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国慶節休暇中、少なからずの人が外遊するだろう。 ただ、つい最近、09 月 20 日に国家品質検査総局

は、マレーシアに渡航する消費者は、必ずジカウィルスに注意をし、同国滞在中は自分の健康状態をよく

見守り、もし蚊に刺されて、発熱や皮疹などの症状が現れた場合にはすぐに医師にかかるようにせねばな

らないと注意喚起を行っている。  

 

ジカウィルス流行は悪化の一途 

実際、私達は病原微生物が充満している環境のなかで生活しており、これらの微生物は、特にウィルス

は、いつの間にか現れては、我々に危害を加えるのだ。 

2002 年～2003 年に我が国南部で流行した SARS、2009 年に北米で最初に登場した A 型 H1N1 インフル

エンザ、2012 年に中東でアウトブレイクした MERS、2013 年我が国各地で見られた H7N9、2014 年に西

アフリカで流行したエボラウィルス感染症、2014 年～016 年に中南米から全世界に広がったジカウィルス

等のように。 

毎回、ウィルスのアウトブレイクは我々の脅威になり、全世界を席巻することになるのだが、我々は、

科学的な認識や、科学的な対応や科学的な防御をするのみだが、どんなウィルスも姿を隠すことはでき

ず、人類によって撃破されることになるのだ。 

本日は、最近のジカウィルス感染症について語ろう。 

 
ジカウィルスとは？ 

上図は電子顕微鏡観察したジカウィルス（Zika virus, ZIKV）の形態だ： 球形で、直径は 40～70nm、

エンベロープを持っている。ジカウィルスの膜には一本鎖プラス RNA ウィルスで構成されたゲノムがく

っついており、大きさは約 10.8kb だ。 

ジカウィルスは、デングウィルスや黄熱ウィルス、ウェストナイルウィルスなどいくつかの「親戚」を

① 37℃下での電子顕微鏡によるジカウ

ィルスの形状▲（Kostyuchenko et al. 

2016）
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持っており、いずれもフラビウィルス科フラビウィルス属 

ジカウィルスの名称は、その発見地に基づくものだ。 1947 年、黄熱ウィルスの検査ネットワーク中

から、ウガンダのジカの森に暮らすアカゲザルから新たなウィルスを偶然発見し、このウィルスにジカウ

ィルスと命名した。その後（1952 年）ウガンダとタンザニアの人々にジカウィルスへの感染が確認され

だした。長年来、この種のウィルスは、アフリカ及び南アジアで感染者が散在していたが、最も早かった

のは、2007 年に西太平洋ミクロネシア諸島のヤップ島で、患者 49 名が確認された。 が、2013 年から

は、西太平洋やアメリカ大陸、アフリカで次々にジカウィルス汗腺患者流行が見つかり、2015 年までの

時点で、流行は、中南米で迅速に拡散、うち、ブラジルが最流行地となった。 （アジアでの一部地区で

の流行が増加して）現在全世界では 70 の国及び地区に波及、我が国もまた輸入患者が数名報道されてい

る。 何故、我々がジカウィルスに対してパニックを起こす必要がないのか？ ジカウィルスの伝播速度

は高く、波及している範囲も広いが、我々はこのウィルスへのパニックを起こす必要はないのだ。 現時

点で、ジカウィルスがヒトヒト感染したというエビデンスはなく、患者と接触したことによる感染はあり

得ないのだ（宮本注：下線は、訳者。 この点については、性感染の事例が報告されていたはずですが、

もしかすると性行為により感染したというエビデンスがないということを刺しているのではないでしょう

か）。 ジカウィルスの主な感染経路は、蚊（シマカ）が媒介しており、シマカがジカウィルス感染者を

咬んで（蚊自体が）感染し、再度この蚊が他人を咬むことでウィルスが伝播されるのだ。ここに書かれて

いるジカウィルスの親戚ウィルスもまた、蚊に刺されることで伝播するものだ。 シマカには非常に多く

の種類が存在するが、ジカウィルスの場合、主にネッタイシマカにより伝播する。 

 

② ジカウィルスの感染方式：ネッタイシマカ
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③ ジカウィルスの感染方式：性的接触▲
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ネッタイシマカは地球上の熱帯地域に広範に分布しており、我が国の海南省や広東省雷州半島、雲南省

