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基質拡張型βラクタマーゼ産生大腸菌（ESBL）

　齊藤　基質拡張型βラクタマーゼ産
生大腸菌（ESBL）ということでうか
がいます。
　まず、基質拡張型βラクタマーゼは
どのようなものでしょうか。
　早川　ちょっと堅苦しい名前なので
すが、最後が「アーゼ」と終わってい
るのは酵素なので、βラクタマーゼと
いうのは酵素です。何をする酵素かと
いうと、βラクタム剤という抗菌薬を
分解するために細菌がつくり出した酵
素です。例えばペニシリンなどが有名
ですが、ペニシリンを分解するペニシ
リナーゼという酵素があり、これもβ
ラクタマーゼの一つです。
　基質特異性拡張型というのは、何が
拡張していのるか。英語でいうと、ex-
tended-spectrumです。これは抗菌薬
の開発の過程で、ペニシリン、第一世
代セファロスポリン、第二世代セファ
ロスポリンと出てきたときに、第三世
代のセファロスポリンというのはもと
もと分解されにくいβラクタム剤だっ
たのですが、そういったものまで分解

できるという意味で、基質特異性拡張
型というのが頭についています。
　齊藤　抗菌薬が効きにくいのですね。
　早川　そうですね。それまで使えて
いた抗菌薬を細菌のほうで分解できる
ようになったということです。
　英語を略して、ESBL（Extended 
Spectrumβラクタマーゼ）と海外で
は呼ばれていますし、日本でも医療現
場ではESBLと呼んでいます。
　齊藤　いつごろから話題になってい
ることなのでしょうか。
　早川　1980年代に初めて発見されま
した。このころ、第三世代のセファロ
スポリンが使われるようになってきて、
その中でそれを分解する、それに耐性
の菌を調べていったところ、見つかっ
たのです。
　齊藤　そのころからできてきたとい
うことは、抗菌薬の発展とともにでき
てきたということでしょうか。
　早川　おっしゃるとおりで、よくイ
タチごっこという言葉が薬剤耐性菌の
分野では使われます。細菌を殺そうと

思ってつくった薬に細菌のほうが耐性
になって、耐性になった菌が生き残る
かたちで、どんどんその耐性が受け継
がれていってできた、といっていいと
思います。
　齊藤　抗菌薬が医療等々で使われて
いますが、それとかかわってきている
のでしょうか。
　早川　抗菌薬のプレッシャーがなけ
れば、こういった菌が生き残るメリッ
トはあまり細菌にとってもないもので
すから、抗菌薬の後押しがあって増え
てきたということです。
　齊藤　今、広がり方としてはどうな
っていますか。
　早川　端的に申しますと、非常に広
がっています。例えば、厚生労働省の
JANISという非常に大きなサーベイラ
ンスシステムがあります。2016年の20
万菌株を超える大きなデータでは、第
三世代のセファロスポリンが効かない
大腸菌は４株に１つにあたる26％でし
た。そのほとんどの原因はESBLでは
ないかといわれています。
　齊藤　実際にはどうやって検出して
いくのでしょうか。
　早川　基本的に医療現場では、菌が
出ると、細菌検査室で薬剤感受性試験
を行います。第三世代のセファロスポ
リンに耐性であると、どうして耐性な
のだろうと細菌検査室で調べていただ
く検査の中に、ESBLを阻害する阻害
剤を組み合わせて、薬が効くようにな

