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新世紀・
「One Health」としての Zoonosis〈第 6 回〉

Zoonosis 協会編

本疾患に遭遇するであろう診療科

染症が増加傾向にある １ ）。特に、2002 年の調査で

救急救命科、一般内科、心療内科、外科（ 特に一般、

は全体症例の急激な増加が指摘されている２）。

整形外科 ）、皮膚科、小児科等

なぜ各論第2回が Pasteurella 症なのか？
各論第 2 回に Pasteurella 症を掲載した理由は、

Capnocytophaga 感染症に次ぐ、質的側面「重要性」

ちなみに、半世紀前の 1959 年には W H O（ 世
界保健機関 ）が、1988 年には厚生省（ 当時 ）が、

Pasteurella 症を重要な Zoonosis の一つとして警告
を行った３、４）。

Pasteurella 属には十数菌種が含まれ、この中で

「緊急性」と、Capnocytophaga 感染症をしのぐ量的

Pasteurella multocida（以下 P. multocida ）
、P. dagmatis、

側面「症例数」があるからである（ 表１ ）。そこ

P . canis、P . stomatis の 4 菌種が犬猫のペットに関連

で、第 4 回「各論 1．Capnocytophaga 感染症」と同

する感染症の起炎菌となると考えられている。

様に、はじめに本感染症の概略を述べ、次に、第 2

今回はヒトの Pasteurella 症の原因のほとんどを占

回に掲載した理由、および疫学等を紹介する。

める P. multocida を中心に解説する。

1. Pasteurella 症の概略

2. 各論第 2 回に Pasteurella 症を掲載
した理由

Pasteurella 症とは、ヒトを除く（ 哺乳 ）動物の口
腔内に常在する 1.4 ± 0.4 × 0.4 ± 0.1 μm のグラム
陰性短桿菌（ 写真１）の Pasteurella 属菌による代表
的な Zoonosis の一つである。

Pasteurella 属菌は、従来から、獣医学領域ではウ

《質・量ともに注意すべき＋咬掻傷以外の感染経路の存在》
Pasteurella 症を第 2 回に掲載した理由は、一言な
らず三言で言うならば、以下に示す通りである。
１）咬掻傷感染症である

シの出血性敗血症、家禽コレラ等の重症感染症の原

① 咬掻傷感染症の原因菌の中で検出率が 50 %超の

因菌として知られていた。ヒトでは日和見感染の傾

第 1 位である５）。

向があり、呼吸器感染症

② Capnocytophaga 感染症と同程度に犬猫の口腔内

と、今回のテーマである

保有率が高率である。

犬猫の咬掻傷感染症がそ

③「骨髄炎」、
「化膿性関節炎」、
「壊死性筋膜炎」、
「敗

れぞれ 40 ％程度を占め、

血症性ショック」等の重症例が存在する。

食中毒様症例、敗血症、

④ 本邦における 2002 年の全国調査で、1999 〜

髄膜炎、そして死亡例も
報告されるなど、重症感
28

写真 1 Pasteurella multocida
〔 1.4 ± 0.4 × 0.4 ± 0.1μm のグ
ラム陰性短桿菌 〕

2001 年にかけて、61 例 → 94 例（ 前年比 54.1 %増 ）
→ 144例（ 前年比 53.2% 増 ）と著増を示した。
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写真 2 猫の爪
よく見たことがあ
りますか？

２）10 年前の仮説が現実に
筆者が『大¤薬報』2002 年 4 月号（ No.574 ）39 〜
44 ページにおいて立てた仮説「未来における患者の
質・量の増加予想（ 5〜 10 倍 ）」が的中し、1991 年
（ 1 〜 7 月 ）10 例が、2001 年 144 例と、10 倍近い増
加が確認された。また、咬掻傷感染は、1991 年調査
時総数 100 例が、2001 年調査時総数 467 例と約 5 倍
近くの増加であった。

かったために、菌が分離されても、重症例の公式な

３）非咬掻傷感染症も存在する

発表がほとんど行われていない可能性が高かった。

特に、他の咬掻傷感染症と異なり、感染経路が咬
掻傷以外に、経口・経気道があり、非咬掻傷感染症
である髄膜炎、腹膜炎、敗血症（ 死亡率約 30 ％ ）
等の重症感染を引き起こす。
また、以上のように、感染様式、病態が多岐にわ
たることから、Pasteurella 症は犬猫由来の Zoonosis
の指標となり得ると考えている。

3. なぜ Pasteurella 症が急増してきたのか？
（ 潜在的な Pasteurella 症の存在を示唆する所見 ）
１）保有率が著しく高い

５）予防的薬剤投与の前に、培養検査を行うように
なった可能性が高い
従来、ペットによる咬掻傷時のほとんどの場合、
培養検査が行われずに、予防的な抗生剤の投与が行
われることで、Pasteurella 症が重症化せずに済んで
いる可能性が高かった。

