
　池田　岡部先生、小児のインフルエ
ンザ罹患時の異常行動についての質問
ですが、以前、ニュース等で取り上げ
られましたね。
　岡部　10年ぐらい前になりますが、
ちょうどノイラミニダーゼ阻害剤の最
初、オセルタミビルが非常にポピュラ
ーに使われるようになったときに、イ
ンフルエンザにかかって、オセルタミ
ビルをのんだ中学生の方が、高いとこ
ろから飛び降りて亡くなったというよ
うな、非常に痛ましい事故がありまし
た。そのほかにも、インフルエンザ＋
オセルタミビルということで、飛び降
りないまでも、外に飛び出すとか、そ
ういう異常行動の発生が非常に社会的

にも話題になりました。その原因が明
らかでない中で、厚生労働省がオセル
タミビルに関する緊急安全情報という
ものを出したことがあります。それが
2007年の出来事ですけれども、そのと
きに特に10代の患者さんで死に結びつ
くような異常行動が出たので、基本的
には10代にオセルタミビルを使うこと
は避けるようにとの通知が出ました。
　池田　これはおそらく緊急避難的な
処置だと思いますが、それを受けて何
か検討されているのでしょうか。
　岡部　その後、研究者の中で動物実
験的にその原因を探ってみたり、ある
いは疫学調査があったり、薬理的な作
用に関する研究など、いろいろあるの

ですけれども、なかなか実験的に一定
の見解を得るというところまでは至っ
ていないと思います。
　私どもも疫学的な研究として、全国
の先生方に協力を呼びかけるようなか
たちで、インフルエンザにかかった後
に何らかの異常行動が出たという場合
には、その薬を使った、使わないをで
きるだけ書いていただいて、それで異
常行動についてのサーベイランスを10
年にわたってさせていただいています。
　その結果ですけれども、毎シーズン
同じような状況で、オセルタミビルだ
けではなくて、幾つかノイラミニダー
ゼ阻害剤、いわゆる抗インフルエンザ
薬というものが出てきたので、それぞ
れについても記入していただいて報告
をお願いしたところ、毎年、一定の割
合で、特に小学生を超えたような年齢
の男児に多いというパターンで、イン
フルエンザに罹患した方の異常行動が
報告されています。
　それはその年のインフルエンザの流
行に応じて、全体数としては多い年も
あれば、少ない年もありますが、その
中で薬を使っている方は、オセルタミ
ビル、あるいはザナミビル、あるいは
ペラミビルなど、各種のノイラミニダ
ーゼ阻害剤において使用した後で異常
行動が見られるという報告をいただい
ています。
　ただ、この調査を始めた当初から一
定の頻度、これは十数％ぐらいのとき

もあれば、1/3強というようなことも
あるのですが、薬剤を使用していない
方でも異常行動が見られることも報告
がありました。
　毎シーズン行い、それぞれの薬に対
する分布の違いはありますが、異常行
動を起こしている方の中で薬をのんで
いない方にも出ているという、毎年全
く同じような傾向が続いています。
　池田　薬を使っていない方でもこう
いう異常行動が起こり得るということ
ですが、薬を使ったからといって異常
行動の頻度が増えることはないと考え
てよいでしょうか。
　岡部　薬を使っていない方と薬を使
っている方の正確な割合と、その中で
両方のグループで異常行動の発生の違
いとか、処方なしの患者さんで出てい
るか出ていないかについては、ナショ
ナルデータ（NDB）を使って調査中で
すので、現段階ではそこまでははっき
りした結論は得られていません。
　池田　毎年、定点観測も含めて、各
種感染症のサーベイランスが行われて、
それからもう一つは、主にレセプトの
データによって、こういうインフルエ
ンザ薬を使っているという頻度が出て
きて、それと比較することでようやく
真実が見えてくる、ということなので
しょうか。
　岡部　真実というか、疫学的にはよ
り正しい比較調査ができてくるだろう
と思っています。

