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ご　　挨　　拶

福岡県 “One Health” 国際フォーラム 
実行委員会 大会本部長

福岡県知事　服 部 誠太郎

　「福岡県 “One Health” 国際フォーラム2022」にご参加いただき、誠にありがとうございま
す。このフォーラムは、新型コロナウイルス感染症をはじめ人と動物双方に感染する人獣共
通感染症などに対して、各分野の世界トップクラスの研究者がワンヘルスアプローチにより
解決することを目指し、「福岡宣言」がなされた福岡県から研究成果などを世界に向けて発信
していくものです。
　人獣共通感染症は、人口増加、森林開発や農地化等の土地利用の変化、これらに伴う生態
系の劣化や気候変動等によって動物と人との関係性が変化したために、元々野生動物が持っ
ていた病原体が様々なプロセスを経て人にも感染するようになったとされており、いまや人
の感染症の約60％を占めると言われています。
　このように、様々な分野にまたがる問題が要因とされている人獣共通感染症に対応するた
めには、「人と動物の健康と環境の健全性は一つ」と考えるワンへルスの理念に基づく取組が
重要です。
　本県では、令和３年１月、人と動物の健康並びに環境の健全性を一体のものとして守り、
その活動を次世代に継承していくため、６つの基本方針を定めた「福岡県ワンヘルス推進基
本条例」を施行しました。
　この条例に基づく県の行動計画を今年度中に策定することとしており、全国のモデルとな
るようなものにしたいと考えております。
　その一環として、人の健康や環境の保全に関する機能を有する県保健環境研究所を、最先
端の施設設備を備え、新興感染症をはじめとするワンヘルスの様々な課題に対応できるよう
建て替えるととともに、家畜だけではなく、愛玩動物や野生動物を一元的に担う動物保健衛
生所を新たに整備することとしています。そして、これらの機関が相互に連携した、「福岡県
ワンヘルスセンター（仮称）」を構築したいと考えております。
　本フォーラムは、「新たな時代におけるワンヘルスの実践」をテーマに、ペットと一緒に暮
らすことを推奨している高齢者施設「タイガープレイス」を設立し、人と動物の共生社会づ
くりに貢献されているミズーリ大学名誉教授のレベッカ ・ ジョンソン氏、世界的ベストセ
ラー「スピルオーバー」の著者で、次にパンデミックを起こし得る病原体としてコロナウイ
ルスを挙げていたデビット・クアメン氏による基調講演をはじめ、国内外の著名な専門家に
多数ご参加いただいています。
　本フォーラムを通じて、多くの皆さまのワンへルスに対する理解が一層深まり、ワンヘル
スの理念に則った行動や活動が広がることを期待しています。
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開催概要

【会 議 名】 福岡県 “One Health” 国際フォーラム2022

【テ ー マ】 新たな時代におけるワンヘルスの実践

【主 催 者】 福岡県 “One Health” 国際フォーラム実行委員会

【開催目的】 新型コロナウイルス感染症をはじめ人獣共通感染症などに対して、各分野の世界トップ
クラスの研究者がワンヘルスアプローチにより解決することを目指し、福岡宣言がなさ
れた福岡県から研究成果などを世界に向けて発信する場とする。

【会　　期】 【開会式／基調講演／県民講座】
　2022年２月12日（土）　13：00～16：15
　※内容をWEB上でライブ及びオンデマンド配信（一部セッションは除く）

【分科会】
　2022年３月１日（火）　12：00～
　※事前収録した講演内容をWEB上でオンデマンド配信

【会　　場】 福岡アイランドシティフォーラム
〒813-0017 福岡市東区香椎照葉6丁目6番6号
TEL 092-665-0830

【HPアドレス】 https://www.one-health-fukuoka2022.com/

【内　　容】
※日英同時通訳有 

２月12日（土）　13：00～16：15
※13：00よりライブ配信開始。後日オンデマンド配信（一部セッションを除く）。

開会式　13：00～13：30　　 
基調講演１　13：35～14：25
　　「ワンヘルスと、人と動物の絆－COVIDの影響」 
　　　　　レベッカ ジョンソン（ミズーリ大学 シンクレア看護学部 名誉教授） 
基調講演２　14：30～15：20 
　　「あらゆるものはどこからかやって来る－野生動物、生態系、人間の病気」 
　　　　　デビット クアメン（作家・ジャーナリスト
　　　　　　　　　 　　　　　「スピルオーバー  ウイルスはなぜ動物からヒトへ飛び移るのか」著者）
県民講座　15：25～16：15 
　　「ワンヘルスにおける森林医学～健康は森から～」 
　　　　　李　卿（日本医科大学付属病院 リハビリテーション科 臨床教授）

分科会　※事前収録した講演内容をWEB上でオンデマンド配信。
分科会１　人と動物の共通感染症 
　　　　　【新型コロナウイルス感染症】 
　　　　　【新興感染症】 
分科会２　薬剤耐性（AMR） 
分科会３　環境保護 
分科会４　ワンヘルスの取組 
　　　　　【FAVA】 
　　　　　【WHO】 
　　　　　【行政】 
　　　　　【医療・療育関係者】 
　　　　　【民間団体】
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プログラム

