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豚インフルエンザの最新情報と基本的な感染対策について
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インフルエンザウイルスの種類インフルエンザウイルスの種類

ヒト以外RNA
分節血清型

ヒト以外
の宿主

（HA、NA）

A型 8 トリ、ブタなど（16.9）

B型 8 ヒトのみ（1 1）B型 8 ヒトのみ（1.1）

C型 7 ブタNAなし

A型の亜型
Aソ連型 （H1N1）、Aアジア型（H2N2）

A香港型 （H3N2） トリ型（H5N1）ウイルスの構造図

A型の亜型

A香港型 （H3N2）、トリ型（H5N1）ウイルスの構造図



インフルエンザウイルスの電子顕微鏡写真

ウイルスは電子顕微鏡でしか見ることができな
い極めて小さな生物ですい極めて小さな生物です



A型インフルエンザウイルスの構造
ヘマグルチニン:HA

Hemagglutinin (H)１６種類gg ( ) 種類

H1N1
１６ Ｘ ９＝１４４種類１６ Ｘ ９＝１４４種類

Ａ型インフルエンザウイルス

ノイラミニダーゼ:NA
Neuraminidase (N) ９種類



A型インフルエンザウイルスの宿主と亜型分布

H1-16
N1 9N1-9



なぜ豚？なぜ豚？
インフルエンザウイルス：シアル酸を認識

家禽 ヒト

識

種の壁（Species Barrier）を規定している
家禽 ヒト

α2‐６結合

α2‐3結合

α2‐3結合
結合α2‐６結合



豚イ ザウイ 出現豚インフルエンザウイルスの出現

H HN H
N

遺伝子交雑による遺伝子交雑による
チェンジ

H1N1 H1N１H1N1 H1N１



確認された豚インフルエンザウイルスの特徴確認された豚インフルエンザウイルスの特徴

• 豚インフルエンザウイルス豚インフル ンザウイルス

– これまでに知られているヒト型Ａ/H1N1,ブタ型Ａ/H1N1とは

異なった遺伝子構造

米国とメキシコで得られたウイルス株は同一– 米国とメキシコで得られたウイルス株は同一

• 薬剤感受性薬剤 受性

– アマンタジン耐性

– タミフル、リレンザには感受性



豚での豚インフルエンザ豚での豚インフルエンザ

• 流行株流行株

– 主にＨ１Ｎ１，Ｈ３Ｎ２

– 時にＨ１Ｎ２ Ｈ３Ｎ１が流行時にＨ１Ｎ２，Ｈ３Ｎ１が流行

• 症状

食欲減退 元気不良 鼻汁 咳 発熱– 食欲減退、元気不良、鼻汁、咳、発熱

– 1週間で回復

致死率 １％前後– 致死率 １％前後

• 疫学

– 米国での血清抗体陽性率は50％以上

– 日本での豚インフルエンザ発生は、米国からの輸入豚由来



ヒトでの豚インフルエンザヒトでの豚インフルエンザ

• 臨床症状臨床症状

– 通常のインフルエンザ様症状

– 発熱 頭痛 鼻汁 筋肉痛発熱、頭痛、鼻汁、筋肉痛

– メキシコでの重症例は、さらなる医学的・疫学的な検討が必要

• 国内での状況（5月1日現在）

ゼ が簡– 4月30日ロサンゼルスから帰国した女性が簡易検査で陽性反
応を示した（確認検査で香港型と判明）

月 日 歳のカナダから帰国した高校生が簡易検査陽性– 5月1日17歳のカナダから帰国した高校生が簡易検査陽性



4月21日4月21日



4月25日4月25日



4月26日4月26日



4月27日4月27日



4月28日4月28日



4月29日4月29日



4月30日4月30日

国内では疑い例が報告



5月3日



5月5日5月5日



5月7日 (6日 18:00 GMT)
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豚インフルエンザへの対応

来院前に電話問い合わせがあった際には保健
所へ連絡してもらう所へ連絡してもらう。

青葉保健所022‐225‐7211
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感 染 症 とは感 染 症 とは

