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広島県東部におけるレジオネラ症集団発生事例の郵送調査報告
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要旨：2017 年 3 月に発生した広島県三原市の温泉入浴施設を感染源とするレジオネラ症集団発生では 58 人
の発症届出があった．我々は近隣病院に対して郵送調査を実施し，12 病院からレジオネラ肺炎 39 例の臨床
情報を得た．平均年齢は 70.7 歳で，31 人が男性だった．29 人が尿中抗原検査にて診断され，他検査で診断
された症例より，診断に要した時間が短かった．過去の集団発生事例と比べて確定診断例が増加していた．
治療では抗菌薬に加えて，主に低酸素血症をきたした症例では副腎皮質ステロイド薬が使用された．
キーワード：レジオネラ肺炎，集団発生，郵送調査，尿中抗原検査
Legionella pneumonia, Outbreak, Mail survey, Urinary antigen test

緒

り， 培養検査で陽性となった 22 人はすべて

言

血清群 1 であった．本事例は 2003 年にレジ

レジオネラ属菌は土壌，河川など自然界に広く生息し，

オネラ属菌感染防止対策が強化されて以降 7），わが国で最

レジオネラ肺炎やポンティアック熱の原因菌として知ら

大規模の集団発生となった．我々は郵送調査によって本

れている ．レジオネラ肺炎は市中肺炎の約 4％を占め ，

事例におけるレジオネラ肺炎症例の情報を収集し，その

高い致死率を示す重要な呼吸器感染症である．尿中レジ

臨床的特徴やレジオネラ症診療の現状について検証した．

1）

2）

オネラ抗原検査の普及によって市中肺炎としての散発例
も数多く診断されるようになったが 2）3），以前から入浴施
設に関連した集団発生事例が報告されていた 4）5）．

対象と方法
感染源となった温泉入浴施設近隣の入院病床を有する

2017 年 3 月に広島県三原市の温泉入浴施設を感染源と

医療機関（19 病院）に対して郵送調査を行った．郵送物

したレジオネラ症集団発生が起こった ．本事例の経緯

内に調査用紙を同封し，2017 年 3 月から 4 月に診療した

を概説すると，3 月 18 日に三原市内の医療機関から 1 例

レジオネラ肺炎症例について，1 症例につき 1 枚の調査用

目のレジオネラ肺炎患者が届け出された．20 日に三原市

紙を記載して返送するように依頼した．調査には患者の

6）

内の別の医療機関から 2 例の患者発生が届け出され，い

基本背景（年齢，性別，生活歴，基礎疾患）
，初診時所見

ずれの症例も同一の温泉入浴施設を利用していることが

（症状，検査所見，画像所見）
，治療内容についての質問

判明したため，当該施設に立ち入り調査が実施された．

が含まれ，回答形式は大半を選択式とした．必要と判断

21 日に当該施設の温泉水からレジオネラ属菌の遺伝子が

した場合には回答内容について電話，郵送による追加調

検出され，後に患者検体のレジオネラ属菌と遺伝子型の

査を行い，収集した症例情報を解析した．A-DROP は初

一致が判明している．22 日に周辺医療機関へ注意喚起が

診時の所見から算出した．統計解析は MedCalc® 10.0 for

出されて以降は続々と発生届出があり，25 日には患者 1

Windows（MedCalc® Software, Belgium） を 使 用 し，

人の死亡が報告された．広島県感染症・疾病管理セン

Student の t 検定またはχ 2 検定を行った． ＜0.05 を有意

ターの発表によると，最終的な届出患者は 58 人にのぼ

差ありと判定した．なお，本調査は三原市医師会病院
（当院）の倫理委員会の承認を得た．収集した情報は本研
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究のみで使用するものとし，個人が特定されうる形式で
の取り扱いを禁じた．

結

果

当院を含む 12 病院から，レジオネラ肺炎患者 39 例の臨
床情報を得た（表 1）．すべての症例で発症前 3 週間以内
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表1
男性，n（％）
年齢（歳）
喫煙歴，n（％）
飲酒歴，n（％）
潜伏期間（日）
発症〜初診の期間（日）
初診〜診断の期間（日）
外来加療，n（％）
入院加療，n（％）
入院日数（日）
入院患者の転帰，n（％）
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表2

患者背景（n＝39）

軽快退院
調査時入院中
死亡退院

基礎疾患（重複あり），n（％） 糖尿病
心疾患
COPD
脳血管障害
気管支喘息
肝疾患
腎疾患
治療中の悪性腫瘍

31（79.5）
70.7±10.8
21（61.8）
15（45.5）
7.2±3.5
3.9±2.1
1.7±3.4
2（5.1）
37（94.9）
14.6±10.4
34（91.9）
2（5.4）
1（2.7）
8（20.5）
6（15.4）
4（10.3）
3（7.7）
2（5.1）
1（2.6）
1（2.6）
1（2.6）

