
　カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 （CRE） 感染症は, 

グラム陰性菌による感染症の治療において最も重要な
抗菌薬であるメロペネムなどのカルバペネム系抗菌薬
および広域β-ラクタム剤に対して耐性を示す Escheri-

chia coli や Klebsiella pneumoniae などの腸内細菌科
細菌による感染症の総称である。CRE は主に感染防御
機能の低下した患者や外科手術後の患者, 抗菌薬を長
期にわたって使用している患者などに感染症を起こ
す。肺炎などの呼吸器感染症, 尿路感染症, 手術部位
や皮膚・軟部組織の感染症, カテーテルなど医療器具
関連血流感染症, 敗血症, 髄膜炎, その他多様な感染症
を起こし, しばしば院内感染の原因となる。時に健常
者に感染症を起こすこともある。また無症状で腸管等
に保菌されることも多い。
　感染症発生動向調査 （NESID）  :  CRE 感染症は 2014

年 9 月19日より 5 類全数把握疾患に追加された （届
出基準は https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/

kekkaku-kansenshou11/01-05-140912-1.html）。なお
本調査では発症者のみを届出対象としている。CRE 感
染症患者は 2015～2017 年まで毎年約 1,600 例の届出が
あったが, 2018 年は12 月25日現在の第 48 週までの集計
ですでに 2,000 例を超えている （図 1 ）。4 年間を通じて
毎年全体の約 80％の患者が 65 歳以上で占められてい
た。都道府県別報告数では東京都, 神奈川県, 愛知県, 

大阪府, 福岡県の上位 5 都府県で全体の43％を占め

た。年間報告数が 10 を超える都道府県が 2015 年は 35 で
あったが, 2016 年には38, 2017 年と2018 年 （第 48 週ま
で） は 39と徐々に増加している （図 2 ）。
　なお菌種別報告割合では 2018 年まで上位 4 菌種を
Enterobacter cloacae, Klebsiella aerogenes （2017 年
に学名変更）, K. pneumoniae, E. coli が占めているが, 

2017 年から K. aerogenes の割合が増加し, 首位となっ
た （次ページ図 3 ）。
　病原体サーベイランス  :  CRE の中でもカルバペネム
分解酵素であるカルバペネマーゼを産生する腸内細菌
科細菌 （CPE） はβ-ラクタム剤以外の抗菌薬に耐性を
示す場合も多く, CPE による菌血症は, カルバペネマー
ゼ非産生 CRE によるものと比較して治療予後が悪い
と報告されている （本号 8 ページ）。また CPE は多く
の場合, カルバペネマーゼ遺伝子をプラスミド等の可
動性遺伝因子上に保有するため, 薬剤耐性を菌種を越
えて伝播させることが知られている。このため, CRE

のうち CPE は院内感染対策上も治療上も区別が必要
と考えられ, カルバペネマーゼ遺伝子検査の実施が必
要とされる （本号 6 ページ）。
　2017 年 3 月28日に厚生労働省健康局結核感染症課長
通知に基づき, 地域における流行状況を把握するため
に CRE 感染症の届出があった際には, 地方衛生研究
所 （地衛研） 等でカルバペネマーゼ遺伝子 （耐性遺伝
子） 等の試験検査が実施されることとなった （本号 3
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ページ）。カルバペネマーゼに
はいくつかの種類があり, 国内
で多くみられる IMP 型, 海外で
広がっている NDM 型, KPC 型, 

OXA-48 型が知られている。海
外型は多くの場合カルバペネム
のみならず他の抗菌薬にも耐性
を示す多剤耐性型が多く, 感染
対策上, 特に注意を要する （IASR 

35: 283-284, 2014）。
　病原体サーベイランスに登録
された株のうち, いずれかのカ
ルバペネマーゼ遺伝子が検出さ
れた株は 2017 年 239 株, 2018 年
上半期 123 株で, いずれも IMP 型が 2017 年 227 株, 2018

年上半期 111 株と大半を占めた。2017 年における CRE に
占める IMP 型検出割合は菌種や遺伝子型により大きな
地域差を認めた （IASR 39: 162-163, 2018 参照）。一方, 

海外型カルバペネマーゼ遺伝子陽性株の報告が 6 自治
体からあり, 大部分が渡航歴のない患者由来であった。
　また 2018 年には KPC 型カルバペネマーゼ遺伝子陽
性株によるアウトブレイク （本号 11 ページ） や NDM

