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新型インフルエンザと季節性インフルエンザ
毎年流⾏し
ている
ワクチン接
種

大幸薬品 インフルエンザHOW TOマニュアル
パンデミックを起こす新型インフルエンザより 引用
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項目 季節性インフルエンザ 新型インフルエンザ
発病 急激 急激
症状
（典型例）

38度以上の発熱
くしゃみ、咳（上気道炎症状）
など
全⾝倦怠感、咽頭痛、頭痛など

未確定
（発生後に確認）
38度以上の発熱、上気道炎
症状など

潜伏期 2から5日間 未確定
人への感染性 風邪より強い 強い
発生状況 流⾏性

免疫を持っている人がいる
パンデミック（⼤流⾏）免
疫を持っている人がいない

リスク因子 幼小児
高齢者など

成人などでも重症化する人
の存在（妊婦など）

致命率 0.1%以下 未確定

季節性インフルエンザと新型インフルエンザ
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新型インフルエンザ等対策特別措置法（特措法）とは

１．新型インフルエンザ等対策特別措置法とは
新型インフルエンザ及び全国的かつ急速なまん延のおそれの
ある新感染症に対する対策のため、国⺠の生命及び健康を保
護し、国⺠⽣活及び国⺠経済に及ぼす影響が最小となるよう
に特別な措置を定めた危機管理のための法律。

１．新型インフルエンザ等対策特別措置法とは
新型インフルエンザ及び全国的かつ急速なまん延のおそれの
ある新感染症に対する対策のため、国⺠の生命及び健康を保
護し、国⺠⽣活及び国⺠経済に及ぼす影響が最小となるよう
に特別な措置を定めた危機管理のための法律。

２．対策の基本的方針
① 感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限にとどめ
る。

② 社会・経済を破綻に至らせない。
⇒迅速な対策のための明確な体制を構築する。

２．対策の基本的方針
① 感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限にとどめ
る。

② 社会・経済を破綻に至らせない。
⇒迅速な対策のための明確な体制を構築する。
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３．特措法の対象疾患

新型インフルエンザ発生
の際には、
限られた医療機関によっ
て患者を診療することに
より、患者の2次感染を
防止する。
協⼒医療機関の役割
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新型インフルエンザ等対策 政府⾏動計画、ガイドラインについて
厚⽣労働省健康局結核感染症課新型インフルエンザ対策推進室
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⼤阪府新型インフルエンザ等対策⾏動計画の概要

新型インフルエンザは、ほとんどの人が免疫を獲得していないため、世界的なパンデミック
となり、⼤きな健康被害と、これに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されている。
平成25年4月には、新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「特措法」という。）が施
⾏され、病原性の⾼い新型インフルエンザやこれと同等の危険性のある新感染症が発⽣した
場合には、国家の危機管理として対応するため、国及び地⽅公共団体においては、実施体制
等を整備する必要がある
本府においては、これまでも任意に⾏動計画を策定し、抗インフルエンザ薬の備蓄等パンデ
ミックに備えて事前準備に努めてきたところであるが、特措法の施⾏を受け、対策の充実や
強化を図るため、新たに⾏動計画を策定した。
※今後、政府ガイドラインや専⾨的知⾒をもとにマニュアル等を整備し、対策の充実を図る。

１．計画策定の背景

新型インフルエンザ等
（特措法第2条第1号）

新型インフルエンザ等感染症
（感染症法第6条第7項）

新型インフルエンザ
（感染症法第6条第7項第1号）
再興型インフルエンザ
（感染症法第6条第7項第2号）

２．対象となる新型インフルエンザ等感染症及び新感染症

感染症法：感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

新感染症
（感染症法第６条第９項）

⇒全国的かつ急速なまん延の恐れのあるものに限
定（特措法第２条第１号において限定）
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特措法に基づく初の⾏動計画
特措法で新たに規定された各種の対策や措置とその運用を記載
府と保健所設置市との役割分担を明記

