
道衛研所報

第44集（1994）

北海道で発生した流行性脳脊髄膜炎の2事例

TwoCases of Meningococcal Meningitis in Hokkaido
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流行性脳脊髄膜炎は､ Neisseria meningitidis (N. menin-

gitidis､髄膜炎菌)の感染によって起こる重篤な疾患で､我

が国では伝染病予防法で患者の迅速な届出と隔離等が規定

されている｡

我が国における本症の発生状況を見ると(表1)､集計が

開始された1918年から1951年までの34年間では1,000名以

上の患者発生があった年が18回あり､特に第二次世界大戦

が終結した1945年と2年後の1947年には本症が全国で猛威

をふるい､ 4,384名と3,373名が罹患し､死者も1,072名と

1,187名に達した｡その後､患者数は年ごとに減少し､ 1973

年以降は毎年50名以下となり1)､更に1988年から1992年で

は毎年10名前後の患者数となっている2)｡

道内では､ 1945年に1,452名が本症に罹患して366名が死

亡したが､その後は大幅に減少し､ 1965年以降､毎年1桁

台の患者発生が続き､ 1981年の名寄市の患者1名を最後に

発生が途絶えていた3)｡ところが､ 1986年に苫小牧市で1

名､ 1993年に釧路市で1名､患者が発生し､本症が過去の

病気ではなく､今後も発生する可能性のあることが示され

た｡また､本症の致命率は先進国では早期診断と化学療法

等の発達によって著しく低下したが､診断と治療が遅れれ

ば予後不良となることもあるので依然注意が必要である｡

前述のように､本症は我が国では激減したが､発展途上国

の中には患者が多発している国もあり4,5,6,7,8)､保菌者によ

って国内に菌が持ち込まれることも考えられる｡このよう

な見地から苫小牧市と釧路市の事例についての概要を記載

し､本症に対する注意を喚起する次第である｡

苫小牧市における事例は1986年6月に発生した｡患者は

市内の高校1年生の15歳の女子(NN)で､ 6月18日の夕方

から風邪様症状が現れ､翌朝登校したものの､ 39℃の高熱､

全身の痛み､足のしびれ等が生じ､歩行も困難な状態にな

った｡同人は､直ちに市内の総合病院で受診し､検査結果

から流行性脳脊髄膜炎の疑いが生じたため､同夜､市立病

院の隔離病棟に収容された｡総合病院が行った細菌検査で

髄液からグラム陰性の双球菌が検出され､後日､本菌は道

立衛生研究所でC群のN. meningitidisと同定された｡患

者は抗菌剤等による治療で順調に回復し､後遺症も現れな

かった｡苫小牧保健所が家族や接触者について追跡調査を

行ったが､新たな患者や保菌者は見つからず､感染源を特

定できなかった｡しかし､ N. meningitidisはヒト以外から

は分離されないので､保菌者が存在したことは確実である｡

釧路市における事例は1993年5月に発生した｡患者は1

歳1カ月の女児(MA)で､ 5月25日朝､発熟して近くの開

業医で風邪と診断され､投薬を受け帰宅した｡当日の体温

は39.7～40.5℃であった｡翌26日も解熱剤を使用したが､

患者は夜間に発熱を繰り返し､更に嘔吐､顔面蒼白､脱力

感等の症状が加わり､衰弱が著しいため､市内の総合病院

で受診し､小児科へ入院した｡当日は体温が39.8～40.8℃

で､嘔吐が自宅で3回､病院で1回あった｡入院時は上記
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表1　わが国における流行性脳脊髄膜炎の患者、死者、罹患率の年次推移

