認められる。

◾ 2015年1月1日以降、157例のMERS患者がサウジアラビアから報告され、患者の多くは20の病
院におけるアウトブレイク事例と関連があったと報告されている。過去の事例と比較し、病院に
おけるアウトブレイクの増加を認めるものの、その規模は小さい。家族内での限定的なヒト-ヒト
感染も認められている。

◾ 韓国での発生状況
（発生数の最新情報は厚生労働省検疫所HP http://www.forth.go.jp/topics/fragment1.html
参照）：中東への渡航歴のある60代男性の確定例と、確定例から感染したと思われる2次感染例
が29例、3次感染が疑われる症例が5例、総数35例が報告されている（2015年6月4日現在。2次
感染例のうち1例は中国へ渡航した後に中国で確定診断され隔離中）。初発例は、発症から確定診
断されるまでの10日間に4つの医療機関で加療を受けており、そのうち3つの医療機関において2
次感染が発生し、さらに2次感染例が加療を受けた医療機関において3次感染が発生した。発端と
なった症例の曝露歴、基礎疾患、また2次・3次感染例の症状の有無、基礎疾患、院内感染がお
こった状況などの詳細は現在のところ明らかではない。韓国・中国で確定例の接触者調査が現在
進行中である(（http://www.cdc.go.kr/CDC/notice/CdcKrIntro0201.jsp?
menuIds=HOME001-MNU1154-MNU0005-MNU0011）)。

〇臨床所見

2012年9月から2013年10月までにWHOに報告された161例（検査確定例144例と可能性例17例）の
臨床像の解析では、軽症例から急性呼吸促迫症候群(ARDS)を来たす重症例まである。典型的病像は、
発熱、咳嗽等から始まり、急速に肺炎を発症し、しばしば呼吸管理が必要となる。全症例の63.4%が
重症化し、44.1%が肺炎を発症した。また、ARDSの合併は12.4%に認められた。少なくとも3分の1
の患者は嘔吐、下痢などの消化器症状を呈した[1]。

1/7 ページ中東呼吸器症候群（MERS）のリスクアセスメント （2015年6月4日現在）
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〇学術論文情報

1. 疫学情報

◾ 2012年12月1日から2013年12月１日にサウジアラビアにおいて、15歳以上の生来健康な成人を
対象にした横断的な血清疫学調査が行われた。検査法はリコンビナントELISAでスクリーニン
グ、抗体陽性の確認はリコンビナント免疫蛍光法とplaque reduction neutralization test に
よって行われた。対象となった10,009例中、抗MERS-CoV抗体が陽性だったのは15例
（0.15％、95%信頼区間0.09-0.24）で、陽性例は13州のうち6州から検出された。年齢は平均
43.5歳〔標準偏差（SD）17.3〕で、これまで確定例として報告されているもの（平均53.8歳、
SD17.5）より若年であった。陽性例は、男性に多く（0.25% vs.0.05%、 p=0.028）、海岸
地域よりも中央の地域（0.26% vs.0.02%、p=0.003）に多かった。また、一般人口と比較
し、羊飼いで15倍（2.3%, p=0.0004）、と畜場での労働者で23倍（3.6％, p<0.0001）抗体
陽性率が高かった。これまで報告された確定例のうち、明らかな感染源への曝露歴がない症例に
ついては、より軽症の感染例が感染源となっている可能性が考えられる[2]。

◾ 2014年1月1日から5月16日の間にサウジアラビア保健省へ報告された確定例255例（real-time 
RT-PCRで診断。無症状例は、接触者調査や曝露後スクリーニングで実施された同検査で診断され
た）についての後方視的研究の報告によると、年齢中央値45歳、男性174例（68.2%）、医療従
事者78例（31%）であった。死亡は93例（致命率36.5％）だった。255例のうち、有症状191
例〔75%、うち医療従事者40例（21%）〕、無症状64例〔25.1%、うち医療従事者41例
（64%）〕であった。ただし、無症状と報告された64例に対する追加調査では、インタビューが
実施された33例中26例（79%）に、少なくとも一つ以上の呼吸器症状を認めた。255例の大半は
医療機関および/または確定例との疫学的関連があり、当該事例における医療機関の果たした役割
を浮き彫りにしている[3]。

◾ 2013年4月1日から5月23日の間に、サウジアラビアのAl-Hasaにおいて23例の確定例（それ以
外に11例の可能性例も存在）の報告があったが、これは4つの医療施設が関与したアウトブレイ
クであった。確定例23例のうち21例が、透析室、集中治療室、入院病棟においておこり、その中
にはヒト—ヒト感染が確認された例もあったが、その感染様式は特定することができなかった。
潜伏期間は中央値5.2日（95％信頼区間: 1.9－14.7日）、世代間隔（感染源の発症から二次感染
者の発症までの期間）は、中央値7.6日（95％信頼区間：2.5－23.1日）と推定されている。病院
スタッフに対する調査から、MERS症例との接点がない看護師補助員がMERSと確定診断された
が、MERS症例との接点がある他のスタッフ（2日間の発熱のみで呼吸器症状なし、特異的検査未
実施）との接点以外に疑わしい曝露源がなかった[4]。

