
はじめに

インフルエンザは通常の風邪とは

違って一般に全身症状が強く、時に予

後不良の場合もあるため、その対策は

公衆衛生行政上の重要な課題であり、

我々第一線の開業医にとっても、ワク

チン接種から外来診療での診断治療に

おいて決してないがしろに出来ない疾

患である。現在(2018年１月31日)、ここ

伊那市においてもいくつかの保育園の

休園や学校の学級閉鎖が実施されてい

ることから流行は最盛期にあると思わ

れる。先日（１月28日）、当院は日曜

当番医であったが、乳幼児から高齢者

まで多数のインフルエンザ患者が来院

した。この地域の流行の実態を反映す

るであろうものとして一医院の観察研

究をまとめたので報告する。そして、

インフルエンザの診断治療に関して若

干の問題提起もしたい。

対象および方法

対象は2018年１月28日(日)に元の気ク

リニックに来院した患者のうちインフ

ルエンザ迅速検査の必要性を認めた93

名。インフルエンザウイルスキットは

イムノエースⓇＦｌｕ（株式会社タウン

ズ）用い、鼻腔ぬぐい液から作製した

試料をテストプレートに滴下して３～

８分後の結果を、判定部の発色線の濃

淡により「はっきり」、「中間」、

「うっすら」、「極めてうっすら」に

分類した。前３者は容易に目視で判定

できたが、「極めてうっすら」は目を

凝らす必要があった。その後判定済み

のテストプレートを室温(16～18℃)にて

一晩保存し、再判定した。

93名の迅速検査結果の内訳は、A陽性

９名、B陽性41名、A,Bともに陰性43名

で、A,B両方の同時陽性者はいなかった

（表１）。再判定では「A,Bともに陰性

43名」の内５名がBとして陽性化し、す

べて「極めてうっすら」に分類された

が、迅速判定の２例と合わせて「極め

てうっすら」は計７例としたため(表

２)、最終的にB陽性は46名となった。A

陽性者は少ないので細目の解析はこの46

名のB陽性者について行なった。

追加の５名は症状所見からインフル

エンザとして矛盾せず、内２名はそれ

ぞれ妹、弟から伝染し、１名は学校

で、１名は職場で感染したことが推定

された。もう１名は感染源は不明で

あったが、今年のBの特徴である腹痛も

あることからこれも人工物ではなく真

正の発色と判断した。検査キットの添

付文書には「判定時間を過ぎたテスト

プレートは・・判定には使用しないで

ください」とあることは承知している

が、既定の判定時間内で判定した「極

めてうっすら」の発色線（２例）と全

く変わらない目視所見であったことも

「真正」を示唆すると考えた。なお、

「はっきり」、「中間」、「うっす

ら」、「極めてうっすら」はそれぞれ

強陽性、陽性、弱陽性、微陽性と言い

換えていただいて結構である。

結果および考察

2018年１月31日現在の定点当たりのイ

ンフルエンザ患者報告数は52.35人で調

査開始以来最多で、全国で大流行との

こと。長野県は最多の福岡県77.35人に

比べれば47.88人と平均以下の27位では

あるが、先日の当番医におけるインフ

ルエンザ患者数は当院開院以来最多の

ものであった。検出ウイルスの型はBが

最多、ついでAH1pdm09型、AH3の順と

のことである（国立感染症研究所）。

今回の調査では迅速検査被検者93名の

内、インフル陽性者50名(53.7%)（表

１）、インフル陽性の内Bは41名(82%)を

占めた。そして、翌日の再判定（再目

視）でBは５名増えたので（Aは１例も

なかった）、計46名(83.6%)となり、これ

を解析母集団とした。したがって、イン

フル陽性者は被検者の内55名（59.1%）と

なる(表２)。

男女別の判読所

見の状況は表３の

通りである。興味

深いことに、男で

は27名中９名が、

女では19名中13名

が「は っ き り」

で、女で有意に強陽性が多かっ

たのである（P<0.02）。女では有

意に鼻腔粘膜のウイルス量が多

いということなのか。男女の年齢的背景を検討した（表

４）が、その結果が示すことは、性による陽性所見の強弱

の差は、男で年齢構成が女に比べて有意に若年層が多かっ

た(逆に女では高年齢層が多かった)ことと関係が

あった(P<0.05)。つまり、若年層では特に男女間

の差が顕著で、男ではウイルス量が少ない、すな

わち局所免疫がしっかりしている。女ではウイル

ス量が多い、すなわち局所免疫が弱いと言えるか

も知れない(表５)。なぜなら、強陽性ということ

は鼻腔粘膜局所のウイルス量が多いことを意