2 月 12 日 土

会場：福岡アイランドシティフォーラムよりライブ配信

13：00～13：30 開 会 式 

【開会挨拶】  蓮澤　浩明（公益社団法人 福岡県医師会 会長
    福岡県 “One Health” 国際フォーラム実行委員会 副委員長）

【主催者挨拶】 服部　誠太郎（福岡県知事
      福岡県 “One Health” 国際フォーラム実行委員会 大会本部長）

【来賓挨拶】  中川　俊男（公益社団法人 日本医師会 会長）　※ビデオ出演

	 藏内　勇夫（公益社団法人 日本獣医師会 会長）

	 秋田　章二（福岡県議会 議長）

	 高島　宗一郎（福岡市 市長）

【来　　賓】  横倉　義武（福岡県ワンヘルス推進協議会 会長）

	 香原　勝司（福岡県議会ワンヘルス・地方分権調査特別委員会 委員長）

13：35～14：25 基調講演 1  ［ リモート出演 ］

座長：越村　義雄（一般社団法人 人とペットの幸せ創造協会 会長）

ワンヘルスと、人と動物の絆－COVIDの影響
レベッカ ジョンソン（ミズーリ大学 シンクレア看護学部 名誉教授）

14：30～15：20 基調講演 2 ［ ビデオ出演 ］

あらゆるものはどこからかやって来る 
－野生動物、生態系、人間の病気
デビット クアメン（作家・ジャーナリスト 
　　　　　　　　　　　　　「スピルオーバー ウイルスはなぜ動物からヒトへ飛び移るのか」著者）

15：25～16：15 県民講座 
座長：今村　和彦（公益社団法人 福岡県獣医師会 専務理事）

ワンヘルスにおける森林医学～健康は森から～
李　　卿（日本医科大学付属病院 リハビリテーション科 臨床教授）
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オンデマンド配信

分科会 1 ／ 人と動物の共通感染症
座長：戸川　温（福岡大学病院 腫瘍・血液・感染症内科 准教授）	

下田　宙（山口大学共同獣医学部 准教授）　　　　　　　

【新型コロナウイルス感染症】 

 講演 1  ウイルス生態学 －保有宿主から病気まで
ヴィンセント マンスター（アメリカ 国立アレルギー・感染症研究所（NIAID） ウイルス学研究室 
　　　　　　　　　　　　　　　　　ウイルス生態学セクション 室長）

 講演 2  インフルエンザウイルスとコロナウイルスのワンヘルスにおける課題
ランディ	A	アルブレヒト（マウント サイナイ・アイカーン医学大学  
　　　　　　　　　　　　　　　　　グローバルヘルス及び新興病原体研究所 微生物学部 准教授）

 講演 3  新型コロナウイルスのゲノムサーベイランスによる公衆衛生対策
黒田　誠（国立感染症研究所・病原体ゲノム解析研究センター センター長）

 講演 4  福岡大学病院ECMOセンターにおける　 
肺炎・ARDSを呈した重症COVID-19患者の治療経験
石倉　宏恭（福岡大学医学部 救命救急医学講座 主任教授）

 講演 5  新型コロナウイルス感染症 感染対策について
忽那　賢志（大阪大学大学院医学系研究科 感染制御学 教授）

【新興感染症】

 講演 1  新興ウイルス感染症の患者に対する医療：近年の歩み
加藤　康幸（国際医療福祉大学成田病院感染症科 部長）

 講演 2  新興・再興感染症としてのマラリアを2030年までに排除する
狩野　繁之（国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 研究所 熱帯医学・マラリア研究部 部長）

 講演 3  台湾における節足動物媒介性リケッチア症について
クンシェン・ツァイ（国立台湾大学 公衆衛生学部 教授）

 講演 4  次の未知のウイルスはどこから出現するのか
水谷　哲也（東京農工大学農学部附属感染症未来疫学研究センター センター長・教授）

 講演 5  新興感染症SFTSの動物モデルと病原性
下島　昌幸（国立感染症研究所ウイルス第一部 室長）

 講演 6  次なる新興感染症対策へ向けて： 
大規模ウイルスメタゲノム解析とその性状解析
堀江　真行（大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 獣医学専攻獣医 微生物学教室 教授）
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分科会 2 ／ 薬剤耐性（AMR） 
座長：松永　展明（国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院　　　　　　　　 

国際感染症センターAMR臨床リファレンスセンター臨床疫学室長）

 講演 1  薬剤耐性菌  サイレントパンデミックの脅威
松永　展明（国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 
　　　　　　　　国際感染症センターAMR臨床リファレンスセンター臨床疫学室長）

 講演 2  伴侶動物由来薬剤耐性菌の現状
原田　和記（鳥取大学 准教授）

 講演 3  次のパンデミック防止におけるOIEの役割 
キンザン	デュクパ（国際獣疫事務局（OIE）アジア太平洋地域事務所 リージョナルプロジェクトコーディネーター）

 講演 4  豚由来病原性大腸菌の薬剤耐性
楠本　正博（農研機構 動物衛生研究部門 腸管病原菌グループ長）

 講演 5  薬剤耐性問題において「虎は死して皮を残す」を考えよう
鈴木　聡（愛媛大学沿岸環境科学研究センター 教授）

分科会 3 ／ 環境保護 
座長：岡部　貴美子（国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 

生物多様性・気候変動研究拠点長）　　　　　　　 　

 講演 1  環境的側面に焦点を当てたワンヘルスへの 
包括的なアプローチに関するUNEPの取り組み
八代　真紀子（国連環境計画アジア太平洋事務所 企画調整官）

 講演 2  生物多様性、気候変動、健康分野の相互連関
森田　香菜子（国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 
　　　　　　　　　生物多様性・気候変動研究拠点 主任研究員）

