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自然環境と深在性真菌症
─ 地域流行型真菌症も含めて─
真菌症では近年，免疫機能が低下している易感染患者における深在性真菌症の発症や，海外旅
行により感染することが多い輸入真菌症が深刻な問題となっている．
本稿では，深在性真菌症の原因真菌となるアスペルギルス属，クリプトコッカス属について，また
輸入真菌症の中でも特に重篤となるコクシジオイデス症とヒストプラスマ症について解説する．
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コクシジオイデス症，ヒストプラスマ症，空調施設，
改装工事，ハト・ニワトリ，クリプトコックス症のアウト
ブレイク，地域流行型真菌症，輸入真菌症，洞窟熱

真菌症とは
真菌は簡単にいうとカビのことですが，私たちの

今回のテーマである深在性真菌症は免疫機能が
低下した患者さんに起こるため，治療効果があら
われにくい感染症で，近年増加傾向にあります．

すぐ目の前に存在します．例えば，私たちの周りの

図 1 は北里大学の久米光先生によるもので，亡

空気を採取し微生物を培養するとたくさんの真菌

くなった患者さんの剖検例から真菌症を集計したと

が検出されます．それは空気がきれいで環境が良

ころ，年を追うごとに深在性真菌症の検出率が高

いところでも例外ではありません．

中でもアスペルギ
くなっていることが分かります１）．

真菌症の多くは，ヒトの免疫機能が低下してい

ルス属とカンジダ属の分離頻度が高く，クリプトコ

る際に発現します．また，血管留置カテーテルなど，

ックス属が続いています．これらはわが国での深在

人体にとって異物となるものがある場合にも発現し

性真菌症の三大原因真菌と呼ばれます．

ます．診断は一般的に難しく，特に早期診断は極

真菌の生息環境を表 1 に示します２）．アスペルギ

めて困難で，他の治療が奏効しない時に真菌症を

ルス属は土壌や空調，換気装置などに生息し，ク

疑うというのが現状です．

リプトコックス属は塵埃に含まれていると言われて

真菌症は病態によって，皮膚の表面にあらわれ
る表在性真菌症と，内臓にあらわれる深在性真菌

います．コクシジオイデスやヒストプラスマは土壌に
生息していると報告されています．

症，血液中に真菌が侵入する真菌血症などがあり

カンジダ属は口腔内や腸管内などの常在菌であ

ます．深在性真菌症や真菌血症は，体の内部にま

るため，カテーテル挿入部位からの経皮的感染や，

で感染が広がっているため，予後は不良なことが

腸管粘膜の損傷による経腸管的感染があります．

多く，初期治療の成否は予後を決める重要な因子
になります．
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アスペルギルス属，クリプトコックス属は経気道
的に感染します．同様にコクシジオイデス症の原因

図 1 剖検総数に対する深在性真菌症の経年的発生頻度
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表 1 各種病原真菌の主な生息環境

病原真菌

日和見感染型
深在性真菌症
原因菌

地域流行型真菌症
原因菌

表在性真菌症
原因菌
深部皮膚真菌症
原因菌

生息環境

Aspergillus spp.

土壌，腐朽，枯死植物，建築材料，水，空調・換気装置，食品

Cryptococcus neoformans
var. neoformans

トリ（とくにハト）の糞およびそれを含む 塵埃，腐朽，枯死植物，
果物，木材

Cr.neoformans var. gattii

ユーカリ（Eucalyptus camaldulensis, E. terreticornis）の樹木

接合菌

土壌，腐朽・枯死植物，食品・飼料

Fusariun spp.

土壌，植物，水

Trichosporon spp.

土壌，植物，水，木材，家屋（とくに老朽化木造家屋），ヒト ( 腸管・糞便 )

Candida spp.

ヒト ( 腸管・糞便，口腔，皮膚，膣，尿路 )

Pneumocystis jirovecii

ヒト ( 上気道 )

Coccidioides immitis

流行地域の 土壌

Histoplasma capsulatum

流行地域の 土壌（とくにトリ，コウモリなどの糞を含む土壌）

Paracoccidioides brasiliensis

流行地域の土壌，植物

皮膚糸状菌

ヒト，動物（とくにイヌ，ネコ）の表皮角層・鱗屑，爪，毛髪，
およびそれらを含む屋内塵埃・生活用品，土壌

Malassezia spp.

