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原著論文 
 

2012 年 12 月中旬の当院呼吸器病棟内での 

インフルエンザ集団発生と対応 

～地域流行前の予期せぬ発生、院内感染制御上の教訓～ 
 

                                                

小山田厚子 1）、三木祐 1、2）、鈴木克之 1、5）、佐々木悟 1、4）、深瀬真由美 1）、伊藤洋子 3、4）、大宮卓 3、4） 

西村秀一 1、3、4） 

 

1) 国立病院機構 仙台医療センター 感染対策室、2) 同 呼吸器内科 

3) 同 臨床研究部ウイルスセンター、4) 同 臨床検査科、5) 同 薬剤部 

 

<<抄録>>                                            

2012 年 12 月中旬、仙台医療センター呼吸器科病棟で 3 名の病棟職員を発端とする A（H3N2）香港型イ

ンフルエンザの集団発生があった。この時期における仙台市内の地域流行はなく、当初インフルエンザを疑

っていなかったが、病棟内で感染の連鎖がおき、当該病棟職員 2 名と入院患者 10 名がつぎつぎインフルエ

ンザ症状を発症した。インフルエンザの流行であることが判明し、その時点から感染拡大予防策を強化した。

患者の隔離ならびに同室者と病棟担当職員への抗インフルエンザ薬の予防投与、病院職員全体への注意喚起

を迅速に行ない、最終的に流行は初発から約 2 週間で沈静化した。本事例によって、インフルエンザの流

行期直前を含めた初期対応策や院内集団発生時の感染管理について考察する機会となった。1）市中で明ら

かな流行の起きていない時期でも、職員あるいは入院患者からインフルエンザが発生する可能性は想定して

おくこと。2）病院管理者は、インフルエンザシーズンが近づいた時期、発熱職員の迅速な把握と、当該職

員について、勤務を控えたり勤務内容を検討する、あるいは勤務時は適切にマスクを装着する等、インフル

エンザの可能性を加味し対処すべきである。3）院内流行に対しては、発症者と同室患者および病棟職員へ

の抗ウイルス薬予防内服、発症者と他の患者に対する適切なマスクの着用指導といった可能な限りの感染対

策を速やかに実施すべきである。4）職員はもとより比較的長期の入院患者に対してのワクチン接種を勧め、

またワクチンの効果についても検証が必要である。5）迅速診断キットによる暫定的診断のみにとどまらず、

ウイルス分離や血清診断による確定診断に努め、そのための検体採取に努めるべきである。 

                                                

キーワード: インフルエンザ 集団発生 感染制御 予防投与 

（平成 28 年 6 月 17 日受領、平成 28 年 7 月 29 日採用） 

 

 

１ はじめに 

インフルエンザの病院内集団感染事例は、毎年の

ように多くの医療施設が経験し、ときに高齢患者等

の抵抗力が低下した患者を巻き込みながら繰り返
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されている。しかしながら、のちの教訓となるべく

対策とその結果の詳細な事実を記載した報告 1)は少

ない。われわれは、市中で本格的流行が始まってい

ない時期に、病院内の一病棟でインフルエンザ集団

発生を経験し、感染防止策の徹底によりそれ以上の

感染拡大を阻止することに成功したので、この事例

について本論文にて総括し報告する。 

なお、本論文は国立医療学会誌「医療」に 2014

年に投稿し 2015 年に受理されたた論文と一部重複

する。その論文の掲載に際しては、編集部から「原

著論文」 から「報告」への投稿区分変更の指示が

下され、それに伴い字数制限等、編集の都合上、内

容の大幅な削減を余儀なくされた。そのため、我々

が大事であると考えている「方法」の詳細、データ

や観察、主張の多くが掲載からはずされた。だが、

それらも重要な事項であることに変わりない。本来

の原著論文を復活させ、内容をさらに充実させたも

のを別論文として残し、今後の感染対策に資料とし

て役立たせることが本論文の目的である。 

 

