
　また、予防薬全体にいえるのですが、
効果が出るのにだいたい２カ月ぐらい
かかるのです。ですので、１カ月投与
して効果がないと諦めないでいただき
たいと思います。２カ月ぐらいすると
徐々に効いてくるというのが片頭痛の
予防薬の特徴ですので、あわてないで、
ゆっくり投与して、経過を見ていただ
きたいと思います。
　池田　日本人ですと、若い女性です
ごく体重の軽い方がいらっしゃいます
ね。なおかつ、性周期との関係がある
ということになると、本当に予防でき
ているかというのは、どう見てもやは
り１カ月では無理ですね。
　荒木　１カ月では無理ですね。最低
２～３カ月は見ていただくとよいと思
います。
　池田　その間、のんでいて、前と違
って痛みが抑えられているというのが
実感できる場合は有効ということです
ね。
　荒木　そうですね。効いているかど
うかを見るツールとしては、頭痛ダイ
アリーというのがありまして、それを
つけていただくと非常にわかりやすい
と思います。
　池田　それはどのようなものでしょ
うか。
　荒木　頭痛ダイアリーというのは、
発作があった場合、１日の朝昼晩のど

こに起きたかとか、どの程度の痛みか
というのを自分でメモしていくような
ダイアリーになっています。これは日
本頭痛学会のホームページでダウンロ
ードできますので、ぜひお使いいただ
ければと思います。
　池田　それをつけていくことによっ
て患者さんの自信にもつながるという
ことですね。
　荒木　はい。
　池田　もしそれが効かない場合はほ
かの薬にスイッチしていくということ
になるのでしょうか。
　荒木　１つ使って効かない場合はほ
かのものに変えてみるのがよいかと思
います。少し効いているけれども、十
分でなければ、２剤ぐらい投与しても
よいかと考えています。
　池田　併用もあるのでしょうか。
　荒木　併用はあります。やや重症な
方などではCa拮抗薬とバルプロ酸な
どをよく併用する場合もあります。
　池田　１種類がだめだからというこ
とではなくて、少しの期間は我慢して
様子を見る。それでだめならば、ほか
の薬にスイッチしたり、併用するとい
うことですね。
　荒木　そういう使い方でやっていま
す。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

名古屋大学大学院医学系研究科分子病原細菌学教授
荒　川　宜　親

（聞き手　池田志斈）

　近年、感染者によって院内に持ち込まれたVRE（vancomycin-resistant en-
terococci）が病棟内に伝搬することがあると聞きました。スクリーニング法や
対策などについてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

VREの病棟内伝搬への対応

　池田　VREとはどのようなもので、
日本ではいつごろから問題になってい
るのでしょうか。
　荒川　VREはバンコマイシン耐性腸
球菌という耐性菌の一つでして、日本
で最初に確認されたのは1997年、京都
の病院の患者さんで見つかったといわ
れています。もともとは1980年代にヨ
ーロッパで最初に見つかりました。
　池田　意外と古いものなのですね。
　荒川　そうですね。30年以上前です
かね。
　池田　最近でしたら、静岡の病院で
問題になっていましたが、どうしてバ
ンコマイシンの耐性を持った菌ができ
るようになったのでしょうか。
　荒川　これはもともと人間ではなく
て、バンコマイシンと化学構造がよく

似たアボパルシンという抗菌薬を、ブ
タなどの家畜のえさに混ぜて、俗にい
う飼料添加物というかたちで加えてい
ました。それを入れると家畜が早く大
きくなるものですから、そういうこと
をヨーロッパの畜産国でやっている中
で、アボパルシン耐性の腸球菌が出現
して、それがバンコマイシンの耐性を
示すので人間のほうで問題になってき
たということです。
　池田　飼料添加物なのですね。与え
た飼料に含まれるエネルギーを効率的
に取らせる、そういうイメージなので
しょうか。
　荒川　アボパルシンを入れておくと、
食べたえさが、おなかの中にいるいろ
いろな雑菌に横取りされない。雑菌の
増殖が抑制されますから、えさが早く
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いて、手術の前とか、一応念のために
担当医がMRSEの検査をしましょうと
いうときに見つかる場合もありますが、
運悪く敗血症や腹膜炎など、重症の感
染症などを起こしてしまい、菌の培養
検査をしてみたら、そこから菌が見つ
かった。調べてみたらVREだったとい
う事例もあります。
　池田　逆にいいますと、抗菌剤を使
うことによって症状が出てくるのでし
ょうか。
　荒川　この腸球菌、VREの感染症は、
一般的には例えばおなかの腸の中にこ
の菌がいても何も症状はないのです。
腸の中でこの菌が増えても何も症状は
起きません。下痢も何も起きませんが、
この菌が腸の粘膜から血液中に入った
り、手術のときに汚染があって腹腔内
に菌が残ったりすると、そこから腹腔
内感染というか、腹膜炎みたいなもの
を起こして見つかることがあります。
しかし、この菌自体は普通の人でも、
あるいは入院患者さんであっても、腸
の中にいる場合は何も症状は起きませ
ん。菌を持っていても症状が全く出な
いので、発見されずに、病院の中で知
らない間に広がってしまうことがあり
ます。
　池田　抗菌薬等を使ったりした場面
でたまたま見つかったとします。そう
すると、その病棟のほかの方々はスク
リーニングする必要があるのでしょう
か。