ヒト，動物（とくにイヌ，ネコ）の皮膚

Sporothrix schenckii,
病原性黒色真菌 , 菌腫原因菌

土壌，植物
山口 英世：病原真菌と真菌症．改訂 4 版．南山堂より
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菌である Coccidioides immitis ，ヒストプラスマ症

ヒトはこれを吸入することで上気道・肺に一次感染

の原因菌である Histoplasma capsulatum も経 気

巣を形成します．図 2 は A. fumigatus と A. niger

道的に感染します．これらの真菌の胞子は吸入に

です．A. fumigatus は顕微鏡で見るとカリフラワー

より体内へ侵入し，感染部位は肺だけにとどまら

のような形状をしており（左）
，A. niger は 黒いコロ

ず全身に広がることもあります．

ニーを作ります（右）
．

今回は，呼吸によって生体内に侵入し，発病す
る真菌症について説明したいと思います．

アスペルギルス症は，慢性肺アスペルギルス症，
侵襲性肺アスペルギルス症，アレルギー性気管支
肺アスペルギルス症という主に 3 つの病型に分けら
れます（表 2）
．

アスペルギルス症
アスペルギルス属が原因で発症する真菌症をアス

表 2 アスペルギルス症の主な病型

ペルギルス症と言います．アスペルギルス属は食品
汚染菌の一つでもあります［P47 参照］．自然環境中
に広く生息している真菌で，室内の空気中に浮遊し
アスペルギルス属には多くの種類がありますが，

Aspergillus fumigatus ，A. flavus ，A. niger ，
A. terreus でアスペルギルス症の 95％を占めます．
最も多いのは A. fumigatus です．アスペルギルス
属の真菌は，先端に胞子と呼ばれる小さな粒を有し，
図 2 アスペルギルス属の形態
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肺アスペルギローマ（肺器質的疾患）
慢性壊死性肺アスペルギルス症

ています．

A. fumigatus

1）慢性肺アスペルギルス症

A. niger

（軽度の局所・全身の免疫低下）

2）侵襲性肺アスペルギルス症（免疫不全者）
3）アレルギー性気管支肺アスペルギルス症（ABPA）

自然環境と深在性真菌症
─ 地域流行型真菌症も含めて─

図 3 肺アスペルギローマ

表 3 侵襲性肺アスペルギルス症のハイリスク因子
・遷延する好中球減少（好中球＜500/mm3 が10日以上）
・同種造血幹細胞移植
・90日以内に細胞性免疫抑制薬（シクロスポリン、プリン
アナログなど）
の投与歴
（プレドニゾロン換算0.3mg/kg/日
・3週間以上のステロイド
以上）の投与歴

・移植片対宿主病（GVHD）合併
・施設や建設工事などの環境要因
・サイトメガロウイルス感染症（同種造血幹細胞例）
H11. 6

H12. 6

H15. 2

アスペルギルスの菌塊（菌球）

・既存の肺病変
・一般抗菌薬の長期投与
・糖尿病

長崎大学大学院感染免疫学講座 河野 茂 教授より提供

深在性真菌症の診断・治療ガイドライン 2007

表 4 院内環境と侵襲性肺アスペルギルス症発症
との関連

また，慢性肺アスペルギルス症は，肺アスペル
ギローマと慢性壊死性肺アスペルギルス症に分けら
れ，肺アスペルギローマは，肺結核などにより生じ
た空洞に吸入された胞子が定着・増殖しボール状
の菌塊を作ります（図 3）
．従来，最も多い病型と
言われていましたが，最近は減少傾向にあります．
慢性壊死性肺アスペルギルス症は，気管支拡張
症などの基礎疾患のある患者さんに発病し，軽度
の局所的もしくは全身的な免疫機能低下時にみら

− Lentino et al. Am J Epidemiol. 1982
道路工事、エアコン
− Sarubbi et al. Am Rev Respir Dis. 1982
病院建設
− Arnow et al. Am Rev Respir Dis. 1978
病院改装
− Rose et al. Am Rev Respir Dis. 1972
院内換気システム
− Gerson et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 1994
カーペット

れます．
侵襲性肺アスペルギルス症は非常に重篤な病

侵襲性肺アスペルギルス症のハイリスク因

態で，主に白血病などで免疫機能が著しく低下

子を表 3 に示します３）． 好中球減少，免疫不全，

した時に合併症として発症し，予後は極めて不

3 週間以上のステロイド（プレドニゾロン換算

良です．白血病の患者さんの肺にいったん病巣

0.3 ｍｇ/kg/ 日以上）投与歴，移植片対宿主病合

が形成されると短時間で肺全体に広がり，治療

併などがあり，最近では糖尿病もリスク因子と

は難しくなります．

言われています．

原因菌は A. fumigatus が最も多く，胞子である

侵襲性肺アスペルギルス症の発症と院内環境

conidia（分生子）の吸入により空気感染すると考え

との関連については古くから言われており，ア

られていることから，院内環境が発症に影響する

メリカでは 1972 年以降多くの文献が報告され

とされています．また，病院内の空調等の設計に

ています（表 4）．

よっては患者間の伝播を助長してしまうために，院
内の空調環境が重要な因子となる感染症です．

Vonbergら４）によるとアスペルギルス症の院内
集団感染 53 事例を収集し，その感染源を調べ
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図 4 アスペルギルス症の院内集団感染 53 事例
における感染源
感染源不明
12件

