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特集 小児の気道感染症一症状からどこまで原因を探れるか?
各論一典型的な症例を見よう

インフルエンザ菌性中耳炎
土田晋也"
はじめに
小児急性中耳炎の二大起炎菌はインフルエンザ
菌(H化加ゆ腕防influenzaバHO，肺炎球菌である。
インフルエンザ菌による中耳炎に何か特徴はある

47横体中，インフルエンザ菌l9横体(40%)・
肺尖球菌8f*(17%)，モラキセラ菌@横体(2%)

のか・2O08午に自験側で検討したことがあるので

だった。横体採取時の同齢は，インフルエンザ菌

紹介するり0なお，本稿の主題である中耳炎の起

炎菌はとくにことわりがなければ，無爽膜型イン

性中耳炎と肺炎球菌性中耳炎でおのおの22+12
か月と17+loか月。横体採取時に高熱 (8.5で

フルエンザ菌 (non 01peable互influenzae : NTHD

以上)はおのおの2横体Ⅰll%)と5校体(63%)。

と考えてよい。

横体採取時に耳痛や耳痛徴候ありはおのおの6横

4対 象

体 (32%)と5<* (63%)。耳漏培養からはイ
ンフルエンザ菌 (35 横体中@6 横体，46%) が。

i結 果

2007年4戸@2008年3月の@年間に当院を受

穿刺培養からは肺炎球菌(l2横体中6横体。50%)

診し 新鮮な耳漏あるいは鼓膜穿刺液を採取し培

が検出されることが多かった。臨床像の特徴は・
インフルエンザ菌による急性中耳炎が緩慢型 (耳
痛もなく抗菌薬なしで経過観察可能)。肺炎球菌
による急性中耳炎が急性型 (耳痛あり抗菌薬を要

養できた34症例47(耳漏35，穿刺液@2)横体で

I方

法

ある。

急性中耳炎の診断はマクロピュー診断型拡大耳
鏡 (ウェルチ・アレン社)を用い，中耳貯留液が
存在し。かつ中耳の急性炎症を示す症状 (耳痛ま

たは席泣・下機嫌など耳痛徴候)あるいは鼓膜前

する)傾向を認めた0

¦症 例

@

[症例@]生後5か月で中耳炎を発症した反復性中
耳炎の@歳4か月・男児。保育園児。

現病歴:今回もⅡ同27日(口前)に発熱と

見 (鼓膜全体の膨隆・発赤，または鼓膜面の水癒
せ膿疽)が@つ以上認められる場合とした(図り。

右耳漏をきたし，クラバモックス [クラプラン酸

横体は，耳漏清拭後に新たに湊み出してきた耳

(CVA)/アモキシシリン AMPC)] 8Omg/kgを処

漏，または鼓膜穿刺後に惨み出してきた穿刺液を

古され経過観察されていた。12円3 日・前日から
再度発熱し耳を痛がる様子もあったので受診。受

培養横体とした。
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診時の体重9.5 kg，体温385。C。咽頭発赤なし・
胸部聴診で問題なし。鼓膜前見(図2)色調;両
鼓黄色・一部発赤・膨隆;左中程度・右陥口軽度・
気密耳鏡で両鼓膜可動性ほとんどなし。血液検査
WBC 22100/且L, CR5.3mg/dL。

治療経過:クラバモックス内股中の再燃であっ
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拡大耳鏡で耳を診る
視野が扶い・耳垢がまい十
YES

本当に鼓膜と確認できるか?
、ソチ冊。光稚。鼓膜可劫佳

耳垢除去してまた膝る
NO
YES

國

千ぷ" 一
一一
NO

的@症状あるか?
NO

NO

図@小児科医のための急性中耳炎の診断と診療指針
。中耳貯留液あるか?"。炎症あるか?
鼓膜・または鼓膜背面の所見:・鼓膜に痛そうな強い発赤
・鼓膜l2項目以上で該当l:・鼓膜全体の膨隆
色:白・黄・號伯・青・中耳由来の耳痛，耳痛徴候
混濁@癖痕でほない1・血液検査CRP 3.0 mg/dL以上
可動性低下
・鼓膜背面:水痘・渋面

@

図2症例@鼓膜所見
色調;両鼓黄色・一部発赤・膨隆;左中程度・右陥凹軽度・気密耳鏡で両鼓膜
可動性ほとんどなし。

たため・左鼓膜穿刺し穿刺液培養を提出して抗菌ンフルエンザ菌㏄ラクタマーゼ非産生アンピシ
睡はセブカベン[セブカペンピボキシル(cFTM-リン軽度耐性:IowBLNA田。12 同3 日左穿刺
pd)i5mがkに変更。12戸4日，高熱が持続し液・インフルエンザ菌@だラクタマ-ゼ非産生ア
耳漏も続いていた。血液検査WBC 19600ルL。ンピシリン耐性:BLNAR
CRP5.4mg/d㌦12戸5 日・ようやく解熱し耳漏
も軽減した。抗菌薬はセブカベンのまま継続投与[症例2]生米健康な2歳6か月・女児。保育園
lo日間で治療終了できた。児。
中耳貯留液培養結果:11円27 日右耳漏，イ現病歴:12 同8 日(3 口前)から発熱し喘鳴を
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図3症例2鼓膜所見
台謂:両鼓黄色・一郎発赤・膨隆;右高度・左中程度・気密耳鏡で両鼓膜
可動性低下。