◾ 2013年9月25日までの133例の症例情報によると、感染経路の情報のある129例のうち33例
（26%）は院内感染の可能性があり、医療従事者の感染は全体で23例(17%)であった。2013年
3～5月と6～9月の期間における致命率はそれぞれ63%（25/40）、33%（25/77）と低下傾向
にある。また、18例(14%)の無症候あるいは軽症例が報告されている[5]。2013年2月、サウジ
アラビアのリヤドで呼吸器症状を呈した診断未確定の入院患者と接触した2名がMERSと診断され
た。この2例は、MERSと診断されていない患者からの院内感染が疑われた[6]。

◾ サウジアラビアで2012年10-11月に発生した家族内集積事例の報告では、同居家族のうち男性の
みに感染伝播が起こり（確定例2名、可能性例1名）、入院前のみに濃厚接触があったこれらの症
例の配偶者は感染していないことから、病初期においては感染性が低い可能性が推察されている
[7]。英国において2013年2月に発生した二次感染者2名の家族集積例における潜伏期間は19日と
推定されている[8]。フランスではドバイから帰国して発症した1例とこの患者から院内感染した1
例の計2例が報告された。本事例では、下気道検体のウイルス量は高濃度であったのに対し、上気
道検体ではウイルスはほとんど検出できなかったことから、ウイルス検出のためには下気道から
の検体が必要であることが指摘され、また潜伏期間は9-12日と推定されている[9]。

◾ 2013年8月現在までに報告された症例情報等を用いた推計によると、940例（95％信頼区
間:290-2200例）の有症状例が存在している可能性があり、少なくとも62％の症例は探知されて
いないという結果となった。また、対策がなされていれば、ヒトーヒト感染は持続的とならない
といえるが、対策がなされない場合のR0は0.8－1.3と推定された[10]。

◾ 2013年6月21日までの64症例から計算された基本再生産数（R0）は、低めの推計値（集団発生
内に複数の初感染例を仮定）で0.60 (95％信頼区間: 0.42–0.80)、高めの推計値（集団発生ごと
に一つの初感染例を仮定）で0.69 (0.50–0.92)といずれも1.00を下回った。MERSのR0は2003
年のプレパンデミック段階としてのSARSコロナウイルスのR0 0.80 (95％信頼区間:0.54–1.13)
よりさらに低いことから、現段階でMERSはパンデミックは起こしがたいと推察されている
[11]。

2. ウイルス学的情報

【感染源となる可能性がある動物に関する検討】

◾ 日本国内に棲息するヒトコブラクダは25頭前後と考えられるが、その内20頭についてMERSコロ
ナウイルスの検査を行った。全ての個体について、糞や鼻腔拭い液中にウイルス遺伝子は検出さ
れなかった。さらに5頭については血清中のウイルス中和抗体の検査をおこなったが、全て陰性で
あった。つまり日本のヒトコブラクダを調査した限りでは、MERSコロナウイルスを保有してい
る個体は確認されていない[12]。
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◾ ラクダは、1歳で出荷されて人への接触の機会が多くなるが、この時期のラクダでは35.3％が
MERSコロナウイルスの遺伝子陽性である。一方で2歳では2.9％にまで下がるので、出荷時期を
遅らせれば、人への感染のリスクを下げることができると提案されている[13]。

◾ サウジアラビアのヒトコブラクダの鼻腔からMERS-CoVが分離され、ヒトから分離されたウイル
スの配列と同じであった。また、ヒトコブラクダは同時に複数のMERS-CoVに感染するという所
見も得られている[14]。

◾ サウジアラビアのAl-Hasaにおいて、ヒトコブラクダの群れの出産時期に前向きの調査を行い、
MERS-CoVの感染が幼獣と成獣どちらにも認められることを確認した。ここで分離されたウイル
スは、ヒトから分離されたもの（Cｌａｄｅ B）と99.9％同一であった[15] 。

◾ 2013年11月にサウジアラビアにおいて、MERS-CoVに感染したヒトコブラクダとの濃厚な接触
（ラクダの世話や未殺菌のラクダ乳の喫食など）後に発症した１症例が報告された。患者とラク
ダの遺伝子配列解析から、種を超えたウイルス伝播が示唆された[16]。

◾ 2014年2月にカタールのヒトコブラクダから分離されたウイルスは、2012年に同国でヒトから分
離されたウイルスと99.9%の相同性のある遺伝子を持ち、受容体の結合に重要なほとんどのアミ
ノ酸配列に変異はなかった [17]。