２ 方法 

１）通常のリアルタイムのインフルエンザ・サーベ

イランスのための情報共有システム：インフルエン

ザ発生状況ボード（図１） 

 当院には以前からリアルタイムのインフルエ

ンザ・サーベイランスの情報収集ならび発信のため

の独自の方法がある。毎年 12 月頃に、管理棟の病

院幹部前廊下の壁に、病棟ごとに大きく区切られた

一覧表が張り出される。これは、各病棟でインフル

エンザ罹患者が出た場合に罹患者 1 人あたり 1 本、

入院患者であれば赤色、職員なら緑色のピンを自分

の病棟の欄に刺していく掲示板である。この表から

視覚的に現在の院内インフルエンザ患者発生状況

を知ることができ、職員間のリアルタイム情報共有

システムである。 

 

２）今回の緊急的に実施されたサーベイランス・シ

ステム  

院内での小流行が明らかになった時点で、上述 

 

図１ インフルエンザ発生状況ボード 上段：管理棟の病

院幹部、看護部長室前の廊下に張り出されている様子。下

段：各病棟でのインフルエンザ罹患患者の出現が表示される。

入院患者：赤ピン、職員：緑ピン 

 

の「インフルエンザ発生状況ボード」の活用を徹

底させ、全病棟に対し患者および職員間のインフル

エンザ発生状況報告書の特段に迅速な提出を依頼

した。さらに、発生患者の発症からの経過情報をカ

ルテから収集した。 

 

３）検査室診断  

３－１）ウイルス抗原検出  

 インフルエンザウイルス抗原検出迅速診断キ

ット、イムノエース（タウンズ社）を用い同キット

の説明文書に従い 8 分判定にて実施した。  

 

３－２）ウイルス分離 

 このシーズンは、咽頭拭い液あるいは鼻腔ぬぐ

い液を患者から採取した検体をイヌ腎臓細胞

（MDCK 細胞）に接種し細胞変性効果（CPE）の

出現を指標にウイルスを分離し、亜型判定を国立感
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染症研究所分与の、2012－13 年シーズンのワクチ

ン 株 A/California/07/2009 （ H1N1pdm ）、

A/Victoria/361/2011 (H3N2) 、

B/Wisconsin/01/2010 （ 山形系統）、ならびに

B/Brisbane/60/2008（ヴィクトリア系統）に対する

凍結乾燥ウサギ免疫血清を標準抗体として用いた

赤血球凝集抑制試験（以下 HI 試験）2)で行った。

ただし、本アウトブレイク時にウイルス分離用に供

された検体はなく、その後の年明けからの流行にお

ける検体からの分離が可能であった。 

 

４）ウイルス遺伝子検査  

 本アウトブレイクでは、突然の流行であったた

めに病棟の現場でウイルス分離用の検体採取がな

されず、迅速診断用のキットに使った抽出液中の検

体しか残されていなかった。そこでウイルスの存在

を証明するためにウイルス遺伝子の存在を、

Loop-Mediated Isothermal Amplification（Lamp）

法で調べた。検体からQIAamp Viral RNA Mini Kit

（Qiagen 社）で RNA を抽出し、Loopamp A 型イ

ンフルエンザウイルス検出試薬キット（栄研化学社）

を用い T100 サーマルサイクラー（Bio Rad 

Laboratories 社）で増幅後、AE-6911CX プリント

グラフ（ATTO 社）で蛍光を確認した。 

 

５）抗体価測定  

 患者の感染時の急性期血清ならびに回復期血

清をペア血清とし、それらについて赤血球凝集抑制

（HI）試験によりインフルエンザウイルスに対する

抗体価を測定した。抗原は、上述のウイルス株の市

販の標準抗原（デンカ生研社）を用いた。同シーズ

ン市中流行株に抗原性においてこれらと著しい違

いがなかったことは確認済みである（data not 

shown）。定法 2）に従い、血清をモルモット血球で

非特異的血球凝集素の吸着除去をした後、非特異的

血球凝集阻止物質をノイラミダーゼ RDE（デンカ

生研）で分解処理し、上述の標準抗原との赤血球凝

集阻止試験（HI 試験）を 0.75％（V/V）濃度のモ

ルモット血球を用いて行った。 

 

