
急性気道感染症 

 

急性気道感染症 ～疾患編～ 

急性気道感染症は、風邪やインフルエンザなどに代表される日常生活の中で最も身近に経験

する感染症のひとつです。 

しかし、風邪は万病のもとと言われるように、こじらせる

と気管支炎や肺炎などを引き起こし入院や死亡につながる

こともあります。 

ここでは 

【急性気道感染症とは】 

【呼吸器の仕組み】 

【感染症の仕組み】 

【急性気道感染症の病態】 

【診断と検査】 

【インフルエンザとは】 

について順にご紹介します。 

 

 

 

  



急性気道感染症とは 

急性気道感染症とは、主にウイルスの感染が原因で気道に急性炎症が起こる疾患です。 

鼻水・喉の痛み・咳・痰などの症状を伴い、そのほとんどは一般に風邪・かぜ症候群・感冒

などと呼ばれるものやインフルエンザです。 

また、多くの人は体調不良を風邪と訴え受診することが多く、その病態が本当に急性気道感

染によるものかどうかを見極めることも大切です。 

風邪はほとんどの場合軽症の経過をたどり、安静にしていれば1週間ほどで自然に回復しま

す。 

それに対し、インフルエンザは高熱などの全身症状が出るだけでなく、肺炎など起こして重

症化することがあります。 

また、学校なので集団感染を起こすことがあるのも特徴です。 

さらに、病院や老人福祉施設などで集団感染を起こすと免疫力の低下した高齢者が死亡する

など社会的に問題となることもあります。 

 

  



呼吸器の仕組み 

呼吸によって取り込まれた空気は鼻腔→咽頭→喉頭を通り気管に入ります。 

気管は左右に分岐した気管支となり、さらに分岐を繰り返し、やがて直径約1 mm の細気

管支となります。 

その先端には約3億個の肺胞があり、ここで酸素と二酸化炭素のガス交換が行われます。 

この鼻腔から肺胞に至るまでの空気の通り道を気道と言い、解剖学的に上気道と下気道に分

けられます。 

呼吸器は外界に解放された器官です。 

成人は1日に約12,000ℓもの異物や病原微生物を含んだ空気を吸い込んでおり、最も感染

をきたしやすい臓器と言えます。 

そこで、呼吸器には病原微生物の感染を免れるために幾重もの防御機構が備わっています。 

  



防御機構 

 

鼻腔 

鼻腔の入り口にある鼻毛は、空気

中の大きな異物を除去するフィル

ターの役割をしています。 

鼻腔内の粘液に覆われたひ
・

だ
・

(鼻

甲介)は、通過する空気を浄化す

ると共に適度な温度と湿度に調節

します。 

また、鼻腔粘膜に異物が付着する

と神経を刺激してくしゃみが起こ

り異物を排除します。 

 

咽頭 

咽頭にはリンパ組織の集合体である扁桃が入口を取り囲むように分布していて、口腔と鼻

腔から侵入する異物を攻撃・排除しています。 

 

 

 



喉頭 

気道粘膜は細かい突起を持った線毛に覆われ、その表面は粘液で保護されています。 

気道に侵入した異物は気道粘液に絡めとられ、線毛運動により上方に運ばれ除去されま

す。 

また気道粘液に存在するIgAは局所免疫として働きます。 

線毛運動でも除去されなかった異物は、粘液に包まれた状態で咳反射により痰として排出

されます。 

 

その他 

これらの防御機構を突破して異物が肺胞に到達しても、肺胞マクロファージにより貪食さ

れ肺胞は無菌状態に保たれます。 

さらに、全身においても  

●B細胞による抗体産生 

●好中球・単球による異物の貪食・消化 

など、様々な免疫機構が働いて私たちの体は常に外敵から守られています。 

 

 

  



感染症の仕組み 

感染の成立には、一般に感染源・感染経路・宿主の抵抗力の3つの条件が必要となります。 

すなわち、感染源であるウイルスや細菌が感染経路を介して宿主に侵入し、病原体の感染力

が宿主の抵抗力を上回った時に初めて感染が成立します。 

呼吸器感染症の感染経路には、 

●汚染された手などから直接鼻や咽頭にうつる接触感染 

●くしゃみや咳痰などで吐き出される病原体を含んだ飛沫を介する飛沫感染 

●空気中を浮遊する微細な粒子飛沫核による空気感染 

があります。 

急性気道感染症を引き起こすウイルスのほとんどは接触感染によって感染する頻度が高いで

すが、インフルエンザウイルスは飛沫感染によっても感染します。 

  



