
使われる方より、普通に暮らしている
方であれば、リスクは下がるのかと思
います。ただ、国や地域によっては、
普通に暮らしているだけでもそういっ
た耐性菌を獲得してしまうリスクはあ
りますので、その辺はケース・バイ・
ケースの判断にはなると思います。
　齊藤　日本の会社には東南アジア等
にたくさん工場があり、普通の社員が
たくさん出張で行く時代になっていま
す。こうした背景からも、こういった
ことは事前に注意していただくことに
なるでしょうか。
　早川　ぐあいが悪くなったときに、
どういうかたちで、どういう医療機関
に搬送できるのか、そのときのプロト
コールは、駐在の方がたくさんいるよ
うな場合にはあらかじめ考えておいた
ほうがいいです。過去には、耐性菌で
はないのですが、日本でワクチンをき
ちんと打っていなくて、海外ではしか
にかかって重症になって帰ってきたと
いう事例もありました。そういった日
本の外に行く際の予防策、全体的なプ
ロトコールは考えておく必要のある時
代になってきたと思います。
　この話の難しい点は、病歴は聞かな
いと出てこないことです。evacu ationと
いうことで十分準備して受け入れてい
るときはいいのですが、患者さん自身
も、先月まで海外にいて、海外で入院
していたことをあまり大ごとだと思っ

ておらず、自分から言ってこないよう
な場合もあるので、きちんと問診で聞
く。また、病院としてきちんとポリシ
ーをつくって、救急部門など、感染症
専門ではない先生方や看護師さんにも
知っていただくのは大事かと思ってい
ます。
　齊藤　病院での事前の準備、体制を
つくっておくということですが、日本
の医療機関はそこまでできているので
すか。
　早川　学会などでもこういったお話
をさせていただいて、少しずつ、海外
で入院歴がある方が危ないということ
が、浸透してきているように思います。
けれども、イギリスなどの場合は国と
して推奨していたりもするので、そう
いったレベルに届くにはもう少しかと
思います。
　齊藤　国際化はある意味たいへんけ
っこうなことですが、そういった難し
い点もあるのですね。
　早川　自身を守ることにもつながる
場合もありますし、周りの患者さんを
守る点でも、取り組みが必要なところ
かと思います。
　齊藤　こういったことを広く皆さん
に知っていただいて、また日本での対
策が進んでいくことが望まれるのです
ね。
　早川　そうですね。
　齊藤　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（Ⅴ）

国立国際医療研究センター病院副院長
大　曲　貴　夫

（聞き手　中村治雄）

AMR対策の今後の方向性

　中村　大曲先生、先生に企画してい
ただいたAMRの問題について、半年
近い期間で啓発させていただきました。
特に冒頭でお話をいただいた、風邪に
やたらに抗菌薬を使うべきではないと
いう、あのお話は随分広まったようで、
影響力があったのではないかと思いま
す。
　大曲　ありがとうございます。よか
ったです。
　中村　今回は、AMR対策の今後の
方向性ということで、ご専門の先生か
ら夢を語っていただきたいと思います。
基本的には先生方の努力といいますか、
国や学会などがかなり力を入れて啓発
運動をされていますが、この面での成
果、何か評価はされているのでしょう
か。
　大曲　成果指標を幾つかつくってい
ます。それは耐性菌の出現頻度もそう
ですし、あとは耐性菌を減らすために
は抗生物質の使用量、無用なものは減
らしていこうと、その使用量を見てい
ます。抗生物質の使用量のデータが少

し出始めまして、我々は2013年以降の
日本国内の販売量のデータを出してい
るのですが、2017年度になって前年比
で８％ほど、やっと減ってきました。
我々も非常に喜んでいます。
　中村　グローバルにはいかがですか。
　大曲　全体としてまとめた統計はま
だはっきりとわからないのですが、た
だ、今経済的に伸びている国々、東ア
ジアなどを中心に抗生物質の使用量が
かなり伸びているのが現実です。そこ
をどうするかが、これから非常に大事
になってくると思います。
　中村　この面で先ほど申し上げまし
たが、私ども、日常診療で患者さんか
ら抗生物質が欲しいということを言わ
れて、使わないよう説得するのにけっ
こう厄介なときがあるのです。なかな
かわかっていただけず、CRPが陽性に
なるまで待てというわけにもいきませ
ん。患者さんへの啓発という点で、大
曲先生としては何かお考えがあります
か。
　大曲　先生がおっしゃるとおりでし
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の方法として、結果的に微生物の発育
は抑えられるのだけれども、遺伝子の
変異を起こしにくくするような薬とか、
あるいは免疫的な問いかけといったも
のが出てくれば、また違う局面が出て
くるかと思います。
　例えば、消毒薬というのは意外と耐
性菌をつくりにくいようなのです。と
いうことは、そういうつくりにくい物
質はどこかにあると思いますので、そ
れらを探すとか、あるいは開発すると
いうことは、手としてありうるのでは
ないかと思います。
　中村　変異を抑えてくれる方法がな
いものかなと私も考えますので、創薬
はたいへん大事だと思います。変異を
起こしていった菌に対して、あるいは
ウイルスに対して効く薬をつくり上げ
ていくことは大事だと思いますが、ま
ず変異を起こさないということ。将来
そういったことが、先生が言われた消
毒薬の例を含めて広まっていくことを
ぜひ望みたいと思います。
　一方で、例えば患者さんというか、
私ども人間の抵抗力を強めるというの
も一つの方法でしょうか。
　大曲　そこはすごく期待していると
ころです。最近でも、例えばプロバイ
オティクスを使って、いわゆる健康を
保つような研究というか、方法を探し
ている方もいます。あとは、例えば先
ほどもお話が出ましたが、風邪の予防
とは、そもそもどうするのか、という