◾ アラブ首長国連邦におけるヒトコブラクダの血清調査（2003年の151サンプル、2013年の500
サンプル）において、計651サンプルのうち381サンプル（59.8％）がMERS-CoVの中和抗体
（＞1280倍）を持っていた[18]。オマーンのヒトコブラクダにおいてはMERS-CoVのスパイク
に対するタンパク特異的抗体、MERS-CoVに対する中和抗体価はいずれも100%(50/50)陽性で
あった[19]。この結果から、ラクダにMERS-CoVあるいは類縁のウイルスが感染していると考え
られた。

【ヒトからの分離ウイルスについての検討】

◾ サウジアラビアで2013年の5-9月に得られた32のウイルス株のゲノム解析を行ったところ、4つ
のクレードに分類されることがわかった。そのうち3つのクレードに属するウイルスは、すでに患
者において見つからなくなっており、この消失は、感度のよいサーベイランスと隔離が疾病のコ
ントロールに有効であること、R0が1未満であることと関連している可能性がある。ただし、一つ
のクレードは継続して発生しており、診断されていない無症状者が感染を拡大させている可能性
がある[20]。

◾ 21例のヒトMERS症例についてのフルゲノム解析の結果, リヤドにおいては、１つのクレードの
中でそれぞれ3種類の異なるゲノムタイプのウイルスが感染していた。持続的なヒトーヒト感染に
よって広がっている感染ではなく、それぞれが独立した動物由来の感染であることが考えられ
る。また、Al-Hasaのクラスターにおける解析の結果、病院におけるアウトブイレクにおいて
も、2種類以上のウイルスが検出されており、それぞれが独立した動物に由来の感染である可能性
が示唆されている[21]。

〇WHOの対応

WHOは、国際保健規則（IHR）に基づく対応として、これまでにMERSに関する緊急委員会を計8回
開催している（第1回2013年7月9日、第2回7月17日、第3回9月25日、第4回12月4日、第5回2014
年5月13日、第6回6月17日、第7回10月1日、第8回2015年2月4日）。直近の第8回緊急委員会で
は、感染経路についてはこれまで同様、持続的なヒト－ヒト感染を示す証拠はなく、現状は「国際的

に懸念される公衆の保健上の緊急事態（PHEIC）」には至っていないが、依然として国際的な拡大が
懸念されるとした。確定例が発生している国に対して、MERS-CoVに変異の有無の監視、ヒトと動物
におけるサーベイランス、基本的な感染症予防策の実施、医療従事者に対する教育、リスクコミュニ

ケーションによる市民・医療従事者・政策決定者への啓発、ヒトと動物分野の保健当局の協力の強

化、IHRに基づく通告の徹底を要請している。
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2015/8th-mers-emergency-
committee/en/

〇国内対応

◾ 感染研ウイルス第三部より検査試薬（PCR用プライマー・プローブ、陽性対照等）が各地方衛生
研究所および政令指定都市の保健所（計72か所）、空港検疫所（16か所）、計88箇所に配布され
た。中東呼吸器症候群（MERS）は2015年1月21日付けで、感染症法上の2類感染症に追加され
た。最新のMERS 疑い患者が発生した場合の標準的対応フローについては、健感発 0601 第１号
「韓国における中東呼吸器症候群（MERS）の発生について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/dl/20150602_01.pdf
を参照。
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◾ 積極的疫学調査にあたっては「中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）に対する積極的疫学調査実施要領
（暫定版）http://www.nih.go.jp/niid/ja/htlv-1-m/533-idsc/4889-mers-epistudy.html」
を参照。

◾ 患者搬送については、「中東呼吸器症候群（MERS）・鳥インフルエンザ(H7N9)患者搬送におけ
る感染対策http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/alphabet/mers/2186-idsc/4854-mers-
h7-hansou.html」、院内感染対策については「中東呼吸器症候群（MERS）・鳥インフルエン
ザ(H7N9)に対する院内感染対策
http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/alphabet/mers/2186-idsc/4853-mers-h7-
hi.html」をそれぞれ参照。

〇リスクアセスメント

◾ 2015年における中東でのMERS患者発生の疫学的特徴は、以前と同様に動物からヒトへの伝播事
例と主に医療現場、および家族内での2次感染事例であるが、感染原因が不明な事例も一定程度報
告されている。しかし市中における継続的な感染伝播は確認されていない。

◾ 2015年5月の、韓国における中東地域からの帰国者を発端としたMERSの集団発生事例は、医療
機関における渡航歴確認の重要性と、医療機関と公衆衛生当局との連携、必要時の迅速な診断、
確定例に対する迅速な積極的疫学調査、医療機関での適切な感染予防策の実施が改めて重要と考
えられた。

◾ 日本においても、今後、現在症例が発生している地域からの輸入例が発生する可能性がある。こ
れら患者は、確定例またはラクダとの接触歴は明確でない場合や軽症である可能性があることに
留意し、感染症法に基づく届出基準に従って症例の探知と報告を適切に行うことが重要である
（前述http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-
kansenshou19/dl/20150602_01.pdf　参照）　。

