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“インフルエンザ”とはどのような病気か？インフルエンザ とはどのような病気か？

- “インフルエンザ”とはインフルエンザウイルスに- インフルエンザ とはインフルエンザウイルスに
感染して起こる感染症である。
（通常のかぜより 高熱 関節痛などを伴うことが（通常のかぜより、高熱、関節痛などを伴うことが
多い）

- ウイルスはヒトや動物などの宿主に感染しないと
増殖できない小型(光学顕微鏡で見えない)の
微生物である。微生物である。
（細菌や真菌[カビ]は動物の細胞無しに自己
増殖できる）増殖できる）



感 染 症 とは感 染 症 とは

微 生 物 が にヒト

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



インフルエンザ

感染症(例えばインフルエンザ)は伝播する。感染症(例えばインフル ンザ)は伝播する。

急性心筋梗塞急性心筋梗塞

非感染症(例えば心筋梗塞)は伝播しない。



代表的な微生物とそれぞれの特徴代表的な微生物とそれぞれの特徴

微生物 細胞構造 核酸 無細胞培地
での発育

光学顕微鏡
での観察

真菌 真核生物 DNA + RNA 可 可

細菌 原核生物 DNA + RNA 可 可

ウイルス 他の生物の
代謝系を利用

DNAまたは
RNAのいずれか

不可 不可



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極めて小さな生物です



インフルエンザウイルスの種類インフル ンザウイルスの種類

RNA 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 構造

A型の亜型

A香港型 （H3N2）、トリ型（H5N1）ウイルスの構造図



A型インフルエンザウイルス

赤血球凝集素（HA）• 分類：オルソミキソウイルス科

M2蛋白

ノイラミニダーゼ（NA）
分類：オルソミキソウイルス科

– 球状、直径８０～１２０nm (中型）

• 遺伝子 M2蛋白

M1蛋白

• 遺伝子

– 8本のRNA （１本鎖）

不安定で変異を起こしやすい– 不安定で変異を起こしやすい

• エンベロープ

– 脂質の膜

• 熱、酸、界面活性剤で失活しやすい

ウイルスの構造– 表面蛋白

• 赤血球凝集素（HA：Hemagglutinin) 16種類

• ノイラミニダーゼ（NA：Neuranimidase) 9種類



インフルエンザウイルスの変異

連続抗原変異（小変異：抗原ドリフト）

１

・・
１１

２

３

４ HA

・・
１

２

３

４ HA
５

６

７

NA

・ ・
５

６

７

NA

８ ・

・ ・
８

Ｈ３Ｎ２（香港型）
シドニー株

Ｈ３Ｎ２（香港型）
パナマ株



インフルエンザウイルスの変異
不連続抗原変異（大変異：抗原シフト）
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代表的な抗微生物薬代表的な抗微生物薬

抗癌薬

化学療法剤

抗微生物薬

抗菌薬 (> 抗生物質) 種類が多い 比較的副作用が少ない

抗微生物薬

抗菌薬 (> 抗生物質)

抗真菌薬

種類が多い、比較的副作用が少ない

種類が少ない 比較的副作用が多い抗真菌薬

抗ウイルス薬

種類が少ない、比較的副作用が多い

抗インフルエンザ薬抗ウイルス薬 抗インフルエンザ薬、
抗肝炎ウイルス薬などに限られる



例外の例例外の例
ex) メトロニダゾール

国内では「抗原虫薬」としてトリコモナス膣炎のみに保険承認
されていた。同じく原虫感染症である赤痢アメーバ症には保険され 。同 く原虫感染症 ある赤痢ア 症 保険
適応外であるが汎用されている。
2007年にヘリコバクター・ピロリの除菌用の2nd line薬として承認。年 リ クタ リ 除菌用 薬 承認。
クロストリディウム・ディフィシルを含む嫌気性菌感染症に非常に
有効。有効。

ex) スルファメトキサゾール (サルファ剤)/トリメトプリム (ST合剤)) ( ) ( )

国内では本剤に感性の細菌感染症に保険承認。
以前は原因が原虫と考えられていたが真菌と判明した以前は原因が原虫と考えられていたが真菌と判明した
ニューモシスチス肺炎の治療・予防に汎用されている。



抗菌薬と抗インフルエンザ薬 (1)

・ 抗インフルエンザ薬として現在市販されているものは、

アマンタジンとノイラミニダーゼ(NA)阻害薬のタミフル(経口薬)と

リレンザ(吸入薬)であるリレンザ(吸入薬)である

・ 現在の豚インフルエンザはアマンタジンには耐性だが、オセルタ

ミビル ザナミビルには感性ミビル、ザナミビルには感性

・ 季節性インフルエンザAの多くはオセルタミビル、ザナミビルには

耐性の遺伝子を持つが 臨床的な意義は不明耐性の遺伝子を持つが、臨床的な意義は不明



抗菌薬と抗インフルエンザ薬 (1)

塩酸アマンタジン
(シンメトレル)

ザナミビル
(リレンザ)

リン酸オセルタミビル
(タミフル)(シンメトレル) (リレンザ) (タミフル)



抗菌薬と抗インフルエンザ薬 (2)

• 通常のかぜ（急性上気道炎）のほとんどはインフルエンザ

ウイ 以外 ウイ による感染症 あるため 抗菌薬もウイルス以外のウイルスによる感染症であるため、抗菌薬も

抗インフルエンザウイルス薬も不要である抗インフル ンザウイルス薬も不要である

• 過去のインフルエンザ流行時の死亡の原因は、インフルエンザに

続発する細菌性肺炎であり、乳幼児・高齢者、種々の基礎疾患を続発する細菌性肺炎であり、乳幼児 高齢者、種 の基礎疾患を

有し、細菌感染症のリスクの高い患者には、抗菌薬の予防投薬を

行う行う

• 高齢者や脾摘者では肺炎球菌ワクチンの接種が勧められる



インフルエンザの迅速診断
国内では10種類以上のインフルエンザの

迅速診断キットが市販されている

『ディレクティジェン Flu A+B』 『キャピリア®Flu A B』

インフルエンザＡ型、Ｂ型抗原検出試薬

『ディレクティジェン Flu A B』 『キャピリア Flu A, B』

インフルエンザA型、B型抗原検出試薬



インフルエンザパンデミックとは？

それまでとは違 たインフルエンザが ある地域に発生

インフルエンザパンデミックとは？

それまでとは違ったインフルエンザが、ある地域に発生
し、各国に爆発的に流行すること

・紀元前430年; アテネにおける大疫病(死亡率25%)