他の感染源
6件

移植した患者さんにとって，侵襲性肺アスペルギル
ス症は致命的な感染症となります．アスペルギルス
属は空気中に存在しているため，呼吸をしている

建設作業
（疑い例）
23件

限り完全な感染対策を施すことは難しいのですが，
環境中のアスペルギルスの胞子を少しでも減少させ
るような対策をとることが重要です．免疫能が低下
している患者さんがいる施設では，空調システムに
高性能微粒子フィルター（HEPA フィルター）を用

空調装置
9件

建設作業
（可能性例）
3件

いてアスペルギルスの胞子を除去する，また室内を
陽圧にして室外から空気が流入しないように気流を
一方向にする──などが考えられます．また，リス

Vonberg RP, et al. J Hosp Infect. 2006; 63: 246-54.

ク因子を持つ患者さんがいる時には，院内の工事
を行わない，工事現場からできる限り距離を置く，

たところ，図 4 のような結果を報告しています．

N95 マスクなどの高性能マスクを患者さんに着用し

最も多かったのは病院内の増改築に伴う建設作

てもらう，掃除機を使用する場合は HEPA フィル

業でした．

ター付きのものを使用する，植物等を持ち込まない，

空調施設の吹き出し口には黒っぽいシミがみら
れることがあり（図 5）
，これはアスペルギルス属と

生ものの飲食を避ける──などが現実的な対策に
なります．

考えられます．このような場合では，空調を付ける
ことによって真菌を人間に向けて吹き付けている状
態になります．健康成人は免疫機能がきちんと働い

クリプトコックス症

ているのでほとんど問題になりませんが，免疫機能

クリプ トコックス 症 の 原 因 菌 は 大 半 が

が低下している患者さんが空調からの風を断続的

Cryptococcus neoformans で病原性も比較的強く，

に吹き付けられると，発病するリスクが高まるので

通常 HIV 感染など細胞性免疫能の低下した患者

注意が必要です．

さんに好発しますが，免疫機能が低下していない

好中球が減少している患者さんや造血幹細胞を

健康な人でも発病します．
クリプトコックス症も菌体の吸入による経気道感

図 5 空調施設吹き出し口のシミ

染で起こりますが，通常は不顕性で症状はみられ
ません．中枢神経への高い親和性が認められ，感
染後は全身に広がり，髄膜炎，前立腺，眼，骨な
どに病巣を形成します．
原因菌となるクリプトコックス属の真菌は二つに
分類されます．一つは C. neoformans で，血清型が
A，AD，D に分けられます．日本で検出されるク
リプトコックス属の 95％以上は血清型Ａで，感染源
はハトやニワトリの糞で汚染された土壌と言われて
います．最近では血清型Ａの菌名を C. neoformans
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var. grubii に変更し，var. neoformansとは分けて