◾ 高齢者や基礎疾患のある者に感染した場合、重症化する恐れもあることから、症例に対する適切
な医療の提供が重要である。

◾ 確定患者の接触者においてヒト－ヒト感染があることに留意し、迅速に接触者調査を実施し、感
染拡大を防止することが重要である。

◾ 医療従事者は、医療機関内での感染伝播を確実に防止するため、患者の診療に当たる際はMERS
が疑われる段階から患者への感染拡大防止に関する指導、医療の実施に当たっては標準予防策及
び飛沫予防策を徹底する必要がある。

◾ 今後も中東地域と韓国、中国における輸入例およびそれに疫学的関連のある症例の発生状況を注
意深く監視していくことが重要である。

以上のリスクアセスメントは、現時点で得られている情報に基づいており、症例情報は、基本的に世

界保健機関（WHO）からの公式情報 DON http://www.who.int/csr/don/en/）および(Weekly 
Epidemiological Report WER http://www.who.int/wer/2015/wer9020.pdf)、Middle East 
respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) in the Republic of Korea
(http://www.who.int/mediacentre/news/situation-assessments/2-june-2015-south-
korea/en/ )を参照してまとめている。なお、事態の展開にあわせて、リスクアセスメントを更新して
いく予定である。
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WHOの対応

【ハイライト】

◾ サマリー更新（2015年5月15日）
http://www.who.int/wer/2015/wer9020.pdf

◾ リスクアセスメント更新（2015年6月3日）
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/risk-assessment-
3june2015/en/

◾ サウジアラビアへの巡礼者向けの渡航時の助言（2014年6月3日）
http://www.who.int/ith/updates/20140603/en/
WHOは入国時の特別なスクリーニングおよび渡航や貿易を制限することを推奨しない。各国に対
し、巡礼者のみならず、輸送業者、地上職員など巡礼者の渡航に関連する人でのMERS感染のリ
スクを軽減するために、渡航時の助言や渡航者の自己申告に関する認識を向上するよう奨励す
る。また、各国は、IHRに従って、①機内や船内、あるいは入国時に探知された病気の渡航者を
評価する決められた手続きが整備されていること、②病気の渡航者に関する情報を、機内や船内
の担当者と入国担当者、入国担当者と国の保健当局との間で共有する手順や方法が整備されてい
ること、③有症状者を病院や指定機関へ安全に搬送し臨床的な評価と診療が系統的に行えるこ
と、以上3点を確認すべきである。
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◾ 国際保健規則（IHR）に基づいたMERSに関する緊急委員会（2014年10月1日）
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/7th-mers-emergency-
committee/en/

◾ サウジアラビアとWHOの合同調査（2013年6月4～9日）
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/MERSCov_WHO_KSA_Mission_
Jun13u.pdf

【検査】

◾ 実験室診断に関する暫定的な提言（2013年9月16日）
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/MERS_Lab_recos_16_Sept_20
13.pdf

◾ 実験室診断に関する暫定的な提言（2012年12月21日）
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/LaboratoryTestingNovelCor 
onavirus_21Dec12.pdf

◾ バイオリスクマネジメントのガイダンス（2013年2月19日）
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/Biosafety_InterimRecomme 
ndations_NovelCoronavirus_19Feb13.pdf

【感染管理】

◾ 医療施設における、感染予防・コントロールのガイダンス（2014年4月）
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112656/1/9789241507134_eng.pdf 

◾ 症例の家庭でのケアと接触者の管理についてのアドバイス（2013年8月8日）
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/MERS_home_care.pdf

【症例定義】

◾ 症例定義の改訂(2014年7月14日) 
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case_definition/en/ 

【サーベイランス】

◾ 院内感染事例における医療従事者の感染リスクの解析方法（2014年1月27日）
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/Healthcare_MERS_Seroepi_In
vestigation_27Jan2014.pdf 前方視的または後方視的に診断されたMERS-CoV感染者に曝露し
た可能性のある医療従事者についての包括的な調査方法を示している。これは、医療従事者の感
染リスク因子とウイルス伝播様式について理解し感染管理と国内および国際的な公衆衛生対応に
繋げることを目指している。

◾ 接触者サーベイランスの方法（2013年11月19日）
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/WHO_Contact_Protocol_MERS
CoV_19_November_2013.pdf MERS確定例と可能性例の全ての接触者（同居者、家族、社会
活動、職場、医療関連）についての包括的な評価を目的としたコホート研究は、疾患の重症度や
感染のリスク因子を特定し、ウイルス伝播を予防するために必要である。このガイダンスは、接
触者を発見し検査を行う方法と、感染リスク因子の評価方法を示している。

◾ サーベイランスガイダンスの改訂(2014年7月14日)
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/InterimRevisedSurveillanceRec
ommendations_nCoVinfection_14July2014.pdf?ua=1  2014年7月14日に発出されたサー
ベイランスガイダンスの改訂版では、ヒトコブラクダもしくはこれに由来する産物は重要なリス
ク因子として認識され、MERS-CoV検査の実施を判断する上での重要な基準と明記された。

