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インフルエンザ　─その臨床と問題点─

Clinical and Epidemiological Viewpoints for the
Infections of Human Influenza Viruses

岡野　素彦　　　駒込　理佳　　　三好　正浩　　　長野　秀樹

Motohiko OkanO, Rika kOmagOme, Masahiro miyOshi and Hideki naganO

  In 2011, three representative influenza viruses such as types A including influenza A (H1N1) 2009 and 
influenza A (H3N2) (type Hong Kong), and an influenza type B are likely circulating and are all infective 
to human individuals.  In this minireview, we summarize the clinical and epidemiological viewpoints of 
these infections.  Additionally, possible diagnosis, treatment and prophylaxis for the diseases are prefer-
entially discussed. 
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は じ め に

　インフルエンザウイルスは，その抗原性の違いから，A
型，B型そしてヒトにのみ感染するC型に分類される1-3）．
C型は，季節性がなく，またそれ程重篤な症状を示さない
とされるので，本稿ではA型と B型に関して述べる．A
型では，hemagglutinin（H）及び neuraminidase（N）の抗原
性の違いが，前者は 16 種，後者は 9種あり，組み合わせ
により 144 種類の亜型に分けられる4）．その全ての亜型が
水禽から分離される．しかし，ヒトでは現在までに，一般
にH1N1，H2N2 及 び H3N2 と 前 2者の交雑とされる
H1N2 亜型しか分離されていない1-3, 5）．B型は，その様な
抗原性の違いはなく，一種類である1, 3）．
　現在，鳥インフルエンザの直接ヒト感染例を除くと，ヒ
トに感染する季節性A型インフルエンザウイルスはいず
れもかつてのパンデミック（世界的流行）ウイルスの末裔
である2, 3）．20 世紀以降の既知の主なパンデミックとして
は，1918 年のH1N1型（スペイン風邪）6），1957 年のH2N2
型（アジア風邪）7），1968 年の H3N2 型（香港風邪，香港
型）8），1977 年の H1N1 型（ソ連風邪，ソ連型）があげら
れる9）．そして，2009 年のパンデミックをもたらしたイン
フルエンザA（H1N1）2009 ウイルスが加わる10, 11）．2009
年のパンデミック発生前までは，主に香港型とソ連型イン
フルエンザウイルスの感染がみられたが，一度パンデミッ
クが発生すると，それ以前のパンデミックウイルス由来の
季節性インフルエンザは駆逐されていく傾向にある12）．た
だし，インフルエンザA（H1N1）2009 ウイルスのヒトへ
の適合がまだ十分ではなく，複数のA型ウイルスによる
感染の可能性があり得る13）．実際，現在のところN阻害
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剤耐性株の増加を認めその蔓延が危惧されたソ連型インフ
ルエンザウイルスの感染はみられなくなっているが，B型
に加え，発生頻度に差違はあるがインフルエンザA
（H1N1）2009 とともに香港型インフルエンザの流行を同
時期に認めている14）．
　本稿では，これらインフルエンザの症状及び診断，さら
に治療・予防を中心にその問題点につき言及する．

