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黄色ブドウ球菌（MRSA）

　大西　山口先生、黄色ブドウ球菌
（MRSA）という、臨床上、非常に重
要な課題についてうかがいたいと思い
ます。
　まずMRSAの日本での現状は、ざっ
くり言うと、どのような具合になって
いるのでしょうか。
　山口　最近は耐性菌の中でもグラム
陰性菌がかなり話題になっているので、
MRSAは問題になっていないと勘違い
されることもあります。確かに、海外
と同様に、日本でも徐々にMRSAの検
出率が下がってきていて、以前は黄色
ブドウ球菌のうちのメチシリン耐性率
が７割程度でしたが、５割程度に下が
ってきています。ただ、海外では、数
％の国もあるので、そうした国と比べ
るとかなり高いということです。JANIS
というデータベースがありますが、そ
こで見ると、わが国で一番遭遇機会の
多い耐性菌はMRSAになっています。
やはり対策は必要かと思います。
　大西　病院で重要な問題になる一つ
ですよね。耐性率２割以下というのが

目標ですか。
　山口　AMR（antimicrobial resist-
ance）アクションプランが最近出され
ました。その中で黄色ブドウ球菌のメ
チシリン耐性率が、今は５割だけれど
も２割以下を目標に、と進められてい
ます。制定されたのは2014年ぐらいで
すが、2020年までにということで、あ
と３割ぐらい減らさなければいけませ
ん。
　大西　けっこうたいへんですね。
　山口　たいへんな目標が設定されて
います。この２～３年、実際にはまだ
そういうペースではいっていないので
すが、高いところを目標にするのはい
いと思っています。
　大西　２割の根拠というか、これは
欧米並みということですか。
　山口　日本の健常人や、外来で検出
される黄色ブドウ球菌のうちのMRSA
の割合は、２割ぐらいです。ですので、
それぐらいまでは下げられるのではな
いか。結局、病院の中での５割という
のは、院内で伝播して増えていった。

そうして最終的に５割ぐらいになって
いると考えるとすれば、接触感染予防
をしっかり行えば、外来並みぐらいは
達成できるのではないかという目標設
定かと個人的には考えています。
　大西　日本はまだ多いのですね。
　山口　ヨーロッパに比べると多いで
すね。
　大西　抗生剤の使用はどのような背
景があるのでしょうか。
　山口　その辺ははっきりはわからな
いのですが、例えばイギリスなどはか
なり厳しく、入院するときにMRSAの
監視培養を行うようです。日本では入
院のときにすべての患者さんを検査す
るわけではないので、検査しなければ
わかりません。もちろん最初からMRSA
とわかっていれば、しっかり感染対策
ができるのですが、そういった盲点が
あって、知らないところで広がってい
ることもあるのかと思います。
　大西　市中感染型MRSAという言葉
を聞きますが、このあたりを教えてい
ただけますか。
　山口　市中感染型MRSAは健常人で
すね。普通、MRSAというのは病院の
中で抗生剤をたくさん使われたような
compromised hostといわれる患者さん
の中で感染症を起こすのが問題だった
のですが、市中感染型MRSAは健常人、
若い、特に病気がないような子どもた
ちや健康な人に感染症を起こすことで
問題になってきました。最初に問題に

なったのはアメリカです。
　アメリカで子どもたちが市中でMRSA
の感染症になって致死的だった。肺炎
や敗血症を起こして亡くなっていった
のです。続いて2004年ぐらいだったと
思いますが、皮膚から検出される黄色
ブドウ球菌の中でのMRSAの割合が８
割と、かなり高い割合で出てきていて、
健康な人の皮膚の感染症でアメリカ中
にMRSAが広がったという報告があり
ます。
　それに伴って重症の敗血症や肺炎な
どが増えたので、日本でも問題になる
のではないかと言われていたのです。
しかし、日本では実はそんなに増えて
いなくて、先ほど少しお話ししました
が、市中の皮膚感染症から出てくる黄
色ブドウ球菌のうちのだいたい２割ぐ
らいがMRSAです。ですので、アメリ
カほどは多くないけれども、若い人た
ちに感染症を起こすということから、
今後増えていかないか心配、というの
が一番のところです。
　大西　普段、外来でMRSAを調べな
いことも多いかと思うのですが、どの
ようにしたらいいですか。
　山口　もともと黄色ブドウ球菌なの
で、多い感染症としては皮膚軟部組織
感染症になると思います。皮膚科の領
域の先生からよく相談を受けますが、
お話を聞いていて感じるのは、まず培
養検査が外来で行われていないことが
多い。最初に皮膚感染症を診療して、
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抗菌薬を出すけれども、そのタイミン
グでは実は出していないことが多く、
逆に抗菌薬を出して、治らずにもう一
回来たときに出すとか、遅れて検査し
てみたらMRSAだったとか、そういっ
たことがよくある。抗菌薬が必要な状
況であるならば、まずそこで培養を取
っていただけると、もう少し市中での
MRSAの状況がわかってくるかと思っ
ています。
　大西　培養検査をもっと積極的に行
っていくことが重要ですね。
　山口　そうですね。
　大西　そういう方への対策が漏れて、
入院で持ち込まれることもありますね。
先ほどのイギリスの話だと入院時、か
なりきっちりチェックされている。日
本では、少し疑ったケースなど一部に
すぎないという気もするのですが、ど
うしていったらよいですか。
　山口　理想は入院したときに全員わ
かるのが一番良いと思うのですが、い
ろいろ耐性菌も増えてきています。
MRSAだけでいいのかとか、ESBLな
ども増えていますが、入院するときに
全員の便を検査するのかなど、なかな
か難しい問題だと思います。やはり
MRSAが検出されそうな人の場合に監
視培養を行うとか、施設からの入院の
場合に行うとか、そういったことも一
つの手かと思います。お金もかかるこ
となので、病院それぞれにお任せする
しかないのですが、入院時にできるだ

