
なかなかこれも早期発見が難しかった
のですが、これを例えばハイビジョン
のNBIで見ると、同じ扁平上皮がんな
ので、非常に明瞭に診断できることが
わかってきました。最近、消化管のNBI
の技術を婦人科のコルポスコピーにも
応用しているのではないかと思います。
　山内　現時点ではとりあえず、内視
鏡的には少しサイズの大きい内視鏡を
使って、視野も大きくないと実際の利
用は難しいかもしれないですが、今後

はさらにミクロのレベルで進んでいく
可能性もあるのでしょうか。
　斎藤　そうですね。NBIと拡大内視
鏡自体は従来の通常の内視鏡とほとん
ど大きさは変わらないものに搭載でき
ます。例えば経鼻内視鏡とかでもNBI
やBLIが使用できますから、今後ます
ますほかの領域、例えば胆道とか、そ
ういったところにも臨床応用できるの
ではないかと期待しています。
　山内　ありがとうございました。

国立国際医療研究センター研究所病原微生物学研究室特任研究部長
秋　山　　徹

（聞き手　池田志斈）

　人食いバクテリアについてご教示ください。
＜京都府開業医＞

人食いバクテリア

　池田　秋山先生、人食いバクテリア
とは、どきっとするような名前なので
すが、どのようなバクテリアなのでし
ょうか。
　秋山　よく原因菌になるものはA群
連鎖球菌とか、あとは血清型でG群連
鎖球菌などによって発症する感染症で
す。
　池田　いわゆる溶連菌ということで
すが、よくお子さんなどは咽頭に常在
菌としてついていますよね。なぜその
ようなありきたりの菌がそれほどの猛
威を振るうかということですけれども、
例えばどのような方が発症してしまう
のでしょうか。
　秋山　基本的に発症される方は高齢
者が多いです。それから、基礎疾患が
ある方などが、この感染症を起こしや
すいと疫学的にいわれています。
　池田　結局は、高齢であること自体

もそうですけれども、何らかの免疫が
落ちてきている人が感染する菌とイメ
ージしてよいでしょうか。
　秋山　そう考えてよいと思います。
　池田　がんとか糖尿病、そのほか何
かリスクファクターとして知られてい
るのでしょうか。
　秋山　報告されているものでは、男
性であることとか、あとは飲酒、そう
いうものもリスク因子になるといわれ
ています。
　池田　お酒もですか。ちょっと気に
なるところですね。男の人で、お酒。
女の人は少ないのでしょうか。
　秋山　女性のほうが若干ですけれど
も少ないとなっています。
　池田　例えば症例数は近年どういう
推移をしているのでしょうか。
　秋山　感染症研究所の統計によると
年々増えているということで、2015年
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球の貪食能を抑えるのですね。
　秋山　そうです。
　池田　食べられないと増えていく。
これは自明の理だと思うのですけれど
も、そういった菌は実際どこから来る
のでしょうか。例えば、患者さん本人
がお持ちなのでしょうか。
　秋山　成人では連鎖球菌を咽頭に保
菌している例はわりと少なくて、小学
校に入学前ぐらいの小さなお子さんた
ちが溶連菌を咽頭などに保菌していて、
それがリザーバーになっているのでは
ないかと考えられています。
　池田　例えば、お子さんでemm1型
を持った溶連菌を咽頭に持っていても、
特に症状は何も出ないということです
か。
　秋山　実はお子さんでも劇症型の感
染症になる方が少しいて、そこは一つ、
変異で起きる劇症型感染症の特徴にな
ります。
　池田　お子さんもあるということで
すね。
　秋山　少しですが、実際に症例はあ
ります。
　池田　先ほど高齢者がなりやすいと
うかがって、どこから来ているのだろ
うかと思ったのですが、例えばemm1
型を表している溶連菌が咽頭にいても、
何も症状の出ないお子さんもいるので
すね。
　秋山　そうですね。１回は咽頭に発
症した後でも、そのまま菌がいるよう

