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はじめに

Epstein-Barr virus（EBV）は Human herpesvirus
に属し，感染症から腫瘍性疾患まで多くの関連疾患
が知られている１）。

伝染性単核球症（Infectious Mononucleosis：IM）
は EBV の初感染による急性熱性疾患で，発熱，咽
頭痛，頸部リンパ節腫脹を３主徴とする２）。本邦で
は乳幼児期に７０～９０％が EBV の初感染を受けてい
るが，この時期に感染してもほとんど不顕性感染で
あり，発症しても非定型である。思春期以降の成人
の初感染では５０％が IM として発症し，一過性の肝
機能障害と末梢血異型リンパ球を伴うと言われてい
る。通常予後は良好であるが，宿主の免疫機能低下
に伴い各臓器に多彩な合併症をもたらす可能性があ
る。IM は通常１～３か月で自然治癒する３）。

しかし，近年 IM の発症の高齢化に伴い典型的な
臨床症状を呈する症例が減少し非特異的な臨床症状
を呈する症例４）の増加や，IM の症状を繰り返し異常
高値な EBV 抗体価を示す慢性活動性 EBV 感染症

（chronic active Epstein-Barr virus infection syn-
drome：CAEBV）が報告５）されている。

今回，日常臨床において歯科医院を受診すること
もある IM について実際の症例を提示し説明する。

病 因

EBV の初感染による急性感染症である。通常成
人の多くは EBV に対する抗体を保有しているが，
これは乳幼児期にEBVに初感染によるものである。

IM は kissing disease と呼ばれるように唾液を介
した EBV の感染が主である。EBV は鼻咽腔の粘膜
上皮に感染した後に B cell に感染し，感染した B
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伝染性単核球症は経口，経気道での Epstein-Barr virus の初感染で起こるもので，思春期以降で多くみ
られる。多くは発熱，咽頭痛，頸部リンパ節腫脹の３徴候を認め，しばしば口蓋点状出血斑や皮膚発疹
を伴う。また，血液検査所見では白血球数増多，単核球数増多，異型リンパ球の出現と Epstein-Barr
virus に対する抗体価の上昇が認められる。
今回，日常臨床において歯科医院を受診することもある伝染性単核球症について実際の症例を提示し説
明する。
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cell は芽球化し，不死化し持続的に増殖へ向かい，
多クローン性の B cell の増殖を生じる。これに対し
NK 細胞や CD８陽性 Cytotoxic T cell が反応性に
増殖し B cell 障害性に働く３，６）。IM の発症は EBV
に対する細胞性免疫の過剰反応であるとされ，乳幼
児期よりも細胞性免疫が発達した思春期以降の方が
発症頻度が高いのはこのためと考えられる。

また，免疫機構の欠如があれば EBV 感染によっ
てトラスフォームした B cell を制御できず，さらに
悪性化したリンパ球の増殖を許し，Burkitt リンパ
腫や日和見リンパ腫などの腫瘍性疾患として発症す
る６）。

臨床症状

４～８週と比較的長い潜伏期間を経過した後に頭
痛，全身倦怠感，高熱と咽頭痛による摂食障害など
の非特異的症状を呈し，数日間の抗菌薬投与によっ
ても病状の改善を認めない３）。

発熱は８０～９０％に認められ３９．０～４０．０℃程度にな
ることもあり１～２週継続する。９０％近くは発症２
週目頃より前後頸部リンパ節を中心にリンパ節腫脹
を伴う。７０～９０％に厚い膿栓を伴った扁桃炎が観察
される。発症４～１７日頃には硬軟口蓋に点状出血斑
が認められ４８時間で消失する３，７）。

全身的には３０～６０％に肝脾腫が出現する。発症４
～７日目頃に皮膚発疹を認めることがあり，本邦で
の発現頻度は約半数に認められるとされており１週
程度で消失する。IM でよくみられる発疹としてペ
ニシリン系抗菌薬（特に Ampicillin）投与による発疹

（Ampicillin rash）の誘発，増悪がある。発疹は抗菌
薬投与後４～５日に出現する。ペニシリン系抗菌薬
以外のセフェム系やテトラサイクリン系抗菌薬でも
発疹が誘発されることが知られている３，８）。

