
昭和大学医学部内科学講座臨床感染症学部門特任教授
二　木　芳　人

（聞き手　池田志斈）

　MRSA感染症に抗結核薬のリファンピシンを使われることがあるようですが、
どのような機序で働いているのかご教示ください。
 ＜大阪府開業医＞

MRSA感染症の治療

　池田　MRSA感染症に対する治療と
いうことで、リファンピシンを使うこ
とがあるというお話ですけれども、こ
ういったことはいつごろから記載があ
るのでしょうか。
　二木　リファンピシンをMRSAの治
療に用いるということはけっこう以前
から一部では行われています。もとも
とご存じのように抗結核薬ですけれど
も、比較的強い抗ブドウ球菌活性を持
っています。ですから、ケースによっ
ては、それによって従来私たちが使う
抗MRSA薬のバンコマイシンなどより
もうまくマネジメントすることができ
るケースもあるのです。
　それから、リファンピシンを使うと
きは、決して単独で使わないことです。
リファンピシンだけを使っていますと、
MRSAはあっという間に耐性化してし

まいます。ですから、ほかの抗MRSA
薬、例えばバンコマイシンやダプトマ
イシンなど、今はいろいろなものがあ
りますので、それと併用するのが一つ
のポイントです。
　ただ、日本ではいわゆる抗MRSA薬
としての保険適用を持っていませんの
で、これを使っていると、おそらく指
導があるのではないかと思います。
　池田　またあとで詳しくうかがいま
すけれども、いわゆるMRSA感染症治
療のガイドラインがありますね。例え
ば、日本のガイドライン、欧米のガイ
ドラインがありますけれども、このリ
ファンピシンの記載はどのようになっ
ているのでしょうか。
　二木　それぞれの地域・国にガイド
ラインがあるのですけれども、諸外国で
は必ずしも我々が使っている抗MRSA
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いますので、なかなか一般の医師がど
んどん積極的に使うような治療法では
ないと思います。
　池田　大きな病院で、しっかりした
管理のもとで使うということですね。
　二木　おっしゃるとおりだと思いま
す。
　池田　一般的なリファンピシン等の
ほかに、最近はどのような薬が使われ
ているのでしょうか。
　二木　抗MRSA薬には、最近新しい
ものがいくつか出てきまして、現在全
部で６種類あります。古典的なバンコ
マイシンやアルベカシン、こういうも
のに加えて、最近比較的評判が高いの
は、一つはオキサゾリジノン系で、つ
い最近発売になりましたテジゾリドと
いう薬剤があります。これは今のとこ
ろは、まだ皮膚軟部組織感染症にしか
適用がないのですが、非常に使いやす
くて、強い活性を持っているというの
で、最近ちょっと評判になっています。
これは注射薬も経口薬もありますので、
先ほどのようなケースでお困りのとき
は試してみるとよいかもしれません。
　池田　これは単剤で使うということ
でしょうか。
　二木　これは単剤で使えます。
　池田　我々がなじみ深いのはバンコ
マイシンなのですけれども、バンコマ
イシンをまず使ってみてだめな場合、
という意味なのでしょうか。
　二木　これはいろいろ議論のあると

ころです。ガイドラインの中で少し触
れていますけれど、入院している患者
さんなどをみていますと、バンコマイ
シンでは無理だろうなという病態も幾
つかあるのです。そういう患者さんで
すと、できるだけ専門医が診て、これ
はバンコマイシンよりも、初めからさ
っき言ったような新しい薬を使ったほ
うがいいかなと思われるようなケース
もないことはありません。
　その辺の判断は非常に難しいので、
とりあえず第一選択としては一番使い
勝手がいいといいますか、使用経験が
多いバンコマイシンで始めていただく。
そして比較的早い段階でその評価をす
る、あるいは専門医に相談していただ
いて、場合によっては薬を変えるとい
う考え方が基本だと思います。
　池田　まずはバンコマイシンという
ことですね。
　二木　ただ、１つだけ、バンコマイシ
ンで最近新しいことがあります。TDM
といって血中濃度を測定して用量調整
しますが、この考え方が少し変わって
きていて、以前よりも少し多めに、初
めから使わなければいけないと言われ
ています。これについても、TDMの
ガイドラインがあります。要するに、
薬を使うときのコツみたいなものです
ね。こういうふうに調整して、こうい
うふうに使いなさいという指針があり
ます。血中濃度を測定して用量調節し
なければいけない薬に関しては、そこ

