
のですけれども。
　大西　それが重要ですね。全体とし
て疫学的には増えているのですか、減
っているのですか。なかなかデータが
ないようですけれども。
　中村　その点がわからないのが今の
日本における寄生虫疾患の問題点でも
あると思います。今ご紹介した寄生虫
はすべて感染症法で届け出の対象には

なっていませんので。ただし、食に関
連した健康被害ということで、食中毒
としての届け出をしていただこうと私
たちは活動しています。食品に関連し
た寄生虫症を診断された先生はぜひ保
健所に相談していただいて、届け出を
していただけるといいかと思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　中村　大曲先生、このたび企画いた
だきました感染症のシリーズは膨大な
長さで、たいへん内容の濃い、いいお
話をいただいてきました。今回はその
最後を飾るものとして、これからの動
向、将来をお話しいただきたいと思っ
ています。
　感染症あるいは病原微生物との戦い
はこれからもずっと絶えることはない
のでしょうね。
　大曲　それをこの１年、２年は本当
に強く思いました。例えば、抗菌薬が
できて感染症はかなり治療できるよう
になったわけですが、特にこの５年ぐ
らい、抗菌薬の開発が鈍ってきたこと
も一つありますが、抗菌薬の耐性菌の
問題が大きくなりました。そこにどう
対峙していくかは非常に大きな問題で
すし、また、一般細菌以外ですと、次
から次に新しいウイルスの問題が出て
きました。
　中村　どう対応するか。
　大曲　本当にそうですね。どう対応
するかは終わりがないと思っています。

　中村　今までの歴史から見ても、例
えば黄熱とかポリオとか、一部の地域
かもしれませんが、根絶やしにできそ
うなところがあるわけですね。何がよ
くなっていったのか。それはやはりワ
クチンなどが大きかったのですか。
　大曲　ワクチンの開発は非常に大き
かったと思います。ポリオの問題もそ
うですし、麻疹にしても、日本は排除
認定がされましたけれども、ワクチン
の開発は非常に大きかったと思います。
特にこの近年ではワクチンの開発が非
常に活発になっていますので、期待で
きると思います。
　中村　エボラ出血熱のワクチンもで
きたという話を聞いていますが。
　大曲　エボラ出血熱のワクチンは、
2014年からの流行の中で幾つか検討さ
れましたけれども、比較的期待できる
結果も出てきていますので、期待した
いと思います。
　中村　私どもの卑近な例として、例
えばデング熱とか、あるいはマラリア
も一部そうかもしれませんが、ああい

感染症診療の最前線2015（Ⅶ）

国立国際医療研究センター病院国際感染症センター長
大　曲　貴　夫

（聞き手　中村治雄）

感染症領域の今後の展望
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ったものへの対応策はできあがってい
くのでしょうか。
　大曲　まずデング熱から申し上げま
すと、世界的に見ても非常に大きな問
題で、対策が本当に必要です。一つは、
もちろん蚊が増えないような環境づく
りが非常に重要だと思うのです。先進
国ではやりやすいのかもしれないです
が、そうでない国々にとってはたいへ
んです。そういう意味ではワクチンを
いかに開発して導入するかは非常に重
要だと思います。
　デング熱のワクチンは幾つか臨床試
験がなされていて、特に子ども向けの
ものが非常にいい結果が出て、世界の
一部の国々では、もうしばらくすれば
使えるようになるところまで来ていま
す。それがうまくいけば、デング熱で
一番リスクが高い子どもたちが救われ
ていくのではないかと思います。
　マラリアはなかなか難しいのですけ
れども、ただ、マラリアは太古の昔か
ら人類にとっては敵だったわけでして、
デング熱と一緒で、蚊のコントロール
が非常に重要だと思います。その難し
さもデング熱と一緒だと思いますが、
こちらも取り組みは進んでいまして、
ワクチンの開発も幾つか話は聞いてい
ます。
　中村　ダニなどに対するものはどう
なのですか。
　大曲　ダニが媒介する感染症は、僕
個人の感覚からしますと、本当にこれ

