［ 講演を終えて ］

講演１

● 講演 1，講演 2 について

講演 ２

岩田

それでは各講演の内容に対して，フロアか

らの質問も交えながら質疑応答の形で総合討論を進
講演３

めたいと思います．はじめに第 1 部の 2 講演に関し
て，私から質問させていただきます．一定規模以上
の病院では薬剤感受性検査を自動機器で行っている

講演４

ケースが多いと思います．こういった病院で MBL や
ESBL の産生菌をうまくスクリーニングするポイント
はありますか．

講演を
終えて

荒川

石井先生の講演でもありましたが，日常の

語句解説

薬剤感受性試験ではブレイクポイント付近の MIC を
みるだけで，実際の数値がどの程度なのかまでは調
べられていないことが多いと思います．しかし，例え

World News

ホッと・

ばアシネトバクターの MBL 産生株では 64 μ g/mL
と高値を示す場合もあり，これがスクリーニングのヒ
ントになります．余力があれば MIC 値を調べること

検査と私

で識別できるケースがあると思います．
また，近年は複数の耐性遺伝子を同時に獲得して
いる非常に厄介な菌が増えています．これが検査結

最新
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果を解釈する上で大きな障害になります．阻害剤を
組み合わせて反応をみることで推定することは可能
になりますが，非常に煩雑な作業になるので日常の

徒然なる
ままに。

中で行うのは困難です．
将来的には，特定遺伝子の発現を一度に検出で
きるパネルが作られて遺伝子レベルで細菌の耐性を
推測し，そこに薬剤感受性試験の結果を交えて解釈
することが可能になるかもしれません．
41

2011 No.69

［座長］

岩田

敏

荒川

宜親

慶應義塾大学医学部 感染制御センター 教授／センター長
名古屋大学大学院医学系研究科
分子総合医学専攻微生物・免疫学講座
分子病原細菌学／耐性菌制御学分野 教授

［ パネリスト ］
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医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 臨床検査部長
福岡大学病院 感染制御部長

講演１

荒川先生の追加になりますが，現状できる

講演 ２

石井

こととして，MBL に関してはカルバペネム系抗菌薬
とセフタジジムの両方を使ったスクリーニングが有効

講演３

だと考えています．ESBL に関しては，1 剤であれば
セフポドキシム，2 剤使うことができるのであればセ
フォタキシムとセフタジジムを使用することで比較的

講演４

スクリーニングしやすいと思います．また，セフェピ
ムも使えれば AmpC 産生菌における ESBL 産生性
がある程度明確になると思います．
フロアから

臨床で実際に感染対策を考える上

広がることは非常に重い事態なので，その都度感染
対策が必要になります．検査室からもそういった情

語句解説

で重要なポイントを教えていただけますか．

講演を
終えて

岩田 どの菌種であっても，多剤耐性菌が院内に

報はどんどん発信していただきたいと思います．
性試験ではカルバペネム系抗菌薬に感受性と判定さ

された場合，まず自然環境と病院環境のどちらに由

れる株がある」というお話がありました．そういっ

来するものか確認する必要があります．そして，その

た株が分離された患者さんに対するカルバペネム系

後に病原性の強さを考慮してどの程度の感染対策を

抗菌薬の有効性はどうなのでしょうか．

検査と私

でもみられる細菌が患者さんの喀痰や血液から検出

World News

お二人の講演の中で「MBL 産生株でも薬剤感受

行う必要があるかを判断します．しかし，自然環境で
も認められる細菌の中から病原性の菌株をスクリー

荒川

薬剤感受性試験の結果と臨床での有効性

は必ずしも一致しません．実際，イミペネムに対する

ません．ですから，それが簡単に実施できる方法を

MIC 値が 2μg/mL や 4μg/mL の緑膿菌に対して「イ

私たち基礎の研究者が開発する必要があります．

ミペネムが効いた」という話と「 効かなかった」とい

最新
トピックス

ニングすることは日常の検査レベルではなかなかでき

早期検出が実施できるツールやシステムを

早く世に出していきたいと考えています．今回の講演

徒然なる
ままに。

う話の両方を聞いたことがあります．また，たとえ感
石井

受性の結果が出ていても，抗菌薬を使っていく中で
耐性が獲得されてしまう可能性もあります．

の中で紹介したツールが使えるようになれば，ある程

ですから，ワンポイントの MIC の測定結果で抗菌薬

度危険な耐性菌の絞り込みが可能になると思います．

の有効性を判断するのはなかなか難しいと言えます．
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荒川 例えばアシネトバクターのように，自然環境
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［ 講演を終えて ］

