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＜解説＞ 

Case 6-2015  A 16-year-old Boy with Coughing Spells 

 

【咳の鑑別】 

咳は期間に応じて急性（3週間以内）亜急性（3～8週）慢性（8週間以上）で分類される。子供

にみられる咳の主な原因として 

急性…風邪が最多（90％が 25日以内に軽快） 

亜急性、慢性…再発性の風邪が最多。他の原因として喘息、逆流性食道炎、  上気道咳症候群

(=後鼻漏症候群)が多く、他にも喫煙、嚢胞性線維症、異物の誤飲、外因性の気

道圧迫、間質性肺炎 等 

が挙げられる。（Table 1 参照） 

 

⇒この患者ではどのように鑑別を進めていくのか？ 

●喘息風邪… 風邪や、wheeze の聴取がされなくとも喘息は常に咳の鑑別として考慮に入れな

ければならない。しかし咳が本症例ではあまりに激しいように感じる。 

●逆流性食道炎…肥満を認めており、喫煙もあったことからリスクはある。しかし咳の on-set

が明確で、息ができないほど激しい咳が起こるとは考えにくい。 

●異物の誤飲…明らかなエピソードなし。レントゲンも正常なのが合わないか？ 

 

●間質性肺炎等…レントゲンは正常 

●細菌性副鼻腔炎…咳、鼻閉を病初期より起こすが、発熱、副鼻腔の痛み、化膿性の排泄物を

認めない。 

●細菌性肺炎/気管支炎…咳が慢性的にみられることもあるが、発熱がなく、痰もでていない。 

●結核…亜急性/慢性の咳が特徴だが、結核菌保有者との接触歴やレントゲンで正常が一致しな

い。 

●マイコプラズマ肺炎…5～20歳によく見られるが、咳、頭痛、発熱、倦怠感の症状が徐々

に、そして数日にわたって増悪する。感染が気管支や嚢胞まで及んだら激しい

咳にもなりうるし、咳も慢性的に持続することもある。しかし発熱が認められ

ていないことより否定的 

 

 ●インフルエンザウイルス、アデノウイルス 

…上気道症状、咽頭痛を伴い、インフルエンザについてはワクチ  ン接種歴もない

ことより鑑別にあがる。しかし発熱が認められない。 

 ●ライノウイルス…上気道感染症の原因として多くみられるが、典型例では、 

          鼻閉が咳よりも先行し、鼻閉が消失しても咳は持続する。 

 ●RSウイルス…乳幼児の風邪の原因として知られているが、全年代でも同様の症状を起こすこ

とがある。しかし健康な子供、青少年では症状は軽度 

 

⇒臨床症状からは何を疑うか？ 
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激しい咳の症状、発熱を認めないことより『百日咳』が最も臨床症状から疑われる。 

 

 

 

 

【百日咳】 

原因菌:Bordetella pertussis(G 陰性桿菌) 

感染経路:飛沫感染 

疫学：学校伝染病に指定→特有の咳が消失するまで登校禁止 

   一度の感染で終生免疫を獲得 

※1980年代以降百日咳の患者数は増え、2～5 年ごとにアウトブレイクが起こるとされている。

2012 年ではアメリカで 48000件の報告があり、2014年にはカリフォルニアだけで 10000 件も報

告されている。これは DTaP ワクチンによって免疫的に誘発されていることが明らかになってお

り、最近では Tdapワクチンを成長してから追加摂取することが勧められている。 

症状：①カタル期（1～2週）：症状なし。伝染力が最も強い。 

   ②痙咳期（2～6週）：連続性発作性の咳が続き、苦しくなって息を吸い込み、吸気性の笛

声がおこる(whoop)。夜間に多い。 

※乳幼児期では無呼吸発作がおこる。 

    ③回復期(2～3週) 

持続する咳によって失神、肋骨骨折、失禁、肺炎（死因として最多）、てんかん発作、脳症（予後



＜第５回 担当：佐藤英     Case 6 – 2015＞ 

3 

 

不良）、百日咳顔貌（顔面浮腫、結膜充血）を伴うこともある。 

検査：リンパ球増多に伴う白血球増多（リンパ球 70%以上、WBC:15000/μL以上）が特徴。 

診断：鼻咽腔分泌液、喀痰より菌証明(Bordet-Gengou培地),PCR 

治療:エリスロマイシン(1st),アジスロマイシン,クラリスロマイシン,テトラサイクリン,ドキシサ

イクリン,ST 合剤 etc… 

 

