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・大小は別として新型コロナ第８波は必ず来る

・オーストラリアでインフルが3年ぶりに流行

・2021年、小児のRSウイルス感染症が大流行

・オミクロンとインフルは症状では鑑別不能

・インフルで重症になるのは高齢者と乳幼児

・第８波が来れば、医療逼迫する恐れが高い

・ワクチンと予防対策はどうするか

・オミクロンとインフルでは治療方法が違う

・高齢者施設でインフルによる死亡が増えそう

現在、我々が置かれている背景



独仏では新型コロナの第８波収束？



日本・韓国も多分、第８波に突入
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日本で確認された新型コロナ変異株と亜種
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第８波はBA亜種の複数混合流行？

シンガポールにおけるオミクロン株亜種の増加



2022年オーストラリアでインフル大流行
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確定検査できた件数比較



しかもH3N2（A香港型）が主流だった



ウイルス干渉で
新型コロナと
インフルの同時流行
はあり得ない

インフル激減はウイルス干渉？



日本人は真面目
だから、マスクと
手洗いでインフル
も防止できた！

インフル激減はマスク効果？



2020年インフルはなぜ途中で減った？



インフルとコロナのウイルス干渉説



季節性インフルエンザは何処に？

2020年度▲から2021年度●は、ほぼゼロ

定点医療機関当たり患者報告数　東京都



ウイルス干渉か？マスク効果か？
手足口病も復活

風疹も激減している

麻疹が激減したのは渡航が減ったから？

RSウイルス感染症は大流行



・新型コロナ感染症は先祖返りで変異株
　が出た場合は別として、オミクロン亜
　種で有る限り死亡率は同等かそれ以下。

・インフルエンザが復活して、同時流行
　しないという保証はない。

・少なくともマスク・手洗い・３密回避
　だけでウイルス感染がゼロになること
　はない。ワクチンが生死を分ける。

予想されている第８波の特徴



2019年のインフル大流行を思い出そう

定点当たりの患者数　東京都

2019/01/21







インフル復活で死亡するのは高齢者



「インフルによる死亡」って何？

1.インフルによる直接死亡(死亡診断書病名)
　・インフルエンザ脳症（主に乳幼児）
　・インフルエンザによるウィルス性肺炎（希）
　・インフルエンザウィルスによる多臓器不全(極希）

　　でも、ほとんどは・・・

2.インフルの関与が否定できない死亡(関連死)
　・細菌性肺炎の合併←安静臥床時間の延長
　・心不全の急性増悪 ←発熱から来る心拍数の増加
　・慢性腎不全の急性増悪 ←発熱・脱水



新型コロナ直前３年間のインフル直接死亡

厚労省HPより
死亡病名でかぞえただけでも毎年2000から
3000人がインフルエンザで死亡していた。



関連死を含めると毎年１万人以上が
実は、インフルで死亡していた

厚労省HPより

昔は４年に一回１万人くらい
がインフルで死亡していた
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緊急事態宣言

GO to トラベル

蔓延等防止重点措置

志村けん死亡 千葉真一死亡

　感染者数は増えても死亡率は低下　
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新型コロナと季節性インフルの比較

アドバイザリーボード資料2022/11/01より

重症化率 致死率

60歳未満 60歳以上 60歳未満 60歳以上

新型コロナ
デルタ株 0.56% 5.0% 0.08% 2.5%

新型コロナ
オミクロン株BA5

0.01%
(大阪）

0.14%
(大阪）

0.01%
（東京）

0.64%
（東京）

季節性
インフルエンザ 0.03% 0.79% 0.01% 0.55%

季節性インフルエンザとほとんど変わらない



新型コロナと季節性インフルの比較
アドバイザリーボード資料2022/11/01より

重症化率 致死率

60歳未満 60歳以上 60歳未満 60歳以上

新型コロナ
デルタ株 0.56% 5.0% 0.08% 2.5%

新型コロナ
オミクロン株
BA4/5

大
阪 0.01% 0.14% 0.004% 0.475%

東
京 0.01% 0.64%

季節性
インフルエンザ 0.03% 0.79% 0.01% 0.55%



ひょっとして今後、
気を付けなければならな
いのはインフルエンザ
かも知れない？



インフルやコロナの診断方法



抗原迅速検査の精度はどの程度？

感　度 特異度

新型コロナ 90% 99%

インフルエンザ 99% 97%

・いずれも有症状者。無症状の感度は凄く低い。
・あくまでも流通している代表的な製品の値で
　あり、検査手技や検体により変化します。
・でもかなり優秀。



インフルの検査は早すぎてもダメ

発熱直後だとインフルであっても陽性に出ないことが多い

新型コロナと同時検査だと
インフル偽陰性が増える。



インフルはワクチンで予防できるか？

感染症 基本再生産数 集団免疫率(%)

