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Chapter

2

診断・治療マニュアル

2.1 マニュアルの見方

インフルエンザは，通常の場合（大部分の季節性インフルエンザがそれにあ
たる）は発症から 1週間以内に軽快する。しかし，受診のタイミングが，①病
初期であれ，②後期であれ，重症化する（している）可能性はあり，脳症が疑
われたり，重度の呼吸不全が生じた場合には専門治療が可能な病院に転送する。
しかし，万が一，H5N1鳥インフルエンザウイルスのような高病原性ウイルス
株によるパンデミックが生じたら，非常に多くの重症患者が同時発生すること
になるため，医療機関はきわめて厳しい対応を迫られることになる。そのとき
に役立ててもらうために，このマニュアルを用意した。（このマニュアルの改
訂が必要になったときには，メディカル・サイエンス・インターナショナル社
のホームページに掲載する。 http://www.medsi.co.jp/avian-flu/）

2.2 インフルエンザの経過

インフルエンザは，通常の場合（大部分の季節性インフルエンザ）は発症か
ら 1週間以内に軽快・治癒する感染性疾患である。一般にインフルエンザで深
刻な事態になるのは，インフルエンザ以外の細菌性肺炎などを合併した場合や，
心臓病などの原疾患が増悪した場合が大部分である。しかし，稀ではあるがイ
ンフルエンザ自体で死亡する症例もあり，この場合は深刻な問題となりうる
（図 1）。この重症化しやすい原因としては，宿主（ヒト）側の因子と，ウイル
ス側の因子が考えられており，詳しくは重症化因子の項（第 7章）の項を参照
されたい。
発症から 48時間以内に死亡する例で最も多いケースはインフルエンザ脳症

で，季節性インフルエンザでの発症がよく知られており，サイトカインストー
ムが原因とされるが，発症原因は定かではない。脳症については H5N1鳥イン

A（H5N1）は H5N1と略記。
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フルエンザウイルスのヒト感染では，発症から約 1週間は ARDS発症後も意
識は鮮明であり，今までのところ報告されていない。もう 1つ 48時間以内の
死亡例の原因とされるのが心不全で，A（H1N1）pdm09インフルエンザ死亡例
において，劇症型心筋炎を発症して心不全から急速に死亡した可能性が報告さ
れた。

H5N1ウイルスヒト感染時の重症例では，発症1～2週間での死亡が典型的
一方，発症から 1～2週間でARDS（ウイルス性肺炎）によって死亡する例が，

H5N1鳥インフルエンザウイルスのヒト感染時の典型的な臨床経過で，強毒型
ウイルスである高病原性鳥インフルエンザ（highly pathogenic avian influen-
za：HPAI）ウイルスの感染によって生じる。2009年に流行した A（H1N1）
pdm09インフルエンザでは，ARDS（ウイルス性肺炎）による死亡例の報告が
あるが，季節性インフルエンザではウイルス性肺炎は一般には発症しない。な
ぜ，このような差が生じるのかは，受容体結合部位の差異やウイルス自体の問
題などさまざまに論議されている。
私たちにとっての大きな問題は，この高病原性インフルエンザウイルスが大

流行（パンデミック）を引き起こす可能性があることで，実際に 1917年に大流
行を生じたスペイン風邪は，高い病原性を有する鳥インフルエンザウイルスに
よって引き起こされた可能性が高い（第 0章 9ページ，第 1章 3～4ページ参照）。
例えば，現在の鳥インフルエンザの 60 ％近い死亡率は論外としても，スペイ
ン風邪と同程度の重症化率 10 ％のインフルエンザの流行が生じれば，医療機
関の機能は間違いなく麻痺することになり，非常に重大な社会的問題となる。

受診のタイミング：病初期
インフルエンザを発症した患者が医療機関を受診するタイミングは大きく分

けて 2回ある。1回目は病初期で，高熱や筋肉痛などの初期症状に対する不安
から受診する例で，日本では多くの症例がこれにあたるが，2009年に問題に
なったように重症化した症例ではこの時期に受診をしなかった例が散見された。
この時期は，まだウイルスに感染した細胞数が少ない時期で，重症化因子と

してはウイルス感染によって引き起こされた生体反応に起因する脳症が代表的

である。脳症や心筋症などこの時期に生じる致命的な病態はインフルエンザウ
イルス感染による直接の細胞の機能不全ではなく，ウイルス感染を引き金とし
て生じる何らかの生体反応の異常によるサイトカインストーム（cytokine 
storm：サイトカインの嵐）が原因と考えられている。すなわち，ヒトにおい
て正常免疫力があると，インフルエンザでウイルス血症は生じないと考えられ
ている。
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受診のタイミング：後期
都市部では，大部分の例で病初期に受診すると考えられるが，医療機関から