な症例はたくさんあるのではないかと
思います。
　池田　そのような方は逆に１回炎症
を起こしているので、これに対して免
疫を持っていると考えてよいのでしょ
うか。
　秋山　はい。
　池田　その場合はあとでまた劇症型
感染症になることはないと考えてよい
のですね。
　秋山　ただ、ほかのemm型にかか
った場合には何かが起きる可能性は否
定できないです。
　池田　そちらの面もあるのですね。
100種類以上あるというのは、たいへ
んなことですね。最近認知されてきて
いるので、だいぶ診断も早くできるよ
うになったのでしょうけれども、診断
はどのように行われるのでしょうか。
　秋山　もし組織の壊死などが進んで
いるようなことがあれば、その場合は
切開をして、グラム染色をして菌を見
つけられるかどうか。見つけられれば、
基本的にはほぼ確定診断になるかと思
います。
　それ以外には、症状、手足の腫脹が
あって、発熱があるとか、風邪に似た
ような症状で、区別しにくいですけれ
ども、手足の腫脹などは、ある程度特
徴的かと思います。
　池田　そこでグラム染色を行うので
すね。培養していたら時間がかかりま
すものね。

度も前年度を更新して500人程度が報
告されています。10年前ぐらいまでは
200人前後で推移していたのですが、そ
の後、ずっと増え続けています。
　池田　その原因はどのように推測さ
れるのでしょうか。
　秋山　まだ完全には明らかになって
いないのですが、一つには高齢者に発
症者が多いということで、高齢社会の
影響があるのではないかと考えていま
す。
　池田　この病気自体が一般的に認知
されてきていることもあるのでしょう
か。
　秋山　それは当然あります。感染症
研究所が随分啓発していますので、そ
れによって医師の認知度も上がってい
て、見つかる症例も多くなってきてい
ます。
　最初にこの疾患が見つかったときに
は精力的に研究されていた研究者のい
る県だけで見つかっていて、そこの風
土病ではないかといわれたようなこと
もありましたが、今は人口に比例して
発症者が出ていて、どこでもリスクは
一緒だと考えられています。
　池田　風土病といわれるとたいへん
ですけれども、そういった意識のある
人がいれば見つけられるのですね。そ
れまでは、何かわからないけれども急
に死んでしまったというような感じだ
ったのでしょうか。
　秋山　はい。

　池田　もう一つ気になるところは、
A群連鎖球菌とG群連鎖球菌の溶連菌
という話ですけれども、その菌自体は
劇症溶連菌感染を起こすものとはタイ
プが違うのでしょうか。
　秋山　A群溶連菌についてはそのこ
とは非常によくわかっていて、A群連
鎖球菌ではemmという遺伝子にコード
されていて、膜表面に出ているM蛋白
という蛋白質があり、その型によって
劇症型になりやすいものと、そうでな
いものがある程度分けられるようにな
っています。
　池田　M蛋白で一定のかたちのもの
が起こしやすいという話ですが、M蛋
白とはどのような働きをしているので
しょうか。
　秋山　一番よく知られているのが好
中球、感染症のときに病原体を貪食、
食べてしまって殺傷する、そういう機
能を持った好中球に食べられにくくな
ることがよく知られています。
　池田　M蛋白は何種類ぐらいあるの
でしょうか。
　秋山　今では100種類以上知られて
います。
　池田　その中で何種類ぐらいが劇症
溶連菌で見つかるのでしょうか。
　秋山　年間、症例数が多いものでだ
いたい４種類ぐらいです。その中で、
emm1型、M蛋白の１型というものが
特に毎年流行している型になります。
　池田　特にemm1型というのが好中
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球の貪食能を抑えるのですね。
　秋山　そうです。
　池田　食べられないと増えていく。
これは自明の理だと思うのですけれど
も、そういった菌は実際どこから来る
のでしょうか。例えば、患者さん本人
がお持ちなのでしょうか。
　秋山　成人では連鎖球菌を咽頭に保
菌している例はわりと少なくて、小学
校に入学前ぐらいの小さなお子さんた
ちが溶連菌を咽頭などに保菌していて、
それがリザーバーになっているのでは
ないかと考えられています。
　池田　例えば、お子さんでemm1型
を持った溶連菌を咽頭に持っていても、
特に症状は何も出ないということです
か。
　秋山　実はお子さんでも劇症型の感
染症になる方が少しいて、そこは一つ、
変異で起きる劇症型感染症の特徴にな
ります。
　池田　お子さんもあるということで
すね。
　秋山　少しですが、実際に症例はあ
ります。
　池田　先ほど高齢者がなりやすいと
うかがって、どこから来ているのだろ
うかと思ったのですが、例えばemm1
型を表している溶連菌が咽頭にいても、
何も症状の出ないお子さんもいるので
すね。
　秋山　そうですね。１回は咽頭に発
症した後でも、そのまま菌がいるよう