麻疹（はしか） 16～21 90～95

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

11～14 85～90

風　疹 7～9 80～85

水痘（水疱瘡） 8～10 90程度

天然痘 5～7 80～85

百日咳 16～21 90～95

インフルエンザ 2～3 50～67(小学生)
国立感染症研究所　平成20年度

答え；半分くらいしか予防できない！



1965年から予防接種を続けているU.S.A

でも予防接種継続で死亡は減らせる

1987年から予防接種を控えた日本



組み合わせ Aソ連型 A香港型 B B

2022/2023
ビクトリア

2020．H1N1pdm09
ダーウィン
2021．H3N2

ブーケット
2013山形系統

ビクトリア
2021ビクトリア系統

2021/2022
ビクトリア

2020．H1N1pdm09
タスマニア
2020．H3N2

ブーケット
2013山形系統

ビクトリア
2018ビクトリア系統

2020/2021 広東‐茂南
2019．H1N1pdm09

香港
2019．H3N2

ブーケット
2013山形系統

ビクトリア
2018ビクトリア系統

2019/2020
ブリスベン

2018．H1N1pdm09
カンザス
2017．H3N2

ブーケット
2013山形系統

メリーランド
2016ビクトリア系統

2018/2019
シンガポール
2015. H1N1

シンガポール
2016. H3N2

プーケット
2013

メリーランド
2016

2017/2018
シンガポール
2015. H1N1

香港
2014. H3N2

プーケット
2013

テキサス
2013

2016/2017
カリフォルニア
2009. H1N1

香港
2014. H3N2

プーケット
2013

テキサス
2013

今年のワクチンにちゃんと入っている



リレンザ タミフル ラピアクタ イナビル ゾフルーザ

作　用 ノイラミダーゼ阻害薬 Capエンド
ヌクレアーゼ阻害

投与経路 吸入 経口 点滴 吸入 経口

用　法
1回10mg
1日2回
5日間

1回75mg
1日2回
5日間

1回300mg
単回

1回40mg
単回

1回40mg
単回

１クール
薬　価

￥2860 ￥2678 ￥6331 ￥4359 ￥4878

予防投薬の
用　法

1回10mg
1日1回
10日間

1回75mg
1日1回
7～10日間

適応なし
1回20mg
1日1回
2日間

小児高齢者に
は使いにくい

小児高齢者に
は使いにくい

A香港型には
既に耐性有

抗インフル薬は経過を１日短縮する程度

でも、発熱はすぐ下がる！



読売新聞オンラインニュース



インフルエンザの予防投与ってなに？

インフルエンザ患者と濃厚接触が有った者が接触直後に
抗インフル薬を内服することによりインフルエンザの発症
を予防できることが知られている。

問題点
・確実に予防できるわけではない。
・誰かが発熱するたびに毎回、予防内服してられない。
・予防目的なので保険は効かない。自費。同意も必要。
・耐性ウィルスを増やし結果的に人類の脅威になる。

利　点
・アレルギー等で予防接種を受けられない人には大切。
・発症を予防できなくとも症状は軽くて済む。
・集団発生を早期に終息できる可能性が有る。





高齢者への予防投与はタミフル

2019年感染症学会より

・H1N1に比べて抗体保有率が高いにも拘らず
　H3N2は高齢者施設で集団感染する。

・ワクチンが効くのはH1N1(50％)。
　H3N2(37%)にはワクチンが効きにくい。

・だから高齢者をワクチンだけで守るのは無理。
　施設内集団感染したら予防内服しかない。

・H3N2にはNA阻害耐性ができない。
　でもゾフルーザには耐性ができている。

・だから高齢者施設の予防投与にはタミフル。



「インフルエンザ病院内感染対策の考え方について（高齢者施設を含めて）」
日本感染症学会提言2012

・高齢者施設では、インフルエンザ様の
患者が2～3日以内に2名以上発生し、迅
速診断でインフルエンザと診断される患
者が1名でも発生したら、施設や入所者
の実情に応じて同意取得を心がけたうえ
で、フロア全体における抗インフルエン
ザ薬予防投与の開始を前向きに考慮する。