高齢者の IM は一般に発熱が長く，咽頭痛や頸部
リンパ節腫脹をみない症例が多く，黄疸の出現など
若年者に比べ肝機能の悪化を顕著に認めること，末
梢血に異型リンパ球の出現が遅れることなど非典型
例が多い４）。

検査所見

末梢血ではリンパ球の増加，白血球数の増加と
異型リンパ球の出現（１０％以上）を呈する症例が多

い３，６）。
肝機能検査では γ-GTP，ALT，AST，LDH など

の検査値の上昇がみられる。肝機能障害のピークは
発症２週以降にみられることが多い３）。

IM の経過中に EBV に対する特異抗体が出現す
る。EBV の外殻抗原に対する EBV 抗 VCA-IgM が
病初期に一過性に上昇し，これに続き EBV の核内
抗原に対する EBV抗早期抗原（early antigen：EA）
-IgG が上昇する３，９）。

診 断

以下に IM の診断指標を示す３，１０，１１）。
臨床症状：

発熱，頸部リンパ節腫脹，咽頭痛，口蓋出血斑，
肝脾腫，皮膚発疹。

血液検査所見：
単核球（リンパ球＋単球）数増多，全白血球数の
５０％以上。異型リンパ球数増多，全白血球数の
１０％以上。

肝機能検査：
血清 ALT，AST，LDH 値の高値。

血清抗体検査：
① VCA-IgM 抗体陽性。② VCA-IgG 抗体がペア
血清で４倍以上。③ EA-IgG 抗体陽性。④ EBNA-
IgG 抗体が急性期陰性で回復期以降で陽性。のい
ずれかを満たす。

鑑別疾患

IM の９０％異常が EBV による感染症であるが，
Cytomegalovirus，Adenovirus，Hepatitis A virus，
Human immunodeficiency virus，Human herpes-
virus６，Toxiplasma gondi などの病原微生物の感
染によっても伝染性単核球症様症候群（IM-like syn-
drome）と呼ばれる IM 類似症状がみられる３，１２，１３）。
これらによる感染症は IM と同様の症状を呈する可
能性があるため，最終的には血清抗体価の測定が鑑
別に有用である７）。

治 療

現時点で特異的な治療法は確立されておらず，一
般に self-limiting な疾患であるため，免疫不全状態
でない限り基本的には対処療法のみで発症数週で自
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然治癒する疾患である３）。
扁桃炎に混合細菌感染を合併している場合には抗

菌薬の投与が必要となることがあるが，投与する抗
菌薬はペニシリン系を避け，皮膚発疹に注意しセ
フェム系やニューキノロン系あるいはマクロライド
系抗菌薬の使用が進められる８，１４）。

摂食困難による栄養状態不良，肝機能障害が重度
な場合，心筋炎，上気道狭窄による呼吸苦，溶血性
貧血や特発性血小板減少症などの合併症が認められ
る場合には専門医療機関での入院下での管理が必要
となる３，１５）。

症 例

患 者：１６歳，女性。
初 診：某月２２日。
主 訴：頸部腫脹。
現 病 歴：

某月１０日，右側咽頭部の口内炎を自覚し，その
後同月１７日，３８．０℃の発熱を認めた。同月１８日，
咽頭痛は徐々に増悪し，右側頸部の腫脹も発現し
てきたため近耳鼻咽喉科医院を受診した。耳鼻咽
喉科医院にて Amoxicillin７５０mg/day と Tranex-
amic acid７５０mg/day が５日量処方されたが症状
の変化は認められなかった。同月２２日，嚥下時痛
が強度となったため近歯科医院を受診したが，原
因の特定が困難なため精査加療目的に当科紹介さ
れ初診となった。

既 往 歴：特記事項なし。
家 族 歴：実母は白血病。

全 身 所 見：３６．５℃。全身倦怠感と食欲減退を認め
た。

口腔外所見：軽度開口障害，両側頸部の圧痛を伴う
腫脹と皮膚発疹とを認めた（図１）。

口腔内所見：歯性感染症となる明らかな原因歯は認
められなかった。咽頭部の発赤と膿栓
を伴った扁桃炎を認めた（図２）。

血液検査：
白血球数６．９×１０３μl で，白血球百分比では好

中球１１．９％，リンパ球７４．６％，異型リンパ球陽性
を示した。赤血球数と血小板数は正常値内であっ
た。また，肝機能検査にて γ-GTP３３５IU/l，LDH
６６７IU/l，AST４０７IU/l，ALT７５９IU/l と異常高値
を示した（図３）。