気道感染症の仕組み  

空気中や手についたウイルスは鼻や喉の粘膜に付着し、その一部は細胞内に侵入します。 

これが感染です。 

ただし、感染が起こっても通常は白血球などの免疫細胞によってウイルスが排除されるの

で、必ずしも発症するわけではありません。 

しかし、侵入したウイルスの量が多かったり、体の免疫力が低下したりしているとウイルス

が増殖して次々と周囲の細胞に取り付きます。 

すると炎症が起こり、鼻水・鼻づまり・喉の痛みなどの症状が現れ発症に至ります。 

さらに、気道に炎症が起きると線毛運動が低下してウイルスをうまく排除できなくなり、ウ

イルスは更に奥へと侵入します。 

炎症が気管・気管支に達すると、声のかすれ・咳・痰などの症状が現れます。 

また、冷気や空気の乾燥は線毛運動を低下させるため、冬場は特に風邪やインフルエンザに

かかりやすくなります。 

さらに、ウイルスにより気道粘膜が障害を受けるとその部位に細菌が付着侵入しやすくな

り、2次感染を起こすことがあります。 

ただし、原因となる細菌の多くは気道の常在菌であり、通常は症状を起こすことはありませ

ん。 

このようにして気道感染症は発症・進展していきます。 



急性気道感染症の病態 

急性気道感染症は、病原微生物の感染により生じる気道の急性炎症性疾患です。 

その原因となる病原微生物は80～90%がウイルスであり、ライノウイルスやコロナウイル

スなど200種類以上に及びます。 

また頻度は少ないものの細菌が原因となる場合があり、そのほとんどはウイルス感染に続発

する2次感染です。 

その他、マイコプラズマやクラミジアが原因となる場合もあります。 

急性気道感染症による炎症は局所にとどまらず気道全体に及ぶことが多く、鼻水・鼻づま

り・喉の痛み・咳・痰など様々な症状が複合して起こります。 

そしてこれらの症状の程度によって急性鼻副鼻腔炎・急性咽頭炎・急性気管支炎とこれら3

つの症状が同時に同程度存在する感冒の4つに分類されます。 

また、この分類は抗菌薬が必要な症例かどうかを見極める際にも有用となります。 

(インフルエンザについては後半で詳しくご説明します。) 

 

感冒 

感冒は発熱の有無を問わず、鼻症状・咽頭症状・下気道症状の3系統の症状が同時に同程度

存在する病態です。 

感冒の自然経過はウイルス感染後1～3日の潜伏期間を経て、まず微熱・倦怠感・喉の痛み

を生じます。 

続いて鼻水・鼻づまり、さらに咳や痰などの症状が現れ、発症から3日前後をピークに 

7～10日で軽快します。 

しかし、症状が進行的に悪化したり、一旦軽快したにも関わらず再増悪したりした場合には

二次的な細菌感染を合併している可能性があります。 

また、高熱や強い全身症状が見られる場合にはインフルエンザが疑われます。 

 

インフルエンザとの識別 

通常の感冒は発症が比較的ゆっく

りで鼻喉などの局所症状が中心な

のに対し、インフルエンザは急激

な高熱と共に頭痛・関節痛・筋肉

痛・倦怠感などの強い全身症状が

現れます。 

 

 

 



急性副鼻腔炎 

急性鼻副鼻腔炎は、くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどの鼻症状を主とする病態です。 

鼻副鼻腔炎のほとんどは鼻腔内の炎症を伴うこと、また鼻炎症状が先行することから最近は

副鼻腔炎と呼ばれています。 

ウイルス性の急性上気道感染症のうち、細菌性の鼻副鼻腔炎を合併するのは2%未満と言わ

れていますが、症状の軽減と増悪を繰り返す場合には細菌感染が疑われます。 

 