からかと思います。ダニの種類もたく
さんありますし、それによって媒介さ
れる疾患も本当に多くあります。最近
ですと、中国、日本で見つかって、韓国
でも出ているようですけれども、SFTS
という新しい病気も出てきています。
ダニのコントロールをどうするのか、
そこから出てくるおのおのの微生物を
どうするのかを考えていくと、かなり
大きな領域です。ただ、これからは重
要な感染のルートとして注目されて対
策が進んでいくのではないかと思いま
す。
　中村　ある程度希望は持っていいの
ですか。
　大曲　僕らはそう信じてやっていま
す。デング熱にしても、マラリアにし
ても、ワクチンの話が出てきていると
いうことは、エボラ出血熱にも希望が
持てるところではないかと思います。
　中村　肝炎のウイルスなどは薬によ
る対策が出てきましたから、いくらか
将来、希望が持てるかなと。
　大曲　肝炎の治療は本当にびっくり
するぐらい進歩したと思います。ちょ
っと感激を覚えるぐらいでした。その
効果は本当に期待したいと思います。
　中村　ものすごく高い薬ですね。
　大曲　そうですね。僕も最初価格を
聞いたときはびっくりしたのですけれ
ども、その分、今肝炎を患っていらっ
しゃる患者さんが完治できて、ほかに
広げなくなります。そうすると、例え

ばC型肝炎であれば、そのまま進んで
しまえば、がんになったり、いろいろ
起こるわけですが、全部防げれば、ト
ータルで見れば社会にとってはいいこ
とであると。そのためのコストと理解
しています。
　中村　ご専門の立場から見て、将来、
どういう感染症が問題になっていくの
でしょうか。
　大曲　ここは僕よりも詳しい先生が
たくさんいらっしゃると思うのですが、
ただ、僕なりに、感染症の歴史をひも
ときますと、人間の生活のありようが
変わって、それが一つ感染症のリスク
を上げるということもあります。例え
ば、ポリオは市民社会が発達して工業
化が進む中で大流行が起こったことも
知られていますので、そういった暮ら
しぶりの変化によって起こるものがあ
る。
　特に今、アフリカですとか東南アジ
ア、これから発展していく国々でそう
いった変化が起こりますので、そうい
ったところを中心として、なおかつ、
どういう微生物での問題か。人間が生
活の場を広げる中で、新たな環境なり
あるいは動物なりと接することによっ
て多くの感染症がもたらされてきたと
思います。そういったところの最前線
という意味では、開発が進んでいる地
域で見られるような、エボラ出血熱や
MERSもある意味そうかもしれません
が、そういった動物からもたらされる

ような微生物の感染症が何度もいろい
ろ出てきて問題になるのではないかと
個人的には思っています。
　中村　当分、感染症の専門の先生は
お忙しいわけですね。
　大曲　そうですね。まさかこんな状
況になるとは私たちも予想できなかっ
たです。ただ、地球的な規模で見て人々
の暮らしようが大きく変わってきてい
るのも、この５年、10年、すごく実感
できるところだと思います。そういう
意味では感染症がこうやって出てくる
のも当然なのかなと思っていまして、
ちょっと腹をくくろうかと思っていま
す。
　中村　それに応じて専門の医師も、
あるいは医療側の対応する人たちも、
それなりにみな勉強するし、人自体を
増やしていって、研究をより立派に進
めていく必要が出てくるのだろうと思
います。
　大曲　実際そうでして、我々が今一
番やるべきはそこなのだと思うのです。
もちろん、専門性の高い感染症、例え
ば危険なものを扱えるような人を育て
て、対策を立てていくことも大事です
し、まだなかなか専門家がいませんの
で、そこをやりたい。
　ただ、一方で、MERSの流行やデン
グ熱でも感じたのですが、実は多くの
新しい感染症は、意外に感染症専門医
が最初に見るわけではなくて、一般の
先生方がご覧になるということがわか
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ったものへの対応策はできあがってい
くのでしょうか。
　大曲　まずデング熱から申し上げま
すと、世界的に見ても非常に大きな問
題で、対策が本当に必要です。一つは、
もちろん蚊が増えないような環境づく
りが非常に重要だと思うのです。先進
国ではやりやすいのかもしれないです
が、そうでない国々にとってはたいへ
んです。そういう意味ではワクチンを
いかに開発して導入するかは非常に重
要だと思います。
　デング熱のワクチンは幾つか臨床試
験がなされていて、特に子ども向けの
ものが非常にいい結果が出て、世界の
一部の国々では、もうしばらくすれば
使えるようになるところまで来ていま
す。それがうまくいけば、デング熱で
一番リスクが高い子どもたちが救われ
ていくのではないかと思います。
　マラリアはなかなか難しいのですけ
れども、ただ、マラリアは太古の昔か
ら人類にとっては敵だったわけでして、
デング熱と一緒で、蚊のコントロール
が非常に重要だと思います。その難し
さもデング熱と一緒だと思いますが、
こちらも取り組みは進んでいまして、
ワクチンの開発も幾つか話は聞いてい
ます。
　中村　ダニなどに対するものはどう
なのですか。
　大曲　ダニが媒介する感染症は、僕
個人の感覚からしますと、本当にこれ