け多くの人の検査をしたほうが、その
後の接触感染防止策がしっかりできま
すので、良いと考えています。
　大西　特に入院だと、ハイリスクの
病棟がありますよね、ICUやNICUな
ど。そういうところは少し積極的に監
視培養のようなものを行ってもいいか
と思うのですが。
　山口　そうですね。必要だと思いま
す。特に、小児科領域でも最近、NICU
などでMRSAの伝播が問題になったり
しています。そういったものはできる
だけ早く確認しないと、看護師も医師
も接触する機会が多い病棟ですから、
しっかり監視できるような体制を整え
るのが大事かと思います。
　大西　対策として標準的な予防策を
取るということですね。
　山口　私は病原性の高いMRSAの研
究をしていますが、病原性の高いMRSA
も、そうでないMRSAも、耐性度の高
いMRSAも、結局接触感染でうつって
いくので、最初の“うつる”を防いで
いかないと、広がるのを予防すること
はなかなかできないと思います。
　大西　MRSAによる死亡率はいろい
ろデータが出ているのでしょうか。
　山口　MRSAに関しては、例えばと
きどき菌血症になって致死的になるこ
とがあります。どういうときに重篤な
病態になるのか、私はずっと昔から気
になっているのですが、市中感染型
MRSAと、耐性度の高い院内感染型の

MRSAに分けてみると、市中感染型の
MRSAのほうが病原性が高いといわれ
ています。ただ、病態を見てみると、
院内感染型MRSAも、高齢の方だった
り、compromised hostに感染している
ことが多いからか重症例が多く、どち
らのほうが予後が悪いとか、まだ答え
は出ていません。ただし、市中感染型
MRSAのほうが感染年齢が低いという
ことはわかっているので、ある程度免
疫が保たれている方に対しても強い感
染力を示す可能性がある病原体かと考
えています。
　大西　MRSAの治療の対象は、どの
ように適応を考えたらよいでしょうか。
　山口　そこは難しいところで、肺炎
などは保菌が多くて、まず診断が難し
いと思うのですが、基本的にはMRSA
による肺炎は少ないので、治療すべき
かどうかは慎重に判断すべきかなと思
います。一方で菌血症はかなりMRSA
によることが多いです。皮膚感染症を
起こしやすい菌なのですが、いったん
血液の中に入ってしまうと病原性を強
く発揮する菌なので、やはり菌血症で
は注意が必要な菌かと考えています。
病原性の高い菌による菌血症であれば、