年齢，潜伏期間，発症〜初診の期間，初診〜診断の期間，入院日数は
平 均 値 ± 標 準 偏 差 で 示 す．COPD：chronic obstructive pulmonary
disease．

に当該温泉入浴施設の利用歴があった．初診時症状・検
査所見では呼吸器外症状や肝機能障害，横紋筋融解症な
どがみられた（表 2）
．初診時画像所見では，両肺に陰影

初診時の症状および検査所見（重複あり）
n＝39

％

症状

発熱
咳嗽
呼吸困難
食欲不振
頭痛
歩行障害
脱力
喀痰
頻呼吸
胸痛
意識障害
下痢
嘔気・嘔吐

31
18
9
9
7
7
7
6
3
3
3
2
2

79.5
46.2
23.1
23.1
17.9
17.9
17.9
15.4
7.7
7.7
7.7
5.1
5.1

検査所見

CRP 高値（10 mg/dL 以上）
白血球増多（10,000/µL 以上）
ALT 高値（50 U/L 以上）
BUN 高値（21 mg/dL 以上）
低酸素血症（SpO2 90％未満）
CPK 高値（1,000 U/L 以上）
低 Na血症（130 mmol/L未満）
血小板減少（104/µL 未満）

34
20
13
12
7
6
5
1

87.2
51.3
33.3
30.8
17.9
15.4
12.8
2.6

考

察

本事例において，発症者の診療に関わった医療機関は

を認めたのが 15 例（38.5％）
，右肺のみが 14 例（35.9％），

三原市内にとどまらないと予想されたため，我々は三原

左肺のみが 10 例（25.6％）であった．また，陰影の性状

市および近隣の竹原市，尾道市，東広島市，世羅町の病

としては浸潤影が 30 例（76.9％）
，すりガラス影が 19 例

院に対して調査を行うこととし，方法としては郵送調査

（48.7％）で認められた（重複あり）
．診断根拠となった

を選択した．調査内容は詳細であることが望ましいが，

検査は，尿中レジオネラ抗原検査が 29 例（74.4％）
，血清

回収率が低下することが懸念されたため，回答のしやす

抗体価が 2 例（5.1％）
，遺伝子増幅法 2 例（5.1％）
，培養

さを意識して調査用紙を作成した．その結果，全発生届

検査 1 例（2.6％） であり， 臨床診断例は 5 例（12.8％）

出数の約 2/3 に相当する症例の情報を得ることができた．

だった．尿中抗原検査で診断された症例とその他の検査

また，郵送調査法の問題点として面接調査法と比較して

にて診断された症例の臨床情報を比較したところ，前者

内容が不正確になりうるとの意見もあるが 8），必要に応

では初診から診断までの期間が有意に短かった（表 3）
．

じて追加調査を行うことで正確性の向上に努めた．

全例で抗菌薬治療が行われ，ニューキノロン系抗菌薬が

わが国では 2002 年に宮崎県の温泉入浴施設を感染源と

36 例（92.3％），マクロライド系抗菌薬が 18 例（46.2％），

する最大規模の集団発生があり，300 人近い発症者と 7 人

テトラサイクリン系抗菌薬が 7 例（17.9％）で使用され

の死者を出した 4）．その後の規制強化もあり，本事例ま

た．抗菌薬以外の治療としては，酸素療法が 13 例（33.3％）
，

で長く大規模な集団発生は起こっていなかったが，その

侵襲的人工呼吸器管理が 4 例（10.3％）で行われた．副腎

間に尿中レジオネラ抗原検査の保険適用化や市中肺炎ガ

皮質ステロイド薬は 11 例（28.2％）で使用されたが，使

イドラインの改訂といった変化があった．また，尿中抗

用症例と未使用症例の比較において，低酸素血症を認め

原検査の普及を背景として，市中肺炎としての散発例の

た症例の割合，酸素療法を要した症例の割合，侵襲的人

報告も増えている2）3）9）．過去の集団発生事例や市中肺炎

工呼吸器管理症例の割合，入院日数，初診時 A-DROPス

例と比較し，本調査結果を考察した．

コアで有意差を認めた（表 4）
．

1．本事例のレジオネラ肺炎の臨床的特徴
レジオネラ肺炎は女性に比べて男性で約 3 倍多いとさ

レジオネラ症集団発生の郵送調査

表3

尿中抗原検査診断例とその他の検査での診断例の比較

n
年齢（歳）
男性，n（％）
潜伏期間（日）
発症〜初診の期間（日）
初診〜診断の期間（日）
入院日数（日）
A-DROP
＊
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尿中抗原検査で診断