【臨床】

◾ 治療に関するガイダンス（2013年2月11日）
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/InterimGuidance_ClinicalMa 
nagement_NovelCoronavirus_11Feb13u.pdf

【研究・調査】

◾ 症例対照研究（2014年7月15日）
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/MERS_CoV_Cross_Sectional_S
eroepi_Protocol.pdf?ua=1 

◾ 症例調査ガイダンス（2013年7月5日）
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/MERS_CoV_investigation_guid
eline_Jul13.pdf

6/7 ページ中東呼吸器症候群（MERS）のリスクアセスメント （2015年6月4日現在）

2015/06/11http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/alphabet/mers/2186-idsc/5703-mers-riskassessm...
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◾ 質問票（2013年7月30日）
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/MERS_case_investigation_que
stionnaire.pdf

◾ 国際重症急性呼吸器・新興感染症協会（International Severe Acute Respiratory and
Emerging Infection Consortium）とともに、病因・薬理学的研究のための研究プロトコール・
症例報告様式の作成と共有。 http://www.prognosis.org/isaric/

Copyright 1998 National Institute of Infectious Diseases, Japan 

7/7 ページ中東呼吸器症候群（MERS）のリスクアセスメント （2015年6月4日現在）

2015/06/11http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/alphabet/mers/2186-idsc/5703-mers-riskassessm...
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  健 感 発 0 6 1 0 第 １ 号 

  平 成 2 7 年 ６月 1 0 日 

 

都 道 府 県 

各  保健所設置市   衛生主管部（局）長 殿 

特 別 区 

 

                    厚生労働省健康局結核感染症課長 

                     （公  印  省  略）    

 

中東呼吸器症候群（MERS）の国内発生時の対応について 

 

 

韓国における中東呼吸器症候群（MERS）の発生を受け、その対応につきましては、「韓国にお

ける中東呼吸器症候群（MERS）への対応について」（平成 27年 6月 4日健感発 0604第 1号）（以

下「平成 27年 6月 4日通知」という。）により、MERSに罹患した疑いのある患者を診察した場合の

対応及び情報提供についてお願いしているところです。 

韓国において、死亡例を含む感染者数が拡大していることを踏まえ、国内でMERSへの感染が

疑われる患者が発生した場合に、患者への医療提供や二次感染が疑われる者に対する積極的

疫学調査等の対応が迅速に行えるよう、下記事項について、関係機関への周知等を含め、特段

の御協力をお願いします。 

 

記 

 

１ MERS 患者からの二次感染が疑われる者への対応について 

地方衛生研究所の PCR検査結果で陽性が出た場合、速やかにMERS患者からの二次感染

が疑われる者に対する積極的疫学調査を開始することとなるが、当該調査の具体的な実施に

当たっては、別添の国立感染症研究所「中東呼吸器症候群（MERS）に対する積極的疫学調査

実施要領（暫定版）」（平成 27年 6月 10日改訂）を参照の上、次の（１）及び（２）のとおり、当該

患者との接触状況等に応じて、入院措置、健康観察又は外出自粛要請等の対応を行うこと。

なお、（１）及び（２）の区分について、別紙 1のとおり図示しているため、適宜参照すること。 

また、積極的疫学調査を開始する都道府県等の要請に応じて、国立感染症研究所から疫学

の専門家を派遣すること。 

 

（１）疑似症の要件に該当する者 

  平成 27 年 6 月 4 日通知中「MERS 疑似症患者の定義」のいずれかに該当する者について

は、感染症指定医療機関への入院措置 
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（２）疑似症の要件に該当しない者 

 ア 濃厚接触者 

   MERS 患者と同一住所に居住する者又は必要な感染予防策（※）を講じずに、当該患者

の診察、搬送等に従事した者等については、当該患者と接触した可能性のある日から 14 日

間の健康観察及び外出自粛要請 

 イ その他接触者 

   MERS 患者と同じ病棟に滞在する等の接触があった者のうち上記アに該当しない者又は

必要な感染予防策を講じた上で当該患者の診察、搬送等に従事した者等については、当

該患者と接触した可能性のある日から 14日間の健康観察 

   （※）手袋、サージカルマスク（又は N95 マスク）、眼の防護具、ガウンの装着等 

 

２ MERS 患者への医療提供体制について 

MERS 患者を入院させる医療機関については、当該患者の長距離移動による患者の負担及

び感染拡大リスクを軽減するため、原則として、当該患者が発生した都道府県内において入院

医療体制が完結するよう、あらかじめ、患者の発生を想定して、地域ごとに入院医療機関を確

保すること。 

なお、MERS については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平

成 10 年法律第 114 号）第 6 条第 3 項で規定する二類感染症であるため、特定、第一種及び

第二種感染症指定医療機関への入院が可能であるが、二次感染のリスクを最小限に抑えるた

め、原則として、陰圧制御の可能な病室に入院させること。 

また、患者の治療に当たる医療機関の要請に応じて、国立国際医療研究センターから専門

家を派遣すること。 

 