３ 結果 

１）仙台市における当時のインフルエンザ患者発生

状況  

今回の集団発生で最初に発症者が出た2012年12

月 14 日の時点で、仙台市感染症発生動向調査情報

による最新情報では、インフルエンザ患者は全市で

3 例のみであった。（図２） 

 

 
図２ 2012年 12月-2013年 2月 市中および仙台医療セ

ンターでの患者出現状況  

 

２）当院の 2012－13 年インフルエンザシーズンの

インフルエンザ患者発生状況  

上述の背景にもと呼吸器病棟内（52 床）で本集

団発生事例が始まった。図３に、2012 年 12 月 14

日から 25 日までの呼吸器病棟（52 床）におけるイ

ンフルエンザ患者の集団発生、ならびに年が明けて

からの本格的インフルエンザ流行期における当院

の患者発生状況を示した。このシーズン 2013 年 4

月までの全期間中、当院（698 床）では合計 79 名

（内訳：入院患者 36 名、付き添い者 4 名、職員 39

名）のインフルエンザ罹患者が確認されているが、

本事例は本格的流行が始まる約 1 ヶ月前の出来事

で、呼吸器病棟内（52 床）に限られた流行であっ

た。 

 

３）集団発生の状況  

 今回の集団発生では約 2 週間で職員 5 名、入院

患者 10 名にインフルエンザの発症があった。発端

は、3 名の職員のほぼ同時期（12 月 12－13 日）の

発症で、翌日には原疾患で以前から発熱傾向のあっ

た病室の異なる 2 名の患者の感染も判明し、4 日間 
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図３ 呼吸器病棟での流行状況 

 

連続で発熱患者が出た。初発から約 2 週間で職員 5

名、入院患者の 10 名がインフルエンザもしくはそ

の疑い患者と診断された。（図３） 

 

４）院内発生患者あるいは患者と判断された職員症

例のウイルス学的診断  

a. ウイルス抗原ならびに遺伝子検査 

 症状からインフルエンザが疑われた 10 名の患

者のうち F、G、H、I、K、N、O の 7 名、さらに

発熱をきたした職員 A、B、C、D、E の 5 名全員の

鼻腔拭い検体が迅速診断キットによる判定で A 型

インフルエンザ陽性であり、インフルエンザと診断

された。さらに、これらのうち Lamp 法による緊急

遺伝子検査が実施可能であった C、K、N の検体か

ら A(H3)型のウイルス遺伝子が検出されている（表

１－①、②）。 

 

ｂ. 抗体検査 

 迅速診断キットは、擬陰性、擬陽性の問題もあ

り、結果は必ずしも確定診断とはならない。そのた

め可能な症例について確定診断のためにペア血清

で抗体価を測定した。その結果、迅速診断キットで

陽性となった 7 例のうちペア血清が得られた F、G、

H、K、N の 5 例で HI 赤血球凝試験がそれぞれ 128

倍以上、64 倍、64 倍以上、32 倍以上、8 倍の A(H3)

型ウイルスに対する抗体価上昇を示し、同亜型ウイ 

 
表１－① 呼吸器科病棟入院中の発症患者の検査成績と

抗体応答  

 

 

表１－② 予防投与なし職員の検査成績と抗体応答 

 

