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呼吸器感染を契機に反復性無呼吸を呈した
乳児例における原因病原体の検討
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反復性無呼吸で当院に入院となり，原因となる呼吸器感染症の病原体が同定さ

れた乳児 13 例を後方視的に検討した．原因病原体は RS ウイルス（RSV）が 5 例で最
も多く，次いでライノウイルス（RV），百日咳菌が 3 例ずつ，ヒトパラインフルエン
ザ 3 型（HPIV−3）が 2 例であった．人工呼吸を要した症例は 5 例で，そのうち RV
で 3 例と最も多かった．乳児の反復性無呼吸は RSV や百日咳菌のみでなく，RV や
HPIV−3 も原因となり，特に RV は重症例もみられるため重要である．

はじめに
乳児の反復性無呼吸は未熟性や中枢神経疾患に
よるもの以外に，呼吸器感染症を契機に発症する

（Flu）や RSV 抗原迅速検査に加え，大阪市立環境
科学研究所に依頼し，鼻汁の RNA ウイルスの
RT−PCR，百日咳菌の LAMP 法，ウイルス分離を
合わせ同定した2）．

ことが知られている．原因病原体としては RS ウ

また，呼吸器感染以外に無呼吸の原因となり得

イルス（respiratory syntial virus：RSV）や百日咳

る基礎疾患のある症例（早産児や染色体異常，中

1）

菌がよく知られているが ，他の呼吸器ウイルス

枢性無呼吸など）
，
脳炎・脳症に伴う反復性無呼吸

に合併した症例も散見される．今回，当院に反復

の症例は除外した．

性無呼吸を呈し入院となった乳児例において，原
因として考えられる呼吸器感染症の病原体を検討
した．

Ⅱ．結

果

症例数は 13 例．男女比は 4：9．入院時日齢は
Ⅰ．対象・方法

生後 9〜77 日（中央値 35.0 日）
．治療として，抗
菌薬治療の他，7 例でテオフィリン製剤の投与が

2008 年 9 月〜2011 年 9 月の期間に反復性無呼

行われた．反復性無呼吸に対して刺激による呼吸

吸を発症し当院に入院となった症例のうち，原因

の回復を促したが，蘇生を要し，容易に回復しな

として考えられる呼吸器感染症の病原体が同定さ

い症例には人工呼吸管理を行った．12 例中，人工

れた 13 例について，診療録，画像を基に後方視

呼吸管理を要した症例が 5 例あったが，死亡例は

的に検討した．原因病原体は，インフルエンザ

なく全例予後良好であった．
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原因病原体は RSV が 5 例（38.5％）で最も多く，

では 5 例中 4 例が好中球優位であった．血清

次いでライノウイルス（RV）
，百日咳菌が 3 例ずつ

CRP 値ではどの原因病原体でも有意な上昇が認

（23.1％），ヒトパラインフルエンザ 3 型（HPIV−3）

められなかった．入院後人工呼吸管理を要した症

が 2 例（15.4％）であった（図 1）
．

例は RSV，百日咳で 1 例ずつ，RV で 3 例であり，

原因病原体別に患者の日齢，入院時検査所見，

RV で多く認められた．

人工呼吸管理を要した症例数を示した（表 1）
．入

表 2 に人工呼吸管理を要した 5 例を示す．入院

院時日齢（中央値）は RSV が 25 日と最も年少で

時日齢は全例生後 2 カ月以内であり，症例 4 が生

あり，入院時血液検査では，白血球数は RSV，百

後 17 日と最も年少であった．入院時白血球数は

日咳菌で上昇が認められ，白血球分画では百日咳

百日咳では高度な上昇が認められたが，RSV や

菌では 3 例ともがリンパ球優位であったが，RSV

RV では有意な上昇なく血清 CRP 値も症例 1 で
ごく軽度の上昇を示したのみであった．挿管症例
（表 2 の症例 1〜3）における画像変化を図 2 に示
した．胸部 CT 検査では，気管支壁の肥厚を伴う