ックス属がハトの糞中で増殖し，リザーバーとなり

考えるようになっています．

ます．感染経路としてはこの乾燥した糞中に含まれ

もう一つは C. gattii と呼ばれ，血清型はＢとＣ

るクリプトコックス属が風によって空中に舞い上げ

に分けられます．C. gattii は C. neoformans に比べ

られ，呼吸を介して人体に入り，肺に感染した後，

ると病原性が比較的弱く，もともとオーストラリア

一部では全身に播種します（図 6）
．

を中心とした熱帯や亜熱帯地域で分離され，特定

クリプトコックス症は，免疫機能の低下がみられ

種のユーカリの木に生息すると言われています．従

ず基礎疾患がない場合でも発症しますが，もちろ

ってコアラも時々感染して死んでしまうことがありま

ん基礎疾患があれば発症しやすくなります．です

す．後述しますが，カナダのブリティッシュコロンビ

から，糖尿病，がん，腎疾患，血液疾患など，一

アでは，この C. gattii による集団感染が約 10 年

般的に感染症のハイリスクと言われる疾患を有する

続いています．

患者さんは注意が必要です．

クリプトコックス症の感染源の一つとしてハトの

クリプトコックス症は，基礎疾患の有無にかかわ

糞が挙げられますが，もともと土壌中のクリプトコ

らず約６割の患者さんは無症状である点が特徴とい

図 6 クリプトコックス症の感染経路

気流
Air born

経気道的吸入
C. neoformans
鳩堆積糞での増殖

鳩糞

経気道的感染，
定着，感染

播種
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図 7 肺クリプトコックス症の症状
基礎疾患なし

基礎疾患あり

AIDS

n=45

n=59

n=17

呼吸困難

7%

呼吸困難

血痰・喀血

5%

血痰・喀血

意識低下

2%

頭痛

3%

7%
4%

6%

発熱

94%

咳・喀痰

94%

背部痛

2%

12%

咳・喀痰

26%

5%
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58%
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41%

58%
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0
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（例）

Meyohans MC, et al. Clin Infect Dis. 1995; 21: 623-33.

えます（図 7 ）5）．健診時の肺のレントゲン像や検
査によって偶然見つかることが多い感染症なので
す．ただし，HIV/AIDS 患者さんでは 9 割以上に
発熱や咳・喀痰の症状がみられます．

は約１年で 50％と，予後は極めて悪いと言えます
（図 9 ）6）．
クリプトコックス症は健康な成人も発症すること
から，例えば，イタリアのサンマルコ広場のように

一方，HIV 感染とクリプトコックス症の関係を

ハトの多い観光地や，タイや東南アジアなどニワト

みると，HIV/AIDS が進行し CD4 陽性細胞数が

リと接触する機会の多い場所で感染することがあり

約 100counts/μ L まで減少すると，クリプトコッ

ます．そのため，発熱や咳嗽で医療機関を受診し

クス髄膜炎として合併することが多くなってきます

た患者さんの病歴を詳しく聞き取ることはもちろん

（図 8 ）
．
アフリカのデータによると，HIV 感染者でクリ
プトコックス髄膜炎を合併した患者さんの生存率

図 9 HIV 感染に合併したクリプトコックス髄膜炎
の生存率

Percent survival

図 8 HIV感染者のCD４陽性細胞数と日和見感染症
CD4 counts/μl
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Herpes-Zoster
Tuberculosis
Kaposiʼs sarcoma
Non-Hodgkinʼ s lymphoma

200

Pneumocystis (jirovecii) pneumonia
Toxisoplasmic encephalitis
Cryptococcus meningitis

100
50

Cytomegalo virus disease
Non-tuberculous mycobacterial disease
time course
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Days
Fig. 1.prospective observational study of survival of 54 patients with
HIV-associated cryptococcal meningitis treated according local protocol
(49 with amphotericin B 1mg/kg daily, 5 with ﬂuconazole)in Cape Town
South Africa. Patients not already taking antiretroviral therapy at the time
of presentation were started on therapy from 4 weeks after antifungal
therapy. (From data in Bicanic et al.[60].)
Jarvis JN, et al. AIDS. 2007; 21
（16）: 2119-29.
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表 6 C. neoformans の分離率と季節性

るためと推察されます．分離されたクリプトコックス
属のほとんどが C. neoformans で血清型Ａでした．

分離率
州

家屋

村

Chiang Muan

18/90
（20%）

Pong

4/30（13.3%）
14/30
（46.6%）

Chiang Kahm

血清型

クリプトコックス症に関して 2010 年 4 月 26 日の

14/30
（46.6%）

all typeA

朝日新聞に，
「北米西海岸で毒カビ −米国の 21 症

3/10
（30.0%）

all typeA

7/10
（70.0%）

all typeA

例，死亡率 25％−」という記事が掲載されました．

C. gattii と呼ばれる菌が北米西海岸でアウトブレイ
クを起こしており，死亡率も高いという内容でした．

分離の季節性
乾期

31/150（24%）
*

24/50（48.0%）
*

all typeA

実は 2007 年にはすでに日本でも北米のものと同

雨期

6/150（4.0%）

6/150（12.0%）

all typeA

じタイプの C. gattii による感染の第１例目が発生し
ていたことが 2010 年 7 月に論文として発表されま

*p<0.05, 雨期との比較 .

した８）．この患者さんは流行地への渡航歴がないに
黒木 美鈴ほか．日本エイズ学会誌 2003；5（1）
：13-6.

