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— Zoonosis 各論 —
Ⅰ. 犬・猫の咬掻傷感染症

各論 2-2. Pasteurella 感染症の症例から

　膿からのグラム染色で、多数の白血球とグラム陰
性桿菌が観察された。血液寒天培地でムコイド状の
白色コロニーの形成が認められた。細菌培養の結
果、Pasteurella canis が同定された。
治療および経過　犬咬傷による Pasteurella 骨髄炎と
診断し、骨掻爬術を行い、指切断を免れ得た。

はじめに

　Pasteurella 感染症は、Pasteurella 属菌が感染して
生じる感染症である。獣医学の領域では、以前よ
りウシの出血性敗血症、家禽コレラや豚萎縮性鼻
炎などの致死的感染症の起因菌として知られてい
た。近年のペットブームとともに、ヒトに感染する
Pasteurella 感染症は増加の一途をたどり、1998 ～
2001 年の平均年間増加率が約 40％であったとされ
る 1 ）。しかし、わが国では細菌培養が施行されず、 
症状が増悪する前に抗生物質が投与されるため、本
疾患と診断されない症例もあると考えられ、実際は
これよりはるかに多くの発生があると推定される。

症例

症例 1　73 歳・男性
主訴　右第 5 指の肉芽様隆起
現病歴　初診約 3 週間前に右第 5 指を飼い犬に咬ま
れ、その翌日には同部位が発赤、腫脹してきた。4
日後に近医にて抗生物質を処方されるも軽快せず、
やがて肉芽様に隆起してきた。
既往歴　糖尿病
初診時現症　右第 5 指は発赤、腫脹し、紅色肉芽様
腫瘤がみられ、瘻孔部より排膿がみられる。指の伸
展、屈曲が困難である（写真 1）。
検査所見　右第 5 指の骨単純Ｘ線で骨溶解像が認め
られ、骨髄炎の所見であった（写真 2）。

写真1
犬咬傷による骨髄炎。
紅色肉芽様腫瘤を形成
し、指の可動性が困難
である

写真2
骨Ｘ線で骨溶解像を認
めた
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症例2 32歳・女性