味しており、これは局所の免疫防御機構がウ

イルスを十分排除できないことを示唆してい

ると思われるからである。

一方、それでは全身性

の免疫反応としてのイン

フルエンザの重篤度は発

色線の濃淡とどう関連し

ているであろうか。全身性の反応の

指標として各症例の最高体温を取り

表１．陽性者50名の陽性判定の内訳（被験者数93名）

※「極めてうっすら」：目を凝らしてやっと判定できる

表２．再判定後のB陽性者

表３．陽性者の男女別判読所見

は多数例で検討すれば有意差が出るか

も知れないと思われるP値であり、現在

のワクチンでもその接種の意義につい

て積極的な意味づけを示唆するのかも

しれない。

当院の勤務者は全員、ワクチンの二

度接種を義務付けたが、今のところ一

人もインフルエンザに罹患していな

い。もしかしたら、政府のワクチン単

回接種推奨ということが些かでも今季

の大流行と関係しているかもしれな

い。もしそうなら単回接種は見直され

るべきであろう。

次に「誰からうつったのか」という

点について、聞き取りからのあくまで

推定になるが、纏めてみた（表８）。

20歳未満では学校、保育園、そして同

胞からの感染が当然ながら大多数を占

め、20歳以上では職場が主たる感染源

であった。「風邪」をひいたら軽くて

も登校、登園、出勤をしないという生

活習慣を難しいが、身に着けることが

大切であるし、そしてそれが社会の慣

習として定着することが望まれるので

ある。日本社会の中で家庭の機能に社

会がどうかかわるかということが試さ

れているのかも知れない。今日共働き

が多い中、主婦へのみ負担を求めるの

は困難だからである。

高齢者を、そして高齢者を抱える家

庭を介護保険が大いに補佐したよう

に、子供および育児世帯を支えるため

の何らかの、現状を超える社会機能

（制度）が今、求められているのでは

ないだろうか。インフルエンザについ

て言えば現状は、しわ寄せが子供と、

そして子供からうつった大人に、さら

に職場に及び、地元の企業活動にも影

響を与えている可能性がある。母親へ

の心理的負担も無視できないし、女性

（主婦）の社会進出にも影を落として

いる。現状、心ある医療機関で病児保

育が行われているが、詳細について全

表４．B陽性者の男女別年齢構成

表５．20歳未満の男女別強陽性者の割合

表６．インフルエンザ罹患者におけるワクチン接種状況

表７．ワクチン接種の有無と発熱

上げ、発色線の濃淡別に検討したとこ

ろ、「強陽性＋陽性」群、平均38.55℃

（ｎ=30）に対して「弱陽性＋微陽性」

群、平均38.11℃（ｎ=16）で（P<0.1、対

応のないｔ検定）、ウイルス量の多いと

思われる「強陽性＋陽性」群では全身

反応が強い傾向を示した。ある程度の

症例数が各群に分布する男で検討する

と、各群の最高体温は図１のように点

描される。発色線の色が淡くなるにし

たがって平均最高体温も低くなる傾向

が見られた（P<0.1）。

さて、今季の大流行を考えるに当

たって、果たしてワクチンはその役割

を果たしたのであろうか。インフルエ

ンザを発症しなかった集団でのワクチ

ン接種率が不明であるため、さらに言

えばウイルスに暴露しても感染しな

かった人たちがどれだけいるのかが不

明の為、インフルエンザワクチンの有

効性を判断する判断材料がないという

べきである。今回の調査で言えること

は、インフルエンザ罹患者46名の内20名

（43.5％）が今季のワクチン既接種者で

あったということである（表６）。そ

して、発色線の濃淡とワクチン接種の

有無とは関係がなかったのである。こ

のことはおそらく、ワクチン接種によ

る免疫付与は局所免疫には関係しない

ということを示唆しているかもしれない。

ウイルスは鼻粘膜細胞に感染した

後、局所での一定の反応を経て発熱を

はじめ筋肉痛や関節痛、頭痛など全身

反応を引き起こす。ワクチン接種に

よって全身反応が非接種者に比べて抑

えられていたらワクチンの効果があっ

たと考えることが出来るかも知れな

い。そこで、発熱の程度とワクチン接

種の有無との関係を見たところ、平均

最高体温は夫 3々8.39℃と38.40℃と同程

度であったが、38.3℃以上の人を見ると

今季ワクチン接種歴のある人は有意差

はなかったが、ない人に比べて若干少

人数（P<0.3）であった（表７）。これ
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く知識不足であることをお許し願う中