インフルエンザにおける症状

　典型的な症状は，発熱，咳嗽，鼻汁，頭痛，筋肉痛，関
節痛，易疲労感など，いわゆる感冒様症状である15）．な
お，比較的突然の高熱を示すことが特徴的である．しか
し，これらはあくまでも症状の目安であり，症例により発
熱を認めない例もあるなど，非特異的な場合も多い．結
局，軽症から重症まで様々な症状を示す．また，一部には
不顕性感染もある．合併症としては，肺炎，脳症（脳炎），
心筋炎，筋炎などが注意すべきものとしてあげられる1, 3, 15-17）．
　肺炎には，ウイルスそのものによるウイルス性肺炎と，
二次性の細菌性肺炎及び両者を認める混合性肺炎があ
る12）．ウイルス性肺炎は，パンデミック時は，直接肺胞上
皮やマクロファージ系統の細胞に感染が成立する場合が多
く，通常の季節性インフルエンザの気管支上皮細胞への感
染とは異なるとされる．加えて，比較的若年層に発症する
ことが特徴的である．病態としては間質性肺炎となり，重
症例は急性呼吸促迫症候群（acute respiratory distress 
syndrome: ARDS）を呈する．詳細は不明であるが，これ
は主にそのウイルスに対する既存の免疫が無い場合にみら
れることが多い．マクロファージ系統の細胞への感染によ
る高サイトカイン血症もみられ，二次性の血球貪食性リン
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パ組織球症（hemophagocytic  lymphohistiocytosis: HLH）
となる場合があり，重篤である．なお，このような病態
は，鳥インフルエンザのヒト感染例で顕著とされる18）．細
菌性肺炎は，局所の組織破壊に引き続き起こるものであ
り，肺炎球菌によるものが多いが，その他インフルエンザ
菌，黄色ブドウ球菌なども原因となる12, 19）．発症までの時
間は，ウイルス性肺炎より遅い．病態として，気管支肺
炎，大葉性肺炎，膿胸などがあげられる．二者ほぼ同時に
認められる場合が混合性肺炎である．なお，これらは，B
型インフルエンザを含むすべてのインフルエンザウイルス
感染において，頻度は異なるが認められる3）．
　脳症は，インフルエンザ感染を契機に進行する急速な意
識障害を伴い，特に本邦を中心に問題となっている20）．発
症早期に異常な行動や言動などが認められ，痙攣をみる場
合もある．欧米では，一般に剖検例などを含め脳浮腫とい
う概念で最終診断されることが多く21），本邦では主に臨床
所見が診断の主体となるため，発症報告の頻度などに差を
みることも考えられる．今後は，診断指針のさらなる統一
が望まれる．そのことにより，初めて世界的な傾向などの
比較が可能になると思われる．その他，心筋炎や筋炎があ
げられる1, 3, 12, 22）．心筋炎は，発症すると急速進行性で致死
的となる場合がある．筋炎は，主に回復期に腓腹筋・ヒラ
メ筋など下肢の筋肉で限局性に起こることが多く，著明な
筋肉痛，歩行障害などをみる．
　なお，上記感染例における発症形態，重症度に関して
は，それぞれのウイルス株の異なる病原性，何らかの環境
要因，適切な治療の有無，前述したような宿主の免疫状態
の相違などによることが想定されている．感染防御機構に
は，抗体，細胞傷害性Tリンパ球などがあげられるが
（それぞれのウイルスにおけるこれらの記憶交差性も報告
されている），従前の記憶免疫を必要としないNK細胞の
重要性もあらためて示唆されている23-25）．

インフルエンザの診断

　基本的に，インフルエンザの確定診断は，咽頭・鼻腔ぬ
ぐい液などにおけるウイルス抗原あるいはウイルスRNA
の検出による3）．前者は主にイムノクロマト法を用いるも
のであり，いわゆる迅速検査とされ，A型，B型インフル
エ ン ザ ウ イ ル ス の 鑑 別 も 可 能 で あ る． 後 者 は，
polymerase chain reaction（PCR）法を利用するものであ
り，A （H1N1） 2009 及び香港型やB型インフルエンザウ
イルスなどの鑑別も可能である26）．加えて，分離用細胞を
用いたウイルスの同定も行われる．ここで，注意しなくて
はならないことは，いずれの方法も，採取時期，採取方法
などや本来の感度・特異度・手技などにより偽陰性が存在
することである．例えば，抗原検出のための迅速検査で
は，ウイルスにもよるが感度が報告上 30 － 60％前後とば
らつきがあり，陰性すなわち未感染とはいえない27）．ただ
し，陽性の場合の特異度は高い．また，PCR法では，陽
性の場合でもRNAを検出しているに過ぎず，必ずしも感

染性のあるウイルスが存在するということではない．従っ
て，病原因子の最終決定と臨床診断は常に慎重でなくては
ならない．なお，地域の流行状況の把握が大切であり，流
行時においては臨床診断の方が，より確実である場合があ
る28）．
　血清診断には，complement fixation（CF）法，hemagglutinin 
inhibition（HI）法などがあり，異なるA型インフルエンザ
ウイルスの鑑別も可能な，後者が主に用いられる1）．血清
学的診断の基本は，あくまでも対（ペア）血清を用いたも
のであり，抗体価の有意の上昇を証明する必要がある（回
復期血清が必要なため，実際の診断には利用できないこと
も多い）．また，一般的な血液検査では，細菌感染などの
合併がない限り，他の主なウイルス感染症と同様に，白血
球数は正常から低下（分画ではリンパ球優位），赤沈の亢
進はなく，C-reactive protein などの炎症反応は低値であ
る場合が多い．なお，ウイルス肺炎などの重症例では，初
期の白血球増多傾向も報告されている29）．