・1918年: スペインかぜ
（1933年 インフルエンザウイルス発見）

1948年 イタリ かぜ・1948年: イタリアかぜ

・1957年: アジアかぜ(200万人が死亡)

1968年: 香港かぜ(100万人が死亡)・1968年: 香港かぜ(100万人が死亡)

・1977年: ソ連かぜ



インフルエンザパンデミック

1920 1950 1980 2000

H1N1
18’ 57’

P PP

H2N2 (アジアかぜ)
57’ 68’57 68

68’最短期間: 11年
H3N2 (香港かぜ)

77’
H1N1

期

最長期間: 39年

平均期間 38年 H5N1?平均期間: 38年

ブタ型H1N1ブタ型H1N1



従来のパンデミックにおける
人口に対する感染者の割合

(%)

40
(%)

スペインかぜ アジアかぜ 香港かぜ

30

20

10

0

0

1918 
New York

1918 
Manchester

1918 
Leicester

1957 
London

1968 
Kansas city

0
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「感染制御ベーシックレクチャー Ｑ＆Ａ」感染制御 シック クチャ 」
感染制御におけるキーポイント

① 標準予防策・感染経路別（接触・飛沫・空気）予防策

青柳哲史先生
平成20年8月30-31日平成20年8月30-31日
第1回 東北感染制御ネットワークフォーラム
(主催：賀来満夫 教授)(主催：賀来満夫 教授)
講演スライドを改変



標準予防策の基本的な概念

検査などで把握できる感染症は

氷山の一角です！

把握している感染症 標準予防策

把握していない感染症

把握している感染症

全ての人間の血液、
あらゆる体液 分泌物

標準予防策

把握していない感染症
・未検査

・検査の window period

あらゆる体液、分泌物、
汗以外の排泄物、

傷のある皮膚、粘膜
・未知の病原微生物 は感染性があるものと

考えて取り扱う



隔離予防策のためのガイドライン
（CDC＆ HICPAC：1996年）

１. 標準予防策 Standard  Precautions

す 患者すべての患者のケア！

２ 感染経路別予防策 T i i b d P ti２. 感染経路別予防策 Transmission-based Precautions

① 接触感染予防策 Contact Transmission based Pr① 接触感染予防策 Contact Transmission based  Pr.

② 飛沫感染予防策 Droplet Transmission based  Pr.

③ 空気感染予防策 Airborne Transmission based  Pr.



体液（汗を除く）
血液 母乳

粘 膜
• 血液

• 唾液

• 母乳

• 尿
• 眼瞼結膜

• 眼球結膜

• 口腔粘膜

• 泌尿生殖器粘膜
• 鼻汁

• 痰

• 精液

• 膣分泌液
• 鼻粘膜

• 口唇粘膜

• 直腸粘膜

• 耳漏

• 涙

• 便

• 浸出液

• 口唇粘膜

全てが目に見えない血液または涙 浸出液

正常でない皮膚

その成分を含んでいる可能性あり

正常でない皮膚
• 褥瘡

傷 あ 皮膚

• 水疱のある皮膚

離 皮膚• 傷のある皮膚

• 湿疹

• 剥離している皮膚

• 滲出のある皮膚

• 火傷のある皮膚 • 発赤のある皮膚



感染源・感染経路

感染源

病原体による感染症を発症し る ト・病原体による感染症を発症しているヒト

・病原体を保有している保菌者

・病原体で汚染された器具、機器、物品など

感染経路感染経路

菌やウイルスが感染源からヒトへうつる道筋

接触感染

飛沫感染

空気感染



接触感染

感染源

地域ケアにおける感染対策
在宅ケア・施設ケア統一マニュアルより

患者と直接に接触あるいは環境を介した

間接的な接触によって伝播する微生物間接的な接触によって伝播する微生物

病原微生物

大腸菌 疥癬 タウMRSA, VRE, PRSP, 大腸菌O157, 疥癬，ロタウイルス，

かぜウイルス，インフルエンザウイルスなど



飛沫と飛沫核

飛沫核水分

d l t
droplet

droplet nuclei

＞5μm ≦5μｍ粒子直径 ＞5μm ≦5μｍ粒子直径

30～80cm/sec落下速度 0.06～1.5cm/sec

飛沫感染 飛沫核感染

(空気感染)



飛沫感染と空気感染

(Airborne infection)
空気感染

～～～ ～
～

蒸発 直径≦ 5 μ m

落下速度

0.06～1.5cm/sec

直径≧ 5μm

落下速度
（写真：William Harris: 

水分
落下速度

30～80cm/sec
Natural history of 
pulmonary tuberculosis)

飛沫感染飛沫感染

(Droplet infection)



飛沫感染

•咳漱、くしゃみ、会話、気管内吸引などによる

•飛沫で感染直径5μmより大きい飛沫粒子

範囲内 感染 能性が高•1mの範囲内で感染の可能性が高い。

病原微生物

インフルエンザ菌、髄膜炎菌、溶連菌、

病原微生物

インフル ンザ菌、髄膜炎菌、溶連菌、

ザ 疹 など

肺ペスト、ジフテリア、マイコプラズマ、

インフルエンザウイルス、風邪ウイルス、風疹ウイルスなど



サージカルマスク着用時のポイントサ ジカルマスク着用時のポイント

鼻の金具部分を折り曲げて顔
の形にフィットさせる．

顎の下まで覆う．



空気感染空気感染

病原体を含んだ飛沫核によ て感染• 病原体を含んだ飛沫核によって感染

• 飛沫核の直径は5μm以下で長時間空中を浮遊する• 飛沫核の直径は5μm以下で長時間空中を浮遊する

空気の流れによって広く伝播する。

病原微生物 (日常診療で見られるヒトーヒト感染に限る)

水痘(水ぼうそう)ウイルス 麻疹(はしか)ウイルス 結核菌

病原微生物 (日常診療で見られるヒト ヒト感染に限る)