　荒川　もしある病院の病棟の、ある
いは病室の患者さんがVREの保菌者で
あることがわかった場合は、同室の患
者さんとか、同じフロアの患者さんと
かは最低限調べたほうがいいですね。
　池田　スクリーニング法はどのよう
にされるのでしょうか。
　荒川　スクリーニングは、VRE、腸
球菌の培養をする専用の培地があり、
エンテロコッコセル寒天培地とか、エ
スクリンアザイド寒天培地などを用い
て、患者さんの便のほうが多いと思う
のですが、便や尿をそこに塗っていた
だくと、VREなどがいたら分離されま
す。
　池田　VRE陽性の方がいらした場合、
どのようにフォローアップしていくの
でしょうか。
　荒川　その患者さんからほかの患者
さん、周囲の患者さんに広がらないよ
うにすることが一番大事なので、これ
はほかの菌も同じなのですが、普通に
いわれている接触予防策、あるいは手
指衛生、あと病室・病棟の衛生管理を
きちんと行っていただいて、患者さん
が触れる手すりとか、ベッドの横とか、
そういう患者さんが日常的に触れると
ころにVREがつかないようにしていた
だくのが一番効果があります。
　池田　VREがついた方は、将来的に
ずっとVREがついているのでしょうか。
　荒川　人によってだいぶ違いますが、
何カ月も持ち続ける人もいますし、１

効率よくエネルギーとして、栄養とし
て吸収されて、早くブタが大きくなる
ということです。
　池田　私は家畜が死なないで無事に
大きくなるようなイメージがあったの
ですが、ちょっと驚愕ですね。
　荒川　家畜には動物用医薬品と飼料
添加物と２種類のものがあり、動物用
医薬品は動物が病気になったときに治
療のために使う薬なのですが、飼料添
加物という名目でえさに混ぜて使うこ
とができる抗生物質があるのです。そ
の一つがこのアボパルシンだったので
す。
　池田　それがバンコマイシンと構造
が似ていたのですね。恐ろしい話だと
思うのですが、例えばヒトからヒトに
うつるという可能性はあるのでしょう
か。
　荒川　これはこの前の静岡の病院で
も起きましたが、複数の患者さんに
VREが広がっていった。これは咳をし
て広がったりとか、そういうような広
がり方ではなくて、接触感染、要する
に物の表面に菌がついて、それで患者
さんから患者さんに広がる。具体的に
は、患者さんご自身の手とか、あるい
は入院している部屋の手すりとか医療
用具とか、いろいろなものがVREによ
って汚染されて、それを知らずに手で
さわって、それでまたごはんを食べた
りして口から菌が入っていくというこ
とです。

