
いう意味でもCPEもまだ現在では非常
に少ない、１％以下の分離率だと思わ
れます。ですので、今ここで日本がき
ちんとした対策を取れば、海外のよう
な状況にならずに済むのではないか。
と同時に、海外からそういうものは流
入してくるので、病院でDetectする。
そうすることで水際で防ぐことも重要
かと思われます（図）。
　大西　ESBL産生菌が一気に増えて
いるような状況なのですね。
　菅井　そうですね。
　大西　ひところ、MDRPですか、多
剤耐性緑膿菌もかなり問題になってい
ましたが。
　菅井　今はかなり落ち着いて、減っ
てきているようです。
　大西　それは何か対策があったので
しょうか。
　菅井　理由はちょっとわからないの
ですが、全国的に見ても、2005年ぐら
いは各病院で非常にMDRPが増えたの
です。しかしそれは減ってきて、それ
に代わって増えてきているのがESBL
産生菌です。
　大西　ESBL産生菌には特徴的な対
策はあるのですか。

　菅井　現在ですと、個室管理をする
病院と、あまりにも多くなり過ぎてき
たので、それができない病院とが出て
きています。なので、いわゆるuniver-
sal precautionに徹するということ以
外、今のところ対策は取られていない
のが現状かと思います。
　大西　環境整備とか。
　菅井　そうですね。
　大西　そうしますと、これからCPE
に着目して十分な対策を講じ、CPEの
拡大を防がなければいけないのですね。
　菅井　今まで以上に病院内での寝具
などを清潔にするとか、そういったこ
とが求められると思います。
　大西　これがブレークすると、効く
薬がほとんどないという状況になりま
すね。
　菅井　日本の場合はまだ幾つかあり
ますが、ただ、それによって起こる病
院内でのその後の対処コストが非常に
大きくなりますので、できれば未然に
防ぐことが重要かと思われます。
　大西　病棟が１つ閉鎖されるだけで
もたいへんな損失になりますね。
　菅井　はい。
　大西　ありがとうございました。

耐性菌と抗菌薬適正使用の最前線（Ⅱ）

国立感染症研究所病原体ゲノム解析研究センター長
黒　田　　誠

（聞き手　大西　真）

微生物の遺伝子情報とAMR対策

　大西　黒田先生、微生物の遺伝子情
報とAMR対策というテーマでうかが
いたいと思います。
　まず、ゲノム情報がAMR対策の現
場でいろいろ使われていると思います。
いわゆる抗菌薬の耐性が大きなテーマ
だと思うのですが、その耐性が実際、
ゲノムを通じて伝わっていくと考えて
よいのでしょうか。
　黒田　基本は耐性菌にゲノム情報を
ベースにして、この患者さんはどうい
う菌種に感染して、どういう薬剤耐性
を遺伝子レベルで持っているかを全部
読むことで、丸ごと理解できるような
時代になっています。その中でも、染
色体に耐性遺伝子が宿っているものと、
プラスミド性等、伝達因子をベースに
して株から株、菌種から菌種へと多様
に広がるケースもあります。
　大西　染色体の場合と、プラスミド
などで伝わる場合と、何か違いがある
のですか。
　黒田　もともと多くの先生がご存じ
の染色体の耐性の場合は、多くの薬剤

プレッシャーによって自身が変わりう
る耐性変異がもっぱらです。そうする
と、ある菌株がクローンとなって世界
を席巻するようになるのですが、昨今、
大きな問題になっているAMRに関し
ては、プラスミドで菌種から菌種へバ
トンのように橋渡しすることができる
ことから、院内感染対策において非常
に困難を極めていると思います。
　大西　その耐性が水平伝達されてい
くような状況ですか。
　黒田　そのとおりです。
　大西　なかなかたいへんな状況にな
っているのですね。そうしますと、ゲ
ノム情報を用いて、よくトレーサビリ
ティということがいわれますが、例え
ば耐性菌がヒトからヒトへ伝播してい
るときに追跡できるということなので
すか。
　黒田　追跡にかかわる貴重な情報で
あるということと、ゲノム情報の進化
速度が細菌、バクテリアにとってこれ
ぐらいのスピードでというのがわかり
つつあります。我々は主に結核菌を中
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ンができます。
　大西　患者分離株を丸ごと明確にで
きるのですね。そうすれば、今、いろ
いろな病気で個別診療がよくいわれて
いますが、そういったことにもつなが
ると考えてよいのでしょうか。
　黒田　そういう未来を期待してい 
るところでして、現状、CLSIまたは
EUCASTといったMICのブレイクポ
イントを決め、提案しているコミッテ
ィーでは、まだゲノム情報だけで予測
するのは時期尚早であると。ゲノムデ
ータベースも少ないですし、それに対
応する薬剤感受性プロファイルのリス
トもそうあるわけではありません。た
だ、データベースとして数がそろって
いけば、今はまだゼロが２つ３つのと
ころが、もう1,000倍と、いずれ増える
可能性があります。そういった照合デ
ータベースの充実で、迅速診断は十分
可能だと思っています。
　その一例として、今XDR-TB、MDR-
TBといった超多剤耐性、多剤耐性結
核に対して、イソニアジド、リファン
ピシン、エタンブトール、ピラジナビ
ド等の薬剤感受性を、ゲノムの情報だ
けで推定できるところまで近づいてい
ます。これは世界の取り組みとして行
われていて、我々もその中に一つ、情
報解析ツールというかたちで開発して
取り組んでいます。
　大西　そうしますと、様々な院内感
染対策や食中毒などもいろいろ問題に