水痘(水ぼうそう)ウイルス、麻疹(はしか)ウイルス、結核菌



感染予防策の基本的な取り組み方

結核・麻疹・水痘MRSA インフルエンザ

0157
など

カゼウイルス
など などなど

接触感染する
病原体

飛沫感染する
病原体

空気感染する
病原体病原体

飛沫感染予防策接触感染予防策 空気感染予防策接 防

標準予防策

空気感染予防策

標準予防策



感染予防策の基本的な取り組み方

水痘インフルエンザ
かぜウイルス はかぜウイルス
などは
飛沫感染に加え

は

空気感染に加え飛沫感染に加え、
接触感染を起こ
しうる

空気感染に加え、
皮膚病変からの
接触感染を起こす

飛沫感染予防策

しうる 接触感染を起こす

空気感染予防策飛沫感染予防策 空気感染予防策

接触感染予防策 接触感染予防策

標準予防策

接触感染予防策 接触感染予防策

標準予防策



「手洗い」は感染予防の基本だ ! ! !



医療従事者の手洗いの種類医療従事者の手洗 の種類

方法 状況種類

日常的
石鹸と流水 後 食事 前

方法 状況種類

日常的
石鹸と流水

手洗い
トイレの後、食事の前

1.消毒薬と流水衛生的

診察前 処置前2.アルコール含有消毒薬手洗い 診察前、処置前

手術時

手洗い

消毒薬と流水

アル ル含有消毒薬
手術前

手洗い アルコール含有消毒薬
手術前

スクラブ法：洗浄法 ラビング法：擦式法



Lancet 2005 366 255 33Lancet 2005; 366:255-33

パキスタンのカラチにおいて15歳以下の幼

児 児を対象 鹸 る手洗 が 急児・小児を対象に石鹸による手洗いが、急
性呼吸器疾患、膿痂疹、下痢の発生率を性呼吸器疾患、膿痂疹、下痢の発生率を
低減させる効果があるかどうか検討した
RCTRCT。



方 法

対象：家族に15歳以下の子供が少なくとも2人おり、
かつ1人は5歳未満である

1）通常の石鹸使用：300世帯
2）抗菌薬含有石鹸：300世帯
3）コントロール：306世帯

手洗い：トイレの後、食事の用意をする前、食前、
弟や妹に食事を与える前

＊5歳以下の児に対しては家族が手洗いを手伝う
＊対象群へ石鹸を支給

観察期間：１年



子供の健康に対する手洗いの効果

上気道炎の減少

15歳以下：咳や息苦しさのエピソード

上気道炎の減少

15歳以下：咳や息苦しさのエピソ ド

Luby SP Lacnet 366:225 33 2005石鹸は抗菌薬含有 差はな Luby SP. Lacnet 366:225-33, 2005 石鹸は抗菌薬含有で差はない



子供の健康に対する手洗いの効果

手洗いは肺炎の予防に有効

5歳以下の肺炎

L b SP L t 366 225 33 2005Luby SP. Lacnet 366:225-33, 2005



子供の健康に対する手洗いの効果
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子供 健康 対する手洗 効果
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15歳未満
0

コントロール 肺炎 下痢 膿痂疹

呼吸器感染症だけでなく 下痢や膿痂疹も減少呼吸器感染症だけでなく、下痢や膿痂疹も減少

Luby SP. Lacnet 366:225-33, 2005



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 見 汚染 有無 決 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は抗菌石鹸と流水による手洗いを行う



アルコール製剤の使用の推奨製

「流水＋石鹸」から「擦式消毒用アルコール製剤」へ

アルコール製剤の MRSAの交差感染率アルコ ル製剤の
使用の増加

MRSAの交差感染率

Pittet D, et al. Lancet 2000;356:1307-12.



洗浄・消毒薬の効果と時間経過の影響

液体石鹸

抗菌石鹸細
胞

抗菌石鹸

(4%chlorhexidine)
胞
除
菌
率

擦式消毒用アル
ル製剤

率

コール製剤

(70%Isopropanol)

Hospital Epidemiology 
and Infection Control 3rd

edition

消毒後の時間経過
0 60 180 分



石鹸＋流水 or アルコールの選択は?
擦式消毒用アルコール製剤抗菌石鹸＋流水の手洗い

どちらを
択する選択する？

目に見える汚染の有無が決めて！

・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場合（体液や便などで手が汚れた場合）

・優れた殺菌性 ・手荒れが少ない（保湿剤の配合） ・簡便性

目に見える汚染がある場合（体液や便などで手が汚れた場合）

⇒石鹸＋流水による手洗いを推奨



個人防護具
（ ） とは（PPE; personal protective equipment） とは？

個人防護具の定義

“感染性物質に対する防御のために職員によって着用される、

特殊な衣服や器具のこと” (OSHA)

手袋 マスク ｺﾞｰｸﾞﾙ･ﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞ ｶﾞｳﾝ･ｴﾌﾟﾛﾝ

具体的には
……



標準予防策で個人防護具は不可欠標準予防策で個人防護具は不可欠

処置の前後，手袋を取った後は処置の前後，手袋を取った後は処置 前後，手袋を取 後

‘手指衛生（手洗いなど）’を敢行する。‘手指衛生（手洗いなど）’を敢行する。

湿性生体物質や粘膜、創に触る時は

清潔な手袋を使用する

湿性生体物質や粘膜、創に触る時は

清潔な手袋を使用する。清潔な手袋を使用する。

湿性生体物質の飛沫が考えられる時は、

清潔な手袋を使用する。

湿性生体物質の飛沫が考えられる時は、湿性生体物質の飛沫が考えられる時は、

マスクやゴーグルを使用する。

質 飛 考 、

マスクやゴーグルを使用する。

湿性生体物質で白衣などを汚染しそうな時は、

ガウン/エプロンを使用する。

湿性生体物質で白衣などを汚染しそうな時は、
ガウン/エプロンを使用する。ガウン/エプロンを使用する。

※湿性生体物質：血液を含めたあらゆる体液、分泌物、排泄物の総称



個人防護具 PPEの使い方個人防護具 PPEの使い方

マスクや手袋 ゴーグル ガウンなどをマスクや手袋、ゴーグル、ガウンなどを
適切に使う、使い方に慣れる必要あり

トレーニングをおこなうことが大切！トレ ングをお なう とが大切



マスク (レスピレーター)マスク (レスピレ タ )

