第 1 章 深在性真菌症の診断と治療のフローチャート

小児領域フローチャート

E

➡解説 182～197 頁

原発性免疫不全症
A．どのような患者がハイリスクか

予防投与
■アスペルギルス症
§
・ITCZ 内用液あるいはカプセル剤 2.5 mg／kg／回 1 日 2 回、また
は 5 mg／kg／回 1 日 1 回（1 回最大 200 mg、1 日最大 400 mg）経
口投与
［BⅡ］
・VRCZ 2～11 歳または 12～15 歳で体重 50 kg 未満：9mg／kg／回
、12～15 歳で体重 50 kg 以上：200 mg／回（最大
（最大 350 mg）
［BⅡ］
300 mg）1 日 2 回食間経口投与
・AMPH-B 50 mg を蒸留水 10～20 mL で溶解し 2～4 mL／回 1 日
［C1Ⅲ］
2～5 回吸入
■カンジダ症
［BⅡ］
・FLCZ 6～12 mg／kg／回（最大 400 mg）1 日 1 回経口投与
§
・ITCZ 内用液あるいはカプセル剤 2.5 mg／kg／回 1 日 2 回、また
は 5 mg／kg／回 1 日 1 回（1 回最大 200 mg、1 日最大 400 mg）経
口投与
［BⅡ］
・VRCZ 2～11 歳または 12～15 歳で体重 50 kg 未満：9mg／kg／回
、12～15 歳で体重 50 kg 以上：200 mg／回（最大
（最大 350 mg）
［BⅡ］
300 mg）1 日 2 回食間経口投与
、2～3 mL／回（幼児）
、
・AMPH-B シロップ 1～2 mL／回（乳児）
［C1Ⅲ］
4 mL／回（学童）1 日 2～4 回食後経口投与

・原疾患自体がもつ免疫不全状態が真菌感染症を
惹起すると報告されている疾患群（表 1 参照）
・新生児・乳児
・長期にわたる抗菌薬使用
・染色体異常
・人工呼吸器
・中心静脈カテーテルの留置

B．どのような場合に発症を疑うか
臨床所見：
抗菌薬不応性の発熱、咳嗽・痰、多呼吸、呼吸困
難、胸痛、低酸素血症、腹痛、頻回の下痢、哺乳
力・食欲の低下、頭痛、不機嫌、意識障害など
一般検査所見：
CRP ↑、WBC ↑、SpO2 ↓、肺・肝機能異常、髄
液細胞数↑など
画像所見：
胸部 X 線での楔形影、スリガラス状陰影など

C．どのような検査を実施するか
血清診断：β-D-グルカン、アスペルギルス GM
＊
抗原、カンジダマンナン抗原
画像診断：胸部 CT（halo sign、air-crescent sign
など）
腹部超音波（bull’
s eye sign）
腹部および頭部の MRI あるいは CT
眼底検査
培養検査：血液、髄液、胸水、尿、BALF など
病理組織学的診断：生検（肺・肝臓など）
、BALF

