講演 1

多剤耐性菌の現状
抗菌薬開発の歴史は耐性菌の出現との競争の歴史と言える．
近年では，多種類の抗菌薬に対し耐性を示す多剤耐性菌が
次々と出現しているため，その早期発見や感染拡大の抑制と
いった対応が医療者に求められている．本稿では，特に話題
性の高い多剤耐性菌について解説する．
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＜ 戦時中の（誇大）広告，
「ペニシリンは 4 時
間で淋病を治します」 ＞
サルバルサンの開発後，日本では 1944 年ごろか

人類はこれまでさまざまな抗菌薬を開発してきま

ら碧素という抗菌薬が使われるようになりました．こ

した．その最も古い抗菌薬は 100 年前（1911 年）

れ は，Alexander Fleming が アオカビから発 見し

に開発されたサルバルサン（図 1）です．当時，
“梅

て実用化されたもので，今日ではペニシリン（図 2）

毒の治療に画期的な効果を発揮する”として世界

としてグラム陽性菌やレンサ球菌の治療に使われて

的に使われたこの薬は，日本人が中心となり Paul

います．ペニシリンは“淋菌によく効く”と言われ，

Ehrlich と共同で開発されました．特に細菌学者の

第二次世界大戦中，ニューヨークの街中のごみ箱

秦佐八郎［P47 参照］は膨大な量の薬剤をスクリーニ

に「PENICILLIN CURES GONORRHEA IN 4

ングし，その中で 606 番目に開発された化合物がサ

HOURS. SEE YOUR DOCTOR TODAY」
（ペニシ

ルバルサンであったことから，当時この薬は 606 号

リンは 4 時間で淋病を治します．今すぐ医師にかか

と呼ばれていました．

りましょう）というキャッチフレーズが使われるほど

図 1 サルバルサンの構造式

図 2 ペニシリンの構造式
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普及しました．
その後も 1970 ～ 1980 年代をピークに（表 1）
，こ

開発・実用化と耐性菌の発見・出現という競争関係
が始まったのです．

こ 50 ～ 60 年の間，非常に多くの抗菌薬が開発され

この競争関係で大きな問題となった耐性菌は，年

てきました．その中には，バンコマイシンのように開

代により異なります．1970 年代から 1980 年代まで

発から 50 年以上経過した今でも現役で使われてい

は主にペニシリン耐性・バンコマイシン耐性のグラム

るものや，コリスチンのように 1950 年代に開発され

陽性菌が，1990 年代ではβ-ラクタム系抗菌薬耐性

たものの最近まで注目されることがなかったものなど

のグラム陰性桿菌が，
そして 2000 年を過ぎるとニュー

があります．

キノロン系抗菌薬耐性のグラム陰性桿菌が問題と
なっています．このように，現代の医療者はさまざま
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＜抗菌薬と耐性菌の競争の始まり＞

な耐性菌が次々と出現する事態に直面しています．

ペニシリンが工業的に大量生産され始めたのは
ニシリンの分解酵素（ペニシリナーゼ）を持つ大腸
菌や黄色ブドウ球菌が見付かっていました．これが

院内感染対策上問題となる
β- ラクタマーゼ産生菌
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1940 年代半ばですが，実用化される前にすでにペ

するために 1960 年代にメチシリンが開発，使用され

照 ］には，ESBL（extended-spectrumβ- lactamase；

るようになりましたが，すぐにメチシリン耐性黄色ブ

基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ）
，MBL
（metallo-β-

ドウ球菌が出現しました．このようにして，抗菌薬の

lactamase；メタロβ-ラクタマーゼ）
，KPC 型カルバペ
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院内感染対策上問題となるβ-ラクタマーゼ［P47 参
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耐性菌の草分けです．このペニシリン耐性菌に対抗
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表 1 主な抗菌薬の発売年
サルバルサン

1939 年

スルファセタミド

1940 年代

スルファメチゾール，ベンジルペニシリン，スルファジミジン，スルファメラジン，ストレプトマイシン，スルファジアジン，クロルテト

語句解説

1911 年

ラサイクリン，クロラムフェニコール，ネオマイシン
1950 年代

オキシテトラサイクリン，ペニシリン G・プロカイン，エリスロマイシン，バンコマイシン，ベンジルペニシリン・ベンザチン，スピラマイシン，
チアムフェニコール，コリスチン，フェノキシメチルペニシリン，デメチルクロルテトラサイクリン，バージニアマイシン，ピラジナミド