医療用のマスクには主に2つのタイプがある医療用のマスクには主に2つのタイプがある

サージカルマスク
体液や分泌物などの‘しぶき’ や体液や分泌物などの しぶき や

飛沫から鼻や口への曝露を防ぐ

例）気管内吸引など例）気管内吸引など

N９５マスクN９５マスク
空気感染する病原体を吸い込みを防ぐ

（病院では医療従事者用）



N95マスク (N95レスピレーター)に( )
関する間違い

N95マスク (N95レスピレーター)は、結核、麻疹（はしか）、水痘

（水ぼうそう）患者を扱う医療従事者が装着するものである。（水ぼうそう）患者を扱う医療従事者が装着するものである。

医療従事者は正しい装着法の訓練を受けている。

正しく装着すると短時間で呼吸が苦しくなる正しく装着すると短時間で呼吸が苦しくなる。

結核 麻疹（はしか） 水痘（水ぼうそう）患者は結核、麻疹（はしか）、水痘（水ぼうそう）患者は、

咳やくしゃみをしても、大型の飛沫として排出されるため、

患者にはN95マスクは不要でサージカルマスクで十分である。



N95とDS2との比較

N95マスク (N95レスピレーター)
米国NIOSH (労働安全衛生研究所)の規格に適合

N = not resistant to oil
95 = 1 μm以下の粒子を95%以上捕集する効率を有する

DS2マスクDS2マスク

厚生労働省の定める「防塵マスクの規格」による国家検定に合格

D = disposable
S = solid



N95とDS2との比較
日本 DS2 米国 N95

試験粒子の種類 Nacl エアロゾル Nacl エアロゾル試験粒子の種類 Nacl エアロゾル Nacl エアロゾル

試験粒子の
大きさ

数量中位径 0.08±0.02μｍ 0.075±0.02μｍ

機可標準偏差 ≦1 8 ≦1 86大きさ 機可標準偏差 ≦1.8 ≦1.86
粒子捕集効率試験流量 毎分85L 毎分85L

粒子100 負荷 粒子200 負荷
粒子捕集効率の判定

粒子100mg負荷
するまでの
最低捕集効率

粒子200mg負荷
するまでの
最低捕集効率最低捕集効率 最低捕集効率

粒子捕集効率規格値 ≧95.0% ≧95%
吸・排気抵抗値試験流量 毎分40L 毎分85L吸・排気抵抗値試験流量 毎分40L 毎分85L
吸気抵抗値規格 ≦50Pa ≦196Pa
排気抵抗値規格 ≦50P ≦294P排気抵抗値規格 ≦50Pa ≦294Pa



インフルエンザ対策におけるマスクインフルエンザ対策におけるマスク

１．サージカルマスク、あるいはそれに準じたマスク（不織布で、

フ ルタ が密）で十分であるフィルターが密）で十分である

2. 感染者自身が素早く装着して、咳・くしゃみなどの物理的な

拡散防止に用いた方が 周囲の大勢の全員が防御用に拡散防止に用いた方が、周囲の大勢の全員が防御用に

装着するより、はるかに効率的である



タイトルタイトル







第Ⅰ章 インフルエンザとはどのような病気か？

第Ⅱ章 ヒトーヒト感染症の感染経路と基本的な感染対策

第Ⅲ章 新型インフルエンザの現状第Ⅲ章 新型インフルエンザの現状

第Ⅳ章 今何をすべきか？ 何ができるか？第Ⅳ章 今何をすべきか？ 何ができるか？



東北大学病院 インフルエンザ対応講習会

平成21年5月1日

「豚インフルエンザの最新情報と「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」基本的な感染対策について」

東北大学病院インフルエンザ対応ワーキンググループ長

東北大学大学院医学研究科
臨床微生物解析治療学講座 (C-MERMAID) 准教授臨床微生物解析治療学講座 (C-MERMAID) 准教授

東北大学病院検査部 副部長

平潟洋一, MD, FJSIM, Ph.D



大切な事実

豚インフルエンザは過去にも数回ヒトに感染し

流行を起こしており 今回が初めてではない流行を起こしており、今回が初めてではない





豚インフルエンザの発生状況
・ 4月25日：ＷＨＯ「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」
・ 4月26日：首相官邸危機管理室にて緊急参集チーム会合→内閣総理大臣指示
・ 4月27日：「インフルエンザ対策関係閣僚会議」開催4月27日：「インフルエンザ対策関係閣僚会議」開催
・ 4月28日：ＷＨＯ Phase 4 宣言

「インフルエンザ対策本部」設置 → 第一段階「海外発生期」の措置
月 宣言・ 5月 1日：ＷＨＯ Phase 5 宣言



東北大学病院の動き

2008年 9月 2日 第1回インフルエンザWG

2008年12月24日 第2回インフルエンザWG

2009年3月31日 院内の指針を文部科学省に提出

2009年4月28日 臨時感染対策会議
2009年4月28日 豚インフルエンザを加えた院内の指針を文部科学省に提出
2009年4月28日 海外渡航自粛勧告

2009年4月30日 豚インフルエンザを加えた院内の指針を改定
2009年4月30日 第2回インフルエンザ(拡大)WG2009年4月30日 第2回インフルエンザ(拡大)WG
2009年4月30日 ポスター作成