３．⾏動計画のポイント

項目 特色 期待する効果
(1)体制整備 ●知事を本部⻑とした対策本部の設置（法定） ・知事の権限強化

●指定地方公共機関の指定 ・⺠間法⼈も対策に参画
(2)まん延防止 ●新型インフルエンザ等緊急事態宣言時における対策

・不要不急の外出⾃粛要請
・施設の使用や催物の制限要請、指示

・感染拡大の可能な限りの
抑制

(3)予防接種 ●特定接種の対象者（登録事業者）を規定 ・社会機能維持
●住⺠の接種の接種順位の考え⽅を規定 ・適切な接種体制の確⽴

(4)医療・サーベ
イ
ランス体制

●府と保健所設置市との役割分担 ・政令市、中核市との連携
の
強化

●臨時の医療施設の開設等 ・医療提供体制の確保
●サーベイランス体制の充実 ・ウイルス侵入監視強化

(5)留意点 ●基本的人権の尊重
●危機管理としての特措法の性格
●関係機関相互の連携協⼒の確保
●記録の作成・保存
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発生段階 状       態 
政府行動計画の 
発生段階 

未発生期 新型インフルエンザ等が発生していない状態 未発生期 

府内未発生期 

海外で新型インフルエンザ等が発生した状態 海外発生期 

国内のいずれかで新型インフルエンザ等が発生し
ているが、府内では発生していない状態 

  

国内発生早期 

府内発生早期 
府内で新型インフルエンザ等の患者が発生してい
るが、全ての患者の接触歴を疫学調査で追える状
態 

国内感染期 
府内感染期 

新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査
で追えなくなった状態 

小 康 期 
新型インフルエンザ等の患者の発生が減少し、低
い水準でとどまっている状態 

小 康 期 

⼤阪府新型インフルエンザ等対策⾏動計画
における発生段階
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未発生期 府内未発生期 府内発生早期 府内感染期 小康期

医療 対策会議の組
成
地域における
医療体制の整
備
感染期に備え
た医療の確保

等

帰国者・接触
者相談セン
ターの設置
帰国者・接触
者外来の設置
感染症指定医
療機関等の受
け入れ準備要
請

等

帰国者・接触
者外来や感染
症指定医療機
関などによる
診療体制
医療機関への
診療情報等の
提供
必要に応じ、
⼀般の医療機
関における診
療体制に移⾏

等

⼀般の医療機
関における診
療体制へ移⾏
入院は重症者
のみとする
抗インフルエ
ンザ薬の備蓄
使用

緊急事態宣言
発出時
医療の確保要
請
臨時の医療設
備の設置

等

通常の医療体
制に戻す
抗インフルエ
ンザ薬の備蓄

等

発生段階ごとの主な対策の概要
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医療体制整備ガイドラインについて
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医療体制整備ガイドラインとは

法定計画策定前の任意の⾏動計画では：保健所の役
割は限定的

府庁の⾏動計画では：保健所が中⼼的役割を果たす
こととしている。

保健所には、未発生期においては、地域の実情に応じて事前
準備を推進、発生後においては、地域のコーディネーター役
として医療提供を円滑に⾏う
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このガイドラインについて扱う感染症

新型インフル
エンザ等

（特措法第2条
第1号）

新型インフルエン
ザ等感染症
（感染症法第6条第
7項）

新感染症⇒全国的かつ急速なまん延のおそれのあるも
のに限定
（感染症法第6条第9項）
（特措法第2条第1号において限定）

新型インフルエンザ
（感染症法第6条第7項第1号）

再興型インフルエンザ
（感染症法第6条第7項第2号）

新感染症については、想定の範囲が広く、ガイドラインとして具体的対策を示すこ
とは不可能です。また、新型インフルエンザの病原性が強い場合⼀般医療機関では
診療すべきではなく、その時点での国の総合対策に準じる診療が展開されることに
なります。具体的には感染症指定医療機関での診療に限定するなどです。
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医療機関の役割

