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季節性インフルエンザの疾病負荷推定

Estimating the disease burden associated with seasonal influenza in Japan

東京大学大学院総合文化研究科 水本憲治

Kenji Mizumoto

Graduate School ofArts and Sciences,

The University of Tokyo

【はじめに】

インフルエンザは毎年流行し、高齢者の方を中心に多数の死亡者をもたらす原困とな

っている。 インフルエンザ対策では、まず健康被害規模の正確な把握が求められ、イ

ンフルエンザの疾病負荷は、インフルエンザ流行のインパクトを測る重要な指標であ

る。疾病負荷の推定については、先行研究があるが、現在においても精緻な回答が与

えられる余地が十分残されており、その精緻な定量化が求められている。

これまでの先行研究では、分析手法は旧来の単純なモデルを用いられており、現在に

おいても精緻な回答が与えられる余地が十分残されている状況にある。

本研究では、最新の頑健なモデルを含めた複数のモデルを用い、健康被害をもたらす

季節性インフルエンザによる超過死亡数を精緻に推定することを目的として実施し

た。

【データ解析手法)】

データは、．人口動態等の二次データを、モデル分析においては、最新の頑健な複数の

数理的手法を用いた。 [1][2]

データ :データは叢に以下の 2種類を利用。

1. Vital statistics

Cause of death

International Classification ofDiseases (ICI))

ICD-10: 1995-

ICD-9: 1979-1994

ICD-8: 1968-1978

Monthly

Entire Japan

2. Influenza viral surveillance data

Weekly reports of influenza virus $isolatiol\vee$detection

数理解析研究所講究録

第 1994巻 2016年 75-80 75



※ lnternational Classification of Diseases (ICD) $\ovalbox{\tt\small REJECT}$こついて : $[3][4]$

解析手法 :

解析手法としては、以下め 3手法、 A)-C)を利用。

Estimate excess mortality with

A) Serfling least squares cyclical regression

B) Serfling-Poisson regression

C) Rate difference

D) Time series analysis

autoregressive integrated moving average models

A) Serfling least squares cyclical regression について:

$y(t_{i})=\beta_{1}cos(2\pi t_{i}l12)+\beta_{2}sin(2\pi t_{i}l12)+\beta_{3}t_{i}+\beta_{4}t_{i}^{2}+error(t_{i})$

$\lfloor\beta_{2}..\cdot$

coefficient f$ortheq$uadratic t

$imetrend|_{\beta_{1}\cdot coefficientforthe1ineartimetrend}^{\overline{Y\iota..\cdot.theenumberofdeathsatweeki}}\beta othei$
ntercept ]
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6. $64:$coefficients associated with seasonal fluctuations $\dot{\downarrow}n$ deaths
$ei$ : error term

B) Poisson regression mode1[5]について:

$Y_{i}=a\exp(\beta_{0}+\beta_{1}t_{i}+\beta_{2}t_{i}^{2}+\beta_{3}t_{i}^{3}+\beta_{4}sin(2\pi t_{\grave{t}}/12)+\beta_{5}cos(2\pi t_{i}l12)+\sum\gamma_{j}s_{i,j}\rangle$

$Yi$ thee number ofdeaths at week $i$

$\gamma$

$tx$ : the population offset
$\beta 0$: the intercept
$\beta_{l},$ $\beta_{2},\beta_{3}$ : coeffcients associated with secular trends,

$\beta_{4},\beta s$ : coeficients associated with seasonal changes in deaths
$\gamma_{j}$: coeficients associated with each influenza virus type and sub-typej

$s_{ij}$ : Percentages ofspecimens testing positive for each influenza virus tvpe and

$\underline{sub}$aziven weeki
-

$\lrcorner$

C) Rate difference using summer-season (peri-season) as baselines について:

$X=rwN$

上記下線部分、 “epidemi $\mathcal{C}$
’について説明する。

Rate d\’ifference モデルでは、 インフルエンザの致命割合 (influenza mortality)が 1.0以上

か 1.0未満かで、流行月 (epidemic)か判定し、流行月数を分析に含める。 また、

Summer-season をベースラインに設定するが、その summer season の設定期間について
は、上記のインフルエンザサーベイランスデータ [6]より、6月から 10月に設定した。
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Influenza csses $\infty tx$)$\wedge\infty 1t\prime e{\}$ sentinel weekly [欝点当たり報茎 $9$践]

D) Time series analysis: ARIMA (autoregressive integrated moving average models [7][8]