な症例はたくさんあるのではないかと
思います。
　池田　そのような方は逆に１回炎症
を起こしているので、これに対して免
疫を持っていると考えてよいのでしょ
うか。
　秋山　はい。
　池田　その場合はあとでまた劇症型
感染症になることはないと考えてよい
のですね。
　秋山　ただ、ほかのemm型にかか
った場合には何かが起きる可能性は否
定できないです。
　池田　そちらの面もあるのですね。
100種類以上あるというのは、たいへ
んなことですね。最近認知されてきて
いるので、だいぶ診断も早くできるよ
うになったのでしょうけれども、診断
はどのように行われるのでしょうか。
　秋山　もし組織の壊死などが進んで
いるようなことがあれば、その場合は
切開をして、グラム染色をして菌を見
つけられるかどうか。見つけられれば、
基本的にはほぼ確定診断になるかと思
います。
　それ以外には、症状、手足の腫脹が
あって、発熱があるとか、風邪に似た
ような症状で、区別しにくいですけれ
ども、手足の腫脹などは、ある程度特
徴的かと思います。
　池田　そこでグラム染色を行うので
すね。培養していたら時間がかかりま
すものね。

度も前年度を更新して500人程度が報
告されています。10年前ぐらいまでは
200人前後で推移していたのですが、そ
の後、ずっと増え続けています。
　池田　その原因はどのように推測さ
れるのでしょうか。
　秋山　まだ完全には明らかになって
いないのですが、一つには高齢者に発
症者が多いということで、高齢社会の
影響があるのではないかと考えていま
す。
　池田　この病気自体が一般的に認知
されてきていることもあるのでしょう
か。
　秋山　それは当然あります。感染症
研究所が随分啓発していますので、そ
れによって医師の認知度も上がってい
て、見つかる症例も多くなってきてい
ます。
　最初にこの疾患が見つかったときに
は精力的に研究されていた研究者のい
る県だけで見つかっていて、そこの風
土病ではないかといわれたようなこと
もありましたが、今は人口に比例して
発症者が出ていて、どこでもリスクは
一緒だと考えられています。
　池田　風土病といわれるとたいへん
ですけれども、そういった意識のある
人がいれば見つけられるのですね。そ
れまでは、何かわからないけれども急
に死んでしまったというような感じだ
ったのでしょうか。
　秋山　はい。

　池田　もう一つ気になるところは、
A群連鎖球菌とG群連鎖球菌の溶連菌
という話ですけれども、その菌自体は
劇症溶連菌感染を起こすものとはタイ
プが違うのでしょうか。
　秋山　A群溶連菌についてはそのこ
とは非常によくわかっていて、A群連
鎖球菌ではemmという遺伝子にコード
されていて、膜表面に出ているM蛋白
という蛋白質があり、その型によって
劇症型になりやすいものと、そうでな
いものがある程度分けられるようにな
っています。
　池田　M蛋白で一定のかたちのもの
が起こしやすいという話ですが、M蛋
白とはどのような働きをしているので
しょうか。
　秋山　一番よく知られているのが好
中球、感染症のときに病原体を貪食、
食べてしまって殺傷する、そういう機
能を持った好中球に食べられにくくな
ることがよく知られています。
　池田　M蛋白は何種類ぐらいあるの
でしょうか。
　秋山　今では100種類以上知られて
います。
　池田　その中で何種類ぐらいが劇症
溶連菌で見つかるのでしょうか。
　秋山　年間、症例数が多いものでだ
いたい４種類ぐらいです。その中で、
emm1型、M蛋白の１型というものが
特に毎年流行している型になります。
　池田　特にemm1型というのが好中
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　秋山　たぶん医療の現場で、そうい
うことは行われていないと思います。
　池田　症状も何もなければ別に必要
ないということですね。

　秋山　症状がなければ、特に治療す
る必要はないと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　秋山　そうですね。
　池田　いわゆる核酸検出とか、PCR、
そういうものはやらないのでしょうか。
　秋山　診断として認可されているも
のはないので、実験というか、研究レ
ベルでやっている方もたくさんいます。
　池田　まだ研究レベルということで
すね。診断がついて、今度治療になり
ますが、特によく用いられる抗生物質
等はありますか。
　秋山　βラクタム系は、A群連鎖球
菌やG群連鎖球菌にはよく効くのです
が、菌の密度が上がりきっているよう
な状態では効きにくいと考えられてい
ます。そこで、クリンダマイシンなど
が使われるようです。
　池田　密度が高いということは細菌
数が多いということですね。
　秋山　そうですね。
　池田　その場合は、要するに薬が足
りないということなのでしょうか。
　秋山　普通のβラクタム系の薬剤は、
増殖しきって菌がたくさんいる状態で
は効きにくいのです。
　池田　増えるときに効果のある薬が、
増えた後では遅いということですね。
　秋山　そういうことです。
　池田　それはたぶん膜の合成等に関
係すると思うのですけれども。もう一
つは、溶連菌は薬剤の耐性とかはある
のでしょうか。
　秋山　基本的には治療上問題になる
ような薬剤耐性はほとんどないので、

