診断・治療に苦慮する感染症

− 総合討論−
■ 司 会：猪狩

淳 先生

■ 発言者：岩田

先生

（講演順）

松本 哲朗 先生
岡部 信彦 先生

司会（猪狩） それで

菌薬で治療し，ペニシリンの増量投与なども行

は，「総合討論」に入ら

われなかったために，難治性になることが多か

せていただきます．本

ったのですが，最近は商品名でいうとクラバモ

日取り上げました 3 つ

ックスのように，超増量投与ができる抗菌薬が

の感染症は互いに共通

出てきましたし，中耳炎に対してもペニシリン

する部分もあります

の増量投与が行われるようになって，昔ほど治

が，それぞれ特徴を有

療に難渋することは少なくなりました．もとも

している感染症です．
そこで，今回はそれぞれの演者の方々にフロア

と PBP の変異による耐性菌の場合，MIC はそ
れほど高くなりませんので，PK / PD 理論から

のみなさまからご質問あるいはご意見をいただ

いえば増量投与で対応可能なわけです．ただ，

くという形式で討論を進めたいと考えていま

髄膜炎に関しては，感受性菌であれ，耐性菌で

す．岩田先生は「薬剤耐性肺炎球菌感染症の現

あれ，きちんと治療をしても，一定の死亡率，

状と対策」と題し，小児科領域の感染症を中心

後遺症を遺す確率はありますから，今後はワク

に，薬剤耐性肺炎球菌感染症の診断・治療をい

チンで予防することが主要な対策になると思い

かに行うべきかについてお話しくださいました．

ます．
司会

まず私が口火を切らせていただきます．岩田

確かに小児，特に乳幼児の化膿性髄膜

先生，高度ペニシリン耐性肺炎球菌，いわゆる

炎の場合，起因菌の第 1 位は肺炎球菌で，次が

PRSP は，疫学調査によると最近は頭打ち状態

インフルエンザ菌ですね．それらの菌の耐性株

にあるとのことですが，臨床現場から見て，実

が増加しているために，実際の医療現場では治

際に PRSP による感染症は多いのでしょうか．
それとも，あまり変化はない - - - - - ．

療に難渋しているわけですね．この点に関して，

岩田

フロアから何かご質問はありませんか．
フロア A

肺炎球菌自体による感染症は現在も減

髄膜炎における耐性菌の比率に関

少しているわけではありません．中耳炎にして

するお話の中で，成人に比べて，小児における

も，肺炎にしても，また髄膜炎にしても現在も

PRSP の比率のほうが高いというご説明をいた

見られますが，その中で耐性度の高い PRSP に

だきましたが，その理由として，小児のほうが

よるそれらの疾患は減少傾向にあるということ

PRSP に曝露する機会が多いためなのか，PRSP

です．治療に関しては，以前は中耳炎も経口抗

の感染段階あるいは病気の進行段階で PBP の
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変異が何らかの影響を与えているのか，どちら