もかかわらず，検出された菌はカナダのブリティッシ

ですが，海外渡航歴を確認することが発見の手が

ュコロンビアで 1999 〜 2006 年にかけて 176 症例

かりになることもあります．

の感染が報告された菌と同じ遺伝子型を持つこと
が判明しました．

タイ北部においてクリプトコックス属の感染源を
検索したのですが，分離率の一番高い地域ではサン

C. gattii による感染症はもともとはオーストラリ

プルの 70％から分離されました．また，雨期には患

アで報告されており，人口 100 万人あたり1 人とい

者さんがあまり発生せず，季節性があることも分か

う頻度でしたが，カナダはその 6.5 〜 30 倍と高率

りました（表 6） ．乾期の発生率の高さは，風で土

で発現しており，死亡率は 4.5％と報告されていま

埃が舞い上がることからクリプトコックス属が飛散す

す（図 10）
．文献によると，カナダで起こっている

7）

図 10 ブリティッシュコロンビアにおけるC. gattii のサーベイランスのまとめ（1999-2006 年）
・1999 年から 2006 年にかけ，ブリティッシュコロンビアの住民で
176 症例が報告．
・罹患率 6.5/million（BC）
-27.9/million（VI）
（Australia: 1/million）
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C. gattii の遺伝子型は，オーストラリアなどでみら
れるものとは明らかに異なることが分かっています．

ことが明らかになりました．
また，ブリティッシュコロンビアを含むカナダ太

オーストラリアという熱帯・亜熱帯で発生した感染

平洋岸では，オーストラリアからユーカリの木を輸

症がカナダという寒冷地で起こるのはなぜか──

入して植林していたという事実もあって，その木に

私はその理由を地球温暖化と考えていたのですが，

付着していた真菌が北米に運ばれてきて，同性同

その背景が最近になって分かってきました．

士の融合の結果，毒性の強い菌に変化したという

真菌は有性生殖［P48 参照］ によって有性胞子

ことが判明しました．

［P48 参照］を形成しますが，
有性胞子は異なる「性」

C. gattii のアウトブレイクは，当初はカナダのブ

（−/＋などと表現される）が融合（交配 mating）

リティッシュコロンビアという地域に限局したもので

して生産されます．ところが，カナダでアウトブレイ

したが，アメリカ西海岸のシアトルあたりまで次第

クを起こした菌は同性同士で融合を起こしてしまっ

に南下しており，集団感染地域が拡大しているとい

たために，遺伝子パターンに変化が生じて，強毒

うデータが発表されています．

株に変わったのではないかと考えられています．

2010 年 2 月にカナダ・バンクーバーでオリンピッ

カナダで分離された C. gattii の R265 をネズミ

クが開催された折，個人的に当初は日本人を含め

に感染させ死亡までの日数を調査したところ，H99

た複数の方が発症するのではないかと予想していま

というC. neoformans 標準株では約 20 日で死亡し

したが，オリンピック終了後も発症の報告はなく杞

たのに対し，R265 ではそれよりも短い日数で死亡

憂に終わったようです．しかし，今後も厳重な観察

することが確認され，R265 が毒性の強い菌である

が必要と考えます．

図 11 日本における輸入真菌症症例数の変遷
（例）25

コクシジオイデス症
ヒストプラスマ症
パラコクシジオイデス症

20
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地域流行型真菌症（輸入真菌症）
一般的に輸入真菌症と呼ばれる，地域流行型の