急性咽頭炎 

急性咽頭炎は咽頭症状である喉の痛みを主とする病態です。 

急性咽頭炎には咽頭後壁(口を開けた時に見える喉

の突き当たり)の炎症の他に、急性扁桃炎と喉の両

側にある口蓋扁桃の炎症も含まれます。 

原因の多くはアデノウイルスなどのウイルスです

が、溶連菌・A群β溶血性連鎖球菌によるものも10

～30%程度存在します。 

溶連菌感染症は学童期の小児に多く見られます。 

代表的な症状は38～39℃の高熱・喉の痛み・腫れ

です。 

そして、体に小さな赤い発疹が出たり、舌にイチ

ゴのようなツブツブができるイチゴ舌が出来たり

するのが特徴です。 

また、症状が治まった数週間後に心臓弁膜などに

障害を起こすリウマチ熱や急性糸球体腎炎などの

合併症を起こす危険性があり注意が必要です。 

咽頭痛を訴える病気には、急性喉頭蓋炎・扁桃周囲膿瘍・喉頭炎・レミエール症候群など緊

急性を要する疾患が原因の可能性もあります。 

唾を飲み込めないほどの激しい喉の痛み・ゼーゼーと音がする喘鳴・開口障害などが見られ

る場合には注意が必要です。 

さらに嚥下率が乏しい場合や、咽頭や扁桃の炎症所見がないにもかかわらず咽頭痛を訴える

場合には、急性心筋梗塞・くも膜下出血・頸動脈解離などによる放散痛を考慮する必要があ

ります。 

その内、急性喉頭蓋炎はインフルエンザ菌などの細菌感染による声門上部喉頭蓋の急性炎症

です。 

激しい喉の痛みがあり、急激な喉頭蓋の腫れから呼吸困難・喘鳴が出現し、短時間で気道を

塞いで窒息することもある緊急性を要する疾患です。 

 



クループ 

小児ではパラインフルエンザウイルスなどの感染によりウイル

ス性クループを起こすことがあります。 

気管と喉頭で炎症が起きることで発症し、主に生後6ヶ月～3歳

くらいの小児に発生します。 

ほとんどの場合、クループは1回しか発症しませんが、中には

ウイルス感染がきっかけとなって発症を繰り返すけいれん性ク

ループを患う場合もあります。 

 

症状 

クループは、初期はかぜと同じ症状(発熱・咳・くしゃみ・鼻

水)が見られます。 

次いで声の枯れが見られ、重症化すると喉頭の炎症により犬が吠えるようなキューキュ

ーという大きな甲高い特殊な咳が現れます。 

喉頭の腫れがひどくなると気道が狭窄して呼吸困難に陥ることがあり、注意が必要で

す。 

急性気管支炎は発熱や痰の有無は問わず、咳を主症状とする病態です。 

分類的には下気道感染症ですが、上気道における急性感染症に続発することがほとんど

です。 

その咳は2～3週間続くことも少なくありません。 

ほとんどの場合、夜に悪化する傾向にあり寝ている時に目を覚ますこともあります。 

朝には軽快しますが、また夜になると症状が悪化します。 

 

原因 

原因のほとんどはコロナウイルスやインフルエンザウイルスなどのウイルスです。 

しかし、百日咳菌・マイコプラズマ・クラミジアによるものも見られ、これらは咳が冬

期間続くことが特徴です。 

さらに、肺炎球菌やインフルエンザ菌などによる二次感染によって重症化することもあ

ります。 

また、日本ではいまだに結核の罹患率が高いため鑑別する疾患として考慮が必要です。 

 

  



 

診断と検査 

急性気道感染症が疑われたら、まず問診票などを活用した問診と、診察による身体所見の確

認を行います。 

 

問診 

問診では、 

●鼻症状・咽頭症状・下気道症状など局所症状の有無 

●発熱や頭痛、筋肉痛などの全身症状の程度 

を確認します。 

強い全身症状が見られる場合にはインフルエンザが疑われます。 

また、 

●発症からの時間経過 

●症状の変化 

●周囲での流行状況 

●感染リスクの把握 

も鑑別や診断の重要な情報となります。 

さらに、 

●呼吸器疾患や糖尿病などの基礎疾患のある人 

●ステロイド剤や抗がん剤を服用中の人 

などは急性気道感染症をきっかけに肺炎などを合併し重症化するリスクが高いため、問診で

把握することも重要です。 

 

診察 

診察では、 

咽頭扁桃の所見・頸部リンパ節の圧痛・体温・血圧・心拍数・呼吸音・呼吸状態 

などの身体所見を観察します。 

急性気道感染症のほとんどは問診と診察のみで診断可能で、通常検査までは行いません。 

しかし、 

インフルエンザ・細菌感染・肺炎・風邪と初期症状が似ている他の疾患 

などが疑われる時は、 

血液検査・微生物学的検査・胸部 X 線検査 

などの詳細な検査が必要となることがあります。 

 

