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症 例報 告

消化器症状が乏しく Salmonella Schwarzengrund による
ESBL 産生非チフス性サルモネラ菌血症となった１例
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非チフス性サルモネラ菌（non-typhoidal salmonella；NTS）は細菌性腸炎の起

因菌として重要である. NTS 感染症の約 1 ～ 5% で菌血症を呈し，抗菌薬治療におい
ては主に第 3 世代セファロスポリンが使用される．
今回, 消化器症状に乏しく，第 3 世代セファロスポリンでの治療が困難な基質拡張型
β-ラクタマーゼ（extended-spectrum β-lactamase; ESBL）産生 NTS 菌血症例を経験
した．症例は生来健康な 12 歳男児で，持続する発熱を主訴に当科受診した．血液培養
結果からグラム陰性桿菌による菌血症が確定し，セフォタキシムによる抗菌薬治療を
開始したが症状は改善せず，ESBL 産生 Salmonella Schwarzengrund 菌血症と判明し
た．2 週間のメロペネム投与で治癒し，合併症や症状の再燃は認めなかった．
ESBL 産生 NTS について，日本国内の NTS による細菌性腸炎症例で ESBL 産生菌を
便中から検出した報告はあるが，菌血症症例は本邦初例と思われる．

はじめに
非チフス性サルモネラ菌（non-typhoidal salmo-

Ⅰ．症

例

症例：12 歳，男児

nella；NTS）は細菌性腸炎の起因菌として重要であ

主訴：発熱，咽頭痛，前頭部痛

る．NTS 感染症の臨床病型として，一般的な腸炎

既往歴：特記事項なし．

型の他に，菌血症型，腸管外病変型があり，菌血症

生活歴：中学校 1 年生，海外渡航歴なし，動物

型については，NTS 感染症の約 1 〜 5% で一過性菌
血症を呈するとされる

1, 2）

．また近年，NTS では薬

剤耐性化が指摘されている． これまでに日本国内
の NTS に よ る 細 菌 性 腸 炎 症 例 に お い て ESBL

との接触なし．
家族歴：両親，児，弟（6 歳）の 4 人家族．入院
4 〜 5 日前に弟に発熱，咳嗽症状あり．
喫食歴：入院 7 日前に地域の夏祭りに参加し，

（extended-spectrum β-lactamase，基質拡張型β-ラ

露店で販売していた生焼けのたこ焼きを食べた．

クタマーゼ）産生菌を便中から検出した報告 3~5）は

腹痛や嘔気なし．一緒に摂取した家族に消化器症

あるが，菌血症症例は見当たらない．今回，消化器

状なし．他に加熱不十分な食品の摂取歴なし．

症状に乏しく ESBL 産生 NTS による菌血症を呈し
た症例を経験したので報告する．

現病歴：入院 11 日前に発熱，頭痛あり．近医を
受診し，細菌性扁桃炎の診断でアモキシシリン
40 mg/kg/day 10 日間の内服を開始した．入院 10

Key words： 非チフス性サルモネラ, ESBL, 菌血症, Salmonella Schwarzengrund
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表1
［血算］

初診時検査所見

［生化学］

WBC

［生化学（続き）］

3,500 /μL

CRP

3.6 mg/dL IgG

716 mg/dL

Stab

11 %

Alb

3.3 g/dL

IgA

190 mg/dL

Seg

63 %

AST

93 IU/L

IgM

299 mg/dL

Lymph

21 %

ALT

71 IU/L

フェリチン

589 ng/mL

LDH

580 IU/L

4%

Mono
RBC

440×104 /μL

39 IU/L

8.1 mg/dL アデノウイルス

Hb

11.8 g/dL

BUN

MCV

82.9 fl

Cre

32.3 %

Na

7.6×104 /μL

K

MCHC
Plt
Ret

0.6 %

［感染］

CK

Cl
BS

（︲）

0.53 mg/dL （イムノクロマト法）
133.5 mEq/L HIV-1/2（CLIA）
4 mEq/L 肺炎マイコプラズマ抗体 (PA)

（︲）
80 倍

99.5 mEq/L
97 mg/dL ［培養］
血液・便共に
Salmonella sp. sero-group O4
便で Campylobacter jejuni/coli

日前に解熱し，以降は軟便が続いた．入院 6 日前
から 38 ℃の発熱，頭痛，咳嗽が出現した．入院 5
日前に近医を受診し，アセトアミノフェンを処方
され内服したが，その後も 38 〜 39℃の発熱が続
いた．入院 2 日前に上記主訴で当科救急外来を受
診し，採血検査，発熱遷延時ルーチンでの血液培
養検査を施行し，咽頭炎の診断で帰宅となった．
入院 1 日前に，前日採取した血液培養でグラム陰
性桿菌が検出され，翌日の再診時に症状改善がな
いため，菌血症の診断で入院加療の方針とした．
入院時現症：体重 41 kg，意識清明，体温 39.2℃，