早く見つけられれば、菌がまだ増えて
いるような状態だったら、普通の抗生
剤、βラクタム系の薬剤がよく効くこ
とになっています。
　池田　特にこれが効かない、耐性が
あるというのはないのですね。
　秋山　そうですね。
　池田　使うタイミングによるのです
ね。
　秋山　そうですね。
　池田　なるべく早期に診断して、軽
症のときに、細菌が増える前に使い始
めるということですね。
　秋山　はい。
　池田　なかなか難しい問題ですね。
また最初に話が戻るかもしれませんけ
れども、例えば高齢者の方で何か基礎
疾患などがある方が傷を負ってしまっ
た場合、家族の方がまた再発するので
はないかとすごく心配されて、治療し
てくれと言うのですけれども、これは
普通に治療すればいいのですか。
　秋山　ほとんど再発例はないと思わ
れます。ですので、再度感染は考えに
くいのです。ただ、先ほどお話しした
ように、emmの型が変わると再感染の
可能性は否定はできません。
　池田　それともう一つ、そのときに
あったのが、劇症溶連菌を発症した患
者さんの家族の方が「我々は治療しな
くてもいいのですか」と。予防的治療
をしなくていいのかと聞かれたのです
が。
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　秋山　たぶん医療の現場で、そうい
うことは行われていないと思います。
　池田　症状も何もなければ別に必要
ないということですね。

　秋山　症状がなければ、特に治療す
る必要はないと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　秋山　そうですね。
　池田　いわゆる核酸検出とか、PCR、
そういうものはやらないのでしょうか。
　秋山　診断として認可されているも
のはないので、実験というか、研究レ
ベルでやっている方もたくさんいます。
　池田　まだ研究レベルということで
すね。診断がついて、今度治療になり
ますが、特によく用いられる抗生物質
等はありますか。
　秋山　βラクタム系は、A群連鎖球
菌やG群連鎖球菌にはよく効くのです
が、菌の密度が上がりきっているよう
な状態では効きにくいと考えられてい
ます。そこで、クリンダマイシンなど
が使われるようです。
　池田　密度が高いということは細菌
数が多いということですね。
　秋山　そうですね。
　池田　その場合は、要するに薬が足
りないということなのでしょうか。
　秋山　普通のβラクタム系の薬剤は、
増殖しきって菌がたくさんいる状態で
は効きにくいのです。
　池田　増えるときに効果のある薬が、
増えた後では遅いということですね。
　秋山　そういうことです。
　池田　それはたぶん膜の合成等に関
係すると思うのですけれども。もう一
つは、溶連菌は薬剤の耐性とかはある
のでしょうか。
　秋山　基本的には治療上問題になる
ような薬剤耐性はほとんどないので、

早く見つけられれば、菌がまだ増えて
いるような状態だったら、普通の抗生
剤、βラクタム系の薬剤がよく効くこ
とになっています。
　池田　特にこれが効かない、耐性が
あるというのはないのですね。
　秋山　そうですね。
　池田　使うタイミングによるのです
ね。
　秋山　そうですね。
　池田　なるべく早期に診断して、軽
症のときに、細菌が増える前に使い始
めるということですね。
　秋山　はい。
　池田　なかなか難しい問題ですね。
また最初に話が戻るかもしれませんけ
れども、例えば高齢者の方で何か基礎
疾患などがある方が傷を負ってしまっ
た場合、家族の方がまた再発するので
はないかとすごく心配されて、治療し
てくれと言うのですけれども、これは
普通に治療すればいいのですか。
　秋山　ほとんど再発例はないと思わ
れます。ですので、再度感染は考えに
くいのです。ただ、先ほどお話しした
ように、emmの型が変わると再感染の
可能性は否定はできません。
　池田　それともう一つ、そのときに
あったのが、劇症溶連菌を発症した患
者さんの家族の方が「我々は治療しな
くてもいいのですか」と。予防的治療
をしなくていいのかと聞かれたのです
が。
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