ルスの感染が確定した。（表１－①）一方、職員で

も 、定期健康診断時に採取して保存してあった、

ワクチン接種後でインフルエンザ発症前の血清を

急性期とし発症後約 1 ヵ月後に採血した血清を回

復期とするペア血清でも HI 試験を実施した結果、

A、C、D、E の 4 例に A(H3)ウイルスに対する HI

抗体価の 4 倍以上の上昇が認められ、血清学的にも

感染が確定した。なお急性期血清が得られずペア血

清の抗体価上昇の確認をすることができなかった

B においても、回復期血清で同亜型ウイルスに対す

る職員中最高の抗体価が確認されている。（表１－

②） 

 一方、抗ウイルス薬予防投与を受けた職員の中

から、後に 5 名の発熱者が出たが、全例ペア血清で

の抗体価の上昇は認められず、最終的に罹患はなか
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ったと判断された。（表１－③） 

 

 
表１－③ 予防投与職員の検査成績と抗体応答 

 

５）患者の治療と感染制御 

 迅速診断陽性患者に対して治療としてインフ

ルエンザ診断後、主治医よりオセルタミビル

150mg/日が 5 日間処方され、さらに他の患者への

感染を防ぐため、適切なマスク着用の指導がなされ

た。 

 迅速診断陰性の疑い患者に対して集団発生判

明後、症状からインフルエンザが疑われたものの迅

速診断キット判定で陰性となった入院患者が 3 例

あった（J、L、M）。（図３）これらについては検査

が偽陰性であった可能性も否定できず、またインフ

ルエンザ患者が連続して出現していることから総

合的に判断し、インフルエンザ疑い患者として真性

患者と同様に治療と感染対策がなされた。 

 感染対策の実際として、集団感染の始まりが疑

われた 17 日の時点で以下の対策がとられた。 

 

５－１）情報共有と職員指導 

 集団発生の情報は即座に院内メール、院内イン

トラネットシステム（デスクネッツ、NEOJAPAN、

神奈川）を用いて感染対策チーム（ Infection 

Control Team: ICT）から院内に発信した。12 月

18 日、病院幹部や当該病棟長を含む感染対策委員

からなる臨時感染対策会議を招集し、協議の結果、

表２に挙げる感染源対策（コホート隔離・患者周辺

環境対策の強化）、感染経路対策（標準予防策の徹

底・感染経路別予防策の対応）、感受性者対策（二

次感染サーベイランスの強化・抗ウイルス薬の予防

投与、当該病棟への新規入院制限）、病院職員への

注意喚起（情報共有・危機管理と感染拡大防止の意

識付けと感染拡大防止強化）を骨子とする 4 項目の

対策事項を決定し、関係部署に周知した。また 12

月 19 日には、職員に対し ICT ニュースの号外を配

布し院内が緊急事態にあることの意識付けを行っ

た。 

 

 

表２ 臨時感染対策会議で決定された対策事項 

 

５－２）隔離 

 図４に病棟地図と本事例における処置の概略

を示す。12 月 17 日に大部屋 612、613、615 号室

での同時患者を受け、これら 3 人の患者を即座に隔

離目的でそれぞれ個室に移した。また同室者には濃

厚接触者として他病室への出入り制限の協力を促

し症状観察を継続した。 

 

５－３）抗ウイルス薬の予防投与 

 当該病棟の入院患者は全員 2012－13 年シーズ

ンのインフルエンザワクチン接種を受けていなか

った。よって入院患者には重症化リスクがあると判

断し、発症者ならびに疑い患者と同室であった患者

に対して抗ウイルス薬オセルタミビルの曝露後予

防投与を実施した。 

 また、病院管理側、病棟担当医、担当師長との

協議の結果、これ以上の職員の罹患は、病棟の人的

資源の不足に陥る危険性が高いと判断し、発症のな

い病棟職員に対しても抗ウイルス薬の予防投与を 
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図４ 

 