World News

メチシリン，メトロニダゾール，アンピシリン，スペクチノマイシン，スルファメトキサゾール - トリメトプリム，クロキサシリン，ナリジ
クス酸，フシジン酸，フサファンギン，ライムサイクリン，ゲンタマイシン，ドキシサイクリン，カルベニシリン，リファンピン，クリン
ダマイシン
セファレキシン，セファゾリン，ピヴァンピシリン，チニダゾール，アモキシシリン，セフラジン，ミノサイクリン，プリスチナマイシン，
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1970 年代

ホスホマイシン，タランピシリン，トブラマイシン，バカンピシリン，チカルシリン，アミカシン，アゾシリン，セファドロキシル，セファ
マンドール，セフォキシチン，セフロキシム，メズロシリン，ピブメシリナム，セファクロル，ピペミド酸
1980 年代

ホッと・

1960 年代

ポリミキシン B，セフメタゾール，セフォタキシム，セフスロジン，ピペラシリン，アモキシシリン - クラブラン酸，セフォチアム，ラ
最新
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タモキセフ，ネテレマイシン，アパラシリン，セフトリアキソン，ミクロノマイシン，セフメノキシム，セフタジジム，セフトロキシム，
ノルフロキサシン，セフォニシド，セフォテタン，テモシリン，セフピラミド，イミペネム - シラスタチン，オフロキサシン，ムピロシン，
アズトレオナム，セフォペラゾン－スルバクタム，フロモキセフ，チカルシリン - クラブラン酸，セフィキシム，ロキシスロマイシン，
アンピシリン - スルバクタム，スルタミシリン，シプロフロキサシン，アジスロマイシン，イセパマイシン，ミデカマイシン，リファネチン，
1990 年代

徒然なる
ままに。

テイコプラニン，セフポドキシム，エンロフロキサシン，ロメフロキサシン，トスフロキサシン
アルベカシン，セフォジジム，クラリスロマイシン，セフジニル，セフェタメト，セフピロム，セフェプロジル，セフェティブフェン，フ
レロキサシン，ロラカルベフ，ピペラシリン - タゾバクタム，ルフロキサシン，ロメフロキサシン，ブロデモプリム，ジリスロマイシン，
レボフロキサシン，ナジフロキサシン，パニペネム - ベタミプロン，スパフロキサシン，セフェピム，ファロペネム
2000 年代

パズフロキサシン，プルリフロキサシン，モキシフロキサシン，ガチフロキサシン（経口薬は 2008 発売中止）
，リネゾリド，テリスロマ
イシン，ダプトマイシン，チゲサイクリン

2011 No.69



講演 1

多剤耐性菌の現状

ネマーゼ，OXA 型カルバペネマーゼなどがあります．

に広がっていたのです（図 4）
．このため，CTX-M

今回は，これらのβ-ラクタマーゼ産生菌について解

型β-ラクタマーゼ産生菌は，2006 年“CTX-M 型β-

説します．

ラクタマーゼパンデミック”として研究者へ注意喚

＜CTX-M 型β-ラクタマーゼパンデミック：ESBL＞

起がなされました．
CTX-M 型β-ラクタマー ゼ は， 遺 伝 子 解 析 に

講演１
講演 ２
講演３

ESBL 産生菌は 1980 年代から欧米で広がった耐

より細かくグループ分けされており， アジアでは

性菌です．当時流行した ESBL は，β-ラクタマーゼ

CTX-M-9，14（図 4：■）が，欧米では CTX-M-15（図

の変異により，ペニシリンに加えセフォタキシムやセ

4：■）が多く検出されています．この CTX-M-15

フタジジムに対しても基質特異性が拡張されたもの

は，2011 年 5 月にヨーロッパで問題となった大腸菌

です．このタイプの ESBL は TEM 型と SHV 型に

O104：H4 でも確認され，病原性の大腸菌にも耐性

分類されます．ところが 2000 年以降，CTX-M 型と

の獲得が拡大していることが判明しました．一方，

呼ばれるβ-ラクタマーゼ（CTX-M 型β-ラクタマーゼ）

タイや香港などでは近年 CTX-M-55 を産生する大

を持つ菌が世界的に拡散し，様相が変わりました．

腸菌の感染が増えています．この耐性菌は，食用の

CTX-M 型β-ラクタマーゼは，もともとクライベラ属

鶏や豚から検出されることが多いため，これまで畜

菌が持っていた高いセフォタキシム分解能を持つβ-

産の世界で広がってきたものがヒトへ感染するように

ラクタマーゼの遺伝子が，プラスミドに媒介されるこ

なった可能性が考えられています．

とで他の菌にも広がった，新しい ESBL です．

CTX-M 型β-ラクタマーゼ産生菌は大腸菌だけに

講演４
講演を
終えて
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図 3 に，日本におけるセファタキシム耐性大腸菌