薬に限定せずに、リファンピシンや、
ST合剤、それからミノサイクリンな
どの抗MRSA活性を持っている薬も取
り合わせて、上手に使うということが
記載されています。
　池田　いろいろな領域のMRSA感染
症があると思うのですけれども、我々
がイメージするところで、リファンピ
シンを使うのはどういうケースなので
しょうか。
　二木　リファンピシンが日本、ある
いは諸外国でもよく使われているのは
整形外科領域や皮膚科の難治性の軟部
組織感染症などです。といいますのは、
実はリファンピシンの一番期待するべ
き効果というのにバイオフィルム感染
に対する効果があります。バイオフィ
ルムというのはMRSA以外にもいろい
ろな菌がつくるのですけれども、多糖
体などを中心とするもので、自分たち
のコロニーといいますか、集落をそれ
でカバーしてしまって、その中でじっ
としているという形態があるのです。
　そういうものが、例えば血管内カテ
ーテルとか、整形外科で使われる人工
骨頭などの異物の表面で非常に強固な
バイオフィルム組織をつくって、その
中でじっとしていると、実は薬が全く
効かないのです。特にバンコマイシン
などは全く効かないものですから、そ
ういうときにこのリファンピシンを併
せて使うと、その中にいる菌をやっつ
けてくれるわけです。

　そういう特別な状況が想定されるよ
うな場合に、先ほど言いましたように、
単独ではなくて、ほかの抗MRSA薬と
併用すると、今まで難渋していたもの
がすっと氷が解けるようにうまくいく
ケースがあります。ですので、そうい
う場合を見極めて、だらだら使うので
はなくて、短期間に抗MRSA薬と併用
するとうまくいくケースがあるようで
す。
　池田　かなり限られたケースですね。
　二木　そうですね。リファンピシン
は結核で使うことがありますが、例え
ば薬物相互作用というのがあります。
だらだら使っていると、うっかり併用
禁忌薬といっしょに使ってしまう場合
があるのです。抗MRSA薬の一部のも
のはリファンピシンと併用すると全然
血中濃度が上がらなくて効かなくなっ
てしまう不都合もあります。薬剤師の
専門的なアドバイスをもらったり、あ
るいはそういう経験がたくさんある医
師のもとでお使いになるのはいいかと
思うのですけれども、そう簡単に使え
る薬ではないと思っています。
　池田　使う症例の状態やタイミング
にもよりますし、おそらくはかなり経
験を積まれた、infec tion control doctor
がいらっしゃるようなところで使われ
るというイメージなのでしょうか。
　二木　そうですね。整形外科でたく
さんそういう手術をされている医師に
うかがいましても、少しずつ意見が違
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いますので、なかなか一般の医師がど
んどん積極的に使うような治療法では
ないと思います。
　池田　大きな病院で、しっかりした
管理のもとで使うということですね。
　二木　おっしゃるとおりだと思いま
す。
　池田　一般的なリファンピシン等の
ほかに、最近はどのような薬が使われ
ているのでしょうか。
　二木　抗MRSA薬には、最近新しい
ものがいくつか出てきまして、現在全
部で６種類あります。古典的なバンコ
マイシンやアルベカシン、こういうも
のに加えて、最近比較的評判が高いの
は、一つはオキサゾリジノン系で、つ
い最近発売になりましたテジゾリドと
いう薬剤があります。これは今のとこ
ろは、まだ皮膚軟部組織感染症にしか
適用がないのですが、非常に使いやす
くて、強い活性を持っているというの
で、最近ちょっと評判になっています。
これは注射薬も経口薬もありますので、
先ほどのようなケースでお困りのとき
は試してみるとよいかもしれません。
　池田　これは単剤で使うということ
でしょうか。
　二木　これは単剤で使えます。
　池田　我々がなじみ深いのはバンコ
マイシンなのですけれども、バンコマ
イシンをまず使ってみてだめな場合、
という意味なのでしょうか。
　二木　これはいろいろ議論のあると

