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沖縄における非定型抗酸菌症
細菌学的研究と臨床
琉球大学保健学部附属病院 中央検査部
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症例1 :大○政○,男性,45歳
昭和49年2月,集団検診で肺陰影を発見された。胸

非定型抗酸菌の菌種分布は国や地域によって異なっ

部レントゲン写真の所見はBCzKcaであった。噂疾

ていることが知られている。本邦における非定型抗酸

中抗酸菌は塗株,培養共に連続的に陽性であった。菌

菌における非定型型抗酸菌による感染症の発生頻度は,

種同定検査では,表1に示す通り, 37℃のみで発育し,

東京,名古屋,近畿を連ねる本州の大平洋南岸の工業

発育期問は2週間を要した。集落の性状はS型で,色

地帯に多発し,菌種別にはM. avium‑intracell‑

調は淡黄白,光発色試験陰性,ナイアシンテスト陰性,
シイ‑ン80加水分解試験陰性 耐熱カタラーゼ試験陽

ulareによるものが最も多く, M. gordonae. M.
kansasii. M. fortuitum,およびM. nonchr‑

性

5mcg/ml EB含有1 %小川培地上では発育を

omogemcumによる感染例がこれに次いで多いと報

認めた。上述の成績より, M. intracellulareと判

告されている。l)2)著者の経験から沖縄県においても,
患者の検体材料からの非定型抗酸菌の分離は決して稀

定した。

ではない。3) 本邦の最南端で,しかも亜熱帯に位置

EBに対して耐性を示したが, RFP+EB+SFの化

する沖縄県内の非定型抗酸菌の生態学や疫学について
は大いに興味のもたれるところであるが;昭和46年よ

学療法を行った。 3年後の胸部レントゲン写真の所見
はCBiKcaで,改善度は2biiiであった。 (図1)

臨床経過については,耐性検査上一次抗結核薬と

り昭和51年までの5年間に体験した非定型抗酸菌症の

症例2:棚○憲○,男性, 60歳

6例につき,分離された菌株の細菌学的検討と臨床上

昭和29年より数年臥 肺結核として治療を受け,袷

の経過に開し報告する。

療した。昭和49年5月,右上肺野に有空洞の新陰影が

研究対策ならびに方法

発見され, BiKczを呈し,啄疲中抗酸菌は塗沫,培
養共に陽性であった。菌の同定検査では,表1に示す

日比野,山本による非定型抗酸菌症の診断基準をみ

通り, 28℃と37℃で発育をみとめたO発育期問は2週

たした6例で,患者の性別はすべて男性で,年齢分布

間を要した。集落の性状はS型で,色調は橿黄色,チ
イアシンテスト陰性,ツイーン80加水分解試験陰性,

は㌘歳から62歳までであった。
患者啄疲中より分離せる抗酸菌の菌種同定に関する
I検査方法としては, 1%小川培地に接種したものを28
℃ 37℃, 45℃の3段階の温度での菌の発育状況を観

耐熟カタラーゼ試験陽性

5mcg/mlEB含有1%小

川培地上での発育をみとめた。上述の成績より, M・
scroflaceumと判定した。

察した。発育した集落の性状については, S型かR型

臨床経過については,耐性検査上‑次抗結核薬と

か,また,その集落の呈する色謁も注意深く観察し記

EBに耐性を示したが, RFP+EB十SFによる併用方

録した。さらに,光発色試験,ナイアシンテスト.ツ

式を行い, 1年後の胸部レントゲン写真上の所見では

イ‑ン80加水分解.耐熱カタラーゼ 5mcg/ml
EB含有培地上での発育状況などの成績から判定した。

Clで,改善度2aiであった。 (回1)
症例3 :大○俊○,男性, 53歳

なおi胸部レントゲン写真上の所見については,学

昭和49年,有空洞の陰影発見, BiKaaを呈してい

研肺結核病型分類と学研肺結核病状経過判定基準に準

た。啄疾中より分離された抗酸菌の固定検査では,表1

じた.

に示す通り, 37℃のみで発育し,その発育期間は2週
成

績

間であった。集落の性状はS型で,色調は淡黄白であ
った。光発色試験陰性で,ナイアシンテスト陰性,ツ

非定型抗酸菌症
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図1・非定型抗酸菌症々例の臨床経過
イ‑ン80加水分確試験陰性であった。耐熱カタラーゼ

症例4:安○幸O,男性, 62歳

試験陽性で 5mcg/ml EB含有1%小川培地上での
発育をみとめた。上述の成績より蝣 M. intracellu̲
lareと判定した。

昭和46年,乾酪化性陰影中の多房空洞,すなわち,
BzKcsを示し,ガフキー6号,培養(冊)であった。
菌の同定検査では,表1に示す通り, 1%小川培地で,

臨床経過については,初め, SM+INH+PASの一

28℃と37℃で発育がみとめられた。その発育期間は2

次三者併用療法を行ったが,途中でRFP+INH+EB

週間であった。集落の性状はS型で,色調は紐黄色を

に変更した。 2年半後の胸部レントゲン写真上での所
見はCBlで,改善度は2aiであった。 (図1)