経験的治療

真菌症
疑い例
臨床
診断例
確定
診断例

＊第 2 章［2］
-4 血清診断参照（88 頁）

表1

深在性真菌感染症を惹起するとの報告がある原発性
免疫不全症

1）抗体産生不全症

X 連鎖無ガンマグロブリン血症、分類不能
型免疫不全症

2）食細胞機能不全
症

CGD、ミエロペルオキシダーゼ欠損症、白
血球接着不全症、先天性好中球減少症

3）補体不全症

補体欠損症、Mannose binding lectin 欠損症

4）細胞性あるいは
複合免疫不全症

重症複合免疫不全症、Di George 症候群、X
連鎖高 IgM 症候群、Wiskott・Aldrich 症候群

5）その他

高 IgE 症候群、IFN-γ／IL-12 axis 欠損症、慢
性粘膜皮膚カンジタ症
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第一選択薬
※
［BⅠ］
・L-AMB 2.5～5 mg／kg／回 1 日 1 回点滴静注
2
（loading dose：初日の
・CPFG 50～70 mg／m ／回（最大 70 mg）
2
）1 日 1 回点滴静注
［BⅠ］
み 70 mg／m ／回［最大 70 mg］
・ FLCZ（アスペルギルス症には無効）6 ～12 mg ／kg ／回（最大
［BⅡ］
400 mg）1 日 1 回静注
［BⅢ］
・MCFG 3～6 mg／kg／回（最大 300 mg）1 日 1 回点滴静注
・VRCZ 2～11 歳または 12～15 歳で体重 50kg 未満：8 mg／kg／回
、12～15 歳で体重 50 kg
（loading dose：初日のみ 9 mg／kg／回）
以上：4 mg／kg／回（loading dose：初日のみ 6 mg／kg／回）1 日
［BⅢ］
2 回点滴静注
第二選択薬
§
・ITCZ 4～6 mg／kg／回（最大 200 mg）1 日 1 回（loading dose：
［BⅢ］
初め 2 日間 5 mg／kg／回［最大 200 mg］1 日 2 回）点滴静注

標的治療
■アスペルギルス症
第一選択薬
・VRCZ 2～11 歳または 12～15 歳で体重 50kg 未満：8 mg／kg／回
（loading dose：9 mg／kg／回）
、12～15 歳で体重 50 kg 以上：4 mg／
［AⅠ］
kg／回（loading dose：6 mg／kg／回）1 日 2 回点滴静注
※
［AⅠ］
・L-AMB 2.5～5 mg／kg／回 1 日 1 回点滴静注
第二選択薬
2
（loading dose：初日の
・CPFG 50～70 mg／m ／回（最大 70 mg）
2
）1 日 1 回点滴静注
［BⅡ］
み 70 mg／m ／回［最大 70 mg］
［BⅢ］
・MCFG 3～6 mg／kg／回（最大 300 mg）1 日 1 回点滴静注
・重症例では CPFG または MCFG と L-AMB あるいは VRCZ との
併用
［C1Ⅲ］
§
・その他、状況によって 5-FC 25～50 mg／kg／回 1 日 4 回経口投
与を組み合わせる
［C1Ⅲ］
■カンジダ症
・経験的治療と同じ
・治療薬の投与期間については、臨床症状および検査所見（CRP、好中球数な
ど）
、β-D-グルカン値および画像所見の改善状態から、総合的に判断する

§小児では未承認（2015 年 5 月現在）
「通常、成人には」との適応年齢を限定する文言がないため、小児でも使用は可能と解釈される。ただし、
【小児などへの使用】
※添付文書上、
に注意書きがあるため、注意をしながら医師の判断の下での使用となる
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小児領域でよく深在性真菌感染症が問題となる疾患、あ

などの画像所見で補助的に深在性真菌症が疑われる場合も

球減少症（ febrile neutropenia；FN ）を含む血液・腫瘍

少なくない。

原発性免疫不全症

1

章

影、アスペルギルス症では halo sign、air-crescent sign ）

るいは特殊な分野として、原発性免疫不全症、発熱性好中
性疾患、新生児を取り上げ、フローチャートを作成した。
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培養検査または病理組織学的診断：血液または喀痰の培
養検査にて塗抹標本の鏡検で真菌が同定されるが、菌量と
ともにカンジダ症では仮性菌糸、アスペルギルス症では菌
糸性菌要素などの増殖型の真菌要素の鏡検による検出も診