ころです。ガイドラインの中で少し触
れていますけれど、入院している患者
さんなどをみていますと、バンコマイ
シンでは無理だろうなという病態も幾
つかあるのです。そういう患者さんで
すと、できるだけ専門医が診て、これ
はバンコマイシンよりも、初めからさ
っき言ったような新しい薬を使ったほ
うがいいかなと思われるようなケース
もないことはありません。
　その辺の判断は非常に難しいので、
とりあえず第一選択としては一番使い
勝手がいいといいますか、使用経験が
多いバンコマイシンで始めていただく。
そして比較的早い段階でその評価をす
る、あるいは専門医に相談していただ
いて、場合によっては薬を変えるとい
う考え方が基本だと思います。
　池田　まずはバンコマイシンという
ことですね。
　二木　ただ、１つだけ、バンコマイシ
ンで最近新しいことがあります。TDM
といって血中濃度を測定して用量調整
しますが、この考え方が少し変わって
きていて、以前よりも少し多めに、初
めから使わなければいけないと言われ
ています。これについても、TDMの
ガイドラインがあります。要するに、
薬を使うときのコツみたいなものです
ね。こういうふうに調整して、こうい
うふうに使いなさいという指針があり
ます。血中濃度を測定して用量調節し
なければいけない薬に関しては、そこ

薬に限定せずに、リファンピシンや、
ST合剤、それからミノサイクリンな
どの抗MRSA活性を持っている薬も取
り合わせて、上手に使うということが
記載されています。
　池田　いろいろな領域のMRSA感染
症があると思うのですけれども、我々
がイメージするところで、リファンピ
シンを使うのはどういうケースなので
しょうか。
　二木　リファンピシンが日本、ある
いは諸外国でもよく使われているのは
整形外科領域や皮膚科の難治性の軟部
組織感染症などです。といいますのは、
実はリファンピシンの一番期待するべ
き効果というのにバイオフィルム感染
に対する効果があります。バイオフィ
ルムというのはMRSA以外にもいろい
ろな菌がつくるのですけれども、多糖
体などを中心とするもので、自分たち
のコロニーといいますか、集落をそれ
でカバーしてしまって、その中でじっ
としているという形態があるのです。
　そういうものが、例えば血管内カテ
ーテルとか、整形外科で使われる人工
骨頭などの異物の表面で非常に強固な
バイオフィルム組織をつくって、その
中でじっとしていると、実は薬が全く
効かないのです。特にバンコマイシン
などは全く効かないものですから、そ
ういうときにこのリファンピシンを併
せて使うと、その中にいる菌をやっつ
けてくれるわけです。

　そういう特別な状況が想定されるよ
うな場合に、先ほど言いましたように、
単独ではなくて、ほかの抗MRSA薬と
併用すると、今まで難渋していたもの
がすっと氷が解けるようにうまくいく
ケースがあります。ですので、そうい
う場合を見極めて、だらだら使うので
はなくて、短期間に抗MRSA薬と併用
するとうまくいくケースがあるようで
す。
　池田　かなり限られたケースですね。
　二木　そうですね。リファンピシン
は結核で使うことがありますが、例え
ば薬物相互作用というのがあります。
だらだら使っていると、うっかり併用
禁忌薬といっしょに使ってしまう場合
があるのです。抗MRSA薬の一部のも
のはリファンピシンと併用すると全然
血中濃度が上がらなくて効かなくなっ
てしまう不都合もあります。薬剤師の
専門的なアドバイスをもらったり、あ
るいはそういう経験がたくさんある医
師のもとでお使いになるのはいいかと
思うのですけれども、そう簡単に使え
る薬ではないと思っています。
　池田　使う症例の状態やタイミング
にもよりますし、おそらくはかなり経
験を積まれた、infec tion control doctor
がいらっしゃるようなところで使われ
るというイメージなのでしょうか。
　二木　そうですね。整形外科でたく
さんそういう手術をされている医師に
うかがいましても、少しずつ意見が違