川崎市健康安全研究所所長
岡　部　信　彦

（聞き手　池田志斈）

　小児のインフルエンザ罹患時の異常行動についてご教示ください。
　１．最近の疫学的知見
　２．インフルエンザの病型（A、Bなど）との関係
　３．各種の抗インフルエンザ薬をはじめとする使用薬剤との関係
　４．上記を踏まえた臨床における注意点
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　池田　今それを先生方が中心に行わ
れているのですね。
　岡部　はい。
　池田　もう一つの質問で、インフル
エンザのA型とかB型のタイプによっ
て、薬剤に関係なく異常行動が起こる
のかという質問ですが、これはわかっ
ているのでしょうか。
　岡部　今の日本ではインフルエンザ
様の患者さんに対して九十数％ぐらい
は迅速診断が行われており、私たちの
調査でも報告していただいた患者さん
はほぼ99％が迅速診断によってインフ
ルエンザであるとのウイルス学的診断
がつけられています。そうなると、流
行の状況によって違うわけですが、確
かにA型での異常行動報告のほうが数
的には多いのです。流行はA型である
場合のほうが多いため、B型の流行時
にはB型でも異常行動の報告をいただ
いています。B型だから出ない、ある
いはA型のほうが起きやすいというよ
うなことは、まだ言いにくいと思いま
す。どちらでも同じような症状は発生
していると言えると思います。
　池田　例えば、ちょっと話がずれる
かもしれませんが、熱性痙攣等、発熱
の度合いと異常行動との関係は何か統
計学的にわかっているのでしょうか。
　岡部　異常行動についていえば発熱
当日、ないし翌日までのインフルエン
ザに罹患した早期の段階での発生であ
って、ある程度熱が続いた何日か後で

は、その頻度はどんどん少なくなって
きます。熱性痙攣の場合は、乳幼児に
多くみられますが、異常行動はもっと
高い年齢になります。また熱性痙攣は
現実に痙攣そのものを起こしてますが、
異常行動はもう少し精神的な領域で、
行動異常あるいは言動の異常とか、そ
ういう症状であって、ひきつけを伴う
ようなものは調査の中には入ってきて
いません。
　それと、急性脳症の初期症状との鑑
別がなかなか難しいときがあるのです。
インフルエンザ脳症では、初期症状は
似ているのですが、持続してだんだん
あるいは急速に進行していきます。異
常行動の場合は一過性で、ふっと我に
返ると元通りになってしまって、自分
で覚えていないことがあります。
　池田　その辺もちょっと違う反応を
しているのですね。
　岡部　そうですね。初期症状として
は、インフルエンザに伴う急性脳症も
警戒しなくてはいけないのですが、臨
床的にはかなり違った経過をたどりま
す。
　池田　そういう意味でも、ちょっと
特異な反応ですね。
　岡部　はい。
　池田　そういった調査も含め、ある
いは社会的にもこういった異常行動が
認知されてきて、実際に事故数とかは
減ってきているのでしょうか。
　岡部　重度の事故は確かに減ってき

ています。それは多分、様子を見ると
か、オセルタミビル、あるいはザナミ
ビルなどの薬を使ったから気をつけま
しょうということではなく、インフル
エンザという病気になったときに事故
は起こり得るので、患者さん、子ども
さんをよく見てくださいということか
ら、大きい事故に至ることは非常に少
なくなっているのだろうと考えていま
す。異常行動から飛び降りて亡くなる
というような方も、このところ、極め
て例外的な状況になっているので、そ
ういう意味では状況はよくなっている
と思います。
　池田　先生方から家族の方に対して
注意点をお話しして、重大事故を防い
でいるということですが、具体的には
家族の方にどのように注意するようお
話しされるのでしょうか。
　岡部　患者さんから、ノイラミニダ
ーゼ阻害剤を使っていいかどうかの相
談もあると思うのですけれども、早く
治れば使ったほうがいいとおっしゃる
ご家族のほうが多いので、結果的には
今、抗インフルエンザウイルス薬を使
う方が非常に多いと思います。もちろ
ん、使わない方もいますけれども、使
ったから異常行動に注意してください、
使わなかったから注意しなくていいと

いうことではなくて、インフルエンザ
という病気によって起こり得る症状と
しての説明が大切かと思います。イン
フルエンザにかかった場合は、ずっと
その子を監視しているわけにはいきま
せんが、患者さんである子どもさんの
様子を時々見てください、特に発病の
最初は注意してくださいというような
お願いをするようにしています。
　池田　最近、多くの方がマンション
で暮らしていますが、そういうときは
どのようにお話しされるのでしょうか。
　岡部　住居によって違いますが、マ
ンションであれば、例えばインフルエ
ンザにかかっているときは戸締まりを
きちんとしておくとか、あるいは踏み
台替わりになるようなものをベランダ
に置いておかないとか、これは高層住
宅に住む場合の一般的な注意ですけれ
ども、それをもう一回、インフルエン
ザのような病気のときには注意してい
ただくということが必要であろうと思
います。
　池田　基本的には先生方が前からお
っしゃっている、お子さんの様子をよ
く見るようにということですね。
　岡部　そうですね。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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　岡部　そうですね。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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