
　池田　林先生、動物咬傷後の狂犬病
ワクチン接種について質問が来ていま
す。狂犬病、あまり最近は聞かない病
気ですが、国内の発生状況はどうなっ
ているのでしょうか。
　林　国内では、1956年以来、ヒトの
発生例はなく、その状態がこれまで維
持されています。
　池田　私もイヌを飼っているのです
が、毎年定期的に飼いイヌに狂犬病の
ワクチンを打ちなさいと、動物病院な
どでいわれていますが、これは何か法
的な拘束力はあるのでしょうか。
　林　狂犬病は３つの法律によってコ
ントロールされていまして、１つは感
染症法、ヒトの狂犬病がまず感染症法

でコントロールされています。また、
イヌの狂犬病は狂犬病予防法というも
のでコントロールされていまして、そ
のほかウシや他の家畜は家畜伝染病予
防法でコントロールされています。イ
ヌについては、狂犬病予防法によって
コントロールされていますので、その
中で、先生がおっしゃられたイヌに対
する毎年の予防接種が義務づけられて
います。
　池田　最終的に、狂犬病の患者さん
が見られた年というのは何年なのでし
ょうか。
　林　1956年にヒトの患者さんが最後
に報告されています。また、1957年に
はネコの症例が国内で最後に報告され

ています。
　池田　それからは全くないというこ
とですね。
　林　そうですね。輸入症例を除けば、
これまで報告されていません。
　池田　国内で例えばイヌに咬まれた
という場合はどういう対処になるので
しょうか。
　林　現在、国内で狂犬病の流行はあ
りませんので、国内でイヌに咬まれた
場合は特に予防接種の必要はないとさ
れています。
　池田　ただ様子を見るということで
すね。
　林　そうですね。
　池田　念のために、もし咬まれたイ
ヌがわかれば、どのくらい様子を見れ
ば、そのイヌが狂犬病ではないという
判断になるのでしょうか。
　林　まずそのイヌが毎年、狂犬病の
予防接種を受けているかどうか、これ
が一つのポイントになると思います。
その次に、イヌを係留して２週間観察
しまして、２週間以上、狂犬病の発症
が認められないという場合には安心し
てよいかと思います。
　池田　逆にいうと、もし発症した場
合は２週間以内にイヌも死んでしまう
ということでしょうか。
　林　イヌが狂犬病を発症すると、10
日以内にほぼ死亡するといわれていま
す。
　池田　２週間見れば大丈夫だし、日

本の場合はほぼ問題ないということで
すね。一方、海外になるのですけれど
も、海外で狂犬病の発症が見られる国
というのは、主にどんな国があるので
しょうか。
　林　逆に、狂犬病がない国や地域の
ほうが少なくて、日本を含めて、オー
ストラリア、ニュージーランド、ある
いはグアムとかハワイなど、非常に限
られています。日本の周りを見ても、
アジアでは、中国、インド、東南アジ
ア諸国等、多くの国で流行しています。
　池田　日本はまれな国の一つになっ
ているわけですね。
　林　はい。
　池田　海外に行ってイヌなどに咬ま
れた場合は、完全に発症する可能性が
あると考えてとして対処することにな
るわけですね。
　林　はい。
　池田　不幸にして海外で咬まれた場
合、これはどのように処置が行われる
のでしょうか。
　林　まず傷口を石けんで洗っていた
だきまして、水でよく流してあげる。
このことによってウイルスが破壊され、
体内に入るウイルス量が減ることが期
待できます。その後、すぐに現地の医
院を受診して、速やかに狂犬病ワクチ
ンを打ってもらうのがよいかと思いま
す。
　池田　これはいわゆる暴露後の接種
ということになるのですけれども、そ
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　動物咬傷後の狂犬病ワクチン接種についてご教示ください。
　国内外でイヌに咬まれて、狂犬病ワクチンの暴露後予防接種を希望される方
が時折います。咬まれて数日してから来院される方も多いのですが、どう対処
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　池田　林先生、動物咬傷後の狂犬病
ワクチン接種について質問が来ていま
す。狂犬病、あまり最近は聞かない病
気ですが、国内の発生状況はどうなっ
ているのでしょうか。
　林　国内では、1956年以来、ヒトの
発生例はなく、その状態がこれまで維
持されています。
　池田　私もイヌを飼っているのです
が、毎年定期的に飼いイヌに狂犬病の
ワクチンを打ちなさいと、動物病院な
どでいわれていますが、これは何か法
的な拘束力はあるのでしょうか。
　林　狂犬病は３つの法律によってコ
ントロールされていまして、１つは感
染症法、ヒトの狂犬病がまず感染症法