　池田　そういう意味では手指衛生が
大切だということですね。
　荒川　そうですね。ヒトからヒトへ
広がるのを防ぐには、MRSAやほかの
緑膿菌などと同じように、手指衛生、
あるいは環境の衛生管理をきちんとす
ることで、100％ではないですが、か
なりの部分が防げるといわれています。
　池田　例えば、高齢者施設でおむつ
を替えるとか、あるいは入浴させると
か、いろいろなシーンがあるのですが、
そういうところでもうつる可能性はあ
るのでしょうか。
　荒川　腸球菌は腸の中にいる菌で、
ヒトの腸に非常に適応した菌なので、
どなたもみんな腸球菌は持っているの
です。今言われたように、うんちの中
にたくさんいる菌なので、おむつなど
を交換するときに、いちいち手指衛生
とか接触予防策とか、一人ひとりにな
かなかする余裕がないときに、手際よ
く皆さんのおむつを一気に交換される
と、交換した人の手や指についた菌に
よって病室が汚染されて、知らず知ら
ずに、隣のベッドの人とか、同じ病棟
の人に広がっていく。そういう広がり
方をします。
　池田　知らないうちに広がるのです
ね。多分一般の方、健康な方であれば
問題はないと思うのですが、どういっ
た場面でこの方はVREに感染している
とわかってくるのでしょうか。
　荒川　多くの場合、病院に入院して
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いて、手術の前とか、一応念のために
担当医がMRSEの検査をしましょうと
いうときに見つかる場合もありますが、
運悪く敗血症や腹膜炎など、重症の感
染症などを起こしてしまい、菌の培養
検査をしてみたら、そこから菌が見つ
かった。調べてみたらVREだったとい
う事例もあります。
　池田　逆にいいますと、抗菌剤を使
うことによって症状が出てくるのでし
ょうか。
　荒川　この腸球菌、VREの感染症は、
一般的には例えばおなかの腸の中にこ
の菌がいても何も症状はないのです。
腸の中でこの菌が増えても何も症状は
起きません。下痢も何も起きませんが、
この菌が腸の粘膜から血液中に入った
り、手術のときに汚染があって腹腔内
に菌が残ったりすると、そこから腹腔
内感染というか、腹膜炎みたいなもの
を起こして見つかることがあります。
しかし、この菌自体は普通の人でも、
あるいは入院患者さんであっても、腸
の中にいる場合は何も症状は起きませ
ん。菌を持っていても症状が全く出な
いので、発見されずに、病院の中で知
らない間に広がってしまうことがあり
ます。
　池田　抗菌薬等を使ったりした場面
でたまたま見つかったとします。そう
すると、その病棟のほかの方々はスク
リーニングする必要があるのでしょう
か。

　荒川　もしある病院の病棟の、ある
いは病室の患者さんがVREの保菌者で
あることがわかった場合は、同室の患
者さんとか、同じフロアの患者さんと
かは最低限調べたほうがいいですね。
　池田　スクリーニング法はどのよう
にされるのでしょうか。
　荒川　スクリーニングは、VRE、腸
球菌の培養をする専用の培地があり、
エンテロコッコセル寒天培地とか、エ
スクリンアザイド寒天培地などを用い
て、患者さんの便のほうが多いと思う
のですが、便や尿をそこに塗っていた
だくと、VREなどがいたら分離されま
す。
　池田　VRE陽性の方がいらした場合、
どのようにフォローアップしていくの
でしょうか。
　荒川　その患者さんからほかの患者
さん、周囲の患者さんに広がらないよ
うにすることが一番大事なので、これ
はほかの菌も同じなのですが、普通に
いわれている接触予防策、あるいは手
指衛生、あと病室・病棟の衛生管理を
きちんと行っていただいて、患者さん
が触れる手すりとか、ベッドの横とか、
そういう患者さんが日常的に触れると
ころにVREがつかないようにしていた
だくのが一番効果があります。
　池田　VREがついた方は、将来的に
ずっとVREがついているのでしょうか。
　荒川　人によってだいぶ違いますが、
何カ月も持ち続ける人もいますし、１

効率よくエネルギーとして、栄養とし
て吸収されて、早くブタが大きくなる
ということです。
　池田　私は家畜が死なないで無事に
大きくなるようなイメージがあったの
ですが、ちょっと驚愕ですね。
　荒川　家畜には動物用医薬品と飼料
添加物と２種類のものがあり、動物用
医薬品は動物が病気になったときに治
療のために使う薬なのですが、飼料添
加物という名目でえさに混ぜて使うこ
とができる抗生物質があるのです。そ
の一つがこのアボパルシンだったので
す。
　池田　それがバンコマイシンと構造
が似ていたのですね。恐ろしい話だと
思うのですが、例えばヒトからヒトに
うつるという可能性はあるのでしょう
か。
　荒川　これはこの前の静岡の病院で
も起きましたが、複数の患者さんに
VREが広がっていった。これは咳をし
て広がったりとか、そういうような広
がり方ではなくて、接触感染、要する
に物の表面に菌がついて、それで患者
さんから患者さんに広がる。具体的に
は、患者さんご自身の手とか、あるい
は入院している部屋の手すりとか医療
用具とか、いろいろなものがVREによ
って汚染されて、それを知らずに手で
さわって、それでまたごはんを食べた
りして口から菌が入っていくというこ
とです。

