講演 2

早期
（迅速）検出に
ついて
抗菌薬耐性菌の早期検出は，拡大中の感染症がどういった菌による
ものかの検証や，誤った情報伝達の防止に役立つと言われている．
本稿では，臨床でみられるさまざまな菌の中から耐性菌を早期検出す
るために必要な薬剤感受性試験の実施法や，現在開発中の検出キッ
トを紹介する．
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オキシイミノセファロスポリン耐性腸内細菌科菌，
カルバペネム低感受性腸内細菌科菌
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早期
（迅速）
検出の必要性

を利用する方法があります．臨床では，これらの試
験結果から感受性，中間耐性，耐性の 3 グループ

講演を
終えて
語句解説

「 耐性菌の感染拡大の対応には，早期検出が必要

に分けて耐性を判定します．また，薬剤感受性試験

だ」と臨床でよく言われています．実際，日常臨床の

の検査項目として遺伝子検査も挙げられますが，遺

中で早期検出は，感染拡大を起こしている細菌がど

伝子の保有と耐性の発現は必ずしもイコールではな

のような性質を有するのかの検証や，誤った情報伝

いため，私は表現型でみることを推奨しています．

達の防止に役立ちます．

World News

ホッと・

2011年6月，
イミペネムに対するMIC値が 32μg/mL

図 1 は，現在広く利用されている薬剤感受性試験
（Etest®, 自動機器）の試験結果と微量液体希釈法の

検査と私

以上と非常に高い耐性を示す菌株が当院で分離され

試験結果をプロットしたものです．驚くべきことに，

ました．この結果を受け，当院の感染検査部では

自動機器では very major error（ 本来耐性である菌

NDM-1 産生菌を疑っていました．そこで翌日，迅速

を感受性と判定するエラー）
［ P47 参照 ］が認められま

検出キットを用いて検査したところ，IMP 産生のエ

した（ 図 1 □ ）
．現在は，very major error が認め

ンテロバクターであることが判明したので，病院に報

られたシステムは改善が加えられたと聞いています．

最新
トピックス

告し誤った情報の伝達を防ぐことができました．

また自動機器によっては，グラム陰性菌の耐性判
定に用いる MIC 値がブレイクポイント付近のみに設

徒然なる
ままに。
11

薬剤感受性試験で起こりうる
very major error

定されている場合がありますが，精度管理株の MIC

細菌の耐性をみるために行う薬剤感受性試験に

ため，これも error の原因となります．従って，私た

は，MIC 値をもとに判定する微量液体希釈法，阻

ちは微量液体希釈法と自動機器の結果が異なる可

止円径をもとに判定するディスク法，そして自動機器

能性があることを認識しておかなければなりません．
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はその設定値よりかなり低い値を取ることがありま
す．このような状況ではとても精度管理ができない

図 1 薬剤感受性試験の比較
a）Etest® vs 微量液体希釈法

b）VITEK 2TM vs 微量液体希釈法

c）Sensititre® vs 微量液体希釈法

d）MicroScan® vs 微量液体希釈法

講演１
講演 ２
講演３

※ VITEK 2TM，Sensititre®，MicroScan® は自動機器

日本の臨床でみられる耐性菌
（ multi-drug resistant Pseudomonas aeruginosa；

MIC（μg/mL） 阻止円径（mm）
イミペネム（カルバペネム系）

≧ 16

≦ 13

アミカシン（アミノ配糖系）

≧ 32

≦ 14

シプロフロキサシン（フルオロキノロン系）

≧4

≦ 15

性へ変更する予定で，日本の基準とは乖離が生じて

感受性腸内細菌科菌の検出法についてお話しします．

きています．

＜ MDRP の早期検出＞

・耐性メカニズムを推察するためのアルゴリズム

・判定基準

MDRP は 3 種の異なる薬剤に対する耐性が混在す
る耐性菌です. まず，カルバペネム系抗菌薬の耐性は

です．
「 感染症の予防及び感染症の患者に対する医

やセファロスポリナーゼ（ AmpC）の産生，ポーリン

療に関する法律
（ 以下，感染症法）」で定められてい

［ P47 参照 ］の欠損により獲得されます．次にアミノ配

る MDRP の判定 基 準を表 1 に示します．この基

糖体耐性は，アミノ配糖体のアデニリル化酵素やア

準値を CLSI（ Clinical and Laboraory Standards

セチル化酵素，リボゾームのメチル化酵素の産生によ

Institute ；臨床・検査標準協会）の基準と比較する

り獲得されます．フルオロキノロン系抗菌薬の耐性は，

と，アミカシン耐性の MIC 値
（32μg/mL）は CLSI で

QRDR（ quinolone resistance-determining region；キ

中間耐性とされる一方で，阻止円径の基準値
（14mm

ノロン耐性決定領域 ）と呼ばれる遺伝子領域に突然

以下 ）は耐性で一致しています．また，CLSI では

変異が起こることで獲得されます．本日は，これら

2012 年にカルバペネム系抗菌薬の基準を 2μg/mL

の耐性因子の中でβ-ラクタム系抗菌薬への耐性に焦
2011 No.69

徒然なる
ままに。

メタロβ - ラクタマーゼ（metallo -β- lactamase；MBL ）
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オロキノロン系抗菌薬のすべてに耐性を示す緑膿菌