ドクターサロン64巻３月号（2 . 2020） （163）  32 （162） ドクターサロン64巻３月号（2 . 2020）

2003本文.indd   3 2020/02/14   14:54



のです。そういうケースもあります。
ですから、ちょっと今までとはタイプ
が違う感染症というのも今後増える可
能性があります。
　池田　そのお母様は来られるときは
何の症状もなかったのですか。
　二木　健康だったのです。来られて
からぐあいが悪くなられています。な
かなか予測がつかないですね。
　池田　予測がつきませんね。来て、
「あ、おかしいな」と症状が出たときに、
もしかするとMRSAの市中感染型かな
ということですね。
　二木　なかなかそこにすぐには思い
がいきません。いろいろなことを調べ
ているうちにそれが出てきたというこ

とです。お母様のほうは助かってお帰
りになられたのですが、息子さんのほ
うがあっという間に悪化して、亡くな
られました。それはMRSAの中でも非
常に激烈なタイプの株なのですね。た
だ、幸い日本ではまだそこまで激烈な
タイプのものはそれほどはいません。
しかし、今後変わっていく可能性があ
ります。大学病院など高次医療施設に
受診されるより先に、一般の病院や開
業医の先生のところにも患者さんが来
る可能性がありますので、頭の隅っこ
に置いておいていただくといいかもし
れません。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

にいろいろな新しいコンセプトが載っ
ていますので、それも参考にしていた
だくといいかもしれません。
　池田　薬の種類だけでなくて、血中
濃度を測りながらですか。
　二木　逆にいうと、バンコマイシン
でも上手に使えば効くけれども、用量
が足らなかったり、間違った使い方を
すると効かないというリスクが増えま
す。
　池田　TDMも考えが変わってきた
わけですね。
　二木　少しずつ変わってきています。
　池田　そしてその辺で、だめかなと
思ったら、今度テジゾリドなどを使っ
ていく。
　二木　それ以外にも新しい薬がいく
つかありますので、我々はそういうも
のも症例によっては積極的に使うよう
にしています。
　池田　こういった薬がどんどん開発
されている背景として、最近よく海外
からまた違ったかたちのMRSAが入っ
てきているとうかがったのですけれど
も。
　二木　おっしゃるとおりです。いわ
ゆる市中感染型MRSA。MRSAという
のは本来、皆さんのイメージとしては、
院内感染を起こす病原菌で、街の中で
健康な人が感染するような病原菌だと
は思っていらっしゃらない方が多いと
思うのですが、欧米ではちょうど21世
紀に入るころから、健康な人にけっこ

う激しい感染症を起こすタイプの市中
感染型MRSAが増えてきています。中
にはPanton-Valentine型ロイコシジン
という非常に強い毒素をつくり、劇症
型の壊死性の肺炎や深部感染を起こし
て、あっという間に命を奪われるとい
うこともありますので、これは今後、
動向に注意です。
　池田　今、ボーダーレス化で人の出
入りが激しいですよね。そういったこ
とも一つの原因になっているのでしょ
うか。
　二木　先生のおっしゃるとおりで、
最近はインバウンドの方々がたくさん
おいでになりますので、このMRSAだ
けではなくて、海外からいろいろな恐
ろしい病原菌や耐性菌を持ち込まれる
というケースは決して少なくないと思
います。
　池田　従来のイメージですと、例え
ば海外に行って、ちょっとけがなどを
して手術を受けたとか、そんな感じの
ときにMRSAがついたりするというイ
メージがあるのですけれども、新しい
タイプの市中感染型MRSAというのは、
普通の生活をしていてつくということ
でしょうか。
　二木　おっしゃるとおりです。最近
経験したのは、来日した高齢の女性が、
日本で暮らしておられる自分の息子さ
んと一緒に数日暮らしている間に、二
人とも激しい感染を起こしたのですけ
れども、両方とも免疫不全も何もない
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のです。そういうケースもあります。
ですから、ちょっと今までとはタイプ
が違う感染症というのも今後増える可
能性があります。
　池田　そのお母様は来られるときは
何の症状もなかったのですか。
　二木　健康だったのです。来られて
からぐあいが悪くなられています。な
かなか予測がつかないですね。
　池田　予測がつきませんね。来て、
「あ、おかしいな」と症状が出たときに、
もしかするとMRSAの市中感染型かな
ということですね。
　二木　なかなかそこにすぐには思い
がいきません。いろいろなことを調べ
ているうちにそれが出てきたというこ

