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2009年国内と外国の事例での症状の割合(％)

44 (n=18)33 (n=30)19.8 (n=96)55.1 (n=49)筋肉痛

6.6 (n=91)腹痛

22 (n=18)10 (n=30)16.1 (n=56)19.8 (n=96)14.2 (n=49)下痢

46 (n=30)5.3 (n=94)12.2 (n=49)嘔吐

24.5 (n=49)嘔気

22 (n=18)17 (n=30)52.1 (n=96)52.1 (n=48)頭痛

28 (n=18)30 (n=30)59.6 (n=104)53.2 (n=47)鼻汁鼻閉

33 (n=30)50.0 (n=56)65.4 (n=104)71.4 (n=49)咽頭痛

100 (n=18)77 (n=30)87.7 (n=57)82.7 (n=104)79.2 (n=48)咳

100 (n=18)97 (n=30)94.7 (n=57)89.5 (n=105)87.8 (n=49)発熱38℃
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感染症情報センターHPより（http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/2009idsc/case0902.html）



過去のパンデミックにおける致死率

• スペイン風邪（1918-19） 2-3%
• アジア風邪（1957-58） <0.2%
• 香港風邪（1967-68） <0.2%

出典：具芳明医師（国立感染症研究所FETP）プレゼンより
（写真はWHOより引用）



2009年パンデミックにおける致死率

• 11月27日現在で発症者622,482名以上、死亡者少なくとも

7,826名 → 単純計算すると1.2% WHO: Pandemic (H1N1) 2009 - update 
76

• 0.6%：各国で報告された確定例数に基づく
Eurosurveillance, Volume 14, Issue 33, 20 August 2009 

• 0.4%：メキシコでの流行データに基づく Science 2009;324:1557-61.

• 0.3-0.4%：米国や英国での流行初期の検討に基づく
Pandemic (H1N1) 2009: Priority Areas for Research (WHO)

これらの数値は確定例を分母としているものが多い

＝感染者数を過小評価している可能性大

出典：具芳明医師（国立感染症研究所FETP）プレゼンより



2009年パンデミックの致死率
発症者数の推定を加えると・・・

• 0.1 - 0.2%：数理モデルによる推定 Wkly Epidemiol Rec 2009;84:341–8.

• 0.045%：医療機関を受診した有症状者を分母とした（米国ミ
ルウォーキー、ニューヨーク） PLoS Currents Influenza. 2009 Sep 25 [revised 2009 Sep 
29]:RRN1042.

• 0.0004% - 0.06%：さまざまな手法による発症者数推定に基

づくEurosurveillance, Volume 14, Issue 26, 02 July 2009 

• 0.007% - 0.045%：米国の研究者の報告（メディア情報）
http://www.reuters.com/article/healthNews/idUSTRE58E6NZ20090916

おそらくこちらの方が真実に近い

出典：具芳明医師（国立感染症研究所FETP）プレゼンより



新型インフルエンザによる患者像（日本）
（2009年7月28日～12月9日）

1,264万人

11,924人
（0.095％）

765人（0.006％）

12月9日現在

93人（0.00073％）
急性脳症

or/and 人工呼

吸器使用

厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部発行
新型インフルエンザの発生動向～医療従事者向け疫学情報より
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku‐kansenshou04/pdf/091120‐01.pdf

出典：島田智恵医師（国立感染症研究所）プレゼンより



日本は本当に致死率が低いのか？

• 仮にこれまでの発症者数を1,414万人とし、死亡者数
を107人とすると・・・

• 致死率は0.00076%

日本は決して「致死率の低い特殊な国」ではないようだ

• 最終的には超過死亡をみていく必要がある

出典：豊川貴生医師（国立感染症研究所FETP）プレゼンを一部改変



インフルエンザ脳症報告数及びインフルエンザ定点
あたり報告数推移（2009年第1～45週）

2009年第1～45週（12月29日～11月8日）まで

インフルエンザを原因とする急性脳炎・脳症の
届出数は、第28週以降では132例であった



インフルエンザ脳症報告例年齢別グラフ
（2009年第28～45週）

7歳が22例と最多であり、年齢中
央値は8歳（1～67歳）であった

2009年第28～45週（7月6日～11月8日）まで



年齢群別重症患者数（重複あり）
（7/28～12/9、急性脳症：n=361、呼吸器利用：n=466)