 講演 3  ワンヘルスによるパンデミック防止の推進には、 
ネイチャー・ポジティブな解決策が必要
クリス	ワルツァー（野生生物保全協会ヘルスプログラム エクゼクティブ ディレクター ヘルス 
　　　　　　　　　　　　 オーストリア ウイーン獣医科大学 保全医学 保全医学教授兼学科長）

 講演 4  生物多様性の主流化－ASEANにおけるワンヘルスの強化
テレサ・ムンディタ・S・リム（ASEAN生物多様性センター エクゼクティブ ディレクター）

 講演 5  ワンヘルス共同宣言をうけて、WWFが目指す生態系保全
松田　英美子（WWFジャパン 自然保護室 生物多様性グループ長 
　　　　　　　　　パブリックセクターパートナーシップグループ長）
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分科会 4 ／ ワンヘルスの取組

【FAVA】

アジア獣医師会連合（FAVA）におけるワンヘルス戦略と第21回FAVA大会（福岡）
境　政人（公益社団法人 日本獣医師会 副会長兼専務理事）

【WHO】

薬剤耐性－ワンヘルスの一つの課題
エリザベス	テイラー（WHO 三機関合同事務局 所長）

【行政】 

福岡県におけるワンヘルスの取組
左藤　秀樹（福岡県保健医療介護部 保健医療介護総務課 ワンヘルス総合推進室 室長）	
笠井　康行（福岡県教育庁教育振興部体育スポーツ健康課 課長補佐）

【医療・療育関係者】
コーディネーター：NPO法人ことばとリレーションシップの会	

大久保　史子（内科医） 　	
今村　亜子（言語聴覚士）

テーマ 「人も生き物～多様な生命のひろがりの中で」
パネラー　渡邉　裕子（児童発達支援センター 保育士）	
　　　　　加藤　麻衣子（福岡療育支援センターいちばん星 言語聴覚士）	
　　　　　竹中　祐二（公益社団法人 福岡県作業療法協会 会長 作業療法士）	
　　　　　利光　恵（西九州大学 子ども学部心理カウンセリング学科 准教授 公認心理士・臨床心理士）

【民間団体】
コーディネーター：後藤　暢子（株式会社フリーランス）

テーマ 「飛躍する、苦悩する「ワンヘルス」　市民団体の取り組み」
パネラー　神田　浩史（NPO法人 泉京・垂井 副代表理事）	
　　　　　芝田　良倫（一般社団法人 ワン・ヘルス・クリエイツ 代表理事）	
　　　　　今村　和彦（公益社団法人福岡県獣医師会 専務理事）
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講 演 要 旨



基調講演 1 

ワンヘルスと、人と動物の絆－COVIDの影響
レベッカ ジョンソン
ミズーリ大学 シンクレア看護学部 名誉教授

IAHAIO（人と動物の関係に関する国際組織）前会長。ペットと一
緒に暮らすことを推奨している高齢者施設「タイガープレイス」を
設立し、「人と動物の共生社会」の実現と研究に多大な貢献を示す。 

基調講演 2 

あらゆるものはどこからかやって来る 
－野生動物、生態系、人間の病気

デビット クアメン
作家・ジャーナリスト 
「スピルオーバー  ウイルスはなぜ動物からヒトへ飛び移るのか」著者

フィクション、ノンフィクションを問わず10数冊を刊行。国内外の
8つの賞にノミネートされ、3つの賞を受賞。「スピルオーバー
（2014）」は野生動物から人間へと伝播する病原体が近い日に次なる 
パンデミックを引き起こすことを予言した世界的ベストセラー。  

県民講座

ワンヘルスにおける森林医学～健康は森から～
李　卿
日本医科大学付属病院 リハビリテーション科 臨床教授

これまでの研究によって現在森林浴は感覚（feeling）から科学（science）に
発展され、森林浴の様々な健康増進と疾病予防効果が実証されている。
１．森林浴は抗がん免疫機能を上昇させ、がんの予防効果が期待される。 
２．森林浴はストレスホルモンを減少させる。
３．森林浴は副交感神経活動を高め、交感神経活動を抑制する。
４．森林浴は血圧と心拍数を低下させ、高血圧症の予防効果がある。
５．森林浴はうつ病の予防効果がある。
６．森林浴は睡眠改善効果がある。
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分科会 1 ／ 人と動物の共通感染症
【新型コロナウイルス感染症】

ウイルス生態学 －保有宿主から病気まで
ヴィンセント マンスター
アメリカ 国立アレルギー・感染症研究所（NIAID）  
ウイルス学研究室 ウイルス生態学セクション 室長

　新興ウイルス感染症は、21世紀における世界の安全にとっての主要な課題の一つである。この世
界的な保健問題に対応するためには、新たな努力、資源、科学的革新、そして新たな段階での科学
的専門分野の統合が必要である。新興ウイルス感染症の大半は、野生または家畜の病原体保有動物
に由来する。21世紀に入ってから、人や農業に影響を及ぼす、きわめて病原性の高いコロナウイル
スがいくつか出現している。ここでは、MERS-CoVやSARS-CoV-２をはじめとする新型コロナウ
イルスの起源、出現、伝播に関する概要を説明する。

