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アルゴリズム ①成人急性咳嗽への対応

アルゴリズム②へ

対症療法，抗菌薬不要

特異的治療

マクロライド系抗菌薬，あるいは
レスピラトリーキノロンを投与

咳嗽がピークを過ぎている

異常所見

マイコプラズマ感染症，百日咳，
クラミジア感染症，が疑われる※3

はいいいえ

いいえ

いいえ

いいえはい

はい

なし あり

はい

「狭義の感染性咳嗽」を疑う目安
［咳嗽以外に以下の症状を伴う，または先行］
発熱，鼻汁，くしゃみ，鼻閉，咽頭痛，嗄声，頭痛，耳痛，全身倦怠感など
［参考所見］
周囲に同様の症状の人がいる，咳嗽に好発時間はないことが多い

急性咳嗽の成人患者が来院したら（3週間までの対応）

医療面接・身体所見で，急を要する，または明らかに精密検査・治療を要する状態※1※2

軽快傾向
なし

胸部X線写真，胸部CT検査，喀
痰検査も含めた精密検査を行う※4

専門医への紹介も考慮する

（日本呼吸器学会咳嗽・喀痰の診療ガイドライン ㆓₀㆒⓽ 作成委員会（編）．咳嗽・喀痰の診療ガイドライン ㆓₀㆒⓽．メディカルレ
ビュー社；㆓₀㆒⓽．より許諾を得て転載）

※1：�遷延性・慢性咳嗽の原因となる疾患（アルゴリズム②を参照）の発症早期での来院や，これらの疾患への感
染合併などによる，咳嗽・喀痰の出現や増悪での来院もある。

※2：�バイタルサインの異常（体温 38℃以上，脈拍 100 回/分以上，呼吸数 24 回/分以上のいずれか 1つ）または
胸部聴診所見の異常があれば特に肺炎を疑う。

※3：�百日咳の典型例では吸気性笛声や咳込み後の嘔吐などが特徴的である。マイコプラズマやクラミジア感染
症の診断には「市中肺炎における細菌性肺炎と非定型肺炎の鑑別項目」を参考にする［成人肺炎診療ガイ
ドライン 2017］。若年成人の急性呼吸器感染症で発熱と頑固な咳嗽がある場合はマイコプラズマ感染症を
疑い，胸部X線写真，各種迅速検査などを行い判断する。

※4：�喀痰が膿性に変化（あるいは膿性痰が新たに出現）するなど，一般細菌の感染が示唆される場合は，β-ラク
タム系薬を含めた抗菌薬の投与も考慮する。その場合はできるだけ抗菌薬投与前に喀痰細菌検査を施行し
原因微生物の特定に努める。

1 咳嗽・喀痰
  咳嗽・喀痰の診療ガイドライン 2019（2019）NEWNEW

「咳嗽に関するガイドライン」は，改訂にあたって咳嗽と密接な関係にある喀
痰も一緒に取り扱い，「咳嗽・喀痰の診療ガイドライン」として発行された。
咳嗽診療において，成人の急性咳嗽および遷延性・慢性咳嗽への対応につ
いての巻頭フローチャート（アルゴリズム）が改訂された。そのなかで，原
因が比較的容易に特定できる「広義の咳嗽」と，そうでない「狭義の咳
嗽」が明確に区別された。
喀痰診療における世界初のガイドラインであり，喀痰症状を有する患者の
診療の手順が示されている。
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②成人遷延性・慢性咳嗽への対応