型カルバペネマーゼ遺伝子陽性株による病院内環境の
汚染報告 （本号 12 ページ） があり, 海外型カルバペネ
マーゼ遺伝子陽性株の地域あるいは院内環境への拡散
が懸念される （本号 9 ページ）。
　2018 年からは国立感染症研究所 （感染研） 薬剤耐性 

（AMR） 研究センターと同感染症疫学センターが協働
して毎週, CRE 感染症届出事例についてテレカンファ
レンスを行い, NESID の患者情報と病原体検出情報を
共有し, 報告症例のリスク評価および必要に応じて自
治体等への確認を行っている （本号 4 ページ）。
　厚生労働省院内感染対策サーベイランス （JANIS） 
事業  :  JANIS の検査部門では, 2,000 を超える参加医療
機関で実施されたすべての細菌検査データを継続的に
収集・集計し, 日本国内の主要な薬剤耐性菌の分離状
況を明らかにしている。NESID とは異なり, 保菌と発
症を区別せず, 医療機関で分離されて感染症法の届出
のために必要な検査所見を満たす菌のデータを集計し
ている。CRE 分離患者数は漸減傾向を示しているが
2017 年においても7,000 件を超える。JANIS における
CRE 分離患者数は, NESID 届出患者数 （発症のみ） に
比較して著しく多いことから, CRE は保菌状態の患者が
多い可能性がある。また CRE の菌種割合は NESID と
同様で, K. aerogenes の割合増加は JANIS の 2017 年
のデータでも確認されている （本号 5 ページ）。
　ワンヘルス動向調査  :  CRE を含む AMR 問題への対
応はワンヘルスアプローチ, すなわち医療, 畜産, 環境
等, マルチ・セクターの協働・協力が必要であり, 国際
的には世界保健機関 （WHO）, 国際獣疫事務局 （OIE）, 

国連食料農業機関 （FAO） 等が中心的な役割を担って
いる。AMR ナショナル・アクション・プラン （NAP） 
2016-2020 ではヒト, 動物, 食品および環境から分離
される薬剤耐性菌に関する総合的なワンヘルス動向調
査を実施することが明記されており, JANIS は参加
医療機関で分離されたヒト由来病原細菌の耐性率を, 

動物由来薬剤耐性モニタリング （JVARM） や地衛研
は動物, 食品由来病原細菌の耐性率 （分離された細菌
に占める耐性菌の割合） を公開し, 薬剤耐性ワンヘル
ス動向調査検討会がこれらの情報を集約している （ワ
ンヘルス動向調査年次報告書 ; https://www.mhlw.

go.jp/content/10900000/000415561.pdf）。河川や下水
等を中心とした環境の耐性菌調査に関しては, 2018 年
から厚生労働科学研究費補助金による研究事業でモニ
タリングが開始されたところである （本号13 ページ）。
　AMR ナショナル・アクション・プランと成果指標  : 

2015年 WHO 総会で AMR に関するグローバル・アク
ション・プラン （GAP） が採択され, わが国でも2016 年
に NAP 2016-2020 が策定された （https://www.mhlw.

go.jp/f ile/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/ 

0000120769.pdf）。NAP を受け, 国内外の様々な AMR

の情報を収集し, 臨床現場への還元, 研究面での活用, 

行政, WHO 等への政策提言を行うなど AMR に関する
包括的なシンクタンク機能を担うべく AMR 研究セン
ターが 2017 年感染研に設立された。NAP の成果指標
に用いられるヒト由来病原細菌の耐性率は感染研 AMR

研究センターが実施している JANIS データをもとに
算出されている。E. coli および K. pneumoniae のカ
ルバペネム （イミペネムおよびメロペネム） 耐性率と
して 0.2％が NAP の成果指標として定められている。
2017 年わが国での K. pneumoniae のメロペネム耐性率
は 0.4％と成果指標よりも高くなってしまっていること
や, NESID の患者届出数が 2018 年に増加しているこ
とから, 今後, さらに各地域での疫学を把握し対応力
を強化するために全国サーベイランスの継続的実施が
必要と思われる。
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＜特集関連情報＞
　カルバペネム耐性腸内細菌科細菌病原体サーベイラ
ンス報告状況