でコントロールされています。また、
イヌの狂犬病は狂犬病予防法というも
のでコントロールされていまして、そ
のほかウシや他の家畜は家畜伝染病予
防法でコントロールされています。イ
ヌについては、狂犬病予防法によって
コントロールされていますので、その
中で、先生がおっしゃられたイヌに対
する毎年の予防接種が義務づけられて
います。
　池田　最終的に、狂犬病の患者さん
が見られた年というのは何年なのでし
ょうか。
　林　1956年にヒトの患者さんが最後
に報告されています。また、1957年に
はネコの症例が国内で最後に報告され

ています。
　池田　それからは全くないというこ
とですね。
　林　そうですね。輸入症例を除けば、
これまで報告されていません。
　池田　国内で例えばイヌに咬まれた
という場合はどういう対処になるので
しょうか。
　林　現在、国内で狂犬病の流行はあ
りませんので、国内でイヌに咬まれた
場合は特に予防接種の必要はないとさ
れています。
　池田　ただ様子を見るということで
すね。
　林　そうですね。
　池田　念のために、もし咬まれたイ
ヌがわかれば、どのくらい様子を見れ
ば、そのイヌが狂犬病ではないという
判断になるのでしょうか。
　林　まずそのイヌが毎年、狂犬病の
予防接種を受けているかどうか、これ
が一つのポイントになると思います。
その次に、イヌを係留して２週間観察
しまして、２週間以上、狂犬病の発症
が認められないという場合には安心し
てよいかと思います。
　池田　逆にいうと、もし発症した場
合は２週間以内にイヌも死んでしまう
ということでしょうか。
　林　イヌが狂犬病を発症すると、10
日以内にほぼ死亡するといわれていま
す。
　池田　２週間見れば大丈夫だし、日

本の場合はほぼ問題ないということで
すね。一方、海外になるのですけれど
も、海外で狂犬病の発症が見られる国
というのは、主にどんな国があるので
しょうか。
　林　逆に、狂犬病がない国や地域の
ほうが少なくて、日本を含めて、オー
ストラリア、ニュージーランド、ある
いはグアムとかハワイなど、非常に限
られています。日本の周りを見ても、
アジアでは、中国、インド、東南アジ
ア諸国等、多くの国で流行しています。
　池田　日本はまれな国の一つになっ
ているわけですね。
　林　はい。
　池田　海外に行ってイヌなどに咬ま
れた場合は、完全に発症する可能性が
あると考えてとして対処することにな
るわけですね。
　林　はい。
　池田　不幸にして海外で咬まれた場
合、これはどのように処置が行われる
のでしょうか。
　林　まず傷口を石けんで洗っていた
だきまして、水でよく流してあげる。
このことによってウイルスが破壊され、
体内に入るウイルス量が減ることが期
待できます。その後、すぐに現地の医
院を受診して、速やかに狂犬病ワクチ
ンを打ってもらうのがよいかと思いま
す。
　池田　これはいわゆる暴露後の接種
ということになるのですけれども、そ
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　国内外でイヌに咬まれて、狂犬病ワクチンの暴露後予防接種を希望される方
が時折います。咬まれて数日してから来院される方も多いのですが、どう対処
したらよいでしょうか。イヌ以外の哺乳類に咬まれた場合についてもご教示く
ださい。
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の後のスケジュールはどのようになっ
ているのでしょうか。
　林　暴露後予防接種については、ま
ず咬まれて、最初に予防接種を打った
日をゼロとすると、さらに３日後、７
日後、14日後、28日後、そして90日後
に打つようなスケジュールとなってい
ます。
　池田　最初のゼロ日から７日後ぐら
いは現地に滞在していただいて、その
後は日本に帰ってきて、続けて打って
いくということになるのでしょうか。
別に現地での治療が確実ではないとか、
そういうことはないわけですね。
　林　狂犬病の流行国においては、現
地の医師もよく知っていますので、適
切な処置が期待できると思います。ま
た、暴露後予防接種というのは非常に
速やかに行う必要があるので、少なく
ともまず１回打っていただき、ワクチ
ンプログラムを開始することが大事か
と思います。
　池田　それで、最後の90日のスケジ
ュールまで終わりまして、その後の発
症というのはほぼ抑制されるものなの
でしょうか。
　林　暴露後予防接種のスケジュール
が終わって発症した例も若干報告はさ
れているのですが、ほぼ効果は期待で
きると言っていいかと思います。年間、
暴露後予防接種というのは世界で1,500
万人の方が受けているといわれていま
す。統計学的には、そのうち32万7,000