l 医療機関（⻭科医療機関を含む。以下同じ。）は、新型イ
ンフルエンザ発⽣前には、院内感染対策や流通の不⾜が⾒
込まれる医療資器材の確保や物品の備蓄に努める。

l 発生時において、その役割に応じて医療を継続して提供す
るため、新型インフルエンザ患者及び疑い患者（以下「患
者等」という。）の診療を⾏う場合は、その体制も含めた、
診療継続計画の策定やシミュレーションを⾏う等事前の準
備に努める。

l 登録事業者(特措法第28条第1項第1号に規定)においては、
診療継続計画の策定は、登録の際の要件となっている。

l 帰国者・接触者外来開設医療機関については、病原性が不
明な時期（府内未発⽣期〜府内発⽣早期）に患者を受⼊れ
ることとなることから、個人防護具等を府が配布する。
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医療機関の区分とその役割
l 感染症指定医療機関
• 未発生期
受け⼊れ体制の準備、新型インフルエンザの診療に必要な医療資器材の
整備、訓練などを実施する。

• 府内未発⽣期〜府内発⽣早期
帰国者・接触者外来の開設、感染症法に基づく入院勧告患者の受入れ診
断確定までの間の疑い患者の積極的な受入れ

• 府内感染期
重症の新型インフルエンザ患者の積極的な受入れ

l 協⼒医療機関
• 未発生期
受⼊れ体制の整備、新型インフルエンザの診療に必要な医療資器材の整
備、訓練等を実施する

• 府内未発⽣期〜府内発⽣早期
帰国者・接触者外来の開設。⼊院協⼒医療機関の場合、感染症法に基づ
く入院措置患者の受入れ

• 府内感染期
新型インフルエンザの入院患者の積極的な受入れ

帰国者・接触者外来へはPPEなど
⼊院協⼒医療機関には設備補助⾦など
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医療機関の区分とその役割
l 地域の中核的医療機関（⼤学病院・公⽴病院など）
公的医療機関（⽇⾚病院、済⽣会病院など

• 未発生期
受⼊れ体制の整備、新型インフルエンザの診療に必要な医療資器材の整
備、訓練などを実施する

• 府内未発⽣期〜府内発⽣早期
新型インフルエンザ患者以外の重症患者の積極的受入れなど、地域の医
療体制確保への積極的な協⼒

• 府内感染期
新型インフルエンザの入院対象患者（重症患者）の積極的な受入れ等

l ⼀般の医療機関
• 府内感染期
院内感染防⽌対策を⾏い、通常の診療と併せ、可能な範囲で新型インフ
ルエンザ患者の診療を⾏う、登録事業者に登録した⼀般の医療機関にお
いては、事前に定めた業務継続計画により、診療を継続する努⼒義務を
有する、病診連携等により在宅療養の患者の診療を⾏う
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発生段階ごとの対応
1. 未発生期
2. 府内未発生期
3. 府内発生早期
4. 府内感染期
5. 小康期
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対策会議の組成及び運営
保健所圏域単位で、保健所は保健所管内関係機関対策会
議を組成する。構成は、地域の医療体制に関係する団体
等とする

【構成団体例】
l医療関係団体：地域の医師会、薬剤師会、⻭科医師会、
地域の病院代表、看護協会支部
l医療機関：感染症指定医療機関、独⽴⾏政法⼈国⽴病
院機構の病院・⼤学附属病院・公⽴病院・協⼒医療機
関等地域における中核的医療機関
l⾏政機関関係：市町村、消防、警察、社会福祉協議会

保健所圏域における新型インフルエンザ等対策会議
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対策会議の議題について

