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Cam pylobacterjejuni感染が疑われた多発性嚢胞腎の一例
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要約：症例は 34 歳男性．コントロール不良の糖尿病があり，発熱，食思不振にて受診した．コンピュー
タ断層撮影（CT）にて，両側多発性嚢胞腎および左腎嚢胞内感染のため緊急入院となった．血液培養から
Cam pylobacterjejuni（C.jejuni）が検出された．抗生剤加療にて改善が得られず，嚢胞穿刺施行し改善した．
本症例は感染性腸炎の起炎菌の一つ C.jejuniが糖尿病による易感染状態，便秘による腸内圧の上昇から血液
中へ移行したことにより腎嚢胞感染を起こしたと推測される．
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：76―81，2022
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緒

言

現病歴：当院糖尿病・代謝・内分泌内科経過観察中に発
熱，食思不振にて受診した．2 週間前に肉フェスティバル

Cam pylobacter jejuni（C. jejuni）は生肉摂取などによる

にて生焼けの肉を摂取していた．CT にて，両側多発性嚢

感染性腸炎の起炎菌の一つとされている．多発性嚢胞腎の

胞腎および左腎嚢胞内感染が疑われ，当科紹介となった．

感染様式は血行性あるいは尿路からの逆行性に生じると考

入院時現症：体温 37.5℃，脈拍 137 回/分，呼吸数 20 回/

えられ，腸管内由来の細菌が多く，なかでもグラム陰性桿

分，SPO2 98%
（room air），身長 178 cm，体重 98 kg，BMI

菌が多いとされている．また，腎嚢胞内感染症は抗菌薬の

28.5 kg/m2 と高度の肥満を認めた．

嚢胞内移行性が低いため，早期に外科的治療を考慮してい

血液検査所見：血液データを Table

1 に示す．白血球

く必要がある．今回我々は，Cam pylobacter感染が疑われ

20.0×103/Ul，CRP 29.8 mg/dl と炎症反応高値，Cr 1.93 mg/

た多発性嚢胞腎の一例を経験したので文献的考察を加えて

dl，BUN 31 mg/dl と腎機能障害，Na 128 mEq/l，K 3.3

報告する．

mEq/l，Cl 88 mEq/l と電解質異常および HbA1c 9.2%，BS

症
患者：34 歳

例

男性

367 mg/dl と重度の糖尿病であった．
CT 画像所見：腹部単純 CT 検査にて左腎の多発性嚢胞
の一部に高吸収を呈し complicated cyst を認め，左腎周囲

主訴：発熱，食思不振

脂肪織の濃度上昇がみられ嚢胞内感染所見を呈した（Fig.

既往歴：27 歳

1）
．

家族歴：母

II 型糖尿病，インスリン導入中

多発性嚢胞腎にて血液透析中
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治療経過：入院時の経過を Fig. 2 に示す（Fig. 2A，B）
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Table 1

Initial laboratory date

生化学 A

結果

血液一般

CRP（mg/dL）
Na（mmol/L）
K（mmol/L）
Cl（mmol/L）
Ca（mg/dL）
TP（g/dL）
Alb（g/dL）
T-BIL（g/dL）
D-BIL（g/dL）
UN（mg/dL）
Cr（mg/dL）
eGFR（ml/min/1.73 m2）
UA（mg/dL）
AST（U/L）
ALT（U/L）
LDH（U/L）
ALP（U/L）
γ-GTP（IU/L）
AMY（U/L）

29.8
128
3.3
88
8.6
7
2.1
1.3
0.7
31
1.98
34.3
6.4
29
48
211
198
158
23

血算
WBC（個 103/μL）
RBC（個 106/μL）
Hb（g/dL）
PLT（個 103/μL）
血液像（フロー）
BAND
SEG
LYMPHO
MONO

糖・有機酸
血糖（mg/dL）
HbA1c（%）

（7）７７

367
9.2

凝固一般
PT（秒）
APTT（秒）
D-dimer（μg/mL）
FDP（μg/mL）
尿一般
尿一般定性
PH
糖
蛋白
潜血
比重
白血球
尿沈渣
赤血球（個/HPF）
白血球（個/HPF）

結果
20
3.74
10.9
513
4
83
6
7

16.3
25.6
4.3
14.1

6
1＋
2＋
1＋
1.02
−
1-4
30-49

High inflammation，electrolyte abnormality，impaired renal function and uncontrolled diabetes were observed.