インフルエンザの治療

　以前は，他のほとんどのウイルス感染症と同様，特異的
抗ウイルス薬がなく対処療法に終始した．すなわち十分な
水分の補給，解熱剤の投与などである（ただし，アスピリ
ンなどはReye 症候群発症との関連が指摘され，禁忌）1）．
老齢者や循環器疾患などの原病を持つ対象を除き，対処療
法でほとんどの患者は治癒した．その後，ドパミン遊離促
進薬でパーキンソン病などに用いられていたアマンタジン
が，A型インフルエンザウイルスの構成遺伝子のひとつ
であり感染細胞がウイルス構成成分を放出する作用を持つ
matrix（M）2由来タンパクに対して阻害作用を有すること
が判明し，欧米で使用された3）．本邦でも，使用可能であ
るが，A型インフルエンザにのみ効果がある点や，耐性
ウイルスが出現しやすい点，加えてその神経作用の問題な
どから，現在ではほとんど用いられない．次いでN阻害
剤でウイルス増殖を抑えるオセルタミビルとザナミビルが
登場した3）．前者はカプセルあるいはドライシロップの経
口剤であり，後者は吸入剤（ドライパウダー）である．
従って，ザナミビルは吸入可能な年齢（大凡 7 - 8 歳が目
安）以降で使用が可能である．なお，オセルタミビルで
は，A型の耐性ウイルスがやや高頻度に発生する傾向が
みられる．また，既に静脈注射用製剤や新たな抗インフル
エンザウイルス薬も使用可能であり（ペラミビル，ラニナ
ミビルなど），作用機序の異なる新薬の開発も進行中であ
る16, 30）．
　ところで，全例に抗インフルエンザウイルス薬の投与が
必要であるか否かに関しては，従来論争がある31）．また，
例えば本邦が世界におけるオセルタミビルの使用量の約
7 - 8 割を占める点なども問題となっている．耐性ウイル
スの出現との関連性や，生活排水を介した河川における薬
剤濃度の上昇が報告され32），そのような環境における水禽
類での感染ウイルスの遺伝的変化の可能性など，その使用
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は従来より厳密にすべきであると思われる．しかしなが
ら，その早期投与が，重症化を防ぐということは事実であ
り，最低，危険因子保持例，すなわち高齢者，2歳未満の
乳幼児や 循環器疾患，呼吸器疾患（気管支喘息を含む），
免疫不全症，自己免疫疾患あるいは代謝病などを持つ例，
妊婦，過度の肥満者などでは，早期の抗インフルエンザ薬
の確実な投与が望ましい33）．これらの対象では，感染者と
接触した場合の予防投与（通常は，治療量の半量投与）も
考慮する．

インフルエンザの予防

　前述したように抗ウイルス薬の予防投与もあるが，最も
効果的なことは，予防接種の実施である34）．特に，危険因
子保持例は，予防が大切である．ただし，通常用いられる
現行の不活化ワクチンは，あくまでも症状の重篤化を防止
することが主な目的であり，一般に感染そのものの予防は
期待できない3）．世界保健機関を中心に，各地からの分離
株を分析し，翌年の流行株を類推し，それをもとにワクチ
ン株を推奨している35）．2011 年度は，前年度に引き続き
A型としてインフルエンザA（H1N1）2009 と A（H3N2）ウ
イルスが，加えてB型インフルエンザウイルスの 3種類
を対象としたワクチンが使用されている．なお，A型で
は同一亜型でも，常に抗原性の変化（連続抗原変異： 
antigenic drift）はあり得るので，その監視とともに，適
切なワクチン株の選定が求められる．また，使用ワクチン
の免疫原性の評価も肝要である．さらに，危険因子保持例
を中心とする細菌性肺炎予防のための肺炎球菌ワクチンな
どの投与も大切である11）．
　その他，一般的な手洗いの励行などがあげられる36）．マ
スクに関しては，医療従事者などでの使用は可とされてい
るが，一般の人々での予防に関する確定した科学的根拠は
ない．ただし，感染者の着用は当然勧められる．なお，使
用方法によってマスクそのものがかえって感染源となり得
るので，十分な注意が必要である．
　また，集団生活における休校などの措置は，インフルエ
ンザの流行に関して軽減あるいは遅延させ得ることが，既
に証明されている37）．

お わ り に

　インフルエンザは，世界的に流行を繰り返し，誰もが罹
患する．従って，最も大切な点は，その重症化を防ぐこと
と，合併症の軽減をはかることである．特に，文中で述べ
た危険因子保持例に関しては，十分な配慮が必要である．
また，病原性に関しては，薬剤耐性の問題も含め常に変化
する可能性があるので，最新かつ正確な情報の入手と共有
も大切である．医療機関，検査機関，行政機関などの十分
な連携もさらに求められる．流行発生時の早急かつ柔軟に
解決すべき課題も多い．インフルエンザにおける今後の適
切な対応が常に望まれる所以である。
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