厚労省12月9日発表資料より
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/houdou/2009/12/dl/infuh1209‐01.pdf

出典：島田智恵医師（国立感染症研究所）プレゼンより



厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部発行
新型インフルエンザの発生動向～医療従事者向け疫学情報より
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku‐kansenshou04/pdf/091120‐01.pdf

出典：島田智恵医師（国立感染症研究所）プレゼンより



米国ＣＤＣが定める合併症併発に関した
ハイリスクグループ

• 5歳未満の乳幼児（特に2歳未満の場合にはリスクが高い）

• 65歳以上の高齢者

• 以下の基礎疾患をもつもの
– 慢性呼吸器疾患（喘息を含む）

– 心血管系疾患（高血圧は含まない）

– 腎疾患

– 肝疾患

– 血液疾患（鎌状赤血球症を含む）

– 神経・神経筋・代謝性疾患（糖尿病）

– 妊婦

• 免疫抑制状態にあるもの（ＨＩＶ感染症を含む）

• 19歳未満で長期アスピリン治療をうけているもの

• 介護施設、慢性期療養施設に入所しているもの

感染症情報センターHPより（http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/2009idsc/case0902.html）



新型インフルエンザウイルスの感染性
• 学校（の年代）における爆発的な集団発生／患者数増加

– 現在、国内では学校からその他の集団へ？

• 家族内の二次感染率
– 19%（米国）から43%（チリ）まで

– 予防内服をしていない家族内の二次感染率：7.6%（神戸市）
• 20歳以下の家族内初発例に対する兄弟姉妹への二次感染率：16.4%

• 市中伝播の状況の例
– ニューヨーク市のコミュニティーベースの電話調査：6.9%の住
民が2009年5月1-20日の間にインフルエンザ様疾患を経験

• 基本再生産率（Ro）の推定：

⇒新型は季節性と同等以上に伝播
– H1N1pdm： 1.4 – 3.5
– 季節性インフルエンザ： 1.2 – 1.4

出典：WHO資料、FETP調査資料などより引用



新型インフルエンザウイルスの特徴①

• 現在まで、ウイルスは抗原的にほぼ相同である

– 若干の変異の報告が散見されつつある

• 現在まで、病原性に関連するウイルスの変異は
認識されていない

– 重症例から分離されたウイルスにも遺伝子配列の違
いは原則ない

• ウイルスは肺にて増殖し、重症な一次性のウイ
ルス性肺炎を呈することがある（⇒急性呼吸促
迫症候群）

– 人の臨床像および動物実験などからも明らか
出典：WHOを一部改変



新型インフルエンザウイルスの特徴②

• オセルタミビル（タミフル）、ザナミビル（リレンザ）
などのノイラミニデース阻害剤には感受性有り
– アマンタジンおよびリマンタジンには耐性

– 各国からオセルタミビル耐性の報告あり（デンマーク、
日本、香港、ノルウェーなど。一部クラスターも?）

• 遺伝子学的および抗原性の変異の方向は予測
不可能

• 新型インフルエンザが流行すると、季節性インフ
ルエンザよりも突出した地域が少なくない

出典：WHOを一部改変



まとめ

• 伝播力は高い：最初は学校などで爆発的な集団発生
• 今のところ若年層（特に日本では20歳以下）が最も伝播

– 今後、伝播の拡大とともに、他の年代における罹患や重症者の
増加へは警戒は必要

• 流行のピーク時、大量の患者が発生し、医療機関の受容
力が不足する状況が各国で出現

• 大多数はインフルエンザ様疾患のみで合併症もなく治癒
– 重症化のリスクを有するグループ： 喘息、肥満、妊娠中の女性、
慢性心・肺疾患、悪性腫瘍、免疫不全など

• 現在のところ、全体での致死率は高くないだろう
– 日本では小児の重症例が目立つ。また、世界的にも若年成人
における致死率は季節性インフルエンザよりも高い可能性

• これまで多くの地域では新型インフルエンザの流行が始
まると季節性インフルエンザを凌駕（同時流行は？）

出典：WHOを一部改変


