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AMRが今なぜ問題なのか

　中村　大曲先生に企画いただきまし
た「耐性菌と抗菌薬適正使用の最前線」
というシリーズが始まります。その企
画の１回目ということで、AMR、すな
わちAnti microbial resis tanceが今なぜ
問題なのかを承りたいと思います。
　この問題はペニシリンの発見から始
まっていると考えていいのでしょうか。
　大曲　そうです。ペニシリンが発見
されて、実際に日常で使われるように
なったのは1940年代の半ばごろですが、
実はその数年後、ペニシリンが効かな
い菌が見つかっています。そもそもフ
レミング博士がノーベル賞の授賞式の
演説といいますか、レクチャーでそれ
を予言していたそうです。
　中村　指摘しているのですか。立派
なものですね。
　大曲　すごいですね。実際にその菌
が出てきて、では薬をどう守っていく
のか、どう使っていくのかという問題
が始まりました。
　中村　そうしますと、もう100年近
くなるのですね。たいへん重要な課題

だと私も考えていますが、こういった
問題に対して、グローバルアクション
プランのようなものが立てられている
とうかがっています。ワンヘルスとい
う言葉が時々使われますが、この辺か
ら意見をいただけますか。
　大曲　ワンヘルスという言葉自体は
この５～10年の言葉ですが、もともと
は人間の健康問題と動物の領域の健康
問題はつながっている、というところ
から始まりました。例えば感染症でい
うと、いわゆる人獣共通感染症があり
ます。動物が持っている感染症が人間
にかかる、コウモリが持っている感染
症が人間にかかることがあって、両方
をコントロールするためには動物の領
域の獣医と、人間の領域の医師がうま
く協調しながら対応しなければいけな
いという考えが出てきました。そこが
ワンヘルスという考え方だと思います。
　最近では、耐性菌について、環境に
も実はかなり影響があることがわかっ
てきて、環境の対策もワンヘルスの考
えに含める、そういう方向もあります。

　中村　実は私、イヌを飼っています。
イヌがクロストリジウムにかかり下痢
をして、それが私にうつりました。人
畜感染でしょうか、ワンヘルスはたい
へん重要な、極めて大きな問題を抱え
ていると思います。そうしますと、臨
床的な問題、獣医も含めて、私どもは
研究あるいは対応をしていかなければ
いけないということですね。
　大曲　本当にそう思います。獣医は、
大動物を扱う獣医もいれば、小動物を
扱う獣医もいます。獣医が扱う動物が
持っている耐性菌がヒトに移ってきた
り、逆に人間が持っている耐性菌が愛
玩動物、小動物から出てきたりという
ことがあります。人間と動物とのつな
がりがありそうだということから、そ
のコントロールをどうしていくべきか
について、今すごく話題になっていま
す。あまりわかっていないところでも
あり、研究も今始まったところです。
　中村　抗菌薬に限らず、例えば生物
学的製剤がいろいろ出てきています。
ああいったものも耐性をつくっていく
可能性はあるのですか。
　大曲　バイオロジックスはどうなの
でしょうか。免疫と遺伝にはそれほど
詳しくないのですが、理屈からいけば、
人間のゲノムの改変は一つの世代の中
でも起こっていると聞いていますので、
私は起こりうる話ではないのかと思っ
ています。
　中村　そうしますと問題は、医療に