深在性真菌感染症が問題になると、これまで報告のある
原発性免疫不全症として、表 1 のような疾患があげられ
ている。なかでも、よく知られているのは慢性肉芽腫症

断的価値が高い。

［治療］

（ CGD ）と高 IgE 症候群であり、侵襲性アスペルギルス症

小児領域での抗真菌薬の投与は、その有効性を考え、副

を発症しやすい。また、慢性粘膜皮膚カンジダ症や様々な

作用のモニタリングを確実に行う必要がある。治療薬の投

免疫不全症の合併が示唆されている染色体異常症であるダ

与期間については、臨床症状および検査所見（ CRP、好中

ウン症候群では、カンジダ症が重症化することが少なくな

球数など）、β-D-グルカン値および画像所見の改善状態

い。

から、総合的に判断する。

［診断］
a．リスクファクター

a．予防投与
アスペルギルス症の予防には ITCZ【小児：保険適用外】
内用液あるいはカプセル剤の経口投与が行われる。また、
2014 年、薬剤として小児適応を取得した VRCZ【予防投

発性免疫不全症では常に真菌感染のリスクを意識しておく

与では保険適用外】も使用されている。さらに推奨度は高

必要がある。また、免疫不全症を呈する小児では、易感染

くないが、AMPH-B【小児：保険適用外】の吸入療法

性が真菌感染症の発症に関与している。患者の多くが免疫

（ 50 mg を蒸留水 10～20 mL で溶解し、1 回 2～4 mL を 1

能の未熟な新生児・乳児であること、長期にわたり抗菌薬
を使用していること、染色体異常を伴う場合もあること、

日 2～5 回吸入）を行うこともある。
カンジダ症の予防には FLCZ、VRCZ【予防投与では保

また管理上人工呼吸器や中心静脈カテーテルを装着するこ

険適用外】または ITCZ【小児：保険適用外】の経口投与が

となどがリスクファクターといえる。

行われる。また、推奨度は高くないが、AMPH-B 経口投

b．臨床所見

与（シロップを乳児 1～2 mL／回、幼児 2～3 mL／回、学童

小児では抗菌薬不応性の発熱、咳嗽、多呼吸、呼吸困難、
胸痛、低酸素血症、腹痛、頻回の下痢、哺乳力・食欲の低

4 mL／回を 1 日 2～4 回食後に投与）を行うこともある。

b．経験的治療

下、頭痛、不機嫌、意識障害などの徴候が診断の参考にな

L-AMB 点滴静注、CPFG 点滴静注、FLCZ 静注（アス

ることがある。血液や髄液など無菌的な検体から真菌が分

ペルギルス症には無効）
、MCFG 点滴静注、VRCZ の点滴

離された場合、診断意義は大きく、基礎疾患や異物の存在

静注または経口投与および ITCZ【小児：保険適用外】点

により反復して真菌が分離される場合や抗菌薬に不応性の

滴静注が行われる。

臨床症状がある場合には、深在性真菌感染症を疑う。診断

c．標的治療

は困難であることが多く、問診を含めた十分な経過観察を

●アスペルギルス症

要する。

c．検査所見

VRCZ 点滴静注（病勢期を過ぎたら、経口投与でも可）
、
L-AMB 点滴静注、CPFG 点滴静注、MCFG 点滴静注を

血清診断：補助診断法として、β-D-グルカン値に加え

行う。重症例では、CPFG または MCFG と L-AMB ある

て、アスペルギルス症ならアスペルギルス GM 抗原、カ

いは VRCZ との併用療法を行う。その他状況によって

ンジダ症ならカンジダマンナン抗原を測定して診断する。
画像検査：胸・腹部単純 X 線検査、腹部超音波検査、
MRI 検査、CT 検査（カンジダ症ではびまん性陰影、浸潤

5-FC【小児：保険適用外】を組み合わせる。
●カンジダ症
経験的治療での点滴静注と同じ。
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E

小児領域

原疾患自体がもつ免疫不全状態が真菌感染を惹起する原

第 1 章 深在性真菌症の診断と治療のフローチャート

E

小児領域フローチャート

➡解説 182～197 頁

小児血液・腫瘍性疾患
A．どのような患者がハイリスクか

予防投与
＊2

・10 日間以上遷延する好中球減少症
特に急性白血病の導入療法および AML の強化療法
・同種 HSCT 後の好中球減少期
・GVHD
・ステロイド・免疫抑制薬の長期使用
3 週間以上のステロイド薬
（プレドニゾロン換算＞ 0.3 mg／kg／日）
＊1
・中心静脈カテーテルの留置