インフルエンザウイルスとコロナウイルスのワンヘルスにおける課題
ランディ A アルブレヒト
マウント サイナイ・アイカーン医学大学  
グローバルヘルス及び新興病原体研究所 微生物学部 准教授

　ワンヘルスの概念は、人・動物・環境の健康の相互関係及び相互依存性を確立するものである。
インフルエンザウイルスやコロナウイルスは、公衆衛生上の重大な懸念がある新興の人獣共通感染
症の原因となる病原体である。インフルエンザウイルスの受容体結合タンパク質であるヘマグルチ
ニンの遺伝子変異は、インフルエンザの季節性流行を引き起こす可能性がある。動物のインフルエ
ンザウイルスの動物から人への限定的な感染は、インフルエンザの孤発例となるが、人獣共通のイ
ンフルエンザウイルスは、インフルエンザの世界的パンデミックを引き起こす潜在的可能性があ
る。ヒトコロナウイルスは季節性感染を引き起こすが、人獣共通のコロナウイルスにもまた、呼吸
器感染症の世界的パンデミックを引き起こす潜在的可能性がある。COVID-19は宿主動物からの
SARS-CoV-２のスピルオーバー（飛び火）より発生した人獣共通感染症である。万能なインフルエ
ンザワクチンやコロナウイルスワクチンが開発されれば、ヒトと人獣共通の両方のウイルス感染に
対する防御が可能になり、必発する次のウイルス性呼吸器感染症のパンデミックへの懸念も軽減で
きる可能性がある。動物のインフルエンザウイルスやコロナウイルスのような、パンデミックを引
き起こす潜在的可能性のある人獣共通病原体の出現には宿主動物が不可欠である。新興人獣共通病
原体の生物学に関する理解を深めることは、ワンヘルス ・ アプローチにとって極めて重要であり、
インフルエンザやその他の新興人獣共通感染症の将来のパンデミックに備え、対応することにつな
がる。
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新型コロナウイルスのゲノムサーベイランスによる公衆衛生対策
黒田　誠
国立感染症研究所・病原体ゲノム解析研究センター センター長

　新型コロナウイルス （SARS-CoV-2）変異株（Variants of concern：VOC）のアルファ、デルタ
につづきオミクロンが出現し、全世界へ拡散伝播している。これら新たな変異株の出現で最も懸念
すべきことは重症化・致命率への影響であり、オミクロンは感染性上昇とともに現行ワクチンの効
果減弱などが確認されている。ゲノムサーベイランスによって微細な変異も早期探知し、公衆衛生
と医療への貢献について情報提供できればと考える。

福岡大学病院ECMOセンターにおける 
肺炎・ARDSを呈した重症COVID-19患者の治療経験

石倉　宏恭
福岡大学医学部 救命救急医学講座 主任教授

　2019年12月に中国湖北省武漢市に端を発したCOVID-19は瞬く間に世界に広がり、日本でも５度
の流行期を経験し、都市部の医療体制は崩壊寸前となる状況もあった。
　これを踏まえて、当院は2020年７月に呼吸不全に特化したECMOセンターを立ち上げ、2021年11
月までに69例の重症COVID-19肺炎 ・ ARDS患者の治療に当たり、日本におけるハイボリュームセ
ンターとしての地位を確立するまでとなった。今回はECMOセンターでの重症COVID-19に対する
人工呼吸器、腹臥位、ECMO管理の取り組みについて解説する。

新型コロナウイルス感染症 感染対策について
忽那　賢志
大阪大学大学院医学系研究科 感染制御学 教授

　新型コロナウイルスはヒト-ヒト感染を起こす７つ目のコロナウイルスであり、2021年11月現在
は感染性増加や免疫逃避に関連する変異を獲得した変異ウイルスが世界的に問題となっている。新
型コロナウイルスは、飛沫感染および接触感染によって広がるが、いわゆる３密と呼ばれる空間で
伝播しやすいことが分かっており、１つでも密が生じると感染リスクがあるため、できる限り密を
避けることが重要である。国内で承認となっている新型コロナワクチンは３種類あり、2021年10月
現在は主に２つのmRNAワクチンの接種が行われている。いずれも極めて高い発症予防効果が示さ
れており、また第５波における致死率の低下に寄与したと考えられる。
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【新興感染症】

新興ウイルス感染症の患者に対する医療：近年の歩み
加藤　康幸
国際医療福祉大学成田病院感染症科 部長

　病原体を保有する動物から感染する致死率の高い新興ウイルス感染症は1960-70年代のラッサ熱
やエボラ出血熱、2000年代の重症急性呼吸器症候群（SARS）や鳥インフルエンザに代表される。患
者の治療は薬物療法のみでなく、支持療法も重要であるが、医療従事者の感染防止が課題となる。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）までの患者の医療に関する近年の歩みについて解説する。

新興・再興感染症としてのマラリアを2030年までに排除する
狩野　繁之
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 研究所 熱帯医学・マラリア研究部 部長