ところも、我々の中で語りとしてはあ
るのです。
　中村　具体的には。
　大曲　例えば、きちんと睡眠をとる
とか、適度な運動をする。あるいは、
食事をしっかりとバランスよく摂ると
いったことです。これらは確かに大事
だと思うのですが、それらをどう科学
的に証明していくか、あるいは大事な
のはわかっているけれども、どう実践
していくかといった啓発というか、サ
ポートをして、一般の方々が実際、自
分で取り組みをされることによって積
極的に健康を保つ方法を獲得される、
そういったことがこれからは大事かと
思います。なかなか壮大な話ではある
のですが、風邪というところで取っか
かりをいただきましたので、そこをも
っと頑張ってみたいと思っています。
　中村　特にこれからは高齢者が増え
てまいります。弱い者というと失礼で
すが、私を含めてかなりビクティムに
なりそうな人が増えていくと思うので、
そういった人たちの抵抗力を強めると
いう方法が具体的にわかってくるとい
いと思います。
　大曲　いいですね。でも、最近見て
いますと、サルコペニアのお話ではな
いですが、筋肉や骨の強さを保って運
動する能力を保つことが予後に与える
いい影響とか、口腔ケアとか、そうい
ったところで健康を保つための方法は
いろいろと探索されてきていると思い

て、患者さんへの教育・啓発がこれか
ら非常に大事だと思います。風邪を引
いて病院に行けば、すぐに治してくれ
る薬を病院は持っていると患者さん方
はお感じですし、風邪にそもそも抗生
物質が効くことを信じている方はたく
さんいるので、そこを何とか意識を変
えていきたいと、啓発は頑張りたいと
思います。
　一方で医療者側の説明の仕方も、や
はり工夫がいるのだろうことがわかっ
てきました。例えば、風邪を引いて抗
生物質が欲しいと思って病院に来られ
た方々に対して、我々は紋切り型に 
「いや、あなたは風邪ですから、抗生
物質はいらないんですよ」ということ
を伝えますが、そもそも抗生物質が欲
しいと思って来られた方に対してそれ
をぶつけてしまうと、満足感が得られ
ないそうですし、実際そうだと思いま
す。
　そこで納得して満足していただくた
めには、患者さんにとって「来てよか
った」と思われるような情報、それは
病気がこれぐらいでよくなるという具
体的な知識とか、あとは対症療法の具
体的な方法ですね。もう一度ならない
ようにするための具体的な予防法、そ
ういったところを伝えると、やっと納
得いただける。そういったものをうま
く伝えられるようなツールとか、ドク
ターの練習の場を用意していくことを、
これからもっと力を入れたいと思いま