3例
（23.1％）

細気管支炎，気管支炎を主体として，一部に気管

RSV

5例
（38.5％）

支肺炎や無気肺を伴う典型的なウイルス性肺炎像

RV
2例
（15.4％）

HPIV−3

が認められた．入院後の無呼吸期間は 1〜5 日間

百日咳菌

であったが，挿管日数は無呼吸を呈した期間と比
較し長い傾向にあった．

3例
（23.1％）

Ⅲ．考

察

呼吸器感染症を契機に発症する反復性無呼吸の

図 1 無呼吸発作の原因病原体

表 1 原因病原体別の臨床経過と検査所見

症例数
＊

入院時日齢 （日）
入院時
血液検査＊

RSV

RV

HPIV−3

百日咳菌

5

3

2

3

25.0

WBC（／μl）
12,870
319
LDH（IU／l）
424,000
Plt（／μl）
0.93
CRP（mg／dl）

人工呼吸管理＊＊

1

34.0

56.0

48.0

5,890
279
364,000
0.54

9,040
331
467,500
0.25

17,650
286
499,000
0.03

3

0

1

：中央値，＊＊：人工呼吸管理を実施した症例数

＊

表 2 人工呼吸管理を要した症例

症例

性別

入院時
日齢
（日）

原因
病原体

1
2
3
4
5

F
F
M
F
F

34
32
52
17
63

RV
RV
RV
RSV
百日咳

血液検査
無呼吸 挿管
期間 日数
CRP
WBC
LDH
（／μl） （IU／l） （mg／dl） （日） （日）
5,890
8,350
5,650
5,070
31,170

427
265
279
275
286

1.05
0.14
0.54
0.05
0.03

1
2
2
3
5

19
6
7
4
7
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図 2 挿管症例の胸部 CT 検査
a ：気管支壁の肥厚（矢印部）を伴う細気管支炎像．
b ：右肺気管支炎像．対側にも小葉中心に細気管支炎像がみられる．
c ：右上葉無気肺．気管支壁も肥厚しており気管支炎も伴っている．