で言わせていただければ、例えば保育

園に看護師常駐による病児保育機能を

付与すれば、お母さん方がどれだけ助

かるかと想像するのである。

「こども保険」という増税路線が病

児保育を視野に入れているのかどうか

は知らないが、若い世帯の経済的負担

にも十分配慮する必要があろう。若い

人たちが元気にならないと社会も元気

にならない。若い人たちへの経済的負

担の増加は彼らの消費活動の減少をも

たらし、ひいては経済全体の冷え込み

にもつながるので、所得が増えた後の

ことであろう（「こども保険」が原理

的に適切であるかどうかは別として）。

ここ20年日本がデフレから脱却でき

ないのは、国民の可処分所得が減って

いるからだという指摘があり、所得が

伸びなければ消費も伸びず、モノや

サービスの需要が伸びなければ企業の

収益も上がらず、設備投資もしない。

新商品の開発にもブレーキが掛かる。

いつまでたっても給与は増えない。三

橋貴明の論説によると2013年と比較して

「実質消費」が７％減ったのである。

その論説では非常に有効な解決策が提

案されているが、国民がマスメディア

から流される情報に一定の距離をもっ

て冷静に対応し、やはり情報操作とい

うものがあるのだということに気付き、

そしてその「有効な解決策」の存在に

気付き、その後大きな世論のうねりと

ならないと、新自由主義まっしぐらの

政策は変えられず、日本は社会インフ

ラも国民所得も含めて貧困化の一途た

どると三橋は力説するのである。

さて次に、発病してから来院までの

経過時間について考えてみたい。大

体、一般的に患者が受診するときは、

重症度と遷延が動機となっているのであ

る。しかし、患者心理として早期はも

ちろん、どうせ辛抱した

のだからと手遅れ近く

なっても、なるたけ医者

には掛かりたくないと思

うのが常であり、その観

点から早期に受診した場

合はかなりの重症例が含

まれている可能性があるし、一方、我

慢していよいよとなって受診した場合

もその中にかなりの重症例が含まれて

いる可能性があると言える。表９に示

すように多くの陽性者は10時間以上、30

時間未満に含まれていたが、強陽性の

割合は10時間未満、30時間以上の人で特

に高かったということは、後２者の来

院時間帯の患者にやはり重症例が多い

ことが示唆される。

今回の集計で陽性例の中に前日、他

院でインフル迅速検査陰性の人が２人

いたが、一方、陰性検体の内５件が翌

日の目視で微陽性と認められ、この５

名の患者のうち３名では、陰性でも臨

床的にインフルエンザと考えたので当

院ではイナビルを投与したのである。

今日、診断医療技術が進歩し診断に精

密性が求められているため、インフル

エンザの診断にあたっても迅速検査陰

性であるとインフルエンザの診断がで

きないとする判断に一理はあるとは思

うが、診断学上あるいは臨床判断学上

「精密」あるいは「正確」と言えるの

であろうか。なぜならインフルエンザ

迅速診断キットで陰性でも遺伝子検出

キットでは10～14％の検体でAないしB

が陽性となった成績が示されているか

らである（インフルエンザ診療マニュ

アル第11版。日本臨床内科医会インフ

ルエンザ研究班編）。今回43名の迅速

検査陰性者の内、翌日の再目視で陽性

化した５名は11.6%に当たり、上記遺伝

子検出キットの成績とほぼ一致してい

たことは注目される。

以上、あくまで一地域の一診療所の

小さな臨床調査研究ではあるが、興味

深く思っていただければ幸いである。

ご一読有難うございました。

長野県保険医協会副会長

野口 修（元の気クリニック）

表８．感染源（推定）

表９．発病から来院までの経過時間と陽性度

38.82

38.45

38.28
38.19

極めて
うっすら

図１．発色線の濃淡別の最高体温(男)(対応のな

いｔ検定）
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平成28年度の個別指導指摘事項は、長野県保険医協会が個別指導関係行政文