　WHOは「2016-2030年のマラリア世界技術戦略」を打ち立て、マラリアの罹患者数・死亡率を2030
年までに90％削減するというターゲットを示した。2020年の年間の世界のマラリア罹患者数は２億
４千100万人、死亡者数は62万７千人と報告され（WMR,2021）、コロナ禍で対策の成果に停滞が認
められる。効果的な薬剤含浸蚊帳の普及、鋭敏な診断法の開発、アルテミシニン混合療法による適
切な治療、RTS,Sワクチンの導入が期待される。

台湾における節足動物媒介性リケッチア症について
クンシェン・ツァイ
国立台湾大学 公衆衛生学部 教授

　台湾で報告されている節足動物媒介性リケッチア症には、ツツガムシ病や発疹熱がある。しかしダ
ニ媒介感染症はあまり注目されていない。台湾では約39種のダニが存在し、アナプラズマ、バベシア、
ボレリア、エーリキア、リケッチアなどの寄生虫属が、現地固有のダニ類及び脊椎動物宿主において
報告されている。我々の最近の研究では、リケッチア種TwKM01、リケッチア種TwKM02、リケッ
チア種IG-１、リケッチア種Da-１という新種を、Rhipicephalus haemaphysaloides （コイタマダニ
属）、Leptotrombidium chigger mites （ツツガムシ科のダニ）、Ixodes granulatus （イクソデス属マ
ダニ）、Dermacentor auratus （カクマダニ属）  から確認した。PCRと免疫蛍光測定法を使用し、顆
粒球性アナプラズマ症及びEhrlichia chaffeensis感染症（ヒト単球性エーリキア症）のヒト症例を検
出した。また、台湾北東部の貢寮地区では、住民の約6.8%（1108人中75人）が、紅斑熱群リケッチ
アに対する抗体を持っていることも血清疫学調査から判明した。上記の結果より、ダニ媒介病原体
のサーベイランスの重要性が強調され、治療を迅速に行うためにダニ媒介リケッチア症を原因不明
の発熱の鑑別診断において考慮すべきであることが示唆された。
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次の未知のウイルスはどこから出現するのか
水谷　哲也
東京農工大学農学部附属感染症未来疫学研究センター センター長・教授

　新型コロナウイルスのオミクロン株の出現により世界的な動揺が起こった。世界的なパンデミッ
ク下においても、生活と経済の安定を維持していくことは重要な課題である。さらに、コロナ禍で
あっても次の新興ウイルス感染症が出現する可能性はある。私たちは新型コロナウイルス感染症か
ら多くを学び、次の新興ウイルス感染症の出現に備える必要がある。また、次の新興ウイルス感染
症はどこから出現するのかを予測すべきである。

新興感染症SFTSの動物モデルと病原性
下島　昌幸
国立感染症研究所ウイルス第一部 室長

　感染症は多々ありますが、最近になって認識された感染症を新興感染症と呼んでいます。SFTS
と略される感染症もそのうちの１つで、2013年にこの感染症が日本にもあることが分かりました。
患者数は多くないものの20数パーセントの致命率がある非常に恐ろしい病気です。承認されたワク
チンや治療薬はないので、現在実験動物を使って病気の理解や治療薬の開発に取り組んでいます。
私共の最近の取り組みを紹介いたします。

次なる新興感染症対策へ向けて： 
大規模ウイルスメタゲノム解析とその性状解析

堀江　真行
大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 獣医学専攻獣医 微生物学教室 教授

　新興感染症の制御には、多くの動物からウイルスを探索してウイルスの多様性を徹底的に解明す
るとともに、各々のウイルスの性状を把握する必要がある。我々は近年、公共のデータベースに存
在する哺乳動物・鳥類由来の塩基配列データを再利用し、大規模なウイルス探索を行い、大量の新
規ウイルスを同定することに成功した。さらに一部のウイルスについては人工合成系を作出すると
ともに実験的な解析を行い、その性質の解明を試みた。本講演ではこれらの研究に関する最新の成
果を紹介する。
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分科会 2 ／ 薬剤耐性（AMR）

薬剤耐性菌  サイレントパンデミックの脅威
松永　展明
国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 
国際感染症センターAMR臨床リファレンスセンター臨床疫学室長

　薬剤耐性菌感染症による年間推定死亡者数は、世界中で毎年少なくとも70万人、本邦でもメチシ
リン耐性黄色ブドウ球菌とフルオロキノロン耐性大腸菌だけで、少なくとも8,000人が死亡してい
る。COVID-19感染症に目を奪われがちだが、水面下で薬剤耐性菌の脅威は進んでいる。対策のた
めには、人分野だけではなく動物分野環境分野が一体となって取り組む必要がある。公衆衛生上喫
緊の本課題について概説する。

伴侶動物由来薬剤耐性菌の現状
原田　和記
鳥取大学 准教授

　伴侶動物の飼育頭数の増加に加え，近年における伴侶動物に対する意識の変化に伴い伴侶動物と
飼い主の間により緊密な関係が構築されるようになっている。このことから人-動物間の耐性菌の
伝播リスクが高まっているとの指摘がなされている。本講演では、伴侶動物医療における抗菌薬使
用と薬剤耐性菌、特に多剤耐性菌（基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ産生菌とメチシリン耐性ブド
ウ球菌）の現状について概説する。