どの様な状況で予防投与するの？



施設での予防投与の現実的な提案

・入所者のひとりにインフル(型不明)が確認した
　場合。⇨直ちに型判定を依頼したうえで、同室の
　入所者と担当した職員に実施

・職員のひとりでもインフル(型不明)が確認され
　た場合 ⇨直ちに型判定を依頼したうえで、その
　職員が担当した入所者と同僚の職員に実施

・入所者・職員のひとりでもH3N2が判明した場合
　又は２～３日で複数のインフル(型不明)が確認
　された場合 ⇨同一階全体(職員を含む)に実施

（濵田の私案。決定権は管理者もしくは嘱託医にあり。）



・事前に自施設での予防投与の基準作成が大切。
　特に複数の嘱託医が関与する施設（サ高住等）
　では事前の意思統一が無いと機能しない。

・施設入所者(保護者)への事前同意が不可欠。

・費用は自己負担か？施設負担か？

・実施の判断はあくまでも常勤医師・嘱託医

・保健所が予防投与を指示命令することはない。
　判断はあくまでも施設管理者と嘱託医。

抗インフル薬予防投与実施のために



インフルとコロナが同時流行すると

・オミクロンとインフルは臨床鑑別が困難

　診断結果により治療薬が異なる

・インフルなら予防投与で感染拡大防止できる

・発熱外来が逼迫し診察してくれなくなる

・入院医療が逼迫し必要な入院ができなくなる

・新型コロナ第７波で生き残った高齢者が

　インフルで死亡するのは避けたい

・職員が感染して施設の業務が回らなくなる



国は新型コロナ抗原検査キットを
高齢者・障がい者福祉施設に配布しています

どんな時に使うの？
　・職員の定期的な就業前検査
　・風症状が有る職員・施設利用者の臨時検査
　・新規入所者の入所時検査

どこでもらえるの？費用は？
　・明石市福祉局にお電話ください。無料です

素人でも検査できるの？
　・職員は自分で、入所者は嘱託医または研修を
　　受けた職員で実施可能



「コロナなら即入院」ではない

・施設としては、感染を拡めたくないので
　「一刻も早く入院させてください」
　「完全に治るまで退院させないでください」
　「熱が高いので入院させてほしい」
・職員が感染してやりくりが付かなくなった
　　　　でも、これらは入院の判断材料にならない。

入院の判断材料になるのは・・・
・「食べられない、飲水できない」
・意識障害、血圧低下、脈拍>150/分
・Satの低下、呼吸回数>30分、努力呼吸　等



インフルならこれまで通り

・原則、施設にて診断してタミフル等で治療
　これまで通り、保険医療で実施
・「重症者は入院」は新型コロナ前と同じ
　「人手が足りないから入院」は無し

入院の判断材料になるのは・・・
・「食べられない、飲水できない」
・意識障害、血圧低下、脈拍>150/分
・Satの低下、呼吸回数>30分、努力呼吸　等



そもそも隔離では感染を防止できない

1.歴史的事実
　・ペスト（黒死病） DDTとテトラサイクリン
　・コレラ 上下水道の完備
　・ハンセン氏病 多剤併用療法
　・結核 BCGと抗結核薬
　・HIV（AIDS) 抗ウイルス薬

