
東京医科大学病院感染制御部教授
渡　邉　秀　裕

（聞き手　池田志斈）

　マイコプラズマ肺炎についてご教示ください。
　１．最近の疫学的状況
　２．外来での迅速検査の感度・特異度
　３．小児における抗菌薬の適応と使用法
　４．登園・登校の禁止の必要性とその期間

＜埼玉県開業医＞

マイコプラズマ肺炎

　池田　渡邉先生、マイコプラズマ肺
炎について、まず最近の疫学的状況は
どのような状態なのでしょうか。
　渡邉　皆様ご存じのように、過去の
教育現場や臨床現場では、マイコプラ
ズマ肺炎をオリンピック肺炎、歩く肺
炎と呼んでいたと思います。マイコプ
ラズマ肺炎は、肺炎マイコプラズマ細
菌の感染によって起こります。患者さ
んから飛沫感染、接触感染によってう
つります。肺炎マイコプラズマ細菌に
感染した子どものうち、10％くらいが
マイコプラズマ肺炎になるといわれて
います。ほとんどが学童、６～14歳が
80％を占めますが、成人でも見られま
す。

　マイコプラズマは２～３週間の潜伏
期を経て発熱や頭痛、全身倦怠感とい
った風邪と同じような症状が出現しま
す。当初は乾いた咳が主症状で、次第
に痰を伴う湿った咳に変わります。こ
の咳は熱が下がった後も３～４週間続
くことがあって、咳喘息や気管支喘息
などの病態を示すことがあります。
　一般にマイコプラズマ肺炎は肺炎で
は比較的症状が軽く、入院が必要にな
ることはありません。通常の生活がで
きることが多く、それで歩く肺炎とい
われていました。ただ、マイコプラズ
マはいろいろな症状を引き起こすこと
があります。中耳炎、脳炎、肝炎、膵
炎、ギランバレー症候群などを合併す
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なってしまうのですが、マクロライド
耐性は遺伝子のどこに変異があるかが
判明しています。リポソームRNAの
2063番のAがGに変わることが判明し
ていて、それを検査する方法がありま
す。ただ、まだ大学レベルでの研究な
ので、一般的に使われているというこ
とではありません。いずれ普及してく
る可能性はあります。
　池田　それがあるとわかりやすいで
すね。
　渡邉　そうですね。
　池田　元に戻りますが、歩く肺炎と
いう話なので、臨床症状等で疑った場
合に迅速検査キットで診断ということ
になるのですが、どのようなキットな
のでしょうか。
　渡邉　一般的に迅速検査法というと、
抗原検出キットや核酸を同定するLAMP
法がありますが、一般の最前線の医師
たちは抗原検出キットを使われると思
います。これ自体は検査感度が70～80
％、特異度が90％で、感度・特異度と
も比較的いいのです。ただ、これはマ
イコプラズマの抗原を検出しようとす
るもので、咽頭スワブで15分ぐらいで
できるのですが、検体の採取手技にか
なり影響を受けるといわれています。
　池田　それはどのようなことなので
しょうか。
　渡邉　インフルエンザなど呼吸器の
ウイルスは鼻の粘膜、溶連菌などは咽
頭、扁桃などで、病原体がくっついて

大量に増殖しているところ、増殖部位
から直接検体を採取するので比較的感
度がいいわけです。ところが、マイコ
プラズマは本来の感染して増殖する部
位は下気道、いわゆる肺の奧のほうの
線毛上皮にあるので、咽頭スワブとい
う上のほうはあまり菌体量が多くない
ことになります。したがって、単なる
咽頭ぬぐい液ではあまり多い菌体量を
採取できないので、下気道から菌を上
に運ばせる。すなわち、強めの咳を何
回かしてもらって、その後、検体を採
取する必要があります。
　池田　技術的にポイントがあるので
すね。
　渡邉　そのとおりです。
　池田　対象が小児ですよね。先生は
どのように患者さんに説明して咳をさ
せているのですか。
　渡邉　お子さんなので、「いつも家
でどんな感じの咳が出ちゃうの」とい
う感じで聞いて、こんな感じですと咳
をしてもらって、その後取ります。
　池田　なかなか採取が難しそうです
が、15分ぐらいで検査陽性ということ
ですね。
　それから、症状があれば幼稚園に行
ってはいけない、小学校に行けないと
いう話があるのですが、どの辺まで登
園、登校を禁止したり、どのくらいの
期間そうするのでしょうか。
　渡邉　その辺、明確なものがないの
が、皆さんが一番懸念されるところだ