新型インフルエンザ発生前の事前準備
府内発生早期における帰国者・接触者外来の役割分担
l 帰国者・接触者外来は原則24時間稼働が必要⇒例えば当番制
l ⼩児における診療体制について
l 外来の設置場所や院内感染対策についての協議
l 医療機関の役割についての再確認
府内感染期における医療体制について
l ⼀般の医療機関における新型インフルエンザ診療について
l ２次救急医療体制の破たんを防ぐための協議
軽症者はクリニックなどで診療、重症者は中核的医療機関
l 新型インフルエンザを診療しない医療機関の設定
透析、産科など
l 臨時の医療施設のリスト化など
l 重症者の受け入れ可能病床について（ＥＣＭＯやＰＣＰＳなどの
体外循環に対応できる医療機関のリスト化）
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発生段階ごとの対応
1. 未発生期
2. 府内未発生期
3. 府内発生早期
4. 府内感染期
5. 小康期
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開設場所 大阪府大手前庁舎内（対策本部事務局で開
設）

開始時期
新型インフルエンザ等の発生が確認された段
階で、政府対策本部、府対策本部設置の設置
を受けて開始

設置時間
帯 24時間（原則）

対応内容 帰国者・接触者外来への受診のため、国が示
す症例定義に従いトリアージを⾏う。

ＦＡＱ 国のＦＡＱ等を参考に対策本部事務局が作成
終了時期 府内感染期に移⾏し⼀般の医療機関で診療を

開始した時点で閉鎖

帰国者・接触者相談センター
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開設場所 あらかじめ登録した医療機関（⾮公開）

開設の条
件

病原性が高い場合に実施することとするが、発生当初は病原性に関する
情報が限られていることから、病原性が判明しない限り、原則設置

開始時期 新型インフルエンザの発生が確認された段階で、政府対策本部、府対策
本部設置と同時に開始

開始・終
了連絡⽅
法

・医療機関には、登録しているメールアドレスに⼀⻫送信等で連絡
・保健所は対策本部へ各医療機関で開設・閉鎖されたことを確認連絡

保健所か
らの配布
資材

・ハンクス液、（検査キット）（個人防護具は直接運送業者が直接配
送）
・予防投与用抗インフルエンザウイルス薬は、保健所配備

対応内容

・院内感染対策の実施
・帰国者・接触者相談センターを経由して症例定義に合致した者の診察
・保健所への全数届出、ＰＣＲ検査のための検体確保
・診察後、⼊院医療機関への転院⼿続き
・診察後、非新型インフルエンザ等患者への対応（他機関受診勧奨等）

帰国者・接触者外来
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帰国者・接触者外来設置の考え方
（患者の空間的・時間的分離）

• 新型インフルエンザ等の患者が新型インフルエンザ等
以外の疾患の患者と接触しないよう、入口・受付窓
口・待合を分けるなどの空間的分離を実施する。

• クリニックなどの診療所に関しては、患者の動線を分
離することが難しいので、時間的分離を検討する（診
療時間内の⼀部を新型インフルエンザ等患者対応専⽤
とする）。

• 新型インフルエンザ等が疑われる患者には、外科用マ
スクを着用させ、患者間・患者－医療従事者間の感染
を防止する。

• 新型インフルエンザ等疑い患者の診療等を⾏う医療従
事者は適切な個⼈防護具を着用した上で対応する。
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帰国者・接触者外来における感染対策

個人防護具については、新型インフルエンザ発生時に配布
平成25年 政府⾏動計画・ガイドラインを踏まえた

「医療機関における新型インフルエンザ等対策⽴案のための手引き」
28



標準予防策について
l すべての人は伝播する病原体を保有していると考え、患者
および周囲の環境に接触する前後には手指衛生を⾏い、⾎
液・体液・粘膜などに曝露するおそれのあるときは個人防
護具を用いることである。

以下の湿性の生体物資をすべて感染性があるものとして扱う
• 血液
• 汗以外の体液（唾液、⿐汁、喀痰、尿、便、腹⽔、胸⽔、
涙、⺟乳など）

• 傷のある皮膚
• 粘膜

l 感染症の有無にかかわらず、すべての患者に適用される
これらの湿性物質との接触が予想されるときには予防具を
⽤い、処置の前後には⼿洗い・⼿指消毒を⾏うことが、す
べての院内感染対策の基本である。
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手指衛生について
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個人防護具について