・FLCZ 6～12 mg／kg／回（最大 400 mg）1 日 1 回経口投与ま
たは静注
［BⅡ］
＊2
［AⅡ］
・MCFG 1 mg／kg／回（最大 50 mg）1日 1 回点滴静注
§＊3
内用液 2.5 mg／kg／回 1 日 2 回または 5 mg／kg／回 1
・ITCZ
日 1 回（1 回最大 200 mg、1 日最大 400 mg）空腹時経口投与
［BⅡ］
＊3, 4
・VRCZ
2～11 歳または 12～15 歳で体重 50kg 未満：9 mg／
、12～15 歳で体重 50 kg 以上：200 mg／
kg／回（最大 350 mg）
回（最大 300 mg）1 日 2 回食間経口投与
［BⅡ］

＊1 予防の対象とはしない

B．どのような場合に発症を疑うか
発熱性好中球減少症（FN）
・広域抗菌薬を 4～7 日間投与しても発熱や呼吸器症状の
持続あるいは再燃がみられた場合
好中球減少状態にない場合
臨床所見：抗菌薬不応の発熱、咳嗽、多呼吸、呼吸困難、
胸痛、腹痛、頻回の下痢、哺乳力・食欲低下、
頭痛、不機嫌、意識障害など
一般検査所見：CRP ↑、SpO2 ↓、肝機能異常など
画像所見：胸部 X 線での楔形影、スリガラス状陰影など

＊2 HSCT 時のみ予防投与に保険適用
＊3 ビンカアルカロイド系薬やシクロホスファミド投与時には抗腫瘍活性の
増強に注意
＊4 予防投与は未承認（2015 年 5 月現在）

経験的治療

C．どのような検査を実施するか
血清診断：β-D-グルカン、カンジダマンナン抗原、アスペ
ルギ ルス GM 抗原
画像診断： 胸部 CT（halo sign、air-crescent sign など）
腹部超音波（bull’
s eye sign）
腹部や頭部の MRI あるいは CT
眼底検査

第一選択薬
2
（loading dose：初日
・CPFG 50～70 mg／m ／回（最大 70 mg）
2
）1 日 1 回点滴静注
［AⅠ］
のみ 70 mg／m ／回［最大 70 mg］
［BⅡ］
・MCFG 3～6 mg／kg／回（最大 300 mg）1 日 1 回点滴静注
※
［BⅠ］
・L-AMB 2.5～5 mg／kg／回 1 日 1 回点滴静注
＊5
［C1Ⅱ］
、
・FLCZ 6～12 mg／kg／回（最大 400 mg）1 日 1 回静注
アゾール系薬の予防がなされていない場合
［BⅡ］
第二選択薬
＊3, 6
・VRCZ
2～11 歳または 12～15 歳で体重 50kg 未満：8 mg／
、12～15 歳で体
kg／回（loading dose：初日のみ 9 mg／kg／回）
重 50 kg 以上：4 mg／kg／回（loading dose：初日のみ 6 mg／
［BⅢ］
kg／回）1 日 2 回点滴静注
§＊3
・ITCZ
5 mg／kg／回（最大 200 mg）1 日 1 回（loading dose：
［BⅢ］
初め 2 日間 5 mg／kg／回［最大 200 mg］1日 2 回）点滴静注

培養検査：血液、髄液、胸水、尿、BALF など
病理組織学的診断：生検、鏡検（BALF）

真菌症疑い例
臨床診断例

確定診断例

＊3 ビンカアルカロイド系薬やシクロホ
スファミド投与時には抗腫瘍活性
の増強に注意
＊5 アスペルギルス症が疑われる場合
には用いない
＊6 トラフ血中濃度によるモニタリング
を行うことが望ましい