　2017 年 3 月に発出された通知 （健感発 0328 第 4 号） 
により, カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 （CRE） 感
染症の届出があった際には, 地方衛生研究所等で当該
患者より分離された病原体の試験検査を実施し, 結果
を病原体検出情報システムに報告することとされた。
本稿では, 病原体検出情報システムへの検査結果報告
状況を示す。集計対象は, 病原体検出情報システムに
報告された, 検体採取日が 2017 年 1 月 1 日～12月31日
の 865 株 1）および 2018 年 1 月 1 日～ 6 月30日 （以下, 2018

年上半期） の575 株 （2019 年 1 月15日現在） とした。
　検査項目は上述の通知に示されており, 原則実施す
る項目と推奨される項目に大別される。そのうち, 13

検査項目が病原体検出情報システムへの報告対象であ
る （表）。遺伝子検査として PCR 法によるカルバペネ
マーゼ遺伝子検出, 表現型検査としてディスク拡散法
等によるβ-ラクタマーゼ産生性の確認試験があり, こ
れらの検査結果に矛盾がないことを確認することとさ
れている。検査実施数と陽性数を表に示す。原則実施
する検査項目のうち, 主要なカルバペネマーゼ遺伝子 

（IMP 型, NDM 型, KPC 型, OXA-48 型） の検出はす
べての株で実施, 表現型検査もほぼすべての株で実施
された。推奨される検査項目のうち, 比較的稀なカル
バペネマーゼ遺伝子 （VIM 型, GES 型, IMI 型, KHM

型, SMB 型） の登録機関数や検査実施率は, 2018 年上
半期に上昇したが, カルバペネマーゼ産生性を確認す
る Carba NP test や CIM の登録機関数はやや減少した。
これらの表現型検査は, 原則実施する検査項目ではな
いが, 結果解釈に有用であり, マニュアルの整備や研修

等により実施率を高めていきたい。
　精度管理として, 以下の報告は登録機関に問い合わ
せ, 内容の確認と必要に応じて修正依頼した。2019 年
1 月15日現在のそれぞれの問い合わせ対象株数と修正
株数を （　） に示す。
　①海外型カルバペネマーゼ遺伝子とされる NDM 型, 

KPC 型, OXA-48 型陽性株の渡航歴のない患者からの
報告 （18 株, 修正 2 株, 確認中 1 株）, ②遺伝子検査と
表現型検査の結果が矛盾する報告 （13株, 修正 12 株, 

確認中 1 株）, ③入力形式の異なる報告 （165 株, 確認
中 1 株を除き修正）。①については PCR 増幅産物のシー
クエンスによる結果確定を依頼し, 修正された 2 株は
PCR 非特異バンドであったことが確認された。
　原則実施する検査項目結果がすべて報告された株
は, 2017 年 798 株, 2018 年上半期 566 株であった。これ
らの数を CRE  感染症発生動向調査届出数 （患者報告） 
である2017 年 1,660 例 （2018 年 10月27日現在）, 2018 年
1 月～ 6 月末日849 例 （2018 年12月14日現在） で除した
値を報告率とした場合, 2017 年は 48％, 2018 年上半期
は 67％であった。次ページ図に都道府県別の報告率を
示す。中央値は 2017 年が 56％であったのに対し, 2018

年上半期は 80％と上昇した。さらに, 報告率 50％以上
は 2017 年には 26 府県であったが, 2018 年には 36 府県と
増加した。また, 県と市の登録機関によって報告率が
異なる地域もあった。なお, 報告率 100％を超える自
治体があるが, これは届出対象以外の患者分離株や同
一患者の複数分離株の報告が一部含まれるためと考え
られる。
　通知が発出されて 1 年半以上が経過し, CRE 病原体
サーベイランス体制が整いつつある。2017 年の結果よ
り, カルバペネマーゼ遺伝子保有株の分離は地域特性
が認められることが示されており1）, 今後も継続的か

表. 病原体検出情報システム報告対象の各検査実施数と陽性数
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つ全国的な偏りのないサーベイランスのため, 集計結
果の迅速な還元などの情報発信を通じてさらなる報告
率と検査精度の向上も目指して取り組んでいきたい。
　病原体サーベイランスにご尽力いただいております
皆様に心よりお礼申し上げます。
　参考文献
1） IASR 39: 162-163, 2018