検査と私

MDRP は，カルバペネム系，アミノ配糖体，フル

World News

セファロスポリン耐性腸内細菌科菌，カルバペネム低

ホッと・

以下で感受性，4μg/mL が中間，8μg/mL 以上を耐

語句解説

多剤耐性緑膿菌）
とアシネトバクター属菌，オキシイミノ

講演を
終えて

今回は， 臨 床でみられる耐 性菌である MDRP

講演４

表 1 感染症法における MDRP の耐性基準
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図 2 イミペネムに対する緑膿菌の MIC 分布

講演１
講演 ２
講演３
http://217.70.33.99/Eucast2/regShow.jsp?Id=4068 より引用（2011 年 10 月 11 日現在）

講演４

点を絞って解説します．

図3

SMA disk 法による MBL 産生菌の判定

図 2 は EUCAST（ European Committee on
講演を
終えて

Antimicrobial Susceptibility Testing；欧州抗菌薬
感受性試験法検討委員会 ）で公開されているイミペ

セフタジジム

SMA

イミペネム

イミペネム

SMA

ネムに対する緑膿菌の MIC 分布です．MIC の値が

語句解説

16μg/mL 以上は耐性，8μg/mL は中間，4μg/mL
未満は感受性と判定されています．私たちは，臨床
でこのような感受性分布の中から MBL 産生菌を見

ホッと・

World News

セフタジジム

つけ出さなければなりません．
実際の MBL 産生菌確認試験は，SMA disk 法

検査と私

あるいは Etest® で行います．SMA disk 法では阻止
円の拡大が SMA disk 側に認められた場合に MBL

図4

Etest® による MBL 産生菌の判定

産生菌と判定し（ 図 3 上）
，Etest® では EDTA の存

最新
トピックス

在下で阻止円の拡大が認められた場合に MBL 産生
菌と判定します
（図 4）
．
また，図 3 の MBL 産生菌ではセフタジジムでのみ

徒然なる
ままに。

阻止円の拡大が認められますが，逆にイミペネムで
のみ認められる菌株もあります．従って，私どもはセ
フタジジムとイミペネムの両方で MBL 産生菌の確認
試験を実施しています．
図 5 は，緑膿菌の耐性を鑑別する際に私どもが使
13
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イミペネム＋ EDTA

イミペネム

図 5 緑膿菌におけるカルバペネム耐性因子の鑑別法

講演１
講演 ２
講演３

値を検査し，8μg/mL 以上の場合は SMA disk あ

-Iae 〕
，IMP 型β-ラクタマーゼの 2 つが有用です．

るいは 3 -アミノフェニルボロン酸（ AmpC の阻害剤．

この 2 つの酵素が検出された場合は，ほぼ ST235

以下，ボロン酸 ）を使用した検査を行います．その

の耐性菌だと推察できます．

拡大が認められた場合は AmpC 産生菌を疑います．

ます．
ST235は AACとIMPともに産生しているため，

また，細胞外膜のチャネルであるポーリンの欠損株

このキットではラインが 2 本確認できますが，non-

では細菌内への透過性の低下によりイミペネムの耐

ST235 は IMP のみ産生するのでラインは 1 本になり

性が高くなる傾向があるので，私どもはAmpC 産生

ます（図 6）
．現時点では実用化にまだ時間が必要で

菌が疑われる菌株の中でセフタジジムと比較しイミペ

すが，このようなキットの開発により危険な耐性菌の

ネムの MIC 値が高いケースではポーリン欠損も疑うよ

早期検出が可能になると期待しています．

検査と私

インの有無だけで確認できるキットの開発を行ってい

World News

合は MBL 産生菌を疑い，ボロン酸により阻止円の

うにしています．このようにして，私どもは緑膿菌のβ-

・アウトブレイクを防ぐ早期検出キット

ST235 検出キット

ST235

徒然なる
ままに。

これまでの系統解析の結果，緑膿菌の中で ST235

図6

最新
トピックス

ラクタム系抗菌薬耐性メカニズムを推察しています．

と ST357 に分類される株が特にアウトブレイクを起
こしやすいことが分かっています．国立国際医療セ

non-ST235

ンターの切替先生らのグループがイムクロマト法［ P47
参照 ］を用いたキットを開発されました．ST235 の検

ホッと・

当院では，これらの酵素の産生を 15 分以内にラ
語句解説

結果，SMA disk で阻止円の拡大が認められた場

講演を
終えて

出には，アミノ配糖体のアセチル化酵素〔 AAC（ 6′
）

講演４

用しているアルゴリズムです．まずメロペネムの MIC

AAC：アセチル化酵素，IMP：IMP 型β-ラクタマーゼ，R：Reference Line（control）
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＜アシネトバクター属菌の早期検出＞

