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福岡医誌 107(２)：35―40，2016

集 会 報 告

第 54 回 福岡感染症懇話会

日時：平成 27 年 12 月 7 日（月）

会場：ホテルセントラーザ博多 3階「花筐の間」

はじめに

九州大学病院 グローバル感染症センター 下野 信行

福岡大学病院 泌尿器科 田中 正利

第 54 回福岡感染症懇話会を，平成 27 年 12 月 7 日にホテルセントラーザ博多にて開催した．菌血症は，

感染症の中でも重症化しやすく，適切な治療を行う必要がある．多くの病院で，血液培養陽性の患者に対

する治療支援などを行う動きが始まってきており，菌血症に対する治療成績が感染症の治療を左右してい

るといっても過言ではない．非結核性抗酸菌症は，結核患者が徐々に減少する中，増加してきており，特

に中年女性においては大きな問題となりつつある．

このような背景を踏まえ，今回の一般講演のテーマは「菌血症」を取り上げ，産業医科大学医学部微生

物学教室の齋藤光正教授の座長のもと，3題の発表が行われた．福岡市民病院の斧沢京子先生からは，

Klebsiella pneumoniae菌血症に伴う感染性大動脈瘤の症例について，福岡大学病院の古屋隆三郎先生から

は，前立腺生検後の菌血症に関して，また九州大学病院の西尾壽乘先生からは，Capnocytophaga菌血症に

関してご発表いただいた．それぞれ内科，泌尿器科，小児科といった異なる分野からの発表であったが，

どの分野においても，菌血症に対する適切な診断・治療が求められ，そのことが予後につながることが痛

感させられた．

特別講演においては，三萩野病院の澤江義郎先生の座長のもと，福岡大学病院呼吸器内科，診療教授の

藤田昌樹先生に「肺非結核性抗酸菌症 最近の話題」としてご発表いただいた．診断・治療の難しさに関

して，実例を交えてご講演いただき，臨床医の日常診療においても極めて有意義なものであった．

35

プログラム
学術情報提供

「イナビルの有用性について」第一三共株式会社

一般講演

テーマ：『菌血症』

座長 産業医科大学医学部 微生物学教室 教授 齋藤 光正 先生

・「Hypermucoviscous Klebsiella pneumoniae菌血症を伴った感染性大動脈瘤の一例」

福岡市民病院 感染症内科 斧沢 京子 先生

・「当科における菌血症例について」

福岡大学医学部 泌尿器科学 助教 古屋隆三郎 先生

・「当院小児科における Capnocytophaga菌血症の検討」

九州大学病院 グローバル感染症センター/小児科 診療講師 西尾 壽乘 先生

特別講演

座長 三萩野病院 澤江 義郎 先生

・「肺非結核性抗酸菌症 最近の話題」

福岡大学病院 呼吸器内科 診療教授 藤田 昌樹 先生



︱︱一般講演︱︱

Hypermucoviscous Klebsiella pneumoniae菌血症を

伴った感染性大動脈瘤の一例

福岡市民病院 感染症内科

斧 沢 京 子

［症例］81歳，男性．基礎疾患は高血圧症．20XX年 3月下旬頃から腰痛，食欲低下を認めていた．4月 6

日に症状が持続するため近医を受診したところ，腹部大動脈瘤を指摘，切迫破裂も疑われたため同日当院

へ救急搬送され血管外科に入院した．来院時発熱も認め，画像検索で動脈瘤の内部にガス像があり，周囲

の脂肪織混濁も認めたため，感染性動脈瘤を疑った．さらに入院時の血液培養から，Klebsiella pneumo-

niaeが検出されたため感染性動脈瘤と診断した．

切迫破裂の可能性があったため，第 3病日にまずはステントグラフト内挿術を施行し，保存的に加療す

ることとなった．炎症反応，熱型ともに改善傾向にはあったが，腹部膨満感は継続していた．第 16 病日に

造影 CTを施行したところ，ステントの尾側に突出した新たな大動脈瘤が形成されていたため，病勢のコ

ントロールが困難と考え，翌第 17病日に感染性動脈瘤切除，右腋窩―両鼠径バイパス術を施行した．その

際の切除組織の培養から入院時には認めなかった hypermucoviscous Klebsiella pneumoniaeが検出された．

その後全身状態は徐々に改善した．