2.公衆衛生的手法には限界がある
　・検疫（水際対策）
　・疫学調査による感染経路の遮断

3.マスク+手洗い+三密回避による時間稼ぎは重要

4.結局はワクチンと治療薬の開発が勝敗を分ける



施設での感染拡大を防止するために

・面会禁止の環境で入所者が感染する原因の多くは
　職員が持ち込んでいるから

➡職員の健康チェックと新型コロナ抗原検査

・入所者が陽性になったということは、少なくとも
　もう一名の陽性者がいるということ

➡大規模な抗原検査とインフルなら予防投与

・陽性になった入所者を転院させたところで、感染
　拡大は防止できない。「うつさないこと」と「囲
　い込み」が重要。認知症や徘徊の問題ではない

➡標準的予防策の再確認。ゾーニング



高齢者施設ラウンドで助言したこと

・クラスター時のマニュアル、BCPを作成する
・職員の健康記録を残し、体調不良時は管理者等に
　連絡。休みがとりやすい体制を整える
・消毒は70％以上のアルコール、次亜塩素酸ナトリ
　ウムを状況に応じて使い分ける
・衣服やPPEなどには消毒薬を噴霧しない
　環境消毒時は噴霧せず清拭する（吸うと危険です）
・おむつ交換時にはディスポのガウンを着用する
・定期的にPPEの着脱方法を確認する
・N95マスクを備蓄し、口腔ケアや吸痰時に着用する
・清潔な物と汚染した物の保管場所を区別する



1.事前に嘱託医・常勤医等との打合わせが重要
　・患者診察、迅速検査の確約をしておくこと
　・タミフル、ラゲブリオ処方の約束
　・医療逼迫すれば「救急車呼んで」は無理
　・たとえ入院できても処置が済んだら感染
　　可能期間でも嘱託医等に引き継がれる

2.内部崩壊に備えたBCPの作成
　・マンパワーの施設間での協力協定を推奨
　・保健所は感染制御チームは出せても介護
　　業務の肩代わりはできない

高齢者施設がこの冬準備しておくこと



3.入所者本人または家族との打ち合わせ
　・延命治療の内容。または是非
　・タミフル予防投与の費用も含めた同意

4.入所者と職員の健康管理
　・入所者と職員のワクチン接種は大前提
　・入所者の体温・食事摂取量・風症状の有無
　　を図表にして職員間で情報共有する
　・職員は出勤時に体温・風症状の有無を表に
　　して施設管理者が確認することを勧める

高齢者施設がこの冬準備しておくこと



新型コロナの終息とはどういう状態？

・終息とは新規患者が「ゼロ」になる事ではない。

・毒性は低いが免疫回避能力の高い株が５番目の
　風邪の原因コロナとして常在化する状態をいう。

・このような状態では、ウイルスの殲滅を目標に
　ワクチンで勝負を賭けない方が安全。

・「気にせずとも元の生活ができる状態」ではなく
　「注意して生活していれば心配いらない社会」
　をもって終息と呼ぶしかない。

・三密の回避や公共交通機関でのマスクは文化と
　して残るだろう。



・「罹らない」から「うつさない」へ
　感染は誰にでも起こり得ます。少しでも症状が
有ったら勇気をもって休む。それを許す社会的同意
が必要。そもそも無症状や潜伏期間の場合もある。
うつさないための「マスク・手洗い・三密回避」。

・「持ち込まない」から「排除できる」へ
　どんなに注意していてもウィルスは侵入します。
たとえ新規入所者を取らなくても家庭内感染で職員
が持ち込みます。万一、患者が発生しても囲い込ん
で感染を排除できる知識と実践が必要です。

終わりに



事前に頂いた質問①
問：インフルが悪化して入院が必要となった際に入院できるのか？
　　発熱等で受け入れてもらえない際の受け入れ先が有るのか？
答：新型コロナ前でもインフルで悪化した場合、受診も入院もできたはずなので、
　　断られる理由はないと考えている。受診前に嘱託医等が診察して、コロナ抗原検査
　　陰性と判明していればスムーズに受診できると思う。明石市の二次救急輪番病院な
　　らびに夜間休日応急診療所では発熱患者を断らないように申し合わせた。

事前に頂いた質問②
問：コロナとインフルを同時に検査できる検査キットの配布は有るか？
　　なければ、どのように見極めていけばいいのか？
答：新型コロナとインフルの同時測定キットを配布する予定はない。
　　診断はあくまでも医師の仕事なので、２回検査するか、新型コロナ陰性の場合嘱託
　　医等の臨床判断で処方するかは事前に相談しておいてほしい。