4. Pasteurella 症を早期に診断するための
ポイント
１）診療上のポイント
① まず、動物からの感染症を疑う。

原因菌である P. multocida のペットの保有率が、他

② 動物との接触状況を確認する（ 短時間のうちに、接

の原因菌が数％であるのに対し、犬で 15 〜 75 ％、

触もしていないにもかかわらず感染した例の存在 ）
。

猫で 60 〜 ほぼ 100 ％と、口腔内に著しく高率に存在

③ 1 〜 数年前からの動物との接触状況を箇条書きで

する。また、猫の爪に 20 〜 25 %存在する（ 写真２）
。

レポートさせる。患者自身が動物との接触を忘れて

２）Zoonosis に関与する発生要因の複雑化に伴う

いることもあるので、記憶の想起に役立つ。

直接的接触の増加

④ P . multocida の感染を疑い、患部のにおいを嗅ぐ

犬猫の飼育の場が屋外から屋内に移り、身近にな

（ 特に咬掻傷時 ）。 P . multocida が分離されたカル

り、抱き上げ、キス、寝室に入れる等の直接的接触

テに、「患部から異臭、または精液臭」とカルテに

が増加した。

記載されていることが多い。

３）２）に伴い、特に飼育者とペットとの精神的

⑤ 基礎疾患の有無、管理状況を確認する（ Pasteurella

絆

が著しく強くなってきた

４）菌の知名度が低く無視されていた
従来、臨床医の間で Pasteurella 症の知名度が低

症では日和見傾向があり、易感染または重症化する）
。
２）診断上のポイント…P. multocida をつかまえるコツ
① 病原性の確認の意味からも、検体のグラム染色
29
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のための塗抹標本を作製

２）臨床症状

する（ 写真３）
。

① ヒトの臨床症状

② 培養検査依頼書に、必

外傷性感染症の犬猫による咬掻傷では、四肢、頭、

ず「 Pasteurella の疑い」

顔の受傷が多く、創傷部位に最短で 30 分から 1 〜

と書くか、「動物から感

2 日程度で、局所に激しい疼痛、発赤、腫脹で発

染した可能性あり」と記 写真 3 膿のグラム染色所見
（ 白血球の Pasteurella
載すること。さらに、可 multocida の貪食像 ）

症し、蜂窩織炎が多い。はじめの浸出液中より

P . multocida が分離される場合が多く、そのうち 20

能であれば動物に起因する感染症の可能性につい

〜 40 %が化膿する。通常 36 〜 38 ℃で、38 ℃程度の

て、動物名、推定菌名、推定病名などを検査室に

発熱が約 20 ％に認められる。外傷が軽度の場合、症

伝える。

状は局所に限定され、所属リンパ節の腫脹があって

３）患者対応のポイント

も、全身感染（ 壊死性筋膜炎 ）への進展はまれであ

① ペット飼育が確認できた際には、インフォームド

る。しかし、受傷が深部へ達した場合には、骨髄炎、

コンセントの面から、ペットと患者との

敗血症性関節炎に至ることもある。猫の咬掻傷によ

絆

を考

慮し、ペットへの対策が可能なこともあるので、獣

る猫ひっかき病との鑑別を表３に示す。

医師と相談させ、対策をとる。

② 動物の症状

② 31 頁の 5．− 6 ）
「予防」の項を参照。

小児のいる家庭で、次のペットの症状が出現し
た場合は注意が必要である。犬猫では、無症状、

5. Pasteurella 症について
〔症状・診断・治療・予後・予防〕

不顕性感染が主で、まれに猫で肺炎症状が認めら
れる。猫同士が争い咬掻傷を受けて化膿した場合、

１）ヒトの Pasteurella 症

蜂窩織炎の膿汁から P.multocida が約 60 ％の割合で

Pasteurella 症の大部分は、通常、疫学的背景から

分離される。ウサギでスナッフル（ 上気道炎 ）、間

動物の関与が強く考えられる。そして、このことか

質性肺炎、ラットで気管支肺炎、マウスで敗血症

ら、本症は感染機序により表２の 3 つに大別される。

を起こす。小鳥では、元気、食欲が廃絶し、下痢

表 2 ヒトの Pasteurella 症の感染機序による分類２、６）

を起こす。
３）診断
細菌検査室に検体を依頼する際、動物との接触状
況の情報を伝えることが早期診断のために重要であ
る。また、犬咬傷時の感染症か否かの臨床的判断基
準を表４に示す。
現在、抗体価測定、PCR 法等の診断法は一般に普