 



検査 

血液検査では白血球数やCRP数値などを調べます。 

ウイルス感染はリンパ球数の増加が特徴です。 

それに対し、細菌感染では好中球数が増加し、炎症の指標である CRP も高値を示します。 

さらに必要に応じて病原微生物の同定検査を行います。 

生物学的検査には 

●細菌検査 

●抗酸菌検査 

などがありますが、 

●血液や分泌物などを採取する手技 

●培養するための長期的な期間 

などを要するため、即時性がないことが難点でした。 

しかし、最近は迅速診断キットの開発により速やかな診断が可能となっています。 

抗原検査では 

インフルエンザウイルス・アデノウイルス・RS ウイルス・溶連菌 

などの迅速診断キットがあります。 

また、遺伝子検査ではマイコプラズマ・レジオネラ・百日咳菌の迅速診断キットがありま

す。 

血清抗体検査は、抗体価上昇に2週間ほどを要し早期診断には適していませんでしたが、 

現在マイコプラズマ・クラミジアの迅速診断キットが発売されています。 

肺炎が疑われる場合には胸部 X 線検査を行うこともあります。 

 

  



インフルエンザとは 

インフルエンザはインフルエンザウイルスによる急性気道感染症です。 

インフルエンザウイルスは内部タンパクの抗原性の違いから A型・B型・C型の3つに分類

されます。 

このうち大きな流行を引き起こすのは A型と B型で、共に症状が強く現れます。 

一方C型は感染力症状ともに弱く、感染しても軽い風邪程度で大きな流行にはならないと言

われています。 

最近は牛の呼吸器に感染するD型が報告されていますが、人への感染は確認されていませ

ん。 

 

A型とB型インフルエンザ 

 

構造 

インフルエンザウイルスは直径約107メートルの球形をした一本鎖RNAウイルスです。 

脂質からなる膜(エンベロープ)には、ヘマグルチニン(HA)とノイラミニダーゼ(NA)の 

2種類の糖タンパク質からなる突起

が存在し、ウイルスの感染増殖に

重要な働きをしています。 

HAは気道粘膜の表面に付着してウ

イルスが細胞内に侵入する際の先

導役として働きます。 

一方、NA は感染細胞で新しく産生

されたウイルスが細胞外に出る際

に、感染細胞とウイルスを切り離

す働きをします。 

 A型ウイルスには26種類の HA と

9種類の NA があり、これらの組み

合わせにより複数の亜型が存在し

ます。 

一方、B型ウイルスには HA と NA が1種類ずつしかないため、亜型はひとつしか存在し

ません。 

現在人の間で流行しているのは H1N1(Aソ連型)・H3N2(A香港型)・B型の3種類で、こ

れらは季節性インフルエンザと呼ばれています。 

 

 



変異するインフルエンザ 

RNAウイルスであるインフルエンザウイルスは、DNA ウイルスに比べて複製ミスが多

く、また修復機構を持たないため遺伝子変異を起こしやすいと言われています。 

変異には2つのタイプがあり、そのうち連続抗原変異はHAやNAの抗原性が同一の亜型内

で毎年少しずつ変化するものです。 

これにより、季節性インフルエンザは巧みにヒトの免疫機構をすり抜けて、毎年流行を繰

り返します。 

 

新型インフルエンザ  

不連続抗原変異は10年に1度、抗原性の異なる別の亜型に変異するもので、これが新型イン

フルエンザです。 

新型インフルエンザウイルスは、ヒト株とトリ株の両方に感受性を持つ豚の体内で再集合し

た遺伝子の不連続抗原変異によって発生すると考えられています。 

この新たなウイルス株が人への感染性を獲得し、さらに変異も起こして人から人への感染性

を持った時に新型インフルエンザとして流行を起こす可能性があります。 

 