精密検査と専門医への紹介を考慮する

複数の原因を有することもあり，再度病歴聴取や検査を行う　または，精密検査と専門医への紹介を考慮する

可能であれば精査を行い，以下の
存在を確認する※3

　・副鼻腔炎　・気管支拡張所見
　・好中球性気道炎症

副鼻腔気管支症候群（SBS）（以下，治療的診断）

はいいいえ

ありなし，あり
でも少量ま
たは一過性
（感染合併
など）

改善なし 改善あり

他の原因疾患 臨床診断

あり，
または
未確認

なし，その他異常所見

広義の成人遷延性・慢性咳嗽：原因が比較的容易に特定できる咳嗽※2

狭義の成人遷延性・慢性咳嗽：容易にその原因が特定できない咳嗽
精密検査と専門医への紹介を考慮する

遷延性・慢性咳嗽の成人患者が来院したら（3週間以降の対応）※1

喀痰

医療面接，身体所見，胸部X線写真などで，原因を推定できる

14・15 員環系マクロライド系抗菌薬※4 8 週間

頻度の高い疾患と治療的診断※5

咳喘息（気管支拡張薬著効を確認）

改善なし 改善あり

他の原因疾患 臨床診断

ICS（＋LABA）2週間
アトピー咳嗽/喉頭アレルギー（慢性）

改善なし 改善あり

他の原因疾患 臨床診断

ヒスタミンH1 受容体拮抗薬 2週間
胃食道逆流症（GERD）

改善なし 改善あり

他の原因疾患 臨床診断

PPI※6 4～8 週間
感染後咳嗽

改善なし 改善あり

他の原因疾患 臨床診断

対症療法 2週間

（日本呼吸器学会咳嗽・喀痰の診療ガイドライン ㆓₀㆒⓽ 作成委員会（編）．咳嗽・喀痰の診療ガイドライン ㆓₀㆒⓽．メディカルレ
ビュー社；㆓₀㆒⓽．より許諾を得て転載）

LABA：長時間作用性�β2�刺激薬
※1：�まずは単一ないし主要な原因について鑑別診断をすすめるが，例外や複数の原因をもつこともあることに

留意する。
※2：�肺結核などの呼吸器感染症，肺癌などの悪性疾患，喘息，COPD，慢性気管支炎，気管支拡張症，薬剤性

肺障害，心不全，鼻副鼻腔疾患など。
※3：�喀痰塗抹・培養（一般細菌，抗酸菌），細胞診，細胞分画や胸部CT検査，副鼻腔X線またはCT検査を施

行。副鼻腔炎については，好中球性炎症を主体とする従来型副鼻腔炎と，好酸球性炎症を主体とする好酸
球性副鼻腔炎がある。好酸球性副鼻腔炎は JESRECスコアで疑い，耳鼻咽喉科専門医に診断を依頼する。

※4：�まずエリスロマイシン（EM）を使用し，有効性が得られない場合や副作用が出現した場合は，他のマクロラ
イド系抗菌薬を考慮する。「クラリスロマイシン（CAM）【内服薬】を「好中球性炎症性気道疾患」に対して
処方した場合，当該使用事例を審査上認める」とされている（2011 年 9 月 28 日厚生労働省保険局医療課）。

※5：�治療的診断の効果判定までのおよその期間を示した。いずれの疾患においても改善の兆しがない場合は他
疾患の可能性にも留意する。

※6：�個人差が大きいため，プロトンポンプ阻害薬（PPI）でも 2週間程度で効果発現を確認することが望まし
い。PPI は高用量での開始が推奨され，効果がない場合，ボノプラザンへの変更，消化管運動機能改善薬
の追加投与を考慮する。

