
エムバイオテック株式会社マイコプラズマ感染症研究センター長
松　田　和　洋

（聞き手　山内俊一）

　マイコプラズマ抗原陽性の診断についてご教示ください。
　33歳でマイコプラズマ肺炎の既往のある56歳の主婦が咳で受診。CTにて両
肺に多発すりガラス影（GGO）がみられ、WBC 3,900、CRP 0.6、マイコプラ
ズマ抗原（リボテスト）は陰性で、モキシフロキサシン（MFLX）400㎎を３日
間投与、咳と陰影は軽減したため、クラリスロマイシン（CAM）を14日間投与。
すりガラス影も軽減したため、さらに28日間CAMを投与しました。しかし、
CAMが切れて１週間後に再び咳が出ると受診。CTにてGGOの増加、WBC 4,900、
CRP 0.3でマイコプラズマ抗原陽性でした。CAM耐性と考えて、MFLX 400㎎を
７日間投与したところ、抗原は陰性化、症状、GGOもほとんど消失しましたが、
マイコプラズマ抗体、PA法40倍未満、CFも４倍未満でした。このよう場合は、
どのように考えるべきでしょうか。ミノマイシンは副作用で使用不可です。

＜福岡県勤務医＞

マイコプラズマ抗原陽性への対応

　山内　松田先生、まず、質問のよう
なケースはあるのでしょうか。
　松田　最近、マイコプラズマ感染症
を疑うのですけれども、実際には抗原
が出てこなかったり、あるいはPA法、
CF法で陰性であったりと、今のマイ
コプラズマの診断と治療ではそういう
現実問題があることを反映している質
問だと思います。
　山内　ちなみに、現在の測定法の特

異性、感度、こういったあたりはどの
くらいなのでしょうか。
　松田　まず抗原測定法ですけれども、
平成28年の日本マイコプラズマ学会 
や論文などで報告があったのですが、
PCRと比べて抗原が検出される頻度は
60～80％ぐらいです。逆に、症状はな
いのに抗原が咽頭から検出されるもの
が10～20％もあるのです。やはり、肺
炎マイコプラズマ感染症の確定診断に

は、PA法やCF法での急性期と回復期
の抗体価をペアで確認することが基本
です。
　山内　大ざっぱにいうと、咽頭のぬ
ぐい液に関すると、そのあたりの特異
度、感度は60～80％と考えてよいので
すね。
　松田　そういうことになります。結
論としては、もう少し感度の高いもの
が望まれてきています。
　山内　検体としてはもう一つ、血液
がありますね。こちらはもう少しよい
のでしょうか。
　松田　血液のほうがマイコプラズマ
感染症、全身の感染状態を反映してき
ます。血液の抗体ということですが、
血液の抗体が上がったということはマ
イコプラズマ感染症が体の中でどこか
に存在して、免疫がそれに応答してい
ることを反映します。
　抗原測定法はもう一つ問題が指摘さ
れているのですが、咽頭ぬぐい液、あ
くまでも咽頭、呼吸器系からサンプル
を取ってくるのですが、そこにコロナ
イゼーション、すみついているけれど
も、菌は体の中に入っても病気を起こ
していないという状態がワンステップ
あるのです。そうすると、抗原があっ
ても10～20％は症状がないこともある
ので、抗原測定法が全身の状態をなか
なかうまく反映してくれていない要因
の一つではないかと思います。
　山内　感染はしているけれども発症

していないのですね。
　松田　そうですね。
　山内　しばしばこういった測定で出
てくる問題ですね。
　松田　例えば、皮膚の化膿球菌が皮
膚にいれば必ず肺炎を起こすかという
と、そうではなくて、そこにコロナイ
ゼーションしているだけというのと同
じようなイメージになると思います。
　山内　逆のパターンですが、こうい
ったマイコプラズマが潜在化して、い
ろいろな病気の原因になっているのも
少し話題になっているようですね。
　松田　そうですね。今の方法はマイ
コプラズマ肺炎の診断と治療というこ
とでしたが、最近の話題は、マイコプ
ラズマ感染症というのは単純に肺炎だ
けではなくて、最小の細菌であり免疫
の攻撃から逃れやすいため、粘膜から
容易に血液に入り、微小血管から体内
に侵入し、脳あるいは腎臓へ、さらに
肺へ、そうした組織で増殖して、そこ
にバイオフィルムのようにすみつく。
折に触れて炎症を起こしたり、遷延化
を起こしたり、全身の多彩な血管炎、
あるいは神経炎を起こすといった概念
になりつつあります。これは実は動物、
例えばウシのマイコプラズマとかでは、
よく知られていることなのです。
　山内　具体的に、例えばどんな病気
が挙げられるのでしょうか。
　松田　教科書的に書かれているのは、
例えばスティーブンス・ジョンソン症
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候群です。これは皮膚の血管炎です。
またシェーンライン・ヘノッホ紫斑病
というものがありますが、これも皮膚
の血管炎と同時に、IgA腎症を高率に
発症し、腎炎を発症するのです。これ
もマイコプラズマ感染後に起きること
が知られてきています。あと、ギラン
バレーなどの炎症を伴う脱髄性神経難
病の原因になることがわかっています。
　子どもだと無菌性髄膜炎、これは先
ほどの話とも共通するのですが、呼吸
器症状がないのにマイコプラズマ肺炎
が流行している地域で無菌性髄膜炎が
流行している。PCRとか培養法でイン
テンシブに調べたら、マイコプラズマ
が原因だということがわかって、学級
閉鎖などをしながら感染を制御したと
いう論文がアメリカから出たりしてい
るのです。
　山内　子どもの血管炎というと、随
分たくさん出てくるのですね。
　松田　そうですね。例えば、川崎病
などは重要な血管炎だと思います。
　山内　川崎病にも関係あるのでしょ
うか。
　松田　最近、川崎病の20％ぐらいで
マイコプラズマ感染後に起きた、ある
いはマイコプラズマに対する、PA法
ですけれども、640以上の高い抗体価
が見られたという論文がありまして、
症例報告では経過とともにPA法で４
倍に上がったという症例も出てきてい
ます。