からかと思います。ダニの種類もたく
さんありますし、それによって媒介さ
れる疾患も本当に多くあります。最近
ですと、中国、日本で見つかって、韓国
でも出ているようですけれども、SFTS
という新しい病気も出てきています。
ダニのコントロールをどうするのか、
そこから出てくるおのおのの微生物を
どうするのかを考えていくと、かなり
大きな領域です。ただ、これからは重
要な感染のルートとして注目されて対
策が進んでいくのではないかと思いま
す。
　中村　ある程度希望は持っていいの
ですか。
　大曲　僕らはそう信じてやっていま
す。デング熱にしても、マラリアにし
ても、ワクチンの話が出てきていると
いうことは、エボラ出血熱にも希望が
持てるところではないかと思います。
　中村　肝炎のウイルスなどは薬によ
る対策が出てきましたから、いくらか
将来、希望が持てるかなと。
　大曲　肝炎の治療は本当にびっくり
するぐらい進歩したと思います。ちょ
っと感激を覚えるぐらいでした。その
効果は本当に期待したいと思います。
　中村　ものすごく高い薬ですね。
　大曲　そうですね。僕も最初価格を
聞いたときはびっくりしたのですけれ
ども、その分、今肝炎を患っていらっ
しゃる患者さんが完治できて、ほかに
広げなくなります。そうすると、例え

ばC型肝炎であれば、そのまま進んで
しまえば、がんになったり、いろいろ
起こるわけですが、全部防げれば、ト
ータルで見れば社会にとってはいいこ
とであると。そのためのコストと理解
しています。
　中村　ご専門の立場から見て、将来、
どういう感染症が問題になっていくの
でしょうか。
　大曲　ここは僕よりも詳しい先生が
たくさんいらっしゃると思うのですが、
ただ、僕なりに、感染症の歴史をひも
ときますと、人間の生活のありようが
変わって、それが一つ感染症のリスク
を上げるということもあります。例え
ば、ポリオは市民社会が発達して工業
化が進む中で大流行が起こったことも
知られていますので、そういった暮ら
しぶりの変化によって起こるものがあ
る。
　特に今、アフリカですとか東南アジ
ア、これから発展していく国々でそう
いった変化が起こりますので、そうい
ったところを中心として、なおかつ、
どういう微生物での問題か。人間が生
活の場を広げる中で、新たな環境なり
あるいは動物なりと接することによっ
て多くの感染症がもたらされてきたと
思います。そういったところの最前線
という意味では、開発が進んでいる地
域で見られるような、エボラ出血熱や
MERSもある意味そうかもしれません
が、そういった動物からもたらされる

