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一般募集論文 

骨盤内炎症性疾患から侵襲性 B 群溶血性レンサ球菌感染症をきたし

たと考えられた 1例 
 

共愛会病院 産婦人科  ○佐 藤 賢一郎・福 島 安 義 

 

【要旨】 

 41歳で，B群溶血性レンサ球菌が起因菌となり骨盤内炎症性疾患から侵襲性感染症に進展したと考えられた稀な

1例を経験した。本例は，適切な治療がなされなければ劇症型溶血性レンサ球菌感染症に進展していた可能性もあ

ったものと考えられ，早期のMEPMとCLDMの併用投与が奏功した。劇症型溶連菌感染症は生命を脅かす疾患であり，

PIDに併発する可能性もあり得ることを知っておくことは，婦人科診療において重要であると思われた。 

 

【キーワード】：B群溶血性レンサ球菌、侵襲性感染症、骨盤内炎症性疾患 

 

【はじめに】 

 今回，B群溶血性レンサ球菌(以下GBS)が起因菌と

思われ，骨盤内炎症性疾患(以下PID=pelvic infla-

mmatory disease)から侵襲性感染症をきたしたと考

えられた 1 例を経験した。本例は，適切なタイミン

グで適切な治療がなされなければ劇症型溶血性レン

サ球菌感染症に進展した可能性も考えられたが，早

期のメロペネム水和物(以下MEPM)とクリンダマイシ

ンリン酸エステル(以下CLDM)の併用投与が奏功した。

本例の臨床経過は，今後の産婦人科診療に役立つと

思われたので報告する。 

 

【症例】 

患 者：41歳，主婦 

主 訴：発熱，突然の腰背部痛 

月経歴：初経：13歳，最終月経：2018年 8月 27日

から4日間 

妊娠分娩歴：2妊2産 

既往歴・現疾患：気管支喘息，約10ヵ月前に他院で

帝王切開施行 

家族歴：特記事項なし 

嗜好品：喫煙歴なし，アルコールは飲まない 

現病歴： 

 受診前日に発熱を認め，風邪を引いたと思い葛根

湯を内服していた。受診当日 22:00 頃に突然，腰背

部に激痛が起こり症状が強いため救急車を要請し，

当院救急外来に搬送された。身長159cm，体重72kg，

体温 38.8℃，血圧 140/99 mmHg，脈拍 123/分，SpO2 

96%，意識状態は清明であった。血液検査ではHb 10.6 

g/dL と軽度の貧血を認め，白血球 187x102/μL，好

中球分画 93.1％，CRP 30.1mg/dLと炎症反応は高値，

検尿では白血球 30〜49/HPF，赤血球 10〜19/HPF，

尿蛋白3+，尿潜血2+と尿路感染を示唆する所見であ

った(表1)。CTでは両側胸水と骨盤内の少量の腹水，

皮下浮腫が認められた(図1，2)。腹痛は訴えておら

ず，視診にて下腹部から陰部，大腿部にかけて発赤

があり，また左下腿の浮腫と圧痛を認めた。フルニ

エ疑いで内科に入院となり，同日に産婦人科を紹介

された。 

産婦人科初診時診察所見：入院当日 8:00am 頃に産

婦人科外来を受診した。視診にて恥丘やや上方から

下腹部全体，および左大腿部にかけて発赤を認めた。

外陰部はやや浮腫状であったが，発赤は認めなかっ

た。触診で下腹部に軽度の圧痛を認めたが，子宮お

よび付属器の圧痛なのか発赤部の腹壁の痛みなのか

不明であった。反跳痛・筋性防御はなく，子宮頸部

の移動痛を認めた。経腟超音波では，子宮は正常大

で，子宮筋腫，卵巣腫瘍は認めなかった。また，子

宮周囲に低エコーな液体貯留像を認め，内部構造を

認めないことより腹水貯留と思われた(図 3)。低ア

ルブミン血症による腹水貯留も考えられたが，炎症

性疾患による腹水貯留の可能性もあり，診察所見，

検査所見も考え合わせPIDと診断した。 

内科入院後経過：内科に入院の上，MEPMおよびCLDM

の併用で抗生剤投与が開始された。入院時に39.0℃

の発熱を認めたが，第3病日には37℃台，第4病日

には36℃台に解熱した。また，炎症所見は第3病日

には CRP 37.7mg/dL，白血球 18,400 /μL，白血球

分画 93.0%であったが，第4病日にはCRP 14.4mg/dL，

白血球 5,700 /μL，白血球分画 68.7%と減少傾向と

なった(図 4)。産婦人科初診時に採取したクラミジ

ア抗原，淋菌抗原は陰性で，腟内細菌培養では

Streptococcus agalactiaeが検出された。入院時に

内科で採取した血液培養でも，２セットとも
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Streptococcus agalactiae が検出され，PID から侵

襲性感染症に進展した可能性が示唆された。第 5 病

日には発赤は消失し，第 9 病日で抗生剤は終了とし

た。また，第6病日の尿タンパク定量7.9g/日，第8

病日の尿タンパク定量8.0g/日で，第2，7病日の血

清アルブミンはそれぞれ0.8，0.8g/dLと低値であり

ネフローゼ症候群と診断された(図 5)。第 9 病日に

退院となり，退院後 4 日目の産婦人科外来での診察

では，圧痛を認めず，子宮頸部の移動痛も消失して

おり骨盤内炎症性疾患の治療は終了とした。内科で

は，ネフローゼ症候群についてさらに精査予定であ

ったが，希望にて他院へ紹介となった。 

 