３ 対応フローの一部変更について 

国内で MERS への感染が疑われる患者が発生した場合の対応については、平成 27 年 6

月 4 日通知の別添１「中東呼吸器症候群（MERS）疑い患者が発生した場合の自治体向け暫

定的対応フロー」に基づいて行うこととしているが、当面の間、次のア及びイについて当該対

応フローを一部変更すること。なお、改正後の対応フローは、別紙 2 のとおりであること。 

 

ア MERS 感染が疑われる患者が発生した場合、積極的疫学調査等を迅速に行い、二次感

染のリスクを最小限に抑えるため、地方衛生研究所による PCR 検査と並行して、国立感

染症研究所による PCR 検査を行い、早期に検査結果を確定させること。 

イ 積極的疫学調査を効率的に行うため、地方衛生研究所の PCR 検査結果で陽性が出た

時点で、次に掲げる事項について、厚生労働省及び都道府県等の双方が公表すること。 

（公表項目） 

・ 地方衛生研究所の検査結果 

・ 患者の情報（年代、性別、滞在国、症状、接触歴、入国日、居住都道府県名） 

・ 積極的疫学調査の開始 
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参考資料 

別紙１：国内で MERS患者に接触した者への対応について 

別紙２：中東呼吸器症候群（MERS）疑い患者が発生した場合の自治体向け暫定的対応フロー

（当面） 

別添：国立感染症研究所「中東呼吸器症候群（MERS）に対する積極的疫学調査実施要領（暫定

版）」（平成 27 年 6 月 10日改訂） 

 

 

（参考ホームページ） 

厚生労働省 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/mers.html 

国立感染症研究所 

http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/alphabet/mers/2186-idsc/2686-mers.html#niid 

以上 
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中東呼吸器症候群(MERS)に対する積極的疫学調査実施要領（暫定版） 

国立感染症研究所 

平成 27年 6月 10日改訂 

 

2012 年 9 月以降、中東地域に居住または渡航歴のある者を中心に中東呼吸器症候群

(MERS)の患者が断続的に報告されており、医療施設や家族内等において限定的なヒト－ヒ

ト感染が確認されていることから、接触者調査を実施し、適切な対策を実施することで感

染拡大を防止することが重要である。また、高齢者や基礎疾患のある者に感染した場合、

重症化する恐れもあることから、患者に対する適切な医療の提供も重要である。なお、中

東においては一部の患者の感染原因としてラクダへの曝露が示唆されている。また、韓国

において、中東への渡航歴のあるMERSの確定例を発端とし、その接触者において死亡例

を含む多数の患者が発生していることを踏まえ、平成 27年 6月 4日に「情報提供を求める

患者の要件」が変更されたところである。 

本稿は、国内で探知された中東呼吸器症候群(MERS)の疑似症患者及び患者（確定例）（以

下「症例」という。）等に対して、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第 15条による積極的疫学調査を迅速に実施するため、平成 26年 7月 30日版に暫定版と

して作成した中東呼吸器症候群(MERS)に対する積極的疫学調査実施要領を韓国事例の発

生をうけて更新したものである。なお、疫学状況の変化に伴い適宜見直しを行うこととす

る。 

調査票ダウンロード（Excel file） 

国立感染症研究所ホームページ:http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/alphabet/mers.html 

  

（調査対象） 

○積極的疫学調査の対象となるのは、以下に定義する「疑似症患者」、「患者（確定例）」、「濃

厚接触者」および「その他の接触者」である。  

・積極的疫学調査の対象となる「疑似症患者」とは、平成 27年 6月 4日付健感発 0604第

１号に示す「情報提供を求める患者の要件」に合致しかつ地方衛生研究所で実施された PCR

検査によりMERSコロナウイルス遺伝子陽性であったものを指す。 

・「患者（確定例）」とは、地方衛生研究所以外に国立感染症研究所において実施される追

加検査によってMERSコロナウイルス遺伝子陽性であったものを指す。 

・「濃厚接触者」とは、症例が発病した日以降に接触した者のうち、次の範囲に該当するも

のである。 

i. 世帯内接触者： 症例と同一住所に居住する者 

ii. 医療関係者等： 個人防護具を装着しなかった又は正しく着用しないなど、必要な

感染予防策なしで、症例の診察、処置、搬送等に直接係わった医療関係者や搬送

担当者 

別添 
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iii. 汚染物質の接触者： 症例由来の体液、分泌物（痰など（汗を除く））などに、必

要な感染予防策なしで接触した者等。 

iv. その他： 手で触れること又は対面で会話することが可能な距離（目安として２メ

ートル）で、必要な感染予防策なしで、症例と接触があった者等。 

・「その他の接触者」とは症例が発病した日以降に症例と同じ病棟に滞在する等空間を共有

する接触があったもののうち、濃厚接触者の定義に該当しないものや、必要な感染予防策

をした上で確定例や確定例由来の検体と接触した医療関係者や搬送担当者等を含む。確定

例が発病後、公共交通機関等、不特定多数の者が利用する施設の利用があった場合は、そ

の症状や、状況等を検討した上でメデイア等を使った接触者探知を行う必要があるかどう

かを検討する。 

 