なりますが、将来的にはそういう調査
にもゲノム情報、病原体のゲノミック
スはかなり応用されてくると考えてよ
いですか。
　黒田　米国のFDA、CDCにとって
は、20万株のサルモネラ、大腸菌、キ
ャンピロバクター、リステリアといっ
た食中毒に関連する細菌のゲノム情報
を集めています。いずれそういった配
列がアーカイブとして残るので、いざ
次にアウトブレークが起きたとき、何
に該当するのかといった照合がいち早
く、A、T、G、CというDNAの塩基配
列のワードサーチをするというかたち
で検索が可能になります。
　大西　例えば、日本でも大腸菌のO- 
157の食中毒が問題になりましたが、
そういったことも迅速にゲノム情報が
臨床の現場で応用できるということな
のでしょうか。
　黒田　米国では応用されており、世
界的にも応用すべきだと思います。
　大西　結核の話に戻しますが、結核
でも培養の結果が出るのになかなか時
間がかかったり、臨床の現場では対応
が遅くて、結核でないと思ったら実は
結核だったとか、いろいろ苦労してい
ると思うのです。どの薬が効くのか効
かないのか。どうしてもかなりタイム
ラグがあるように思うのですが、遺伝
子情報を活用してもう少し何とかなる
のでしょうか。
　黒田　ここはおそらく感度、特異度、

心に仕事をしているのですが、440万
塩基ある中で約１年間で0.5カ所しか変
わらないといわれていて、それくらい
のスピードの遅い変異であれば、株と
株、分離株と分離株の違いを見極める
ことが可能です。そういう意味でのア
ウトブレークを一つの集団としてまと
めたり、または紛れ込みなどゲノム情
報で別のかたちの集団として分けるこ
とも可能になっています。
　大西　例えば、臨床の現場で、ある
病棟で耐性菌が出てしまった場合に、
その中でいろいろ伝播したのか、外か
ら持ち込まれたのか、なかなかわから
なくて、環境を調べたり、状況を調べ
たりしますが、そういうもののチェッ
クや解明にも、このゲノム情報が非常
に有用なのでしょうか。
　黒田　今、我々は、それについても
中心に取り組んでいて、まず多くの病
院で複数の菌種、例えば大腸菌とクレ
ブシエラが同時に薬剤耐性の院内感染
型として出てきます。よくよく調べて
みると、同一のプラスミドを持ってい
るという、多菌種が同一の耐性遺伝子
によるアウトブレークが生じることが
知られています。それらを見るために、
細菌種はもちろんのこと、プラスミド
も配列情報としてきれいに解読するこ
とによって、同じか、同じでないかを
みる。かつ、その配列が日本ではよく
あるものなのか。海外のある国で今、
アウトブレーク、パンデミックになっ