急激に病態が変化していくこともある
ので、バンコマイシンをはじめ、ダプ
トマイシンなど、今はいろいろな薬が
ありますから、躊躇せずに、しっかり
一番良いと思われる治療を行う必要が
あると思います。
　大西　抗菌薬の選択も何か気をつけ
ることはありますか。また何か耐性が
できるなど。
　山口　どの薬も耐性はできてしまう
のです。しっかり診断し、例えばダプ
トマイシンは肺に使えないとか、いろ
いろ特徴がありますから、感染巣をし
っかり把握して一番適していると考え
られる抗菌薬を使うのが大事かと思い
ます。
　大西　今後減らしていくためには、
どのような対策が有効ですか。
　山口　先ほどからお話ししているよ
うに監視は大事だと思うのですが、培
養検査と接触感染予防策、その２点が
基本になってくると思います。
　大西　基本に忠実に地道にやってい
くということですね。
　山口　そうなると思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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抗菌薬を出すけれども、そのタイミン
グでは実は出していないことが多く、
逆に抗菌薬を出して、治らずにもう一
回来たときに出すとか、遅れて検査し
てみたらMRSAだったとか、そういっ
たことがよくある。抗菌薬が必要な状
況であるならば、まずそこで培養を取
っていただけると、もう少し市中での
MRSAの状況がわかってくるかと思っ
ています。
　大西　培養検査をもっと積極的に行
っていくことが重要ですね。
　山口　そうですね。
　大西　そういう方への対策が漏れて、
入院で持ち込まれることもありますね。
先ほどのイギリスの話だと入院時、か
なりきっちりチェックされている。日
本では、少し疑ったケースなど一部に
すぎないという気もするのですが、ど
うしていったらよいですか。
　山口　理想は入院したときに全員わ
かるのが一番良いと思うのですが、い
ろいろ耐性菌も増えてきています。
MRSAだけでいいのかとか、ESBLな
ども増えていますが、入院するときに
全員の便を検査するのかなど、なかな
か難しい問題だと思います。やはり
MRSAが検出されそうな人の場合に監
視培養を行うとか、施設からの入院の
場合に行うとか、そういったことも一
つの手かと思います。お金もかかるこ
となので、病院それぞれにお任せする
しかないのですが、入院時にできるだ

け多くの人の検査をしたほうが、その
後の接触感染防止策がしっかりできま
すので、良いと考えています。
　大西　特に入院だと、ハイリスクの
病棟がありますよね、ICUやNICUな
ど。そういうところは少し積極的に監
視培養のようなものを行ってもいいか
と思うのですが。
　山口　そうですね。必要だと思いま
す。特に、小児科領域でも最近、NICU
などでMRSAの伝播が問題になったり
しています。そういったものはできる
だけ早く確認しないと、看護師も医師
も接触する機会が多い病棟ですから、
しっかり監視できるような体制を整え
るのが大事かと思います。
　大西　対策として標準的な予防策を
取るということですね。
　山口　私は病原性の高いMRSAの研
究をしていますが、病原性の高いMRSA
も、そうでないMRSAも、耐性度の高
いMRSAも、結局接触感染でうつって
いくので、最初の“うつる”を防いで
いかないと、広がるのを予防すること
はなかなかできないと思います。
　大西　MRSAによる死亡率はいろい
ろデータが出ているのでしょうか。
　山口　MRSAに関しては、例えばと
きどき菌血症になって致死的になるこ
とがあります。どういうときに重篤な
病態になるのか、私はずっと昔から気
になっているのですが、市中感染型
MRSAと、耐性度の高い院内感染型の

MRSAに分けてみると、市中感染型の
MRSAのほうが病原性が高いといわれ
ています。ただ、病態を見てみると、
院内感染型MRSAも、高齢の方だった
り、compromised hostに感染している
ことが多いからか重症例が多く、どち
らのほうが予後が悪いとか、まだ答え
は出ていません。ただし、市中感染型
MRSAのほうが感染年齢が低いという
ことはわかっているので、ある程度免
疫が保たれている方に対しても強い感
染力を示す可能性がある病原体かと考
えています。
　大西　MRSAの治療の対象は、どの
ように適応を考えたらよいでしょうか。
　山口　そこは難しいところで、肺炎
などは保菌が多くて、まず診断が難し
いと思うのですが、基本的にはMRSA
による肺炎は少ないので、治療すべき
かどうかは慎重に判断すべきかなと思
います。一方で菌血症はかなりMRSA
によることが多いです。皮膚感染症を
起こしやすい菌なのですが、いったん
血液の中に入ってしまうと病原性を強
く発揮する菌なので、やはり菌血症で
は注意が必要な菌かと考えています。
病原性の高い菌による菌血症であれば、

急激に病態が変化していくこともある
ので、バンコマイシンをはじめ、ダプ
トマイシンなど、今はいろいろな薬が
ありますから、躊躇せずに、しっかり
一番良いと思われる治療を行う必要が
あると思います。
　大西　抗菌薬の選択も何か気をつけ
ることはありますか。また何か耐性が
できるなど。
　山口　どの薬も耐性はできてしまう
のです。しっかり診断し、例えばダプ
トマイシンは肺に使えないとか、いろ
いろ特徴がありますから、感染巣をし
っかり把握して一番適していると考え
られる抗菌薬を使うのが大事かと思い
ます。
　大西　今後減らしていくためには、
どのような対策が有効ですか。
　山口　先ほどからお話ししているよ
うに監視は大事だと思うのですが、培
養検査と接触感染予防策、その２点が
基本になってくると思います。
　大西　基本に忠実に地道にやってい
くということですね。
　山口　そうなると思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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