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症例報告 
 

発熱、皮疹、血小板減少で発症した 
マイコプラズマ感染症の 1 例 

 
                                                 
浅山ゆき乃 1)、高橋広喜 1)、高野由美 1)、森俊一 1)、飯澤理 2)、山田康雄 3)、田所慶一 1) 
１）国立病院機構仙台医療センター 総合診療科  
２）同 皮膚科 
３）同 救急科 
 
<<抄録>>                                            

61 歳、女性。咽頭痛、頭痛ののちに 40℃以上の発熱と多形滲出性紅斑を呈し当院に救急搬送された。初

診時血小板減少と著明な炎症反応を認めたが、血清マイコプラズマ IgM は陰性で、肺炎像は認めなかった。

入院後ショック状態となり ICU で治療を行った。約 2 週間の経過で解熱、皮疹も消退したが正球性正色素

性貧血が進行し、入院 4 週目に寒冷凝集素が 64 倍と陽性であった。この時点でマイコプラズマ IgM が陽

性を呈し、血清マイコプラズマ抗体は 320 倍に上昇していた。以上より発熱・皮疹・血小板減少に続き、

ショック状態となった原因としては、マイコプラズマ感染によるものと考えられた。発熱、皮疹がみられた

場合は肺炎がなくともマイコプラズマ感染を鑑別に入れる必要がある。 
                                                
Key words：マイコプラズマ、血小板減少、不明熱 
（2015 年 2 月 25 日受領、2015 年 3 月 24 日採用） 
 
 
 
１ はじめに 
 Mycoplasma pneumoniae は主に肺炎の原因と

して知られているが、小児においては Stevens- 
Johnson 症候群や血小板減少性紫斑病、急性小脳失

調症を合併することがある 1)。今回われわれは比較

的高齢者において、呼吸器症状を伴わず発熱・皮

疹・血小板減少を呈したマイコプラズマ感染症の 1
例を経験したため、文献的考察を加えて報告する。 
 
２ 症例 
患者：61 歳 女性 
主訴：発熱、皮疹 
家族歴、既往歴：特記すべきことなし 

生活歴：飲酒なし、喫煙歴なし 
現病歴：2014 年 3 月から咽頭痛、頭痛等感冒様

症状が出現した。近医を受診し、アセトアミノフェ

ンと麻黄湯を処方された。その後も改善なく、40 ℃
以上の発熱と全身の皮疹が出現し、他病院を受診後

当院へ救急搬送された。 
入院時身体所見：身長 142cm、体重 46kg、体温

40.1 ℃、血圧 101/59 mmHg、脈拍 122 /分、呼吸

数 25 回 /分、SpO2 95%（Room Air）。顔面、体幹

部、四肢に多形滲出性紅斑を認める（図１）。全身

の皮膚に刺咬傷痕なし。眼瞼結膜：貧血なし、眼球

結膜：充血あり、黄染なし。口腔内：アフタ性口内

炎が多発。咽頭 軽度発赤あり、白苔なし。扁桃：
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発赤・腫大なし。頸部リンパ節：触知せず。呼吸音：

清、左右差なし。心音：整、雑音なし。腹部：平坦、

軟、圧痛・自発痛なし。四肢に浮腫なし。 
 

 
図１ 体幹部の多形滲出性紅斑 

 
血液検査所見：白血球 15,100 /μl、CRP 30.7 

mg/dl、プロカルシトニン（PCT） 58.29 ng/ml
と高度の炎症反応を認めた。血小板は 7.5 万 /μl
と低下していた。初診時のマイコプラズマ IgM 定

性検査は陰性であった（表１）。 
 

 
表１ 入院時検査所見 

 
胸部 X 線写真；スリガラス様透過陰影などの異常

陰影は認めなかった。 

治療経過：救急外来で収縮期血圧が 80 mmHg ま

で低下しショック状態を呈していたため ICU にて

治療を開始した。身体所見、血小板減少などの検査

所見から何らかの重症感染症と播種性血管内凝固

症（DIC：disseminated intravascular coagulation）
を疑い、Minocycline100 mg×2 回/日、Meropenem 
0.5 g×2 回/日を投与した。ICU 治療開始後も血圧低