東北大学病院の動き

2008年 9月 2日 第1回インフルエンザWG

2008年12月24日 第2回インフルエンザWG
厚生労働省ガイドライン・行動指針の
改定案 パブリ ク メント募集

2009年3月31日 院内の指針を文部科学省に提出

改定案、パブリックコメント募集

2009年4月28日 WHOが警戒態勢を

2009年4月28日 臨時感染対策会議

2009年4月28日 WHOが警戒態勢を
フェーズ3から4へ引き上げ、
日本政府に対策本部設置

2009年4月28日 豚インフルエンザを加えた院内の指針を文部科学省に提出
2009年4月28日 海外渡航自粛勧告 2009年4月30日 WHOが警戒態勢を

ズ4から5 引き上げ
2009年4月30日 豚インフルエンザを加えた院内の指針を改定
2009年4月30日 第2回インフルエンザ(拡大)WG

フェーズ4から5へ引き上げ

2009年4月30日 第2回インフルエンザ(拡大)WG
2009年4月30日 ポスター作成







東北大学 仙台市 宮城県の動き東北大学、仙台市、宮城県の動き

2009年 4月28日 仙台市第1回メディカル・ネットワーク開催
（仙台市役所）（仙台市役所）

2009年 4月30日 宮城県保健福祉部
新型インフルエンザへの対応（案）作成新型インフル ンザ の対応（案）作成

2009年 5月 1日 東北大学新型インフルエンザ危機対策本部
設置および第1回会会議開催設置および第 回会会議開催



宮城県内の第二種感染症指定医療機関宮城県内の第二種感染症指定医療機関

公立刈田綜合病院 感染症病床 4床公立刈田綜合病院 感染症病床 4床

仙台市立病院 感染症病床 8床仙台市立病院 感染症病床 8床

大崎市民病院 感染症病床 6床大崎市民病院 感染症病床 6床

石巻赤十字病院 感染症病床 4床石巻赤十字病院 感染症病床 4床

気仙沼市立病院 感染症病床 4床気仙沼市立病院 感染症病床 4床

＊県立循環器・呼吸器病センター 結核病床 50床県立循環器 呼吸器病センタ 結核病床 50床
（感染症対応可能病床 8床） * 発熱外来を予定



全国から注目されているインフルエンザ対策における仙台方式



インフルエンザウイルスの弱点インフルエンザウイルスの弱点

熱に弱い

酸（胃酸も含め）に弱い

アルコールに弱い



インフルエンザウイルスの弱点インフルエンザウイルスの弱点

熱に弱い

酸（胃酸も含め）に弱い

アルコールに弱い

さらに豚インフルエンザではさらに豚インフルエンザでは

現時点でタミフルやリレンザに耐性がない現時点でタミフルやリレンザに耐性がない



現時点で重要なこと現時点で重要なこと

通常の診療体制の維持

患者・職員の安全確保

正しい情報の共有 (EASTの活用)

特定の部署・人への負荷を軽減



明らかに間違った先行するイメージ明らかに間違った先行するイメージ

「インフルエンザ タミフル」ではない「インフルエンザ＝タミフル」ではない

ごく限られた場面を除き、サージカルマスクで十分



今後の予定 (1)今後の予定 (1)

インフルエンザ対応WGの下部組織してのインフルエンザ対応WGの下部組織しての、
「インフルエンザ診療sub-WG」の設立、
5月12日に第一回会議5月12日に第 回会議

- かかりつけ患者などで院内を受診した場合の問診票の作成- かかりつけ患者などで院内を受診した場合の問診票の作成

- 上記患者の診察場所、診療スタッフの決定

- 大学病院から関連病院への応援体制の構築

パ デ 時 院 診療体制 構築- パンデミック時の院内診療体制の構築



今後の予定 (2)今後の予定 (2)

5月1日より院内で講習会5月1日より院内で講習会
（同一内容を3-4回、未受講者にはDVDまたはHP学習を予定）

医学部および東北大学各学部での講義
（5月7日 18時 臨床小講義室（5月7日 18時 臨床小講義室

応用医療薬学特論 [MCSコース] ）
・・・
・・・
・・・

医師会 般市民への教育のお手伝い医師会、一般市民への教育のお手伝い



豚インフルエンザ

2009/0 /02009/05/01
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



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
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
α2‐６結合

ブタ



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Hemagglutinin (H)１６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



豚インフルエンザウイルスの出現豚インフルエンザウイルスの出現

H HN H
N

遺伝 交雑遺伝子交雑に

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

（確認検査でソ連型と判明）





Influenza A(H1N1) - update 18
6 May 2009 As of 16:00 GMT  6 May 2009  6 May 2009 -- As of 16:00 GMT, 6 May 2009, 
23 countries have officially reported 1893 cases of 
influenza A (H1N1) infection.influenza A (H1N1) infection.

Mexico has reported 942 laboratory confirmed human 
cases of infection  including 29 deaths  cases of infection, including 29 deaths. 
The United States has reported 642 laboratory confirmed 
human cases, including two deaths.

The following countries have reported laboratory 
confirmed cases with no deaths –
Austria (1), Canada (165), China, Hong Kong Special 
Administrative Region (1), Colombia (1), Costa Rica (1), 
D k (1)  El S l d  (2)  F  (5)  G  (9)  Denmark (1), El Salvador (2), France (5), Germany (9), 
Guatemala (1), Ireland (1), Israel (4), Italy (5), 
Netherlands (1), New Zealand (5), Portugal (1), Netherlands (1), New Zealand (5), Portugal (1), 
Republic of Korea (2), Spain (73), Sweden (1), 
Switzerland (1) and the United Kingdom (28). 



4月21日4月21日



4月25日4月25日



4月27日4月27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)







U.S. Human Cases of H1N1 Flu Infection
(As of May 6, 2009, 11:00 AM ET)( y , , )