［考察］本菌による感染性大動脈瘤の報告は非常に稀で，死亡率は高いと考えられている．今回，治療中に

も関わらず新たに感染性動脈瘤を形成し手術に至った症例を経験した．感染性大動脈瘤の治療においては

早期の抗菌薬加療と自覚症状や病変部位の経過を慎重に診つつ，手術時期を逸しないように注意する必要

があると考えられた．
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当科における菌血症例について

福岡大学医学部 泌尿器科

古屋隆三郎・郡 家 直 敬・岡 部 雄・宮 﨑 健・坪 内 和 女・松 﨑 洋 吏

宮 島 茂 郎・横 山 裕・入江慎一郎・中 村 信 之・松 岡 弘 文・田 中 正 利

はじめに

2012〜2014 年において当科で経験した菌血症例（抗菌薬前投与の症例を除く）は 24例であり，発症要因

としては尿管結石，尿管狭窄，尿閉等の尿路閉塞に伴うものが約 60％を占めた．その他，尿路性器に対す

る処置（膀胱鏡検査，経直腸的前立腺生検等）が 12.5％．起因菌としては E. coliが 46％と最多で，そのう

ち半数弱がキノロン耐性菌であった．

症例報告

（症例 1）83才，女性．主訴は右背部痛，下腹部痛．WBC 10,300/μl，CRP 0.3mg/dlで SIRS 3項目陽性．

尿培養と血液培養で E. coliを認めた．画像検査で右尿管結石と右水腎を認め，腎瘻の留置と抗菌剤投与

を行った．

（症例 2）61才，女性．主訴は右背部痛．WBC 8,600/μl，CRP 7.3mg/dlで膿尿を認め，SIRS 2項目陽性．

腎盂腎炎としてMEPM開始したが解熱傾向は認めず，血液培養でMRSA（MEPM耐性）を検出．尿培養

は陰性．腰部正中の疼痛が強いとの訴えもありMRI施行したところ胸椎化膿性脊椎炎と診断．

（症例 3）60才，男性．PSA高値にて経直腸的前立腺生検施行．生検 3 日目に 37℃台の熱発を認めたが，

症状は特に認めなかった．尿培養では E. coli（キノロン耐性）を認めた．抗菌薬内服で経過を見るも，6

日目に腰痛出現．その後，発熱は落ち着くも腰痛が続いたため，MRI施行され腰椎化膿性脊椎炎と診断．

まとめ

化膿性脊椎炎の感染経路は大半が血行性であり，前立腺生検後の感染に関しては前立腺静脈叢からの

Batson傍脊椎静脈叢を介した感染が疑われる．高齢者では発熱を伴わない症例が多いとされ，整形外科

以外の診療科が初診の場合も多く注意を要する．経直腸的前立腺生検後の化膿性脊椎炎発生は極めて稀で

あり，起因菌はその大半がキノロン耐性大腸菌である．最近の当科における生検後の感染症（急性前立腺

炎）の起因菌も大半がキノロン耐性大腸菌であり，より効果的な予防抗菌薬の投与が求められる．
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当院小児科における Capnocytophaga菌血症の検討

九州大学病院 グローバル感染症センター/小児科

西 尾 壽 乘

はじめに

Capnocytophaga属は通性嫌気性グラム陰性桿菌で，口腔内常在菌の一つである．ほとんどは免疫機能

低下を合併している患者であるが，健康なヒトでも起こりうる．現在，合計 9種が報告され，そのうち C.

canimorsusはイヌ・ネコ咬傷・掻傷感染症の一つで有名である．

方法

九州大学病院で 2000 年 1 月から 2015 年 5 月の間に，Capnocytophaga属が検出された小児症例（15歳

未満）について検討を行った．

結果

Capnocytophaga属が検出されたのは 20 症例で，そのうち血液培養から検出されたものは 4症例であっ

た．4症例とも，血液・固形腫瘍疾患の寛解導入療法中に発熱性好中球減少症を来たし，セフェム系抗菌薬

使用中の血液培養から検出された．4症例すべてカルバペネム系抗菌薬に変更することにより，臨床所見

の改善，血液培養陰性化を認めた．4症例の Capnocytophaga属を 16s rRNAによる同定を行ったところ，

3症例が Capnocytophaga sputigena，1症例が Capnocytophaga gingivalisで，Capnocytophaga sputigenaは