症状の外に傾眠があったが、その後、けいれん、頭蓋内圧

亢進症状等は見られず、全身症状は次第に落ち着いた。初

診の際、患者には抗生物質使用が必要と考えられたので、

入院時よりアンピシリン（ABPC）とセフォタキシム

（CTX）の2剤を静注で投与した。5月26日に腰椎穿刺を

行って採取した髄液を検査した結果、化膿性髄膜炎の典型

的所見である蛋白量著増、糖量減少、細胞数増加が認めら

れた。髄液の培養検査ではグラム陰性の双球菌が分離され

た｡本菌は､ 5月26日に採取した患者の血液､鼻腔粘液､

咽頭粘液および5月27日の髄液からは検出されなかった｡

5月28日､本菌がN. meningitidisと決定された時点で患

者発生の届出がなされた｡患者は同日には平熱に戻ったが､

釧路市内の伝染病隔離病舎に隔離された｡

時を移さず､釧路保健所が患者と接触者の検病調査を開

始した｡発病前10日間の患者あるいは接触者の行動は次の

とおりである｡患者が乳児であったため､接触者はほぼ近



親に限られた｡ 5月16日､患者は父母と自家用車で札幌市

内の母の兄宅へ出掛けた｡夜間39.1℃の熱を発したため､

同市の夜間救急病院で受診して解熱剤を貰い､翌日平熱に

復した｡この時は一過性の風邪であったと思われる｡ 5月

18日頃､父母と釧路市内の伯母宅へ行き､伯母とその子供

達の計6名で市立病院に入院中の祖母を見舞った後､食事

を共にした｡ 5月21日､上記祖母が外泊を許されて帰宅し､

5月23日まで一緒にいた｡ 5月22日､会社寮に居住中の祖

父(KH)がもどり､標茶町に住む祖母の妹も来訪した｡祖

父は5月24日まで起居を共にした｡

接触者9名中7名について釧路保健所が保菌者検索を実

施した｡ 5月29日､滅菌綿棒で採取した7名の鼻腔粘液と

咽頭粘液を直ちに分離培地(血液寒天培地､チョコレート

寒天培地､選択培地のパンコマイシン･コリスチン･ナイ

スタチン加Thayer-Martin培地)に塗布し､ 37℃､ 10%炭

酸ガス存在下で培養した｡血液寒天培地とチョコレート寒

天培地では､各検体共､常在細菌が優勢に発育し､ N.

meningitidisの有無は確認できなかった｡選択培地では､

祖父の鼻腔粘液を塗布した平板のみに半透明のS型集落が

発育した｡本菌は､グラム染色､オキシダーゼ試験､ CTA

培地による糖分解試験､ IDテストHN-20ラピッド｢ニッ

スイ｣による簡易同定試験を行った結果､ N. meningitidis

であることが確認された｡祖母については､ 5月29日､入

院先の病院が菌分離を試みたがN. meningitidisは検出さ

れなかった(表2)｡札幌の母の兄は､電話による問い合わ

せに対して異常がないと答え､検査を受けなかったが､菌

検索を行うべきであった｡

患者から分離されたMA株と祖父から分離されたKH

株は道立衛生研究所における血清学的群別試験で共にB群

と判明した。接触者の保菌者検索からは感染源特定はでき

なかった。息巻が発病する3日前に帰宅し、その後一緒に

いた祖父の鼻腔粘液からB群菌が検出されたので､この祖

父により飛沫感染が起きた疑いが濃いが､別の保菌者で罹

患した患者から菌が祖父に移行した可能性もある｡

苫小牧市と釧路市の事例から分離されたN.menin-

gitidis 3株の生物学的性状を表3に､薬剤に対する感受性

を表4に示した｡ 3株共､定型的な生物学的性状をもつ菌

株であった｡主要性状を見ると､いずれも､オキシダーゼ

反応陽性､ 22℃で発育せず､非溶血性､ブドウ糖･麦芽糖･

果糖･白糖･乳糖･マンニット･マンノースのうちブドウ

糖と麦芽糖から酸を産生し､硝酸塩と亜硝酸塩を還元せず､

DNase非産生､硫化水素非産生であった｡

前述のように､血清学的群別試験でNN株はC群､ MA

株とKH株はB群であることが確認された｡群別試験は

N. meningitidis抗血清｢Difco｣によるスライド凝集反応

で実施した｡ 3株共､抗血清Polyに凝集し､ Poly 2には

全く凝集しなかった｡そこで､ Polyを構成するA～D群の

単味抗血清で凝集反応を行って群を決定した｡

表2　接触者に対するNeisseria meningitidisの検索

表3　分離菌株の生物学的性状



表4　分離菌株の薬剤感受性

PCG（ベンジルペニシリン）

ABPC（アンピシリン）

CEX（セファレキシン）

TC（テトラサイクリン）

CP（クロラムフェニコール）

EM（エリスロマイシン）

FOM（ホスホマイシン）

KM（カナマイシン）

GM（ゲンタマイシン）

CL（コリスチン）

SM（ストレプトマイシン）

PL（ポリミキシンB）

OFLX（オフロキサシン）

NA（ナリジクス酸）

LMOX（ラタモキセフ）

SIX（スルフイソキサゾール）

ディスク法による薬剤感受性試験では､ 3株共､一部を

除く各種の薬剤に高い感受性を示した｡ NN株はカナマイ

シン(KM)とゲンタマイシン(GM)に対する感受性が若

干低く､コリスチン(CL)に対しては感受性がなかった｡

MA株とKH株の薬剤感受性パターンは全く同じで､ホス

ホマイシン(FOM)に対する感受性が若干低く､コリスチ

ン(CD)とポリミキシンB (PL)に対しては感受性が認め

られなかった｡

1986年と1993年に北海道で発生した流行性脳脊髄膜炎散

発例の概要と分離菌株の性状について記載した｡我が国に

おける流行性脳脊髄膜炎患者の発生は最近著しく減少した

が､起因菌のN. meningitidisが完全に消滅するとは考え

られない｡また､国外から保菌者を介して菌が持ち込まれ､

いわゆる輸入感染症となる可能性もある｡従って､本症の

流行監視は引き続き必要であり､また医療機関においても

本症の迅速かつ的確な診断技術の維持が望まれる｡
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