標的治療
＊7

■カンジダ血症および播種性カンジダ症
＊8

・MCFG 3～6 mg／kg／回（最大 300 mg）1 日 1 回点滴静注
［AⅠ］
＊8
2
（loading dose：初日
・CPFG 50～70 mg／m ／回（最大 70 mg）
2
）1 日 1 回点滴静注
［AⅡ］
のみ 70 mg／m ／回［最大 70 mg］
※
［BⅡ］
・L-AMB 2.5～5 mg／kg／回 1 日 1 回点滴静注
＊6, 9
・VRCZ
2～11 歳または 12～15 歳で体重 50kg 未満：8 mg／
、12～15 歳で体重
kg／回（loading dose：初日のみ 9 mg／kg／回）
50 kg 以上：4 mg／kg／回（loading dose：初日のみ 6 mg／kg／回）
［BⅢ］
1 日 2 回点滴静注
＊9, 10
＊11
（最大 400 mg）1日1回静注
［BⅡ］
・FLCZ
6～12 mg／kg／回
＊6 トラフ血中濃度によるモニタリングを行うことが望ましい
＊7 播種性カンジダ症の場合には L-AMB を第一選択に推奨
［AⅢ］
＊8 C.parapsilosis の場合には MCFG と CPFG で耐性のことがある
［DⅡ］
＊9 C.glabrata では耐性が多く、FLCZ と VRCZ を推奨しない
＊10 C.krusei は耐性であり、FLCZ を推奨しない
［DⅡ］
＊11 FLCZ は重症ではなく、予防投与にアゾール系薬を使用していない場合に
のみ推奨
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■侵襲性アスペルギルス症
第一選択薬
＊6
・VRCZ 2～11 歳または 12～15 歳で体重 50 kg 未満：
8 mg／kg／回（loading dose：初日のみ 9 mg／kg／回）、
12 ～15 歳で体重 50 kg 以上：4 mg／kg／回（loading
［AⅠ］
dose：初日のみ 6 mg／kg／回）1 日 2 回点滴静注
※
［AⅡ］
・L-AMB 2.5～5 mg／kg／回 1日1回点滴静注
第二選択薬
2
（ loading
・ CPFG 50 ～70 mg ／m ／回（最大 70 mg ）
2
）1 日 1 回
dose：初日のみ 70 mg／m ／回［最大 70 mg］
点滴静注
［BⅡ］
・MCFG 3～6 mg／kg／回（最大 300 mg）1 日 1 回点滴静
注
［BⅢ］
・重症例での CPFG または MCFG と L-AMB あるいは
［C1Ⅲ］
VRCZ との併用
中枢神経系感染あるいは基礎に腎障害があれば L-AMB より VRCZ
§
（点滴静注）を推奨。効果不十分であれば ITCZ （点滴静注）も考慮

§小児では未承認（2015 年 5 月現在）
「通常、成人には」との適応年齢を限定する文言がないため、小児でも使用は可能と解釈される。ただし、
【小児などへの使用】
※添付文書上、
に注意書きがあるため、注意をしながら医師の判断の下での使用となる
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いことが多いため注意が必要である。
培養検査または病理組織学的診断：血液または喀痰培養
にて塗抹標本の鏡検で真菌が同定されるが、菌量とともに

小児においても、成人と同様に HSCT や抗腫瘍薬をは
じめとした白血病などに対する治療、放射線治療、ステロ
イド薬や免疫抑制薬による治療が一般化され、深在性真菌
症の発生頻度は増加している。化学療法後には発熱性好中
球減少症（ FN ）として抗菌薬治療を開始した後に真菌症
の発症がみられることがほとんどである。初期選択薬とし