次のパンデミック防止におけるOIEの役割
キンザン デュクパ
国際獣疫事務局（OIE）アジア太平洋地域事務所  
リージョナルプロジェクトコーディネーター

　国際獣疫事務局（OIE）は、国際基準を作成し、動物疾患に関する最新の科学情報を提供してい
る。人がかかる感染症の約60%は動物由来であるため、人獣共通感染症の発生源に注意を向けるこ
とは重要である。動物、人、環境の健康は密接に関連しているため、次のパンデミックに備え対応
するためには、ワンヘルス・アプローチを用いることが不可欠である。OIEは、各国が必要な措置
を講じることができるよう、OIE世界動物衛生情報システム（WAHIS）を通じて最新の動物疾患情
報を高い透明性をもって共有している。獣医サービスの能力（PVS）に関する世界的プログラムを
通じて、各国はさらなる強化が必要な自国の獣医サービスの分野を特定することができる。OIEは
様々な能力構築活動を支援している。OIE「野生動物の健康フレームワーク」は、野生動物の疫病
に関するサーベイランスと報告を強化するために必要な情報を各国に提供している。OIEはまた、
動物におけるCOVID-19のトピックに関連したファクトシート、声明、推奨事項を発表している。
OIEは、人獣共通感染症やその他の健康脅威への対応において、各国のワンヘルス調整メカニズム
を機能させる触媒とするため、FAO-OIE-WHOの３機関の各地域事務所と共同で、他部門連携メ
カニズムワークショップを2010年以降開催している。
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豚由来病原性大腸菌の薬剤耐性
楠本　正博
農研機構 動物衛生研究部門 腸管病原菌グループ長

　国内における動物用抗菌剤の使用量は豚で最も多く、豚は薬剤耐性菌の発生や拡散に関して重要
な家畜と考えられている。病原性大腸菌は国内外で豚の疾病（下痢、浮腫病、敗血症など）の重要
な原因菌である。本演題では、1991年から2019年にかけて国内で病豚から分離された大腸菌のＯ群
血清型、病原遺伝子保有状況、薬剤耐性について紹介する。特に、O116およびOSB9は最近10～15
年の間に第３、第４の主要血清型となり、高度な多剤耐性を示すことから、農場における浸潤状況
に注意する必要がある。

薬剤耐性問題において「虎は死して皮を残す」を考えよう
鈴木　聡
愛媛大学沿岸環境科学研究センター 教授

　人獣医療現場で発生した薬剤耐性菌は下水・河川・海洋へと流出する。人獣の病原・腸内細菌の
殆どは海水中では死滅するが，耐性遺伝子（ARGs）の一部は残存する。虎は死しても皮を残して
いるのだ。自然起源のARGsもあるが，それらが人環境へ侵入するリスクは不明である。水環境で
は，人間生活起源のARGsと自然起源のARGsが，伝達因子を伴って組み換え・拡散・潜伏している。
環境と人を繋ぐ研究はワンヘルスにおいて重要な視点である。
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分科会 3 ／ 環境保護

環境的側面に焦点を当てたワンヘルスへの 
包括的なアプローチに関するUNEPの取り組み

八代　真紀子
国連環境計画アジア太平洋事務所 企画調整官

　新型コロナウィルス（COVID-19）の世界的大流行（パンデミック）は、環境や動物、人の健康が密
接に関連していることを示している。環境の劣化や破壊がもたらす生態系への影響や生物多様性の減少
や喪失、環境汚染や気候変動等の問題は、人獣共通感染症（人と動物の共通感染症）等、人の健康を
脅かすリスクを増加させると考えられている。これまでワンヘルス（One Health）に関する議論におい
ては、感染症をどのように予防、統制するかについて、人と動物の関わりのみに焦点が当てられてきた
が、最近になって、健康や感染症の発生に影響を与える根本的要因である環境問題も含め、包括的に捉
える重要性についての認識が高まってきた。本プレゼンテーションでは、ワンヘルスにおける環境的側
面の強化に焦点を当てた国際的な取り組みや、国連環境計画（UNEP）における活動について紹介する。

生物多様性、気候変動、健康分野の相互連関
森田　香菜子
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 
生物多様性・気候変動研究拠点 主任研究員

　多様な環境問題（生物多様性、気候変動、大気汚染、化学物質他）が人間の健康と関係している
が、環境と健康分野を統合的に取り組むための政策的・学術的な議論が不足している。本発表では、
生物多様性と気候変動問題を事例に環境と健康分野を統合的に取り組む必要性とその政策的・学術
的課題について、現在国連やG7において注目される「ワンヘルス」と「自然を基盤とした解決策
（Nature-based Solutions）」、さらにそれに関連したファイナンスや国際協力の議論などにも触れ
ながら紹介する。

ワンヘルスによるパンデミック防止の推進には、 
ネイチャー・ポジティブな解決策が必要

クリス ワルツァー
野生生物保全協会ヘルスプログラム エクゼクティブ ディレクター ヘルス 
オーストリア ウイーン獣医科大学 保全医学 保全医学教授兼学科長

　多くの人にとって、COVID-19のパンデミックによる甚大な被害は驚くべきことではなかった。
何十年もの間、研究者たちは、動物と人間の間での病原体感染のリスクについて明らかにしてきた。
医学界は、エボラウイルスやSARS等の関連した疾患の発生から得た知識に基づき、次のウイルス
のスピルオーバー（飛び火）がパンデミックを引き起こし、健康、社会、経済に甚大な影響を与え
ることを繰り返し政府に警告した。しかし各国政府はそれらの警告に耳を傾けなかった。各国政府
や多国間機関らは、経済政策を再考しつつ、部門間連携を欠いたやり方を取り除き、科学と政治を
和解させなければならない。重要な第一歩は、人・動物・菌類・植物の健康の本質的な関連、また
健康と幸福のために、環境が無傷で機能することの基本的重要性を認識することである。そうした、
あらゆる政策の中での、十分に統合されたネイチャー・ ポジティブなワンヘルス ・ アプローチが、
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気候変動、生物多様性の喪失、社会的不公正に直面するグローバル化した世界全体に様々な相互利
益をもたらし、COVID-19からの回復に必要な枠組みを提供するのである。