ような微生物の感染症が何度もいろい
ろ出てきて問題になるのではないかと
個人的には思っています。
　中村　当分、感染症の専門の先生は
お忙しいわけですね。
　大曲　そうですね。まさかこんな状
況になるとは私たちも予想できなかっ
たです。ただ、地球的な規模で見て人々
の暮らしようが大きく変わってきてい
るのも、この５年、10年、すごく実感
できるところだと思います。そういう
意味では感染症がこうやって出てくる
のも当然なのかなと思っていまして、
ちょっと腹をくくろうかと思っていま
す。
　中村　それに応じて専門の医師も、
あるいは医療側の対応する人たちも、
それなりにみな勉強するし、人自体を
増やしていって、研究をより立派に進
めていく必要が出てくるのだろうと思
います。
　大曲　実際そうでして、我々が今一
番やるべきはそこなのだと思うのです。
もちろん、専門性の高い感染症、例え
ば危険なものを扱えるような人を育て
て、対策を立てていくことも大事です
し、まだなかなか専門家がいませんの
で、そこをやりたい。
　ただ、一方で、MERSの流行やデン
グ熱でも感じたのですが、実は多くの
新しい感染症は、意外に感染症専門医
が最初に見るわけではなくて、一般の
先生方がご覧になるということがわか
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ってきました。そういう感染症に対す
る備え、接し方、一般的な考え方を、
一般の先生方にもっとちゃんとお伝え
することも大事だと思っています。
　中村　医学教育の中でも感染症はそ
んなに大きなパートではないのですね。
　大曲　そうですね。私自身が受けた
教育も、厚くはなかったと思います。
　中村　私どもとしても、一般の内科
医側から見て、もう少し感染症の勉強
が十分できるといいと思いますね。
　大曲　本当に共感します。
　中村　あと、治療ならびに予防手段
ですけれども、罹患した人をアイソレ
ートすることから始まって、最終的に
はかかっていない人の予防いかんだと
思うのですが、これからの研究の方向
というのはいかがでしょうか。
　大曲　予防に関しては、現状のとこ
ろ、ワクチンということになると思い
ます。そこで物事が進んでいくと思い
ます。治療に関しては、いわゆる抗菌
薬、抗微生物薬の開発でこの１世紀ぐ
らいは進んできたわけですが、ちょっ
と閉塞感があるのは事実だと思います。

　ただ、新たな機序の抗微生物薬とい
いますか、抗微生物的な機序のあるも
のがいろいろと導入されて、具体的に
はなかなか申し上げられないですけれ
ども、例えば治療も兼ねて、ワクチン
的なものを打つことによって微生物そ
のものを直接破壊するとか、そういっ
たものが開発されていくことによって、
また新しい時代、次の世代の治療が見
えてくるのではないかと期待していま
す。
　中村　医師だけではなくて、製薬会
社を含めて、全員で協力していかなけ
ればいけないわけですね。
　大曲　そう思います。
　中村　いろいろ膨大な先生のご企画
をいただいたお話の中で、私も極めて
多くの新しい知識をいただき、深く感
謝を申し上げたいと思います。
　大曲　感染症の世界は特殊なようで
すけれども、非常に身近なものですの
で、今回のシリーズが先生方のご診療
に役に立てばと願っています。
　中村　どうもありがとうございまし
た。

　CYT003, a TLR9 agonist, in persistent allergic asthma – a randomiz-
ed placebo-controlled Phase 2b study.
　Casale TB, Cole J, Beck E, Vogelmeier CF, Willers J, Lassen C, 
Hammann-Haenni A, Trokan L, Saudan P, Wechsler ME
　Allergy 70 : 1160〜1168, 2015

　背景：吸入療法で十分にコントロールされていない喘息患者では新規の治療選
択肢が必要である。第２a相試験でToll様受容体-９アゴニストである免疫調節薬の
CYT003は吸入ステロイド薬を減量中のアレルギー性喘息コントロールを改善した。
　目的：吸入ステロイド±長時間作用型β刺激薬の標準治療で十分にコントロー
ルできていない持続性中等症重症アレルギー性喘息を対象にCYT003の有効性と
安全性を第２b相二重盲検試験で検討した。
　方法：全体で365人にコントローラー薬に上乗せしてCYT003（0.3㎎、１㎎、２
㎎）またはプラセボを７回皮下注射した。主要評価項目は喘息コントロール質問
（ACQ）スコアのベースラインからの変化量で、副次項目は一秒量の変化、ミニ
喘息QOL質問表、安全性である。
　結果：プラセボ群を含むすべての群でACQスコアは臨床的に改善したが、第
12週目でプラセボ群とCYT003群の間に有意差はなかった［最小二乗平均差は0.3
㎎：－0.027（95％信頼区間－0.259～0.204）、１㎎：0.097（－0.131～0.325）、２㎎：
0.081（－0.148～0.315）］。副次評価項目でも有意差は見られなかった。CYT003の
忍容性は良好で最もよく見られた有害事象は注射部位の局所反応であった。有効
性が見られなかったので、本試験は治療期が終わった時点で早期に終了となった。
　結論：標準吸入治療でコントロール不十分な中等症重症アレルギー性喘息患者
ではToll様受容体-９アゴニストのCYT003は付加的臨床効果を現さなかった。

喘息シリーズ（141）

ふれあい横浜ホスピタル院長

坂　本　芳　雄
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