ている、そういった情報との照合も含
めて、輸入症例、もしくは国内のまだ
根づいているものをきれいにできない
のかという推測になってしまいますが、
次の対策の一助になればと考えていま
す。
　大西　持ち込みとか、そういうこと
も判定ができるのですね。
　黒田　できるようなデータベースが
できつつあるところです。
　大西　ゲノム情報を活用していろい
ろな対策がだいぶ変わってきたのです
ね。あとは、臨床の現場のいわゆる検
査の迅速診断、それにもだいぶ応用さ
れてきているのでしょうか。
　黒田　少し話が飛んでしまいますが、
もともと薬剤耐性を迅速に調べること
で、おそらく抗菌薬適正使用等でのア
プローチをよりサポートできると考え
られます。分離等をしてしまうと、少
なくとも数日かかるところを迅速診断、
今でいう例えば自動多項目検査法とい
うものを各社が出していますので、そ
ういったものを活用するのが一つだと
思います。
　ただ、ゲノム情報というのは全体を
見られますので、一度に、どこから来
てどこへ行くのか、同時に薬剤耐性も
判定できることもあります。分離株の
ゲノム情報を得ることは全体に公衆衛
生にも院内感染対策にもつながると同
時に、患者さんの抗菌薬適正使用にも
アドバイス、サポート、サジェスチョ
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ンができます。
　大西　患者分離株を丸ごと明確にで
きるのですね。そうすれば、今、いろ
いろな病気で個別診療がよくいわれて
いますが、そういったことにもつなが
ると考えてよいのでしょうか。
　黒田　そういう未来を期待してい 
るところでして、現状、CLSIまたは
EUCASTといったMICのブレイクポ
イントを決め、提案しているコミッテ
ィーでは、まだゲノム情報だけで予測
するのは時期尚早であると。ゲノムデ
ータベースも少ないですし、それに対
応する薬剤感受性プロファイルのリス
トもそうあるわけではありません。た
だ、データベースとして数がそろって
いけば、今はまだゼロが２つ３つのと
ころが、もう1,000倍と、いずれ増える
可能性があります。そういった照合デ
ータベースの充実で、迅速診断は十分
可能だと思っています。
　その一例として、今XDR-TB、MDR-
TBといった超多剤耐性、多剤耐性結
核に対して、イソニアジド、リファン
ピシン、エタンブトール、ピラジナビ
ド等の薬剤感受性を、ゲノムの情報だ
けで推定できるところまで近づいてい
ます。これは世界の取り組みとして行
われていて、我々もその中に一つ、情
報解析ツールというかたちで開発して
取り組んでいます。
　大西　そうしますと、様々な院内感
染対策や食中毒などもいろいろ問題に

なりますが、将来的にはそういう調査
にもゲノム情報、病原体のゲノミック
スはかなり応用されてくると考えてよ
いですか。
　黒田　米国のFDA、CDCにとって
は、20万株のサルモネラ、大腸菌、キ
ャンピロバクター、リステリアといっ
た食中毒に関連する細菌のゲノム情報
を集めています。いずれそういった配
列がアーカイブとして残るので、いざ
次にアウトブレークが起きたとき、何
に該当するのかといった照合がいち早
く、A、T、G、CというDNAの塩基配
列のワードサーチをするというかたち
で検索が可能になります。
　大西　例えば、日本でも大腸菌のO- 
157の食中毒が問題になりましたが、
そういったことも迅速にゲノム情報が
臨床の現場で応用できるということな
のでしょうか。
　黒田　米国では応用されており、世
界的にも応用すべきだと思います。
　大西　結核の話に戻しますが、結核
でも培養の結果が出るのになかなか時
間がかかったり、臨床の現場では対応
が遅くて、結核でないと思ったら実は
結核だったとか、いろいろ苦労してい
ると思うのです。どの薬が効くのか効
かないのか。どうしてもかなりタイム
ラグがあるように思うのですが、遺伝
子情報を活用してもう少し何とかなる
のでしょうか。
　黒田　ここはおそらく感度、特異度、

心に仕事をしているのですが、440万
塩基ある中で約１年間で0.5カ所しか変
わらないといわれていて、それくらい
のスピードの遅い変異であれば、株と
株、分離株と分離株の違いを見極める
ことが可能です。そういう意味でのア
ウトブレークを一つの集団としてまと
めたり、または紛れ込みなどゲノム情
報で別のかたちの集団として分けるこ
とも可能になっています。
　大西　例えば、臨床の現場で、ある
病棟で耐性菌が出てしまった場合に、
その中でいろいろ伝播したのか、外か
ら持ち込まれたのか、なかなかわから
なくて、環境を調べたり、状況を調べ
たりしますが、そういうもののチェッ
クや解明にも、このゲノム情報が非常
に有用なのでしょうか。
　黒田　今、我々は、それについても
中心に取り組んでいて、まず多くの病
院で複数の菌種、例えば大腸菌とクレ
ブシエラが同時に薬剤耐性の院内感染
型として出てきます。よくよく調べて
みると、同一のプラスミドを持ってい
るという、多菌種が同一の耐性遺伝子
によるアウトブレークが生じることが
知られています。それらを見るために、
細菌種はもちろんのこと、プラスミド
も配列情報としてきれいに解読するこ
とによって、同じか、同じでないかを
みる。かつ、その配列が日本ではよく
あるものなのか。海外のある国で今、
アウトブレーク、パンデミックになっ