とどまりません．ガンビアやスペイン，アメリカ，フ

の出現頻度を示します．ここ数年で急激に耐性菌が

ランス，ブラジルではサルモネラ菌で 1）～ 5），中国や

増加していることが分かります．2000 年以前には見

ベトナム，アメリカ，レバノンでは赤痢菌 6）～ 10）で存

られなかったこの現象は，世界的にも認められてい

在が確認されています．日本においても中国からの

るため，各国関係者で調査したところ，O25：H4

帰国者から検出された例があるので 11），アジア地域

ST131 という型の大腸菌が原因であることが分かり

全体に出現しはじめていると言えます．

World News
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ました．厄介なことに，ST131 に分類される大腸菌

このように，耐性菌は医療環境だけではなく，畜

の多くはニューキノロン系抗菌薬に耐性を持ってお

産や食品を介しても行き来するので，医療環境だけ

り，この大腸菌がさらに CTX-M 型β-ラクタマーゼ

の管理では十分な対策を立てることが困難な状況と

を獲得してセファタキシム耐性となったものが世界中

なっています．

図 3 セファタキシム耐性大腸菌の年別出現頻度

＜小さな悪魔：MBL ＞
・これまで発見された MBL

MBL は活性中心に亜鉛イオンを有するβ-ラクタ

最新
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マーゼです．MBLは私が最初に発見し，
“ IMP-1”と
名付けました．名前の由来は，
“イミペネム
（imipenem）
を分 解することから臨 床的にインパクト
（impact）

徒然なる
ままに。

が大きく，臨床的にインポータント
（important）
なの
で，β-ラクタム系抗菌薬による治療もインポッシブル
（impossible）
になる”こと，そして“小さい悪魔／い
たずら小僧”という意味の英単語“imp”です．他に
厚生労働省 院内感染対策サーベイランス事業（http://www.nih-janis.jp/report/kensa.html）より作図
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も，MBL のグループとして，これまで VIM，GIM，

図 4 CTX-M 型β- ラクタマーゼ産生菌の世界分布
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Cantón R, Coque T M：The CTX-M β -lactamase pandemic. Current Opinion in Microbiology 9（5）：466-475, 2006 より引用

SPM，SIM などが発見されています．

ラスミド（IncA/C）は他の菌種に伝達しやすい性質

ほぼすべてのβ-ラクタム系抗菌薬に耐性を示す MBL

を持つため，今後耐性遺伝子がまとめて病原性の細

である NDM-1（New Delhi metallo -β-lactamase 1）

菌へ伝わった場合，その治療が非常に困難になるこ

産生菌がインドやパキスタンから英国，
その後ヨーロッ

とが懸念されています．
実際，2011 年 4 月にニューデリーの水を調査した

広がっていることが相次いで報告されました（図 5）
．

ところ，赤痢菌やコレラ菌を含むさまざまな NDM-1

同様の耐性はこれまでも緑膿菌やアシネトバクターで

産生菌が検出されました．さらに，その菌のプラスミ

図 5 NDM-1 産生菌の世界的分布

World News

ヒトの腸内細菌での事例であったため，
世界的な話題となっています．この耐性

検査と私

菌は日本でも大腸菌と肺炎桿菌で検出さ

ホッと・

知られていたものですが，今回の報告は

語句解説

パ，オーストラリア，アジア，北アメリカと世界中に

講演を
終えて

そして 2010 年 8 月 11 日，カルバペネム系を含む

講演４

して持っている特徴があります．また，NDM-1 のプ

れ，院内での蔓延が懸念されましたが，
現在のところ他の感染者は認められてい

最新
トピックス

ません．
今回報告された NDM-1 産生菌は，そ
のプラスミド 内 に NDM-1 とは 別 種 の

徒然なる
ままに。

β - ラ クタ マ ー ゼ（CMY-4 ／ 6 ／ 11，
CTX-M-15 など）や 16S rRNA メチレー
ス（アミノ配糖体耐性に関与）
，アミノグ
リコシドアセチル化酵素（アミノグリコシ
ド系抗菌薬耐性に関与）をワンセットと
Walsh T R：Emerging carbapenemases: a global perspective. Int J Antimicrob Agents, 36（Suppl 3）：S8-14, 2010 より引用
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ドの伝達は，30℃の環境で最も起こりやすいことが
報告されました ．ニューデリーでは，1 年の半分
12）