　一方、マイコプラズマでは皮疹など
がよく起きるのですが、多形滲出性紅
斑からスティーブンス・ジョンソン症
候群に移行することがあります。ステ
ィーブンス・ジョンソン症候群という
のは全身のものや、目と口に特異的に
起きるもの、亜型といわれるものがあ
るのですが、その症状と川崎病となか
なか区別がつきにくい。
　山内　確かに亜型についてはそっく
りですね。
　松田　そういうことを合わせると、
マイコプラズマの感染によって川崎病
の症状を呈する子どもがいるのは、お
そらく間違いないと思います。
　山内　単なる一過性の肺炎だけでは
ないということですと、現在の抗原測
定法での診断をさらに進化させる必要
はありませんか。
　松田　あると思います。ここは今の
医療の大きな盲点になっていると考え
ていて、急性の肺炎は診るのですけれ
ども、その患者さんが慢性化して調子
が悪い状態を繰り返しているのはなか
なか診断がつかない状態というか、医
療の中で盲点になっていると思うので
す。肺炎ですと、間質性肺炎から肺線
維症になってきます。肺線維症はマイ
コプラズマが重要な原因微生物として
わかっているのです。そういう血管炎
から線維化、それが実は持続感染、繰
り返し感染で起きていく。そういう 
ことが全身、例えば脳とかでアデム

（ADEM：急性散在性脳脊髄炎）が起
きて、いろいろな脳炎、てんかんも起
きることが知られていますし、場合に
よっては認知症のような症状が出るこ
とも知られています。つまり、関節炎・
腎炎・髄膜炎・脳炎・膵炎・肝炎・皮
膚炎などの全身の多彩な症状を呈する
ことがあります。教科書的にはマイコ
プラズマを疑うとか、ウイルス性など
と出てきますが、実際の臨床現場では
そういうものに対してなかなか目が向
けられていません。
　要因の一つは診断法だと思っていま
す。そこを見るためには、抗原測定法
や、従来のPA法など、感度の悪いも
のではなくて感度のよい測定法が求め
られます。
　山内　もう少し一段いいものですね。
　松田　それは私も少し研究してきた
内容にもなるのですけれども、マイコ
プラズマの膜の糖脂質を完全に合成し
たものを使って、非常に特異的に無症
候性の状態とか、PA法で40以下、そ
の前後でも定量的に測定できる方法が
確立されてきています。感染しても症
状がない不顕性感染の状態も把握でき、
高感度で特異的です。そういう方法が
慢性への移行、あるいは慢性感染症を
きちんと見ていくものになると期待さ
れています。

