［ 講演を終えて ］
が適切な処置をするまでの間，待合室の一角をついた
てで仕切るだけでも十分な対策になると思います．
質問

検査技師が患者検体を取り扱う時の注意点に

ついて教えてください．
遠藤

エボラ出血熱でもMERSでも，感染の疑いが濃

い場合は指定された場所以外では検査をしないのが大
前提です．ただ，グレーゾーンの場合，他の疾患を鑑別

非侵襲的線維化マーカーです．2015年1月1日付けで保

するために検査が必要な場合には，検査実施の範囲に

険適用を受けています．

関する特別な決定事項はありません．患者検体を取り扱

渡辺

清明

慶應義塾大学 名誉教授

木村

聡

昭和大学横浜市北部病院
内科系診療部門 臨床病理診断科 教授

講演 1

朝比奈

靖浩
宜親

感染管理室 副感染管理室長 講師
東京医科歯科大学消化器内科／
大学院肝臓病態制御学講座 教授
名古屋大学大学院医学系研究科 分子病原細菌学／
耐性菌制御学分野 教授

たとしても，
リスクはかなり低く抑えられるはずです．

症予測という意味で，発がんリスクマーカーとしても注

質問

韓国でのMERSの蔓延は院内感 染と言われ

目されています．その点で，他の線維化関連マーカーで

ていますが，海外の病院に例えばICTといった活動

あるヒアルロン酸や血小板，Ⅲ型プロコラーゲンN末端

はあるのでしょうか．

ペプチド（PⅢP）などとは異なる印象です．

遠藤

ただし，B 型 肝炎や非アルコール性 脂肪 性 肝 炎と

韓国の医療 施設におけるMERSの二 次 感 染

るICTが，海外で日本と同じシステムで行われているか

いった他疾患においては必ずしも同様のカットオフ値で

のような状 況は，わが国においても起こり得るので

は把握していません．ただ，韓国の院内感染対策のレベ

利用できるわけではないため，疾患ごとに解釈するよう

しょうか．

ルが日本に比べて極端に低いわけではなく，感染症の

注意が必要です．

遠藤

起こるか，起こらないかという点では，起こる可

専門医や感染制御の専門医，感染制御専門のナースも

質問

能性の方が高いと考えます．ただし，日本国内で感染対

いるので，基本的には日本と同じ方向を向いているは

であっても肝細胞の中にウイルスが存在すると聞い

策への注目度が高まっているので，韓国ほどは広がら

ずです．

ていますが，本当でしょうか．

質問

ないと予想します．しかし，韓国でのMERS感染が再燃

朝比奈

し，冬場にかけて感染拡大が続くような事態になった

肝組織において研究室レベルの高感度測定を用いてウ

内にウイルスは存在しないと考えてよいと思います．

いつ頃から導入されるのでしょうか．

質問

遠藤

朝比奈

償性 肝 硬変の患者に対して，IFNフリー療 法は適 応

DAAsを用いた治療は治療費が高額になるた

肝がんの治療後で，現在までに再発が無い代

め，各自治体が医療費助成制度を制定しており，申請に

となりますか．

ます．ただ，MERSがまだ残っているような病院にあえて

は原則として肝臓専門医の診断書が必要です．ですか

朝比奈

行くようなことだけはしないでください．帰国した後に発

ら，本治療を検討される際には患者を肝臓専門医にご

率が非常に高いことが知られています．そういった患者

熱などがあった場合には，速やかに保健所と情報を共用

紹介いただくことになるかと思います．

に対して，再発を抑制する目的でIFNフリー療法を実施

医 療 従事 者が濃 厚な感 染 接 触 者になった場

と連携を取りながらであれば，治療実施は可能です．

することは十分に意義があると思います．
ただし，IFNフリー療法によってHCVが排除できた

合の対応はどうすればよいでしょうか．

質問 新しい肝臓線維化検査用試薬（M2BPGi試薬）

場合でも，その後に生じる1回目の再発，2回目の再発に

遠藤

について，使用経験がありましたら教えてください．

ついてはあまり抑制できないと思われますので，それ以

いるので，施設内で対応するのではなく保健所の指示

朝比奈

M2BPGi試薬とは，血清中のMac-2 Binding

降の再発が抑制できる可能性があると考えています．一

に従うのがよいと思います．隔離に関しては，エボラも

Protein（M2BP）糖鎖修飾異性体を測定することで肝

方で，ウイルスを排除することで背景にある肝線維化が

MERSも飛沫または接触感染ですから，例えば保健所

臓の線維化の進行の程度を測るという，新しい肝臓の

改善し，肝臓の予備能が良くなるために次に再発した

必ず保 健所が 接触者調査を行うことになって
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徒然なる
ままに。