すべてβラクタマーゼ産生株であった．

結語

Capnocytophaga属は一般に抗菌薬感受性は良好であるが，好中球減少時での菌血症症例ではβラクタ

マーゼ産生 Capnocytophaga属の検出率が高いという報告もあり，Capnocytophaga属による菌血症時には

セフェム系抗菌薬を変更する必要があると考えられた．
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︱︱特別講演︱︱

肺非結核性抗酸菌症 最近の話題

福岡大学病院 呼吸器内科

藤 田 昌 樹

はじめに

抗酸菌は，マイコバクテリウム属に属する細菌の別称である．結核菌群以外の培養可能な抗酸菌による

感染症を非結核性抗酸菌症（Non-tuberculous mycobacteriosis）と呼称する．特に肺結核と鑑別が必要な

慢性呼吸器感染症を呈する症例が多い．頻度的にはMycobacerium avium-intracellulare（MAC）症とM.

kansasii症が多い．最近増加傾向であり，難治性も相まって，注目を集めている．

最近の話題

肺非結核性抗酸菌症の最近の話題として，疫学，診断，治療，宿主因子について取り上げた．

疫学として，死亡者数は 1000人以上を数え，近い将来肺結核死亡者数を超える勢いである．特に M.

avium症の増加頻度が目立つ．

診断として，MAC 抗体，CA19-9などの血清診断がトピックスである．画像的には特徴的な画像，中

葉・舌区の気管支拡張像を伴う小粒状陰影，空洞を伴う肺結核類似像の陰影を呈する．診断としては，肺

非結核性抗酸菌症に矛盾しない画像と菌の証明が必要とされるが，キャピリアMAC抗体陽性の場合には，

菌が検出できない症例においても肺 MAC 症の可能性が高く，慎重な経過観察が必要とされる．また

CA19-9 が高値を示し，すい臓がんを疑われるも，結局肺非結核性抗酸菌症だった症例をよく経験する．

治療に反応してCA19-9 が減少することも報告され，肺非結核性抗酸菌症の特異的なマーカーとなる可能

性がある．

いまだ完全な治療はない．治療には，長期間の薬剤投与が必要とされ，副作用に注意を払う．また，改

善例でも再発が頻発する．従って，診断がついても全例にただちに治療を行うわけではない．一般的に自

覚症状の悪化や胸部画像陰影の悪化が治療の開始の指標となる．経過観察しても良い症例は，症状がない

か軽い結節気管支拡張型の肺MAC症で，ある程度以上高齢者であり，画像所見が軽微であるというのが，

コンセンサスと考えられている．経過観察を継続する場合にも，将来的に悪化する可能性があるので定期

的な経過観察は必要である．標準的には，クラリスロマイシン（CAM ; クラリスなど），RFP，EBによる

併用療法を行い，重症例であればストレプトマイシン（SM ; 硫酸ストレプトマイシン）もしくはカナマシ

イン（KM ; カナマイシン）を加える治療が行われている．しかしながら，難治で再発する症例も多く，本

当に標準的な治療かどうかも一部では疑問視されている．最近の話題として，フルオノキノロン系抗菌薬

も肺非結核性抗酸菌症に対して奏効が確認できている．特に最近発売されたシタフロキサシンは，MAC

に対するMICが良好であり，臨床上も有効性を認めている．他の新規薬剤の開発はされているが，今後の

数年の間隔で使用可能という訳ではない．漢方薬の報告も一部なされている．治療後の再発症例では，異

なるタイプの菌による再発も多く，現在の治療の限界を感じさせる．

宿主因子としても，空洞型を示す症例，栄養状態不良や貧血などの因子が予後不良と結びつくことが報

告されている．我々の検討でも同様の結果が得られ，治療をおこなうかどうかが予後改善と必ずしも結び

つかない結果を示した．また宿主因子のみならず，特有の遺伝子群を持つMAC症菌株では予後不良を来

す結果も報告されており，宿主因子のみが予後不良因子という訳ではないようである．

集 会 報 告 39



まとめ

このように肺非結核性抗酸菌症は，難治性かつ再発も稀ではなく，治療方針決定およびその後の経過加

療方針決定は患者さんとのコミュニケーションが重要と考えられる．疾病の理解がかなり進んできている

が，まだまだ不十分であり，前向きレジストリーなどでの症例集積を行い，解析していく必要がある．
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