　池田　そういう意味では手指衛生が
大切だということですね。
　荒川　そうですね。ヒトからヒトへ
広がるのを防ぐには、MRSAやほかの
緑膿菌などと同じように、手指衛生、
あるいは環境の衛生管理をきちんとす
ることで、100％ではないですが、か
なりの部分が防げるといわれています。
　池田　例えば、高齢者施設でおむつ
を替えるとか、あるいは入浴させると
か、いろいろなシーンがあるのですが、
そういうところでもうつる可能性はあ
るのでしょうか。
　荒川　腸球菌は腸の中にいる菌で、
ヒトの腸に非常に適応した菌なので、
どなたもみんな腸球菌は持っているの
です。今言われたように、うんちの中
にたくさんいる菌なので、おむつなど
を交換するときに、いちいち手指衛生
とか接触予防策とか、一人ひとりにな
かなかする余裕がないときに、手際よ
く皆さんのおむつを一気に交換される
と、交換した人の手や指についた菌に
よって病室が汚染されて、知らず知ら
ずに、隣のベッドの人とか、同じ病棟
の人に広がっていく。そういう広がり
方をします。
　池田　知らないうちに広がるのです
ね。多分一般の方、健康な方であれば
問題はないと思うのですが、どういっ
た場面でこの方はVREに感染している
とわかってくるのでしょうか。
　荒川　多くの場合、病院に入院して
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カ月ぐらいで検出限界以下になってし
まう人もいます。ケース・バイ・ケー
スです。一生持っているということは
基本的にはないと思います。
　池田　どうして自然に消えてしまう
のでしょうか。
　荒川　すべての人が皆さん、それぞ
れのおなかに腸球菌というものを持っ
ていまして、その人のおなかに一番適
したものがそこにいるのです。VREは
よそものですから、それが入ってくる
と、初めはお互いに縄張り争いをしま
すが、抗菌薬を使わないときは先住の
菌が強いので、先住の菌によってVRE
はやがて追放され消えていくのです。
ただ、抗生物質、抗菌薬を使っている
と、先住の菌が弱ってしまうので、VRE
がはびこることになります。
　池田　安易に抗生物質を使わないと
いうことですね。
　荒川　そうですね。
　池田　VREの保菌者が退院されて家
に戻られたとき何か注意点はあるので
しょうか。
　荒川　この場合、家にいる方が皆さ
ん健康で普通の生活をしているのであ
れば、VREを持った人が家に戻られて
も、特に日常生活上、これをしてはい

けないとか、あれに気をつけなければ
いけないということはないです。
　池田　普通にされていればいいので
すね。
　荒川　普通に日常生活をしていただ
いて、お風呂の順番とかも特に問題な
いですし、洗濯物も別に洗わなければ
いけないとか、そういうことも全くあ
りません。
　池田　過剰に心配する必要はないで
すね。
　荒川　持っていない人と持っている
人を区別する必要はないです。
　池田　逆に何か、例えば免疫的に落
ちているような方とか、そういう方は
気をつける必要があるのですね。
　荒川　例えば、おじいさんがVRE保
菌者だということがわかっていて、家
におばあさんがいる方は、近々何か手
術を受ける予定があるとか、そういう
いう場合はおばあさんにVREが広がら
ないように、少し気をつけていただく
必要がありますが、基本的には健康な
人ばかりの家庭であれば、特別これは
いけないとか、危ないとかいうことは
全く何もないです。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

国立国際医療研究センター 肝炎・免疫研究センター長
考　藤　達　哉

（聞き手　山内俊一）

　結婚相手の男性がB型肝炎キャリアで、女性がB型肝炎ワクチンを３回打って
も抗体がつかない場合、どういった対策があるかご教示ください。
 ＜新潟県開業医＞

B型肝炎ワクチン

　山内　抗体がつきにくいケースとい
うのはあると思われますが、肝炎ウイ
ルスの場合、抗体がつきにくい例とし
て、何かわかっている理由はあるので
しょうか。
　考藤　B型肝炎ワクチンで抗体がつ
かない理由は幾つかいわれているので
すが、まず成人の方にB型肝炎ワクチ
ンを打った場合の、その後の抗体がで
きる・できない、つく・つかないとい
う話に限ってお話ししますと、男性の
ほうが女性よりもつきにくいという結
果は出ています。
　山内　性差があるのですね。
　考藤　そうですね。それ以外には、
肥満の方、BMIでいうと25を超えるよ
うな、かなり肥満の強い方は抗体がつ
きにくいといわれています。あとは体
の免疫状態が健康な方に比べて少し低

下しているような方、例えば肝臓の病
気で重症の方とか、あるいは免疫不全
ウイルスというものがありますけれど
も、それに感染しているような方とか、
こういう方はB型肝炎ワクチンの抗体
がつきにくいことがわかってきていま
す。
　山内　免疫機能が低下しているとい
う場合は理由としてよくわかりますが、
性差になるとよくわからないですね。
　考藤　これはちょっと理由がよくわ
かっていないですね。
　山内　一般的にはどのぐらいのパー
センテージで陽性になるのでしょうか。
　考藤　現在、日本で使えるB型肝炎
ワクチンは２種類あると思うのですが、
いずれも成人にワクチンを同じスケジ
ュールで打った場合、だいたい90％以
上の方はB型肝炎の抗体、HBs抗体が
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