微生物 ヒトが に

侵入 増殖して侵入・増殖して

さまざまな症状をさまざまな症状を

起こすこと起 す



微生物の移り方

感染経路感染経路



豚インフルエンザの感染経路豚インフルエンザの感染経路

飛沫感染
咳やくしゃみ咳やくしゃみ

接触感染接触感染

手で痰・唾液など汚染されて
いるものに触り、その手で自分
の口や鼻に触れるの口や鼻に触れる



豚インフルエンザの感染経路豚インフルエンザの感染経路

飛沫感染
咳やくしゃみ咳やくしゃみ

接触感染接触感染

手で痰・唾液など汚染されて
いるものに触り、その手で自分
の口や鼻に触れるの口や鼻に触れる



１～２m飛ぶ

飛沫写真

多量のインフルエンザウイルスが含まれる



サージカルマスク
飛沫写真

サ ジカルマスク

サージカルマスクで大きなサ ジカルマスクで大きな
飛沫の拡散や吸い込みを
かなり防ぐことは可能とな
るる



サージカルマスク着用時のポイント

鼻を覆い、針金を顔の形に
折り曲げフィットさせる（隙折り曲げ ィッ （隙
間が空かないように）

顎の下まで覆う．



2009年2月29日18時NHKニュース2009年2月29日18時NHK ュ ス
「てれまさむね」インフルエンザ警報

DVD供覧





豚インフルエンザの感染経路豚インフルエンザの感染経路

飛沫感染
咳やくしゃみ咳やくしゃみ

接触感染接触感染

手で痰・唾液など汚染されて
いるものに触り、その手で自分
の口や鼻に触れるの口や鼻に触れる



ヒトは手をつかうヒトは手をつかう
手にはよごれや微生物手にはよごれや微生物
がつきやすい



●手洗いはとても大切
感染予防の基本は手洗い



手指衛生について

感染 防対策 基本 重

擦式消毒用アルコ ル製剤抗菌石鹸＋流水の手洗い

感染予防対策の基本で重要

擦式消毒用アルコール製剤抗菌石鹸＋流水の手洗い

目に見える汚染の有無が決め手！目に見える汚染の有無が決め手！

目に見える汚染がない場合，擦式消毒用アルコール製剤を推奨

目に見える汚染があるとき，体液（唾液・痰など）などで手が汚れた
場合には抗菌石鹸と流水による手洗いを行う



手洗いとアルコールの効果の比較手洗いとアルコールの効果の比較手洗 とアル ルの効果の比較手洗 とアル ルの効果の比較

手洗 方法手洗 方法 細菌 減少率細菌 減少率

15秒 1/4 1/13

手洗いの方法手洗いの方法 細菌の減少率細菌の減少率

普通の石鹸と流水
15秒: 1/4〜1/13

30秒: 1/60〜1/60030秒: 1/60〜1/600

速乾性 30秒: 1/3000速乾性アルコール 30秒: 1/3000

1分:1/1万～1/3万

アルコールの方が消毒効果は高い．
あ 洗 をす目に見える汚れのあるときは手洗いをする．





手洗いの方法手洗いの方法



感染予防：感染症対策

・うつされない うつさないためにうつされない、うつさないために
できるだけ多くのフィルターをかける

感染者
咳エチケット マスク 手洗い 消毒薬 うがい

抗ウイルス薬

ワクチン
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Q 1現在のインフルエンザとの鑑別は？Q .1現在のインフルエンザとの鑑別は？

A:豚インフルエンザはA 型のインフルエンザウ

イ です 呼吸器で増殖するウイ のたイルスです。呼吸器で増殖するウイルスのた
め、インフルエンザ抗原検査ではA 型となりま
す。ヒトと豚のH1N1ウイルスの鑑別は遺伝子
検査(RT‐PCR法など)が必要です。臨床症状検査(RT PCR 法など)が必要です。臨床症状

や検査で鑑別が困難で、国内流行がない現
在では 海外渡航歴を問診することが重要で在では、海外渡航歴を問診することが重要で
す。



Q 2豚インフルエンザ感染症の治療は？Q .2豚インフルエンザ感染症の治療は？

A:豚インフルエンザウイルスはA 型(H1N1)イン

ザのため タミ リレ ザの効果フルエンザのため、タミフル、リレンザの効果
が期待できます。実際には通常のインフルエ
ンザと同様に、合併症としての細菌性肺炎が
懸念されることから抗菌化学療法も重要と考懸念されることから抗菌化学療法も重要と考
えます。





新型インフルエンザに関するお願い

現在、メキシコ、米国、カナダを中心に新型インフルエンザによる
ヒト感染症およびヒト-ヒト伝播が報告されています。地域医療のヒト感染症およびヒト ヒト伝播が報告されています。地域医療の
維持のため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

ご心配な方、流行地に渡航後、発熱などの症状のある方は、
東北大学病院には直接来院せず、まずお住まいの各保健所に
設置される発熱相談センタ に ご相談下さい設置される発熱相談センターに、ご相談下さい。

新型インフルエンザ感染症報告地域 (2009年5月6日現在): 新型インフルエンザ感染症報告地域 (2009年5月6日現在): 
メキシコ、米国、カナダ、オーストリア、香港、コスタリカ、
コロンビア、デンマーク、エルサルバドル、フランス、ドイツ、、 、 、 ラ 、 、
アイルランド、イスラエル、イタリア、オランダ、ニュージーランド、
ポルトガル、韓国、スペイン、スウェーデン、スイス、英国

※ 各地区保健所代表番号一覧 (夜間・休日も対応)



Important notice about the new influenza
23 countries including Mexico USA and Canada have officially23 countries including Mexico, USA and Canada have officially 
reported 1893 cases of the new influenza (influenza A[H1N1]) 
infection. We really appreciate for your cooperation in order to
maintain the medical care system for the communitymaintain the medical care system for the community.

Countries which have reported the patients of the new influenza 
(6 May 2009): Mexico, the United States, Canada, Austria,(6 May 2009): Mexico, the United States, Canada, Austria, 
China, Hong Kong Special Administrative Region, Costa Rica, 
Colombia, Denmark, El Salvador, France, Germany, Guatemala, Ireland, 
Israel Italy Netherlands New Zealand Portugal Republic of KoreaIsrael, Italy Netherlands, New Zealand, Portugal, Republic of Korea, 
Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

If you have cold like symptoms (fever cough sore throat etc) and meetIf you have cold-like symptoms (fever, cough, sore-throat, etc) and meet
at least one of the criteria showing below:
(1) who entered Japan in recent 10 days from the endemic area for the 

new influenzanew influenza,
(1) who met the person who entered Japan from the endemic area for

the  new influenza and has cold symptoms,
(3) who are worried about having gotten the new influenza, please(3) who are worried about having gotten the new influenza, please 
contact the health center of your residential area first, not to come
directly to Tohoku University Hospital.