書の開示請求で得た関東信越厚生局長野事務所分の各医療機関に対する指導結

果通知の内容を項目ごとに整理したもの。指導内容については医療機関の診療

傾向や患者の状態等、結果通知のみからでは判断できない様々な要因があって

指摘される場合が多い。特に検査・投薬・注射等は指摘事項文章のみを取り上

げて一律に医学的な是非を問うことはできない。その点に留意の上、参考資料

としていただきたい。

編注：〔 〕内の数字は指摘を受けた医

療機関件数を、▲は自主返還の対象と

なった指摘を示している。

4.医学管理等

(1)特定疾患療養管理料について、次の不

適切な例が認められたので改めること。

① 診療録に管理内容の要点記載が不十

分である｡〔10〕

② 診療録に管理内容の具体的な要点記

載が不十分である。

③ 診療録の管理内容の要点記載が画一

的である。〔2〕

④ 診療録の管理内容の要点記載が画一

的であり､記載が不十分である。〔6〕

⑤ 診療録に管理内容の要点記載がな

い｡〔▲10〕

⑥ 指導内容が主病に対する指導内容と

相違している。〔▲2〕

⑦ 患者の主病でない疾病に対して算定

している。▲

(2)特定薬剤治療管理料について、次の不

適切な例が認められたので改めること。

① 診療録に薬剤の治療計画の要点記載

が不十分である。

(3)悪性腫瘍特異物質治療管理料につい

て､次の不適切な例が認められたので改

めること。

① 診療録に治療計画の要点記載が不十

分である。

② 診療録に治療計画の要点記載がな

い｡〔▲2〕

③ 診療録に腫瘍マーカー検査の結果及

び治療計画の要点記載が不十分である｡

④ 診療録の腫瘍マーカー検査の結果の

要点記載がない｡▲

⑤ 診療録の腫瘍マーカー検査の結果及

び治療計画の要点記載がない。▲

⑥ 悪性腫瘍であることが確定診断され

ていない患者に対して算定されてい

た。▲

(4)小児科療養指導料について、次の不

適切な例が認められたので改めること。

① 診療録に指導内容の要点記載が不十

分である。

(5)難病外来指導管理料について､次の不

適切な例が認められたので改めること。

① 診療録に指導内容の要点記載が不十

分である｡

② 診療録に診療内容の要点記載がな

い｡▲

(6)皮膚科特定疾患指導管理料(I)につい

て､次の不適切な例が認められたので改

めること。

① 診療録に診療計画及び指導内容の要

点記載が不十分である。

(7)在宅療養指導料について､次の不適切

な例が認められたので改めること｡

① 保健師又は看護師による､療養指導

記録への指導の要点記載､指導実施時間

の記載が不十分である｡

② 算定要件を満たさない患者に対し算

定がされていた。▲

(8)がん性疼痛綬和指導管理料について､

次の不適切な例が認められたので改め

ること｡

① 診療録に麻薬の処方前の疼痛の程

度･麻薬処方後の効果判定･副作用の有

無･診療計画及び指導内容の要点の記載

がない｡▲

(9)乳幼児育児栄養指導料について、次

の不適切な例が認められたので改める

こと。

① 診療録に指導の要点記載が不十分で

ある。

(10)開放型病院共同指導料について､次

の不適切な例が認められたので改める

こと。

① 診療録に指導等を行った事実の記載

が不十分である｡

(11)退院時リハビリテーション指導料に

ついて、次の不適切な例が認められた

ので改めること。

① 診療録に指導内容の要点記載が不十

分である。

(12)診療情報提供料(Ⅰ)について､次の不

適切な例が認められたので改めること。

① 紹介元医療機関への再受診を伴わな

い患者紹介の返事について算定してい

る。〔▲2〕

はっきり 中間 うっすら

構 成
Ⅰ診療内容に関する事項

1. 診療録等
2. 傷病名
3. 基本診療料
4. 医学管理等
5. 在宅医療
6. 検査
7. 投薬・注射
8. リハビリテーション
9. 処置

10. 手術
11. 病理診断 
Ⅱ診療報酬の請求に関する事項

1.診療報酬請求
2.一部負担金
3.届出事項
4.院内掲示

順
次
掲
載
の
予
定

本
号

前
号


