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II. 成果の概要（総括研究報告） 

インフルエンザ様疾患罹患時の異常行動についての 2015/2016 シーズンにおける調査を行った。重度の

異常な行動に関する調査（重度調査）はすべての医療機関においての調査を依頼した。軽度調査は、インフ

ルエンザ定点医療機関のみに依頼した。報告方法はインターネット又は FAX とした。また、重度異常行動の発

症率と服用したノイラミニダーゼ阻害剤の種類との関連について、レセプト情報・特定健診等データベースでの

データを用いて検討を行った。特に今シーズンは抗インフルエンザウイルス薬の使用の有無をまずたずね、

有の場合には薬剤ごとに使用の有無をたずねた。調査票を改訂したことによって、従来半数を占めていたい

ずれかの薬剤の使用が不明な症例が無くなった。また使用薬剤の分布に有意な変化は見られなかった。重度

および軽度の異常な行動の発生状況について、従来同様にインフルエンザ罹患者における報告と概ね類似し

ていた。また、重度異常行動の発症率と服用したノイラミニダーゼ阻害剤の種類との関連について、最も重度

な異常行動においては 5-9 歳では服用なしでの発症率がオセルタミビル、ザナミビル使用例での発症

率より有意に高かった。また、10-19 歳ではザナミビル、ラニナミビル使用例に比べて服用なしの場合

の発症率が有意に高かった。 

以上のことから、引き続き改訂した調査票で調査を行うことが妥当であると考えられた。全てのノイ

ラミニダーゼ阻害剤、あるいは服用のない場合においても重度の異常行動が報告されているため、全てのノイラミ

ニダーゼ阻害剤における添付文書での注意喚起は適切であると考えられた。 

 

During the 2015–2016 season, we conducted a survey of abnormal behavior of influenza patients. We 

asked all medical institutions to report the severe abnormal behavior and asked all sentinel medical 
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institutions about moderate cases through internet or fax. Moreover, we examined the association of 

the incidence of the severe abnormal behavior and neuraminidase inhibitor administration using the 

National Database of Electronic Medical Claims as the denominator of incidence. Especially, we 

changed the survey form to ask about the administration of the anti-influenza virus drug at first; then 

we asked patients who took some medication about the type of drug they took. This new survey form 

eliminated ambiguous cases in which the administration of one or some drugs was not reported, which 

accounted for almost half of all cases of the old survey form. Moreover, the distribution of the 

administered drug of unambiguous cases was not statistically affected by this change. 

Characterization of severe and moderate cases was almost identical to results of the earlier study. 

Regarding the association of incidence of the abnormal behavior and the administered neuraminidase 

inhibitors, results show that, among 5–9-year old patients, patients not administered any 

neuraminidase inhibitor showed a higher incidence rate than patients with oseltamivir or zanamivir. 

Moreover, among 10–19-year old patients, patients not administered any neuraminidase inhibitor 

showed a higher incidence rate than patients with zanamivir or laninamivir. We expect to use the 

revised survey form for future surveys. Severe abnormal behaviors with neuraminidase inhibitors of 

all types or of non-medicated patients have been reported, revealing that some risks arise with the 

administration of Neuraminidase inhibitor or even in un-administered cases. We conclude that the 

policy mandating package inserts in all types of neuraminidase inhibitors is a good one. 
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