欧米では、咬傷によるものが最も多く、次いで呼
吸器症状が続く。しかし、われわれが以前に行った
６）

及していない。
４）治療

本邦の調査結果は、この順位の逆転が認められた 。

早期に適切な薬剤を選別し、初期治療を十分に行

このデータの乖離の理由として、現在次の 2 つが考

う必要がある。多くの抗生剤が有効であり、ペニシ

えられる。

リン系、テトラサイクリン系、クロラムフェニコー

① 本邦では欧米と異なり皆保険制により、気軽に受

ル、セファロスポリン系に高い感受性を示し、アミ

診でき、早期の加療が施行されるため。

ノグリコシド系薬剤には中程度の感受生が認められ

② 本邦では一般に咬掻傷後、化膿する以前に抗生剤

る。しかし、vancomycin（ VCM ）、clindamycin

６）

の予防的投与が行われることが多いため 。
30

（ CLDM ）には高い耐性が認められる。
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新世紀・
「One Health」としての Zoonosis〈第 6 回〉
表 4 犬咬傷時の感染症か否かの臨床的判断基準
大項目

小項目

1. 発熱（ 38℃以上 ） 1. 紅斑
2. 腫脹

2. 軟化

3. リンパ管炎

3. 膨潤
4. 膿性の排液
5. 白血球数増加
（ 12 ×103 /μl ）

判定：大項目のうち 1 つ、または、小項目の
うち 4 つ存在すれば感染症を疑う。

５）予後

精神的な絆が強い傾向が認められることから、特に

一般に予後は良好であるが、患者に基礎疾患があ

医師は患者に飼育を禁止するのではなく、感染予防

れば、その病状により治癒が長引き、重症化し、特

のための指導を行うことが必要である。このことは、

に非咬掻傷感染の場合死亡の可能性がある。

獣医師と相談させることをお勧めする。

６）予防…飼い主への指導または飼い主がすべきこと

⑧ 寝室、台所には入れない。

具体的な例を挙げる。
①

ワクチンのある Zoonosis は少ない

ことを念

おわりに

頭に置き、感染源、感染経路についての正しい情報

Pasteurella 症は、現在確認されている以上に潜在

を得て、感染を回避するための具体的・有効な予防

的に存在している可能性が高く１）、また、Pasteurella

対策を実行させることである。このことをわれわれ

症の壊死性筋膜炎の報告もされ始めたことから、本

は「知るワクチン」と呼んでいる。

邦における実体を明確にし、予防に役立てる必要性

② 飼育開始時が特に大切で、精神的にも接触面でも、

が高まっている。そのための正しいデータを得るた

ある程度の距離を保つ習慣を身につけることである。

めにも、今後、読者の経験する Pasteurella 症の可能

これを行うことで、近年、社会問題化しつつある、

性が高いと思われる症例で、培養検査の依頼を行い、

ペットロス症候群、権勢症候群を防ぎ、ペットとの

学会、論文の報告をしていただければ幸いである。

良質な関係を成立させることが可能と考えられる。

Pasteurella 症の全体を把握するには、まだまだ国内

③ ペットのしつけを行う（ ドッグトレーナー、講習

における症例報告が少ないのである。

受講等 ）。
④ ヒトの基礎疾患（ 糖尿病、悪性腫瘍、肝機能障害
など ）の管理。
⑤ 温厚なペットを選ぶ。家猫の爪は常に切っておく
（ 場合によっては抜爪や、抜犬歯 ）など。寝室に動
物を入れない。動物とキスをしない。接触後の手洗
い、うがいを励行する。
⑥ 新生児では動物との接触を避けることが望まし
い。手洗いの励行も重要である。
⑦ 飼育者（ 患者 ）を勉強会に行かせ、正しい知識を
獲得させる。また、ペット飼育者とペットとの間に

参考文献・資料
１）動物由来感染症を知っていますか？症例紹介：「 Pasteurella 症」
の日本の現状認識に違いがあった！？ １＜質と量（ 数 ）に大き
な変化！＞
http://www . hdkkk . net/cases/past0101. html
２）荒島康友、池田忠生、熊坂一成：1992 〜 2001 年の 10 年間の本邦
における Pasteurella spp. の分離状況、JVM 57 : 667 − 668, 2004.
３）WHO Technical Report Series, No .169, Joint FAO/WHO
expart group on zoonoses, second report. WHO（ 1959 ）.
４）ペット動物（ 犬、猫 ）由来人畜共通伝染病対策検討会：ペット
動物（ 犬、猫 ）由来人畜共通伝染病予防方策について、厚生省
生活衛生馬乳肉衛生課、1988.
５）Talan DA, et al. : Bacteriologic analysis of infected dog
and cat bites, N Engl J Med. 14 ; 340 : 85 − 92. 1999.
６）荒島康友、熊坂一成、土屋俊夫ほか：本邦における Pasteurella
multocida の分離状況、感染症誌、67 : 791 − 794, 1993.

31