・ 咳嗽は，プライマリ・ケアにおいて，日常診療で最も受診する患者が多い症候として重要
である。本アルゴリズムでは，容易に咳嗽の原因が特定できない急性咳嗽（狭義の急性咳
嗽）の診断と治療の手順が示されている。したがって，原因が比較的容易に特定できる咳嗽
（広義の咳嗽）については，医療面接と身体所見から最初に除外しておくことが必要となる。
・ 「咳嗽に関するガイドライン第 2版」からの変更点は，マイコプラズマ感染症，百日咳，クラ
ミジア感染症の治療として，マクロライド系抗菌薬に加えてレスピラトリーキノロンが選択
肢に挙げられたことである。これは，実臨床での使用実績が蓄積されたこと，「成人肺炎診
療ガイドライン2017」において軽症～中等症の外来肺炎に対する第一選択薬にレスピラト
リーキノロンが加わったこと，マクロライド耐性マイコプラズマの存在などを理由としてい
る。また，これら以外の感染症や疾患が疑われる場合には，胸部X線検査に加えて，喀痰検
査および胸部CT検査が精密検査として追加された。これらの検査は，それぞれ外注検査お
よび他施設との連携によりプライマリ・ケアにおいても実施可能な施設が多いと考えられる。
・ 「咳嗽に関するガイドライン第 2版」では，狭義の感染性咳嗽の経過中に性状の変化する
膿性痰について，「気道の炎症によって産生され，細菌性感染症を直接意味するものでは
ないため，抗菌薬の適応の判断基準にはならない」としていたが，本ガイドラインで
は，喀痰が膿性に変化（あるいは膿性痰が新たに出現）するなどの場合は，細菌感染が疑
われるとして「抗菌薬の投与も考慮する」ことを推奨している。
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・ 咳嗽・喀痰の診療においては，長引く咳嗽を主訴に受診する患者への対応が必要になる
ことが多く，しばしば原因となる疾患や病態の診断に難渋するため，診断の手順を理解
しておくことが重要である。本アルゴリズムは非専門医が診療にあたる場合を想定して
作成されており，治療的診断の方法がそれぞれの鑑別疾患において示され，改善が認め
られない場合は，精密検査と専門医への紹介を考慮すべきとしている。
・ 「咳嗽に関するガイドライン第 2版」では，頻度の高い疾患として咳喘息とアトピー咳嗽
を一括して扱っていたが，本ガイドラインでは個々の疾患に分けている。さらにアト
ピー咳嗽については，同様な病態を耳鼻科領域では慢性喉頭アレルギーと診断している
ことから，両者を一緒に扱っている。
・ 治療的診断に関して，これまでは咳喘息/アトピー咳嗽に対して ICSの投与が推奨されて
いた。しかし本ガイドラインにおいては，咳喘息に対しては，ICS（＋LABA）の投与，ア
トピー咳嗽/喉頭アレルギー（慢性）に対しては，ヒスタミンH1 受容体拮抗薬の投与を推
奨している。なお，両者の鑑別において，気管支拡張薬の著効を確認することが重要で
ある。また，SBSを生じる慢性副鼻腔炎の病態として，好中球性炎症を主体とする従来
型副鼻腔炎とともに，好酸球性炎症を主体とする好酸球性副鼻腔炎についても注釈に明
記し，診断基準である JESRECスコアにも言及している。

総説
　咳嗽に関しては原因となる疾患それぞ
れの治療が基本となる（アルゴリズム①
②参照）。よって本総説では，本ガイド
ラインで新規に取り上げられた喀痰を有
する患者に対する診療の原則（図 1）につ
いて解説する。

	 定義
❶喀痰は，下気道から気道外に喀出され
た気道分泌物の総称である。
❷喀痰の存在は，気道において気道分泌
物が過剰に存在することを示唆する。
❸気道分泌の異常な増加が線毛輸送の処
理能力を上回り，気道内に貯留した分
泌物が咳嗽により気道外に排除される
という生体防御反応の結果が喀痰である。

	 診断
❶問診により慢性呼吸器疾患などの基礎
疾患や鼻副鼻腔炎などの病歴を確認す
る。喀痰については，出現時期，色
調，臭い，性状，量，喀出困難度，そ
してこれらの経時的な変化についての
情報を得る。
❷喀痰検査
①喀痰を採取し，肉眼・嗅覚的および物
理学的特性（レオロジー）の観察を経

て，細菌学的検査，細胞診検査を実施
する。細菌学的検査により，気道感染
症の診断，原因微生物の同定，感染の
程度（特に抗酸菌塗抹検査），薬剤感受
性の評価などを行う。細胞診検査によ
り，悪性疾患の診断，あるいは炎症性
細胞（特に好酸球や好中球）を同定して
気道炎症の病態の推定を行う。