States # of
laboratory

Deaths
laboratory
confirmed
cases

Al b 4Alabama 4
Arizona 48

California 67
Colorado 17

Connecticut 4
Delaware 33

Florida 5
Georgia 3



Hawaii 3
Idaho 1
Illinois 122
Indiana 15Indiana 15

Iowa 1
Kansas 2Kansas 2

Kentucky* 2
Louisiana 7Louisiana 7

Maine 1
M l d 4Maryland 4

Massachusetts 45

Michigan 8
Mi t 1Minnesota 1
Missouri 2



Nebraska 4
Nevada 5

New Hampshire 2

New Jersey 7
New Mexico 3

New York 97
North Carolina 7North Carolina 7

Ohio 5
Oklahoma 1Oklahoma 1

Oregon 15
Pennsylvania 1Pennsylvania 1
Rhode Island 2

S h C li 16South Carolina 16
Tennessee 2



Texas 61 2
Utah 1Utah 1

Virginia 3
Washington 9Washington 9
Wisconsin 6

TOTAL (41) 642 cases 2 deathsTOTAL (41) 642 cases 2 deaths



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

連絡して頂く連絡して頂く。

青葉保健所022‐225‐7211



鳥インフルエンザとは
• 病原体

– A型インフルエンザウイルス（H1～H15）

• 病型

– 低病原性鳥インフルエンザ低病原性鳥インフルエンザ
• 致死率が低い（ウイルスは腸管、呼吸器のみで増殖）

– 高病原性鳥インフルエンザ（別名：家禽ペスト）高病原性鳥インフル ンザ（別名：家禽 スト）
• H5とH7
• 伝染性が強い

• 致死率が高い（ウイルスが全身の臓器で増殖）

鶏冠と顔面の出血顔面の腫脹 出血斑





中国 青海省 青海湖（QingHai湖）

2005年4月 野鳥の大量死

ウィキペディア（Wikipedia）より

2005年4月 野鳥の大量死

2005年7月 中国農務省の発表ウィキペディア（Wikipedia）より

中国最大の湖であり、地上で
も米国の ユタ州のソルトレイク
に次いで2番目に 大きな内陸

2005年7月 中国農務省の発表
「青海湖で野鳥6,000羽以上がトリインフルエ
ンザで死亡。H5N1がPCR法で確認された」

に次いで2番目に 大きな内陸
塩湖である。



H5N1インフルエンザウイルスの系統図
A/goose/ 96 

1997年香港、ヒト・鳥分離株
Undefinedグループ

Clade3

・ベトナム株の一部
・2001年香港鳥株
・2003年横浜株（中国輸入アヒル肉）など）

2002年 3年香港 ヒト 鳥分離株2002年～3年香港、ヒト・鳥分離株

インドシナグループ
・ベトナム ヒト・鳥分離株
カンボジア ヒト 鳥分離株

Clade1

Clade1’

・カンボジア ヒト・鳥分離株
・タイ ヒト・鳥分離株

インドネシア ヒト・鳥分離株

Clade1

日本、韓国 鳥分離株

中国 分離株

中国青海湖 分離株 Clade2中国青海湖 分離株
ロシア分離株
トルコ分離株
ヨーロッパ分離株

Clade2

アフリカ分離株

（堀本泰介ほか：Virus report 3（1）32-39、2006）



2007年1月以降のヒトにおける鳥インフルエンザ
H5N1の発生状況H5N1の発生状況

（WHO：2007年8月31日現在）

青海株由来青海株由来



ヒト ヒトの

“鳥インフルエンザウイルス”のヒトへの感染

ヒト

鳥

ヒト－ヒトの
限定的な感染

鳥

鳥

ヒト

鳥
鳥

鳥 ２種類のウイルス
の再集合

ヒト－ヒトの
限定的な感染

鳥

ヒト
鳥

鳥
２種類のウイルス

の再集合

鳥

鳥鳥 の再集合

ヒト－ヒトの

高病原性に変異した
鳥 鳥

限定的な感染

高病原性に変異した
ウイルスの感染

（新型インフルエンザ対策行動計画 参考資料を一部改編）



ヒト ヒトの

“鳥インフルエンザ”と“新型インフルエンザ” の関係
鳥インフルエンザ 新型インフルエンザ

ヒト ヒト

ヒト

ヒト‐ヒトへ
容易に感染

ヒト

鳥

ヒト－ヒトの
限定的な感染

ヒト

ヒト

ヒト

鳥

鳥

ヒト

鳥
鳥

ヒト
ヒト‐ヒトへ
容易に感染

鳥 ２種類のウイルス
の再集合

ヒト－ヒトの
限定的な感染

ヒトヒト

鳥

ヒト
鳥

鳥
２種類のウイルス

の再集合

鳥

ヒト

ト ト

鳥鳥 の再集合

ヒト－ヒトの

ヒト

ヒト

ヒト

ヒト‐ヒトへ
容易に感染

高病原性に変異した
鳥 鳥

限定的な感染

ヒト

高病原性に変異した
ウイルスの感染

（新型インフルエンザ対策行動計画 参考資料を一部改編）





インドネシアでは10%の豚が

H5N1鳥インフルエンザに

感染している？

(2009年5月6日の某TVニュースより)



第Ⅰ章 インフルエンザとはどのような病気か？

第Ⅱ章 ヒトーヒト感染症の感染経路と基本的な感染対策

第Ⅲ章 新型インフルエンザの現状第Ⅲ章 新型インフルエンザの現状

第Ⅳ章 今何をすべきか？ 何ができるか？第Ⅳ章 今何をすべきか？ 何ができるか？





豚インフルエンザの感染経路豚インフル ンザの感染経路

飛沫感染飛沫感染
咳やくしゃみ咳やくしゃみ

接触感染

手 痰 唾液など 染され る手で痰・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ものに触り、その手で自分の口や鼻
に触れるに触れる



豚インフルエンザの感染経路豚インフル ンザの感染経路

飛沫感染飛沫感染
咳やくしゃみ咳やくしゃみ

接触感染

手 痰 唾液など 染され る手で痰・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ものに触り、その手で自分の口や鼻
に触れるに触れる



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
かなり防ぐことが可能となる



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（隙間が空か曲げ ィッ （隙間
ないように）

顎の下まで覆う．



SARSの院内感染予防における
PPEの効果に いての ビデンス

感染した医療従事者 感染しなかった
有意差 P防 護

PPEの効果についてのエビデンス
感染した医療従事者

(n=13)
感染しなか た

医療従事者(n=241) 有意差 P防 護

マスク 2 (15%) 0.0001169 (70%)

紙マスク

サージカルマスク

( )

2 (15%)

0
0.511

0 007

( )

26 (11%)

51 (21%)サージカルマスク

N95マスク

手 袋

0
0

0.007

0.0004

51 (21%)

92 (38%)

手 袋

ガウン

4 (31%)

0 (0%)

0.364

0.006

117 (48%)

83 (34%)

手洗い

すべて

10 (77%)

0 (0%)

0.047

0 022

227 (94%)

69 (29%)

Lancet 2003; 361:1519-20

すべて 0  (0%) 0.02269 (29%)