下と頻脈が続き、第 5 病日に血小板が 2.1 万 /μｌ

に低下し、ヘモグロビン値は 7.1 mg/dl にまで低下

した。昇圧剤や抗不整脈薬、エンドトキシン吸着療

法と持続血液濾過療法に加え、ステロイドパルス療

法と DIC に対しトロンボモジュリンを投与した。

その後、多型滲出性紅斑は第 10 病日より徐々に改

善を示した。発熱は第 15 病日より解熱傾向に転じ

た。第 27 病日の血液検査で正球性正色素性貧血に

加え血球凝集が見られ、寒冷凝集素が 64 倍に上昇

していた。直接・間接クームス試験は陽性であった。

この時点でマイコプラズマ感染の可能性を考え、マ

イコプラズマ抗体（PA 法：微粒子凝集法；particle 
agglutination method）を測定したところ、320 倍

陽性を示した。なお入院後の保存検体よりさかのぼ

って検索した結果、入院直後のマイコプラズマ抗体

価は 80 倍だったが入院後 3 週目より 320 倍に上昇

していたことが判明した（図２）。以上の経過から

発熱、皮疹、血小板減少、ショック状態、頻脈など

の原因としてマイコプラズマ感染症が考えられた。 
 

３ 考察 
Mycoplasma pneumoniae は細胞壁を欠く細菌

の一種であり、感染経路は主に飛沫感染、接触感染

である。2～3週間の潜伏期間ののちに感冒様症状、

乾性咳嗽が出現するマイコプラズマ肺炎が一般に

よく知られており、5～10 歳の学童期に好発する。

マイコプラズマ肺炎では他の細菌性肺炎と異なり、

白血球数は多くの場合正常範囲内であるが、CRP
は軽度～中等度の上昇を示す。また、胸部 X 線写真

ではすりガラス様透過陰影像を示すことなどから、 
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図 2 入院後臨床経過図、MP; Mycoplasma pneumoniae, PA; particle agglutination（微粒子結合法）、rTM: recombinant 

thrombomodulin（遺伝子組み換えトロンボモジュリン）、HDC: hydrocortisone, CHDF; continuous hemodiafiltration, 

MEPM: Meropenem, MINO: Minocycline 

 

 
マイコプラズマによる肺炎は典型的な細菌性肺

炎とは異なる「非定型肺炎」の代表である 2, 3)。マ

イコプラズマ感染症にはマクロライド系、テトラサ

イクリン系の抗菌薬が第一選択となる。ニューキノ

ロン系抗菌薬も有効である。前述のようにマイ 
コプラズマは細胞壁を持たないため、セフェム系の

抗菌薬は効果がない。最近はマクロライド耐性のマ

イコプラズマが増加している 4)。 
Mycoplasma pneumoniae は肺炎を引き起こす

ほどの細胞障害性は持っておらず、マイコプラズマ 
感染症の本態はサイトカインを中心とした免疫応

答である。その機序としては、感染により T リンパ

球、B リンパ球が刺激され、免疫応答を生じるとさ

れる。特に Mycoplasma pneumoniae 感染により産

生された IgM 抗体は自己抗体として作用し、多彩

な合併症の原因となる 5, 6）。本症例でみられた発熱、

皮疹、血小板減少、血圧低下などもマイコプラズマ

抗体に起因する症状であった可能性が考えられる。

そのため、マイコプラズマ感染症に対して過剰な免

疫反応を抑える目的でステロイドがよく使用され

ている。適応、投与量、投与期間についてのはっき

りとしたエビデンスは示されていないが、一般には

1週間以上解熱しない例などの重症例に用いられる

4)。 
本症例において、細菌感染による敗血症性ショッ

クを想定した ICU での抗菌薬、昇圧剤、ステロイ

ド治療が功を奏した可能性がある。一般に小児に比

べ 19 歳以上の成人においては迅速診断法であるマ

イコプラズマ IgM 定性試験（イムノカード法）の

感度が低いとの報告もあり 7）、初診時に IgM 陰性
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となる場合でも注意しなければならない。マイコプ