　　　　　　国立感染症研究所薬剤耐性研究センター
　　　　　　　松井真理　鈴木里和　菅井基行

＜特集関連情報＞
　カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症サーベイラ
ンス情報の活用

　2014 年 9 月, カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 

（carbapenem-resistant Enterobacteriaceae: CRE） 感
染症は感染症法に基づく感染症発生動向調査 （Na-

tional Epidemiological Surveillance of Infectious 

Diseases: NESID） における 5 類全数把握対象疾患と
なった。医師から届けられた患者情報は, 保健所によ

り NESID のシステムへ入力され （以
下, 患者情報システム）, 地方感染症
情報センターが確認処理を行う。そ
の他自治体の本庁等も, 管轄の患者
情報を閲覧することができる。
　また, 2017 年 3 月からは CRE 感染
症届出患者からの分離菌株を地方衛
生研究所 （地衛研） で試験検査し, 

検出されたカルバペネマーゼ遺伝子
等の検査結果を NESID の病原体検
出情報システムへ報告するよう厚生
労働省健康局結核感染症課より通知
された。
　病原体検出情報システムと患者情
報システムは, それぞれの目的に従
い, 報告される情報内容が異なって
いる。例えば患者情報システムでは
分離菌株のカルバペネマーゼ遺伝子
の有無は把握できず, 一方で病原体
検出情報システムには, 診断日, 感
染症診断名, 感染原因/経路, 報告医
療機関名や感染地域等に関する情報
が必ずしも含まれていない。
　病原体検出情報システムへの検査
結果入力時に NESID ID （患者情報
システムに登録された各症例の固有
の ID でシステムから自動的に振り
出される） が併せて入力されれば, 

両システムにアクセスできる地方感
染症情報センター等は, 病原体検出
情報システムに登録された検査結果

と患者情報システムの情報とを突合することができ
る。ただし, 現時点では, 病原体検出情報システムへ
の NESID ID 入力は任意となっており, また, 自治体
によって両システムへのアクセス権限の付与状況は異
なっている。
　国立感染症研究所では, 患者情報システムを取り扱
う感染症疫学センター （Infectious Disease Surveil-

図. 国立感染症研究所におけるリスク評価

図. 都道府県別の病原体サーベイランス報告率と患者報告数
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*

*

*
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lance Center: IDSC） と病原体検出情報システムを取
り扱う薬剤耐性研究センター （Antimicrobial Resist-

ance Research Center: AMRRC） が, それぞれのシス
テムに報告された情報をモニターしている。2018 年 10

月からは, CRE 感染症の病原体検出情報報告体制が
おおむね整ったと考え, 両センター間での定例会議を
開始した （前ページ図）。会議では, CRE 感染症症例の
集積や, それらが同一耐性遺伝子を有する菌株が関与
するものか, 海外渡航歴のない症例からの海外型カル
バペネマーゼ産生菌が報告された際の周辺医療機関か
らの報告の有無等, 患者情報と病原体情報の総合的な
リスク評価を行っている。また, 両センターが自治体か
ら相談を受けた事例やメディア等により探知された事
例についても情報共有とリスク評価を行っている。
　会議は毎週行われ, その結果を基に, IDSC は地方
感染症情報センターに公衆衛生対応に必要と考えられ
る情報の追加確認を, また病原体情報の入力がない場
合には, AMRRC から地衛研に, 検査実施状況の確認
をする等の対応を行っている。会議で取り上げた事例
数, 自治体等への確認を行った事例数を表に示した。
評価した事例の約 8 割は NESID システムの情報から, 

残りはメディアや自治体からの相談から検知されてい
た。リスク評価を行った事例の約半数程度で追加情報
の確認を行った。
　2018 年 1 月 1 日 （第 1 週）～12月 2 日 （第 48 週） に診
断され, NESID 患者情報に届け出られた症例は 2,074

例であった （2018 年 12月25日現在）。病原体検出情報
システムに, 同一期間に検体採取された1,154 例 （56％） 
の情報が入力されており, そのうちで NESID ID が入
力されていたものは 982 例 （85％） であった （2019 年 1