すると，欧米と同じような結果が得られるだろ

が考えられるのでしょう．

うと考えられています．
岩田

フロア B ありがとうございます．

肺炎球菌感染

司会

症あるいは他の病原体

それでは，松本先生の講演に関する質

による呼吸器感染症を

疑に入らせていただきます．松本先生には「変

発症する頻度は，成人

貌する淋菌感染症」というテーマでお話しいた

に比べて小児のほうが

だきましたが，非常にショッキングかつまたエ

高くなっています．そ

キサイティングな講演であったと思います．特

のため，抗菌薬を投与

に淋菌性の咽頭感染症，咽頭炎については驚き

される機会も多く，そ

を禁じえませんでした．これまで，本フォーラ

の結果として耐性菌を保有する確率も高くなる

ムでは淋菌に関する話題はなかったように思い

傾向にあります．もう 1 つ考えられるのは，肺

ます．しかし，性行動の多様化で，淋菌感染症

炎球菌の中でも耐性度の高い血清型である 6A

は大きく変貌していますが，その治療に関して

などは小児での保有率が高い点です．その理由

は抗菌薬も限定されているようです．
岡部

は不明ですが，成人の場合は血清型が異なり，

淋菌感染症は多くの診療科にまたがる

6A などはあまり見られません．ただ，最大の理

というお話をされましたが，それぞれの診療科

由は，成人に比べて小児のほうが抗菌薬を投与

で淋菌を疑うには，検査をしようと思う動機が

される機会が多いことだと思います．

必要です．例えば，眼科や耳鼻咽喉科で，患者

フロア A

さんの眼や咽頭を診て，淋菌感染が疑われるよ

感染後に耐性株ができあがるとい

うな特徴的な所見はあるのでしょうか．

うことでしょうか．
岩田

松本

いや，もともと耐性度の高い血清型の

結膜炎を例に

菌株が蔓延しているということです．その証拠

とりますと，眼科の先

に，保育所などにいる子どもたちを調べますと，

生のお話では，細菌性

ある時期，同じタイプの肺炎球菌やインフルエ

結膜炎の場合，キノロ

ンザ菌を保有しているという事実があります．

ン系抗菌薬の点眼が奏

フロア A

ありがとうございました．

効しない例はないとい

フロア B

私はウイルス学が専門で，細菌に

うことです．したがっ

ついては不案内ですが，ワクチンについてお聞

て，キノロン系抗菌薬

きしたいと思います．欧米で導入されている 7

の点眼で効果がない結膜炎は淋菌性を疑わなけ

価の肺炎球菌ワクチンを日本に輸入して，それ

ればならないかもしれません．一方，咽頭は症

をそのまま使用した場合，日本における耐性菌

状・所見がほとんどなく，淋菌感染を疑うのは

との関係，例えば血清型などとの関係で問題は

難しいと思います．私どもが注意しているのは，

ないのでしょうか．

男性の場合は尿道炎，女性の場合は STD など

岩田

で医療機関を受診した際は，一緒に咽頭の検査

疫学調査の結果では，日本で子どもの

間に流行している肺炎球菌の血清型と，欧米に

も行うということです．ただ，尿道炎であれ，

見られる血清型とはよく似ていますので，日本

STD であれ，治療に際してセフトリアキソン

で使用しても，接種率さえ高まれば，欧米と同

を使えば，咽頭の淋菌感染も同時に消失します

じような効果が得られるのではないかと期待さ

から，咽頭にそれほどこだわる必要はないのか

れています．

もしれません．要は，尿道炎や STD などの淋