人ほどの方々が救われているとされて
います。
　池田　世界レベルで見るとすごい数
なのですね。日本ではほとんど忘れら
れたような病気ですが。例えば、発展
途上国に行くということになりますと、
そういったことも含めて、暴露の前の
予防接種が推奨されるということにな
るのですけれども、これはどのような
スケジュールで予防接種されるのでし
ょうか。
　林　暴露前の予防接種が必要とされ
る場合というのは、まず流行国である
こと。そして、暴露後免疫を受けるま
でに時間がかかるところに行く、長期
に滞在する方。つまり、都市部から離
れて長期で滞在する方は暴露前に予防
接種を受けるとよいと思います。
　池田　そのスケジュールは、１回目
を受けて、その後はどんなスケジュー
ルで暴露前の接種が行われるのでしょ
うか。
　林　暴露前の予防接種は、最初に予
防接種を受けた日をゼロとしますと、
その１カ月後、つまり４週後にもう一
度、そして６カ月から１年後に３回目
の免疫を受けることになります。
　池田　そういう意味では、渡航が決
まったら半年前には始めておかないと、
ちゃんと３回は受けられないというこ
とですね。
　林　そうですね。ですので、少なく
ても最初の２回は打ってから、渡航で

きるように準備されるほうがよいかと
思います。
　池田　３回目は現地の国でやるとい
うことですね。
　林　そうですね。
　池田　３回は必要不可欠なわけです
ね。
　林　過去のスタディを見ますと、健
康な成人の場合は２回ワクチンを打つ
と抗体が陽転する。しかし、時間が経
つと抗体価が落ちてくるので、３回目
にもう一度打つ必要があるというスタ
ディもあります。
　池田　事前準備して行かれるのはい
いのですけれども、この質問によりま
すと、咬まれて数日してから来院され
る方も多いということですけれども、
こうした場合も有無を言わさずにワク
チン接種を始めるという考えでしょう
か。
　林　暴露後予防ワクチンは、咬まれ
てからなるべく早く打つというのが大
事ですので、狂犬病が疑われる動物と
接触した場合には、暴露前の予防接種
を受けた人も含めて、速やかに暴露後
免疫をしていただくのがよいかと思い
ます。
　池田　そのほかの質問で、イヌ以外、
どんな哺乳類がこのウイルスに感染す
る可能性があるのでしょうかとのこと
ですが、いかがでしょうか。
　林　まずヒトの狂犬病の場合は、95
％の狂犬病はイヌから感染するとされ

