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Prophylaxis of Respiratory Syncytial Virus Infection in Obstetrics Facilities

after the Revision of Treatment Obstetrics Guidelines
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旨

Respiratory

Syncytial

Virus（RSV）感染は乳幼児の重篤な呼吸器感染症の原因として重要で

ある．2011年に産婦人科診療ガイドライン産科編が改訂され，その中で対象者に対するRSV感
染の予防に関して情報提供を行うことが推奨されている．

今回，新潟県内の分娩取扱い産婦人科施設（49施設）を対象に，ガイドライン改訂後のRSV
感染予防に関する対応，特に予防対策の中心であるパリビズマブ投与に関してアンケート調査
を行い，改訂前（2010年調査）の結果と比較検討した．回答のあった44施設（89．8％）の総出

生児数は17，215人で，パリビズマブの投与対象となる在胎35週以下の児は561人（3．3％）で
あった．そのうち28．2％はNICUのない施設で出生し，7．5％は小児科医のいない施設で出生し

ていた（2010年調査ではそれぞれ29．1％，8．3％）．さらに在胎35週以下の児のうち21人
（3．7％）は退院時にパリビズマブに関する情報提供を受けていないと考えられた（同20人，
5．4％）．パリビズマブを知らないと答えた産科施設は2施設（4．5％）あり，2010年調査より減

少した（9施設，21．4％）ものの，依然として9施設（20．5％）がRSV感染予防対策に関する
情報提供の方針を決定していなかった．

ガイドライン改訂後においてもRSV感染予防対策における施設問での差があることが明ら
かとなった．今後もその予防対策の情報提供を繰り返し行っていくこと，さらにパリビズマブ
の投与体制の確立が重要であると考えられた．
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なるパリビズマブ投与の対応に関して調査した．

はじめに

さらに，既に調査・報告したガイドライン改訂前
Virus（RSV）感染は，細

の2010年の状況8）と比較することで，ガイドラ

気管支炎をはじめとした乳幼児における呼吸器感

イン改訂前後における本県の予防対策の変化を明

染症の原因として重要である1）−3）．しかし，い

らかにし，現在の課題を検討した．

Respiratory

Syncytial

まだRSVに対するワクチンは開発されておらず，

なお，パリビズマブ投与の適応対象者のうち，

その予防対策として，RSVに対する遺伝子組み換

今回は35週以下の児に限って調査，検討を行っ

えモノクローナル抗体であるパリビズマブ（シナ

た．

ジス⇔）の投与が行われている4）−6）．

2011年に産婦人科診療ガイドライン産科編7）

対象と方法

（以下，ガイドライン）が改訂された．そのガイド

ラインにおいて，在胎35週以下で出生した対象

新潟県内の分娩取扱い産婦人科施設（49施設）

者（以下，35週以下の児）に対してRSV感染予

に対して，2011年（平成23年）1月1日から12

防対策に関する情報提供を行うことが推奨される
ようになった．これにより，我が国における乳児

月31日までの各施設における出生児数，35週以
下の児数，パリビズマブに関する知識や投与体制

期早期からのRSV感染予防対策が進展すること

についてアンケート調査（表1）を実施し，郵送
にて回答を依頼した．ガイドライン改訂前の2010

が期待されている．

今回，我々はガイドライン改訂後の新潟県の産

科施設におけるRSV感染予防，特にその中心と

年の状況（42施設から回答）8）を対照として比較
検討した．

表1アンケート調査項目
2011年（平成23年）における在胎35週以下の児の出生数とパリビズマブ投与体制に関するアンケート調査項目

1．施設状況（1つ選択）

AMCUのある病院
B．NICUのない病院
C．小児科医のいない病院
D．小児科医のいる診療所
E．小児科医のいない診療所

2．年間出生数

3．在胎35週以下の児の年間出生児数
4．在胎35週以下の児のうち、出生施設からの退院児数
5．パリビズマブの知識（1つ選択）
A，詳細を知っている
B．名前は聞いたことがある
C．知らない