原因病原体として，RSV や百日咳菌は従来よりよ

して認識が高まっており，気管支炎により入院を

く知られている．

要する症例が多いことが知られてきている．乳幼

乳児の RSV 感染入院患者のうち 20％で無呼吸

児では Flu と同等の入院症例数があることが知ら

発作を認めるとされ3,4），百日咳でも 16〜31％で無

れており，生後 5 カ月未満の乳児では 15.6％が無

呼吸発作やチアノーゼが出現する

5,6）

．

百日咳による反復性無呼吸の場合，痙咳と呼ば
れる特徴的な咳嗽の後にみられることが多いこと

呼吸を主訴としていたとの報告もあることか
ら8），今回の検討結果と合わせて反復性無呼吸の
原因病原体としての重要性が再確認された．

から臨床的診断が可能であり，血液検査でもリン

反復性無呼吸の病態に関しては，乳幼児の呼吸

パ球数の上昇を伴うなど特徴的である．しかし，

能の未熟性や，咽喉頭に分泌物が貯留することに

その他の病原体では臨床的診断は難しい．

より生じる反射（laryngeal chemo reflex）によるも

われわれは RSV や Flu の抗原迅速検査陰性の

の9）などが指摘されている．RSV の反復性無呼吸

下気道感染症入院患者を対象に鼻咽頭検体を採取

では，修正週数 44 週未満の症例が約 60％を占め

し，大阪市立環境科学研究所にウイルス検査を依

るなど3），未熟性もリスク因子としてあげられる．

頼している．2008 年 9 月からは RT−PCR 法によ

今回の検討では，4 つの病原体すべてで入院時の

り RV の同定も可能となり，症例を蓄積すること

平均日齢は生後 2 カ月以内であり，未熟性はどの

ができた．

病原体であってもリスク因子となり得ることが示

今回の検討では，反復性無呼吸を引き起こす原

された．

因病原体として従来より知られていた RSV や百

表 1 で示したように，入院時の血液検査では

日咳菌以外に，RV や HPIV−3 も重要であること

RSV や百日咳菌で白血球数上昇が認められたの

が示された．特に，RV では人工呼吸管理を要する

みであり，その他の異常や高度な炎症反応の上昇

症例が多く，重症度が高かった．

は認められなかった．人工呼吸管理を要した 5 例

RV は近年，RT−PCR による検出が容易になっ

（表 2）においても同様であり，百日咳の症例 5 で

たため，臨床における重要性が明らかになり，小

は白血球数の著明な上昇が認められたが，RSV や

児の市中肺炎の原因ウイルスとしては RSV より

RV などの呼吸器ウイルスでは炎症反応の上昇は

7）

も多いという報告もある ．しかし，反復性無呼

認められなかった．このことから，呼吸器ウイル

吸の原因ウイルスとしての報告はいまだ少なく，

ス感染症による反復性無呼吸は，炎症の重症化に

その重要性は認識されていない．

より引き起こされるものではないことが示唆さ

HPIV も RV 同様，近年呼吸器感染症の原因と

れ，入院時の血液検査にて重症度の予測は困難と

288

2012

考えられた．

syncytial virus infection hospitalised and 7 severe

胸部 CT 検査では，細気管支炎・気管支炎を主
体としたウイルス性肺炎の画像変化を呈してい
た．粘稠な痰が多く，人工呼吸管理中も日ごとに
無気肺が別の位置に出現したため，無呼吸期間よ
りも挿管日数が長引く傾向がみられた．RSV の無
呼吸では無気肺が多く認められるとの報告は過去
にもあるが10），今回の検討では，RV でもその傾向
が強く，症例 1 では積極的な体位ドレナージ，水
分管理を行っても抜管までに時間を要した．
われわれは反復性無呼吸は肺実質の炎症により
起こるものではなく，未熟性に加え分泌物貯留な
ど複合的な要素で引き起こされるものと考えてい
る．原因病原体として，RSV はよく知られている
が，RV や HPIV−3 でも原因となり得ることが示
された．
ま

と

め

乳児の反復性無呼吸は RSV や百日咳菌のみで
はなく，RV や HPIV−3 でも引き起こされること
が示された．特に，RV は集中治療管理を要する症
例もみられ，原因病原体として重要であると考え
られた．
本論文の論旨は，第 43 回日本小児感染症学会（平
成 23 年 10 月，岡山）において発表した．
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Pathogens of apnea related to respiratory infection in infants
Hideo OKUNO1）, Takeshi INOUE1）, Jyunichi ISHIKAWA1）,
Kiyoko AMO1）, Masao TOGAWA1）, Masashi SHIOMI2）
1）Department of Pediatric Emergency, Osaka City General Hospital
2）Department of Pediatrics, Aizenbashi Hospital
Respiratory infection is a known cause of apnea in infants in addition to prematurity and
central nerve system disorders. Respiratory syncial virus（RSV）and Bordetella pertussis are
well−known pathogens that cause apnea in infants；however, other viral infection can also
cause apnea. Thirteen infants were evaluated with apnea related to respiratory infection. The
ages of the patients were from nine days to seventy seven days（median age：35.0 days）
.
The pathogens were RSV in five cases（38.5％）, rhinovirus（RV）, Bordetella pertussis in three
cases（23.1％）and human parainfluenza virus type 3（HPIV−3）in two cases（15.4％）. Mechanical ventilation was required in five cases for RV in three cases and RSV, Bordetella pertussis in
one case, respectively. RV and HPIV−3 can cause apnea in infants. RV, especially, is a significant pathogen because it can cause a critically ill condition.
（受付：2012 年 5 月 1 日，受理：2012 年 7 月 17 日）
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