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原著

見逃されやすい長引く発熱原因である乳幼児の
亜急性乳様突起炎に関する臨床的検討
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要旨 乳幼児で高熱が持続し 細菌感染症の存在を示唆する血液検査所見を示しなが
ら感染巣が不明な患者 特に 2週間以内に急性中耳炎や急性副鼻腔炎で治療した既往
がある患者では CT 検査で一定の頻度で 亜急性乳様突起炎（SAM ）が診断された
このような患者に対しては SAM を見落とさないために CT 検査を実施すること
は意味があると思われる ただし この CT 検査実施基準の詳細の正当性に関しては
今後さらなる検討が必要である
く発熱原因として亜急性乳様突起炎が重要である

はじめに

との結果を得たので報告する

近年の抗菌薬治療で 典型的な急性乳様突起炎
の症例は激減したが

よって難治性中耳炎が長引く発熱の原因となって
いる場合がある

方法と対象

一方では 耐性菌の増加に

また 後耳介部の発赤 腫脹

対 象 は 2003年 8月 1日〜2004年 7月 31日 ま
での 1年間に 遷延する発熱を主訴に 日本大学

疼痛 耳介聳立が明らかでない急性乳様突起炎が

医学部附属練馬光が丘病院小児総合診療科に入院

多くなっている

最近 発熱が 10〜14日間前後

し 後述する「画像診断施行手引き」により 亜

（亜急性期）
と長引いたり 後耳介部疼痛のみが主

急性乳様突起炎を疑った生後 8カ月〜5歳 11カ

症状の乳様突起炎が増加しており 亜急性乳様突
起炎（subacute mastoiditis）ないし隠蔽性乳様突

月までの乳幼児 25例である CT 検査で乳様突起
炎に相当する画像所見（化膿性液貯留による含気

起炎（masked mastoiditis）と呼ばれている

こ

低下 孤立腔形成 ないし鏡面形成）を認めた場

の乳幼児の亜急性乳様突起炎の診断には CT 検
査が有用である

合に亜急性乳様突起炎と診断した 後鼻腔拭い液

今回

筆者らは当科で経験した亜急性乳様突起

炎を疑った際に CT 検査を行う院内ガイドライ
ンを作成して検討した その結果 乳幼児の長引

を採取して 細菌培養を施行したが 乳様突起穿
刺は施行しなかった
亜急性乳様突起炎を疑って CT 検査を施行す
るために 以下の「画像診断施行手引き」を作成
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2歳の男児 CT で左側乳様突起炎を認め（矢印
①) 孤立腔内に鏡面形成（矢印 ②）がみられる
右側は球状の孤立腔形成がみられる（矢印 ③) こ
の左右差は治癒が遷延した所見である

した

3歳 8カ月の男児 CT で両側乳様突起炎を認め
る 両側とも膿性液が充満しており 孤立腔形成
がみられる（矢印)

① 下気道感染症 急性中耳炎 急性副鼻腔炎

SD：以下の表記も同様）であった 全例とも 乳
様突起部位皮膚の発赤 腫脹 化膿性変化はみら

尿路感染症 髄膜炎 骨髄炎 菌血症 敗血症

れなかった 亜急性乳様突起炎患児の 1年間の入

膠原病

院患者に対して占める割合は 1.3％であった 白

白血病などの発熱性疾患が除外されてい

るにもかかわらず 急性期炎症反応
（WBC CRP
および赤沈）の著明な増加を伴い 38.5〜39℃の
発熱が 7日間以上持続している乳幼児であるこ
と

血 球 数 は 13,873±4,717/mm

赤 沈 値 65±31

mm/hr CRP 7.0±4.3mg/dl であった 後鼻腔
拭い液の細菌検出は Streptococcus pneumoniae
（10例）ないし Haemophilus influenzae（7例)

② 2週間以内に急性中耳炎ないし急性副鼻腔炎
で抗菌薬治療を受けたことがあり 38.5℃以上の
発熱が 7日間以上持続している乳幼児であるこ
と

（2例) 未検出
（2例）
であっ
Moraxella catarrhalis
た この内訳で Streptococcus pneumoniae と
Haemophilus influenzae の 重 複 例 が 2例