主訴 右上肢の腫脹、疼痛

現病歴 初診の前日に、散歩から戻ってきた 5歳の

飼い猫により、右手から右前腕にかけて咬傷および

掻傷を負った。その数時間後に 38℃台の発熱が出現

し、受傷部の疼痛が強まったため、近医を受診し、

消毒を受けた。症状が軽快しないため、翌日当院を

受診した。

既往歴 6年前より全身性エリテマトーデスと診断

され、プレドニゾロン 12.5mg/日内服中。

初診時現症 右第 1指背から手関節部まで発赤、腫

脹している。前腕には多数の線状掻破痕を認める（写

真３）。腋窩リンパ節を軽度触知する。右手背では

猫に咬まれた部位より滲出液があり、さらに右第 1

指背に咬まれた部位に一致して血性の膿汁が排出さ

れた。

検査所見 白血球 8900 / μl、CRP 1.21mg / dl、手の

単純X線ではガス像、骨髄炎像はない。

膿からのグラム染色で、多数の白血球とグラム陰

性桿菌が観察された。血液寒天培地でムコイド状の

白色コロニーの形成が認められた。細菌培養の結果、

Pasteurella multocidaが同定された。

治療および経過 入院の上、第 3世代セフェム系抗

生剤 2 g /日の点滴を開始した。治療開始後 2日目に

は解熱し、4日目より手にだるさは残るが、発赤、

腫脹、疼痛は徐々に軽減し、入院 7日目に症状が軽

快したため、退院した。

症例3 29歳・女性

主訴 右第 1趾の発赤、腫脹、疼痛

現病歴 初診約 2週間前に右 1趾腹に鶏眼様皮疹が

あるのに気付いた。自分で削ったところ、潰瘍が生

じたため、ヨードチンキにて処置をしていたが、同

部が発赤、腫脹してきた。

既往歴 21 歳時から約 2 年間、神経性食思不振症

のため治療を受けた。その際、主治医の精神神経科

医から治療の一環として、ペットを飼うことを勧め

られたことから、猫を飼い始め、現在 3匹の猫を飼

育中である。

初診時現症 右第 1趾腹に径 13mmの潰瘍がみら

れ、その周囲は白色浸軟している。右第 1趾全体は

発赤、腫脹し、発赤は足背まで及ぶ（ 写真４）。右

膝窩に熱感、圧痛を訴え、右鼠径リンパ節は拇指頭

大に 2個触知した。

検査所見 白血球 14900 / μl、CRP 14.4mg / dlと炎

症所見を認めた。右足部の単純 X線ではガス像はな

く、骨髄炎の所見もなかった。

膿からのグラム染色で、多数の白血球とグラム陰

性桿菌が観察された。血液寒天培地でムコイド状の

白色コロニーの形成が認められた。細菌培養の結

果、Pasteurella multocida subsp. multocidaと同定さ

れた。

治療および経過 CEZ 2 g /日の点滴を開始した。

抗生剤投与後 2日目には白血球は 7100 / μl、CRP

3.3mg/dlと軽快したが、趾の発赤、腫脹、疼痛は軽

快しないため、PIPC 2 g /日に変更したところ、症

状は急速に軽快した。

症例4 62歳・女性

主訴 右拇指球部の疼痛を伴う発赤、腫脹
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写真3 右前腕に多数の線状掻傷痕と発赤、腫脹が著明である 写真4 右１趾は発赤、腫脹し、膿が透見される
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現病歴 夫と 2人暮らしであるが、夫は仕事のため

留守がちで、1人でいることが多い。初診の前夜に

ペットの犬に右拇指球部と左第 5指を咬まれた。約

12時間後に右手が急速に疼痛を伴って発赤、腫脹し

てきた。犬は原因不明の発熱と関節炎のため、その

後動物病院に入院した。

既往歴 特記すべきことはない。

初診時現症 右拇指から拇指球部にかけて深い咬傷

痕を 3カ所認め、右手背に及んで発赤、腫脹し、咬

傷部を圧すると膿が排出されたが、特有の臭いはな

かった（写真５）。腋窩リンパ節を軽度触知する。

検査所見 白血球 13300 / μl、CRP 1.32mg / dl、手

の単純X線ではガス像、骨髄炎像はない。

膿からのグラム染色で、多数の白血球とグラム陰

性桿菌が観察された。血液寒天培地でムコイド状の

白色コロニーの形成が認められた。細菌培養の結果、

Pasteurella stomatisが同定された。

治療および経過 アモキシシリン 750mg/日の経口

投与を開始したところ、24時間後には手背の腫脹が

軽快し、排膿も認めず。14日目には内服を中止した。

Pasteurella感染症とは

Pasteurella属菌には 10数菌種がある。犬や猫から

ヒトへの感染は、Pasteurella（P.）multocida，P.canis，

P.stomatis，P.dagmatisの 4菌種が起因菌である。そ

の他、トリの P.gallinarumやウシの P.haemolytica

も起因菌となり得る。このうち、P.multocidaが犬・

猫からの起因菌として 90％以上を占めている。

P.multocidaには亜種として、P.multocida subsp.

