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3か月未満の発熱は要注意！ 

①症状がわかりにくい 

②免疫能が低い 

  IgG 
生直後は母体由来のIgGに依存（半減期約1カ月） 

 生後4～6カ月で成人の約30％ 
 生後1年で成人の約60％ 

IgM 
胎盤通過せず 

生後1年で成人の60％ 

T cell機能も未熟 

重症細菌感染症が隠れている可能性がある 

重症細菌感染症 
（serious bacterial infection） 

• 髄膜炎、敗血症、関節炎、骨髄炎、尿路感染
症、肺炎、腸炎、軟部組織感染症など。 

 

• 生後３カ月未満の発熱児の10％前後に存在 

    Buraff LJ et al:Pediatr Infect Dis J 11:257-264,1992 

 

  

 
明らかにウイルス性感染症と判断できる場
合を除き、入院、sepsis work-upが必要！ 

見逃せない主な発熱性疾患 

中枢神経系 化膿性髄膜炎、急性脳炎・脳症 

呼吸器系 肺炎、咽後膿瘍、膿胸、急性喉頭蓋炎 

循環器系 急性心筋炎、川崎病 

消化器系 腹膜炎、腸炎 

運動器系 化膿性股関節炎、蜂窩織炎 

骨髄炎 

そのほか 菌血症、敗血症、尿路感染症 

熱射病 

小児科診療：2011（3）357 より改変 

Low risk criteria 
• 不必要な入院を減らす. 

• 発熱はあるが、non-toxic appearingの児を抽出する. 
Philadelphia Criteria Rochester Criteria Boston Criteria 

検査項
目 

WBC＜15,000/mm3 
桿状核球/好中球＜0.2 
 
尿沈渣WBC＜10/hpf 
尿グラム染色（－） 
 
髄液中WBC＜8/mm3 
髄液グラム染色（－） 
 
胸部X線 浸潤影なし 
便潜血なし 

5,000<WBC<15.000/mm3 
 
桿状核球＜1.500/mm3 
 
尿沈渣WBC≦10/hpf 
 
便塗抹 WBC≦5/hpf 
 
 

髄液中WBC＜10/mm3 
 
尿沈渣WBC＜10/hpf 
 
胸部X線浸潤影なし 
 
WBC＜20,000/mm3 
 
 

感度 98％ 
特異度 42％ 

感度 92％ 
特異度 50％ 

感度 不明 
特異度 94.6％ 

Predictive Model for SBI 

①尿検査陽性（WBC 5≧/hpf） 

②血中白血球数 20,000 /mm3以上 

③体温39.6℃以上 

④血中白血球数 4,100/mm3以下 

⑤日齢13日未満 

これらに１つでも当てはまるものはhigh risk 

Baucher RG et al:Pediatrics 108 (2):311-316,2001 



管理フローチャートの１例 

小児内科 41：636-638,2009 

月齢 入院 
新生児 

PAT 

１か月以上 

入院 

良好 

不良 

呼吸窮迫、ショック 入院 

入院 

Low risk criteria 
①末梢血白血球数＜10000/μL 
②CRP値＜1.0mg/dl 
③尿白血球反応陰性（導尿にて） 

外来フォロー可 

あり 

なし 
１項目でも満たさない 

すべて満たす 

外観 呼吸 

循環・皮膚色 

Procarcitonin(PCT) 

• PCTはCALC-1遺伝子によってコードされ、生理的条件下では
甲状腺のC細胞においてのみカルシトニンの前駆蛋白として
生成される. 

 

• なんらかの炎症性メディエーター？リポポリサッカライドやサ
イトカイン？により、CALC-1の発現が誘導され、全身臓器で
生成され血中に放出されるため血中濃度の上昇をみる. 

     通常は0.05ng/ml以下. 

 

• PCT血中濃度は感染から2~3時間で上昇をはじめ、循環血液
中では半減期が約24～30時間といわれている. 

 

 
http://www.procalcitonin.com/ 

炎症マーカーとしてのPCT 

・focus不明の生後７日～36カ月の小児において
124症例中28人（23％）がSBIであった. 

