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Abstract

　Coxiella  burnetii（ C .burnetii）の感染では、近年、
慢性疲労症候群（CFS）様の非特異的症状が長期続
く post  Q  fever  fatigue  syndrome（ QFS）という
疾患の存在が指摘されている。C .burnetii感染によ
り、QFS のみならず気管支喘息をも発症した症例
を経験したので報告する。
　症例は32歳の女性である。歩行中に突然の咳嗽、
呼吸困難が出現した。その後、微熱、全身倦怠感等
も伴うようになった。他院で気管支喘息と診断され、
ステロイド吸入薬による治療が行われた。しかし、
微熱、全身倦怠感等の症状に改善が認められず、経
過中に自殺を試みた。そして、発症から 18 カ月後
に当科を受診した。患者のNested  PCR、抗 IgG抗
体検査等が陽性であったため、C .burnetii感染によ
るQFSであると診断し、minocycline（MINO）
の投薬を行ったところ、気管支喘息とQFSの症状
の改善を認めた。
　Ｑ熱の原因である C.burnetiiの感染が、QFSばか
りでなく気管支喘息発症の原因となる可能性も示唆

された。

Introduction

　C .burnetiiの感染によるＱ熱では、急性期でイン
フルエンザ様症状、肺炎、肝機能障害等がみられる。
近年、本邦でも市中肺炎の4～ 6位1）として、また、
気管支喘息の憎悪因子2）として報告されている。ま
た、慢性期では、慢性肝炎、心内膜炎等が認められ
る。特に近年、QFSという、動物との接触歴があり、
C.burnetii感染後に、疲労、頭痛、睡眠障害、筋肉痛、
多汗、情緒不安定、睡眠障害等のCFS様の非特異的
症状が長期続く病態が慢性期に加えられた3）（表1）。
　気管支喘息は、さまざまな刺激に対する気管支の
反応性亢進を特徴とし、広範な気道狭窄により、発
作的な呼吸困難、咳嗽、喘鳴を呈す慢性炎症性疾患
である。気管支喘息は成人人口の 10%、小児では
20%が罹患しているとされている4）。これは世界的
に影響する最も一般的な慢性炎症性疾患のうちの一
つであるといわれている。気管支喘息のほとんどの
患者は、現代医学における通常の治療によく応答す
る。しかし、患者の中にはこの治療に反応せず、重
篤になり死に至ることもある。
　われわれは、気管支喘息を発症し通常の治療によ
り明らかな症状の改善が認められなかった症例にお
いて、C.burnetii感染と診断した。その C.burnetii感
染に対して、有効な抗菌薬であるMINOによる治
療を行うことにより気管支喘息の改善を認めた症例
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を経験したので報告する。

Case

　症例は 32 歳、女性である。紳士服販売店員を仕
事にしている。タバコ 10 本／日。主訴は、咳嗽、
喀痰、呼吸困難、微熱、全身倦怠感である。患者の
既往歴に特記すべきことはなく、今まで気管支喘息
を指摘されたこともない。日常生活は両親と同居し
ている。ペットとして雑種の犬（ 5歳・メス）、シー
ズー（ 4歳・オス）、ポメラニアン（ 1歳・オス）の
3匹の犬を室内で飼育している。 
　当科受診の 18カ月前の歩行中、突然の咳嗽が出現
した。呼吸困難、胸痛、微熱も伴った。近くの内科
医院を受診し、上気道感染症を疑われ抗生剤等を処
方された。この治療で症状に改善がみられないため、
内服薬が変更された。この薬の変更後に、患者の全
身に皮疹が出現した。この原因として薬疹が推測さ
れ、この薬疹が出たことで、別の診療所を受診して
治療を続けたが、咳嗽、微熱の症状は持続していた。
　咳嗽、呼吸困難等を発症した 1カ月後にもこれら
の症状が持続し、37.5℃の微熱、全身倦怠感、目眩
も伴ったため、呼吸器疾患を専門とする診療科のあ
る病院を受診した。その病院で行われた気道反応テ
ストであるアストグラフの陽性結果により、ハウス
ダストによる気管支喘息と診断された。吸入ステロ
イド薬を投薬されたが、気管支喘息の症状である咳
嗽、呼吸困難の症状に多少の改善を認めたのみで