フロア B

菌感染が疑われたら，セフトリアキソンを適切

日本では莢膜血清型の解析はかな

に使うことです．

り行われているのでしょうか．
岩田

司会

いや，それほど行われてはいませんが，

淋菌感染症の患者さんは単に泌尿器

北里大学その他のグループの方々が解析を行

科，産婦人科だけでなく，その他の診療科を受

い，その疫学的データをもとにカバー率を計算

診される方も多いということですが，開業され
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松本

ている先生方，病院で毎日診療されている先生

ることも，必要であれば行わなければなりませ

方，何かご意見はないでしょうか．
フロア B

そうです．ターゲットを絞って検査す

んが，淋菌などの細菌の伝播経路に関しては，

松本先生，大変面白いお話をあり

がとうございました．ただ，1 点，教えていた

パルスフィールド電気泳動である程度判定でき

だきたいことがあります．どのような感染症で

ると思います．

もいえることですが，特に STD の場合，伝播を

フロア B ありがとうございました．

阻止するために感染ルートを知る必要があると

司会

松本先生，淋菌の検査材料を提出する

思います．先生のお話の中で，ある患者さんの

際の注意点を教えていただけないでしょうか．

性器と咽頭から検出された淋菌が同一のもので

例えば，尿道の分泌物，あるいは結膜炎のとき

あるか否かを検索する例が提示され，同一であ

の眼脂でもいいのですが，淋菌は寒冷に弱いと

ったため，患者さん本人から感染したものであ

いわれていますので，それらの検査材料を検査
室へ運ぶまでの注意点は - - - - - ．

ることが証明されていましたが，ウイルスの場

松本

合は変異度が高いので，遺伝子解析で微妙な差

淋菌は乾燥や温度などの自然環境の変

をキャッチできます．淋菌でもそういうことが

化に弱く，死滅しやすい菌ですから，もし淋菌

可能なのでしょうか．遺伝子の何を指標にすれ

感染症を疑って培養検査を行う場合は，Thayer

ば，例えば A さん由来，B さん由来とわかるの

Martin 寒天培地や血液寒天培地を検査材料採取

でしょうか．

現場に持ち込んで，その場ですぐ塗抹すること

松本

細菌の場合，通常，同じクローンかど

が，培養検査での検出率を高めることになると

うかの検索にはパルスフィールド電気泳動法が

思います．検査材料をそのまま放置したり，遠

行われます．私の講演の中でお示しした例もパ

くの検査室まで運んだりすることは，培養検査

ルスフィールド電気泳動法で，いわゆるラダー

では検出率の低下につながります．DNA 検査

のパターンが同じかどうかだけを見たものです．

や遺伝子増幅法を行う場合は特に注意点はあり

もっと細部まで検索する必要がある場合は，パ

ません．

ルスフィールド電気泳動法では限界があります．

司会

フロア B

ありがとうございました．それでは，

ある特定の部分をシークエンスす

岡部先生の「わが国において麻疹の排除（elimi-

れば，個人差が出るというところまでは解析さ
れていないという - - - - - ．

nation）は可能か」という演題に関するご質問を
お願いします．岡部先生にはわが国における麻
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岡部