図 6 ニューデリーで NDM-1 産生菌が検出された
水の採取場所

は気温が 30℃に達するので，さまざまな菌種にプラ
スミドが伝達する環境が整っていると言えます．また，
インドでは水の衛生面で問題がある地域があります．
そういった場所で食器や野菜を洗ったり，飲水とし
て使用することでヒトへの感染が起こっていると考え
られます（図 6）．
講演１

・NDM-1 のスクリーニング法

通常，MBL 産生菌であれば，臨床でよく行われ
ている薬剤感受性試験でイミペネムやメロペネムに

講演 ２

対し耐性（R）の結果が出ますが，日本で確認され
た NDM-1 産生株では感受性（S）と判定されました．

Walsh T R, et al：Dissemination of NDM-1 positive bacteria in the New Delhi environment and its

これと同様の知見は海外でも得られています．よっ

355-362, 2011 より引用

implications for human health: an environmental point prevalence study. Lancet Infect Dis, 11（5）：

講演３

て，イミペネム耐性だけでスクリーニングを行うと，
NDM-1 産生菌の感染を見逃す可能性があります．
そこで NDM-1 産生菌をスクリーニングするため，

抗菌薬に耐性を獲得していることが原因と考えられ
ています．このほかにも，SMA のかわりに EDTA

講演４

これまでさまざまな薬剤感受性試験が試みられてき

を用いた方法などが検討されましたが，特異度，感

ました．図 7 は SMA disk 法の例です．SMA
（sodium

度が悪く，良い方法とは言えませんでした．

講演を
終えて
語句解説
World News
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mercaptoacetic acid；メルカプト酢酸ナトリウム）は

この問題を解決するために，私は SMA disk 法で

MBL の阻害剤ですので，通常の MBL 産生菌であ

設定される抗菌薬 disk と SMA disk 間の距離を規

れば SMA の作用により抗菌薬感受性となり，発育

定の 20mm から10mm 以下へ縮めてみました
（図 8）
．

阻止円の拡大が見られます（図 7A）
．しかし，今回

日本で確認された NDM-1 産生菌は，イミペネムの

日本で検出された NDM-1 産生株では認められませ

MIC（minimal inhibitory concentration；最小阻止

んでした（図 7B）
．これは，先述のように NDM-1

濃度）が低いので，イミペネムの disk だけでも周

産生菌が MBL 以外にもβ-ラクタマーゼを産生し，

囲に発育阻止円が観察されますが，SMA による発
育阻止円の拡大も少し認められました（図 8A）．一

図 7 SMA disk 法

方，メロペネムの MIC はイミペネムより高いため，

検査と私

A）MBL 産生株
CAZ

メロペネム単独の disk 周囲にはほとんど発育阻止
CAZ

SMA

円が観察されませんが，SMA disk 周囲では明瞭な

最新
トピックス

図 8 modified SMA disk 法
A）イミペネム

B）NDM-1 産生株
IPM

IPM

SMA

8 〜 10mm

徒然なる
ままに。

IPM

SMA
CAZ：セフタジジム
IPM：イミペネム
SMA：メルカプト酢酸ナトリウム
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B）メロペネム

5mm

8 〜 10mm

SMA

5mm

MEPM

図 9 KPC 型カルバペネマーゼ産生菌の世界的分布
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Walsh T R：Emerging carbapenemases: a global perspective. Int J Antimicrob Agents, 36（Suppl 3）：S8-14, 2010 より引用

の disk と SMA disk を組み合わせることにより，イ

臨床検査でタゾバクタム・ピペラシリン耐性の肺炎桿

ミペネムの MIC が低い NDM-1 産生株でも判定が

菌が検出された場合は，KPC 型カルバペネマーゼ

可能になることが分かりました．臨床でこのような

産生菌の可能性を考慮する必要があります．

性質を示す菌が検出された場合 NDM-1 産生菌を疑

KPC 型カルバペネマーゼ産生菌の感染は日本では
語句解説

い，PCR 試験を行った方がよいと言えます．

講演を
終えて

タゾバクタム・ピペラシリン）に高い耐性を示すため，

講演４

発育阻止円が認められました．よって，メロペネム

3 例確認されていますが，海外では KPC 型カルバペ
ネマーゼ産生菌は緑膿菌やシトロバクターなどでも発
見されており，こちらもタゾバクタム・ピペラシリンに
高い耐性があることが分かっていますので，これら