生物多様性の主流化－ASEANにおけるワンヘルスの強化
テレサ・ムンディタ・S・リム
ASEAN生物多様性センター エクゼクティブ ディレクター

　COVID-19のパンデミックが世界中の公衆衛生システムと経済を一変させた一方で、それが生物
多様性保全と公衆衛生との関連性に関して人々の意識に与えた影響は意義深い。ASEAN地域は、
地表のわずか３%しか占めていないものの世界の動植物の約18%の生息地であり、人獣共通感染症
の影響を受けやすい。この地域には346種のコウモリと2,779種の鳥類がおり、どちらもこの地域で
流行した近年の幾つかのウイルスの宿主であるされている。
　パンデミック発生前でさえ、2016年にタイ ・ バンコクで開催された「第２回ASEAN生物多様性
会議」で合意されたように、生物多様性と健康はASEAN地域の一つの戦略的重点分野であった。
2018年に同地域で開催された健康と生物多様性のつながりを扱った地域ワークショップの後、
ASEAN生物多様性センター（ACB）と国連大学グローバルヘルス研究所（UNU-IIGH）は共同で、
ASEAN加盟国全体で運用できる部門間の相互連携について明らかにした。第37回ASEAN首脳会
議で採択された、COVID-19危機から脱却するための連携出口戦略であるASEAN包括的復興枠組
み（ACRF）も同様に、将来のパンデミックに対する地域のレジリエンス（回復力）を向上させる、
自然に基づいた解決策の促進、及び同枠組みを影響力ある仕方で実施するためのASEAN諸国の増
大する役割について明らかにした。生物多様性に焦点をあてた人獣共通感染症サーベイランス メ
カニズムの開発のためにACBが取り組む研究も、この復興枠組みの運用と協調している。
　国家レベルでは、「ワンヘルス」アプローチは広く認識されており、新興感染症へのレジリエンス
を構築する上で生態系保全と種の相互作用を考慮に入れようとする動きがある。マレーシアの野生
動物疫病サーベイランス プログラムは、野生動物の病気をモニタリングするほか、ワンヘルス枠組
みの下、人、家畜動物、野生動物の各ヘルス部門間の連携を、人獣共通感染症のコントロールに関
する各省庁間委員会を通じて調整している。一方、ベトナムでは既に、「動物由来感染症のためのワ
ンヘルス・パートナーシップ（Vietnam One Health Partnership for Zoonoses （OHP））」をパンデ
ミック前に設立し、人獣共通感染症に対する国の対応能力と準備体制を強化している。

ワンヘルス共同宣言をうけて、WWFが目指す生態系保全
松田　英美子
WWFジャパン 自然保護室 生物多様性グループ長　 
パブリックセクターパートナーシップグループ長

　WWFジャパンでは2021年２月にワンヘルスシンポジウムを開催し、45企業・団体・自治体、並
びに6500人の個人からの賛同を得て、ワンヘルス共同宣言を行った。WWFは国際環境NGOとして、
特に生態系や野生生物保全に重点を置き、ワンヘルスの活動を様々な側面から実施しており、本講
演ではいくつかの活動紹介を行う。
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分科会 4 ／ ワンヘルスの取組
【FAVA】

アジア獣医師会連合（FAVA）における 
ワンヘルス戦略と第21回FAVA大会（福岡）

境　政人
公益社団法人 日本獣医師会 副会長兼専務理事

　アジア獣医師会連合（FAVA）は、アジア・オセアニア地域23カ国の獣医師会の連合組織である。
FAVAは「FAVA戦略プラン2021～2025」に基づき、ワンヘルスや薬剤耐性対策を含む６分野につ
いて活動計画を作成した。第21回FAVA大会は、2022年11月に福岡市で開催される。日本獣医師会
の藏内会長は、FAVA会長として「アジアからのワンヘルスアプローチ」をテーマに、福岡県及び
福岡市の共催の下で本大会を主催する。その概要を紹介する。

【WHO】

薬剤耐性－ワンヘルスの一つの課題
エリザベス テイラー
WHO 三機関合同事務局 所長

　薬剤耐性は、人の健康、動物の健康、食品生産、環境汚染において抗菌薬を過剰に乱用すること
で引き起こされる。一つのセクターで生じた耐性は、他のセクターにも広がり結果に影響を及ぼす
ことがあるため、ワンヘルス・アプローチは極めて重要である。この講演では、耐性を促進する原
因、取り組むための優先行動、国や世界レベル、多国間組織内で何が起きているかを論じる。