6．在胎35週以下の児へのパリビズマブの情報提供（1つ選択）
A，全例に行った
B．一部の症例に行った
C，行っていない

7．パリビズマブの情報提供予定
8．パリビズマブの情報提供源
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衰2

アンケート川答施設一覧（44施設

順不1鋤

新潟大学医歯学総合病院

新潟市民病院

長岡赤十字病院

薪潟県立申央病院

新潟県立新発田病院

長岡中央綜合病院

済生会薪潟第二病院

竹山病院

立川綜含病院

村上総合病院

新潟県立六欝町病院

水原郷病院

魚沼病院

白根健生病院

上越総合病院

新潟県立十日町病院

済生会三条病院

新潟県立小出病院

木芦病院

豊栄病院

佐渡総禽病院

亀霞第一病院

新津産科婦人科クリニック

エンゼルマザークリニック

荒川レディースクリニック

たかき医院

城北レディースクリニック

とくなが女性クリニック

山繊医院

本畷医院

茅原クリニック

日イヤルハー十クリニック

大島クリニック

本多レディースクリニック

上田レディースクリニ。ック

渡辺医院

すずき産科・婦人科クリニック

関塚医院

渡辺記念クリニック

渡部レディースクリニック

広橋産婦人科クリニック

セントポーリアクリニック

明石医院

愛クリニック

出生児総数172拒人

出生児総数裕日81人

35週以下児5釧人（33％）

35週以下児3刀人（22％）

図1

出生児の内訳
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えた施設が29施設（65．9％），ザ名前は聞いたこ
とがある」という施設が13施設（29．5％），「知

用いて計算した．

らない」という施設が2施設（4．5％）あった
結

（図4）．2010年調査と比較すると，「詳細を知って

果

いる」施設は有意に増加し（2⑪10年は15施設，

1。新潟県の出生数と36週未満児数

回答は44施設（表2）からあり，回答率は
89．8％で，回答施設で出生した児は17，215人であ

35。7％，p＝0．⑪092），「知らない」という施設は有

意に減少していた（2010年は9施設，2t4％，p＝
0．0246）．

った．そのうち35週以下の児は561人（3．3％）

パリビズマブに関する情報の入手先（図5）と

であった（図1）．35週以下の児のうち，NICU以

しては，ガイドラインからが26施設（59．0％）

外で出生した児は158人（28．2％）で（図2），小

で最多であり，学会や研究会が23施設（52。2％），

児科医のいない施設で出生した児は42人（7．5％）

学術雑誌が11施設（25．⑪％），製薬会社からの情

であった（図3）．

報が10施設（22．7％）であった．ほとんどの施設
が複数の媒体から情報を得ていた（複数回答可）．

2．パリビズマブに関する知識
産婦人科医におけるパリビズマブの知識に関し
ては，「パリビズマブの詳細を知っている」と答

無⑨繍、
熟1

35週以下の児3刀人

3．パリビズマブ投与に関する情報提供

35週以下の児に対するパリビズマブの情報提

纒懸轟
35週以下の児561人

MCUのない施設で出生

MCUのない施設で出生

鱒8人（29．1％）

｜58人（282％）

M己Uのある施設で出生

MCUのある施設で出生

263人（709％）

403人（71B％）

図235週以下の児の出生施設1
35週以下の児のうち，MCUのある施設で出生した児の数と
MCUのない施設で出生した児の数

和田他：産婦人科診療ガイドライン改訂後の産科施設におけるRSV感染予防対策

劔蠣鋸

纐難懸

35週以下の児371人
小児科医のいない施設で出生

35週以下の児561人
小児科医のいない施設で出生

糀

32人（＆3％）

小児科医のいる施設で出生

ぱ遮

小児科医のいる施設で出生

339人（91．7％）

5⑲人（9％％）

図335週以下の児の出生施設2
35週以下の児のうち，小児科医のいる施設で出生した児の数と
小児科医のいない施設で出生した児の数

繕熱麗簸．

羅鯉遜癒

知らない

知らない

9施設（2t4％）

2施設（45％）

図4

産婦人科医のパリビズマブの知識について
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図5

その他

産婦人科医におけるパリビズマブの情報入手先（複数河答￡」∫）

20編シーズンの
シナジス情報提供

2α2シーズンの
シナジス情報提供方針

行っていない

来定8施設

19施設（45．2％）

行わない
1施設（2．3％

一部にそ
5施設（1

一部に行った
3施設（7ヨ％）

図6患者家族へのRSV感染予防対策の情報提供の方針
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図7RSV感染予防の情報提供方針別の35週以下の児の数