医療施設における呼吸器衛生/咳エチケット
（Respiratory hygiene/cough etiquette）

● ティッシュなどでおさえる

● 手を洗う● 手を洗う

● 患者はマスクを着用

● スタッフもマスク（飛沫感染予防用）を着用



2009年2月29日18時NHKニ ス2009年2月29日18時NHKニュース
「てれまさむね」てれまさむね」

仙台市で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 ンザの感染経路

飛沫感染飛沫感染
咳やくしゃみ咳やくしゃみ

接触感染

手 痰 唾液など 染され る手で痰・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ものに触り、その手で自分の口や鼻
に触れるに触れる



豚インフルエンザの感染経路豚インフル ンザの感染経路

飛沫感染飛沫感染
咳やくしゃみ咳やくしゃみ

接触感染

手 痰 唾液など 染され る手で痰・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ものに触り、その手で自分の口や鼻
に触れるに触れる



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がつ手にはよごれや微生物がつ
きやすい



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いとアルコ ルの効果の比較手洗いとアルコ 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．



アルコール製剤の利用

消毒用
アルコールローションアルコールローション

携帯用 病室、検査室、外来用

速乾性
アルコールジェル

流水による手洗いができない場合には、アルコール製剤が効果的



アルコールの殺菌効果におよぼす濃度の影響アルコ ルの殺菌効果におよぼす濃度の影響

黄
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ド
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局方消毒用エタノールと局方消毒用 タ
政府所定変性アルコールの比較

アルコ ルの種類

局方消毒用エタノール

エタノール

政府所定変性アルコール

エタノールアルコールの種類

濃度

エタノ ル

76.9～81.4 %

エタノール

約74 %

添加物 （変性剤の有無）未変性（飲用可） 八アセチル化ショ糖
(1g / L)

酒税の有無 課税（通常の酒税） 無税

価格

一般販売制限

高い

制限なし

安い

指定業者のみ般販売制限 制限なし 指定業者のみ





石鹸と流水による日常的な手洗いの方法石鹸と流水による日常的な手洗いの方法



アルコール製剤を用いた手洗いの方法



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



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ルス

です 呼吸器で増殖するウイ のため イです。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。臨床症状や検査で鑑別が困難で、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
ことが重要ですことが重要です。



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)インフルエ

ザのため タミ リレ ザの効果が期待できまンザのため、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
学療法も重要と考えます。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 ドイツコロンビア、デンマ ク、エルサルバドル、フランス、ドイツ、
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)

ポルトガル、韓国、ス イン、スウ デン、スイス、英国



Important notice about the new influenza
23 countries including Mexico, USA and Canada have officially g , y
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, 
I l It l N th l d N Z l d P t l R bli f K S iIsrael, 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 he new

influenzainfluenza,
(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 contact(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.