　山内　もうそろそろ出来上がってい
るものなのでしょうか。
　松田　技術的には確立していまして、
検査センターでは、まだ保険適用外で
すが、サービスを開始できる状態にな
っています。こういうことに理解のあ
るクリニックのドクターや、できたら
国の助成金を使って、難病の患者さん
の原因検索に使っていけるようにした
い、できたらいいと考えています。
　山内　正式にはマイコプラズマ脂質
抗原抗体測定法でよいのでしょうか。
　松田　そうなりますね。マイコプラ
ズマの特異的な糖脂質に対する特異的
な抗体を定量的に測定し、しかもIgM
とIgGを区別して測定できる。こうい
った慢性の感染状態を的確に把握して、
的確な治療法につなげていくことが期
待できると思います。
　山内　積極的な治療法が必要になっ
てきている状況下で、今同時に検査法
の改革も進められているということで
すね。
　松田　こういう疾患をみんなで認知
し、それに対してどのように対策を取
っていくか。感染症対策も含めて、み
んなで協力しながら、グローバルに医
療を展開していく必要がある状況にな
っていると思います。
　山内　ありがとうございました。
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候群です。これは皮膚の血管炎です。
またシェーンライン・ヘノッホ紫斑病
というものがありますが、これも皮膚
の血管炎と同時に、IgA腎症を高率に
発症し、腎炎を発症するのです。これ
もマイコプラズマ感染後に起きること
が知られてきています。あと、ギラン
バレーなどの炎症を伴う脱髄性神経難
病の原因になることがわかっています。
　子どもだと無菌性髄膜炎、これは先
ほどの話とも共通するのですが、呼吸
器症状がないのにマイコプラズマ肺炎
が流行している地域で無菌性髄膜炎が
流行している。PCRとか培養法でイン
テンシブに調べたら、マイコプラズマ
が原因だということがわかって、学級
閉鎖などをしながら感染を制御したと
いう論文がアメリカから出たりしてい
るのです。
　山内　子どもの血管炎というと、随
分たくさん出てくるのですね。
　松田　そうですね。例えば、川崎病
などは重要な血管炎だと思います。
　山内　川崎病にも関係あるのでしょ
うか。
　松田　最近、川崎病の20％ぐらいで
マイコプラズマ感染後に起きた、ある
いはマイコプラズマに対する、PA法
ですけれども、640以上の高い抗体価
が見られたという論文がありまして、
症例報告では経過とともにPA法で４
倍に上がったという症例も出てきてい
ます。

　一方、マイコプラズマでは皮疹など
がよく起きるのですが、多形滲出性紅
斑からスティーブンス・ジョンソン症
候群に移行することがあります。ステ
ィーブンス・ジョンソン症候群という
のは全身のものや、目と口に特異的に
起きるもの、亜型といわれるものがあ
るのですが、その症状と川崎病となか
なか区別がつきにくい。
　山内　確かに亜型についてはそっく
りですね。
　松田　そういうことを合わせると、
マイコプラズマの感染によって川崎病
の症状を呈する子どもがいるのは、お
そらく間違いないと思います。
　山内　単なる一過性の肺炎だけでは
ないということですと、現在の抗原測
定法での診断をさらに進化させる必要
はありませんか。
　松田　あると思います。ここは今の
医療の大きな盲点になっていると考え
ていて、急性の肺炎は診るのですけれ
ども、その患者さんが慢性化して調子
が悪い状態を繰り返しているのはなか
なか診断がつかない状態というか、医
療の中で盲点になっていると思うので
す。肺炎ですと、間質性肺炎から肺線
維症になってきます。肺線維症はマイ
コプラズマが重要な原因微生物として
わかっているのです。そういう血管炎
から線維化、それが実は持続感染、繰
り返し感染で起きていく。そういう 
ことが全身、例えば脳とかでアデム

（ADEM：急性散在性脳脊髄炎）が起
きて、いろいろな脳炎、てんかんも起
きることが知られていますし、場合に
よっては認知症のような症状が出るこ
とも知られています。つまり、関節炎・
腎炎・髄膜炎・脳炎・膵炎・肝炎・皮
膚炎などの全身の多彩な症状を呈する
ことがあります。教科書的にはマイコ
プラズマを疑うとか、ウイルス性など
と出てきますが、実際の臨床現場では
そういうものに対してなかなか目が向
けられていません。
　要因の一つは診断法だと思っていま
す。そこを見るためには、抗原測定法
や、従来のPA法など、感度の悪いも
のではなくて感度のよい測定法が求め
られます。
　山内　もう少し一段いいものですね。
　松田　それは私も少し研究してきた
内容にもなるのですけれども、マイコ
プラズマの膜の糖脂質を完全に合成し
たものを使って、非常に特異的に無症
候性の状態とか、PA法で40以下、そ
の前後でも定量的に測定できる方法が
確立されてきています。感染しても症
状がない不顕性感染の状態も把握でき、
高感度で特異的です。そういう方法が
慢性への移行、あるいは慢性感染症を
きちんと見ていくものになると期待さ
れています。

　山内　もうそろそろ出来上がってい
るものなのでしょうか。
　松田　技術的には確立していまして、
検査センターでは、まだ保険適用外で
すが、サービスを開始できる状態にな
っています。こういうことに理解のあ
るクリニックのドクターや、できたら
国の助成金を使って、難病の患者さん
の原因検索に使っていけるようにした
い、できたらいいと考えています。
　山内　正式にはマイコプラズマ脂質
抗原抗体測定法でよいのでしょうか。
　松田　そうなりますね。マイコプラ
ズマの特異的な糖脂質に対する特異的
な抗体を定量的に測定し、しかもIgM
とIgGを区別して測定できる。こうい
った慢性の感染状態を的確に把握して、
的確な治療法につなげていくことが期
待できると思います。
　山内　積極的な治療法が必要になっ
てきている状況下で、今同時に検査法
の改革も進められているということで
すね。
　松田　こういう疾患をみんなで認知
し、それに対してどのように対策を取
っていくか。感染症対策も含めて、み
んなで協力しながら、グローバルに医
療を展開していく必要がある状況にな
っていると思います。
　山内　ありがとうございました。
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