KPC 型カルバペネマーゼは 1990 年代から出現し

の菌に対しても今後注意が必要です．

World News

ムに耐性：KPC 型カルバペネマーゼ＞

に分類される型の産生菌が多い傾向がありました．

検査と私

はじめたβ-ラクタマーゼの一種で，当時は KPC-3
＜細菌兵器と疑われた耐性菌：OXA 型カルバペ
ネマーゼ＞

周辺，南アメリカ，ヨーロッパ，イスラエル，ギリシャ，

2002，2003 年あたりから，イラクの兵士が多剤
耐性のアシネトバクターで亡くなる事例が増加しまし

KPC 型カルバペネマーゼはもともと肺炎桿菌で発

た．当初は細菌兵器の疑いも出ましたが，調査の中

見されたβ- ラクタマーゼですが，すべての肺炎桿菌

でこれはカルバペネム系，ニューキノロン系，アミノ

が多剤耐性化するわけではなく，特定の遺伝子型

配糖体の抗菌薬に耐性を示す多剤耐性のアシネトバ

の肺炎桿菌が多剤耐性化しやすいことが分かってき

クターが原因であることが分かりました．アシネトバ

ています．また，KPC 型カルバペネマーゼ産生菌は，

クターの耐性菌はアメリカでも急激に増加しています

タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム
（以下，

が（図 10）
，日本ではアシネトバクターで病原性を示
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徒然なる
ままに。

中国，韓国と世界中に広がってきています（図 9）
．

最新
トピックス

しかし現在では，KPC-2 がアメリカのニューヨーク

ホッと・

＜タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウ



講演 1

多剤耐性菌の現状

す種類であるアシネトバクター・バウマニが検出され

OXA 型カルバペネマーゼが重要です．β-ラクタマー

ること自体が少ないため，問題になることは今のとこ

ゼの一種であるこの酵素の遺伝子は，多くのアシネ

ろはまれです（図 11）
．

トバクター・バウマニが元来染色体上に持っています．

アシネトバクター・バウマニの薬剤耐性には非常

ただし，この遺伝子が発現するためのプロモーター

に多くの要素が関与していますが，その中で特に

が上流にないため，この遺伝子は通常発現していま
せん．そのため，変異により上流にプロモーター活

図 10 アシネトバクターのイミペネム耐性率（アメリカ）

性を有する配列が挿入されることで耐性が獲得され
ます．

講演１

現在世界的に拡大している OXA 型カルバペネ
マーゼ産生のアシネトバクター・バウマニについて
MLST
（multilocus sequence typing）解析
［ P47 参照］

講演 ２

で系統を調べると，ST92 や CC（clonal complex）
92 に分類されるグループが拡大していることが分
かってきました．この CC92 はOXA 型カルバペネマー

講演３

ゼの産生により，カルバペネム系抗菌薬への耐性を
獲得しています．また，日本の国内調査では CC92
に属さないグループ（non-CC92）のアシネトバクター

講演４

も検出されており，そのグループの中には“小さな
Hoffmann M S, et al：Infect Control Hospital Epidemiol , 31：196-197, 2010 より作図

悪魔”IMP を持っている種類も報告されています．

講演を
終えて

図 11 OXA 型カルバペネマーゼ産生菌の世界的分布

語句解説
World News
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この IMP を持つ non-CC92 は，CC92 に比べカルバ

が 1980 年代から停滞しています（図 12）
．抗菌薬

ペネム系抗菌薬への耐性が高いことが分かっていま

は耐性菌の出現や拡大を抑制するための規制が厳し

すので，病院関係での拡大に今後注意が必要です．

く，他の領域の薬剤に比べ収益性が低いことが原
因です．実際，2000 年以降，新しい機序の抗菌薬

今後の展望

の開発はほぼゼロです．WHO もこの事態に直面し，

近年，グラム陰性の多剤耐性菌の数が増え，し

う勧告を行いました．

2010 年 8 月，薬剤耐性について各国が力を入れるよ
これ以上耐性菌が拡大しないよう，今後もさらな

し一方で，アメリカや日本では新しい抗菌薬の開発

る対策，研究の強化を行っていきたいと考えています．

講演１

ばしば診療に困難を伴う状況になっています．しか

図 12 抗菌薬の開発と多剤耐性菌発生の推移

講演 ２
講演３
講演４
講演を
終えて
語句解説
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