講演１

● 講演 3 について

講演 ２

荒川

別の染色体性のペニシリナーゼ，もしくはβ-ラクタ
マーゼの過剰産生株の可能性が高いのでしょうか．

大塚先生，MRSA が着実に減少してきて

いる原因として，具体的にどのような対策が功を奏し
講演３

ているとお考えですか．

大塚

実は荒川先生の講演の中で，タゾバクタム・

ピペラシリンの MIC が高いというのをうかがって，
再度調べる必要があると思ったところなのです．

大塚

感染症科の医師と分析してみたのですが，

講演４

正直なところ分かりませんでした．ただ私は，抗菌薬

荒 川 Klebsiella oxytoca のβ-ラクタマーゼは，

講演を
終えて
語句解説

の使い方に関して中途半端なことをしていないためで

アミノ酸配列上は KPC と比較的近い関係にあるの

はないかと認識しています．すなわち，感染症科の

で挙動が似ています．タゾバクタム・ピペラシリンを

医師たちの，使用すべき時に存分に使い，必要のな

大量に使用していた病院で，タゾバクタム・ピペラシ

いものはむやみに使用しないという姿勢です．数年前

リンの MIC が高い oxytoca が広がったケースがあり

から検出率が下がっている理由として，抗菌薬のこの

ました．それを思い出して質問をしてみたのです．

ような日常的な使い方の影響は大きいと思います．た
だし，それを証明するデータは持っておりません．

大塚

株が保存してあれば再度調べたいと思いま

World News

ホッと・

す． 今回，Enterobacter cloacae について AP-PCR
荒川

先生の講演中のデータによると，Klebsiella

を実施しました．不思議だったのは，1 人の患者さ

oxytoca の検出率が pneumoniae に比べてかなり多

んの血液から検出された株が，セフェピムが本来感

検査と私

いという印象がありますが，中でも ESBL 産生株が
約 1 割でした
（30ページ 表 11）
，oxytoca の場合，確
かに CTX-M や TEM，SHV を産生する株もありま

最新
トピックス

すが，染色体上のβ-ラクタマーゼの過剰産生株は，
ESBL とよく似たフェノタイプを持つケースが多くあり
ます．その際，例えばタゾバクタムナトリウム・ピペラ

徒然なる
ままに。

シリンナトリウム
（ 以下，タゾバクタム・ピペラシリン）
などの MIC が上昇することがあります．
今回，貴院（亀田総合病院）で検出された oxytoca
の ESBL 産生菌は，CTX-M，TEM，SHV などを
作るタイプの ESBL 産生菌なのでしょうか．それとも，
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フロキサシンに替えたところ，あっという間に良くなっ

る物についてはすべて専用の物を常備して，医療従

たことです．表現型としてはセフェピムが効いている

事者のどのスタッフが見てもその患者さんが接触感

のに，なぜ実際は抵抗性を示したのか，疑問に思っ

染予防策の対象であることが分かるようにしました．
このことで一番問題になるのは個人情報の点です．
家族がどのように認識するか，トラブルが起きるので

離れた箇所の色の出方に差が出ていました．もしか

はないかと想定していましたが，実際にはこの数年

すると抗菌薬と接触することによって，過剰に産生さ

間，クレームは 1 件だけです．今になって考えてみる

れる AmpC があるのではないかと思い，株を集め

と，非常に効果的な措置だったと思っています．

講演４

生えている菌体の AmpC の産生量と，ディスクから

講演３

ていましたが，感受性試験を行うとディスクの周りに

講演 ２

た．同時に，血圧計や採血器具など，特別に使用す

講演１

受性と思ったところ，いくら使っても効かず，シプロ

て培養してみたのですが，すべてに関連があるわけ
興味深いサーベイランスを作れたらと考えています．

フロアから

貴院における MRSA の減少は抗生

講演を
終えて

ではありませんでした．今後このような株に関しても，

剤の適正な使い方によるものと推察しますが，どのよ

岩田

今後，感染制御の対策の中でどのようなこ

語句解説

うに適正にしていったかという点に興味があります．
感染対策委員会で抗生剤の使い方を決めても，感

ですか．種々の法律が追い風になっている部分もあ

現場には普及しないと思うのですが，どのように周知

ると思いますが，さらに強化すべき方向性のアイデア

したのでしょうか．

World News

染症科の医師以外の医療従事者に浸透しなければ，

はありますか．
大塚

基本的には，感染症に対するガイドライン

をいつでも閲覧できるように，カルテに添付していま

ます．皆さんの施設では，例えば接触感染予防策の

す．他科の医師もガイドラインが常に見られるという

対象になった患者さんのベッドサイドにそのことを表

システムが効果を上げた要因であると思っています．

示していますか．つまり，担当の医師や看護師は，

最新
トピックス

当院で思い切って実施した措置が一つあり

検査と私

大塚

あとは病院の風潮として，遠慮なく迅速に他科に
コンサルトを依頼するという体制があります．感染症

分かっていますが，レントゲン技師や理学療法士，

科が幅広くサポートしているので，一部の科だけで

臨床工学技士，検査技師など他のコメディカルがそ

治療することは，あまりありません．そのような診療

のことを把握できているかというと，必ずしもそうと

科を超えた連携が当院の良い点ではないかと考えて

は言えないと思います．

います．

徒然なる
ままに。

その患者さんが接触感染予防策の対象であることは

当院ではベッド柵に対象患者さんの表示をしまし
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とを日常的に強化していかなければならないとお考え
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［ 講演を終えて ］

