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BCG 骨髄炎 27 例の検討
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BCG ワクチン接種後に，まれではあるが BCG 骨髄炎を発症することがある．

われわれは BCG 骨髄炎と診断された 27 例の臨床的特徴および遺伝的背景を検討し
た．ワクチン接種から発症までの期間の中央値は，11 カ月（5〜46 カ月）だった．罹
患部位は，大腿骨などの長幹骨が多く，5 例は多発骨病変を認めた．治療は，局所の
掻爬術に加えて，イソニアジド，リファンピシンを中心とした多剤併用化学療法が行
われ，投与期間の中央値は 12 カ月（6〜72 カ月）だった．また，これまで報告のあ
る interferon−γ ／interleukin−12 経 路 な ど の 遺 伝 子 解 析 を 行 っ た と こ ろ， 4 例 で
IFNGR1 遺伝子の異常を認め，すべての症例が多発骨病変を呈しており，3 例では複
数回の抗酸菌感染症罹患歴があった．一方，遺伝子異常を認めなかった症例では，1
例を除きすべて単一病変であり，抗酸菌感染症を反復した者は 2 例のみだった．
BCG ワクチン接種歴のある乳幼児の骨髄炎では，起炎菌として BCG 菌を考える必
要があり，多発 BCG 骨髄炎症例や抗酸菌感染症反復例では，interferon−γ receptor 1
異常症を念頭に置いて遺伝子解析を行う必要があると考えられた．

これらの免疫不全症に加えて，BCG や結核菌を
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図 1 BCG ワクチン接種から骨髄炎発症までの期間

て い る 分 子 で あ る nuclear factor−κB−essential
modulator（NEMO）の 6 遺伝子の異常により細胞
内寄生菌に対し易感染性を示すことが報告されて
いる5〜14）．

Ⅱ．結

果

BCG 骨髄炎発症時の月齢の中央値は 18.5（月
齢 10〜50）だった．BCG ワクチン接種から骨髄

今回，われわれは，1999〜2009 年の 10 年間に

炎発症までの期間の中央値は 11 カ月（5〜46 カ

BCG 骨髄炎と診断された 27 症例の臨床的特徴お

月）だった（図 1）
．すべての症例でリンパ球分

よび遺伝的背景を検討した．

画，リンパ球幼若化試験，免疫グロブリン値測定

Ⅰ．対象と方法
対象は全国の 22 施設において BCG 骨髄炎と
診断された 27 例（男 18 例，女 9 例）
．

および好中球貪食能，殺菌能の測定などの免疫学
的スクリーニングを施行され，細胞性免疫能，液
性免疫能および好中球機能に異常はなかった．
病変部位は，大腿骨，上腕骨および脛骨などの

これらの症例の病変部位，BCG ワクチン接種か

長幹骨が多く，BCG 接種部位に近い胸部の骨病変

ら発症までの期間および治療といった臨床的情報

がそれに続いていた（表 1）
．27 例中 5 例は複数

を収集した．

の骨に病変が及んでいた．これらの症例の病変部

また，患者および患者の両親から同意を得たう

は，後述する遺伝子変異を認めた症例 1（表 2）

えで，患者から採取した血液より DNA を抽出し，

は，鎖骨，上腕骨，脛骨，足立方骨，症例 2 は，

MSMD の責任遺伝子である IFNGR1，IFNGR2，

鎖骨，上腕骨，症例 3 は，頭蓋骨，橈骨，大腿骨，

IL12B，IL12RB1，STAT1 および NEMO 遺伝子に

肋骨，症例 4 は，鎖骨，椎骨，大腿骨であった．

おける変異の有無を確認した．

また，遺伝子異常を認めなかった 1 例は，頭蓋骨，

得られた結果より遺伝子異常の有無による発症

肋骨，距骨に病変が及んでいた．

までの期間，病変部位の違いおよび再発の有無な

治療は，全例で病変部の掻爬術およびそれに続

どを比較した．統計学的分析は，2 群間の割合を

く薬物療法が行われた．薬物療法はイソニアジド

2

比較するためにχ 検定を利用し，定量的な比較に

（INH）
，リファンピシン（RFP）を中心とした多

は Mann−Whitney U 検定を利用した．p 値 0.05 以

剤併用療法が行われ，薬剤投与期間の中央値は

下を有意差ありとした．この研究は九州大学倫理

12 カ月（6〜72 カ月）だった（図 2）．また，10

委員会の承認を得たうえで実施した．

例では病変が改善しなかったり，再増悪を認めた
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りしたため，病変部の再掻爬術を施行された．
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し た り， BCG 骨 髄 炎 軽 快 後 に Mycobacterium