本研究では用いていないが、時系列分析においては ARIMAモデルも利用されること

が多いため、簡単に記す。

$y_{t}=\emptyset_{1}y_{t-1}+\emptyset_{2}y_{t-2}+\cdots+\emptyset_{p}y_{t-P}+\epsilon_{t}-\theta_{1}\epsilon_{t-1}-\theta_{2^{\mathcal{E}}t-2}-\cdots-\theta_{q^{\mathcal{E}}t-q}$

$\mathfrak{s}_{\overline{y_{t}.\cdot obser\nu eddata}}$

$\varphi_{i}$: parameterfor auto regression
$||\theta_{i}$ : parameterfor moving average

$\underline{!^{\mathcal{E}t}\cdot}$ error

【結果】

A) Serfling least squares cyclical regression model を利用した推定結果
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$\vee\circ^{)}\dot{o}_{)}^{)} \vee\circ)\circ tO_{)} \circ\vee O_{)}\sim_{)} \vee\circ)\circ\Phi 0\infty C \circ \mathcal{C}3\circ \check{\circ\circ} @\alephc\circ_{)}^{)}\sigma 0@ \circ\infty\circ C\partial\circ CO \tilde{\circ\circ}t \circ\circ\infty \circ\circ Q) \check{C3}\circ \check{O}-$

$arrow$ $\aleph$ へ $\aleph$ $c\triangleleft$ $\circ\not\in$ $C\triangleleft$ へ $O\triangleleft$ $O\triangleleft$ $\aleph$ $\aleph$ $*1$

$r$

$L_{J.)\backslash \backslash }^{\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathfrak{W}:..\Re Cき\mathscr{X}_{\backslash }1\mathfrak{B}.\mathfrak{W}*}\epsilon\underline{\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\ovalbox{\tt\small REJECT} X\underline{L}\underline{ine}\underline{r}.\underline{tr}\underline{e}n\underline{d}の_{}\backslash 破^{}\prime\ovalbox{\tt\small REJECT} は}}-\backslash \cdot\cdot\sim-\cdots-\cdot\cdot---\wedge\cdot\cdot$

Quadratic trend を加味した推定結果を示す。

B) Serfling-Poisson regression を利用した推定結果

40屋，000

300,000

200,$OOO$

100,0科屋

$O$

$\vee\circ\}\iota 0\infty$ $\vee\infty\infty co$

$0\sigma\triangleright$ $oo\infty$ $oo\infty$

$\propto ooo$
$\check{o\propto 0}$

$CV\circ\circ N$ $\propto oo^{)}\sigma$ $\sim\circ g$ $\infty\circ\circ K$ $c\backslash oo(o$ $\sim 0\tilde{o}r$ $\sim oo\infty$ $\alpha oo\infty$ $\check{\sim 0}0$

$\check{c\triangleleft 0}$

$C\rangle$ Rate difference を利用した推定結果
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$800.0\infty$

600,000

$400,O\infty$

$200,0\infty$

$0$

$\iota r_{)}\circ^{)}\circ)\vee$ $\underline{\sigma^{o_{)}}\circ)}$ $\underline{\sim\infty\circ)}$

$\infty oo$ $o\infty\sigma$

$\circ NO\circ$
$\check{N\circ O}$ $N@Oi$ $\sigma oo^{)}N$

$N\circ$

さ
$1f\circ\circ C\triangleleft$ $ooo\not\in o$ $\tilde{oo\propto\iota}$ $\infty@N$ $\circ)o_{1}o\circ$ $\frac{o}{o,\sim}$

$\check{\sim 0}\vee$

$|\underline{\ldots.縦軸 }$:
$\acute{}$

-死
$\tilde{}$

一亡-者数
$\grave{}$
横軸:$\overline{年}]$

【結論】

1995年から 20垣年における季節性インフルエンザの疾病負荷の推定を、次の 3つの

手法、 1) Serfling method, 2) Poisson regression model, 3) rate-difference method を用いて

概数を推定した。疾病負荷の推定値については、 rate-difference method を用いた場合

の $0$ という値から、 Serfling method (quadratic/linear)を用いた場合の約 70万 (2010年)

という値が得られた。 但し、 2010年については、新型インフルエンザ (HIN1-2009)

が流行した年であるため、流行期間の設定等について検討する余地がある。追加研究

では、 手法として ARIMA model. データとしては年齢等の構造、 ICD における対象

疾患等を考慮する必要がある。
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