能性や，症状が不顕性で免疫機能が正常な場合は
自然に治癒する可能性があるので，この報告は氷
山の一角と考えられます．

真菌症があります．本来，日本に生息していない
真菌を原因菌とし，海外の特定地域でのみ発生し
ている真菌症が，何らかの理由により日本国内で

コクシジオイデス症
コクシジオイデス症の原因菌であるコクシジオイ

発生したものを言います．
病原性が非常に強く，コクシジオイデス症

デス属は，地球上で病原性が最も強い真菌で，自

（Coccidioides immitis ）， ヒ ストプ ラス マ 症

然環境内では糸状菌の形態に，ヒトでの感染時に

（Histoplasma capsulatum ）
，パラコクシジオイデ

は球状体となる二形性真菌［P47 参照］です．コク

ス症（Paracoccidioides brasiliensis ）
，マルネッフェ

シジオイデス症は感染症新法（
「感染症の予防及び

イ型ペニシリウム症（Penicillium marneﬀei ）
，ブラ

感染症の患者に対する医療に関する法律」
）
［P47 参

ストミセス症（Blastomyces dermatitidis ）の５つ

照］で指定されている唯一の真菌症で，第四類感

が日本では輸入真菌症とされています（上記カッコ内

染症［P47 参照］に指定されています．また，原因

は主な原因真菌）
．

菌のコクシジオイデス属は第 3 種病原体［P47 参照］

日本におけるこれらの症例数は図 11 に示すよう

に指定されています．

に 80 年代後半から増加しており，特にコクシジオ

生息地は乾燥した地中で，胞子を地上に出して飛

イデス症，ヒストプラスマ症の２つが顕著です．こ

散させます．流行地域は非常に限られており，アメリ

の背景として，日本人の海外旅行者数がこの頃か

カ西南部のアリゾナやカリフォルニア，南米の一部と

ら増加している点が考えられます．

なっています（図 12）
．感染力が極めて強く，アメリ

単年でみてみると，2009 年ではコクシジオイデス

カでは毎年10万人が感染していると言われています．

症２例，ヒストプラスマ症３例，パラコクシジオイデ

実際に日本でコクシジオイデス症を発症した患者さ

ス症 2 例，マルネッフェイ型ペニシリウム症 2 例で，

んの約 85％がアメリカへの渡航歴があります．

ブラストミセス症は報告がありません
（表 7）
．
しかし，

病態としては，経気道的に感染し，一部の人で

これはあくまでも医療機関により診断が確定した症
例数であるため，他の疾患と間違えられている可

図 12 コクシジオイデス症の流行地域

表 7 日本における輸入真菌症の発生動向（2009年）
・コクシジオイデス症

2 例（計 61 例）

・ヒストプラスマ症

3 例（計 68 例）

・パラコクシジオイデス症

2 例（計 21 例）

・マルネッフェイ型ペニシリウム症

2 例（計 5 例）

・ブラストミセス症

0 例（計 0 例）
（

）は現在までの総数

厚生労働科学研究費 深在性真菌症と輸入真菌症に関する研究班資料より

主な流行地域はアメリカ西南部（ アリゾナ, カリフォルニア, テキ
サス , ニューメキシコ）であるが , メキシコをはじめとする中南米
諸国でも発生している .
輸入真菌症等真菌症の診断・治療法の開発と発生動向調査に関する研究班.
輸入真菌症診断・治療ガイドライン 2007 より
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は肺に病変が認められます（急性型）
．その後，

アメリカのカリフォルニア州ではコクシジオイデス

何％かの人では慢性化するか全身に広がるのです

症が増加しており，発症率の最も高い Kern 郡では，

が，全体では感染者の 30 〜 40％が発病します．

人口 10 万人当たり 150 人と驚異的な数になってい

特に基礎疾患のない健康な人でも発病するほど病

ます．San Joaquin Valley が一番危険な地域と言

原性が強いので，免疫機能が低下している場合は

われています．確実な感染対策はなく，屋外の粉

よりいっそう注意が必要です．ハイリスクグループ

塵への曝露をできるだけ避けるように勧告するにと

として HIV 感染，糖尿病，ステロイド投与，抗

どまっています．

TNF-α抗体投与，妊婦，人種（アフリカ系，フィ
リピン系）などが挙げられます．

実際に，アリゾナでゴルフをした 32 歳の日本
人男性に 2 カ月後から湿性咳嗽と血痰が出現し，

診断には菌培養が必要ですが，コクシジオイデ

Coccidioides immitis が検出されました．同じく日

ス属は極めて危険な真菌なので，培養は BSL3［P48

本人ですが，別の 54 歳の男性はサンフランシスコ

参照］という厳重に外部と隔離された実験室の中で，

から San Joaquin Valley を経由してロサンゼルスま

しかも熟練者の手によって行われなければなりませ

での道を車で往復したところ，１カ月後から乾性咳

ん．特に強調したいのですが，この真菌は検査室

嗽が出現し，胸部Ｘ線写真で両側多発性浸潤影

内感染が最も起こりやすく，そのことが世界中で問

が認められました９）．検査の結果，コクシジオイデ

題となっています．問診でアメリカのアリゾナなど

ス症と判明しました（図 13）
．

への渡航歴が判明した患者さんの検体は，不用意
に培養してはいけません．

治療は表 8 に示す通りで，病態によって治療方
法を考慮する必要があります．

図 13 日本人旅行者に認められた肺コクシジオイデス症

・54 歳男性，サンフランシスコから San Joaquin Valley を経由してロサンゼルスまで車で往復
・1ヵ月後より乾性咳嗽出現，胸部 X 線写真で両側多発性浸潤影を指摘される
［肺病理組織像］
好 酸 球 浸 潤，類
上皮細胞性肉芽
腫が認められる