の辺境地区と台湾南部（中国政府の立場は、台湾は中国の一地区）などにその分布が見られる。 

シマカによる伝播以外に、ジカウィルスにはその他の方式でも伝播するが、性的接触や血液感染など、

いずれも僅かにしか見られておらず、ジカウィルスが胎盤を通じて嬰児に感染したという報道もある。 

母乳中にジカウィルスの RNA が検出されてはいるが、今はまだ授乳による新生児への感染は報道され

てはいない。 

人類は、ジカウィルスには感染しやすいが、不顕性感染率は 80％といわれており、症状が現れず、残

り 20％の人に臨床症状が現れる。 症状には、発熱や皮疹、関節痛及び結膜炎などがあり、一般に 7 日

間以内に消失するが、特殊な処理の必要は無く、対象治療が主となる。 少数の患者には、ギランバレー

症候群など神経系統と自己免疫性の合併症が現れるが、それは極めてまれなものだ。 ただし、妊婦がジ

カウィルスに感染することで胎児に小頭症の奇形が起こりうる。 2015 年前半、ブラジルでジカウィル

ス感染症のアウトブレイク以来、新生児小頭症発生率が 20 倍近くに増加しており、マウスの実験でもジ

カウィルスが胎盤に達すると脳神経細胞が大量に死に、脳内空洞肥大化や大脳皮質が薄くなり、典型的な

小頭症になるということが明らかにされた。 

 
しかしながら、現時点では、妊婦が他のグループと比隠してこのウィルスに感染しやすいというエビデ

ンスはない。 また、ジカウィルス流行地では大多数の女性が正常な分娩をしている。これにより、妊娠

準備中、または妊娠中の女性はパニックを起こさないでよく、小頭症は妊娠期間中に超音波検査 B モード

でスクリーニングできるので、ジカウィルス流行地を訪問或いはそこで生活していた妊婦は通常の妊婦健

診を受け、医療スタッフに問い合わせをし、医師判断による胎児検査を提案する。 

 

④ ジカウィルスの感染方式：血液感染

▲母子感染▲
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⑤ 小頭症のイメージ図
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現時点では、承認され、マーケット・オンされたワクチン製品はないが、ラットとアカゲザルを有効に

ジカウィルスへの感染から保護できるジカウィルスワクチンが既に三種存在しているが、副反応は出てお

らず、二種類のワクチンは既に第一期の臨床試験に入っている。。 治療薬については、研究者が 6000 種

類の薬剤から、ジカ治療の可能性を持った三種類の薬剤を見つけ、動物実験と臨床効果測定の評価を待っ

ているところだ。 抗体中和については、多くのヒト抗体の株がジカウィルスへの高い中和性を持つこと

を示しており、個別の抗体は、マウスのジカウィルスへの感染を有効に防ぐことができた。 承認された

薬物が、マーケット・オンされていないため、予防することが最重要であり、ネッタイシマカの制御（＝

撲滅すること）がその中で最も重要なものとなるのだ！ シマカは清潔な水たまりの中に産卵することを

好むので、定期的に室内外の蚊の繁殖しそうなところをきれいにすることで感染の「源」からウィルスを

運ぶシマカを消し去ることができるのだ。 メスの蚊は一般的に昼間にヒトを刺すため、夜明け時や黄昏

時に活動がピークになる。 よってこれらの時間帯に屋外の緑地などシマカが多くいる場所には出かけな

いことが重要だ。 家庭においては、蚊帳や網戸、蚊取り線香などを使用して蚊を防ぐことで、シマ蚊に

刺されることによる感染ルートの遮断ができる。 

（情報源：中国科普博覧） 
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十一出境游，你准备好防范寨卡病毒了吗？ 
微口网 www.vccoo.com 2016-10-06 来源：科普张家界 

--------------------------------------------------------------------------------  

国庆假期，不少人选择了出境游。而就在不久前，9 月 20 日，国家质检总局发布公告，提醒前往马来西亚旅行的

消费者务必注意寨卡病毒病，在马来西亚期间应自我监测健康状态，如被蚊虫叮咬，并出现发热、皮疹等症状时，

应当及时就医。 

 

寨卡病毒病疫情似乎愈演愈烈。 

 

其实，我们生活在充满病原微生物的环境中，这些微生物，尤其是病毒，不经意间就会出现、打扰我们的生活。 

比如 2002-2003 年始于我国南部的“非典”疫情，2009年首发于北美的甲型 H1N1流感疫情，2012 年中东地区暴

发的中东呼吸综合征疫情，2013 年我国多地出现的 H7N9 疫情，2014 年暴发于西非的埃博拉疫情，以及 2014-2016

年自中南美洲向全球蔓延的寨卡病毒病疫情。 

 

虽然每次病毒病的暴发都来势汹汹，似有席卷全球之势，但只要我们科学地认识、科学地面对并且科学地加以防

护，任何一种病毒病都会无所遁形，被人类各个击破！ 

 

今天我们就来聊聊最近的寨卡病毒病。 

 

什么是寨卡病毒病呢？ 

 

（（图 1： 
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▲37℃情况下，电镜中观察到 ZIKV的形态（Kostyuchenko et al. 2016） 

上图显示在电镜下观察到的寨卡病毒（Zika virus, ZIKV）的形态：球形，直径 40-70 nm，有囊膜。寨卡病毒的

囊膜包裹着由一条正链 RNA 构成的基因组，其大小约 10.8 Kb。 

 