湿性物質との接触が予想されるときには予防具を用いる。

l 湿性物質に触るとき→手袋

l 口・鼻の粘膜が汚染されそうなとき→マスク

l 衣服が汚れそうなとき→プラスティックエプロン・ガウン

l 飛沫が目に入りそうなとき→アイシールド・ゴーグル

l 顔、目、口、鼻の粘膜が汚染されそうなとき→フェイス
シールド
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発生段階ごとの対応
1. 未発生期
2. 府内未発生期
3. 府内発生早期
4. 府内感染期
5. 小康期
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府内発生早期における患者の動き

2009年の新型インフルエンザ発⽣時には、「発熱外来」として設
置されておりましたが、名称並びに役割を変更して、「帰国者・接
触者相談センター」、「帰国者・接触者外来」となっている。
発生早期は、限定的な場所（帰国者・接触者外来など）
にて診療をします。
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①厚⽣労働省より新型インフルエンザの症例定
義が記載されている文書が通知される（大阪
府より協⼒医療機関へ通知）
②症例定義に基づいて、患者さんを診断
③検体を採取する
④積極的疫学調査
⑤入院について（入院勧告後）

帰国者・接触者外来における患者への対応
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2009年のときの通称H1N1豚イ
ンフルエンザと呼ばれていた症

例定義について
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新型インフルエンザ患者における
検体採取について
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帰国者・接触者外来における検体採取について

新型インフルエンザ発⽣当初ですが、⼤阪府⽴公衆衛⽣研究
所などにおいて遺伝子検査（ＰＣＲ）による確定診断が必要
となります。
ハンクス液（検体保存液）については、各帰国者・接触者外
来に配布します。
（綿棒など検体採取⽤品については、各医療機関において準
備をお願いします）
遺伝子検査用の検体ですが、2検体必要です。
2検体ですが、咽頭ぬぐい液、⿐腔ぬぐい液、⿐腔吸引液など、
制限なしです。
保健所職員における検体採取は困難です・・・検体採取ご協
⼒お願いします。
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検体採取の具体的方法

新型インフルエンザウイルス流⾏時の検査態勢の手引きより
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検体採取時の個人防護具について

l ゴーグルもしくはフェイスシールド

l サージカルマスク（咳症状など⼤量⾶沫発⽣の可能性のあ
る場合にはＮ９５マスク）

l 手袋

l ガウン

を着用する。
新型インフルエンザウイルス流⾏時の検査態勢の手引

「新型インフルエンザ流⾏へ備えた検査態勢構築に関する研究会編」
平成２２年１０月
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積極的疫学調査について
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帰国者接触者外来における積極的疫学調査

保健所職員が積極的疫学調査を⾏います。
患者さんに、保健所職員による積極的疫学調査への協⼒依頼
をお願いします。

帰国者・接触者外来における接触者調査
l 個人防護具を着⽤せずに接触した医療従事者

l 空間的・時間的分離をしていなければ、同⼀時間帯かつ２
ｍ以内に近づいた他の患者

抗インフルエンザ薬予防内服対象者についての調査
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抗インフルエンザ薬の予防内服について
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府が備蓄している予防内服用の
抗インフルエンザ薬について