multocida，P.multocida subsp. gallicida，P.multocida

subsp. septicaおよびP.multocida subsp. tigrisの 4種

が存在するが、このうちP.multocida subsp. multocida

が最も多く検出される。P.multocidaの常在率は犬の

口腔内、猫の口腔内、および猫の爪において、それ

ぞれ 12～ 55％、60～ 100％、25％とされ、猫の保

有率が高率である１）。

伝播様式

伝播様式は、① 動物の咬傷・掻傷による経皮感

染、②経気道を主とする動物からの非外傷性感染、

③動物との接触歴が不明な感染症の 3つに大別され

る。本邦におけるこれまでの報告では、②の非外傷

性感染症が①の咬傷・掻傷による経皮感染より多

いとされていたが、2002年の本邦における調査結果

では、経皮感染と非外傷性感染との割合がほぼ同じ

であった２）。

臨床症状

1. 局所化膿症 ヒトへの感染において、咬傷およ

び掻傷によって、犬の場合は 20～ 40％、猫の場合

は 60～ 70％に感染が成立する３）。咬傷、掻傷によ

る局所化膿症は 24～ 48時間以内と早期に発赤、腫

脹が出現し、膿瘍や蜂窩織炎を呈し、滲出液がみら

れる場合は精液様の臭気がある４）。また、咬傷が深

部に達する場合は化膿性骨髄炎５）や関節炎も生じる

ことがあり、さらに重篤な場合は壊死性筋膜炎から

敗血症を併発し、死に至った例もある６）。所属リン

パ節の腫脹はあっても軽度である。

2. 呼吸器感染症 高齢者で基礎疾患を有している

患者に発症しやすい。基礎疾患として、気管支拡張

症が最も多く、肺気腫、陳旧性結核や慢性気管支炎

などが挙げられる。呼吸器感染症には副鼻腔炎、気

管支炎、肺炎、膿胸、肺膿瘍などが生じることがあ

る７）。

3. 全身感染症 特に糖尿病、アルコール性肝障害

やAIDSなどの基礎疾患がある場合は重篤になる。
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写真5 右拇指は咬傷痕と発赤、腫脹している
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敗血症８）、脳脊髄膜炎９）や脳膿瘍10）、心内膜炎11）、

腹膜透析患者に生じた腹膜炎12）などの報告がある。

4. その他 外耳道炎、眼周囲膿瘍、失明、尿路感

染症なども報告されている。

診断

動物との接触歴を必ず聴取する。動物の咬傷、掻

傷による受傷後、数時間～ 48時間と比較的短時間

で膿瘍や蜂窩織炎が生じ、精液様臭と称される特有

の臭気を伴った場合は、本症である可能性が高い。

検体を細菌検査室に供出する際は、動物との接触歴

があることを伝えることが早期診断のために重要で

ある13）。

一般には用いられていないが、その他の菌の同定

法として、polymerase chain reaction（ PCR）法

を用いたP.multocida DNAの検出や、ELISA法を

用いた抗 P.multocida毒素抗体を検出する方法が開

発されている14）。

原因動物および感染経路を特定する方法として疫

学的解析が用いられる。血清型別（ 莢膜型、菌体

型）、パルスフィールドゲル電気泳動法（PFGE法）、

ribotyping, extragenic palindromic －PCR（REP

－ PCR）法、enterobacterial repetive intergenic

consensus－PCR（ERIC－PCR）法などがある６）。

鑑別診断

咬傷、掻傷によって生じうる疾患には本症のほか、

猫ひっかき病（ cat scratch disease：CSD）、破傷

風や狂犬病などがある。また、新しい Zoonosisと

して、Capnocytophaga canimorsisを病原体とする

Capnocytophaga感染症16）が注目されている。

治療

Pasteurella属菌は他の通性嫌気性グラム陰性桿菌

と異なり、ペニシリン系抗生物質が有効である７）。

セフェム系抗生物質も抗菌活性が良好である。しか

し、セフェム系抗生物質の中でも、特に第 1世代の

セフェム、セファクロル（ケフラールR）、セファド

ロキシル（サマセフR）、セファレキシン（ケフレッ

クスR）には耐性があり、抗生物質使用の際には注

意を要する15）。テトラサイクリン系抗生物質、ニュー

キノロン系薬やクロラムフェニコールは、in vitroの

成績と比べると臨床的には有効性が乏しい７）。一方、

クリンダマイシン、バンコマイシン、エリスロマイ

シンに対しては耐性がある。

骨髄炎や筋膜炎を生じた場合は、デブリードマン

が必要になる。
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