与える影響がかなり大きいだろうと思
うのですが。
　大曲　非常に大きくて、２つの面で
問題になると思います。１つは、これ
だけ免疫力が弱ったり、高齢の方が増
えている状況で、耐性菌の感染を起こ
した場合に、それは非常に治しにくい。
場合によっては命が危険にさらされま
す。
　もう一つは、調べていくと、我々が
受ける高度医療、例えば、手術や造血
幹細胞移植、あるいは先ほど先生がお
っしゃった生物学的製剤の治療を行う
と感染のリスクが高まるのですが、そ
れを防ぐために抗菌薬がかなり使われ
てきた。ということは、抗菌薬の耐性
が増えてしまうと、予防に使っていた
抗菌薬も使えなくなるということにな
り、突き詰めていけば、耐性菌が体に
くっついているものですから、そうい
う高度医療、先進医療を受けられない
ということも起こりうるのです。です
ので、トータルで考えますと、医療自
体に大きなブレーキがかかる。それが
結局、我々の健康に対して大きな脅威
となるというのが耐性菌の問題の根本
といいますか、悪影響だと思います。
　中村　いわばイタチごっこのような
格好で創薬が進んでいくのですね。
　大曲　そうなのです。創薬は非常に
大事で、それが出てくることで我々の
治療も非常にやりやすくなったのです
が、微生物は適応力が高く、どんどん
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そこに耐性菌が出てくるのです。そこ
を克服するために、創薬は非常に重要
になってくると思います。
　中村　間に合っていけるのですか。
　大曲　実は以前ほど抗生物質、抗菌
薬は新しいものが出なくなっています。
新しい種を見つける、薬のもとを見つ
けることが非常に難しくなっているこ
ともあります。そこを見いだすにはも
のすごい額のお金が必要なのですが、
今までの薬の開発や流通、販売を考え
ていくと、薬で出てくる利益と開発の
ためにかかるものすごく大きい額が見
合わなくなっているようなのです。そ
れは結局、開発が難しくなっているこ
とを意味します。開発は今、ちょっと
厳しい状況にあると思います。
　中村　この際、ご専門の立場から教
えていただきたいのですが、私どもは
日常、例えばのどが痛い、咳が出る、
痰が出るという患者さんをよく見るの
です。やたらと抗生物質を使うなとい
うことになると、実際の日常臨床で使
うか、使わないかをどこで分けていっ
たらよいですか。
　大曲　実はそこは、それこそ厚生労
働省、政府ぐるみで頑張って医師側に
啓発をしているところです。一番手を
つけやすいのは、抗生物質がいらない
状況をわかりやすく、素早く的確に診
断して、使わないと決める。使わない
と決めたうえで、患者さんに納得がい
くような説明をすることが一番早いと

思います。
　その中で今、我々が考えているのは、
一番数が多い感染症で抗生物質がいら
ないものは何かと考えていくと、感冒
や気管支炎といった急性の気道感染症
で、次が下痢です。それは外来で見る
機会も多く、感冒の中にも少しこじれ
たものとして気管支炎や副鼻腔炎、咽
頭炎があるのですが、今進めているの
は、感冒を含めたその４つをうまく診
断する。実はコツといいますか、やり
方があります。
　中村　ぜひ教えていただきたいです。
　大曲　一つは、感冒のことを知るの
が一番根本です。感冒は鼻の症状との
どの症状と下気道の症状、例えば咳と
か痰が、同程度に同時に存在するもの
なのです。確かにそう考えてみれば、
自分が感冒になったときの様子は確か
にそうなのです。そこを、ああ、なる
ほど、あれは感冒なのだと認識できる
のが第一ステップです。そうすると、
自分がそうなったときも、患者さんが
そうなったときも、抗生物質はいらな
い、と考えを進めることができます。
　のどの痛みが強い人は咽頭炎といい
ますし、下気道の症状、咳が強い人は
気管支炎、鼻の症状が強い人は次は副
鼻腔炎と診断していくと、ほかの３つ
も診断ができるようになります。そう
しますと、その多くは抗生物質はいら
ないものですから、「あなたは感冒な
ので抗生物質はいらないですよ」と説

明をしながら診療を進めていくことが
できるのではないかと思います。
　中村　そういった知識が一般の開業
医を含め、よく理解されていくと抗菌
薬の使い方が正しい方向にいけるかと
思いますね。
　大曲　そう言っていただけるとすご
く勇気が出ます。我々の仕事は、それ
をいかに先生方の手元にお伝えするか、
わかりやすく頭に入ってくるようにす
るか。あと、実践していただけるため
の環境づくりといいますか、一つは患
者さん方の意識をどう変えていくか。

　中村　そうですね。患者さんが「抗
生物質をください」と言いますね。
　大曲　そうなのです。患者さんの意
識調査をすると、一部そう思っていら
っしゃる方がいらっしゃるのです。あ
とは、風邪、感冒に抗生物質は効かな
いことをご存じない。言い方をかえれ
ば、効くと思っていらっしゃる方が４
割もいるのです。それを減らさないと、
先生方の診療もたいへんなままだと思
います。
　中村　どうもありがとうございまし
た。
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