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高齢者施設での
ヒトメタニューモウイルス集団感染

への対応経験

市立大森病院

臨床検査科 高橋一成

　2015年５月に当院連携施設の特別養護老人ホーム
（以下特養）でヒトメタニューモウイルス（以下ｈ
ＭＰＶ）集団感染が発生しました。これまでの報告
では、実際の対応や集団感染解除についての情報が
少なく、当院でも対応に苦慮しました。今後の記録
としてｈＭＰＶ集団感染への対応経験を施設間連
携、臨床経過などを踏まえ報告します。 
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　当院は秋田県南部の横手市にあります。旧大森町、
そして現在は横手市の保健医療福祉総合施設「健康
の丘おおもり」の中心施設として各施設と連携を行
いながら、設立当初より保健、医療、福祉を統合し
た地域包括ケアサービスの提供を行っています。

市立大森病院 施設概要

• 診療科：13科

• 病棟：3病棟 （病床：150床うち一般病床100床，療養病床50床）

• 平均病床利用率96.5％（一般病床 Ｈ26.6～Ｈ27.6）

• 夕暮れ診療の実施（平日17：00～19：00）

 

　当院は内科、整形外科をはじめ診療科13科を標榜
しています。病床数は150床、うち一般病床100床、
うち療養病床50床です。一般病床の平均利用率は
95.5％（平成26年６月から平成27年６月）です。平
日は毎日17時から19時までの夕暮れ診療を行ってい
ます。 

特別養護老人ホーム 施設概要

• 特別養護老人ホーム白寿園

• 入所者数120名 （一般棟60名，認知棟40名，ユニット個室20名）

• 看護師 9名，介護職員 47名，他 30名

　特養の施設概要になります。入所者数120名、う
ち一般棟60名、認知棟40名、ユニット個室20名です。
職員は看護師９名、介護職員47名、他30名です。 
一般棟は寝たきりの入居者が多く、ほとんどは４人
部屋内での生活となります。認知棟は活動可能な方
が多く、１日の大半を中央ホールで過ごします。
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ｈＭＰＶ感染の発見

5/17～18

インフルエンザ・ＲＳＶ・肺炎球菌・レジオネラ抗原定性キット検査は全て陰性

発生3日目 当院および特養で協議

発生5日目 保健所から ｈＭＰＶ 検出の報告

（当院でｈＭＰＶ抗原定性キットを導入し，後の検査に対応）

特養担当医師がインフルエンザ集団感染を疑う

受診者：16名（呼吸器症状） 入 院：8名（肺炎）

特養から保健所に原因不明の集団感染として連絡

保健所でｈＭＰＶ集団感染と判断

　ｈＭＰＶ感染発見の経緯です。特養で有症状者が
急増し、２日間で16名が当院を受診、うち８名が入
院となりました。特養担当医師は、当初インフルエ
ンザ集団感染を疑われましたが、院内検査ではイン
フルエンザを含め、ＲＳＶ、尿中レジオネラ菌抗
原、尿中肺炎球菌抗原が全て陰性でした。特養では
有症状者が増加中との報告があり、担当医師も何ら
かの呼吸器感染症による集団感染の可能性が強いと
して、当院感染対策委員会に報告されました。その
後、特養より何らかの呼吸器感染症による集団感染
が疑われることを横手保健所へ連絡され、横手保険
所の介入による原因調査が行われました。発生５日
目、秋田県健康環境センターウイルス斑より９名中
６名のｈＭＰＶ検出報告がありました。同時に検査
を行った、肺炎クラミジア・ＲＳＶ、パラインフル
エンザウイルス（１～４型）、ヒトボカウイルス、
ライノウイルス、肺炎マイコプラズマについては全
て陰性でした。保健所によりｈＭＰＶ集団感染と判
断されました。