図1

腹部造影 CT（入院 3 日目）

脈拍 98 回/分，血圧 106/48 mmHg，呼吸数 28 回/
分，SpO2 96 %（室内気）
．頭頸部では咽頭発赤あ

培養すべてで Salmonella sp．sero-group O4 が検

り，軟口蓋にアフタを認めたがその他異常所見な

出された．また，便培養からは少数の Campylo-

し．胸部聴診で異常所見なし．腹部は腸蠕動音の

bacter jejuni/coli も検出された．抗菌薬感受性の

亢進・低下なく，平坦，軟，圧痛なし，肝脾腫な

判 定 は， 米 国 臨 床 検 査 標 準 化 委 員 会（Clinical

し．

Laboratory Standards Institute；CLSI）2012 年

検査所見：採血結果（表 1）では，3 系統の血球

の基準に準じて行った．感受性結果（表 2）から

減少，血清 CRP 値の上昇と逸脱酵素の上昇を認め

CTRX が耐性と判明し ESBL 産生菌が想定された

た．尿検査は異常所見なし．画像検査では入院 3

ため，追加検査として関東化学株式会社の AmpC/

日目に施行した腹部造影 CT（図 1）で回盲部のリ

ESBL 鑑別ディスク ®を使用し，ESBL 産生菌と判

ンパ節腫大を認めたが，腸管やその他腹部臓器に

定した．その後，横浜市衛生研究所に菌株の解析

異常を認めなかった．

を依頼し，抗原検出で Salmonella Schwarzengr-

培養検査は，入院 2 日前に提出した血液培養，

und と判明した．また，肺炎マイコプラズマ抗体

入院時に提出した血液培養，入院後に提出した便

（PA 法）
は入院時に 80 倍であったものが 7 日後に
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応が必要と考え，ミノサイクリン 5 mg/kg/day の

Salmonella Schwarzengrund 感受性結果
MIC
判定
（μg/mL）

Vol. 31

MIC
判定
（μg/mL）

ABPC

＞16

R

IPM

＜1

S

ABPC/SBT

16

I

MEPM

＜1

S

PIPC

＞64

R

PIPC/TAZ

＜16

S

CTX

＞2

R

CPZ/SBT

＜16

S

CTRX

＞2

R

MINO

CAZ

＞8

R

CFPM

＞16

FMOX
AZT

4

S

ST

＜2

S

R

LVFX

＜0.5

S

＜8

S

FOM

＜4

S

＞8

R

内服を開始した．入院 3 日目に，入院時提出の血
液培養 2 セット共にグラム陰性桿菌陽性と判明し
たため，熱源検索目的に施行した胸腹部造影 CT
検査結果より消化管感染症を考え，同日便培養を
提出した．入院 4 日目まで発熱が遷延し，セフォ
タキシムは臨床的に無効のため，ESBL 等の耐性
菌カバーが必要と考え，抗菌薬をメロペネム 60
mg/kg/day に変更した．入院 5 日目には，入院前
に提出した血液培養で上記の結果が判明したた
め，ESBL 産生 NTS による菌血症と判断して治療
を継続したところ，入院 5 日目以降は解熱して経

320 倍に上昇を認め，肺炎マイコプラズマ感染症

過したため，メロペネムを合計 2 週間投与とした

も合併しているものと判断した．

のち退院とした．ミノサイクリンについては，本

入院後経過（図 2）
：

症例の NTS に対して検査上は感受性があったが，

入院時は発熱と乾性咳嗽を認めた．消化器症状

内服での投与かつ静菌的な抗菌薬であるため,菌

は 1 日 2 回程度の軟便のみであった．入院時，血

血症に対しては無効であったと考えられた．退院

液培養 2 セットを追加提出の上，グラム陰性桿菌

8 日後の外来受診時に発熱等の症状再燃がないこ

による菌血症として，セフォタキシム 100 mg/

とを確認し，終診とした．

kg/day の投与を開始した．また，乾性咳嗽を伴っ
ていたことから，マイコプラズマ感染症の可能性
も考えた．入院時に高サイトカイン血症を疑う
LDH 上昇や血球減少を認めており，マクロライ
ド耐性マイコプラズマ感染まで考慮した早急な対

図2

Ⅱ．考

察

NTS は小児の細菌性腸炎の起因菌として重要
であるが，国内の報告数は減少傾向にあり，近年
は年間 300～600 例程度である6）．NTS 感染症の約

入院後経過
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1～5% で一過性菌血症を呈することが知られ 1, 2），
菌血症のリスクとしては，Salmonella の血清型，