ラズマ感染症の診断にはマイコプラズマに対する

抗 IgM抗体価を定量的に検査するPA法が最も一般

的である。診断にはペア血清がよく使われるが、シ

ングル血清でも PA 法で 320 倍以上、CF 法（補体

結合反応法, complement fixation）64 倍以上でも

確定診断とされている。血清抗体価による診断は発

症早期の陽性率が低いため、2～3 週間後の回復期

血清が必要となる。その他の方法としては核酸を抽

出する PCR（Polymerase chain reaction）法や

DNA プローブ法がある。これらの方法の感度は良

いが、操作が煩雑であり臨床応用には至っていない。

また遺伝子操作をより簡便にした LAMP（ a 
loop-mediated isothermal amplification assay）法

の開発も注目されているが、まだ一般化はされてい

ない 8)。マイコプラズマ感染症の確定診断のため抗

体価上昇を確認するには 2 週間以上を要し、診断の

迅速性には問題がある 9)。 
マイコプラズマ感染症の合併症としては、皮疹や

中耳炎、無菌性髄膜炎、脳炎、肝炎、膵炎、溶血性

貧血、心筋炎、関節炎、ギラン・バレー症候群、

Stevens-Johnson 症候群などが知られている 10)。

典型的な皮疹は多形滲出性紅斑で、やや隆起する環

状浮腫性紅斑が左右対称に表れる 11)。本症例の多型

滲出性紅斑もその特徴を有していたと思われる。 
本症例では寒冷凝集素の出現がマイコプラズマ

感染症を疑う契機となった。寒冷凝集素とは試適反

応温度が 4 ℃の補体結合型 IgM 抗体であり、血管

内溶血・血管外溶血を引き起こす。寒冷凝集素の対

応抗原はマイコプラズマ受容体でもある 12）。寒冷

凝集素症は非特異的反応であるが、256 倍以上であ

れば、マイコプラズマ感染症やウイルス感染の診断

の参考になるとされる。なお、寒冷凝集反応はマイ

コプラズマ感染症例の約 50 ％で陽性となる 8)。寒

冷凝集素の産生機序は明らかにされていないが、サ

プレッサー細胞の機能を阻害することが寒冷凝集

素産生の引き金と考えられている。なお本症例はサ

イトメガロウイルス、EB ウイルスは既往感染パタ

ーンであった。 
自験例は典型的な肺炎像を欠き、発熱・循環動態

不安定・凝固系の異常などの症状とともに、皮膚症

状が目立つ症例であった。呼吸器症状に乏しく、寒

冷凝集素症による溶血性貧血が出現するまでマイ

コプラズマ感染症の可能性は疑えなかった。多型滲

出性紅斑、また皮膚型結節性多発動脈炎など皮膚症

状が主となり、肺炎を呈さず呼吸器症状の乏しいマ

イコプラズマ感染症は複数報告があるものの、報告

例は小児～若年成人である 13, 14)。本症例のような

比較的高齢者においても、発熱・皮疹・血小板減少

を来たしていた場合の鑑別疾患としてマイコプラ

ズマ感染症を念頭に置いて診断にあたる必要があ

ると思われた。 
 
４ 結語 
比較的高齢者がマイコプラズマ感染により発熱、

皮疹、血小板減少をきたした例を報告した。呼吸器

症状を欠き、免疫応答による合併症が主症状となる

マイコプラズマ感染症は小児～若年者でなくとも

発症しうる。 
本症例の要旨は第 203 回日本内科学会東北支部

例会（2014 年 9 月、秋田）にて報告した。 
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