あった。
　呼吸器科における気管支喘息に対する治療を３カ
月間継続したが、微熱、全身倦怠感等の症状には全
く改善がみられなかった。その後、これらの症状が
増悪し、抑うつ状態を伴うようになり、仕事を休み
がちになった。患者は呼吸器科の医師から、「あんた
は怠け病だよ！」と言われ、この一言により抑うつ状
態は増悪し、リストカットによる自殺を試みた。しか
し、この自殺企図は患者の母親によって止められた。
　その後も気管支喘息の症状である咳嗽、呼吸困難
に加え、微熱、全身倦怠感等は継続し、頭痛、目眩、
食欲不振、多汗、寝汗、嘔気、嘔吐、動悸も伴った。
この原因の精査のため、気管支喘息発症から 18カ月
後に当科を受診した。
　身体所見は身長162.3cm、体重 90kg、体温 37.6℃
（健康時体温 35.8℃）であった。咽喉頭部、胸腹部
に異常所見は認めず、神経学的な異常所見も認めな
かった。
　血液検査では、白血球数8,300/μL、CRP 0.63mg/
dL、ESR 2mm/hr・6mm/2hr、ChE 527U/L、
AST 48U/L、ALT 59U/L、総コレステロール215mg/
dL、TP 7.7g/dL、HBs－Ag（－）、HCV－Ab（－）、
HIV（－）、抗RNP抗体 5.0 以下、抗核抗体（±）で
あった（表 2）。このほか、尿一般検査、腎機能、腫
瘍マーカー等に異常は認められなかった。軽度の肝
機能障害がみられ、脂肪肝が推測された。
　抗 IgM抗体×16 であったが、Nested  PCRによ
る C .burnetii遺伝子は陽性であり、抗 IgG 抗体×

表1　C.burnetii 感染による QFS
でみられる症状

耐え難い疲労感

集中力と精神力の欠如

理性を失った怒り

持続的な頭痛

睡眠障害

寝汗

嘔気

アルコール不耐症

関節痛、筋肉痛、触診での筋肉圧痛

筋線維の間欠性攣縮

表2　本症例の MINO による治療前後の臨床所見・検査所見
検査項目	 前（0M.）	 後（3M.）
体温（℃）	 37.6	 36.2
白血球数（/μL）	 8,300	 6,000
CRP（mg/dL）	 0.63	 0.63
ESR				1h（mm）	 2
　　　	2h（mm）	 6
C.burnetii -PCR	 ＋	 −
Antibody	titer	to	phase	Ⅱ	antigen		IgM	 ×16	 ×16
　　　　　　　　　　　　　　　　　　IgG	 ×128	 ×16
Performance	Status（PS）	 6	 1
Self-rating	Depression	Scale（SDS）	 54	 22
　　　	No.4	 2	 1
　　　	No.19	 2	 1
頭痛	 ＋	 −
発汗	 ＋	 ＋
吐気	 ＋	 −
動悸	 ＋	 −
喘息	 ＋	 −
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128であることからC.burnetiiの感染が確認された。
　患者には全身倦怠感があり、Performance  Status
（ PS ）：6（ 調子の良い日には軽作業は可能である
が、週のうち 50％以上は自宅にて休息している）5）

であった。これに加えて微熱、頭痛などの CFS 類
似の症状を伴ったことから、われわれは患者がQFS
であると診断した。
　Zung の Self－rating  Depression  Scale（ SDS）
では 54点の結果から中等度以上の抑うつ傾向が確認
された（表 3）。このとき、患者は自殺に関する質問
No.19「自分が死んだほうがほかの者は楽に暮らせる
と思う」では 2点の「ときどき」と回答している。
　C .burnetii感染に対しMINOの 200mg/day を 3

カ月間投与したところ、咳嗽、呼吸困難等の気管支
喘息による症状ばかりでなく、頭痛、食欲不振、吐
気が改善傾向を示した。その後、全身倦怠感も軽快
がみられ、PS：1（ 通常の社会生活ができ、労働も
可能であるが、倦怠感を感ずる時がしばしばある）と
なった。Nested  PCRによる C.burnetii遺伝子検出
陰性、抗 IgM抗体×16、抗 IgG抗体×16と改善し、
治療開始から 9カ月後には気管支喘息、微熱、全身
倦怠感等も改善した。これに加えて抑うつ状態も回
復し、仕事に復帰することができた。
　感染源の検索を行うために、飼い犬について
C .burnetii感染の有無の検査を提案した。しかし、
患者から同意を得られなかったため、その検査は