月 7 日現在）。
　病原体検出情報システムと患者情報システムの両シ
ステム登録情報を基にしたリスク評価体制を整えた。
今後, 病原体検出情報システムへの迅速な結果入力お
よび NESID ID 入力が増え, 患者情報と病原体情報の
突合ができ, タイムリーなリスク評価から適切な対策
に繋がることが期待される。
　　　　　　　　　　　国立感染症研究所
　　　　　　　　　　　　実地疫学専門家養成コース

　　　　　　　　　　　　　柿本健作　川上千晶　
　　　　　　　　　　　　感染症疫学センター
　　　　　　　　　　　　　山岸拓也　島田智恵
　　　　　　　　　　　　　砂川富正　松井珠乃
　　　　　　　　　　　　　大石和徳
　　　　　　　　　　　　薬剤耐性研究センター
　　　　　　　　　　　　　松井真理　鈴木里和　
　　　　　　　　　　　　　菅井基行

＜特集関連情報＞
　厚生労働省院内感染対策サーベイランス （JANIS） 
データからみたカルバペネム耐性腸内細菌科細菌

　厚生労働省院内感染対策サーベイランス （JANIS） 
の検査部門では, 参加医療機関で実施されたすべての
細菌検査データを継続的に収集・集計し, 日本国内の
主要な薬剤耐性菌の分離状況を明らかにしている。カ
ルバペネム耐性腸内細菌科細菌 （CRE） については, 

2014 年に試験的な集計が開始され, 2015 年から正式な
JANIS の集計対象となっている。感染症法に基づく感
染症発生動向調査 （NESID） とは異なり, 保菌と発症
を区別せず, 医療機関で分離されて基準を満たす菌の
データをすべて集計対象として, ヒト由来検体から分
離される菌全体を対象として耐性率を算出している点
が特徴である。耐性の判定基準は感染症法に基づく届
出の際の基準と同じものを採用し, また集計に際して
は30日以内に同一患者から同菌種が検出された場合は
削除するなどの重複処理を行っている。以下, JANIS

検査部門の公開情報 （https://janis.mhlw.go.jp/report） 
からみた CRE の状況について述べる。
　2014～2017 年までの 4 年間に, JANIS 参加医療機関
の中で CRE の分離された患者数の推移を, 図 1 に棒
グラフで示した。2015 年に 9,254 人だった CRE 分離患
者数は, 2016 年に7,827 人, 2017 年には 7,572 人に減少し
た。JANIS 参加医療機関は増加し続けている （https://

janis.mhlw.go.jp/hospitallist/index.html） ので, CRE

の分離された患者数が減少を続けているのは注目に値
する。CRE が分離された患者数を検体提出患者の総数
で割った 「分離率」 を算出したところ, 図 1 折線で示す

表. インターネット会議で取り上げ、 リスク評価した
     事例数と自治体へ追加情報確認を行った事例数*
   （2018年10月30日-12月25日）

(%)

図1. CRE分離患者数と分離率の年次推移
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ように減少傾向が続いていることが明らかになった。
この間, CRE の分離された医療機関の割合も, 81.0％ 

（2014 年）, 70.5％ （2015 年）, 63.0％ （2016 年）, 56.4％ 

（2017 年） と, 減少を続けている。
　なお, CRE 分離率は例えば 2016 年と2017 年では 0.29％
と0.27％であるが, 腸内細菌科細菌の分離された患者
の総数を分母とした場合, 分離率は 0.90％ （2016 年）, 
0.83％ （2017 年） となる。このように, 分母によって分
離率の値と解釈は変化するので注意が必要である。
　2017 年に CRE の分離された患者について, 菌種別
の内訳を集計した結果を図 2 に示した。Klebsiella  

aerogenes が 35.2％, Enterobacter cloacae が 30.5％で全
体の 6 割以上を占め, 続いて Klebsiella pneumoniae が
8.9％, Escherichia coli が 7.0％, Serratia marcescens が
4.3％であった。ただし前述の通り, JANIS 検査部門のデー
タでは保菌と発症は区別されておらず, またカルバペ
ネマーゼ遺伝子保有の有無についての情報はない。
　JANIS では, 集計対象医療機関すべてのデータを集
計して作成した公開情報に加え, 都道府県別の公開情
報 （https://janis.mhlw.go.jp/report/kensa_prefectures.