講演１

● 講演 4 について

講演 ２

荒川

最終的に，MDRA の院内拡散の原因はバ

イトブロックであったと報告されていると理解しまし
た．確かにバイトブロックが汚染源になることはあり

講演３

得ることですが，結果としてバイトブロックが汚染し
ていたというだけで，感染拡大には実は他のファク
ターが存在していた可能性は考えられますか．

講演４

高田

可能性がないわけではありません．初期の

患者さんのほぼ全員，気道分泌物から MDRA が検
講演を
終えて
語句解説

出されていたため，おそらく気道関連の器具，ある

いて，消毒薬が十分に効果を発揮できずに，それが

いは処置が原因と考えられましたが，培養調査で陽

原因で感染が広がるという可能性は確かにあると思

性反応が出たのが，バイトブロックだけだったという

います．

ことです．
では，バイトブロックがどのように MDRA を伝播

もう一点ですが，今回の事例は韓国から帰国した
患者さんが MDRA を持ち込んだという話でしたが，

World News

ホッと・

検査と私

したかについてですが，実はバイトブロックの表面

国立感染症研究所で解析したのは福岡大学病院の

に小さな傷がありました．バイトブロックを再使用す

耐性株だけですね．韓国で広がっている株と関連性

る際は，水洗後，次 亜塩素酸に 30 分ないし 1 時

があるという情報は韓国の病院から報告されている

間以上漬けて，乾燥させてから使用という消毒方法

のでしょうか．

でした．乾燥させたバイトブロックを検体とした培
養検査で MDRA が検出されたのですが，バイトブ

高田

報告はありません．韓国の病院が大学病院

最新
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ロックに小さな傷が付いており，傷内部に定着した

だったらもう少しコミュニケーションをとりやすかった

MDRA を消毒しきれていなかったのではないかと考

と思いますが，市中病院だったこともあり，情報を交

えています．

換するほどの深いコミュニケーションがとれませんで

徒然なる
ままに。

した．韓国から今回のような耐性株が出ているとい
荒川

例えば，経食道エコーに用いるファイバー

うレポートはあるようです．

スコープの被膜がはがれた隙間に多剤耐性緑膿菌
が棲みついていたという報告もあります．医療用具
の細かい傷の中にバイオフィルムを作った菌が潜んで
45
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フロアから

二点お尋ねしたいと思います．一

点目は，初期の段階で感染症としての認識が臨床

Acinetobacter baumannii で死亡した例があったの

というと，感染しやすいのはもともと状態が非常に

か．それとも皆さん軽快されたのか．最終的な経過

悪い患者さんなので，予後に影響を与えることもある

を教えてください．

という考え方はもっておいた方がよいでしょう．

Environmental Cleaning という徹 底的な清掃作

でも全例について次亜塩素酸で清拭消毒をしていま

業をご紹介いただきましたが，あれはアウトブレイク

す．ただ，本事例の際には医局のコンピュータや壁，

時の対策だけにとどまったのか，それとも現在でも

天井などまで，すべて消毒しましたが，通常はそこ

定期的に継続して行われているのでしょうか．

までの消毒は行っていません．ICU のような緑膿菌

講演４

二点目ですが，偽膜性腸炎が出た場合は，現在

講演３

もう 一 点 は， 環 境 対 策 で Hyperaggressive

講演 ２

たと思います．では，本当に感染症を起こさないか

講演１

医の中で乏しかったという話でしたが，最終的に

やアシネトバクターなどの耐性菌が感染を起こしやす
い部署における環境消毒の意義についてはまだ十分

本的には本事例においては，血流感染，すなわち血

なエビデンスがありません．病床のうち 1 ～ 2 床でも

液からの分離株はありませんでした．内部の専門家

交代で休ませながら消毒することの効果があるのか，

による，複数の目を介して全例について検討を行って

ないのか，今後，前向きに検討していく必要がある

います．胸部レントゲン写真の所見や，発熱などの

と考えています．

語句解説

一点目は，非常に微妙な質問ですが，基

講演を
終えて

高田

World News

ではありませんでした．検出菌数が多くても，口腔
内か，咽頭付近で菌が増えているのではないかとい

検査と私

う印象で，肺炎像として明確に認識されたものは多

ホッと・

臨床所見と検査所見，菌の所見は必ずしもパラレル

くありませんでした．しかも，半数ぐらいは MRSA
や緑膿菌などの複数菌による重複感染を伴っていた

最新
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ので，MDRA が実際にどの程度関与しているかは
明確になりませんでした．
ただし，全 世界的に見ると MDRA は，例えば

徒然なる
ままに。

ICU で VAP（Ventilator-Associated Pneumonia；
人工呼吸器関連肺炎 ）を合併し，そこから血流感染
に進展するなど予後に関係するという報告もありま
す．私の印象としては，この菌株は伝播しやすい株
ではあるものの，
病原性はそれほど強い株ではなかっ
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