【行政】

福岡県におけるワンヘルスの取組
左藤　秀樹
福岡県保健医療介護部 保健医療介護総務課 ワンヘルス総合推進室 室長

笠井　康行
福岡県教育庁教育振興部体育スポーツ健康課 課長補佐

　平成28年11月に北九州市で開催された「第２回世界獣医師会－世界医師会 “One Health” に関す
る国際会議」において、ワンヘルスの理念を実践する基盤となる「福岡宣言」がまとめられた。そ
れ以降、本県では、「福岡宣言」の地として、ワンヘルスの推進に取り組んできた。
　そして、令和２年12月、議員提案により、全国で初めてとなる「福岡県ワンヘルス推進基本条例」
を制定した。
　本講演では、ワンヘルスの世界的先進地を目指す、本県の様々な取組について紹介する。
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【医療・療育関係者】

テーマ 「人も生き物～多様な生命のひろがりの中で」

療育の立場から生命を見つめるまなざし

パネラー 渡邉　裕子（児童発達支援センター 保育士）

　子どもは自然を知っている。ダンゴムシを手のひらにのせて見ている子どもは、決して急がせな
い。急ぐ必要がないことを知っているかのように見守っている。壁に蜘蛛がいることを見上げなが
ら伝えてくれるとき、子どもの目は輝く。バッタが欲しくて部屋に入らないと泣いていた子どもは、
天候、季節と共に捕れる日もあれば捕れない日もあることを学ぶ。冬になるとだんだん虫を探さな
くなる。虫を見つめる子どもの姿と、子どもを見つめるオトナの姿との重なりから、命へのまなざ
しについて考えてみたい。

言語聴覚士の視点から　作品『いのち　38億年』を制作して

パネラー 加藤　麻衣子（福岡療育支援センターいちばん星 言語聴覚士）

　2021年夏、Ａ町の発達相談利用児親子らと共に、生命誌研究者中村桂子先生の「生命誌絵巻」を
モチーフとして『いのち・38億年』という作品を制作した。スタッフは子どもたちが命をみつめる
きっかけになることを願い、命の多様性についての読み聞かせをして、一人一人、好きな生き物を
描いてもらった。手縫いのタペストリーに23枚の絵を取り付け、美術館に展示した。可能ならば今
後も活動を継続し、子ども自身の気づきを促したい。この実践を報告し、言語聴覚士の視点から、
ワンヘルスとの関わりを考察する。

ワンヘルス　作業療法士の視点から

パネラー 竹中　祐二（公益社団法人 福岡県作業療法協会 会長 作業療法士）

　作業療法は「人は作業を通して健康や幸福になる」という基本理念と学術的根拠に基づいて行わ
れる作業に焦点を当てた治療、指導、援助です。作業療法の人間観は「人は作業する存在」です。
作業は環境と人との相互作用から生じます。作業は人や環境に対して影響力をもっていますが、そ
の影響はポジティブな場合もあれば、ネガティブな場合もあります。本日は、作業療法士の視点で
人と環境が織りなす作業が持つ意味と力を皆さんと考えていきたい。

五感への刺激が及ぼす心の発達への影響

パネラー 利光　恵（西九州大学 子ども学部心理カウンセリング学科 准教授 公認心理士・臨床心理士）

　不登校やいじめ、発達障害といった子どもを取り巻く問題、また労働者の自殺や抑うつをはじめ
とするメンタルヘルスの問題、さらに高齢者の認知症や介護の問題は喫緊の課題と言える。このよ
うな課題に直面している人にとって、五感への適度な刺激は重要であると考えられる。当日の講演
では、子ども・発達障害・認知症を中心に、自然がもたらす五感への刺激が彼らの心の発達にどの
ような影響を及ぼすかについて、臨床心理学の実践の場から得た知見を検討したい。
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【民間団体】

テーマ 「飛躍する、苦悩する「ワンヘルス」　市民団体の取り組み」
パネラー 神田　浩史（NPO法人 泉京・垂井 副代表理事） 
 芝田　良倫（一般社団法人 ワン・ヘルス・クリエイツ 代表理事） 
 今村　和彦（公益社団法人福岡県獣医師会 専務理事）

　福岡県ワンヘルス推進基本条例第４条には、福岡県の役割として「ワンヘルスの理念の普及又は
実践に取り組む住民の団体、ボランティア等を育成し、及び支援するものとする」とあり、また同
条例第８条には「ワンヘルスに関連する活動を行う団体は、基本理念にのっとり、県及び市町村の
取組に協力し、又はその創意の下に先導的なワンヘルス推進活動に取り組むよう努めるものとする
（一部略）」と明記されている。
　つまり、ワンヘルス関連団体は行政と連携しながら、また一方で、それぞれの得意とするアプ
ローチで、ワンヘルスを推進していくことが期待されている。
　この期待に応えるためには、ワンヘルスへの十分な理解はもちろん、県民や事業者の理解を促進
するため様々な方法を、探究・実践していく必要がある。
　分科会では、ワンヘルス関連団体として、パネラー３人がNPO、一般社団、公益社団のそれぞれ
の立場から、ワンヘルス推進の課題や、県外からみた福岡県のワンヘルス活動などの発言をする。
その後、鼎談やフロアーからのご意見を伺いながら、専門家や行政と、県民を繋ぐ「接点」として
の面白さや難しさを共有して、今後の住民からのワンヘルス推進につなげていく。
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