②下気道由来の良質な喀痰を採取するこ
とが重要であり，特に細菌学的検査で
は，膿性喀痰が得られれば，原因微生
物の検出の可能性が高まる。

③膿性度の評価については，肉眼的な性
状の観察によるMiller & Jones 分類
と，顕微鏡的な観察により，白血球数
と唾液に多く含まれる口腔粘膜由来の
扁平上皮細胞の数をカウントして分類・
評価するGeckler 分類が用いられる。

	 治療方針
❶喀痰を生じる原因疾患（基礎疾患）の治
療が原則である。気道の急性細菌感染
症であれば，抗菌薬による治療を行う
ことで喀痰症状が改善・消失する。

❷COPDや気管支喘息などの慢性呼吸
器疾患においても，同様に各疾患の病
態に基づいた長期管理薬による治療が
基本である。つまり，COPDであれ
ば気管支拡張薬であり，気管支喘息で
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図 1　喀痰診療の原則

基盤の病態・疾患の推察

治療 吸痰療法理学療法喀痰治療薬による治療抗菌薬による治療基礎疾患の治療

病態の推察 原因微生物の種類悪性細胞の有無炎症の種類・程度性状の推察

観察・検査 細菌検査細菌検査細胞診検査物理学的特性観察肉眼的・嗅覚的観察

問診 経時的変化喀出困難度量性状色調発現時期基礎疾患の有無

（日本呼吸器学会咳嗽・喀痰の診療ガイドライン ㆓₀㆒⓽ 作成委員会（編）．咳嗽・喀痰の診療ガイドライン ㆓₀㆒⓽．メディカルレ
ビュー社；㆓₀㆒⓽．より許諾を得て転載）

◎：効果が期待される，○：効果の可能性がある
＊1：各薬剤の添付文書に基づいて判断した。
＊2：吸入液のみ。
＊3：粘液分泌を亢進させる可能性がある。

（日本呼吸器学会咳嗽・喀痰の診療ガイドライン ㆓₀㆒⓽ 作成委員会（編）．咳嗽・喀痰の診療ガイドライン ㆓₀㆒⓽．メディカルレ
ビュー社；㆓₀㆒⓽．より許諾を得て転載）

作用 代表的な治療薬
性状と効果＊1

漿液性喀痰 粘液性喀痰

産
生
・
分
泌
の
抑
制

杯細胞過形成
の抑制

杯細胞化生・過形成を抑制し，気
道粘液産生を抑制する

マクロライド系抗菌薬，
クリアナール，スペリア ◎

副交感神経の
抑制

副交感神経の節後線維末端から放出
されるアセチルコリンと粘液細胞上の
ムスカリン受容体との結合を阻害する

抗コリン薬 ◎ ◎

化学伝達物質
の制御

活性酸素，プロテアーゼ，脂質メ
ディエーター，サイトカイン等を
制御することで粘液の産生や分泌
を抑制する

抗アレルギー薬，LTRA，
コルチコステロイド ○ ○

分
泌
物
排
除
の
促
進

粘液溶解 ムチンを分解して気道粘液の粘稠
度を低下させる

ビソルボン，ムコフィリ
ン＊2，ペクタイト，チス
タニン

◎

粘液修復 気道粘液構成成分を正常化させる ムコダイン ◎ ◎

粘液潤滑
肺サーファクタントの分泌亢進に
より，気道粘液と気道上皮との粘
着性を低下させる

ムコソルバン，ムコソル
バン L，ムコサール-L ○ ◎

線毛運動賦活 線毛運動を賦活化させることで，粘
液線毛クリアランスを促進する β2�刺激薬＊3 ○ ○

上皮細胞から
の水分過剰分
泌の抑制

気道上皮細胞のクロライドチャネルを
介する水分の過剰分泌を抑制し，線毛
運動に適したゾル層の厚さに調節する

マクロライド系抗菌薬 ○ ○

咳嗽誘発 咳嗽反射を亢進させる ACE阻害薬 ○ ○

表 1　喀痰治療薬
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あれば ICS になる。
❸原疾患に対する治療によっても喀痰症
状の改善が不十分な場合には，対症療
法として喀痰調整薬が考慮される。た
だし，喀痰調整薬には，COPDに対
する増悪抑制効果がある。