【考察】 

 侵襲性感染症は，血液や髄液等の本来無菌的な部

位から細菌が分離された場合を指す1)。本例では，血

液培養検査にて２セットともGBSが陽性であり，侵襲

性感染症と言える。ショック症状は認めなかったた

め劇症型溶血性レンサ球菌感染症の届け出基準(表2

)2)は満たさないが，軟部組織炎，腎機能低下を認め

ており，治療が遅れた場合には劇症型レンサ球菌感

染症に移行していた可能性も否定はできない。本例

では腟分泌物の細菌培養検査でGBSが陽性であり，発

熱と炎症所見を認め，婦人科診察にて子宮頸部移動

痛が認められるため，GBSによるPIDと診断した。さ

らに，血液培養検査にてGBSが検出されたため，PID

からGBS侵襲感染症に進展したものと考えた。国立感

染症研究所より発行されている病原微生物検出情報

(IASR)のデータによれば，2014年度の5歳未満の小児

の侵襲性GBS感染症の頻度は10万人に4.0人と報告3)

されている。成人における発生率は，産褥期にGBS

による敗血症が0.2%に認められるとの報告4)がある

が，非妊時の成人における症例は散見されるのみで

ある5)。劇症型溶血性レンサ球菌感染症の発生率をみ

てみると，2012〜2014年に女性は342例の報告があり

，うち105例30.7%が死亡している。また，劇症型溶

血性レンサ球菌感染症の血清群割合(2006〜2010年)

をみてみると，A群が71%と最も多く，次いでG群が1

9%で，B群は3%，A群+B群が0.2%であり，GBSによる劇

症型レンサ球菌感染症の頻度は低い。 

 一方，PIDの起因菌について，Brunhamら6)は85％以

上が性感染症関連の子宮頸病原体または細菌性腟症

関連微生物によるものであり，約15％が腟内細菌叢

を構成する微生物であるとしている。CDC Sexually 

transmitted diseases treatment guidelines, 201

57)によれば，最近の研究では、N. gonorrhoeaeまた

はC. trachomatisに起因するPID症例の割合が減少

していることが示唆されていると述べられており，

急性PIDの診断を受けた女性のうちこれらの微生物

のいずれかが陽性の例は50%未満である。GBSは腟内

常在菌の一つであり，5〜20%に検出され8)，GBSは，P

IDの起因菌の一つであるがその頻度は高くはない。

さらに，PIDから侵襲性感染症もしくは劇症型溶血性

レンサ球菌感染症を引き起こした報告は散見される

のみであり，2015年の松田ら9)の集計によれば，PID

から劇症型GAS感染症を併発した本邦の報告例は6例

で，死亡例は1例16.7%である。国外では，Blotら10)

が1980～2016年まででGASによるPIDの13例(自験例

含む)を報告しており，死亡例は1例7.7%である。筆

者らが医中誌により検索し得た限りでは，GBSが起因

菌となりPIDから侵襲性感染症もしくは劇症型溶血

性レンサ球菌感染症を引き起こした非妊時の成人例

は認められなかった。PIDの治療は，通常は頻度の高

い起因菌であるクラミジア，淋菌をカバーにした抗

生剤を選択して早期に経験的治療を開始し11)，起因

菌が判明したら治療効果も加味しながら治療方針を

再考する。しかし，劇症型溶血性レンサ球菌感染症

の場合にはペニシリン系薬，およびCLDMの併用投与

が推奨12)13)され抗生剤の選択がやや異なる。本例では

，臨床経過と症状から劇症型溶血性レンサ球菌感染

症，あるいはブドウ球菌によるtoxic shock syndro

meの可能性を強く疑い，年齢も考慮しクラミジアよ

りも溶血性レンサ球菌またはブドウ球菌を重要なタ

ーゲットとしたMEPMとCLDMの併用で抗生剤投与を開

始した。この選択が良好な結果につながった可能性

があると考えている。そして，1日単位の早い段階で

の治療開始が重要である。 

 本例でのネフローゼ症候群については，侵襲性溶

血性レンサ球菌感染症に続発した可能性のほかに，

前回の妊娠中に尿タンパク陽性，腎機能障害を指摘

されていたことから推察すると，もともと何らかの

腎疾患を有していたところに，侵襲性溶血性レンサ

球菌感染症により増悪，顕性化した可能性も考えら

れる(図6)。溶血性レンサ球菌感染症に腎炎が続発し

た症例報告が散見されており，注意すべき合併症で

あると考えられる。 
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表１ 初診時検査所見 
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表２ 感染症法における劇症型溶血性レンサ球菌感染症の届出基準 

 

・ 届出に必要な要件：上記の症状のアおよびイを満たし，かつ病原体が検出されたもの。 

・ 感染症法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。 

    （「文献２」より引用，一部改変） 

 

 

図１ CT所見(横断像) 

CT検査では両側胸水(a矢印)，ダグラス窩の腹水(b矢印)，両下肢の皮下浮腫(c矢印)が認められた。 
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図２ CT所見(横断・冠状断) 

CT検査では子宮周囲の腹水貯留(a,b矢頭)，両下肢の皮下浮腫(a,c矢印)が認められた。 

 

 

図３ 経腟超音波所見 

ダグラス窩に腹水貯留を認めた(矢印)。 



道南医学会ジャーナル第 2 号 

道南医ジ 2:62 

 

図４ 発熱，炎症所見の推移 

 

 

図５ 血清タンパク，アルブミンおよび尿タンパクの推移 
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図６ 本例の推定病態 

 