ることもまれにあり、注意が必要です。
　一方、オリンピック肺炎は呼び名の
とおり、４年おきに流行するところか
ら来ています。1988年までは４年おき
の流行を示していましたが、1990年に
はやり、４年おきではなくなり、通年
発生となりました。これは一つの仮説
ですが、1991年にクラリスロマイシン
が導入されたことが関係しているのか
もしれません。それまでのテトラサイ
クリンなどの抗菌薬が肺組織に制菌的
濃度でしか移行できなかったのに対し
て、クラリスロマイシンは肺組織に殺
菌的濃度に達するために、マイコプラ
ズマの消失が得られたのではないかと
いわれています。
　その後、2011～2012年に20年来の大
流行が起きたことが知られていますが、
2015～2016年にも全国流行しています。
そして、過去の調査をしてみますと、
2006年、2007年には小規模の流行があ
ったようです。そうすると、今後また
４年周期の流行が復活する可能性があ
り、2019～2020年にかけての動向が注
目されています。
　次に耐性化の状況ですが、わが国で
は2000年に報告されて以来、マクロラ
イド耐性のマイコプラズマが急増して
います。しかし、これは1990年代には
報告はほとんどされていませんでした。
突然出現してきた感が否めません。こ
れは2000年以降の新規のマクロライド、
エリスロマイシンなど、いろいろなも

のが新規導入されるなど、我々臨床医
の抗菌薬の使い方の影響が少なくない
と推測されます。
　ただ、2011～2012年シーズンと2015～ 
2016年シーズンの実際のマクロライド
耐性率の全国調査を比較してみると、
北里大学、慶應義塾大学の調査では
2011～2012年が90％に対して2015～
2016年では70％、川崎医科大学では82
％に対して42％、神奈川県の調査でも
88％に対して54％と、明らかに耐性率
は減少しています。
　ただ、感覚的に、耐性率が40、70 
というと多いと感じると思いますが、
2015～2016年の流行で、大阪府の調査
では全体の耐性率は42％でしたが、最
も現場に近い一次医療機関、診療所な
どに限定すると13％でした。福岡での
調査でも一次医療機関では24％です。
ということは、診療所のような臨床の
最前線ではマイコプラズマの70％ぐら
いは耐性でないことを示していると思
われますので、対応としてはマクロラ
イド感受性としての治療で効果が期待
できると思います。
　池田　最前線の現場の医師たちは第
一選択でマクロライドを使っていいと
いうことですね。
　渡邉　そうですね。
　池田　ちなみに、何かマクロライド
の耐性の有無を調べる検査方法はある
のでしょうか。
　渡邉　あります。研究室のレベルに
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なってしまうのですが、マクロライド
耐性は遺伝子のどこに変異があるかが
判明しています。リポソームRNAの
2063番のAがGに変わることが判明し
ていて、それを検査する方法がありま
す。ただ、まだ大学レベルでの研究な
ので、一般的に使われているというこ
とではありません。いずれ普及してく
る可能性はあります。
　池田　それがあるとわかりやすいで
すね。
　渡邉　そうですね。
　池田　元に戻りますが、歩く肺炎と
いう話なので、臨床症状等で疑った場
合に迅速検査キットで診断ということ
になるのですが、どのようなキットな
のでしょうか。
　渡邉　一般的に迅速検査法というと、
抗原検出キットや核酸を同定するLAMP
法がありますが、一般の最前線の医師
たちは抗原検出キットを使われると思
います。これ自体は検査感度が70～80
％、特異度が90％で、感度・特異度と
も比較的いいのです。ただ、これはマ
イコプラズマの抗原を検出しようとす
るもので、咽頭スワブで15分ぐらいで
できるのですが、検体の採取手技にか
なり影響を受けるといわれています。
　池田　それはどのようなことなので
しょうか。
　渡邉　インフルエンザなど呼吸器の
ウイルスは鼻の粘膜、溶連菌などは咽
頭、扁桃などで、病原体がくっついて

大量に増殖しているところ、増殖部位
から直接検体を採取するので比較的感
度がいいわけです。ところが、マイコ
プラズマは本来の感染して増殖する部
位は下気道、いわゆる肺の奧のほうの
線毛上皮にあるので、咽頭スワブとい
う上のほうはあまり菌体量が多くない
ことになります。したがって、単なる
咽頭ぬぐい液ではあまり多い菌体量を
採取できないので、下気道から菌を上
に運ばせる。すなわち、強めの咳を何
回かしてもらって、その後、検体を採
取する必要があります。
　池田　技術的にポイントがあるので
すね。
　渡邉　そのとおりです。
　池田　対象が小児ですよね。先生は
どのように患者さんに説明して咳をさ
せているのですか。
　渡邉　お子さんなので、「いつも家
でどんな感じの咳が出ちゃうの」とい
う感じで聞いて、こんな感じですと咳
をしてもらって、その後取ります。
　池田　なかなか採取が難しそうです
が、15分ぐらいで検査陽性ということ
ですね。
　それから、症状があれば幼稚園に行
ってはいけない、小学校に行けないと
いう話があるのですが、どの辺まで登
園、登校を禁止したり、どのくらいの
期間そうするのでしょうか。
　渡邉　その辺、明確なものがないの
が、皆さんが一番懸念されるところだ