寨卡病毒还有几位近亲，如登革病毒、黄热病毒以及西尼罗河病毒,他们都属于黄病毒科的黄病毒属。 

寨卡病毒得名于其发现地。 1947 年，通过黄热病毒检测网络，人们偶然在生活于非洲乌干达寨卡丛林的恒河猴

中发现了一种新病毒，并将其命名为寨卡病毒。随后（1952 年）在乌干达和坦桑尼亚人群中也检测到了寨卡病毒的

传播。多年来，这种病毒仅在非洲和南亚地区出现散在感染病例，最早的一次暴发是 2007 年发生在西太平洋密克

罗尼亚群岛的雅蒲岛，确认病例仅为 49 例。然而 2013 年以来，西太平洋、美洲和非洲陆续报告寨卡病毒确诊病例

和疫情，到了 2015 年，疫情在中南美洲迅速扩散，其中巴西为重灾区。（增加一些亚洲的疫情）目前该病毒已波及

全球 70 个国家和地区，我国也报道了数例输入型病例。为什么我们没必要恐慌寨卡病毒？ 虽然寨卡病毒传播速度

高，波及范围广，但是我们没有必要对这一病毒恐慌。 目前，没有证据表明寨卡病毒会在人与人之间传播，不会
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因为接触患者而感染。 寨卡病毒主要通过蚊媒（伊蚊）传播，伊蚊叮咬了寨卡病毒感染者后被感染，通过再次叮

咬将病毒传播给其他人。上文提到的寨卡病毒的几位近亲也是通过蚊媒传播的。伊蚊有很多种类，寨卡病毒主要通

过埃及伊蚊传播。 

 

（（图 2： 
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▲寨卡病毒的传播方式：埃及伊蚊 
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http://img12.vccoo.com/refer.php?url=http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/PcVvRdt1icoPHibIp0EprjajZGcc3vhQmNwyc0vtRnmQawHmJoRV7fT6jBm

SVCzlYnzOYjqy9ibKkxcy0p2yic9mhQ/0?wx_fmt=jpeg）） 

▲寨卡病毒的传播方式：性接触 

 

（（图 4：  
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▲寨卡病毒的传播方式：血液传播▲ 寨卡病毒的传播方式：母婴传播 

 

埃及伊蚊在全球热带地区广泛分布，我国的海南省、广东省雷州半岛、云南省的边境区域和台湾南部都有其分布。

除了伊蚊传播，寨卡病毒也可经其它方式传播，但都比较少见，如通过性接触和血液传播，也曾有报道证实寨卡病

毒可以通过胎盘传播给婴儿。虽然乳汁中能够检测到寨卡病毒 RNA，但尚没有通过哺乳感染新生儿的报道。 虽然

人群对寨卡病毒普遍易感，但是 80%的人是隐性感染，即不产生症状，20%的人会有临床症状，表现为发热、皮疹、

关节痛和结膜炎等，一般持续不到 7 天，不需要做出特别处理，以对症治疗为主。少数患者可能出现格林-巴氏综

合征等神经和自身免疫性并发症，但较为罕见。 但是，孕妇感染寨卡病毒可能会引起胎儿发生小头畸形。2015 年

上半年，巴西暴发寨卡病毒疫情以来，新生儿小头畸形的发生率增长了近 20 倍，而且小鼠实验也表明寨卡病毒可

导致胚胎“脑部”神经元大量死亡，造成脑腔变大、脑皮层变薄，表现为典型的小头畸形。 

 

（（图 5：  
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▲ 新生儿小头畸形示意图 

 

尽管如此，目前尚无证据表明孕妇比其他人群对该病毒更易感。而且，在寨卡病毒疫情地区，大多数妇女仍然可

以正常分娩。因此，备孕或怀孕中的妇女无需恐慌，而且小头畸形可以在妊娠期通过 B 超进行筛查，所以，建议曾

经前往或生活在寨卡病毒病疫区的孕妇进行常规的产前检查并向医务人员咨询，按照医生的建议加强胎儿检测。        

尽管目前还没有批准上市的疫苗产品，但是已经有三种新型寨卡疫苗能够有效保护小鼠和恒河猴免受寨卡病毒感

染，且没有不良反应；两种疫苗已经率先进入一期临床试验。在治疗药物方面，研究人员也从 6000 种候选药物中

发现三类治疗寨卡的潜在药物，有待进一步的动物实验以及临床效果评估。在中和抗体方面，多株人源抗体表现出

对寨卡病毒的高中和活性，个别抗体可以有效保护小鼠抵抗寨卡病毒感染。 由于没有批准的治疗药物上市，预防

显得极为重要，控制伊蚊叮咬是重中之重！伊蚊喜欢在清洁的小积水中产卵滋生，定期对室内室外的滋生地进行清

理可以从源头上消灭病毒的载体——伊蚊。雌蚊吸食人血，一般在白天叮咬人，黎明和黄昏为活动高峰，所以应尽

量着长衣长裤，避免在这些时段在室外绿地等伊蚊较多的地方停留。家庭可使用蚊帐、安装纱窗、蚊香等手段防蚊，

从而切断伊蚊叮咬的传播途径。 

 

（来源：中国科普博览） 
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