その他の検査で診断＊

29
70.9±11.6
23（79.3）
6.9±3.7
4.4±2.1
1.2±2.4
15.6±11.5
1.3±1.1

5
72.8±10.7
4（80.0）
7.5±1.0
3.2±1.3
6.6±6.1
13.8±6.8
1.2±1.0

値
0.739
0.573
0.762
0.222
0.001
0.735
0.365

臨床診断例は除く．男性以外は t 検定で比較し，平均値±標準偏差で示す．

表4

副腎皮質ステロイド薬使用症例と未使用症例の比較

n
年齢（歳）
男性，n（％）
基礎疾患，n（％）
呼吸困難，n（％）
低酸素血症，n（％）
酸素療法，n（％）
侵襲的人工呼吸器管理，n（％）
入院日数（日）
A-DROP

使用症例

未使用症例

値

11
70.5±15.1
7（63.6）
3（27.3）
5（45.5）
5（45.5）
7（63.6）
4（36.4）
20±15.3
1.6±1.5

28
70.9±8.9
24（85.7）
16（57.1）
4（14.3）
2（7.1）
6（21.4）
0（0）
12.3±6.6
0.9±0.8

0.918
0.273
0.186
0.093
0.019
0.033
0.005
0.039
0.037

年齢，入院日数，A-DROP は t 検定で比較し，平均値±標準偏差で示す．

れているが 10），本調査でも男性が約 8 割を占めていた．男

に陰影を認めた症例も 4 割近くあった．

性に多い理由について明確に述べた文献は見当たらない

レジオネラ肺炎の予後不良因子としては，高齢者，男

が，男女間で臨床情報を比較したところ，年齢や基礎疾

性，院内感染，腎疾患合併，免疫抑制状態，血清型 6，低

患の有無に有意差はなかったが，喫煙歴に有意差を認め

Na血症などの報告がある13）14）．本調査では重症化した症

た（男性 71.4％ vs 女性 16.7％， ＝0.041）
．喫煙歴はレジ

例が少数のため，予後不良因子の検討は困難だったが，

オネラ肺炎発症の有力な危険因子（odds比 3.48〜7.49）で

侵襲的人工呼吸器管理を要した 4 例（死亡例含む）はす

あり ，男性における喫煙率の高さが一因と考えられた．

べて男性の喫煙者であった．

また，レジオネラ肺炎は若年発症も多く，平均年齢は 50

2．レジオネラ症診療の現状

11）

，本調査では 70.7 歳と

尿中レジオネラ抗原検査は 2003 年の保険収載後，検体

やや高齢であり，当該温泉入浴施設の利用者の年齢層が

採取の容易さや測定の簡便さから急速に普及した 3）．本

高かったためと思われる．

調査でも多くの症例が尿中抗原検査で診断されたため，

〜60 歳代とする報告が多いが

3）4）9）

レジオネラ肺炎では呼吸器以外の症状が高頻度に現れ

臨床診断は 5 例のみであった．2002 年の宮崎における集

るとされており，このような臨床的特徴は受診や診断の

団発生事例では 4）15），発症者 295 人のうち，確定診断が 36

遅れにつながりかねない．本調査でも頭痛，脱力，歩行

例（尿中抗原陽性 24 例，抗体陽性 9 例，培養陽性 4 例．重

障害といった症状がそれぞれ 2 割弱の患者で観察された．

複例あり）のみであり，残りが臨床診断であったことと

検査所見においては，肝機能障害，横紋筋融解症，低 Na

比較すると，尿中抗原検査普及による確定診断例の増加

血症を呈した症例の頻度は過去の報告と同程度であっ

が顕著であった．また，尿中抗原検査陽性例においては

た ．レジオネラ肺炎は，肺炎球菌性肺炎と同様に肺胞

初診から 1 日程度で診断可能だったが，未検例および陰

性肺炎パターンを呈する．浸潤影とすりガラス影の混在

性例では外注検査に頼ることになるため，当然のことな

が高頻度に認められ，また両肺に広範な病変を認める頻

がら診断までにより長い時間を要した．なお，本事例に

度も高いとされる12）．本調査でも浸潤影，すりガラス影

おける届出第 1 例目は，受診後 2 時間以内に尿中抗原検

が多く認められ，両者の混在も 11 例で観察された．両肺

査によって診断された当院の患者であった．初期の発症

3）
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患者が尿中抗原検査によって迅速に診断されたことが，
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Abstract

Report on a mail survey of an outbreak of Legionnaires’ disease
in the eastern area of Hiroshima Prefecture
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From March to April 2017, an outbreak of Legionnairesʼ disease occurred in the eastern area of Hiroshima
Prefecture, Japan. We administered a mail survey in May 2017 and obtained clinical information from 39 patients
with
pneumonia (5 probable and 34 conﬁrmed cases, including 1 mortality) from 12 hospitals. Twentynine patients were diagnosed via urinary antigen test, which requires less time for diagnosis than other tests,
such as antibody titer, polymerase chain reaction (PCR), and culture. Because of the widespread use of the urinary antigen test, the proportion of conﬁrmed cases was markedly increased relative to the proportion in past
outbreaks. Corticosteroids were used mainly in patients with hypoxia.