入院時より腎機能を考慮しピペラシリン/タゾバクタム

得られ，採血上炎症所見の改善を認めた．34 病日目より

（PIPC/TAZ）9 g/4×より抗菌薬治療開始となった．尿培

嚢胞内移行性を考慮し LVFX 750 mg/1×内服に変更とな

養より M R Staphylococcus epidem idisが検出したため，3 病

り，塩酸ミノサイクリン（MINO）の嚢胞内注入を施行し

日目よりレボフロキサシン（LVFX）500 mg/1×に変更

入院 62 病日目に退院となった．

した．
腎機能改善は認めるものの炎症所見の改善が乏しいため
4 病日目よりメロペネム（MEPM）3 g/3×に変更．血液

考

察

本症例は，既往に糖尿病があり，受診時高血糖であった．

培養 1 セットより，Cam pylobacterを認めたため，便培養

採血では炎症反応高値と電解質異常を認めた．電解質異常

を提出した．その時点で入院前より高度の便秘があること

は高血糖による pseudo hyponatremia ないしは，低調性

が判明した．

脱水の可能性が考えられた．腎嚢胞内感染症は，抗菌薬の

6 病日目より MEPM 6 g/3×に増量し，以降 し ば ら く

嚢胞内移行性が低いため，治癒が困難とされている．また，

MEPM により治療した．ガリウムシンチ所見（Fig. 3）で

多発性嚢胞腎の感染様式は血行性あるいは尿路からの逆行

腎上極，腹側内側領域に活性を認めたため，18 病日 CT

性に生じると考えられているが，Suwabe らによると，尿

ガイド下嚢胞穿刺施行，pig tail カテーテル留置，血性排

路からの逆行性感染よりも血行性感染の方が多いとされて

液を認めた．その後も解熱せず，超音波ガイド下で腎上極

いる１）．嚢胞感染を起こす原因菌のほとんどは腸管内由来

の嚢胞を 2 か所嚢胞穿刺をしたところ膿状排液を認めた．

の細菌が多く，なかでもグラム陰性桿菌が多いと報告され

いずれも pig

tail カテーテル留置しドレナージを継続し

ている２）．腸管内の bacterial translocation を介した広がり

た．膿状の嚢胞内容液は培養陰性であった．以降，解熱が

は嚢胞感染の主な原因と考えられ，腸内細菌叢は嚢胞感染
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田中

A

裕貴

ほか

B
Fig. 1 A., B. Abdomonal CT findings
A high density areas were found in some cysts of the left kidney.

Fig. 2 Clinical course after admission
Despite the antibiotics management, the temperature was fluctuating between 38.7℃ and 40℃. After
the first percutaneous catheter drainage (PCD), serum CRP dropped to around 10 mg/dl but the body
temperature went up to 39℃ or 39.5℃. Post second PCD, the body temperature dropped gradually to
37℃. On the 58th hospital day he became afebrile.

にとって重要であると思われる１）．腸管から translocation

る４）．腸管外感染を起こすには Cam pylobacterの mreB，pgp1

した症例として多発性嚢胞患者における Salm onella腸炎に

遺伝子が突然変異を起こすと推察されている５）．また，本

３）

よって引き起こされた腎嚢胞感染の 1 例の報告がある ．

症例は，下痢などの消化器症状は認めなかったが，Cam py-

Cam pylobacterは感染性腸炎の起炎菌の一つであるが腸管

lobacter菌血症を起こした入院前の発症背景として，①発

外感染はまれである．腸管外すなわち菌血症の場合，53.5%

症 2 週間前に肉フェスティバルでの生焼けの肉の摂取歴，

の患者で下痢などの消化器症状を伴うが，本症例のように

②高度の便秘：腸管内圧上昇を生じ血中へ translocation

消化器症状を認めない C.jejuni感染の一例も報告されてい

した可能性，③重度の糖尿病：易感染性により C.jejuni菌
東邦医学会雑誌・2022 年 6 月
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Fig. 3 Gallium (Ga) scintigraphy
Ga scintigraphy revealed strong activity in the inner region of the ventrolateral side.