	 治療方法
❶本ガイドラインでは，各疾患において
用いられる治療薬について，気道過分
泌や喀痰症状に対する改善効果の視点
から，作用機序によって分類し，喀痰
治療薬として代表的な薬剤が示されて
いる（表 1）。

❷喀痰を生じる原因疾患（基礎疾患）の治
療に加えて，喀痰症状に対する対症療

法として喀痰調整薬が用いられる（「具
体的処方」参照）。

専門医へのコンサルト
以下の場合には専門医への紹介が望ましい。
① 咳嗽・喀痰の原因疾患が診断できな
い場合
② 原因疾患について専門医による治療
が必要な場合
③ 重大な合併症や，呼吸不全を認める
場合，咳嗽・喀痰症状が高度である
場合
④ 治療の効果が不十分である場合や，
症状の再燃や増悪を繰り返す場合

最 近 の 話 題
　マクロライド系抗菌薬はCOPDの増悪抑制効果を有し，その機序として，
気道炎症や喀痰分泌の抑制，細菌の病原性抑制，抗ウイルスなどの作用が報告
されている（Yamaya M, et al. J Am Geriatr Soc. 2008；56：1358-60.）。最近，
マクロライド系抗菌薬が好酸球性気道炎症を特徴とする気管支喘息に対しても
増悪抑制効果を示すという臨床試験結果が報告された（Gibson PG, et al. 
Lancet. 2017；390：659-68.）。ICS と長時間作用型気管支拡張薬併用下でコン
トロール不良な喘息患者において，アジスロマイシンの追加投与により，増悪
抑制とQOLの改善，および喀痰の減少効果が認められた。このマクロライド
系抗菌薬による，Type 2 炎症を有する喘息における喀痰症状の改善効果に関
連して，筆者らは正常ヒト気道上皮細胞を用いた検討により，クラリスロマイ
シンが，SAM pointed domain-containing ETS transcription factor（SPDEF）
と chloride channel accessory 1（CLCA1）の抑制，そして ERKの構成的リン
酸化の抑制を介して，IL-13 により誘導される，杯細胞の過形成杯細胞から分
泌されるムチンであるMUC5ACの発現を低下させることを明らかにした
（Nagashima A, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2016；60：6585-90.）。
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具体的処方（喀痰症状に対する対症療法）具体的処方（喀痰症状に対する対症療法）
病型分類 処方例 ポイント

▶喀痰調整薬
ⅰ）粘液溶解薬 ①ペクタイト

㆒₀₀ mg×叅 回/日
①②ムチン結合の開裂などにより
ムチンを溶解し，気道粘液の粘稠
度を低下させる。

②ビソルボン
㆕ mg×叅 回/日

②漿液性分泌増加作用を有するた
め，喀痰の量が増える可能性がある。

ⅱ）粘液修復薬 ①ムコダイン
⓹₀₀ mg×叅 回/日

気道粘液の構成成分を正常化する。

ⅲ）粘液潤滑薬 ①ムコソルバン L
またはムコサール-L
㆕⓹ mg×㆒ 回/日

肺サーファクタントの分泌促進作
用により，気道粘液と気道上皮と
の粘着性を低下させ，粘液のクリ
アランスを高める。

ⅳ） 気道分泌細胞正常
化薬

①クリアナール
またはスペリア
㆓₀₀ mg×叅 回/日

杯細胞の過形成を抑制し，粘液産
生を抑制する。

【治療方針】喀痰調整薬は，粘液溶解薬，粘液修復薬，粘液潤滑薬，気道分泌細胞正常化
薬の 4つに分類される。粘稠度の高い喀痰に対しては，すべてにおいて有効性が期待さ
れる。特に粘弾性が高い場合は粘液溶解薬，喀出困難が顕著な場合には粘液潤滑薬，喀
痰量が多い場合には気道分泌細胞正常化薬の投与を考慮する。
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