斑状影，小結節影,
腫瘤影などが認め
られる

破裂した球状体
と内生胞子が認
められる

小嶋 徹ほか. 日呼吸会誌. 2008 ; 46
（51）
：390-4.
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表 8 コクシジオイデス症の治療

図 14 ヒストプラスマ症の流行地域

症例により治療方法を考慮する
1）急性肺コクシジオイデス症
fluconnazole, itraconazole, 重症例には amphotericin B

2）びまん性肺炎
amphotericin B

3）結節性病変
経過観察，切除

4）空洞性病変
経過観察，切除

5）慢性線維化空洞性肺炎
fluconnazole, itraconazole, amphotericin B

6）播種性病変
fluconnazole, itraconazole, 重症例には amphotericin B
輸入真菌症診断・治療ガイドライン 2006 より

ヒストプラスマ症

アメリカ中央部ミシシッピー渓谷からオハイオ渓谷が中心である
が，中南米、東南アジア，オーストラリア，ヨーロッパなどでも
散発的にみられる．中央アフリカはズボアジ型ヒストプラスマ症
の流行地域である．
輸入真菌症等真菌症の診断・治療法の開発と発生動向調査に関する研究班.
輸入真菌症診断・治療ガイドライン 2006 より

はヒトに感染発病するまでの病原性は保てないので
はないかと個人的には考えています．ただし今後，

ヒストプラスマ症も日本で多くみられる輸入真菌

地球温暖化が進むと，当然日本でもヒストプラスマ

症の一つで，HIV/AIDS など細胞性免疫の低下し

症が発現することが増えてくると予想されています．

ている患者さんに発病が多く認められますが，健

ヒストプラスマ症は特徴的な臨床症状に乏しいた

康な人でも発病することがあります．自然環境内で

め，診断に苦慮することが多く，肺結核やサルコイ

は菌糸型，感染宿主内では酵母型という二形性真

ドーシス，肺線維症と診断されている例もあります．

菌で，Histoplasma capsulatum var. capsulatum，

BSL3 の病原体であるため，一般の医療機関で

H. capsulatum var. duboisii，H. farciminosum と

は菌の分離培養・同定は極めて困難です．しかし，

いう 3 類の菌種があります．

感染症新法の指定感染症，指定病原体にはなって

土壌中に生息し，コウモリや鳥の糞中で増殖し

いません（2010 年 2 月現在）．

ます．従って，土木工事や洞窟探検はリスク因子と

ヒストプラスマ属も経気道的に感染が成立し，肺

なります（洞窟熱と呼ばれます）．全身播種を起こすと

炎の病態を呈した後，リンパ路を経由して所属リン

致命率が高く，アメリカでは年間約 50 万人が感染

パ節に広がります．感染者の 95％は無症状ですが，

していると言われています．

症状がある場合はインフルエンザ様症状が最初に

流行地域は，図 14 に示すように世界各地に広範

起こることが多いとされています．ハイリスクグル

囲で認められますが，中心はアメリカ中南部ミシシ

ープとして，血液悪性腫瘍患者，ステロイド投与，

ッピー渓谷からオハイオ渓谷にかけてであり，中南

HIV 感染などが挙げられます．

米，東南アジア，オーストラリア，ヨーロッパなど
で散発的にみられます．

海外での集団発生事例としては，鳥の巣が感染
源となった船舶修理工場での集団感染 10）や，鳥の

日本では，ヒストプラスマ症は年々増加傾向にあ

糞の堆積したものが感染源となった刑務所内での

りますが，約 15％の患者さんは海外渡航歴がない

集団感染 11），洞窟探検家の集会で起こった集団感

ことから，日本にもヒストプラスマ属が生息してい

染 12，13）などがあります．

るものと推測されます．しかし，日本の気象条件で

日本人の症例では，ブラジルやメキシコの洞窟

14

入洞による集団感染が報告されています 14）．私た

究所に送ってきました（図 15）
．私どものところで

ちも実際に，タイの洞窟などからコウモリの糞を集

検査した結果，ヒストプラスマ症と診断したのです

めて PCR で検査したところ，増幅産物がみられ

が，洞窟に入らずに，ホテルなど普通の環境に滞

H. capsulatum が確認されました．仮に洞窟内に

在していただけでも発症してしまう場合もあること

行かれる際には，コウモリの糞を踏まないように十

を示しています．患者さんにインフルエンザ様症状

分に注意してください．

がみられ，問診によって流行地域への立入りなどが

最後に約２年前に経験した事例ですが，３人の
日本人旅行者が東南アジアの５つ星クラスのリゾー

確認された場合は，ヒストプラスマ症の可能性も考
えることが必要です．

トホテルに滞在し，帰国後に３人ともインフルエン