 SBI群では、PCT、CRP、IL‐6の上昇認めていた. 

  PCT  感度93％特異度78％. 

  CRP  感度89％特異度75％. 

 
Lacour AG et el : Eur J Pediatr. 2001 Feb;160(2):95-100. 

Procalcitonin, IL-6, IL-8, IL-1 receptor antagonist and C-reactive protein as identificators of 
serious bacterial infections in children with fever without localising signs 

より重症なSBIには有用？ 

対象→347人の月齢3か月未満の発熱患者 

    うち23.63%がSBI 

  ・PCT、CRP、白血球数、好中球数において有意差あり. 

    ・PCTのAUCは0.77、CRPのAUCは0.79 

  ★より重症なSBIであった15例において 

  ・PCTのAUCは0.84、CRPのAUCは0.68 

  ・PCTはCRPよりも診断的価値は高かった。 

  ★発熱から12時間以内では、CRP、白血球数よりPCTの方がよ
り鋭敏であった. 

 Olaciregui I et al:Arch Dis Child. 2009 Jul;94(7):501-5. Epub 2009 Jan 21. 

Markers that predict serious bacterial infection in infants under 3 months of age 

presenting with fever of unknown origin. 

早期のSBI診断には有用？ 

月齢1～36カ月の発熱の患者72人を対象に、SBIの早期診断に関してPCTが
有用であるかどうかを調べた。 

8人(11.1%)の患児がSBI (1 pneumonia, 2 meningitis, 4 septicaemia/occult 
bacteraemia, 2 pyelonephritis）であった。 

来院時のPCT、CRP、白血球数、McCarthy’s scoreとで比較。 
PCT(>2ng/ml)     感度50％特異度85.9％ 
CRP（＞50mg/l）       感度75％特異度68.7％ 
McCarthyスコア＜9 感度87.5％、特異度67.2％ 
 
・SBIの早期診断のマーカーとしては、伝統的なマーカーおよびスコアリングと
同程度の有用性がある. 

・PCT低値であってもSBI否定はできない. 
・PCT、CRP、白血球数とを組み合わせることで、重症度予測のマーカーとして
は有用. 
 

 Thayyil S et al:Acta Paediatr. 2005 Feb;94(2):155-8. 

Is procalcitonin useful in early diagnosis of serious bacterial infections in children? 

 

 

まとめ 

• PCTは、CRP、白血球数などと組み合わせ、そ
の重症度の予測因子として利用できる. 

• 単独での診断的意義は不明. 

• Cut off値 2.0 ng/mlにするとより重症なSBIの
マーカーとして利用できる. 

• PCT 0.5 ng/ml以下の症例でもSBIを否定する
ことはできず、low risk criteriaとしては使いに
くい. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Olaciregui%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Olaciregui I"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hamaluba%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gupta%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Thayyil%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Frater%20J%22%5BAuthor%5D


血清アミロイドA（serum amyloid A） 

・マクロファージが産生するIL-1β、TNF-α、IL-6やグラム
陰性菌リポ多糖体（LPS）が肝細胞に作用して産生さ
れる． 

・単球、好中球に作用し、サイトカイン産生や走化性を
亢進する． 

・細菌感染症などでは、CRP同様上昇する. 

・CRP陰性でも、SAA陽性例がある. 

   (ウイルス感染症、膠原病、SSSSなど) 

・半減期が短く、CRPと比較して治療効果判定に関して
は鋭敏. 

小児科臨床 Vol.59 No.8 2006 1855-1859 

小児科診療 Vol.6 No.6 1997 1011-1014 

結語 
• ３か月未満児の発熱の中には、１割前後の

SBIが潜んでいる。 

• 当院当科救急外来では、明確な入院基準は
なく、医師の判断に委ねられることが多い。 

• 全身状態などと、検査値など客観的なデータ
を組み合わせた独自の評価基準は存在する
が、統一見解はない。 

• PCTやSAAなどのマーカーは、重症度判定に
は有用だが、SBIかどうかの判定には必ずしも
有用とはいえない。 

 

 