菌糸性菌要素などの増殖型の真菌要素の診断的価値が高い。
さらに真菌性眼内炎を引き起こす症例もみられることも
あり、眼底検査は眼症状がなくても行うべきである。

［治療］
a．予防投与

て広域抗菌薬を使用した後に不応であった場合に、いつの

一般的な化学療法時の予防には FLCZ【予防：HSCT 時

時点で真菌症を疑い検査・診断できるかが重要なポイント

のみ保険適用】の経口投与が行われている。ITCZ（内用

となる。

液）
【小児：保険適用外】の経口投与が行われることもある。

［診断］
a．リスクファクター
従来の小児における血液腫瘍性疾患の報告では、AML
がリスクであるとする報告がほとんどである（ AML 全体

ただし、ビンクリスチンなどとの相互作用があるために注
意が必要である。また、HSCT 症例では MCFG の点滴静
注による予防が認められており推奨される。

b．経験的治療
FN で、広域抗菌薬の数日間の投与に不応の場合には、
深在性真菌症が強く疑われる。確定診断を待っていては致

とも知られている。さらに、他の造血器疾患でも寛解導入

死的になりかねないので、経験的な抗真菌治療を直ちに行

時には注意が必要である。また、HSCT は真菌症の重要

う。まだ菌種が同定できていないので、アスペルギルスに

なリスクファクターとなり好中球減少時と GVHD の発現

抗菌活性をもつ CPFG 点滴静注、MCFG 点滴静注か

の時期の二峰性に多いことも知られている。ステロイド薬

L-AMB 点滴静注を推奨する。カンジダ症が疑われ、かつ

を含む免疫抑制薬は真菌症の発症を助長することは知られ

アゾール系薬の予防投与がなされていない場合に限り

ており、GVHD の場合にはそれ自体による免疫抑制とさ

FLCZ 静注を用いてもよい。第二選択薬として VRCZ や

らに免疫抑制薬の使用が真菌症発症に関与しているとされ

ITCZ【小児：保険適用外】の点滴静注を用いる。その後、

ている。

検査により診断が確定した場合には、下記の標的治療に移

b．臨床所見

行する。

好中球減少状態の場合には、広域抗菌薬で反応しなかっ

c．標的治療

たことが、発熱以外に症状がなくても深在性真菌症を疑う

血液培養、喀痰培養にて明らかに真菌が証明された際は

根拠となり得る。また、抗菌薬が当初効いていたのに、再

深在性真菌症と診断し、治療を開始する。カンジダ血症の

び発熱してきた場合には特に注意が必要である。好中球減

場合には、MCFG 点滴静注、CPFG 点滴静注、L-AMB

少状態にない場合には、他の小児疾患における深在性真菌

点滴静注、VRCZ 点滴静注あるいは FLCZ 静注を推奨す

症と同様である。診断は困難であることが多く、問診を含

る（ただし、予防にアゾール系薬を使用していた場合には

めた十分な経過観察を要する。

FLCZ を推奨しない）。なお、播種性カンジダ症の場合に

c．検査所見

は、L-AMB 点滴静注が第一選択薬として推奨される。一

血清診断：補助診断法として、β-D-グルカンやカンジ

方、アスペルギルス症では VRCZ点滴静注が第一選択薬

ダマンナン抗原、アスペルギルス GM 抗原などの血清学

として推奨される。
特に中枢神経系感染症では薬剤移行性

的検査があるが、感度や特異度に差異があるためいくつか

から考慮すべきである。
忍容性の面からL-AMB点滴静注が

の検査法を組み合わせて診断する。

これに次ぐ。
また、
重症例ではVRCZあるいはL-AMBとの

画像診断：腹部超音波検査（肝における bull’
s eye
sign ）
、MRI 検査（肝脾小膿瘍など）
、CT 検査（肺におけ

併用でCPFG点滴静注またはMCFG点滴静注を用いてもよ
い。

る halo sign、air-crescent sign ）などの画像所見で補助

なお、
VRCZは年齢や個人差により代謝が異なることが

的に深在性真菌症が疑われる場合も少なくない。なお、腹

あるため、
トラフ血中濃度測定によるモニタリングを行う

部 CT では肝臓や腎臓の膿瘍は造影しなければ検出できな

ことが望ましい。
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➡解説 182～197 頁

新生児（深在性カンジダ症を中心に）
A．どのような患者がハイリスクか

予防投与

・より短い在胎週数（超早産児）
・極低出生体重児
・経腟分娩による出生
・人工呼吸器
・中心静脈カテーテル留置
・外科的処置を要する児
・壊死性腸炎や消化管穿孔
・経腸栄養の遅れ
・長期の高カロリー輸液
・長期の抗菌薬使用
・H2 ブロッカー・プロトンポンプ阻害薬やステロ
イド薬の使用
・複数箇所からの真菌の検出やカンジダ様皮膚炎
の存在