行っていない。 

Discussion

　患者は、飼育している 3 匹の犬と
接触しており、Nested  PCR による
C .burnetii遺伝子検出陽性、抗 IgG抗
体×128 から、C.burnetii感染が確認さ
れた。これに加えて、微熱、著しい全
身倦怠感、頭痛等の CFS 類似の症状
がありQFSであると診断された。
　気管支喘息の増悪因子として重要な
のは呼吸器感染症である。この主な要
因はウイルス感染であることが知られ
ている（ 表 4）。また、Mycoplasma  
pneumoniae、Chlamydia  pneumoniae
の感染も気管支喘息を増悪させること
が報告されている。近年、Okimoto,  
et  al. が C.burnetii感染も増悪因子であ
ると報告を行った2）。 
　本症例は、今回初めて気管支喘息を
発症していること、吸入ステロイド薬
による治療を行ったが十分な治療効果
が得られなかったこと、それに加えて
C .burnetii感染に対する有効な治療薬
であるMINOの投与で症状が改善し

表３　本症例の日本版 SDS（自己評価式抑うつ性尺度）回答用紙

次の問題を読んで現在あなたの状態にもっともよくあてはまるとおもわれる欄に○印
をつけて下さい。  すべての質問に答えて下さい。

ないか
たまに

とき
どき

かなりの
あいだ

ほとんど
いつも

 1．気が沈んで憂うつだ   ○

 2．朝がたはいちばん気分がよい  ○

 3．泣いたり、 泣きたくなる  ○

 4．夜よく眠れない  ○

 5．食欲はふつうだ  ○

 6．まだ性欲がある  ○

 7．やせてきたことに気がつく ○

 8．便秘している ○

 9．ふだんよりも動悸がする  ○  

10．何となく疲れる  ○  

11．気持はいつもさっぱりしている ○

12．いつもとかわりなく仕事をやれる ○

13．落ち着かず、じっとしていられない   ○

14．将来に希望がある  ○

15．いつもよりいらいらする    ○

16．たやすく決断できる  ○

17．役に立つ、働ける人間だと思う  ○

18．生活はかなり充実している  ○

19．自分が死んだほうがほかの者は楽に暮ら　　せると思う  ○

20．日頃していることに満足している  ○

（独身者の場合）
異性に対する関心がある

2013_12_26-29_Zoo_4.indd   28 13/11/14   14:28



29大　薬報　2013年 12月号（No.691）

たこと等から、C .burnetii感染が気管支喘息発症の原
因となることが推測された。 
　われわれは、以前から C.burnetii感染症例として、
自殺企図の症例6）、自殺の症例7）、漢方投与の症例8）、
耳痛の症例9）、長期欠席10）、およびQ熱に関係する
研究 11）、12）の報告を行ってきた。その中で、C.burnetii

感染によるQFSの患者で、SDSトータルスコアー
が 50点以上と中等度以上の抑うつ性が存在し、自殺
願望が 2点と低い場合でも、患者が自殺企図あるい
は自殺をする可能性が高いことを示してきた。
　今回の患者の SDSトータルポイントも 54 点と、
中等度以上の抑うつ性を認め、自殺願望（質問No.19 ）
は 2 点と低かった。しかし、患者には自殺企図があ
り、自殺未遂をしていた。このことからQFS患者
において、SDSトータルスコアーが高い場合には、
患者の自殺企図を念頭に置いた医療スタッフの対応
が重要と考えられた。

Conclusion

　本症例から C .burnetii感染が気管支喘息発症の原
因となることが推測された。気管支喘息で微熱や強

い全身倦怠感を伴い、通常の気管支喘息治療により
改善が認め難い場合は、C.burnetii感染が原因となっ
ている可能性が考えられる。また、微熱や強い全身
倦怠感を伴うQFS患者においては、自殺に関して
も留意する必要があると考えられる。
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喘息の発症・増悪に関わる因子としては、個体因子と環境因
子がある。

A〕個体因子
　①遺伝子素因		 ②アレルギー素因	 ③気道過敏性
　④性差	 	 ⑤出生時体重や肥満

B〕環境因子
（1）発病因子
　①アレルゲン	 ②呼吸器感染症
　③大気汚染［屋外・屋内］	 ④喫煙［能動・受動］
　⑤食品・食品添加物	 ⑥鼻炎［寄生虫感染、薬物］

（2）増悪因子
　①アレルゲン	 ②大気汚染［屋外・屋内］
　③呼吸器感染症	 ④運動・過換気	 ⑤喫煙
　⑥気象	 ⑦食品・食品添加物	 ⑧薬物
　⑨激しい感情表現とストレス
　⑩刺激物質［煙、臭気、水蒸気等］	 ⑪二酸化硫黄
　⑫月経	 ⑬妊娠	 ⑭肥満
　⑮アルコール	 ⑯過労	 ⑰鼻炎

表 4　喘息の危険因子 
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