徒然なる
ままに。

質問

ただし，肝臓専門医のいない病院でも，肝臓専門医

肝がんは根治的治療が行われた後でも，再発

最新
トピックス

最新
トピックス

ヒト感染する状況ではないので，旅行は問題ないと思い

検査と私

検査と私

基本的に市中では感染しませんし，高率にヒト−

NEW WAVE

今回紹介された治療法は，どのような病院で

応は何かありますか．

して，感染拡大の予防を考えてください．
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質問

検査

NEW WAVE

検査

韓国旅行は大丈夫ですか．帰国後の特別な対

しかし，未治療時の定常状態で高感度RT-PCR法にお
いて血中HCV-RNAが陰性であれば，臨床的には肝臓

能性もあります．
質問

イルスゲノムを検出した場合には，あり得ると思います．

Series

見分けがつきにくくなり，収拾がつかない状況になる可

型肝炎治療の最前線！
講演２ C
肝がんの制圧に向けた新たな戦い

抗ウイルス療法中あるいはその6カ月以内や，

中枢神経疾患

Series

中枢神経疾患

場合には，日本に入ってきたMERSがインフルエンザと

25

血中のC型肝炎抗体もしくはRT-PCRが陰性

講演を
終えて

講演を
終えて

各職種がチームを組んでラウンドなどを実施す

講演 ３

講演 ３

荒川

史郎

維化の測定だけではなく今後生じるであろう肝がん発

講演 ２

講演 ２

遠藤

東北大学大学院医学系研究科
感染制御・検査診断学分野

国内で発症者確認！？
その時対応する
医療機関の感染防止対策は？

さらに，AFPと同様，M2BPGiにおいても単純に線

本的に守ってさえいれば，後でMERSの検体だと分かっ

講演 １

講演 １

［ 演者］

エボラ出血熱など
一類感染症の流行に備えて

は非常に高い相関を示しているため，大変有用です．

予防策を日常的に実施することです．標準予防策を基

語句解説

語句解説

う時のポイントとしては，グレーゾーンの場合でも標準
［ 座長 ］

C型肝炎の組織学的な線維化の程度とM2BPGiの値
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［ 講演を終えて ］