とです。お母様のほうは助かってお帰
りになられたのですが、息子さんのほ
うがあっという間に悪化して、亡くな
られました。それはMRSAの中でも非
常に激烈なタイプの株なのですね。た
だ、幸い日本ではまだそこまで激烈な
タイプのものはそれほどはいません。
しかし、今後変わっていく可能性があ
ります。大学病院など高次医療施設に
受診されるより先に、一般の病院や開
業医の先生のところにも患者さんが来
る可能性がありますので、頭の隅っこ
に置いておいていただくといいかもし
れません。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

にいろいろな新しいコンセプトが載っ
ていますので、それも参考にしていた
だくといいかもしれません。
　池田　薬の種類だけでなくて、血中
濃度を測りながらですか。
　二木　逆にいうと、バンコマイシン
でも上手に使えば効くけれども、用量
が足らなかったり、間違った使い方を
すると効かないというリスクが増えま
す。
　池田　TDMも考えが変わってきた
わけですね。
　二木　少しずつ変わってきています。
　池田　そしてその辺で、だめかなと
思ったら、今度テジゾリドなどを使っ
ていく。
　二木　それ以外にも新しい薬がいく
つかありますので、我々はそういうも
のも症例によっては積極的に使うよう
にしています。
　池田　こういった薬がどんどん開発
されている背景として、最近よく海外
からまた違ったかたちのMRSAが入っ
てきているとうかがったのですけれど
も。
　二木　おっしゃるとおりです。いわ
ゆる市中感染型MRSA。MRSAという
のは本来、皆さんのイメージとしては、
院内感染を起こす病原菌で、街の中で
健康な人が感染するような病原菌だと
は思っていらっしゃらない方が多いと
思うのですが、欧米ではちょうど21世
紀に入るころから、健康な人にけっこ

う激しい感染症を起こすタイプの市中
感染型MRSAが増えてきています。中
にはPanton-Valentine型ロイコシジン
という非常に強い毒素をつくり、劇症
型の壊死性の肺炎や深部感染を起こし
て、あっという間に命を奪われるとい
うこともありますので、これは今後、
動向に注意です。
　池田　今、ボーダーレス化で人の出
入りが激しいですよね。そういったこ
とも一つの原因になっているのでしょ
うか。
　二木　先生のおっしゃるとおりで、
最近はインバウンドの方々がたくさん
おいでになりますので、このMRSAだ
けではなくて、海外からいろいろな恐
ろしい病原菌や耐性菌を持ち込まれる
というケースは決して少なくないと思
います。
　池田　従来のイメージですと、例え
ば海外に行って、ちょっとけがなどを
して手術を受けたとか、そんな感じの
ときにMRSAがついたりするというイ
メージがあるのですけれども、新しい
タイプの市中感染型MRSAというのは、
普通の生活をしていてつくということ
でしょうか。
　二木　おっしゃるとおりです。最近
経験したのは、来日した高齢の女性が、
日本で暮らしておられる自分の息子さ
んと一緒に数日暮らしている間に、二
人とも激しい感染を起こしたのですけ
れども、両方とも免疫不全も何もない
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