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疫学	

•  全世界では年間約4億人もがﾃﾞﾝｸﾞ熱を発症
し、25-50万人がﾃﾞﾝｸﾞ出血熱を発症すると推
定されている。（CDCﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより） 

•  典型的には、該当地域に行き、蚊に咬まれて
から多くは3-7日間後に発熱し、3-10日間症状
が続く。（発熱は2峰性が多い） 

•  第4類感染症：最寄りの保健所に届け出。 

国立感染症研究所+WHO2009+NEJM2012review	



疫学	

•  稀にだが、感染者からの臓器移植、輸血にて
感染する事がある。1) 

•  感染した母から胎児に感染が移行する事が
分かっている。2) 

•  致死率は国により、数%から1%以下と様々で
ある。	

1)Nephrol. Dial. Transplant. (2005) 20 (2): 447-448. 
2) BMC Pregnancy and Childbirth 2001, 1:7	



暑くなる日本！！ 
年間、約4億人かかる病気を知らずしていいのか？	

隠れているかもしれない。 
勉強せねば！	

CDCﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからfreeです。	



NEJM　2012	



生態	

•  ﾈｯﾀｲｼﾏｶやﾋﾄｽｼﾞｼﾏｶによって媒介されるﾃﾞﾝ
ｸﾞｳｲﾙｽの感染症である。 

•  ﾌﾗﾋﾞｳｲﾙｽ科 
•  RNAｳｲﾙｽ。 

•  4種の血清型が存在。 
•  DENV 1, DENV 2, DENV 3, or DENV 4 
•  １つの型に罹患しても他の型にもかかる。 
•  連続しての感染は、ﾃﾞﾝｸﾞ出血熱のﾘｽｸとなる。 



生態	

•  ﾃﾞﾝｸﾞｳｲﾙｽはﾋﾄ→蚊→ﾋﾄの感染環を形成し、
日本脳炎ｳｲﾙｽのような増幅動物は存在しな
い。人と蚊のみがhostになる。 

•  非致死性の熱性疾患であるﾃﾞﾝｸﾞ熱と、重症
型のﾃﾞﾝｸﾞ出血熱やﾃﾞﾝｸﾞｼｮｯｸ症候群の2つの
病態がある。重傷者は子供が多い。	



生態	



ｳｲﾙｽ学的特徴	

•  感染の急性期にお
いて、血清のNS1
が初期にあがる。 

•  NS1の値が高いと
病態としてsevere。	





症状	

•  3-7日間の潜伏の後に、突然症状がくる。 
•  3つのphaseに分かれる。 

①febrile　phase 
②critical　phase 
③recovery　phase	



ﾃﾞﾝｸﾞ感染の流れ	



①febrile　phase	
•  high temperature (≥38.5°C)  
•  頭痛、嘔吐、筋肉痛、関節痛、神経症状を伴う。 
•  時々、transient macular rashを伴う  
•  肝腫大 

•  肝酵素上昇、mildからmoderateな白血球減少、血小板減少 

•  子供は熱はあるがその他の症状は少ない。熱痙攣起こす事
もある。 

•  発症後、3～4日後より胸部・体幹から始まる発疹が出現し、
四肢・顔面へ広がる。 

•  3−10日間この段階が続いてほとんどの人が合併症なしで、
治癒していく。	



皮疹（典型的）	

typical petechial rash  
	

刺し口周囲の出血	



②critical　phase	
【systemic vascular leak syndrome】 が起こる。 
•  血漿漏出➡️血液濃縮、低タンパク、胸水、腹水 
•  血漿漏出と出血傾向を主症状としている。 
•  10～20%の例で鼻出血・消化管出血 

【ﾃﾞﾝｸﾞｼｮｯｸ】：見かけ上では元気にみえることもあり。末梢は
冷たく、capillary refill timeは延長する。 
 
末梢循環が虚脱し、有効血漿循環量が落ちる➡️非常にゆっ
くり崩壊するので代償が働き、収縮期血圧が保たれたまま血
管抵抗が上昇し、拡張期血圧があがってくる➡️脈圧が
20mmHg以下になる。➡️突然に循環動態が崩壊する。 