す。
　中村　それが翻って製薬会社にとっ
てもメリットになるといいのですが。
　大曲　本当にそうだと思います。使
われる量が減ってしまってどうなるの
だろうという声は僕も直接聞いてきま
した。ただ、減らすべきものは減らす
べきだと思うのですが、一方で本当に
病気があって抗生物質が必要な方は絶
対いらっしゃいます。そういう方々を
早く見つけることと、必要な薬を適切
な量できちんと使うということを、何
とかサポートしていきたいと思います。
というのも、抗生物質は本当はこれぐ
らい必要なのに、実際には量としてあ
まり使われていなかったりすることも
あるので、それを正すのも抗生物質の
適切な使い方の推進だと思います。そ
こはしっかりやっていこうと思います。
　中村　やたらに抑えるだけでなくて、
本当に正しい使い方というか、そうい
ったものが医師にも患者さんにも正し
く伝わっていくことが必要ではないか
と思います。少し夢を語っていただき
たいのですが、ウイルスや細菌が、例
えばある薬に対して変異を起こしてし
まう。そういったことが起こらないよ
うにすることはできないのでしょうか。
　大曲　すごく難しい話ですね。いろ
いろな考え方があると思うのです。遺
伝子そのものに対する問いかけをする
とか、遺伝子が変わりにくくするよう
な問いかけをする等々。あるいは治療
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の方法として、結果的に微生物の発育
は抑えられるのだけれども、遺伝子の
変異を起こしにくくするような薬とか、
あるいは免疫的な問いかけといったも
のが出てくれば、また違う局面が出て
くるかと思います。
　例えば、消毒薬というのは意外と耐
性菌をつくりにくいようなのです。と
いうことは、そういうつくりにくい物
質はどこかにあると思いますので、そ
れらを探すとか、あるいは開発すると
いうことは、手としてありうるのでは
ないかと思います。
　中村　変異を抑えてくれる方法がな
いものかなと私も考えますので、創薬
はたいへん大事だと思います。変異を
起こしていった菌に対して、あるいは
ウイルスに対して効く薬をつくり上げ
ていくことは大事だと思いますが、ま
ず変異を起こさないということ。将来
そういったことが、先生が言われた消
毒薬の例を含めて広まっていくことを
ぜひ望みたいと思います。
　一方で、例えば患者さんというか、
私ども人間の抵抗力を強めるというの
も一つの方法でしょうか。
　大曲　そこはすごく期待していると
ころです。最近でも、例えばプロバイ
オティクスを使って、いわゆる健康を
保つような研究というか、方法を探し
ている方もいます。あとは、例えば先
ほどもお話が出ましたが、風邪の予防
とは、そもそもどうするのか、という

ところも、我々の中で語りとしてはあ
るのです。
　中村　具体的には。
　大曲　例えば、きちんと睡眠をとる
とか、適度な運動をする。あるいは、
食事をしっかりとバランスよく摂ると
いったことです。これらは確かに大事
だと思うのですが、それらをどう科学
的に証明していくか、あるいは大事な
のはわかっているけれども、どう実践
していくかといった啓発というか、サ
ポートをして、一般の方々が実際、自
分で取り組みをされることによって積
極的に健康を保つ方法を獲得される、
そういったことがこれからは大事かと
思います。なかなか壮大な話ではある
のですが、風邪というところで取っか
かりをいただきましたので、そこをも
っと頑張ってみたいと思っています。
　中村　特にこれからは高齢者が増え
てまいります。弱い者というと失礼で
すが、私を含めてかなりビクティムに
なりそうな人が増えていくと思うので、
そういった人たちの抵抗力を強めると
いう方法が具体的にわかってくるとい
いと思います。
　大曲　いいですね。でも、最近見て
いますと、サルコペニアのお話ではな
いですが、筋肉や骨の強さを保って運
動する能力を保つことが予後に与える
いい影響とか、口腔ケアとか、そうい
ったところで健康を保つための方法は
いろいろと探索されてきていると思い

て、患者さんへの教育・啓発がこれか
ら非常に大事だと思います。風邪を引
いて病院に行けば、すぐに治してくれ
る薬を病院は持っていると患者さん方
はお感じですし、風邪にそもそも抗生
物質が効くことを信じている方はたく
さんいるので、そこを何とか意識を変
えていきたいと、啓発は頑張りたいと
思います。
　一方で医療者側の説明の仕方も、や
はり工夫がいるのだろうことがわかっ
てきました。例えば、風邪を引いて抗
生物質が欲しいと思って病院に来られ
た方々に対して、我々は紋切り型に 
「いや、あなたは風邪ですから、抗生
物質はいらないんですよ」ということ
を伝えますが、そもそも抗生物質が欲
しいと思って来られた方に対してそれ
をぶつけてしまうと、満足感が得られ
ないそうですし、実際そうだと思いま
す。
　そこで納得して満足していただくた
めには、患者さんにとって「来てよか
った」と思われるような情報、それは
病気がこれぐらいでよくなるという具
体的な知識とか、あとは対症療法の具
体的な方法ですね。もう一度ならない
ようにするための具体的な予防法、そ
ういったところを伝えると、やっと納
得いただける。そういったものをうま
く伝えられるようなツールとか、ドク
ターの練習の場を用意していくことを、
これからもっと力を入れたいと思いま