ているのが１点です。そのほかに、オ
オカミ、キツネ、アライグマ、スカン
ク、コウモリ、リスなどの動物によっ
て感染する可能性が高いとされていま
す。
　池田　私はよくアメリカ等へ行って
ロッキー山脈などで山登りをしますが、
そういう場合もコウモリとかキツネ、
リス、そういったものにも気をつけな
ければいけない、ということでしょう
か。
　林　狂犬病の流行地に行った場合に
は、むやみに動物と接触しないという
のが大事だと思います。特に狂犬病を
発症した動物というのは人に対する恐
怖を忘れて近寄ってくるという特徴が
あります。動物が近寄ってくると、つ
いついさわってみたくなることもある
かと思うのですが、人に近づいてくる
野生動物というのは異常なことですの
で、近寄るのは非常に危険なことだと
思います。
　池田　逆なのですね。通常の狂犬病
になっていないような動物は人を避け
る傾向があるのに、逆に感染すると近
づいてきてしまうという特徴があるの
ですね。
　林　はい。
　池田　私はカリフォルニアに行った
ときに、リスなどにえさをやったこと
があるのですけれども、逆にいうと非
常に危険な行為なわけですね。
　林　できれば避けていただきたいと
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の後のスケジュールはどのようになっ
ているのでしょうか。
　林　暴露後予防接種については、ま
ず咬まれて、最初に予防接種を打った
日をゼロとすると、さらに３日後、７
日後、14日後、28日後、そして90日後
に打つようなスケジュールとなってい
ます。
　池田　最初のゼロ日から７日後ぐら
いは現地に滞在していただいて、その
後は日本に帰ってきて、続けて打って
いくということになるのでしょうか。
別に現地での治療が確実ではないとか、
そういうことはないわけですね。
　林　狂犬病の流行国においては、現
地の医師もよく知っていますので、適
切な処置が期待できると思います。ま
た、暴露後予防接種というのは非常に
速やかに行う必要があるので、少なく
ともまず１回打っていただき、ワクチ
ンプログラムを開始することが大事か
と思います。
　池田　それで、最後の90日のスケジ
ュールまで終わりまして、その後の発
症というのはほぼ抑制されるものなの
でしょうか。
　林　暴露後予防接種のスケジュール
が終わって発症した例も若干報告はさ
れているのですが、ほぼ効果は期待で
きると言っていいかと思います。年間、
暴露後予防接種というのは世界で1,500
万人の方が受けているといわれていま
す。統計学的には、そのうち32万7,000

人ほどの方々が救われているとされて
います。
　池田　世界レベルで見るとすごい数
なのですね。日本ではほとんど忘れら
れたような病気ですが。例えば、発展
途上国に行くということになりますと、
そういったことも含めて、暴露の前の
予防接種が推奨されるということにな
るのですけれども、これはどのような
スケジュールで予防接種されるのでし
ょうか。
　林　暴露前の予防接種が必要とされ
る場合というのは、まず流行国である
こと。そして、暴露後免疫を受けるま
でに時間がかかるところに行く、長期
に滞在する方。つまり、都市部から離
れて長期で滞在する方は暴露前に予防
接種を受けるとよいと思います。
　池田　そのスケジュールは、１回目
を受けて、その後はどんなスケジュー
ルで暴露前の接種が行われるのでしょ
うか。
　林　暴露前の予防接種は、最初に予
防接種を受けた日をゼロとしますと、
その１カ月後、つまり４週後にもう一
度、そして６カ月から１年後に３回目
の免疫を受けることになります。
　池田　そういう意味では、渡航が決
まったら半年前には始めておかないと、
ちゃんと３回は受けられないというこ
とですね。
　林　そうですね。ですので、少なく
ても最初の２回は打ってから、渡航で