府が備蓄している予防内服用の抗インフルエンザ薬ですが、
新型インフルエンザ発生の際には、保健所へ配備する。

備蓄用の抗インフルエンザ薬は、府内発生早期において下記
に記す対象者に処方する。
予防内服の対象者
l 患者の同居者
l 同居者を除く患者との濃厚接触者及び患者と同じ学校、職
場に通う者

l 十分な感染対策を⾏わずに患者に濃厚接触した医療従事
者・患者搬送者

45



保健所における抗インフルエンザ薬処方について

l 大阪府として抗インフルエンザ薬は、タミフルカプセル、
リレンザ、タミフルドライシロップを備蓄しております。

l 保健所における予防内服についてはタミフルカプセル、リ
レンザを使用するかたちとなります。

l タミフルドライシロップは原則的に府内感染期において、
流通が枯渇した場合に備蓄⽤が放出される予定です。現時
点では、タミフルドライシロップの抗インフルエンザ薬と
しての使用は検討中です。
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入院における考え方
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入院における考え方
入院先医療機関
入院措置患者の入院先は、原則、下記の順番とする。感染症
指定医療機関が満床になれば、次に新型インフルエンザ⼊院
協⼒医療機関に搬送する。

第１順位 感染症指定医療機関
第２順位 新型インフルエンザ⼊院協⼒医療機関

しかしながら、患者の利便性、医療機関の了解の有無等、搬
送時の状況に応じて、府は、柔軟に⼊院先医療機関を決定す
る。
感染症指定医療機関は、概ね、三次医療圏もしくは⼆次医療
圏ごとに広域的に配置されているため、感染症指定医療機関
への⼊院調整は対策本部事務局で⾏う。
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入院における院内感染対策

lインフルエンザ様疾患の患者病室に入室する際には、サー
ジカルマスクを着用する。マスクを外す際、表面がウイル
スで汚染されているため触れないよう注意し、マスクを外
した直後には必ず手指消毒を実施する。

lナースセンターや廊下においては、マスクの常時着用は必
要ない。

lエアロゾルが⼤量に発⽣するおそれのある⼿技を⾏う場合
には、適宜Ｎ95マスクの着用を考慮する。
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発生段階ごとの対応
1. 未発生期
2. 府内未発生期
3. 府内発生早期
4. 府内感染期
5. 小康期
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府民
一般の医療機関 新型インフルエンザ重症患者の

診療可能な有床の医療機関

重症患者

軽症患者

自宅療養

府内感染期における患者の動き
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外来における院内感染対策

l 全ての医療従事者が標準予防策を徹底し、必要に応じて⾶沫予防策と
接触感染対策を追加する。

l 発熱や呼吸器症状を有する患者には、サージカルマスクを着用させる
とともに、咳エチケットを推奨する。

l 発熱や呼吸器症状を有し新型インフルエンザを疑う患者を診療するエ
リアに従事する医療従事者は、サージカルマスクの着⽤が望ましい。
新型インフルエンザ以外の患者の診療エリアでは、医療従事者のサー
ジカルマスク着⽤は不要。新型インフルエンザの流⾏期間中に窓⼝業
務に従事する医療従事者には、サージカルマスクの常時着⽤を考慮す
る。

l エアロゾルが発⽣するおそれのある医療⾏為（気管内挿管、気道吸引
など）を⾏う場合には、適宜Ｎ95マスクの着用を考慮する
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発生段階ごとの対応
1. 未発生期
2. 府内未発生期
3. 府内発生早期
4. 府内感染期
5. 小康期
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保健所における新型インフルエンザ等対策会議の開催

府内発生早期から感染期における新型インフルエンザ対策に
ついて、各保健所ごとに検証する。
その検証結果を、府対策本部へ報告する。
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A)新型インフルエンザ等対策特特別措置法ならびに
⾏動計画について

B)医療体制整備ガイドラインについて
C)発生段階ごとの対応
D)成⼈の新型インフルエンザ治療ガイドライン
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成⼈の新型インフルエンザ治療ガイドラインより 57



1. 重症度の観点からみたインフルエンザ患者の分類

成⼈の新型インフルエンザ治療ガイドラインより 58



患者群ごとの抗インフルエンザ薬の使用指針
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肺炎合併のない新型インフルエンザの治療