ればESBLが原因だったということが
できるので、そういった阻害剤である
クラブラン酸を使って感受性が戻るか
どうか。これは、自動機器に組み込ま
れていたり、ディスク法といって、薬
入りの小さいディスクを並べてみたり、
イムノクロマト法といって色が変わる
ような試薬を使ったりして調べている
ことが多いと思います。
　齊藤　抗菌薬使用のときに、経験的
にぱっと使うのではなくて、今おっし
ゃったようなプロセスが必ずあったほ
うがよいということでしょうか。
　早川　ESBLに関していうと、例え
ばセフトリアキソンといって臨床現場
で非常によく使われるβラクタム薬が
あるのですが、こういったものも効か
なくなってきます。感受性上も効きま
せんし、ESBLであるということがわ
かると、使える抗菌薬はかなり限られ
てくるので、調べてわかったほうがい
いと思います。
　齊藤　健常者でも持っている人がい
るのですか。
　早川　そうです。これは非常に重要
なポイントで、当院でも調べてみたと
ころ、ESBL産生大腸菌の26％は入院
歴等が全くない方です。市中からポン
と来た方から検出されています。これ
は当院だけではなくて、世界的にいわ
ゆる市中型といいますか、病院に出た
り入ったりせず、普通に暮らしている
方から出るという報告がされています。
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日本のデータですが、健常者の15％ぐ
らいの方が保菌していたというデータ
もあるくらいで、かなり市中に拡散し
ている可能性があります。あとは、ス
ーパーで売っている鶏肉を調べたら見
つかったとか、尿路感染症を起こした
イヌを調べてみたら検出されたとか、
家畜、伴侶動物、食品、環境、いろい
ろなところに広がっていると思われま
す。
　齊藤　ヒトだけではなくて、動物、
食べ物にもあるのですね。それから日
本と周辺国ではどうですか。
　早川　それも非常に重要なところで
して、ESBLは世界的に非常に拡散し
ているのですが、特にCTX-M型とい
う型が非常に広がっていることが知ら
れています。特に東南アジアや南アジ
アで非常に多い。こういった地域の場
合、多い国だと半分ぐらい保菌者がい
るのではないかという報告もあるぐら
いです。日本の周辺国で非常に多いで
す。
　齊藤　ということは、渡航あるいは
旅行者を介することもあるのですね。
　早川　そうですね。ヨーロッパから
インドなどに旅行されて帰国された人
の便を調べると、非常に多くこのESBL
を持っていたという報告もあります。
それだけが原因ではないのですが、渡
航は確かに一つの大きなリスクだと思
います。

　齊藤　さて、この感染症は、どうい
ったものが多いのでしょうか。
　早川　大腸菌は腸にいる菌ですので、
尿路感染症が多く、あとは胆管炎とか
胆囊炎とか、臨床的には腹腔内感染症
などもあります。
　齊藤　抗菌薬は今はまだ決め手があ
るのですか。
　早川　重症なものにはカルバペネム
が使えるのですが、カルバペネムが効
かない菌、これはこれで最近出てきて
いて問題になっています。あまり重症
でない場合、尿路感染症などだと、セ
ファマイシン系という薬とか、先ほど
申し上げたβラクタマーゼの阻害剤を
入れた薬などが、使えるのではないか
というデータもあります。
　齊藤　今後を含めて、あるいは耐性
菌全体かもしれませんが、対策として
はどういうことがあげられるのでしょ
うか。
　早川　一つの重要なキーワードは、
ワンヘルスです。ヒトだけではなく、
動物や環境に、まとめて抗菌薬の暴露
を下げていくのが一つの大きなアプロ
ーチです。市中にも広がっているので、
風邪への抗菌薬などがいい例ですが、
菌によけいな抗菌薬のプレッシャーを
かけない。あとは、もちろん標準予防
策、手洗いだったりとか、そういった
ものが重要になるかと思います。
　齊藤　ありがとうございました。

　Associationofinhaledcorticosteroidsandlong-actingmuscarinic
antagonistswithasthmacontrolinpatientswithuncontrolled,persist-
entasthma:Asystematicreviewandmeta-analysis.
　SobierajDM,BakerWL,NguyenE,WeedaER,ColemanCI,White
CM,LazarusSC,BlakeKV,LangJE
　JAMA2018,319(14):1473〜1484

　背景：長時間作用性抗コリン薬（LAMA）は持続性喘息の管理において吸入
ステロイドの有用な補助薬である。
　目的：系統的レビューとメタ分析を行うことで、コントロール不十分な持続性
喘息患者における追加治療薬としてのLAMAの効果を、吸入ステロイドにLAMA
またはプラセボまたは他のコントローラーを加えることで比較検討し、さらに吸
入ステロイドプラス長時間作用性β2刺激薬（LABA）にLAMAを加えるトリプル
治療についても検討した。
　方法：データソースはMEDLINE、EMBASE、Cochraneデータベース、臨床
試験登録（最も新しいデータは2017年11月28日付）である。２人のレビュアーが
無作為化臨床試験と観察研究を選択し、ランダム効果モデルを用いたメタ分析で
リスク比、リスク差、平均値差を対応する95％信頼区間とともに算出した。引用
スクリーニング、データ抽象化、リスク評価、エビデンスの強さのグレード化を
２人のレビュアーがそれぞれ別々に行った。主要評価項目は喘息増悪である。
　結果：同定した1,326個のうち15個の無作為化臨床試験（総計7,122人）を選んだ。
多くの試験が吸入ステロイドにLAMA対プラセボかLAMA対LABAを追加する
ものであった。LAMA対プラセボではステロイド全身投与を要する喘息増悪リ
スクが有意に減少した（リスク比0.67［95％信頼区間0.48～0.92］、リスク差－0.02

喘息シリーズ（156）

ふれあい横浜ホスピタル院長

坂　本　芳　雄
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