す。
　中村　それが翻って製薬会社にとっ
てもメリットになるといいのですが。
　大曲　本当にそうだと思います。使
われる量が減ってしまってどうなるの
だろうという声は僕も直接聞いてきま
した。ただ、減らすべきものは減らす
べきだと思うのですが、一方で本当に
病気があって抗生物質が必要な方は絶
対いらっしゃいます。そういう方々を
早く見つけることと、必要な薬を適切
な量できちんと使うということを、何
とかサポートしていきたいと思います。
というのも、抗生物質は本当はこれぐ
らい必要なのに、実際には量としてあ
まり使われていなかったりすることも
あるので、それを正すのも抗生物質の
適切な使い方の推進だと思います。そ
こはしっかりやっていこうと思います。
　中村　やたらに抑えるだけでなくて、
本当に正しい使い方というか、そうい
ったものが医師にも患者さんにも正し
く伝わっていくことが必要ではないか
と思います。少し夢を語っていただき
たいのですが、ウイルスや細菌が、例
えばある薬に対して変異を起こしてし
まう。そういったことが起こらないよ
うにすることはできないのでしょうか。
　大曲　すごく難しい話ですね。いろ
いろな考え方があると思うのです。遺
伝子そのものに対する問いかけをする
とか、遺伝子が変わりにくくするよう
な問いかけをする等々。あるいは治療
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ます。そういったものをまた探してい
きたいと思っています。
　中村　薬だけではなく、ですね。そ
れも確かに耐性菌をつくらない大事な
予防法といえると思います。
　大曲　回り回ってつくらない。
　中村　何かほかにご専門の立場から
将来の夢はありますか。
　大曲　耐性菌の話とは少しずれるの
ですが、風邪や感冒の診療を見ても、
本来は薬がいらないところに薬が使わ
れてしまっている。それによって耐性
菌ができてしまうし、国の経済からい
けば医療費もかさむという問題が起こ
ります。まずは、それを正すといいま
すか、いい方向に持っていけるように

活動していきたいと思います。
　一つ思うのは、医療というのはこの
ように方向づけをすれば、患者さんも
いい方向に行くし、国自体もいい方向
に行くというのが小さなモデルとして
見せられれば、ほかの領域にもそれを
使っていただける。それで全体として
医療がよくなって、患者さん方の健康
も保たれてとなれば、AMRの活動を
やる意味があると思います。
　中村　先生にいろいろ企画をいただ
いて、私ども医師も、あるいは薬剤師
も、一部は患者さんも含まれるかもし
れませんが、たいへん勉強になったと
思っています。ありがとうございまし
た。

　Time-Resolved Autoantibody Profiling Facilitates Stratification of 
Preclinical Type 1 Diabetes in Children.
　Endesfelder D, Zu Castell W, Bonifacio E, Rewers M, Hagopian WA, 
She JX, Lernmark Å, Toppari J, Vehik K, Williams AJK, Yu L, Akolkar B, 
Krischer JP, Ziegler AG, Achenbach P ; TEDDY Study Group.
　Diabetes. 68 (1) : 119〜130, 2019.

　臨床的１型糖尿病への進行はβ細胞自己抗体陽性の小児によって異なる。自己
抗体パターンの違いが糖尿病の進行や成因に関連する可能性がある。ここでは新
規のwavelet-basedアルゴリズムを用いて複雑な縦断的自己抗体プロファイルを
モデル化した。
　The Environmental Determinants of Diabetes in the Young（TEDDY）出生
コホート研究の600人の小児のうち多様な進行型と関連する類似のプロファイル
集団を同定した；これらの小児は持続性のインスリン自己抗体（IAA）、GAD自
己抗体（GADA）、インスリンノーマ関連抗原２自己抗体（IA-2A）、またはこれ
らの複数の抗体が陽性で、３～６カ月間隔で前向き追跡された（フォローアップ
の中央値は6.5年）。複数の自己抗体（n＝370）陽性の小児はグループ化され、抗
体陽性化から５年以内に臨床的糖尿病へ進行する割合は６％（95％ CI ０、17.4）
から84％（59.2、93.6）の範囲であった。早期（年齢の中央値＜２年）に抗体陽
性化し、IAAおよびIA-2Aを発症した小児はフォローアップ中に安定して抗体陽
性であり、糖尿病リスクが最大であった。このリスクはGADAの状態に影響さ
れなかった。安定的なGADA陽性反応に欠ける小児のグループには男子が多く、
HLA-DR３対立遺伝子の頻度が低かった。
　我々の新規アルゴリズムは、臨床的１型糖尿病へ進行するβ細胞自己抗体陽性
小児の正確なグループ化を可能にし、成因研究や複雑な疾患機構を明らかにする
新しい機会を提供するものである。

糖尿病シリーズ（529）

東北医科薬科大学若林病院名誉院長／同健診センター所長

佐　藤　　譲
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