血症，多発性嚢胞感染を発症したと考えられる．多発性嚢

に嚢胞切除術，瘻孔縫合術が行われた症例もみられ１１），エ

胞腎診療ガイドライン 2017２）によるとニューキノロン系抗

タノール注入療法はその適応を慎重に選ぶべきであると思

菌薬は嚢胞感染治療の推奨グレード 1D とされており，そ

われる．安全性を考慮して使用されるテトラサイクリン系

の他，脂溶性抗菌薬のクリンダマイシン，メトロニダゾー

薬剤である MINO は腎嚢胞の穿刺吸引後の凝固壊死物質

ルや ST 合剤は嚢胞内透過性が良好であったとされてい

として有効な成績が報告されている１２，１３）．有効性として

る．本症例は，血液培養 1 セットから C.jejuniが検出され

MINO は PH が非常に低いことに関係があるとされてい

たことにより C.jejuniによる血行性の多発性嚢胞腎感染を

る１３）．本症例でも使用されたように重症な合併症や副作用

発症したと考えられたため，広域であるカルバペネムによ

もなく安全に施行することができ，嚢胞の再発予防効果も

る治療を先行した．しかし，カルバペネムの嚢胞内透過性

十分にあると思われる．

は乏しく，熱型，炎症の改善は点滴による抗菌薬投与のみ
では困難であった．そのため，本症例は左腎嚢胞穿刺を 3

結

語

カ所施行し 3 カ所目で膿状の排液を認めた．嚢胞内容液培

C. jejuni感染が疑われた多発性嚢胞腎の稀な一例を経験

養は 1 カ月に渡る長期の抗生剤投与のため菌は検出できな

した．C. jejuni感染が疑われた場合でも消化器症状を伴わ

かったと考える．その後，症状は改善し嚢胞内へ MINO

ない症例があることも把握し早期に抗生剤治療を開始する

注入を施行した．嚢胞の治療として，外科的嚢胞切除術や

べきであると思われた．また，多発性嚢胞腎感染症におい

経皮的嚢胞穿刺排液などがあるが，近年では再発予防のた

て治療前より保存的治療の限界を把握しておき，早期より

めに穿刺術後の薬剤注入療法が広く行われるようになって

外科的治療を考慮することが重要である．

いる．内容液の吸引のみでは再発率が高く再発予防のため
に各種凝固壊死物質の注入が試みられている．1981 年に

本研究は，患者から出版にかかわる許可を取得している．

Bean が 95% エタノール注入によって良好の結果が得られ
たことを報告して以来６），本邦においても川村ら７）や山本ら８）
により 95% エタノール注入療法によって良好な結果が得
られている．一方で，嚢胞内にエタノールを注入した後に
エタノールの嚢胞外流出により尿管狭窄を起こし腎摘除術
が施行された症例や９），注入後，嚢胞と腎盂との交通をき
１０）

たした症例 ，さらに嚢胞と腎杯との交通をきたし最終的
69 巻 2 号
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A Case of Polycystic Kidney with Suspected Infection of
Cam pylobacterjejuni
Hiroki Tanaka１, 2） Kuri Aoki１, 2） Motoyuki Anzai２）
Yota Nakajima２） Fumito Yamabe２） Hideyuki Kobayashi２）
Koichi Nagao２） Koichi Nakajima２） Takahiro Sato３）
and Tadashi Maeda３）
1）

Department of Urology, Tokyo Shinagawa Hospital
Department of Urology, School of Medicine, Faculty of Medicine, Toho University
3）
Department of Infection Control, School of Medicine, Faculty of Medicine, Toho University
2）

ABSTARCT: A 34-year-old man with uncontrolled diabetes mellitus (DM) complained of high fever and
appetite loss. Computed tomography (CT) showed bilateral polycystic kidney disease and infection of left renal cysts. Blood culture revealed Cam pylobacterjejuni(C.jejuni). Meropenem was administered, but since no
improvement was observed, cysts were punctured several times under CT guide, and pus-shaped contents
were discharged. After that, treatment changed to levofloxacin, a drug with good tissue transferability, after
which inflammation was lessened, so the cystic puncture catheter was pulled out. In this case, it is suggested
that a C.jejuniinfection occurred in the renal cyst, as C.jejuni, one of the causative bacteria of infectious enteritis, was detected in the blood culture. It is presumed that the infection occurred due to the presence of
C.jejunialong with poorly-controlled diabetes, elevated intestinal pressure due to constipation, and translocation into the blood. We herein report a case of polycystic kidney infected by C.jejuni.
J Med Soc Toho 69 (2): 76―81, 2022
KEYWORDS: C.jejuni, polycystic kidney disease
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