離れている地域などでは後期，すなわち呼吸困難が生じてから，ということも
ありうる。また，この後期のタイミングは設備の充実した医療機関にクリニッ

クなどから転送するポイントでもある。
この受診の時期による死亡率の差は，病原性が高いほど顕著である。エジプ

トとベトナムの例でいえば，H5N1鳥インフルエンザウイルスのヒト感染では
医療インフラの整備はほぼ同等だが，都市型であるエジプトと郊外型であるベ
トナムの間には，死亡率にほぼ 2倍の差がある（死亡率：ベトナム約 60 ％，
エジプト約 30 ％）。この差は，現在使用されている抗ウイルス薬の作用機序に
よるもので，既存の抗ウイルス薬はいったん細胞内に感染したウイルスを死滅
させるわけではないため，感染細胞数が多くなってから既存の抗ウイルス薬
（2013年 2月現在）を投与しても体内でのさらなる感染拡大を防ぐことにしか
ならず，すでに深刻な機能障害を生じている肺に対しては根本的治療にならな
いことになる。
すなわち，感染から約 1週間を経たこの時期（後期）における重症化の理由

は感染細胞の機能不全で，肺胞上皮細胞に H5N1ウイルスが感染して肺胞が機
能不全に陥ったことが原因で DAD（びまん性肺胞傷害）が生じ，重症の呼吸
不全（ARDS）に陥ると考えられる。したがってウイルスが増殖して十分な数
の肺胞細胞に感染してしまった場合には，肺におけるガス交換能力が著しく低
下して生命維持が困難となる。もし医療インフラが十分に整備されていれば，
ECMO（体外式膜型人工肺）などを用いてウイルスが消失して肺胞上皮細胞が
ある程度修復されるまで肺機能を代行できれば，理論的には生命を救うことが
できる可能性が高い。事実，2009年にはヨーロッパや日本において，ECMO
療法の成功例（救命例）が報告された。

2.3 インフルエンザの診断・治療の手順

インフルエンザ様症状（ILI：influenza like illness，38 ℃以上の発熱＋上気
道症状）で受診する患者（病初期，図 2，4）に対しては，咽頭ぬぐい液を採取
し（採取の仕方は統一しておく。綿棒を咽頭壁に当てることが非常に重要であ
り，鼻汁を用いることは勧められない），迅速診断キットによって診断する。
しかし確定診断の可能性は 70 ％程度であるので，できれば同時にリアルタイ
ム PCR法による検査をおこなうことが望ましい。特に発症後時間が経ってい
ない場合には感染したウイルス数が少ないために，迅速診断キットでは診断が
難しい。
一方，高熱を伴って気道症状（呼吸不全）を訴えて受診した患者（後期，図 3，

4）は，すでに非常に危険な病態にあるので多くは人工呼吸管理の適応である。
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この場合もインフルエンザの診断を優先するため，咽頭ぬぐい液／気管吸引液

を用いて直ちに迅速診断キット，およびリアルタイム PCRを用いた検査を行
う。インフルエンザウイルスの感染が確定したら直ちに抗ウイルス薬を投与す
る。
現在発売されているオセルタミビル（タミフル）などの抗インフルエンザウ

イルス薬はノイラミニダーゼ阻害薬であり（第 0，5章参照），感染した細胞を
救うことはできないので，可能な限り早期に投与することが最も大切である。
重症例で経口投与ができない場合には点滴静注〔ペラミビル（ラピアクタ）〕，
300 mgまたは 600 mg），経口投与可能例にはタミフル 150 mg／day（重症例で
は 300 mg／day）の 5日間投与が推奨されている。
既存の抗ウイルス薬（ノイラミニダーゼ阻害薬：2013年 2月当時）はいった

ん細胞内に感染したウイルスを死滅させるわけではないため，感染細胞数が多
くなってから既存の抗ウイルス薬投与しても体内でのさらなる感染拡大を防ぐ

ことにしかならず，すでに多くの肺胞上皮細胞にウイルスが感染して，深刻な
機能障害を生じている肺に対しては根本的治療にならないことになる。現在承
認申請中のファビピラビル（T-705）は，RNAポリメラーゼ阻害薬であるため
発症後 48時間以降でも効果が期待でき，早急の臨床導入が望まれる。
呼吸不全から ARDSに陥った症例に対しては人工呼吸管理が必要である。

ARDSの人工呼吸治療戦略に則して治療をおこなう。また，抗炎症薬や抗菌
薬の投与についても ARDSの治療方針にのっとっておこなう。インフルエン
ザウイルス陽性で重度の ARDS症例については，前述のように ECMOの使用
を可能であれば積極的に考える。
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■ 診断　外来受診（病初期）（図2）
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■ インフルエンザの経過（図1）
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■ 治療（図4）
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＊ただし，けいれん重積型急性脳症は，後期で起こる。