伴う咳があつた。耳を痛がる様子はなかった。は
同11 日・受診時体重11.2 kg，体温37.5で。咽頭

て，①その反復頻度が肺炎球菌やモラクセラ・；
タラーリスを上回ること4@，②治療困難例では

発赤なし 胸部聴診で呼気性う昔聴取。鼓膜所見
1図3)色調，両鼓黄色・一部発赤，膨隆;右高

NTⅢがもっとも多く存在したことり，⑨両耳罹

度・左中程度，気密耳鏡で両鼓膜可動性低T。血

患例においてはNTⅢがより多く検出されるこ
とO，④インフルエンザ菌による中耳炎では結膜

液検査 WBC 24700ルL, CRP 3.7 mがdL
治療経過:石鼓膜穿刺し穿刺液培養を提出し抗
菌薬はクラパモックス7Omg/k処方。翌日解熱

炎との合併が多く(oddsぬ@io=4.83)みられるな

し耳漏も軽減し抗菌薬5日間投与で軽快した。

に加え，バイオフィルムを形成すること，あるい

中耳貯留液培養結果:右穿刺液，インフルエン
ザ菌 (『ラクタマーゼ非産生アンピシリン感受

は細胞内に侵入することで投与された薬剤からエ

性:BLNAS)。・，

i考 察

どの前見が国外から報告されている。近年，Hi感

染症の難治化。遷延化の原因として・薬剤耐性化
スケープすることも示唆されているの。今回紹介
した[症例i]のようなケースでは薬剤感受性以
外のこうした要素も考慮して対処すべきであろう。
中耳炎の予防という観点からは・肺光琳菌同様

2007 午から2008 午におげる自験側では，イン

にwHi による感染を防ぐことが重要である。わ

フルエンザ菌性中耳炎は緩慢型 (耳痛もなく抗菌
薬なしで経過観察可能)，肺炎球菌性中耳炎は急
性型 (耳痛あり抗菌薬を要する)である傾向を認
めたり。欧米からの報告になるが・原因菌の違い

が国では2008年12月にヒプワクチン・2010年2
月に肺炎球菌ワクチン(pcw，血清里4, 6B,
9V,14,18C,19F, 23Fを含む)の任意接種が開
始され，201l年2月に両ワクチンの公費助成が拡

に基づき小児の中耳炎を比較すると。NTHiによ
る中耳炎では肺炎球菌性のものに比べ，発熱の程

大し，2013年4月に定期接種化が実現した。肺尖
球菌は・さらに，2013 年Ⅱ月にPCV13 (PCV7

度や耳漏・鼓膜の新見が軽症であったり力，鼓膜
前見 (鼓膜の膨隆)が少ないといった同様の報告

0皿清型に加えて1, 3, 5, 6A, 7F,19Aを含む)
に切り替えられ現在にいたる。両ワクチン定期接
種化後に・わが国でも小児急性中耳炎のワクチン
予防効果り・あるいは軽症化の報告があるがり・そ

がある。しかしながら，肺炎球菌性中耳炎がより
重篤であると結論することは難しくり，臨床症状
および疾病の進行状況から分離菌を予測して治療

の効果はいまだ満足できるものではない。インフ

対策を立てることは困難とする報告もある。逆

ルエンザ南山栗プロテインD をキヤリアタンパ

に，インフルエンザ菌による中耳炎の特徴とし

ク質とする肺炎球菌結合型ワクチン(@@pn-pD)

222小児内科Vol.51 No.2. 2019-2

1l

一

の海外の臨床試験では・肺尖球菌のみならず
NTHによる感染症の予防効果が確認されてい

Key Points

oインフルエンザ菌による中耳炎に何か特徴はあ
るのか・2008年に自験例で検訂した結果を紹

る⑥。このワクチンでは・インフルエンザ菌に共

通して認められる膜貫通型糖タンパク質をキヤリ

介した。
oインフルエンザ菌による急性中耳炎が緩慢型
(耳痛もなく抗菌薬なしで経過観察可能@・肺炎
球菌による急性中耳炎が急性型@耳痛あり抗菌

アタンパク質として用いていることから，抗キヤ

リアタンパク質免疫応答(抗プロテインD免疫応
答)によつてこのような効果が得られていると想

薬を要する)傾向を認めた。
o小児科医には全身を診ることができる「かがり
つけ医@としての役割が期待されている。小児

定されている。

科外来における中耳炎の重要性はヒプワウチ
ン，肺尖球菌ワクチン定期接種化後も変わりな

あわりに
ヒブワクチン，肺尖球菌ワクチンが定期接種化

いと考える。

される前の自敬仰マインフルエンザ菌性中耳炎に
よると思われる臨床像の特徴を紹介した。両ワク
チン定期接種化5年が経過し，当院を受診する患
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