事前に頂いた質問③
問：インフルエンザ感染者が発生した場合、今までは施設で入院の受け入れ先を調整し
　　ていたが、今後、あかし保健所がやってくれるのか？
答：インフルエンザは感染症法で隔離措置が必要な疾患ではないので、保健所で入院調
　　は整しない。新型コロナ以前と同じように、嘱託医と施設とで当たっていただけれ
　　ばよい。



事前に頂いた質問④
問：施設内でインフルエンザが拡大した場合、あかし保健所が対応してくれるような
　　ことはあるか？
答：感染拡大防止のために、もちろん対応する。具体的には感染コントロールNsを中心と
　　したチームを派遣し、感染対策の指導を行う。ただし、個別の家族や報道関係の対応
　　は施設長を差し置いて行うことはない。入院・治療・予防投与の判断はあくまでも管
　　理者と嘱託医等にある。また保健所は介護サービスや事業を補完するものではない。

事前に頂いた質問⑤
問：イオンフルエンザの場合、認知症の隔離方法はどうすればよろしいでしょうか？
答：部屋から出ないように言っても徘徊することは十分予想されます。個室型の場合は
　　非感染者に出ないように、逆隔離することはできるはず。また、共通スペースでの
　　食事・行事の中止。ブロック・フロアーごとの閉鎖。その段階を過ぎるまでには
　　予防投与の実施、等、段階を踏んでどのように運営するか事前に嘱託医等とシミュ
　　レーションしておくことを推奨します。

事前に頂いた質問⑥
問：新型コロナ（オミクロン株）とインフルエンザは現在のところ、はっきりした違いは
　　あるのでしょうか？
答：症状は共に発熱・咽頭痛・咳で区別がつきません。抗原検査を実施すれば区別できま
　　す。第７波に限れば、死亡率・重症化率ともにインフルより低下した。



事前に頂いた質問⑦
問：インフルエンザの検査キットは、明石市よりいただくことは可能でしょうか？
答：新型コロナのキットは国から市を介して無料配布している。しかしインフルの診
　　断キットは既に薬価収載されている検査なので行政が配布することはできません。
　　医療機関であればどこでも購入でき、保険請求もできます。個人購入はできません。

事前に頂いた質問⑧
問：インフルエンザもノロウイルスも「クラスター」の基準は同じか？
答：厚生労働省はクラスターの目安を「1か所で5人以上発生し、接触歴が明らかである
　　場合」としていますが、医学学会等による公式な定義ではありません。
　　なお、「報告が必要な集団発生（感染）」については昭和45年4月14日衛発第264号
　　公衆衛生局長通知にありますので、ご確認ください。

事前に頂いた質問⑨
問：職員がコロナ陽性であっても無症状であれば勤務を認めないと職員が疲弊する。
答：当該職員が勤務を続行し死亡または重篤な後遺症を残した場合、雇用主の責任は免れ
　　ないだけではなく、自覚せずに非感染者に感染させてしまった場合、社会的批判は
　　避けられないので、厳に慎むこと。陽性職員が休める環境と、職員が疲弊しないよう
　　に系列施設もしくは近隣の施設と協定を結んでおくことは管理者の安衛法の責務と考
　　えています。



事前に頂いた質問⑩
問：利用者で一人でも陽性がでると、全員検査しないといけないのは無駄だと思う
答：通所の利用者は別として、入所者であれば感染にもう一人が関与していたのは確実。
　　嘱託医等と事前に範囲を決めて段階的に検査することを相談しておくことを勧める。
　　判断できなければ保健所で助言するので相談してほしい。新型コロナ発生初期におい
　　ては重症化率・死亡率ともに高値のため可能な限り広範囲な検査を実施していたが、
　
　　ワクチンが普及し重症例が著減したた現在、特に無症状者の検査は規模縮小している。
　　検査の範囲はウィルス株変異や治療法の変化等に従い今後も柔軟に対応していく。
事前に頂いた質問⑪
問：発熱しても受診や入院ができなくて、利用者家族からの苦情を受けるのは厳しい。
答：ご苦労はお察しいたします。施設で責任者を決めて、窓口を一本化して対応すること
　　を検討ください。保健所でもこの種の苦情に対し医療逼迫の状況と個別の患者の優先
　　順位を保健所が決められないことを説明して、ご理解を頂いています。