Febrile phaseから4-7日間の時に移行する。	



②critical　phase	
•  移行する時の注意症状として、 

1.  持続する嘔吐 
2.  強い腹痛 
3.  圧痛のある肝腫大 
4.  Hct上昇 
5.  粘膜出血 
6.  血小板減少 
7.  無気力 



WHO　2009年	



③recovery　phase	
•  急速になおる。 

•  輸液しすぎていて体液過剰 
　　になっている時もあり。 

•  なおる時にも皮疹あり。 
 
•  an erythematous rash  
•  ➡️“Islands of white”  



診断	

•  血清のRT-PCR 
•  血清のNS1（感
度初回90%、二
回目以降の感染
では、60-80%） 

•  ｳｲﾙｽ分離 
•  IgM抗体	



迅速検査	

•  NS1を調べる	



治療	

•  輸液のmanagementが大事。 
•  Hct、PLTは毎日ﾌｫﾛｰする。 
•  鎮痛解熱剤：ｻﾘﾁﾙ酸系は出血傾向やｱｼﾄﾞｰ
ｼｽを助長することから禁忌 

•  Hctをﾓﾆﾀｰ下にて輸液 
•  適宜、血小板など輸血 
•  予防的な血小板輸血は意味がない。	



輸液に何を使う？：1999年	



輸液に何を使う？	
【Pilot　study　RCT】 
5-15歳のﾃﾞﾝｸﾞｼｮｯｸ症候群の50人の子供 
以下の4郡に分けて、最初の１時間に20ml/
kg、2時間目に10ml/kg輸液する。以降は
WHOｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに準じて。 

○Colloids  
①12人：dextran 70 
②13人：the protein digest gelafundin 35,000 
○Crystalloids 
③13人：Ringer’s lactate 
④12人：0.9%-weight/volume saline  

Result：出血が増加するなどの副作用は無かった。dextran 70がもっとも早くHctを正
常化し、Cardiac indexを改善した。Colloids群の方が早期に循環動態を安定した。 

dashes/ circles：crystalloid 
straight line/ squares：colloid  



輸液に何を使う？：2001年	



輸液に何を使う？	

Result：全体では差がないが、脈圧10mmHg以下の重症では、collids群の方が循環動態安定が早かった。 

【double-blind RCT】 
1-15歳のﾃﾞﾝｸﾞｼｮｯｸ症候群
の子供222人。 
 
1時間で20ml/kg。gradeⅣで
あれば、15分で投与。2時間
目も20ml/kgで投与。以降は
WHOｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに準じて。 
 
○Colloids  
①55人：dextran 70  
②56人：3%gelatin 
○Crystalloids 
③55人：lactated  Ringer’s 
④56人：0.9%-saline   

PPRT：脈圧が正常に戻る時間	



輸液に何を使う？：2005	



輸液に何を使う？	

•  Single-center, double-blind RCT 

•  2-15歳のﾃﾞﾝｸﾞｼｮｯｸ症候群の子供383人 
•  以下の3郡、2つのGroupに分けた。 
•  Crystalloid(①Ringer’s lactate) vs Colloid(②6 

percent dextran 70 and ③6 percent hy- 
droxyethyl starch) 

•  Group1：脈圧10mmHg以上20mmHg以下
➡️①or②or③ 

•  Group2：脈圧10mmHg以下➡️②or③ 



輸液に何を使う？	

•  それぞれの輸液を１時間で、15ml/kg投与し、2
時間かけて、10ml/kg投与。そのあとは標準的に
ﾘﾝｹﾞﾙ使用する。血行動態をそれぞれ記録する。 

•  The primary outcome：循環動態改善までに要し
た時間 

•  The secondary outcome：脈圧25mmHg以上にな
る時間、収縮期血圧が80以上になる時間、Hct
の回復時間、在院日数。 



輸液に何を使う？	
Group1：脈圧10mmHg以上, 20mmHg以下 
➡️①Ringer’s：126人、②dextran 70 ：129人、③starch：128人 

持続して血行動態が安定	血行動態が初めて安定するまで	

ﾘﾝｹﾞﾙの方が遅いが最終的には差はない。	



輸液に何を使う？	

•  colloids vs crystalloidでも差がない。Severeな
群でも大きな差はない。 

•  結果として、急性期には、2時間かけての
25ml/kgのﾘﾝｹﾞﾙ補充がbestか? 