実施した。 

抗ウイルス薬による治療や予防投与に際しては、

薬剤に対するウイルスの耐性の有無が重要だが、本

格的流行前であり流行ウイルスの情報がほとんど

ない状態であったこと、前流行シーズン耐性ウイル

スの流行の報告がなかったことから、当院内流行ウ

イルスに耐性はないものとしての予防投与であっ

た。なお、結果的に本シーズンも仙台地域では耐性

ウイルスの出現報告はなかった。 

予防投与は病棟内流行が問題になった 17 日以降、

インフルエンザ患者と同室であった患者 8 名に対

して行い、オセルタミビルの 1 日 75mg 10 日間の

服用がなされた。職員については、発症者のない病

棟担当職員全 39 名に 12 月 19±1 日から 10 日間実

施した。その後、インフルエンザの新たな発症者は

無く、医療や看護ケアの人的資源不足となる事態は

回避できた。 

 

６） 職員のインフルエンザワクチン接種による獲

得抗体価と感染の関連  

 当院では職員のインフルエンザワクチン接種

に対する理解が深まり、毎年流行シーズン前にほと

んどが 1 回ワクチン接種を受ける。本事例の病棟職

員もシーズン前に全員ワクチンを受けていたため、

ワクチンによる抗体価獲得と感染との関連を調べ

た。春の定期健康診断の際に採血された血清を接種

前血清とし、11 月上旬の職員一斉ワクチンの接種

から 2－3 週間後に実施された秋の健康診断時に採

血された血清を接種後血清とするペア血清で、感染

の診断を受けた 5 名について A (H3) 型ウイルスに

対する HI 試験を行った。その結果、ワクチン接種

による抗体価の上昇が認められたのは 1 例しかな

く、獲得された抗体価も 1：40 でしかなかった。罹

患は、さらにその 2-3 週間後であることから、接種

後血清の抗体価よりさらに高かった可能性はある

ものの、今回罹患した職員は、抗体価の獲得が十分

ではない状況で罹患していた可能性が強いことが

示唆された。 

 

４ 考察 

１）地域の流行状況と院内流行の想定 

仙台市内にまだほとんど患者が出ていない時期

ということもあり、本事例は当院にとっては、イン

フルエンザの感染リスクは想定外であった。本事例

のように、市中で明らかな流行の起きていない時期

に職員あるいは入院患者家族の持ち込みにより病

院で多くの患者が発生した事例は、これまでにも少

なくない。病院関係者は、今後も本事例のような可

能性を十分想定しておくべきであろう。 

医療スタッフ B, C は、熱はあってもインフルエ

ンザの診断を受けるまで、通常勤務を続けていた。

一方で数こそ少なかったものの市内で患者の発生

報告があったことは事実である。感染管理の立場か

らすれば、職員らの風邪様症状の発症をもう少し早

い時点で把握し、地域における次のインフルエンザ

患者である可能性を考え、勤務を控える、勤務内容

を検討する、あるいは勤務時は適切にマスクを装着

するなどの対処をすべきであった。 

 

２）院内での感染拡大阻止のための措置 

入院患者の重症化阻止と感染拡大阻止、病棟の人

的資源の維持を目的に発症者と同室の患者ならび

に病棟職員への抗ウイルス薬予防内服を行い、結果

的にその後感染拡大は起きなかった。だが、それが

予防投与の効果か、あるいは情報共有や感染源対策

等の一般的な対策の効果か、あるいはその両者か結

論は得られない。文献的には小児科病棟でインフル

エンザ集団感染に予防投与が有効性を示した報告

はあり 3)、本事例は成人ではあるが、それらと同様
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の効果があった可能性はあろう。 

罹患者の発熱時点で隔離予防策とオセルタミビ

ル内服治療の開始と平行して、発症者ならびに病棟

の他の患者に対して適切なマスク着用を指導した

ために曝露のリスクが低減した可能性もある。イン

フルエンザの感染対策には、ひとつの決定的な方策

はなく、総合的な対策の積み重ねが有効なことが多

いとされる。 

職員のワクチン接種が高い一方で、入院患者は全

員ワクチン接種を受けておらず、罹患した場合の重

症化が危惧された。幸い重症化した例はなかったも

のの、今後同じような事態が再現されることも想定

し、比較的長期の入院患者に対して流行前のワクチ

ン接種を勧めることも大事であろう。 

 