 

⇒どうして本症例のようにワクチン受診歴のある青少年に百日咳が起こるのか？ 

 この患者は Tdap ワクチンを受けていたが 5年間の間に免疫が低下していたことが考えられる。

患者の住むマサチューセッツ州は 2012年に百日咳が大流行し、その数は増加していると報告され

ており、おそらくは学校やその他の場所など菌をもらう機会はあったと考えられる。臨床症状

も、3週間は持続する激しい咳発作と嘔吐があり百日咳の症状と一致する。 

最終的には受信後 4日後に百日咳毒素に対する IgG抗体に関する免疫酵素の存在が確認された。

⇒最終診断：百日咳 

【経過】 

臨床症状より百日咳を疑われた時点でアジスロマイシンを開始し、翌日より出席停止となっ

た。咳については帰宅途中、翌日の１時頃に咳がみられた。 

４日後に血清学的に百日咳が証明され、その時点で家族や治療に関わったスタッフにもアジス

ロマイシンによる加療がなされ、学校は百日咳の報告を保健所に行った。幸い咳は２～３週咳が

続いた後に軽減し、新たな発症もなかった。 

【百日咳の検査】 

 ELISA 法を用いて血清中の百日咳毒素に対する IgG抗体が 20μg以上である時に、百日咳に最

近、感染したという証明になる。(本症例では 31μgだった)。 

抗体は感染後急速に上昇し、8～12週後に下がっていく。この試験は追加百日咳ワクチンを受け

た後 3年以上経過していた場合、有効であること考えられており、現在はアメリカの公衆衛生所

で広く活用されている。 

 ELISA 法は PCR 法などの他の検査より優れた検査であることが示されている。

（Figure1,Table2） 

（Figure1：百日咳の検査が有効となる期間について） 

 
（Table2：各検査の特徴） 
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ELISA 法は本症例のように咳の発生後 2週間以上経過している状態で臨床症状より百日咳を疑

った場合は最も有効な検査であるといえる。またアジスロマイシンの加療が始まった後でも診断

に影響が出ない点が培養や PCRに比べ優れている点であるといえる。 

 

【百日咳ワクチン】 

 ①DTaPワクチン 

この患者は 1996 年に生まれ、DTaPワクチンを受けている。 

1996 年より前は DTwP ワクチン(全細胞ワクチン)が用いられていた。DTwP ワクチンを受けた子供の

百日咳の発症率は低いが、青年期へと成長するにつれ発症率は増加することが言われており、さら

に副作用として局所の腫脹や疼痛、発熱、食思不振といった副作用を起こすので DTaPワクチン（無

細胞性ワクチン）が勧められていた。 

 しかし 2000 年代中期ごろに DTaP ワクチンを受けた子供たちの間で百日咳を発症したケースが

みられるようになった。これを受け DTaP ワクチンの研究がなされたところ、ワクチン接種による

免疫能は 5年以内に衰えていくことが明らかとなり、さらに DTaPワクチンのみを受けた青少年と、

DTwP ワクチンのみを受けた青少年ではむしろ前者の方が、発症率が高いことも報告されている。 

 ②Tdapワクチン 

 この患者は 11歳に Tdap ワクチンの追加投与を受けている。Tdapワクチンは 2005年にアメリカ

で承認され、2006 年には the Advisory Committee on Immunization Practice(ACIP)が DTaP ワク

チンを受けた子供が 11 ,12 歳になった時に受けるように推奨した。 

（Table3:Tdap ワクチンの効果についての研究） 
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Tdap ワクチンを受けてからの 2 年間は百日咳にかかりにくいことがわかっているが、これも時

間経過とともに免疫力が落ちてきくることが報告されている。 

実際にこの患者では Tdap ワクチンを受けてから 4年 8か月後に百日咳を発症している。 

このため ACIPは Tdapワクチンの単回投与は 11 ,12 歳の子供やワクチン接種歴のない青少年、

成人、妊婦（新生児の罹患を防ぐため）、更に DTaP ワクチンによる免疫が不十分な子供（7 歳）に

対して推奨されている。しかし Tdap ワクチンの頻回投与についての安全性、効果については現在

調査中である。 

 