•  今回の研究も含めRCTでの死亡率は低く、途
上国での致死率が高いsevere shockの時の
見解は不明のままが現状である。	



新しい治療？：RCT2010	



Chloroquine 	

•  試験管内のﾃﾞﾝｸﾞ
ｳｲﾙｽの複製を
阻害することより
使用してみた。 

•  結果は差がない	

ﾍﾞﾄﾅﾑのﾃﾞﾝｸﾞ熱患者大人307人。発症72時間以内の人にﾌﾟﾗｾﾎﾞかChloroquine  
を3日間投与した。 
 
NS1の改善、ｳｲﾙｽ血症の改善に要する時間は変化なし。 
CQ群でｻｲﾄｶｲﾝ、Tcellの反応を減らす事はしなかった。 
CQ群で副作用としては、嘔吐が多かった。 



新しい治療？：RCT　2012	



ｽﾃﾛｲﾄﾞ	

•  免疫が関与してそうだか
らｽﾃﾛｲﾄﾞ使用してみた。 

•  差がない。	

72時間以内のﾃﾞﾝｸﾞ熱患者225人の子供をﾌﾟﾗｾﾎﾞとｽﾃﾛｲﾄﾞ内服0.5mg/kgと2mg/kgの群にわけた	



新しい治療？：RCT　2013	



Balapiravir	

•  BalapiravirはHCVのｳｲﾙｽ
複製を抑える。なので、使用
してみた。 

発熱して48時間以内の患者。 
1500mg、3000mg、ﾌﾟﾗｾﾎﾞ群を5日間。 
 
差はなかった。	



Vaccines 

•  ほとんどの患者が自然に治るのでﾜｸﾁﾝが発達
しなかった。 

•  世界で初めてのphaseⅢが2014年6月に終了 

•  ﾃﾞﾝｸﾞ熱に対する遺伝子組換えCYD4価弱毒生ﾜ
ｸﾁﾝ：Etravalent dengue vaccine (CYD-TDV)  



Vaccines	

The Lancet, Early Online Publication, 11 July 2014	



Vaccines	

•  ｱｼﾞｱ5カ国（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ﾍﾞﾄ
ﾅﾑ、ﾀｲ）でのmulti-centerでのRCT 

•  2-14歳の子供10632人に対して、対照は
0,6,12月の3回のﾜｸﾁﾝ接種をした。 

•  ﾜｸﾁﾝ群6851人vsﾌﾟﾗｾﾎﾞ3424人 



Vaccines	

3回目のﾜｸﾁﾝ接種から28日以上経過してから、ﾃﾞﾝｸﾞ熱を発症したのは250人。 
（ｳｲﾙｽ学的に診断） 
56.5%に有効性があり。	



Vaccines	

投与後28日以内での重篤な有害事象発生率は1％だった。	
有害事象はcontrolと比較して、有意なものではない	



個人的見解	

•  帰国してでの原因不明の発熱の中に隠れている可能性
はあり、肝障害、発熱のあるｼｮｯｸ患者には鑑別に考えて
おく必要はあると考えます。これから出会う機会は多くな
るかもしれません。 

•  ALBやHESの研究において死亡率などに影響は与えな
いが、血行動態の安定は早いと分かっている。今回、血
漿漏出をﾒｲﾝとするﾃﾞﾝｸﾞ熱のみでの研究においても、
Colloids vs CrystalloidsではColloids群のほうが早期に血
行動態は安定するがそれ以外では大きな差はない。 

•  今後、死亡率が高い患者での研究においては差が出る
かもしれないがRCTは難しい。	



End	