（調査内容） 

○積極的疫学調査の対象となる「疑似症患者」および患者（確定例）について、基本情報・

臨床情報・推定感染源・接触者等必要な情報を収集する。（添付 1,2-1,2-2,2-3） 

○濃厚接触者については、最終曝露から 14 日間、一日２回健康観察を実施するとともに、

MERS のハイリスク者（例：高齢者、基礎疾患のあるもの）との接触を避けるように要請

する。また、健康観察を十分に行うために長距離の移動等は控えるように要請する。（添付

3） 

○その他の接触者については、以下に示すような症状が出てきた場合に、保健所に連絡を

するようにする。 

○濃厚接触者およびその他の接触者については、健康観察中に 37.5℃以上の発熱、または

急性呼吸器症状（上気道または下気道症状）がある者（検査対象者と呼称する）について

は、検査を実施し、その結果に応じて必要な調査と対応を行う。 

（調査時の感染予防策） 

○積極的疫学調査の対応人員が症例及び検査対象者に対面調査を行う際は、手袋、サージ

カルマスクの着用と適切な手洗いを行うことが必要と考えられるが、現時点では、疫学的

な知見に乏しい新興の呼吸器感染症への対応として、ゴーグル、ガウンを追加し、必要に

応じてサージカルマスクではなくN95マスクを着用する。（PPE（感染防護服）着脱に関す

るトレーニングを定期的もしくは事前に積んでおくことが重要である。） 

（濃厚接触者およびその他接触者への対応） 

○濃厚接触者やその他接触者の家族や周囲の者（同僚等）に対しては、特段の対応は不要

である。 

○濃厚接触者およびその他接触者については、手洗いと咳エチケットを徹底するように指

導する。 

○検査対象者については、検査結果が判明するまでの間、感染伝播に十分に配慮する必要

があり、本人の同意を得た上で、医療施設における個室対応などの対応も選択肢となりう
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る。 

（とりまとめ） 

○濃厚接触者の健康情報については、複数の保健所が関与する場合、初発症例の届出受理

保健所又は濃厚接触者の多くが居住する地域を所管する保健所が適宜とりまとめる。 
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国内でＭＥＲＳ患者に接触した者への対応について 

 

（※1）必要な感染予防策：手指衛生を行う、手袋、サージカルマスク（又は N95 マスク）、眼の防護具（フェイスシールドやゴーグル）、

ガウンを装着することが望ましいが、２メートル以内に近づかない、侵襲的な処置をしない等のリスクが少ない状況では、眼の防

護具やガウンは必須ではない。 

（※2）毎日２回、体温、症状の有無等を都道府県等に報告。 

（※3）接触状況、接触者の生活状況(MERS のハイリスク者との接点があるかどうか)等を勘案し、全く自宅から外出しない、公共交通

機関を利用しない、不特定多数が利用する場所へ出入りしない、勤務先に出社等しない、学校に登校しない、診療に従事しない、

等のうち適切な措置を要請。 

（※4）発熱を伴わない急性呼吸器症状を呈する場合等に、健康診断を実施し、「疑似症」に該当するか否かを早期に判断。 

（※5）確定例が発病後、公共交通機関等、不特定多数の者が利用する施設の利用があった場合は、その症状や、状況等を検討した上

で、メデイア等を使った接触者探知を行う必要があるかどうかを検討する。 

 

参考：別添 国立感染症研究所｢中東呼吸器症候群（MERS）に対する積極的疫学調査実施要領(暫定版)｣（平成 27 年 6 月 10日改訂） 

接触状況 考えられる対象者 対応 

１．ＭＥＲＳ患者に接触した者等で「疑似症」の要件に該当する者： 

「韓国における中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）への対応について」（平成 27年６月４日健感 0604第１号）における「Ｍ

ＥＲＳ疑似症患者の定義」のいずれかに該当する者 
入院措置 

２．ＭＥＲＳ患者に発病日以降に接触した者等で「疑似症」の要件に該当しない者： 

濃厚接触者 

 i. 世帯内接触者： 症例と同一住所に居住する者 

ii. 医療関係者等： 個人防護具を装着しなかった又は正しく着用しないなど、必要な感染予防

策（※1）なしで、症例の診察、処置、搬送等に直接係わった医療関係者や搬送担当者 

iii. 汚染物質の接触者： 症例由来の体液、分泌物（痰など（汗を除く））などに、必要な感染

予防策なしで接触した者等。 

iv. その他： 手で触れること又は対面で会話することが可能な距離（目安として２メートル）

で、必要な感染予防策なしで、症例と接触があった者等。 

健康観察（※

2）及び外出自

粛要請（※3） 
必 要 に 応

じ、健康診

断 の 受 診

勧告 

（※4） 

その他接触者 

（※5） 

i. 症例が発病した日以降に症例と同じ病棟に滞在する等空間を共有する接触があったものの

うち、濃厚接触者の定義に該当しないもの 

ii. 必要な感染予防策をした上で確定例や確定例由来の検体と接触した医療関係者や搬送担当

者等 

健康観察（※

2） 

別紙１ 
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地方衛生研究所 
○PCR検査実施 
 （配布された試薬（upEプライマー）を
使用し、MERSコロナウイルスの遺伝
子領域（１カ所）の有無を確認） 