① あるいは ② のいずれかに該当する場合に

Haemophilus influenzae と Moraxella catarrhalis
との重複例が 1例含まれている 治療は PAPM /

は 亜急性乳様突起炎を疑って CT 検査を施行す
る

BP が著効し 9.2±2.5日間投与した 乳突洞削開
術が必要だった例はいなかった 亜急性乳様突起

亜急性乳様突起炎と診断した患児は
（PAPM /BP）
panipenem・betamipron（1：1）
60〜100mg/kg/dayで治療した
結

果

「画像診断施行手引き」によって 25例中 21例
が亜急性乳様突起炎と診断できた 男女比は男児
12例 女児 9例 年齢は 2.3歳±2.1歳（mean±

炎の典型的な CT 所見を示す（図 〜 )
画像診断施行手引きによって亜急性乳様突起炎
と診断できなかった 4例は 副鼻腔炎 3例および
急性耳乳様突起炎（simple acute otomastoiditis）
と副鼻腔炎を合併した 1例であった
考

察

一般的に 急性乳様突起炎は側頭部病変部位の

小児感染免疫

Vol.19

No.2

167

突蜂巣隔壁の破壊で形成され 乳突洞との交通が
ある孤立腔（coalescent space）
（孤立腔形成乳様
突起炎：coalescent mastoiditis）や孤立腔内の化
膿性液体貯留によるびまん性の均一陰影あるいは
孤立腔内の鏡面形成 乳突蜂巣小柱と皮質骨質と
骨膜を侵食する骨融解像がみられる
重症急性中耳炎の炎症が乳突洞から乳突蜂巣に
波及することがあるが このような場合は急性耳
乳様突起炎という 亜急性乳様突起炎とは 発症
後の経過時間や CT 所見で骨吸収がなく孤立腔形
図

図 の患児の
所見

カ月後 CT

両側乳様突起炎が治癒しており 含
気が認められる 孤立腔は消失して
いる

成のないことから区別できる
CT 検査は放射線被曝量が多く 費用も高額と
なるので 適応については一定の制限が必要と考
え 筆者らは亜急性乳様突起炎を診断するための
「画像診断施行の手引き」
を作成した 亜急性乳様
突起炎は

皮膚の浮腫 発赤

化膿性変化が特徴的である

重症例では 耳介聳立がみられる
亜急性乳様突起炎では 特徴的な所見がないの

急性中耳炎の treatment failures と
いえる このような場合も考慮して 急性中耳炎
あるいは急性副鼻腔炎で治療を受け 治療終了後

で臨床的に診断が困難である しかし 亜急性乳

2週間以内の再発熱例で感染巣が不明の例は CT
検査の適応とした 鼓膜所見が顕著でなく 乳様

様突起炎は早期に診断をして抗菌薬治療が開始さ

突起周辺の皮膚所見もない場合でも 発熱が遷延

れないと 髄膜炎や頭蓋内合併症を伴うこともあ

し 原因が同定できない例は CT 検査の適応にし

り得る

小児のプライマリーケアにおいて 亜急

ている しかし この「画像診断施行手引き」に

性乳様突起炎は発熱の原因として忘れてはいけな

は科学的根拠がなく 特異度もない 今後は抽出

い疾患であり 原因不明の遷延性発熱例は特徴的

された亜急性乳様突起炎症例の各種データを解析

な耳科的所見がなくとも乳様突起炎を疑う必要が

して 改良した画像診断施行手引きを作成すべき

ある

である それまでは 本疾患を見落とさないため

Bluestone によると 亜急性乳様突起炎とは む
しろ中耳炎と乳様突起炎が急性期に治癒せずに亜

の指針にすぎないことを認識して利用すべきであ

急性期に移行した状態であって 典型的な急性乳

結論として 亜急性乳様突起炎は乳幼児の発熱

る

様突起炎の症状を呈さないものと定義している

原因として 常に念頭におくべき疾患であり そ

病態としては 重症中耳炎の炎症が乳突洞 乳様

の多くは急性中耳炎の不完全な治療によって発症

突起に波及したものであるが 必ずしも急性中耳
炎の鼓膜所見を認めるものではない 多くは 急

する CT による画像診断が唯一有用である 小児
のプライマリーケアでみる長引く発熱原因とし

性中耳炎の初期治療歴があり 十分な治療効果が

て 見逃してはいけない疾患である

得られなかった treatment failures であった可
能性が高い 起因菌に有効な抗菌薬投与で治癒が
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