EBV抗VCA-IgMは陽性，EBV抗EA-DRIgG
は陰性。

MR 所見：
右側扁桃は左側に比べ腫大していた。腫大した

複数の頸部リンパ節は数珠状に連なって認められ
た。両側上中下深頸リンパ節，両側咽頭後リンパ
節，両側顎下リンパ節，両側副神経リンパ節とオ
トガイ下リンパ節が複数個腫大していた（図４）。

臨床診断：IM。
処置および経過：

初診当日（某月２２日），腫大した両側頸部リンパ
節が数珠状に触知され，自発痛は無く，圧痛を
伴っていた。嚥下時咽頭痛が強く，扁桃には膿栓
を伴った扁桃炎を認め，口蓋出血斑は無かった。
体温は３６．５℃と平熱より軽度の上昇であった。血

図１ 初診時皮膚発疹 図２ 初診時右側扁桃周囲
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液検査では単球数の増多，異型白血球数の増多，
肝機能の低下が認められた。以上から IM を疑い
EBV に対する血清抗体検査を施行した。口腔内
に明らかな歯性感染症の原因は認められなかった
が，血清抗体検査の判定には数日を要するため，
細菌混合感染と IM の可能性を考え Cefdinir３００
mg/day を３日量処方した。

３日後（同月２５日），血清抗体検査にて EBV 抗
VCA-IgM は陽性，EBV 抗 EA-DRIgG は陰性の
結果を得たことより，EBV の初期感染による IM
と確定診断した。抗菌薬の処方は終了した。発熱
は認めず，全身倦怠感は徐々に改善した。

２週後，咽頭痛，頸部リンパ節腫脹は改善され
た。

赤血球数（×１０３/μl） ４．７

Hb（g/dl） １３．７

Ht（％） ３８．７

血小板数（×１０３/μl） １２．１

白血球数（×１０３/μl） ６．９

好中球（％） １１．９

好酸球（％） ３．２

好塩基球（％） ０．３

リンパ球（％） ７４．６

単 球（％） １０

異型リンパ球 陽性

赤血球沈降速度（mm） １２

EBV 抗 VCA-IgM 陽性

EBV 抗 EA-IgG 陽性

CRP（mg/dl） ０．４４

総蛋白（g/dl） ７．９

Glu（mg/dl） １００

総コレステロール（mg/dl） １４８

BUN（mg/dl） ８．２

クレアチニン（mg/dl） ０．５６

Na（mmol/l） １４０

K（mmol/l） ３．４

Cl（mmol/l） １００

LDH（IU/l） ６６７

γ-GTP（IU/l） ３３５

CPK（IU/l） ３９

AST（IU/l） ４０７

ALT（IU/l） ７５９

図３ 初診時血液検査所見

図４ 初診時頸部 MRI（T２）
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結 語

日常歯科診療において，われわれ歯科医師は口腔
内細菌ほどに virus を身近な微生物として意識する
場面は少ない。しかし，われわれ歯科医師の診療領
域である口腔に発症する virus 性疾患はあり，それ
らは先ず歯科医師が診断すべきである。さらに，近
年では医療現場における院内感染やそれに対する感
染症対策がさけばれており，特に virus 性感染症は
より身近な存在となっている。

今回とりあげた IM もまた，口腔内に症状を呈し
歯科を受診する可能性がある疾患である。

IM が疑われる患者が来院した場合には，発熱，
頸部リンパ節腫脹，咽頭痛，皮膚発疹の有無の確認
をし，口腔内診査では口蓋および口蓋弓の出血斑の
有無，扁桃に膿栓の付着の有無を確認することと，
歯性感染症の原因が無いかの確認が必要である。そ
して確定診断には血清抗体検査が有効である。

IM に伴った細菌感染を疑う場合には特徴的な所
見に乏しく経過することがあるが，ペニシリン系抗
菌薬によってペニシリン誘発の全身性皮膚発疹を誘
発するため，ペニシリン系抗菌薬に対するアレル
ギーを有する患者と同様の手順で抗菌薬の選択を行
う。

一般に IM は対症療法で治療することで十分であ
るが，時に劇症化することもある，全身状態の悪化
の所見が認められる場合には専門医療機関を受診さ
せるなどの適切な対処が必要である。
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