疹の統計学的，疫学的データを数多くご提示い

医学部，看護学部では麻疹の院内感染

ただきました．麻疹ゼロ作戦，ワクチンの必要

に対する意識が非常に高まってきており，実習

性について言及するとともに，最後に新型イン

を兼ねて免疫抗体の有無をチェックしたり，統

フルエンザにも触れていただきました．麻疹は

計学的なデータを集めたりして，免疫抗体のな

もとより，新型インフルエンザに関してもご質

い人にはワクチン接種――費用の支払いの問題

問があればどうぞ．また，麻疹は学校保健でも

は別ですが――を勧めています．そのため，昨

重要と思います．会場の中に学校保健に携わっ
ておられる方がいらっしゃれば - - - - - ．

年の麻疹集団発生の際も，医学部，看護学部の

岡部先生，数年前に大学生の間で麻疹が流行

の効果は十分に見られたわけです．その点，麻

しましたが，先生のお立場から，その現象をど

疹に対する意識が薄く，啓発がうまく行われて

うとらえておられますか．

いなかった学部，例えば子どもたちと接する機
岡部

学生の発生はかなり抑えられて，ワクチン接種

会の多い教育学部などでは学生に麻疹が発生

実際は過去に

も軽い流行があって，

し，教育実習にも行けないような事態になった

われわれがそれに気づ

ようです．特に医学部，看護学部は麻疹に対す

かずにいたのかもしれ

る意識の向上を継続していく必要があります．

ません．現在，乳児期

なぜなら，麻疹が病棟などで発生し，院内感染

の麻疹発生は減少して

となると，病棟閉鎖などにもつながり，管理責

います．しかし，大学

任問題へと発展しかねません．また，職員の感

生の年代には

染対策としては，少なくとも職員採用の際は，

既罹患

が少なく，それが集団となっていたために

東京大学や北里大学での入学者対策に見られた

次から次へと感染し，今回の大流行になったと

ように，抗体未保有者は入職前にワクチン接種

思われます．例えば，会社組織などの場合，多

を受けるよう指導すべきでしょう．なかにはワ

くの年代層がおり，年齢幅がありますから，1

クチン接種ができない人もいると思いますが，

人が麻疹になっても感染は広がりにくいのです
が - - - - - ．実はこのような現象は初めて見られたわ

そういう人は発熱や発疹が見られたら，職場か

者

ら離れるようにすべきです．
司会

けではなく，麻疹の排除（elimination）に向かっ

岡部先生，ありがとうございました．

その他にご質問はありませんか．

ている国々では，中学や高校，大学でも集団発

フロア B

生例を経験しており，アメリカもかなり苦労し

ワクチン関連の麻疹についてご紹

介されましたが，訴訟になるようなことはない
のでしょうか．難しい問題とは思いますが - - - - - ．

たようです．ですから，わが国も elimination の
段階としては仕方がないのかもしれませんが，

岡部

わが国とアメリカとの決定的な相違点は，アメ

ワクチン接種で実際に典型的な麻疹を

リカはワクチンを接種したにもかかわらず，1

発症するということはありえませんので，その

回しか接種していなかったために，免疫が低下

場合はワクチン接種が間に合わなかった，つま

してきた人の間での発生が多かったのですが，

り今日ワクチンの接種を受けたけれども，実は

わが国はもっと手前の段階で，ワクチンを接種

数日前に麻疹ウイルスに曝露し，ワクチン接種

していない年代に発生したという点です．

時期と重なって麻疹が発症したという例が多い

フロア C

麻疹は院内感染対策上，非常に大

と思います．ただ，ワクチンを接種して 2 〜 10

きな問題になっています．私は大学病院に所属

日後に軽い発熱と発疹が出現し，修飾麻疹と判

しており，大学病院の場合，もちろん学生の問

別しにくかった例はあります．しかし，その程

題もありますが，現在在籍している職員の麻疹

度の症状で訴訟までいった事例はありません．
フロア B

対策と，新たに入職してくる職員，また大学病

もしワクチン接種で実際に麻疹を
発症した場合の救済は - - - - - ．

院は一時的に勉強や研修にくる人も数多くいる

岡部

わけで，そういう人たちに対してどの程度の麻
疹対策が必要でしょうか．

痙攣を起こして緊急入院したとなれば

話は別ですが，発熱や発疹に関しては，ワクチ
三菱化学メディエンス Forum 2008 特別号

47

司会

ン自体に問題はあるものの，普通に見られる症

それでは，まだまだお聞きしたい点は

状で，救済に値するものではないと考えるべき

あると存じますが，時間も迫ってまいりました

だと思います．現実問題として，ワクチン接種

ので，「総合討論」はこれで終えたいと思いま

後の発熱，発疹は数％に見られています．

す．岩田先生，松本先生，岡部先生，貴重なご

フロア B

先ほどワクチン接種後に分離され

講演をありがとうございました．また，猛暑の

た株は A 株で，ワクチン株であるとのご説明が

中，お越しいただいた会場のみなさま方にも厚

ありましたが，生ワクチンですから，接種後は

く御礼申し上げます．3 人の先生方のご講演は，

同じ株が分離されて当然ですよね．他の株との

会場のみなさま方にとっても明日からの診療・

区別はどうされているのかと疑問に思ったので
すが - - - - - ．

検査に大いに参考になったと思います．3 人の

岡部

先生方ならびにみなさま方のますますのご活躍

いや，ワクチン接種後に症状が見られ

とご発展をお祈りして，本日の三菱化学メディ

た人から分離した株ですから，他の株との違い

エンス・フォーラム 2008 を終了とさせていただ

は明確です．

きます．長時間，誠にありがとうございました．

フロア B

（おわり）

分離は血液から行っているのでし

ょうか．それとも咽頭でしょうか．
岡部

両方です．血液の場合も咽頭の場合も

あります．全血の場合は遺伝子検査もすぐに行
うことができます．
フロア B ありがとうございました．
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