有症状者発生の経過

　特養による有症状者発生の経過です。有症状者が
急増していることにより短期間での感染拡大が推測
されます。施設間の連携した対応により有症状者は

減少し、６月11日以降新規感染者は発生せず、７月
３日に当院および特養でｈＭＰＶ集団感染の終息宣
言を行いました。 

受診者情報および入院状況

・ 認知症や寝たきりによる高齢の要介護者

・ 入院の長期化（平均入院日数21.6日）

・ 感染症解除まで感染予防対応が必要

24 /40 名（40％）

22 /60 名（37％）

1 /20 名（5％）

15／32名 86.4 歳

認知棟

一般棟

ユニット

特養受診者数 男／女 平均年齢

21.6日17 名

平 均
入院日数

入院数

　特養受診者は高齢の要介護者であり、ほとんどが
寝たきりや持病のある方です。ｈＭＰＶ感染により
食事出来なくなるなどで体力の低下や持病の悪化な
どにより状態が悪くなります。そのため、入院期間
３週間以上と長期化する傾向にあります。感染症解
除までは感染予防対応が必要となり通常の業務を圧
迫しました。 

受診時および入院時の臨床症状

受診時の主な症状

発熱（37℃以上）

粘稠痰の増加

咳 嗽

86.5 ％

70.1 ％

73.0 ％

入院時所見

肺 炎

他の呼吸器症状

件数

12 件

4 件

腎不全

D I C

脳梗塞

3 件

1 件

１件 ｎ＝39 （当院受診者数）

　受診時の主な症状は発熱、痰の増量、咳嗽でした。
発熱の多くは37℃台から38℃台でしたが、37.5℃以
上の発熱がみられない方からもｈＭＰＶが検出され
る事例がありました。入院17件中12件に肺炎所見が
みられました。症状に特徴はありませんが、担当し
た看護師らは粘稠痰が多量に吸引されると報告して
います。
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外来受診時の吸引痰性状

• 粘稠度の高い粘液様の吸引痰

• 多量に吸引された

• 窒息の恐れがあり，頻回の吸痰が必要な状態

 

　こちらが外来受診時に採取された吸引痰の画像で
す。膿性部分は少なく、粘液が８割以上を占めてい
ます。粘稠痰の増加による窒息の可能性が懸念さ
れ、担当看護師は３時間ごとに喀痰吸引を実施しま
した。

集団感染への対応

5/17～18

発生5日目

※ 施設間連携により特養にも同様の予防策を指示

空気感染予防策を実施

呼吸器症状あり 原因を特定できない

ｈＭＰＶ検出の報告

飛沫・接触感染予防策に切り替え実施（入口閉切り継続）

専用病室を確保（個室および4床部屋×2）

病室入口を閉切り（面会・付添禁止，職員出入制限）

　集団感染への対応です。当初は原因を特定できな
かったため空気感染予防策を実施しました。ｈＭＰ
Ｖ感染症と判明後、飛沫および接触感染予防策に切
り替えました。 当院と同様の予防策を特養にも指
示しました。

当院の感染対応

• 飛沫感染および接触感染対策

• 1日1名を担当者とし職員の出入りを制限

• 病室入口を閉切り，面会や付添を禁止

ドア閉切り・人の出入りを制限

担当者1名が当日の

病室内業務を担当

感染性廃棄物入れを設置

　当院での感染予防策の実施状況です。１日１名を
病室担当者として、病室内の業務を行いました。飛
沫・接触感染ですが、病院のような閉鎖空間では飛
沫核感染の可能性も否定できないため、病室ドアを
閉鎖しました。それにより他の職員の出入りの制限
や面会、付添の禁止を実施しました。 病室の前に
必要な防護具を設置し、室内には感染性廃棄物入れ
を設置しました。点滴や処方、必要物品などは病室
入口で受け渡しをしました。

特養の施設内状況

• 棟ごとに隔離（職員は看護師のみが行き来あり）

• 認知棟は中央ホールが生活の場であり接触しやすい状況

• 手指消毒剤など設置しにくい状況 → ｈＭＰＶ判明後設置

　特養施設はエリアごとに隔離されています。当初、
有症状者が発生した認知棟では、入居者が中央ホー
ルで生活の大半を過ごしており、接触しやすい状況
下にありました。全エリアに関与するのは看護師の
みで、発生から数日後に看護師９名中２名からｈＭ
ＰＶが検出されています。 介護職員で有症状者が
数名発生しましたが、ｈＭＰＶは検出されませんで
した。看護、介護ともに有症状者はｈＭＰＶ検出に
関わらず１週間病欠とし、症状消失を確認後に職場
復帰されています。