特徴と傾向 

インフルエンザに対して人はまだ免疫を持っていないため、ひとたび発生すると世界的な

大流行パンデミックを引き起こし、多くの死者や健康被害を出すなど社会的に大きな影響

を与えることになります。 

2009年に豚由来で発生し世界的に流行したインフルエンザH1N1(p d m
パンデミック

09)も、当初は新

型インフルエンザとして厳重に警戒されましたが、現在は季節性インフルエンザとして扱

われています。 

現在警戒が必要なのは高病原性鳥インフルエンザです。 

以前、鳥インフルエンザウイルスはヒトに感染しないと考えられていましたが、感染した

鳥に濃厚接触した場合、極めて稀に感染する可能性があることが明らかになりました。 

高病原性鳥インフルエンザA(H5N1)は、鳥から人への感染によってこれまで東南アジア

を中心に多くの死者を出しています。 

また最近では A(H7N9)の人への感染が増加しており、死者の報告も増えています。 

今後、これらのウイルスが人から人への感染性を獲得し新型インフルエンザとしてパンデ

ミックを引き起こすことが懸念されています。 
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流行時期 

インフルエンザの流行時期は、例年12～3月にかけてです。 

流行のピークは都市によって多少違いますが、通常1月下旬～2月初旬に集中しています。 

2009年には例外的に10～12月に流行しましたが、これは新型インフルエンザ(pdm09)に

よるものです。 

またインフルエンザの罹患者は小児が圧倒的に多いですが、死亡者のほとんどは65歳以上

の高齢者であり、インフルエンザは高齢者にとって命に関わる恐ろしい病気です。 

 

症状と経過 

インフルエンザウイルスに感染した場合、通常1～3日の潜伏期間を経て38℃以上の急激

な発熱とともに、悪寒・頭痛・筋肉痛・関節痛・倦怠感などの全身症状が強く現れます。 

やや遅れて咳・喉の痛み・鼻水・鼻づまりなどの呼吸器症状を伴うこともあります。 

高熱は3～4日目に下がり始め、それと共に全身症状も落ち着き1週間程度で軽快します。 

 

検査方法 

現在、日本ではインフルエンザの確定診断に迅速診断キットが広く用いられています。 

迅速診断キットは簡便な操作で迅速に診断ができ、速やかな抗インフルエンザ薬の投与を

可能とするため感染拡大や重症化の防止に役立っています。 

検体は、長い綿棒を鼻から入れ鼻腔内の粘膜表皮を採取します。 

使用する検体はキットにより異なりますが、判定時間は5～15分程度です。 

診断キットは A型 B型の判定は可能ですが、亜型までは判

定できません。 

感度や特異度も向上はしていますが、偽陽性・偽陰性など1

00%ではないことにも留意が必要です。 

また、発症初期(特に発症から12時間以内)は検出率が低い

傾向にあります。 

そのため、検査結果が陰性であっても臨床症状と合わせて総

合的に判断することが重要です。 

最近では目視で判定するキットに加え、専用機器を用いて感染初期から高感度に検出でき

る製品も発売されています。
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特に注意すべきケース 

インフルエンザに感染した場合、 

●65歳以上の高齢者 

●基礎疾患を有する人 

●妊婦及び出産後2週以内の褥婦 

●5歳未満特に2歳未満の幼児 

などは重症化や合併症のリスクが高いことが知られています。 

高齢者や基礎疾患保有者では肺炎の合併に注意が必要で、重症化により死に至ることも珍

しくありません。 

特に高齢者はインフルエンザや肺炎の特徴的な症状が現れにくく、慎重な観察が必要で

す。 

幼児では中耳炎・熱性痙攣・インフルエンザ脳症などが見られることがあります。 

中でもインフルエンザ脳症は最も重篤な合併症で、インフルエンザの発熱後1～2日以内に

嘔吐・幻覚・意味不明な言動などの異常行動・意識障害・けいれんなどの症状が現れま

す。 

1歳をピークに幼児期に多く見られ、毎年100～300人に発症し死亡率は10%程度、 

約25%に後遺症が残ると言われています。 

 

 

あとがき 

急性気道感染症は身近な病気ですが、それだけに軽視されている部分もあります。 

大切な臓器である肺に繋がっている部分に症状が出ますので、悪化すると呼吸に影響が出る

こともあり早期治療が望まれます。 

また、症状を風邪だろうと自己判断してしまい、その他の疾患の早期発見を逃す危険性もあ

ります。 

身近な病気だからこそ、その都度かかりつけ医や薬剤師にしっかりと診てもらい、不安の種

を取り除いていきましょう。 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。 

疾患編を読んで、分からないことや、もっと知りたいことなどありましたら

ご意見をお聞かせください。 

感想もお待ちしております。 

 

 