ることもまれにあり、注意が必要です。
　一方、オリンピック肺炎は呼び名の
とおり、４年おきに流行するところか
ら来ています。1988年までは４年おき
の流行を示していましたが、1990年に
はやり、４年おきではなくなり、通年
発生となりました。これは一つの仮説
ですが、1991年にクラリスロマイシン
が導入されたことが関係しているのか
もしれません。それまでのテトラサイ
クリンなどの抗菌薬が肺組織に制菌的
濃度でしか移行できなかったのに対し
て、クラリスロマイシンは肺組織に殺
菌的濃度に達するために、マイコプラ
ズマの消失が得られたのではないかと
いわれています。
　その後、2011～2012年に20年来の大
流行が起きたことが知られていますが、
2015～2016年にも全国流行しています。
そして、過去の調査をしてみますと、
2006年、2007年には小規模の流行があ
ったようです。そうすると、今後また
４年周期の流行が復活する可能性があ
り、2019～2020年にかけての動向が注
目されています。
　次に耐性化の状況ですが、わが国で
は2000年に報告されて以来、マクロラ
イド耐性のマイコプラズマが急増して
います。しかし、これは1990年代には
報告はほとんどされていませんでした。
突然出現してきた感が否めません。こ
れは2000年以降の新規のマクロライド、
エリスロマイシンなど、いろいろなも

のが新規導入されるなど、我々臨床医
の抗菌薬の使い方の影響が少なくない
と推測されます。
　ただ、2011～2012年シーズンと2015～ 
2016年シーズンの実際のマクロライド
耐性率の全国調査を比較してみると、
北里大学、慶應義塾大学の調査では
2011～2012年が90％に対して2015～
2016年では70％、川崎医科大学では82
％に対して42％、神奈川県の調査でも
88％に対して54％と、明らかに耐性率
は減少しています。
　ただ、感覚的に、耐性率が40、70 
というと多いと感じると思いますが、
2015～2016年の流行で、大阪府の調査
では全体の耐性率は42％でしたが、最
も現場に近い一次医療機関、診療所な
どに限定すると13％でした。福岡での
調査でも一次医療機関では24％です。
ということは、診療所のような臨床の
最前線ではマイコプラズマの70％ぐら
いは耐性でないことを示していると思
われますので、対応としてはマクロラ
イド感受性としての治療で効果が期待
できると思います。
　池田　最前線の現場の医師たちは第
一選択でマクロライドを使っていいと
いうことですね。
　渡邉　そうですね。
　池田　ちなみに、何かマクロライド
の耐性の有無を調べる検査方法はある
のでしょうか。
　渡邉　あります。研究室のレベルに
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ろだと思います。
　池田　それは主治医のご判断という
ことですね。
　渡邉　熱が下がって、咳が少しあっ

ても、そんな激しい咳でなければ、一
番妥当なところだと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

と思います。もともと接触、飛沫でう
つるものですが、実はマイコプラズマ
は増殖のスピードそのものはそれほど
強くなかったり、感染力はインフルエ
ンザほど強くはないといわれています。
　ただ、比較的濃厚に接触するケース、
例えば保育園や幼稚園などで遊戯や工
作などで子ども同士がべったりくっつ
いたりすると、これは確実にうつりま
す。というのは、マイコプラズマは家
族性発生が高頻度で起こっているので、
それぐらい濃厚接触する場合はまずう
つってしまう。こういったところから
考えると、保育園や幼稚園はやはり登
園禁止の必要性があるかと考えます。
学校保健法でも第三種に分類されるこ
とがあって、必要に応じて出席停止の
判断を下しています。
　その後、先生が言われたどのくらい
やっていればいいのか。これは明確に
定められているわけではないのです。
科学的にいうと、マイコプラズマ自体
は発症の１週間ぐらい前から菌を出し
て、発症して１週間ぐらいがピーク、
減少しても４～６週間排菌が続くとい
われているので、ではどうするのか、
となります。これは厚生労働省も含め
たざっくりとした基準ですが、解熱し
て激しい咳が出なくなるのが一つの目
安と考えると、発症して１週間ぐらい
がピークなので、１週間ぐらい、もし
くはインフルエンザと同じか、インフ
ルエンザ＋数日ぐらいが目安になるの