アシネトバクター属菌のカルバペネム系抗菌薬の耐

講演１

感染症法における多剤耐性アシネトバクター属菌

性に注目すると，メロペネムの耐性株が多く出現す

の判定基準は緑膿菌と同様
（ 表 1）ですが，CLSI で

ることが知られているため，私どもはアシネトバクター

は来年，カルバペネム系抗菌薬のブレイクポイントを

属菌のカルバペネム系抗菌薬の耐性検査をメロペネ

腸内細菌科菌と同じレンジ
（ 感受性：1μg/mL 以下，

ムで実施しています．また，EUCAST で公表されて

中間：2μg/mL，耐性：4μg/mL 以上 ）へ変更する

いるアシネトバクターのメロペネムに対する MIC 分布

予定です．また，多剤耐性アシネトバクターの耐性

（図 7）をみると，現在 16μg/mL 以上が耐性，8 ～

因子は，緑膿菌で述べた耐性因子に OXA 型カルバ

4μg/mL が中間，2μg/mL 以下が感受性とされて

ペネマーゼが加わります．

います．この分布を考慮に入れ，メロペネムの MIC

講演 ２

図 7 メロペネムに対するアシネトバクター属菌の MIC 分布

値が 0.5μg/mL 以上の株に対して耐性因子の鑑別
を行っています
（図 8）
．鑑別法としては，ジピコリン
酸で耐性の低下が認められた場合は MBL 産生株，

講演３

ボロン酸で低下が認められた場合は AmpC 産生株
やポーリン欠損株，いずれの阻害剤も無効であった
場合は OXA 型カルバペネマーゼ産生株を疑います．

講演４

OXA 型カルバペネマーゼは薬剤感受性試験に利
用できる阻害剤がまだ開発されていないため，これ
まで実際の判定には PCR を用いた非常に煩雑な操

講演を
終えて

作が必要でした．そこで当院では，OXA 型カルバ
ペネマーゼのグループである OXA-23，40，51，58
http://217.70.33.99/Eucast2/regShow.jsp?Id=6938 より引用（2011 年 10 月 11 日現在）

語句解説

図 8 アシネトバクター属菌における耐性因子の鑑別法

World News

ホッと・

検査と私
最新
トピックス
徒然なる
ままに。
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の特異抗体を用いたイムノクロマト法による検出ツー

図9

アシネトバクター属菌が産生する
OXA 型カルバペネマーゼ

図 10 オキシイミノセファロスポリンに対する大腸菌の
MIC 分布
セフォタキシム

control
講演１
講演 ２

http://217.70.33.99/Eucast2/regShow.jsp?Id=3217 より引用（2011 年 10 月 11 日現在）

OXA-51

OXA-40

OXA-23

新型薬剤耐性菌等に関する研究班（H21- 新興 - 一般 - 008）の補助により実
施．これらのシステムはプロトタイプのため，OXA-58 には control ラインなし．
本菌は OXA-23 産生株であることが分かる .

セフタジジム

講演３

OXA-58

講演４

ルを開発しています
（図 9）
．このツールはまだ感度が
良くないため検査結果が出るまでに 30 分を要します
が，判定がラインの確認のみと簡便（図 9 →）なこと

講演を
終えて

から，危険なアシネトバクター属菌の早期検出ツール
として期待しています．

語句解説

＜オキシイミノセファロスポリン耐性腸内細菌科
菌の早期検出＞

World News

セフポドキシム

スポリナーゼの大量産生や基質特異性拡張型β-ラク
タマーゼ（ESBL）
の産生により獲得されます．

検査と私

大腸菌の MIC 分布（ 図 10）をみると，セフォタキ
シムでは MIC 値 64μg/mL の耐性菌が検出されて
います．このような耐性を示す株の多くは ESBL 産

最新
トピックス

生菌です．また，セフタジジムの耐性菌はヨーロッパ
ではあまり検出されていませんが，セフポドキシムで
は耐性の領域に山があります．従って，臨床で感度

徒然なる
ままに。

良く効率的に耐性菌を検出したい場合は，検査にセ
フポドキシムを使用するのがよいと考えています．

ホッと・

オキシイミノセファロスポリンの耐性は，セファロ

http://217.70.33.99/Eucast2/regShow.jsp?Id=3249 より引用（2011 年 10 月 11 日現在）

http://217.70.33.99/Eucast2/regShow.jsp?Id=21302 より引用（2011 年 10 月 11 日現在）

一方，エンテロバクターは染色体上に AmpC を

染色体上に AmpC を持たない大腸菌や肺炎桿菌，P.