・FLCZ 3 または 6 mg／kg／回を生後 2 週まで 72 時間毎に、
生後 3～4 週は 48 時間毎に、生後 5～6 週は 24 時間毎に静
注もしくは経口投与（生後 6 週間または点滴終了まで）
［BⅠ］
・MCFG 1 mg／kg／回 1 日 1 回 1 時間以上かけて点滴静注
（生後 6 週間または人工呼吸器と中心静脈カテーテル留置
が終了するまで）
［C1Ⅲ］

■先天性カンジダ症の場合
・絨毛膜羊膜炎
・臍帯炎
・早産
・母体の IUD 使用
・産道からのカンジダ検出

先天性カンジダ症
・低出生体重児の場合
・深部感染症状を有する成熟児の場合

B．どのような場合に発症を疑うか

経験的治療

臨床所見：
細菌感染と同様な新生児期感染徴候、長期の抗菌
薬使用歴、表在からの真菌の検出、カンジダ様皮
膚炎
一般検査所見：
WBC ↑、好酸球↑、血小板↓、CRP ↑、尿蛋白・
尿潜血陽性などの異常検査所見

C．どのような検査を実施するか
血清診断：β-D-グルカン、カンジダマンナン抗
原
、肝内病
画像診断：腎内病変（fungus ball など）
変、頭蓋内病変、心膜炎などの合併症
の検索のために、胸・腹部単純 X 線検
査、頭部・心臓・腹部超音波検査、CT
検査、MRI 検査
眼底検査：カンジダ眼内炎の検索
培養検査：血液、髄液、尿など
病理組織学的診断：生検（肺・肝臓など）
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（発症頻度を考慮して対象児を選択）

・FLCZ 6～12 mg／kg／回を生後 2 週までは 72 時間毎に、生
後 3～4 週は 48 時間毎に、生後 5 週以降は 24 時間毎に静
注もしくは経口投与（早期に有効血中濃度を得るために初
回量を倍量投与可）
［BⅡ］
2
［BⅡ］
・CPFG 25 mg／m ／回 1 日 1 回 1 時間で点滴静注
・MCFG 1～6 mg／kg／回 1 日 1 回 1 時間以上かけて点滴静
［BⅡ］
注（10～15 mg／kg まで増量可能）

標的治療
真菌症
疑い例

臨床診断例

確定診断例

第一選択薬
2
［BⅠ］
・CPFG 25 mg／m ／回 1 日 1 回 1 時間で点滴静注
・FLCZ 6～12 mg／kg／回を生後 2 週までは 72 時間毎に、生
後 3～4 週は 48 時間毎に、生後 5 週以降は 24 時間毎に静
注もしくは経口投与（早期に有効血中濃度を得るために初
回量を倍量投与可）
［BⅡ］
・MCFG 3～6 mg／kg／回 1 日 1 回 1 時間以上かけて点滴静
［BⅡ］
注（10～15 mg／kg まで増量可能）
第二選択薬
※
・L-AMB 2.5～5 mg／kg／回 1 日 1 回 1～2 時間以上かけて
点滴静注
［BⅡ］
§
・AMPH-B 0.5～1 mg／kg／回 1 日 1 回 3～6 時間以上かけ
て点滴静注
［BⅡ］
第三選択薬
［C1Ⅲ］
・VRCZ 2 歳以上の用法用量を参考に考慮