３）発症者の迅速診断陰性例の扱い 

症状からインフルエンザの発症が疑われたもの

の迅速診断検査でインフルエンザ陰性となった例

をどう扱うかについては、判断が分かれるところで

ある。一般的にインフルエンザ迅速診断検査で偽陰

性の結果が出る割合が小児患者でほぼ 1 割、成人患

者では施設ごとに大きな差があり小児以上とされ

ていること 5）もあって、本事例では総合的判断から、

治療と感染対策処置は罹患者と同じとした。医療お

よび感染対策に従事する者は、インフルエンザ迅速

診断の結果は、とくに陰性の場合には、慎重に解釈

する必要があろう。同検査の結果が陽性となるまで

感染拡大防止対策をとらないでいることは、感染リ

スクの放置になりかねない。 

 

４）診断と検査について 

イムノクロマト法による抗原迅速検査の成績は、

暫定的なものであり確定診断ではない。遺伝子検出

もウイルス学的には然りである。迅速性に劣るが、

ウイルスの分離とペア血清での抗体価の上昇が確

定診断の要件である。今回は、地域流行前の予期せ

ぬ突然のアウトブレイクであったためか、ペア血清

が得られた症例はあるものの十分ではなく、さらに

ウイルス分離用の検体にいたっては当該アウトブ

レイクに関する限りまったく入手できなかった。 

本来は、感染症の流行の確定には、それらのいず

れかが必要とされる。それらを得るために、その必

要性についての職員教育が必要である。 

たとえば、今回、耐性ウイルスではないと仮定し

てタミフルの予防投与を実施したが、これは幸い結

果的に耐性ウイルスではなく事無きを得たものの、

そうでなかった場合には、治療ならびに予防投与の

ための薬剤選択を変えていなければならなかった

のである。これらの検査は、どこでも簡単にできる

ものではない。だが幸い、当院にはウイルスセンタ

ーがあり日常的にそれらが可能な準備ができてお

り、十分に活用すべきである。 

 

５）職員のワクチン接種による獲得抗体価について 

罹患した職員に関し、ワクチン接種による獲得抗

体価を後方視的に調べた結果、当該職員らはみな抗

体価の獲得が十分でない状況で罹患していた可能

性が強いことが示唆された。当該年度のワクチンの

接種時期は 11 月上旬であった。ワクチン接種から

2 週間で抗体価は上がるとされていて、11 月 25 日

の健康診断時の採血血清では、そのための十分な時

間はとられているものと考えて良い。健康成人であ

るにもかかわらずこうした獲得抗体価の低さは問

題である。ワクチン接種と、職員の抗体価の獲得状

況は今後も毎年、接種後の罹患の有無の情報も含め、

広い範囲で注視していく必要があろう。 

 

５ 結語 

本事例では患者、職員の感染拡大の阻止、看護ケア

の人的資源不足の回避ができた。その後、1 月から

の本格的なインフルエンザの流行期にふたたび院

内各部署に患者が出現したが、例年同様の状況にな

った（図２）。それでも、直前に本事例を経験した

ことにより感染拡大防止策徹底の効果があっため

か、問題になるような大きな院内感染はおきなかっ

た。インフルエンザシーズン終了後、当院 ICT は

本事例について、以前のようにそのまま終わりにす

るのではなく、ひとつの有用な経験として総括し記

録に残すこととした。それは、本事例のような経験

から教訓を得て今後の医療に生かすことが重要性

であり、今後類似の院内集団感染がおきた場合も、

同様の総括は病院組織とって非常に大切だからで 
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表３ 次シーズンからのインフルエンザ予防策の提言 

 

ある。本総括の最後に、今後のインフルエンザ感染

予防対策について提言する（表３） 
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