きるように準備されるほうがよいかと
思います。
　池田　３回目は現地の国でやるとい
うことですね。
　林　そうですね。
　池田　３回は必要不可欠なわけです
ね。
　林　過去のスタディを見ますと、健
康な成人の場合は２回ワクチンを打つ
と抗体が陽転する。しかし、時間が経
つと抗体価が落ちてくるので、３回目
にもう一度打つ必要があるというスタ
ディもあります。
　池田　事前準備して行かれるのはい
いのですけれども、この質問によりま
すと、咬まれて数日してから来院され
る方も多いということですけれども、
こうした場合も有無を言わさずにワク
チン接種を始めるという考えでしょう
か。
　林　暴露後予防ワクチンは、咬まれ
てからなるべく早く打つというのが大
事ですので、狂犬病が疑われる動物と
接触した場合には、暴露前の予防接種
を受けた人も含めて、速やかに暴露後
免疫をしていただくのがよいかと思い
ます。
　池田　そのほかの質問で、イヌ以外、
どんな哺乳類がこのウイルスに感染す
る可能性があるのでしょうかとのこと
ですが、いかがでしょうか。
　林　まずヒトの狂犬病の場合は、95
％の狂犬病はイヌから感染するとされ

ているのが１点です。そのほかに、オ
オカミ、キツネ、アライグマ、スカン
ク、コウモリ、リスなどの動物によっ
て感染する可能性が高いとされていま
す。
　池田　私はよくアメリカ等へ行って
ロッキー山脈などで山登りをしますが、
そういう場合もコウモリとかキツネ、
リス、そういったものにも気をつけな
ければいけない、ということでしょう
か。
　林　狂犬病の流行地に行った場合に
は、むやみに動物と接触しないという
のが大事だと思います。特に狂犬病を
発症した動物というのは人に対する恐
怖を忘れて近寄ってくるという特徴が
あります。動物が近寄ってくると、つ
いついさわってみたくなることもある
かと思うのですが、人に近づいてくる
野生動物というのは異常なことですの
で、近寄るのは非常に危険なことだと
思います。
　池田　逆なのですね。通常の狂犬病
になっていないような動物は人を避け
る傾向があるのに、逆に感染すると近
づいてきてしまうという特徴があるの
ですね。
　林　はい。
　池田　私はカリフォルニアに行った
ときに、リスなどにえさをやったこと
があるのですけれども、逆にいうと非
常に危険な行為なわけですね。
　林　できれば避けていただきたいと
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思います。
　池田　日本は逆に、狂犬病に対して
は非常に安全である希有な国というこ
とから、海外に行ったりするときは準
備を怠りなくして、もし咬まれた場合

にはスケジュールを守って暴露後接種
を受けるというところが肝要ですね。
　林　はい。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

東京慈恵会医科大学附属第三病院精神神経科准教授
塩　路　理恵子

（聞き手　池脇克則）

　社交不安障害についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞

社交不安障害

　池脇　社交不安障害に関して、精神
科の先生方には認知されている障害だ
ろうと思うのですが、私は初めて聞き
ました。言葉からして、何となくこん
なものかなというのは想像がつくので
すけれども、どういう精神障害なので
しょうか。
　塩路　社交不安障害、最近では社交
不安症とも呼ばれるのですけれども、
基本的には人とかかわる場面、人と接
するような場面で、強い不安とか緊張
を感じてしまう障害です。
　例えば雑談をするような場面とか、
人から見られるような場面、例えば人
と食事をする、人前で話をする、人前
で何かを書くなど、人から見られるよ
うな場面で強い不安とか緊張を感じて
しまう。そのことでほかの人から否定
的な評価を受けるのではないか、恥ず
かしい思いをするのではないか、相手

を不愉快にしてしまうのではないか、
相手から拒絶されてしまうのではない
かと思い、人と接することをとても恐
れてしまう。それで、そういった場面
を避けてしまったり、すごく我慢して
しまったりするのです。
　池脇　社会の中ではずっと一人で過
ごすことはまずないですから、どこか
で人とかかわるわけですよね。それが
すごく不安で、恐怖に感じてしまうの
ですね。
　塩路　おっしゃるとおりで、人とか
かわらずに生きることはまずできない
ので、そういった場面で不安を感じる
こと自体はみんなが経験することなの
ですけれども、それをとても強く感じ
てしまって、生活にまで支障をきたし
てしまう状態といえると思います。
　池脇　確かにそういうものをちょっ
と不安に感じるのはみんなあることで
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