ではと思います。
　池田　逆に、症状が出る前に、潜伏
期も含めて、あるいは治った後も排菌
することになると、まるまる１カ月ぐ
らいになりますね。登園、登校禁止も
あまり意味がないのですね。
　渡邉　おっしゃるとおりです。
　池田　おまけに、先ほど感染した10
％ぐらいの子どもで症状が出てくるの
ですね。
　渡邉　はい。
　池田　そうすると、感染したからと
いって確実に症状が出るわけでもない
から、難しいですね。
　渡邉　そのとおりです。
　池田　いつまで休ませるかといった
ら、症状があるときだけ、ということ
ですね。
　渡邉　そうですね。その症状も、咳
が出ることを基準にすると、ずっと続
いてしまうので、先ほど申し上げたよ
うに、夜、咳で起きるとか、それぐら
いでなければ。
　池田　咳は長く続くものですか。
　渡邉　長く続きます。
　池田　ピークのときの１週間だけ、
あとは咳がひどくて寝ていられない状
態でなくなれば、学校も行っていいと
いうことですね。
　渡邉　そうですね。最終的には診察
していらっしゃる医師の診断になりま
すが、今先生がおっしゃったような、
そのぐらいのところが一番妥当なとこ
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ろだと思います。
　池田　それは主治医のご判断という
ことですね。
　渡邉　熱が下がって、咳が少しあっ

ても、そんな激しい咳でなければ、一
番妥当なところだと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

と思います。もともと接触、飛沫でう
つるものですが、実はマイコプラズマ
は増殖のスピードそのものはそれほど
強くなかったり、感染力はインフルエ
ンザほど強くはないといわれています。
　ただ、比較的濃厚に接触するケース、
例えば保育園や幼稚園などで遊戯や工
作などで子ども同士がべったりくっつ
いたりすると、これは確実にうつりま
す。というのは、マイコプラズマは家
族性発生が高頻度で起こっているので、
それぐらい濃厚接触する場合はまずう
つってしまう。こういったところから
考えると、保育園や幼稚園はやはり登
園禁止の必要性があるかと考えます。
学校保健法でも第三種に分類されるこ
とがあって、必要に応じて出席停止の
判断を下しています。
　その後、先生が言われたどのくらい
やっていればいいのか。これは明確に
定められているわけではないのです。
科学的にいうと、マイコプラズマ自体
は発症の１週間ぐらい前から菌を出し
て、発症して１週間ぐらいがピーク、
減少しても４～６週間排菌が続くとい
われているので、ではどうするのか、
となります。これは厚生労働省も含め
たざっくりとした基準ですが、解熱し
て激しい咳が出なくなるのが一つの目
安と考えると、発症して１週間ぐらい
がピークなので、１週間ぐらい、もし
くはインフルエンザと同じか、インフ
ルエンザ＋数日ぐらいが目安になるの

ではと思います。
　池田　逆に、症状が出る前に、潜伏
期も含めて、あるいは治った後も排菌
することになると、まるまる１カ月ぐ
らいになりますね。登園、登校禁止も
あまり意味がないのですね。
　渡邉　おっしゃるとおりです。
　池田　おまけに、先ほど感染した10
％ぐらいの子どもで症状が出てくるの
ですね。
　渡邉　はい。
　池田　そうすると、感染したからと
いって確実に症状が出るわけでもない
から、難しいですね。
　渡邉　そのとおりです。
　池田　いつまで休ませるかといった
ら、症状があるときだけ、ということ
ですね。
　渡邉　そうですね。その症状も、咳
が出ることを基準にすると、ずっと続
いてしまうので、先ほど申し上げたよ
うに、夜、咳で起きるとか、それぐら
いでなければ。
　池田　咳は長く続くものですか。
　渡邉　長く続きます。
　池田　ピークのときの１週間だけ、
あとは咳がひどくて寝ていられない状
態でなくなれば、学校も行っていいと
いうことですね。
　渡邉　そうですね。最終的には診察
していらっしゃる医師の診断になりま
すが、今先生がおっしゃったような、
そのぐらいのところが一番妥当なとこ

ドクターサロン62巻11月号（10 . 2018） （805）  54 （804） ドクターサロン62巻11月号（10 . 2018）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

1811本文.indd   5 2018/10/26   10:21


	01-001
	02-001-01
	02-001-02
	02-002-01
	02-002-02