§新生児では未承認。わが国における新生児での保険適用は L-AMB、FLCZ、MCFG、CPFG のみ（2015 年 4 月現在）
。
「通常、成人には」との適応年齢を限定する文言がないため、小児でも使用は可能と解釈される。ただし、
【小児などへの使用】
※添付文書上、
に注意書きがあるため、注意をしながら医師の判断の下での使用となる
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菌薬の予防投与期間は、生後 6 週間または人工呼吸器や中
心静脈カテーテル留置などの集中治療が終了するまでとさ
れている。

新生児期の深在性真菌感染症は、ほとんどがカンジダ属
による感染であるため、深在性カンジダ感染症の管理を示
す。

［診断］

b．経験的治療
先天性カンジダ症は臨床症状から比較的診断が容易であ
るため、低出生体重児や深部臓器症状を有する成熟児が経
験的治療の対象となる。さらに、極低出生体重児や外科的
治療を要する児においてカンジダ感染症が疑われた際にも、

子宮内あるいは産道からの感染による出生後早期に発症

経験的治療を開始する。新生児領域における真菌感染の頻

する先天性カンジダ症は、絨毛膜羊膜炎、臍帯炎、早産、

度が最も多いのがカンジダ症であることを考慮し、投与量

母体の IUD 使用や産道からのカンジダの検出が関連し、

が規定されている比較的安全な CPFG、FLCZ、MCFG

全身性の皮膚病変や部分的な皮膚炎を有するため診断しや

のいずれかが、経験的治療薬として推奨される。2014 年

すい。出生後に感染するカンジダ感染症は、フローチャー

12 月に保険適用された CPFG は、欧米ではすでに実績が

トに示すようなリスクファクターを複数有する極低出生体

あるため MCFG と同様に経験的治療薬として推奨される。

重児や外科的治療を要する児に発症することがほとんどで

施設内で検出されるカンジダ属の感受性や予防投与薬の種

ある。カンジダ感染症に特異的な症状を新生児で見出すこ

類を考慮して選択することになる。

とは難しいため、感染徴候を有する際には細菌感染症とと

c．標的治療
菌種が同定された後には、抗真菌活性や臓器移行性を考

症検索として行う一般血液・尿検査と無菌部位の病原菌検

慮して標的治療を開始する。第一選択薬としても CPFG、

索以外に、血中のカンジダマンナン抗原や β-D-グルカン

FLCZ、MCFG のいずれかが推奨されるが、これらの抗

値による補助診断を加える。合併症の検索のために深部臓

真菌薬に耐性を示すカンジダ属や他の真菌による感染の場

器の画像検査や眼科検査を行う。

合は、第二選択薬として L-AMB か AMPH-B が選択さ

［治療］
a．予防投与

れる。2014 年 10 月に小児領域でも保険適用された VRCZ
は、L-AMB が無または低反応であった新生児カンジダ菌
血症に対して高い有効性を示した報告がなされた。難治例

予後不良な真菌感染の現状を鑑み、超低出生体重児など

に対する救済療法やアスペルギルス属に対する治療薬とし

の真菌感染の危険性が高い児への抗真菌薬の予防投与が実

て新生児領域でも期待されるが、新生児における安全性や

証されている。有効性に関する根拠がある一方、地域や施

投与量について検証が必要である。

設による真菌感染発症率の相違、薬剤への耐性化、保険収

なお、本項ではより実臨床に沿ったものとするため、添

載がないなどの理由から一律的な予防投与には議論の余地

付文書に記載されている投与量でなく、新生児や低出生体

がある。したがって、真菌感染の発症率が高い施設や対象

重児で検証された投与量をフローチャート内に記載してい

児のみに予防投与は考慮される。予防投与に用いる抗真菌

る。成人や他の小児領域で選択される ITCZ は、新生児で

薬として実証されている FLCZ の投与方法をフローチャ

の投与量が不明で、有効性も検証されていないため、現時

ートに記載した。F L C Z に対する耐性菌を想定して

点での推奨を控える。

MCFG を予防投与に用いるわが国での現状がある。抗真
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もにカンジダ感染症も念頭に置く必要がある。通常の感染