治療には，一般的に抗真菌薬［P47 参照］のイトラ

ザ様症状を発症しました 15）．医療機関を受診した

コナゾール，もしくはアムホテリシン B を投与しま

ところ，レントゲン撮影で多発する結節影が認め

すが，重症例にはアムホテリシン B を投与します．

られ，主治医の先生がサンプルを国立感染症研

図 15 日本人旅行者に発生したヒストプラスマ症の集団発生事例

（感染病理部提供）
（感染病理部提供）

（感染病理部提供）
M antigen 遺伝子を標的としたnested PCR を行い，
269bp の増幅産物が得られた .
Lane1：100 bp ladder
2：生検組織
（抗ヒストプラスマ抗体陽性）
3：血清
（lane 2 と同一者）
4：血清
（非感染性疾患：抗ヒストプラスマ抗
体陰性）
5：H. capsulatum コントロール DNA
6：陰性コントロール.
Lane 2，
3 の増幅産物の塩基配列は H. capsulatum
とほぼ 100% 一致していた .

Ohno H, et al. Internal Med 2010; 49
（5）:491-5.
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自然環境と深在性真菌症
─ 地域流行型真菌症も含めて─

Point

大野 秀明

●アスペルギルス症は免疫機能が低下している患者さんに多く
発現し，病院の増改築工事や空調設備が原因となるため注
意が必要である．
● クリプトコックス症は免疫機能が低下した患者さんだけでな
く，健康成人でも感染することがあり，ハトやニワトリとの
接触により感染する．
● 輸入真菌症は，原因となる真菌の生息域が限定されている
ため，患者さんがインフルエンザ様症状を主訴とする場合
は，海外渡航歴を聞くことが重要となる．
また，アリゾナ周辺への渡航歴を有する場合は，コクシジ
オイデス症の可能性があるため，不用意な菌培養は避ける
こと．
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講 演 を
終 えて
猪狩
大野先生には真菌症，特に深在性真菌症と，地
域型の真菌症について，致命的な真菌症を中心に
お話しいただきました．質問のある方はいらっしゃ
いますでしょうか．
フロア A
大野先生のお話から考えると，空気中に粉塵が
舞う，例えば工場のような職場で働く人などは空中
に飛散した真菌に接触する可能性が高くなるため，
深在性真菌症が多くなると考えられます．このよう
な職業に就く方に特徴的な病気のデータはあるの
でしょうか．
大野
正式に実施されたスタディはないと思います．深
在性真菌症のアスペルギルスなどは，免疫がキー
ポイントになります．健康成人であれば免疫機能は
問題ないと思うので，吸い込んでも実際に発病する
ことはないと考えます．ただし，肺結核により形成
された空洞があると，そこにアスペルギローマが形
成される可能性があります．
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あるいは真菌が抗原となって喘息様症状が出る
ことも考えられますが，これらの症状の発生頻度な
どについてのデータは今のところないと思われます．
フロア B
真菌の治療方法についてお聞きしたいのですが，
真菌では耐性菌の出現は問題になっていないので
しょうか．また，治療薬の最近の動向について教
えてください．
大野
耐性菌の報告はありますが，治療という面では
問題になっておらず，臨床で治療に難渋しているこ
とはないと思います．
抗真菌薬のアムホテリシン B は抗真菌活性が高
く，現在でも主要な治療薬として使用されています
が，副作用も強いという特徴があります．最近では，

大野
診断のポイントはやはり問診です．コクシジオイ

この副作用の軽減を目的にしたリポソーム製剤が販

デス症は生息地域が限定されている，いわゆる風

売されています．そのほか，β-D- グルカン合成酵

土病のようなものなので，その地域の滞在歴の有

素阻害薬であるキャンディン系の抗真菌薬も販売さ

無がまずキーポイントになります．

れています．
フロア C

重症化する症例としない症例の相違点について
は，私もはっきりと申し上げることはできません．

コクシジオイデス症についてお聞きします．日本

ただ，結核と同様に細胞性免疫が関与する疾患な

にはアメリカへ留学する方が多いので，コクシジオ

ので，発症すると肉芽腫が形成され，結核に類似

イデス症には今後も注意が必要と考えます．臨床上

した病理像がみられます．このようなことから，相

の診断ポイントと，重症化する人としない人の相違

違点として細胞性免疫の状態があるのではないか

点があれば教えてください．

と個人的に考えますが，確証はありません．
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