全症例に IFNGR1，IFNGR2，IL12B，IL12RB1，

avium complex 感染症に罹患している症例もあ

STAT1 および NEMO 遺伝子の解析を行ったとこ

り，4 例中 3 例は複数回の抗酸菌感染症に罹患し

ろ，4 症例が IFN−γ receptor 1（IFN−γR1）異常

ていた．

症と判明した（表 2）
．4 症例すべてが exon 6 内に

遺伝子変異を認めた 4 症例と認めなかった 23

heterozygous な変異を認めた．症例 1〜3 は，4 塩

症例の臨床像を比較すると，発症年齢およびワク

基の欠失に伴うフレームシフトにより，症例 4 は

チン接種から発症までの期間に有意差はなかっ

変異自体によりストップコドンを生じていた．症

た．一方，抗酸菌感染症に複数回罹患した症例の

例 1 は，父親も抗酸菌感染症に複数回罹患してお

割合は遺伝子変異を認めた症例で有意に高くなっ

り，父親の遺伝子解析も施行したところ同様の変
異を認め，IFN−γR1 異常症と診断した．その他の
3 症例に家族歴はなく，両親の遺伝子異常もな

（人）
15
INH＋RFP
INH＋RFP＋SM
INH＋RFP＋EB
INH＋RFP＋PZA
INH＋RFP＋PZA＋SM

かった．4 症例の臨床的特徴としては，すべての
症例において病巣が複数存在する多発骨髄炎だっ
た．また，BCG 接種後に多発性リンパ節炎に罹患

10

表 1 骨髄炎の病巣
大腿骨
上腕骨
脛骨
肩甲骨・鎖骨
胸骨
肋骨
頭蓋骨
椎骨
橈骨・尺骨
距骨
足立方骨

5

9例
6例
4例
3例
3例
3例
2例
2例
2例
1例
1例

0

6

9

〜24
12
〜18
治療期間（月）

25〜

図 2 使用した抗結核剤とその期間
INH：isoniazid， RFP：rifampicin， SM：streptomycin，EB：ethambutol，PZA：pyrazinamide
治療継続中の 2 例を除く．SM，EB および PZA は 2
カ月間投与．PZA 投与例では，BCG 菌同定後に中止
した例もあり．

5 例は複数の病巣あり．

表 2 遺伝子変異を認めた症例の特徴
症例

性別

診断時年齢

発症年齢

1

男

1y9m

8m

BCG リンパ節炎
肝腫大
BCG 多発骨髄炎

IFNGR1 818del4

2

男

2y

2y

BCG 多発骨髄炎

IFNGR1 818del4

3

女

1y7m

10m

BCG リンパ節炎
BCG 皮膚炎
BCG 多発骨髄炎

IFNGR1 811del4

4

男

19y

4m

BCG 皮膚炎
BCG リンパ節炎
BCG 多発骨髄炎
MAC 皮下膿瘍
MAC 骨髄炎

IFNGR1 E278X

MAC：Mycobacterium avium complex

診断までの感染歴

遺伝子異常
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表 3 遺伝子変異の有無による症例間の比較

ていた．また，多発骨髄炎に罹患した症例は，遺
伝子変異を認めた症例では前述の通り 4 症例全
例であったのに対し，遺伝子変異を認めなかった
症例では 1 例のみであり，その割合は遺伝子変異
を認めた症例のほうが有意に高くなっていた（表
3）
．なお，27 症例のなかで死亡した症例はいな
かった．
Ⅲ．考