情報
共有

施設間連携

市立大森
病院

特養 横手
保健所

報告・相談

病床調整

患者状態

予防策の
相談など

状況確認
情報提供

同市内
病院

患者紹介

　施設間連携の概要です。各施設担当者が情報共有
のため毎日連絡を取り合いました。特養からは、有
症状者の発生、経過状況の報告を保健所および当院
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へ行い、予防策で不明な点などの相談などを当院と
行いました。当院では病床調整状況、入院患者の状
況などを特養と行いました。
　保健所では特養や当院の状況確認やｈＭＰＶ集団
感染に関する情報提供などが行われました。

ｈＭＰＶ感染症解除期間

＜解除規定の条件＞

• ウイルス排出期間 １～２週間

• 症状持続によるウイルス排出期間の延長

• 集団感染解除の目安

1. 最大潜伏期間の２倍の期間：6日間×2 → 12日間

2. 高齢，認知症等の状態把握の困難さを考慮

• 当院のｈＭＰＶ感染症暫定解除基準

1. 症状が消失してから２週間後に解除

2. 入所時と同等の状態になってから２週間後に解除

※施設職員が確認

　集団感染は解除時期が問題となります。ｈＭＰＶ
に明確な解除基準はなく、当院では感染後、症状が
消失するか、または、入所時と同等の状態になって
から２週間後に解除することを暫定的に規定しまし
た。

ヒトメタニューモウイルス

• human meta pneumo virus  （以下 ： hMPV ）

• 臨床症状 ： 発熱，咳嗽，鼻汁，上下気道炎

• 流行期間 ： 3～6 月頃

• 乳幼児，高齢者，免疫不全者で重症化の恐れ

国内のヒトメタニューモウイルス集団感染事例報告（保健所提出資料）

2010年3月～4月

2013年4月～5月

福井県内高齢者施設3ヶ所

長野県 社会福祉施設2事例

千葉県 福祉施設

②

③

④

2007年4月～2008年9月

福岡県内高齢者施設① 2006年3月下旬

　ｈMPVは乳幼児間での流行が多く小児科領域で
は良く知られた感染症です。しかし高齢者では特別
注視されてはおらず、抗原定性検査も保険的用外と
なっています。そのため、当院では抗原定性検査用
キットを導入しておらず、発生当初検査を行うこと
が出来ませんでした。ｈＭＰＶ判明後に導入し対応
を開始しました。集団感染関連の検査は全て当院で
検査費用負担しました。
　近年、高齢者施設でのｈＭＰＶ集団感染事例が報
告されています。臨床症状に特徴はありませんが、
今回の高齢者の罹患事例では粘稠痰の増加が多く認
められました。 

経験したｈＭＰＶ集団感染の特徴

• 強い感染力

• 粘液様粘稠痰の増加

• 入院の長期化

入所者数 120名中47名（39％）が感染の可能性

2日間で16名受診など短期間で多数に感染の可能性

呼吸症状の悪化（肺炎など）や窒息の可能性

頻回の観察と喀痰吸引が必要

ウイルス排出期間が長期（1～2週間以上）

細菌による二次感染や持病の悪化など

　短期間の有症状者増加から強い感染力が推測され
ます。高齢要介護者では喀痰の管理が重要となりま
す。呼吸状態の悪化により入院が長期化する傾向に
あります。

まとめ

• 集団感染発生時の早期対応

• 高齢者ｈＭＰＶ感染時の喀痰管理

• 情報共有化による施設間連携

　まとめです。今回経験したｈＭＰＶ集団感染では、
特養担当医師の集団感染疑いの早期判断により迅速
に対応することが出来ました。そのため、当院での
二次感染を防止することが出来ました。また、高齢
者ｈＭＰＶ感染時は粘稠痰の増加による窒息の危険
性が高まるため、喀痰の吸引管理が重要となりまし
た。施設間で情報を共有化することにより病床調整
や感染予防策を連携して行うことができました。ｈ
ＭＰＶは３月から６月に流行すると言われており、
インフルエンザと同様に毎年の対応が必要であるた
め、今回の記録をもとに集団感染発生防止や発生時
の早期対応につなげていきたいと思います。 