際に手術適応が可能になるなど，治療法の選択肢が増

確な基準はありません．IFNフリー療法は副作用が少

質問

ないため，理論的には高齢者でも治療は可能と考えま

ている講習会などはいかがですか．

す．ただし，例えば90歳近くの患者に対しても治療を行

荒川

うべきか，という点については治療で得られる生命予後

イクロピペットの使用や，DNAの抽出などを行う講習会

改善効果や医療費の問題なども生じてくると思います．

ではないので，学会レベルでそういう講習会を開催する

生命予後の改善効果と，費用対効果などの検討を行っ

必要はあると考えます．

て議論を進める必要があるでしょう．

質問

えるという利点もあります．
直ちに肝がん再発を抑制することは難しいかもしれま
治療は良い適応になるのではないかと考えています．
質問

早期検出と感染防止対策の重要性

IFNフリー療法でウイルスが陰性化した場合，

多剤耐性菌の問題もあるので，その疑いのある

質問

耐 性 遺伝 子が 組み込まれているのにMIC値

患者さんは個室対応としていますが，保菌状態の時は

がS判定の場合，どのようにしたらいいでしょうか．

どのように対応すればよいでしょうか．また，個室対応

MIC値のRの範囲を変えた方がよいのでしょうか．

を解除する基準，大部屋への変更基準は，どう考えた

荒川

らよいでしょうか．遠藤先生から，いかがですか．

性が弱くて発現が低く，フェノタイプ上，耐性にならな

遠藤

東北大学では，基 本的にM DR PやM DR Aは

い株があり，特にNDM型やV IM型では多くみられま

遺伝子が組み込まれていてもプロモーターの活

セフェム系などに広範な耐性を示す場合でも，カルバペ

ありますか．

荒川

います．

ネムがS判定であった場合，海外ではカルバペネムとア

朝比奈

どのくらいの年数までフォローすべきという点

KPC型は上陸しています．検査部が早期に発見し対策

基本的には退院するまで個室ですが，病院内の事情

ミノ配糖体系，コリスチン等の併用により治療され効果

は，専門医の中でも結論は出ていません．5年で発がん

が講じられたので，海外のようなアウトブレイクは起き

により個室対応を解除する際には，当該感染症の治療

があったと報告されている場合があります．なお，カル

する人，あるいは10年以上経過した後に発がんする人も

ていません．ただ，国内に昔から存在しているIMP型の

が終了し，3日以上の間隔で培養が2回陰性になった場

バペネマーゼ遺伝子の確認にはPCRの実施が必要だ

いるため，私は基本的にずっとフォローしています．ただ

メタロ-β-ラクタマーゼ産生型の腸内細菌科の細菌によ

合としています．MRSAは基本的には感染症を起こし

と思います．これまでの微生物検査は，フェノタイプで

し，全てを同じプロトコルでフォローする必要はなく，ウ

るアウトブレイクは，講演内でも紹介したようにすでに

ていて，なおかつ周りの患者さんに感染拡大の可能性

菌種を決めたり耐性遺伝子を推定したりしていました

イルス排除後も発がんリスクが高い患者に対しては特

複数の病院で起きているので，そちらも併せて注意が

がある場合に個室対応としています．

が，今後数年以内に次世代シーケンサーなどでゲノム全

に厳重にフォローするなど，リスク因子に応じて判断す

必要だと思います．

荒川

検査結果が出るまでは，病室に余裕があれば念

体を読んで，菌の耐性遺伝子や遺伝子型などが一度で

る必要があるでしょう．また今後は，C型肝炎の存在に

質問

のため個室管理がよいと思います．特に，海外から来た

分かるような検査法に変わると思います．
ですから，大

起因して発がんするケースは少なくなってくると思われ

場合は，何に気を付けたらいいでしょうか．

人で，新型の耐性菌を保有している可能性がある人は，

学附属病院や拠点病院の細菌検査室ではゲノム解析能

ます．C型肝炎が残した爪痕に起因して発がんするケー

荒川

個室管理が必要だと思います．

力や技術習得のための情報収集や準備がこの先非常

スは，HCV排除後の最初の5年程度が特に重要です．

と思われた時は，地域で連携している基幹病院や大学

しかし，ウイルス排除後から10年以上経過してから発

附属病院などに相談し，遺伝子解析の実施を依頼する

がんするケースは，その後の肥満，糖尿病，飲酒といっ

ことになると思います．そのような病院が無い場合は，

た生活習慣病にも起因すると想定され，生活習慣病の

国立感染症研究所や行政に相談することになります．

管理を行うことも大事になるでしょう．

ただ，民間の検査センターでもPCR検査が実施できる

質問

ところがあるので，日頃から依頼している検査センター

病院の検 査室で遺伝 子検 査が実 施できない
検査技師の方が「この菌は普通ではない．変だ」

ようにお考えですか．

質問

朝比奈

透析患者のHCV感染率は高く，かつ血液透

れると思われますが，大学院などでの勉強が必要で

析施設における院内感染のリスクが存在します．従っ

しょうか．数日の訓練によって知識が習得できる方法

て，透析患者における抗HCV治療は重要な問題です．

はありますか．

しかし，今回ご紹介したLDV／SOF配合剤は，腎臓排

荒川

泄のため透析患者には禁忌です．現行のDCV／ASVや

慣れた方やPCRの実施経験があれば，1週間くらいのト

現在審査中のNS3／NS4A配合剤については肝臓で代

レーニングで遺伝子解析のための技術は習得できると

謝されるため，透析の患者にはそちらの治療を考慮す

思います．耐性遺伝子について広く勉強したいという方

るのが良いのではないでしょうか．

は，大学院などで勉強することを勧めます．社会人枠の

3〜4年をかける必要はありません．菌の扱いに

徒然なる
ままに。
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耐性遺伝子などは専門性の高い技術が求めら

最新
トピックス

徒然なる
ままに。

に，一度相談すると解決策が得られると思います．

検査と私

最新
トピックス

歳まで治療を行うか，などの治療 適 応についてどの

に重要になってくると思います．

NEW WAVE

透析中の患者，あるいは高齢者の場合には何

CREについては，すでにNDM-1型，OXA型，

検査

検査と私

た時点で基本的には個室に必ず入ってもらうようにして

Series

NEW WAVE

検査

菌はいつ頃日本への上陸が見込まれますか．

中枢神経疾患

Series

中枢神経疾患

ばいいですか．また，陰性化した後，再発することは

講演を
終えて

講演を
終えて

す．他の抗菌薬の感受性も確認し，セファロスポリンや

講演 ３

講演 ３

MRSAとは違い，治療方法がありませんので，検出され

講演 ２

講演 ２

質問 菌によって異なるとは思いますが，外国の耐性

講演 １

講演 １

その後，何年くらいまで肝がんのリスクを検 査すれ

高齢者の治療適応年齢については，現在のところ明
27

講演３

講習会を利用するのもよいでしょう．ただし，マ

語句解説

語句解説

せんが，患者の予後改善を考慮した場合にはIFNフリー

忍び寄る多剤耐性菌の恐怖！

薬剤耐性菌研究会のホームページに掲載され

大学院もあるので働きながら勉強する方法もあります．
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28