の動向に注意する必要がある．
本症例では，S. Schwarzengrund が原因菌と判

地域，季節，宿主因子（免疫不全等の基礎疾患の

明した．S. Schwarzengrund は， 国 内 報 告 数 で

有無）
，抗菌薬の先行投与があげられる 3, 7）．

2013 年以降に年間 14 ～ 33 例程度 6）であり，Sal-

本症例では，腹痛・下痢・嘔吐などの症状出現

monella 属菌の中では頻度の高い菌株ではない．

はなく，入院時の消化器症状は抗菌薬内服開始後

一方で国内報告数は少ないものの，S. Schwarzen-

1 日 2 回程度の軟便のみであり抗菌薬の副作用と

grund は ESBL 産生菌の割合が高く9, 12），血液培

の鑑別が困難であった．加えて，抗菌薬先行投与

養陽性率が高い菌との指摘もあり 2），ESBL 産生

での腸内細菌叢の変化により bacterial transloca-

NTS 菌血症においては本菌種について留意して

tion のリスクが上がり，NTS 菌血症を発症した可

おく必要がある．

能性が考えられた．また，本症例の感染源につい

本症例のような原因不明の発熱において，消化

ては，便培養で NTS に加えて Campylobacter も

器症状が乏しい場合でも NTS 菌血症の可能性があ

検出されており，喫食歴から露店で販売されたた

る．従来，国内 NTS 菌血症症例においては ESBL

こ焼きで使用された鶏卵が原因である可能性が考

産生菌による第 3 世代セファロスポリン耐性を考

えられた．しかし，同食品の収去はできず，また

慮する必要は乏しかったが，治療抗菌薬選択の際

同時に摂取した家族は無症状であり，原因特定は

に今後の耐性率の動向を注視する必要がある．

困難であった．
本症例は ESBL 産生 NTS による菌血症であっ

論文投稿にあたり保護者の同意を得た.

た．日本国内のヒト検体での ESBL 産生 NTS 検
出率は，2007 年の藤田らの報告（京都府）で 604
例中 3 例（0.5%） ，2009 ～ 2012 年の大澤らの報
8）

日本小児感染症学会の定める利益相反に関する
開示事項はありません．

告（兵庫県）で 195 例中 2 例（1.0%）9）と極めて少
ない．また，細菌性腸炎での報告が主であり 3~5），
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菌血症症例は見当たらない．

サルモネラ菌の検出にあたりご協力頂いた当院

NTS 細菌性腸炎例における抗菌薬治療は，保菌期
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，薬剤耐性が問題となる．NTS 菌血症にお

10）

いて，成人の場合は第 3 世代セファロスポリンや
フルオロキノロン系が使用されることが多い 11）
が，小児の場合は軟骨障害の副作用のためフルオ

なお，本論文の要旨は第 344 回日本小児科学会神
奈川県地方会（横浜市）で発表した.

ロキノロン系を選択しにくく，第 3 世代セファロ
スポリンが重要な選択薬となる 1,10）．しかし，
ESBL 産生菌であれば第 3 世代セファロスポリン
では対応が困難である．
米国では，耐性菌として ESBL 産生菌よりも
AmpC 産生菌の割合が多いため単純比較は難し
いが，NTS 血液培養陽性症例での第 3 世代セファ
ロスポリン耐性率が，2.5 %（1996 ～ 2007 年）から
5 %（2003 ～ 2013 年）と上昇した 2）．今後，日本
国内でも耐性率が増加する可能性はあるため，そ
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A case of non-typhoidal Salmonella bacteremia caused by extended-spectrum
β-lactamase producing Salmonella Schwarzengrund with minimal gastrointestinal
symptoms.
Taketo KASAI1）, Takanori YANAI1）, Takashi NISHIZAWA1）
1）Department of Pediatrics, Yokohama Minami-kyosai Hospital
Non-typhoidal Salmonella (NTS) is an important causative agent of bacterial enteritis.
Bacteremia occurs in about 1% to 5% of NTS infections, for which antibacterial treatment involves primary use of third-generation cephalosporins.
This paper reports a case of NTS bacteremia producing extended-spectrum
β-lactamase (ESBL), which involved minimal gastrointestinal symptoms that were difficult to treat with third-generation cephalosporins. A 12-year-old boy with an otherwise
healthy constitution was admitted to this department with the chief complaint of persistent fever. While blood culture results indicated bacteremia caused by Gram-negative
bacillus, the patient’s symptoms did not improve with antimicrobial therapy, which
included cefotaxime, whereupon ESBL-producing Salmonella Schwarzengrund was seen
to cause the bacteremia. The infection was cured with a two-week administration of
meropenem, after which no complications or recurrence of symptoms were observed.
With regard to ESBL-producing NTS; although the detection of ESBL-producing bacteria in stool has been reported in cases of NTS causing bacterial enteritis, this appears to
be the first such case involving bacteremia in Japan.
Key words: non-typhoidal Salmonella (NTS), extended-spectrum β-lactamase (ESBL),
bacteremia, Salmonella Schwarzengrund
（受付：2018 年 7 月 9 日，受理：2018 年 12 月 28 日）