現在のインフルエンザの状況

・ 豚および鳥インフルエンザの発生地域が拡大してきている！

・ 野鳥や家禽類での感染地域が徐々に地球規模に

・ インドネシア、ベトナム、エジプトでは、現在も患者が発生！

が・ 中国（12/27）、パキスタン（1/11）でも、ヒトーヒト感染が確認！

・ インフルエンザは 冬だけの流行病ではない！インフルエンザは、冬だけの流行病ではない！

・ 夏休み期間中に、沖縄でインフルエンザAが流行

・ 10月に季節外れのインフルエンザで学級閉鎖が起った。

東南 ジ ド など 本来 秋 疾患 あ・ 東南アジア、インド、ハワイなどでは本来夏から秋の疾患である。



日本の新型インフルエンザ対策で
強調され る点強調されている点

患者の搬送・隔離

・アイソレーターを装備した救急車

・陰圧室への隔離

検疫強化などの水際作戦での国内への流入阻止検疫強化などの水際作戦での国内 の流入阻止

地域での早期封じ込め地域での早期封じ込め

東北大学大学院微生物学教室 押谷 仁 教授 提供



・ 「早期対応＝地域封じ込め」なのか？

・ 封じ込め以外のオプションは存在しないのか？封じ込め以外のオプションは存在しないのか？

・ 封じ込めに失敗したらもうお手上げ？

東北大学大学院微生物学教室 押谷 仁 教授 提供



新型インフルエンザ対策
医薬品による対策

ワクチン 抗ウイルス薬

医薬品以外による対策

公衆衛生上 個人防御公衆衛生上
の対策

検疫強化 個人防御

外出の自粛
学校・職場の閉鎖
集会等の制限

咳エチケット
手洗い
マスクの着用

スクリーニング
渡航の自粛

集会等の制限 マスクの着用

東北大学大学院微生物学教室 押谷 仁 教授 提供



早期対応として特に有効だと考えられている
公衆衛生上の対策

・ 学校閉鎖学校閉鎖

– 早期に開始し長期間行えば被害軽減にかなり有効

（疫学モデルのデータ）（疫学モデルのデ タ）

・ 発症者の自宅隔離（Home Isolation)
有効性は高い– 有効性は高い

– 抗ウイルス薬の早期投与

医療の提供等課題も– 医療の提供等課題も

・ 接触者の自宅待機（Home Quarantine)
実施 きればかなり有効– 実施できればかなり有効

– 倫理面などでの課題も

東北大学大学院微生物学教室 押谷 仁 教授 提供



パンデミック時の対策の基本的な考え方ンデミック時の対策の基本的な考え方

1 人と人が接触する社会活動は1. 人と人が接触する社会活動は
すべて感染リスクを伴う

2 社会活動をすべて制限すれば2. 社会活動をすべて制限すれば
感染リスクはなくなる

3 社会機能を維持しつつ感染リ
家庭

3. 社会機能を維持しつつ感染リ
スクを最小限にすることがパン
デミック対策

職場

学校 コミュニ
ティー

東北大学大学院微生物学教室 押谷 仁 教授 提供



新型インフルエンザ拡散への寄与率

日本で考慮する必要の

家庭

日本で考慮する必要の
あるリスクファクター

職場

家庭
41.1%

23 3%

・ 医療機関受診

公共交通機関23.3% ・ 公共交通機関

学校 コミュニティー
28.6% 3.7%

(PNAS  March 25, 2008  vol. 105  no. 12  4639–4644)
東北大学大学院微生物学教室 押谷 仁 教授 提供



新型インフルエンザ対策

職場閉鎖 予防投薬 日本で考慮する必要の

家庭

職場閉鎖
営業自粛
感染対策

予防投薬
感染対策

日本で考慮する必要の
あるリスクファクター

職場

家庭感染対策
？・ 医療機関受診

公共交通機関

外出自粛
集会制限

？・ 公共交通機関

学校閉鎖 集会制限

学校 コミュニティー

(PNAS  March 25, 2008  vol. 105  no. 12  4639–4644)
東北大学大学院微生物学教室 押谷 仁教授提供



最も有効な手段の

新型インフルエンザワクチン
• 最も有効な手段の一つ

– 発症の予防でなく、重症化防止

• 問題点

– ワクチン株の選定は？ワクチン株の選定は？

• 流行中のウイルスと同じ抗原を有する株

• 鶏卵でよく増殖する株• 鶏卵でよく増殖する株

– 製造能力の限界は？

製造 イ 確保• 製造ラインの確保

• 有精卵の確保
• 製造から流通するまでにかかる期間は？• 製造から流通するまでにかかる期間は？

– 新しいワクチン技術の開発

• リバースジェネティクス法

（プラスミドを用いた人工ウイルス）



日本に育って良がっだね日本に育って良がっだね。

・ 日本人は元来、清潔好きである

・ 花粉症を含めてマスクの着用に慣れている花粉症を含めてマスクの着用に慣れている

多くのヒトが規則を守る・ 多くのヒトが規則を守る





全国から注目されているインフルエンザ対策における仙台方式



仙台市に住んでて良がっだね仙台市に住んでて良がっだね。

・ 開業医の先生方の協力が得られる仙台方式は
全 から注 され る全国から注目されている

・ 東北大学はウイルス学、感染制御学、感染症の
専門化が多く 県内の医療機関に対する応援体を専門化が多く、県内の医療機関に対する応援体を
とっているる



現在の国の対策の問題点現在の国の対策の問題点

・ 圧倒的なマンパワー不足で、日常行っていない
膨大な人数の検疫を行っている 検疫スタッフの膨大な人数の検疫を行っている。検疫スタッフの
過労、検疫の質の低下が懸念される。

・ 発熱外来の設置など自治体や病院任せで、発熱外来の設置など自治体や病院任せで、
予算やマンパワーのバックアップが無い。

・ 単一の感染症に集中しすぎ？単 の感染症に集中しすぎ



海外からの帰国者の感染症は
様々で多くは発熱を伴う

渡航先での流行性インフルエンザ・ 渡航先での流行性インフルエンザ

・ 鳥インフルエンザなどの限局性のインフルエンザ鳥インフル ンザなどの限局性のインフル ンザ

・ デング熱

・ マラリア

ウエストナイル熱・ ウエストナイル熱

・ チフスチフ

・ SARSの再流行の可能性

・ その他、多数



自衛隊員の多くが検疫官として激務を果たしている

・ 今、大規模自然災害が発生したら？

・ 今、ミサイルが飛んできたら？

・ 今、バイオテロが起こったら？

今 ケ カ が起 たら・ 今、ケミカルテロが起こったら？

・・・・・・



政府も国民も“喉元過ぎれば熱さを忘れる”

・ 1995年3月20日
“地下鉄サリン事件“地下鉄サリン事件

世界最大のケミカルテロ 12名死亡、5,510名重軽傷

・ 2001年秋

“白い粉事件” 炭疽菌によるバイオテロ白い粉事件 炭疽菌によるバイオテロ

・ 2002年11月～2003年7月

“SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome; 
重症急性呼吸器症候群 )の世界的流行”重症急性呼吸器症候群 )の世界的流行

775名死亡、8,069名感染、日本には感染した台湾人医師
1名が旅行に来たが 感染者なし1名が旅行に来たが、感染者なし

「あの時も発熱外来とか水際作戦とか言っていたのに・・・?」



The Hong Kong connection:
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The Hong Kong connection:
H t l MHotel M

A

February March
4 531 62 4 2 5 2 6 22 7 2 82 0 2 1 2 2 2 31 5 1 6 1 7 1 8 1 9
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Onset of symptoms Stayed at Hotel M



Spread from Hotel MSpread from Hotel M
Reported as of March 28, 2003

Guangdong 
Province, 

China A F G

Canada

18 HCWF,G

China A

A
K IrelandK

F,G 11 close contacts

Hotel M
Hong KongH,J

A

H J

Hong Kong SAR

95 HCW
I, L,M

K
0 HCW

K

H,J

>100  close contacts I,L,M
C,D,E

C D E

B

B United 
States

1 HCW
Singapore

34 HCW

C,D,EB

Vietnam

37 HCW 34 HCW

37 close contacts

37 HCW

21 close contacts



SARSコロナウイルスと
インフルエンザウイルスの感染性

SARS

潜伏期から伝播が起こりえる
インフルエンザ

感染拡大防止が困難
インフルエンザ



スペインかぜの時代との大きな変化

・ 医療機関・受診システムの充実 ・ 森林開発・自然破壊に伴う
動物由来の新しい感染症

・ 栄養状態の改善
動物由来の新しい感染症

・ 地球温暖化による生物生息域の変化
・ 抗菌薬の開発

ワクチンの開発
・ 飛行機などの交通網の発達による

短時間での病原体の流入出・ ワクチンの開発

・ 抗ウイルス薬の開発

短時間での病原体の流入出

・ 秘境へのツアーの増加抗ウイルス薬の開発

・ 画像診断の進化

秘境へのツア の増加

・ 人間が媒介者となる危険性の増加

・ 検査キットなど検査法の進化 ・ 輸入ペットの問題

・ 公衆衛生学・感染制御学の発達









Take Home Message
・ 日頃から自身の健康管理に注意しましょう。

・ 東北大学のHPなどで正確な情報を入手しましょう。

・ かぜ症状があれば速やかに自分が正しくマスクを
しましょう。 勇気を持って学校やクラブ活動、
アルバイトなどを休みましょう。アル イトなどを休みましょう。

・ 今回の新型インフルエンザが日本国内で流行・ 今回の新型インフルエンザが日本国内で流行
するかしないかに関わらず、粛々と日常的に
基本的な感染対策を心がけまし う基本的な感染対策を心がけましょう。