察

小山らの報告によると，日本における BCG 骨

発症年齢
男女比
家族歴あり（人）
ワクチン接種から
発症までの期間
複数罹患歴あり（人）
多発病変例（人）

遺伝子変異あり
（n＝4）

遺伝子変異なし
（n＝23）

10
3：1
1

14
1.9：1
0

9.5（7〜15）
3（75％）＊
4（100％）＊

10（1〜46）
2（8.7％）
1（4.3％）

＊

p＜0.001

髄炎発症のリスクは，BCG 接種 10 万件対 0.2 と
推定されている15）．このようなまれな疾患である

とが知られている5〜7）．IFN−γR1 異常症では，他

BCG 骨髄炎の臨床的特徴および遺伝的背景を検

の IFN−γ／IL−12 経路の遺伝子異常と比較して

討したところ，BCG ワクチン接種から感染症発症

も，多発骨髄炎を発症することが多いことも知ら

までには約 1 年を要しており，病変部位はワクチ

れており5,6），重症 BCG 骨髄炎症例に対しては，

ン接種近傍ではなく，血流が比較的豊富な長幹骨

IFN−γR1 異常症を念頭に置く必要がある．

が多いことがわかった．また，治療については，

BCG 感染症に関するまとまった報告は少ない

通常の化膿性骨髄炎と同様に，薬物療法に加えて

が，Casanova らは，フランスにおける BCG 感染

病変の掻爬術も必要であると考えられた．
さらに，

症の検討を行っている17）．今回の検討では，それ

IFN−γR1 異常症と診断された 4 症例は，全例多

と比較すると，罹患者は男児に多く，サルモネラ

発病変を認め，3 例が反復感染しており，残りの

感染症例および死亡例がいなかった点が異なって

症例よりも重症であった．

いた．また，MSMD の原因として IFN−γR1 異常

BCG 骨髄炎の治療に関するガイドラインは存

症とほぼ同頻度で認められる IL−12 receptor β1

在しないが，弱毒抗酸菌であり，播種性結核感染

（IL−12 Rβ1）異常症例が，今回の検討では全くみ

症の治療指針に準じた治療で十分効果が得られる

られなかった．この原因として，IL−12 Rβ1 異常

と考えられる．しかし，ピラジナミド（PZA）に

症は，軽症例が多く，抗酸菌性骨髄炎を発症する

対して耐性であるため16），PZA を除いた抗結核剤

ことは比較的まれであることが考えられる11）．ま

の治療を開始すべきである．また，ストレプトマ

た，海外と異なり，日本での IL−12 Rβ1 異常症の

イシン（SM）やエタンブトール（EB）を長期的

症例数は IFN−γR1 異常症よりも少なく10），この

に使用すると，聴力・視力障害が出現する危険性

ような遺伝的背景の違いがあることも影響してい

がある．今回検討した症例においては，病巣の掻

ることが推測された．

爬術を行い，INH，RFP 内服を 6〜12 カ月間行う
ことで良好な経過を得ている症例も多く，これら

Ⅳ．結

論

の治療に対してコントロールが不良な症例におい

比較的まれであるが，BCG ワクチン接種後に骨

て SM や EB の追加投与を検討すべきと考える．

髄炎を発症することがあり，そのなかでも複数の

IFN−γR1 異常症例では，すべて exon 6 内に

病巣を認める症例や，抗酸菌感染症を反復するよ

heterozygous な変異を認めた．変異によりストッ

うな症例では，IFN−γR1 異常症をはじめとした

プコドンを生じ，細胞内ドメインの JAK−1 や

IFN−γ／IL−12 経路などに関連した遺伝子異常を

STAT−1 が結合する領域を欠くため，細胞内に

認める頻度が高いことが示唆された．

IFN−γのシグナルを伝達することができず，抗酸
菌排除ができなくなることで易感染性を示す．こ

謝辞：遺伝子解析を施行していただきました理

の領域の変異はこれまでの報告でも頻度が高いこ

化学研究所横浜研究所，かずさ DNA 研究所，大嶋
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Analysis of 27 patients with BCG osteomyelitis
Takayuki HOSHINA1）, Hidetoshi TAKADA1）,
Yuka SASAKI1）, Koichi KUSUHARA1,2）, TOSHIRO Hara1）
1）Department of Pediatrics, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University
2）Department of Pediatrics, University of Occupational and Environmental Health
A small number of children develop osteomyelitis as a complication of the BCG
vaccination. This study analyzed the clinical characteristics and the genetic backgrounds of 27
patients diagnosed as having BCG osteomyelitis. The median interval of time between BCG
vaccination and the development of osteomyelitis was 11 months（5−46 months）. The long
bones such as the femur and humerus were commonly affected. Although many patients had
a single lesion, five patients developed multiple ostepmyelitis. All patients were treated with
anti−tuberculosis drugs for an average of 12 months（6−72 months）with curettage of the
bone. We performed the genetic analysis on these patients for the IFNGR1, IFNGR2, IL12B,
IL12RB1, STAT1 and NEMO which have been known to be associated with the development
of infections caused by weakly virulent mycobacteria. Four patients had mutations in the
IFNGR1 gene. All of the patients diagnosed with interferon−γ receptor 1 deficiency had multiple osteomyelitis, and three of the patients had recurrent mycobacterial infections. Among
23 patients without genetic mutations, only one patient had multiple osteomyelitis, and two
had recurrent mycobacterial infections. In conclusion, BCG should be considered as one of
the causative pathogens in infants having osteomyelitis, if they had received BCG
vaccination. Furthermore, the analysis of IFNGR1 gene should be performed in the patients
with multiple BCG osteomyelitis and recurrent mycobacterial infection.
（受付：2010 年 12 月 27 日，受理：2011 年 4 月 19 日）
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