ている、そういった情報との照合も含
めて、輸入症例、もしくは国内のまだ
根づいているものをきれいにできない
のかという推測になってしまいますが、
次の対策の一助になればと考えていま
す。
　大西　持ち込みとか、そういうこと
も判定ができるのですね。
　黒田　できるようなデータベースが
できつつあるところです。
　大西　ゲノム情報を活用していろい
ろな対策がだいぶ変わってきたのです
ね。あとは、臨床の現場のいわゆる検
査の迅速診断、それにもだいぶ応用さ
れてきているのでしょうか。
　黒田　少し話が飛んでしまいますが、
もともと薬剤耐性を迅速に調べること
で、おそらく抗菌薬適正使用等でのア
プローチをよりサポートできると考え
られます。分離等をしてしまうと、少
なくとも数日かかるところを迅速診断、
今でいう例えば自動多項目検査法とい
うものを各社が出していますので、そ
ういったものを活用するのが一つだと
思います。
　ただ、ゲノム情報というのは全体を
見られますので、一度に、どこから来
てどこへ行くのか、同時に薬剤耐性も
判定できることもあります。分離株の
ゲノム情報を得ることは全体に公衆衛
生にも院内感染対策にもつながると同
時に、患者さんの抗菌薬適正使用にも
アドバイス、サポート、サジェスチョ
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精度にも問題があり、迅速性を求める
には喀痰から感度よくターゲットのゲ
ノム配列を抽出することができればよ
いのですが、今はまだ培養菌のゲノム
情報という、いったん培養することが
必要になっていて、ダイレクト検査に
必要な増感、増幅をもう少しチャレン

ジして開発していかなければいけませ
ん。それがクリアできれば、あとはい
ろいろな解析、パイプライン等、世界
中の取り組みで充実していますので、
最初のところの感度をよくすることが
肝だと思います。
　大西　ありがとうございました。

耐性菌と抗菌薬適正使用の最前線（Ⅱ）

酪農学園大学動物薬教育研究センター教授
田　村　　豊

（聞き手　齊藤郁夫）

畜産・水産領域での耐性菌

　齊藤　動物分野の薬剤耐性に関する
問題をうかがいます。
　動物にも、魚、ウシ、ブタ等ありま
すが、実際にどれが対象になりますか。
　田村　抗菌薬は今おっしゃったすべ
ての動物種と、イヌやネコに対しても
使われています。食用動物に使う抗菌
薬には大きく２種類あり、一つは治療
用の抗菌薬、もう一つは成長促進用で、
えさに微量に混ぜて長期間投与する使
い方があります。これを飼料添加物と
呼んでいます。
　齊藤　治療用はヒトと同じような感
覚だと思うのですが、成長促進用はど
ういうものなのでしょうか。
　田村　これは歴史的には非常に古く
て、ペニシリンがヒトに臨床応用され
たのと同じ時期にそういう報告があり、
畜産にとっては非常に良い方法という
ことで世界的に普及されたものです。
ただ、成長促進の明確なメカニズムが
わからないことや、治療以外の目的で
使うことに対していろいろな批判もあ
るので、ヨーロッパではすでにすべて

禁止されています。
　齊藤　成長促進用はえさに入ってい
るのですか。
　田村　製造段階でえさに添加するや
り方で、農家がそのえさを与えること
によって家畜が抗菌薬を取り込むこと
になります。
　齊藤　量的には少ないのでしょうか。
　田村　濃度としてppm単位ですので、
非常に微量な量ですが、それで成長促
進効果があるということは、農家にと
って非常に有用な資材になっています。
　齊藤　えさをたくさん食べさせるよ
り、より効率的ということですね。
　田村　そういうことです。
　齊藤　微量であっても、それが耐性
菌の原因かもしれないということで、
どういったかたちで調査されているの
でしょう。
　田村　1999年に農林水産省の動物医
薬品検査所というところが中心になっ
て、全国の家畜保健衛生所と連携して
家畜衛生分野の薬剤耐性モニタリング
調査という制度ができました。その中
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