分解試験陰性であった。耐熱カタラーゼ誠験陽性で,

呈していた。ナイアシンテスト陰性,ツイ‑ン80加水
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非定型抗酸菌症
5meg/ml EB含有1%小川培地上での発育をみと
めた。上記の成績より, M. scroflaceumと判定し

症例6:
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前○謙○,男性, 27歳

昭和51年右上肺野に陰影を発見され,病型ではBCl
を呈していた。菌の同定検査では,表1に示す通り,

た。
臨床経過については, INH, PAS, EBに耐性を
示し, SM十RFP

による化学療法を行い,約1年後

28℃と37℃にて発育し,その発育期間は2週間であっ
た。集落の性状はS型で,色調は鐙黄であった。ナイ
ヽ

の胸部レントゲン写真の所見は, CBaKyzを呈し,
改善度は2biiiであった。 (図1)
症例5:平○松○,男性, 58歳

アシンテスト陰性,ツイ‑ン80加水分解試験陰性であ
った。耐熱カタテーゼ試験は陽性で, 5mcg/ml
EB含有1%小川培地上での発育をみとめたO上述の

昭和35年,肺結核として治療をうけ,菌慢性化をみ
た。 10年後に再排菌があり,菌の同定検査では,表1

成績より, M. scroflaceumと判定した。

に示す通り, 37℃のみで発育をみとめ,その発育期

KMに耐性を示し, SM+INH+EB

問は2週間であった。集落の性状ねS型で,色調は淡

法を行ったところ,約3ケ月後の胸部レントゲン写真

黄白であった。光発色試験陰性,ナイアシンテスト陰

上の所見では, BCi Pieを呈して悪化し,改善度は

性,ツイ‑ン80加水分解試験陰性であった。耐熱カ

4dであった。 (図1)

臨床経過については,耐性検査では, INH , PAS.

タラーゼ試験は陽性で, 5mcg/ml EB含有1%小
川培地上の発育をみとめた。上記の成績より, M. in‑
tracellulareと判定した。
臨床経過については,再排菌当時,胸部レントゲン
写真の所見はF3 であったものが,約3年後の所見は
F3Plem を呈して悪化し,改善度は4dであった。
(図1)
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れら患者材料から分離された非定型抗酸菌の菌種同定
を試みてきた。

非定型抗酸菌の分離頻度および発生の地域差につい

明らかに非定型抗酸菌症と確診しえたのが6例あり,

ては,グローバルにみても欧米ではM. kansasii感

うち3例はM. intracellulareで,残り3例はM.

染症がその大半を占めているのに対し,日本およびオ

scroflaceumであった。この頻度は,国立療養所非

ーストラリアではM. intracellulareが多いことが
よく知られた事実である。当然のことながら,このよ

定型抗酸菌症共同研究鉦5)の報告に比して, M. scro‑
flaceumの分離頻度が高いように思える。たまたま,

うな非定型抗酸菌症の地域差は同一国内においても考

症例が片寄って集まったものなのか,地域特異的なも

えられることで,束村4)は地域の非定型抗酸菌分布と

のなのか,現時点で確定的な結論を出すのは不可能で

の関係を重視している。本邦は北は北海道より南は亜

あり,今後,更に症例を加えた上で,地域特異性なも
のかを検討したいと考えている。

熱帯に位置する沖縄県まで縦にのびており,そこには,
非定型抗酸菌の生態学上に差異があるであろうことは

非定型抗酸菌症の化学療法にあたっては,著者のサ

たやすく推測される。これら微生物の生態学と密接な
関係にある疫学上の見地からも,沖縄県の地理的特異

ルファ剤の非定型抗酸菌に対する実験成績6)に基づい
てSFをRFP等に併用して治療を行った結果,ほゞ

性があるか否か,大いに興味のもたれるところである

艮好な成績が得られたことは興味深いものがある。

が,残念ながら,この点については,今日まで,あま
り関心が払われていなかった。
著者は,数年前より亜熱帯に位置する沖縄県内での
非定型抗酸菌症々例を関係機関の協力を得て集め,こ

臨床経過をみると,胸部レントゲン写真上2a(中
等皮改善)を示したものが2例, 2b (軽度改善)を示
したものが2例, 4 (増悪)を示したものが2例で,
薗種別にみても,この傾向は相半ばしていた。

非定型抗酸菌症
結

論

非定型抗酸菌症の地域差について問題となっている
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Atypical Mycobacterioses in Okinawa
Its Bacteriological and Clinical Study‑
Seitetsu HOKAMA
Department of Central Laboratory, College of Health Sciences, University of the Ryukyus

It is now generally accepted that distribution of species of atypical mycobacteria varies geo‑

graphically. While ecology and epidemiology of the atypical mycobacteria of mainland Japan have
been relatively well investigated, those of Okinawa, which is located in the semi‑tropical zone,
have rarely been studied.
Since 1971, this author has been investigating atypical mycobacterioses in Okinawa, and has
found six cases of atypical mycobacterioses.
Bacteriological studies on the acid fast bacilli isolated from the patients of these six cases
showed that three strains were M. intracellulare and the other three were M. scroflaceum.
During the clinical observations of ralatively long periods, a moderate improvement was seen in
two cases, and a slight improvement in two other cases, and worsening was seen in the last two.