供の予定（図6）としては，30施設（68．2％）が

リビズマブの投与が非常に重要である4）−6）．

全例に，5施設（U．4％）が一部に行う方針とし

この点を踏まえ，日本産科婦人科学会，日本産婦

ていた．両者を合わせると35施設（79．5％）が

人科医会の産婦人科診療に関するガイドライン7）

情報提供を予定しており，2010年調査（両者を合

の2011年の改訂において，RSV感染予防の情報

わせて23施設，54．8％）に比較すると有意に増

提供に関する項目が追加された．ガイドライン7）

加していた（p＝0．0209），

ではRSV感染予防の重要性，その方法としての

一方，パリビズマブの情報提供を予定していな

パリビズマブ接種，その接種可能施設に関する情

い施設で出生した35週以下の児は29人（52％）

報提供が記載されている．ガイドラインの推奨の

で，そのうち，その施設から直接退院した児は21

強度は推奨レベルCで「情報提供が考慮される］

人（3．7％）であった（図7）．2010年調査におい

というものであるが，RSV感染のハイリスク群で

ては同様の児は20人（5護％）であった．

ある早産児に対する予防対策が進展することが期
待されている．

考

察

今回の調査では，回答のあった44施設の出生
数の合計は17，215人で，里帰り分娩による増減は

乳幼児，とりわけ早産児にRSVが感染した場合，
重症下気道感染症を発症すること2）−4），その後に

あるものの，20U年の新潟県の出生数17，667人
の97．4％に相当した．35週以下の児は561人

気管支過敏性を起こす可能性があること9＞などが

（33％）で，そのうちNICU以外で出生した児は

明らかとなっている．RSVのワクチンは未だ商品化

158人（28．2％），小児科医のいない施設で出生し

されていないため，その感染予防対策においてはパ

た児は42人（7．5％）であった。35週以ドの児の
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数は若干，増加したものの，統計学的には有意な

どが問題点として挙げられている8）．今回の調査

ものではなかった．

ではその点に関しての検討は行っていないが，医

2011年において産科施設でのパリビズマブに
関する知識は前年の調査8）に比較して有意に高

療連携の実態に関しての調査とその分析も行って
いく必要がある．

まっていた．そして，その情報源としてはガイド

おわりに

ラインを挙げた施設が約6割と最多であった、こ

の1年のあいだにRSV感染予防対策の重要性の
認識が急速に高まったことになるが，その推進役

ガイドライン改訂後に新潟県内の35週以下の

としてガイドライン改訂の果たした役割は非常に

児とRSV感染予防対策に関する調査を行った．

大きなものがある．一方でパリビズマブを知らな

ガイドラインによってパリビズマブの認知度は上

いという施設は2011年においても2施設（4．5％）

あり，産科施設に対してRSV感染症やその予防

がったが，患者ご家族へのRSV感染の情報提供
には施設間での対応に依然として差が認められ

対策について，様々な媒体を通して今後も情報を

た．RSV感染はその予防が重要であることから，

伝えていかなければならない．

35週以下の児に対するパリビズマブの情報提
供としては，一部，または全例に行うとした施設
は35施設（79．6％）で，2⑪10年調査に比較して

対象者への確実な情報提供とパリビズマブ接種体
制の確立が求められる．

ご多忙中にもかかわらず，アンケート調査にご
協力いただいた皆様に深謝いたします．

有意に増加していた（p＝α02⑪9）．しかし，依然
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