国立感染症研究所 
○MERSコロナウイルスの確認検査の実施 
○厚生労働省（結核感染症課）・検体送付元
の地方衛生研究所へ報告 

厚生労働省 
○当該都道府県等へ
連絡 

厚生労働省 
○当該都道府県等への連絡・
調整 

保健所 
○要件に合致する場合、疑似症の届出 
○患者を感染症指定医療機関（特定、第
一種又は第二種）に搬送 
○都道府県等へ報告・行政検査実施の
適否を判断 
 
○医療機関から患者検体を確保し、地方
衛生研究所へ搬入 

中東呼吸器症候群（MERS）疑い患者が発生した場合の自治体向け暫定的対応フロー【当面】 （別紙２） 

都道府県等 厚生労働省 

平成27年6月10日現在 

都道府県等 
○保健所へ連絡 
○厚生労働省と連絡・調整 

連絡・調整 

陽性 

報告 情報提供 

検査を実施する場合 

検査実施が 
困難な場合 

都道府県等・保健所 
○厚生労働省へ報告 
○医療機関へ報告 
○陰性の場合、疑似
症の取り下げ 
○陽性の場合、積極
的疫学調査の開始 
（要請に応じ、感染研の
専門家を派遣） 

 
厚生労働省 

 
連絡・調整 

国立感染症研究所 
ウイルス第三部へ 
検体を送付 

陽性＝感染確定例 陰性 

陰性 

報告 

報告 

保健所 
○医療機関へ報告 

連絡・調整 

報告 

感染症指定医療機関 
○MERSに感染した疑いのある患者を診察 
○MERSを疑う場合、疑似症患者（※）の届出 

他の疾患の治療又は健康観察 

※ MERS疑似症患者の定義：  

以下のア、イ又はウに該当し、かつ、他の感染症又は病因によることが明らかでない患者 
ア  ３８℃以上の発熱及び咳を伴う急性呼吸器症状を呈し、臨床的又は放射線学的に肺炎、ＡＲＤＳなどの実質性肺病変 
が疑われる者であって、発症前１４日以内に対象地域（※）に渡航又は居住していたもの 
イ  発熱を伴う急性呼吸器症状（軽症の場合を含む。）を呈する者であって、発症前１４日以内に対象地域（※）において、
医療機関を受診若しくは訪問したもの、MERSであることが確定した者との接触歴があるもの又はヒトコブラクダとの濃厚接
触歴があるもの                                   【※ 対象地域：アラビア半島又はその周辺諸国】 
ウ  発熱又は急性呼吸器症状（軽症の場合を含む。）を呈する者であって、発症前１４日以内に、対象地域か否かを問わ
ず、MERSが疑われる患者を診察、看護若しくは介護していたもの、MERSが疑われる患者と同居（当該患者が入院する病
室又は病棟に滞在した場合を含む。）していたもの又はMERSが疑われる患者の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に
直接触れたもの 

本人から健康相談 

他の疾患である（MERSでない）場合 報告 

搬送 

医療機関から相談 

公表 公表 

公表 公表 

公表内容（患者の情
報等）・時期を調整 

公表内容（検査結果） 
・時期を調整 

陽性の場合 
陽性の場合 

疑似症患者
の場合 
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中東呼吸器症候群（MERS）対策に関する専門家会議 概要
（平成27年6月9日）

１．韓国におけるMERSの発生状況について

２．国内でのMERS患者発生時の対応について

韓国におけるMERSの発生については、医療機関内の限定的なヒトｰヒト感染が続いている状況であることか
ら、現在実施している検疫及び国内の対策を継続することが適当。

（１）国内でMERS確定患者に接触した者への対応について
接触者のうち、疑似症の要件に該当する者については、入院措置を行う。疑似症の要件に該当しない者に

ついては、接触の程度に応じて、健康観察、外出自粛要請等の協力を求める。

（２）MERS患者の入院医療体制について
原則として発生した都道府県内で入院医療が完結するようにする。患者を受け入れにあたっては、陰圧制

御可能な病室が望ましいが、困難な場合は換気が良好な個室も可能。

（３）MERS患者が発生した際の当面の対応と公表について
地方衛生研究所での検査結果で陽性が出た場合、患者の発生について公表する。併せて、国立感染症研

究所から専門家を派遣し、積極的疫学調査を開始する。

今後、国内でのMERS患者発生時の対応に関する通知を発出予定

専門家会議において、韓国でのMERSに関する情報やMERS-CoVに関する最新の知見を踏まえ、以下の
ような方向性について合意を得た。
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