事前に頂いた質問⑫
問：病院に受け入れてもらうまでの間、医師でもない職員が経過観察をしなくてはいけな
　　いのは厳しい。
答：よくわかります。施設の形態にもよるが、そのための嘱託医なり主治医と考える。
　　施設の職員は家族の代わりとして医師の指示に従い経過を観察し、その都度、嘱託医
　　等に連絡して指示を仰げば社会的に責任を負わされる無いと考えます。間に合わない
　　と判断すれば救急車を呼ぶ基準は、むしろ素人基準で良い。事前に嘱託医等と十分な
　　すり合わせを行っていただきたい。これは新型コロナに限らず重要な問題です。



事前に頂いた質問⑬
問：新型コロナもしくはインフルエンザに利用者が罹患した場合、基本的には施設にて
　　療養になるのでしょうか？
答：新型コロナの場合、軽症の場合は受診しても入院せずに施設での治療と療養となる。
　　状態悪化で一旦、入院しても、適切な治療・処置が済めば感染可能期間であっても
　　施設に退院させられることもある。インフルエンザの場合、入院の必要が無ければ
　　抗インフル薬をもらって施設で療養するのは、新型コロナ前と同じ。

事前に頂いた質問⑭
問：急変（心肺停止）した場合の対応等をお聞かせ願いますでしょうか？
答：新型コロナの有無に関わらず、施設入所者が心肺停止した場合に心肺蘇生をして救
　　急搬送するかどうかは時々、本人またはご家族に意思確認しておくことをお勧めしま
　　す。高齢者では呼吸と心拍が回復しても脳死の発生がかなり高いからです。
　　新型コロナに限れば、職員が心肺蘇生をしながら救急車の到着を待つわけですから、
　　職員への十分な感染防御教育をお願いします。急変（症状の急性増悪）の場合は「助
　　かる命は助ける」のが原則なので、新型コロナで有ろうと無かろうと同じ対応をする
　　べきと考えます。

事前に頂いた質問⑮
問：おむつ交換等の際、長袖エプロンを着用していますがコストがかさみます。
　　今後も必要ですか？
答：おむつ交換時の手袋・エプロン着用は新型コロナと関係なく、ノロウイルス他の感染
　　性腸炎の拡大防止に基本的な予防対策です。実施してください。



アンケート　　施設名；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・過去３年間で新型コロナの集団発生は有りましたか？ いい

え・　はい(  回)

・職員の体温、風邪症状の有無を毎日記録して保存していますか？ はい　・　いい

え

・職員の就業前、新型コロナ抗原検査を定期的に実施していますか？ はい(週　回)

　・　いいえ

・入所者の体温、風邪症状の有無、食事摂取量を毎日記録していますか？ はい　・　いい

え

・施設内に感染対策委員会は有りますか？

はい　・　いいえ

・定期的な感染防止講習会を実施していますか？

はい(年　回)　・　いいえ

・集団感染の対応マニュアルができていますか？

はい　・　いいえ

・集団発生が起こった場合、家族やプレスの窓口担当者は決まっていますか？ はい　・　いいえ

・職員に感染が拡大した場合、同業者またはグループで協力協定が有りますか？ はい　・　いいえ

・管理医師や嘱託医師は何人いますか？(主治医制の場合はおおよその数) 管理　人・嘱託

　人

・上記医師達と集団発生がおこった場合について打ち合わせをした はい　・　いい

え

　　・発熱時の診察や往診に来てくれる

はい　・　いいえ　・　不明

　　・インフルや新型コロナの迅速診断検査をしてくれる はい

　・　いいえ　・　不明

　　・タミフルやラゲブリオを処方してくれる  

はい　・　いいえ　・　不明

　　・タミフル予防投与の手順について打ち合わせができている はい　・　いい

え　・　不明

　　・施設で脱水の点滴治療をしてくれる

はい　・　いいえ　・　不明

　　・医療逼迫時に感染可能期間の入所者が施設に帰されても診てくれる  はい　・　いい

え　・　不明

明石市の状況をあかし保健所が把握するためで、行政上の不利益を与える物ではありません。

その他ご質問、ご意見
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