治療対象：
① 新型インフルエンザがウイルス分離やＰＣＲ等のウイルス学的検査で
確定したもの

② インフルエンザ様症状があり、迅速診断（イムノクロマト法）でイン
フルエンザＡが陽性であるがサブタイプが不明なもの

③ インフルエンザ様症状があり、10⽇以内に新型インフルエンザ流⾏地
域への旅⾏歴あるいは新型インフルエンザ患者との密接な接触がある
もの

ノイラミニダーゼ阻害薬の投与は、発症よりできるだけ早期（48時間以
内）に開始するべきである
発症前に健常であった⼈にも治療を薦められるが、とりわけインフルエン
ザ合併症のリスク（65歳以上の⾼齢者、妊婦、免疫不全者など）には早期
治療が重要である

60



季節性インフルエンザの重症化リスク

新型インフルエンザの重症化リスクも同等と考える。
年齢については、⾼齢者のみがハイリスクでないことに注意
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インフルエンザ肺炎の病型
原発性インフルエンザウイルス肺炎（ウイルス性肺炎）
インフルエンザウイルスによる感染。季節性インフルエンザ
においては比較的稀。インフルエンザ発症後3日以内に急速に
進⾏し、呼吸不全となる。
⼼肺疾患を持つ者や妊婦が多いが、若年者でも発症する。
ウイルス細菌混合性肺炎
インフルエンザの経過中に細菌性肺炎を併発するもの。発熱
や咳嗽の遷延、喀痰の膿性化などを認める。本病型も65歳以
上の高齢者などハイリスクの合併者において多い。原発性イ
ンフルエンザ肺炎と細菌性肺炎の混在した臨床像を呈す。
二次性細菌性肺炎
インフルエンザが一旦軽快し、その数日後に細菌性肺炎を続
発するもの。65歳以上の高齢者など、合併症のハイリスク者
に多い
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肺炎の重症度評価
重症市中肺炎の診断基準

（IDSA/ATS）

成⼈の新型インフルエンザ治療ガイドラインより
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肺炎を合併した抗インフルエンザ薬の使用
軽症：肺炎を合併しているが、コンプライアンス良好な患者
オセルタミビル（タミフルⓇ） 1回75㎎ 1日2回 5日間
（ただし10歳代への投与は原則⾏わない）
ペラミビル（ラピアクタⓇ） 1回300㎎ 単回
中等症：生命に危険は迫っていないが、肺炎を合併している患
者（コンプライアンス不良者）
ラピアクタⓇ点滴静注1回300㎎（重症化する恐れがある患者
には600㎎）、単回（症状に応じて反復できる）
重症：命の危険のある患者
ラピアクタⓇ点滴静注1回300㎎・単回（症状に応じて連日反
復投与可能）
なお、最重症患者（ICU管理を要する）では、ファビピラビル
（アビガンⓇ）併用を考慮する
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細菌性肺炎の治療

成⼈市中肺炎診療ガイドライン ⽇本呼吸器学会発⾏
医療・介護関連肺炎診療ガイドライン ⽇本呼吸器学会発⾏
などを参照
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肺炎に対するその他の薬物療法について

ウイルス性肺炎は、宿主免疫の過剰反応によるサイトカインストームに起因しており、病
理組織学的にはびまん性肺胞障害、臨床像としてはARDSの病態を呈する

副腎皮質ステロイド薬
重症化・致死率↑、細菌性肺炎合併↑、ウイルス量増加↑、ウイルス変異
↑との報告があり、推奨されない
喘息合併例での使⽤や敗⾎症合併例などの相対性副腎不全状態においての
み少量ステロイド薬は効果あり
マクロライド系薬
ウイルス性肺炎：改善効果乏しい
細菌性肺炎合併例：重症例、ARDS合併例にて効果ありとの報告あり
スタチン薬、好中球エラスターゼ阻害薬
有用性は証明されていない
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呼吸管理について

成⼈の新型インフルエンザ治療ガイドラインより 67



最後に

新型インフルエンザ発生時ですが、協⼒医療機関の
皆様の協⼒なしでは対応できません。
保健所における新型インフルエンザ等対策会議など
へのご協⼒お願いします。
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