【出席停止について】 

子供たちが集団生活を営んでいる学校や幼稚園では、インフルエンザのように特に飛沫感染す

る感染症が発生すると、学校内のみならず家族、兄弟を通じて地域に広がる可能性が高い。その

予防としてわが国では学校感染症が規定されており、出席停止や学級閉鎖などの措置が取られ

る。 

近年百日咳、インフルエンザ、流行性耳下腺炎について変更がなされ、また新たに髄膜炎菌が加

わった。 

 

 

＜＜学校感染症における出席停止期間の基準 ＞＞  

（学校保健安全法施行規則より）                 H24.4 改定  

 対象感染症  出席停止期間の基準  

第

１

種  

エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、痘

瘡、  

南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ

熱、  

急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症

候群  

（病原体がＳＡＲＳコロナウイルスであるもの

に限る）、  

治癒するまで  
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鳥インフルエンザ（病原体がインフルエンザウ

イルスＡ（Ｈ５Ｎ１）であるものに限る）  

第

２

種  

インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ

１）及び  

新型インフルエンザ等感染症を除く）  

発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後、

２日を経過するまで  

百日咳  
特有の咳が消失するまで、又は５日間の適正な

抗菌性物質製剤による治療が終了するまで  

麻疹（はしか）  解熱した後３日を経過するまで  

水痘（水ぼうそう）  全ての発疹が痂皮化するまで  

風疹（三日はしか）  発疹が消失するまで  

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）  

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後

５日を経過し、かつ、全身状態が良好になるま

で  

咽頭結膜熱  主要症状が消退した後２日間を経過するまで  

結核  
病状により学校医その他の医師において感染の

おそれがないと認めるまで  

髄膜炎菌性髄膜炎  
病状により学校医その他の医師において感染の

おそれがないと認めるまで  

第

３

種  

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染

症、  

腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性

出血性結膜炎、＊その他の感染症  

病状により学校医その他の医師において感染の

おそれがないと認めるまで  

第 1種…感染症法の 1，2類感染症（Tb除く） 

第 2種…空気感染もしくは飛沫感染し児童生徒の罹患が多く学校において流行の可能性が高い 

第 3種…飛沫感染しないが流行を広げる可能性がある感染症 

 

では医師は疑い、診断した時点ではどのような措置をとらなくてはならないのだろうか？出席

停止は学校長が、臨時休校は学校の設置者が決定し、いずれも最終的には保健所に連絡がなされ

る。医師（学校医）が可能なのはあくまで助言しか行えない点が重要である。 

今回の症例のように学校内に広がる感染症が出現した場合は、すぐに保護者に学校へ連絡する

ように伝える。すると保護者は学校から『傷病証明書』と『傷病証明依頼書』をセットでもらう

ので医師は出席可能な日にちなどを記載する必要がある。 

 また百日咳は 5 類感染症の定点把握対象疾患となっている。診断がなされた時点で医師は最寄

の保健所長を通して都道府県知事に届け出をしなければならないが、本症例のような定点把握の

場合は、指定届出機関の学校長が届け出ることになっており、届け出期間も次の月曜日まで/翌月

初日まで（耐性菌、性感染症）と通常の感染症に比べてゆとりある。また医療費の負担割合につ

いては 3~5類感染症は規定がなく通常の医療と同様の扱いになる。 
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【感染症サーベイランス】 

感染症サーベイランスとは国や自治体などにおける感染症の発生状況を正確、継続的に調査、把

握しその情報をもとに感染症の予防と管理を図る一連のシステムの子ことである。 

●受動サーベイランス…感染症発生動向調査事業として(定点)医療機関の医師、管理者からの報

告に基づき国、都道府県が発生情報を統計データとして分析、公開することで感染症の発

症、予防に役立てている。 

●積極的サーベイランス…感染症の発生状況、動向、原因などを明らかにするため厚生労働大

臣、都道府県知事の指示もと必要な調査を行う。これは保健所など調査するものが病院など

の現場を直接訪問し患者や関係者に対して質問、調査を実施し情報を収集する。 

 

また今、国の事業として『院内サーベイランス』が言われている。これは事業産科医療機関にお

ける院内感染症の発生状況を調査し、国内外の院内感染の概要を把握し、あわせて医療現場の院

内感染対策に有用な情報の還元を行う。これを院内感染サーベイランス事業と言い、医療施設内

における外因性二次感染の対策支援として厚生労働省が 2000年ごろから実施している。 