持っているため，MIC 分布（ 図 11 ）をみると耐性菌

mirabilis ではセフポドキシム単独でスクリーニングを

が非常に多いことが分かります．従って，私どもは

行いますが，それ以外の菌ではセフェピムも使用し
2011 No.69
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図 11 オキシイミノセファロスポリンに対するエンテロバクターの MIC 分布
セフポドキシム

セフェピム

講演１
講演 ２
http://217.70.33.99/Eucast2/regShow.jsp?Id=7115 より引用（2011 年 10 月 11 日現在）

http://217.70.33.99/Eucast2/regShow.jsp?Id=8764 より引用（2011 年 10 月 11 日現在）

講演３

図 12 オキシイミノセファロスポリン耐性腸内細菌科菌における耐性因
子の鑑別法

図 13 クラブラン酸による ESBL 産
生確認試験

セフポドキシムの MIC 値：≧4μg/mL の腸内細菌科
講演４

大腸菌，肺炎桿菌，P. mirabilis

セフポドキシム +
クラブラン酸

大腸菌，肺炎桿菌，P. mirabilis 以外

セフポドキシム

セフェピムの MIC 値：≧4μg/mL
講演を
終えて

CLSI が推奨する方法
（ディスク法）

語句解説

CVA 側で感性化

World News

ホッと・

ESBL 産生菌

ボロン酸含有培地と非含有培地を使用
CLSI が推奨する方法（ディスク法）

ボロン酸含有培地の
CVA 側で感性化

ボロン酸含有培地の
セフェム単独で感性化

ESBL＋AmpC 産生菌

AmpC 産生菌

検査と私
最新
トピックス

ています（ 図 12 ）
．セフェピム，セフポドキシム両者

菌はほとんど感受性となっています
（ 図 14 ）
．荒川先

に高い MIC 値を示す菌株については ESBL の産生

生の講演でもあったように，SMA disk 法や Etest®

を疑い，β- ラクタマーゼの阻害剤であるクラブラン

で感受性と判定される細菌の中から KPC や NDM-1

酸を用いた確認試験によりスクリーニングを行います

産生菌を検出することは非常に困難です．そこで私

（図 13）．

どもは，ジピコリン酸を用いて阻止円の拡大の有無
を検査しています
（図 15）
．

徒然なる
ままに。

＜カルバペネム低感受性腸内細菌科菌の早期検出＞
最後に，セファロスポリナーゼ産生菌でカルバペ

る際は， メロペネムの MIC 値が 0.5μg/mL 以 上

ネムに低感受性を示す細菌 ―― KPC，NDM-1 の

の株に対して耐性因子のスクリーニングを行います

検出方法について解説します．
メロペネムに対する MIC 分布をみると，肺炎桿
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（ 図 16 ）
．KPC 型カルバペネマーゼの阻害剤にもな
るボロン酸のみで阻止円の拡大が認められた場合

図 14 メロペネムに対する肺炎桿菌の MIC 分布

図 16 カルバペネム低感受性腸内細菌科菌における
耐性因子の鑑別法

講演１
講演 ２

http://217.70.33.99/Eucast2/regShow.jsp?Id=4073 より引用（2011 年 10 月 11 日現在）

講演３

図 15 ジピコリン酸による NDM-1 産生菌の確認試験

講演４

イミペネム メロペネム
イミペネム メロペネム

講演を
終えて

ジピコリン酸無添加 MHA

ジピコリン酸添加 MHA

語句解説

新型薬剤耐性菌等に関する研究班（H21- 新興 - 一般 -008）

最後に

World News

型から耐性因子を推察することが重要です．しかし
そのためには，適切な阻害剤を用いた薬剤感受性試
え AmpC に特異的な阻害剤であるクロキサシリンが

などを利用した新たな検出方法の開発・実施により，

追加された時に阻止円の拡大が認められた場合は

危険な耐性クローンの検出が可能になるのではない

AmpC 産生菌やポーリン欠損株，ジピコリン酸で阻

かと考えています．こういった検出キットを 1 日も早く

止円の拡大が認められた場合は MBL 産生菌を疑い

提供できるように，今後も努力していきたいと考えて

ます．

います．
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