html） も作成している。これによって, 都道府県ごと
に CRE の分離患者数および分離率 （分母を検体提出患
者の総数としたもの） を知ることができる。2016 年か
らは, 図 3 に示すように, 分離率の全国での分布と, そ
の中での各都道府県の位置をみてとれる箱ひげ図も
作成し, 上記の都道府県別の公開情報のページで公開
している （なお, この箱ひげ図は, CRE だけでなく, 

JANIS で分離患者数を集計している11 種類の 「特定の
耐性菌」 すべてについて作成しており, 図 3 にはその
うち CRE だけを示した）。この箱ひげ図の中には, 全
国中央値, 75％点, 90％点, 最小値, 最大値が記載され

ており, 図 3 に示す 2017 年の場合, 全国中央値
は 0.25％, 75％点は 0.33％, 90％点は 0.42％, 最小
値は 0.08％, 最大値は 0.53％である。各都道府県
の分離率の分布は正規分布に従っている （Shapiro-

Wilk の適合度検定で p=0.33） が, 90％点を超え
る高い分離率を示す都道府県も 4 つ存在する。
しかし, 分離率が高い都道府県に地域的な偏り
はない。
　これらの公開情報は, JANIS が各参加医療
機関にフィードバックしている還元情報とあわ
せて, CRE の発生動向を監視するための最も
基本的な情報としてホームページ上で提供して
いる。様々な場面で活用して頂ければ幸甚であ
る。
　国立感染症研究所薬剤耐性研究センター
　　矢原耕史  川上小夜子  平林亜希  筒井敦子
　　安齋栄子  藤村詠美  大木留美   瀧 世志江
　　島川宏一  柴山恵吾 （併任）  菅井基行

＜特集関連情報＞
　病院におけるカルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌 

（CPE） 検査方法
 

　カルバペネム系薬に耐性を示す腸内細菌科細菌の増
加が世界的に問題となっており, わが国では 2014 年に
5 類感染症に指定された。中でもカルバペネマーゼを
産生する腸内細菌科細菌 （carbapenemase-producing 

Enterobacteriaceae; CPE） においては, β-ラクタム系
以外の抗菌薬に耐性を示す場合も多く, 特に注意を要
する。CPE については国内の検出状況は未だ低いが, 

海外などの流行地域において医療行為を受けた患者か
ら検出される例や院内感染事例もあり1）, 迅速かつ正確
な検出が求められている。 

　国内で検出される CPE の遺伝子型は IMP 型が多く, 

欧米の遺伝子型とは異なる。IMP 型の中でも IMP-6

などにはカルバペネム系薬の薬剤感受性結果が必ずし
も耐性を示さない “ステルス型” と呼ばれる株が存在
し, カルバペネム系薬のみを指標としたスクリーニン
グでは見逃す可能性もある。こうした背景から, 自動
機器で課題となっていたカルバペネム系薬の低濃度
（minimum inhibitory concentration ; MIC 値 1 μg/mL

以下） 測定が可能になりつつある。自動機器でメロペ
ネムの MIC 値が 0.25～1μg/mL で感性と判定される
株については, カルバペネマーゼを含む何らかの耐性
因子を保有している可能性を鑑み, 積極的にカルバペ
ネマーゼ産生試験などを実施する必要がある。
　CPE を検出する方法として, Clinical and Laboratory 

Standards Institute （CLSI）2） では Carba NP test, 

modif ied Carbapenem Inactivation Method （mCIM） 
法が推奨されているほか, 各種β-ラクタマーゼ阻害

図3. CREの分離率の全国での分布と、その中での各都道府県の位置 （   ）
-2017年の東京都の例
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図2. CREの菌種別内訳
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剤を利用した検出法などがあり, これらの検査は遺伝
子検査を行っていない施設においても実施可能であ
る。Carba NP test は, カルバペネマーゼにより抗菌
薬が加水分解された際の pH 変化をとらえ, 指示薬で
あるフェノールレッドが黄変することにより判定を行
うものである。mCIM 法は, メロペネムディスクと菌
を接触させ, カルバペネマーゼ産生菌であればメロペ
ネムが分解され抗菌活性が消失する。そのディスクを, 

Escherichia coli ATCC 25922 に作用させ, 阻止円径に
より判定する方法である。Carba NP test と比較して
特別な試薬を必要とせず, カルバペネマーゼ活性の弱
い菌株に対しても, 反応が良好とされており, 日常検
査に導入している施設も多い。また, KPC 型に対して
ボロン酸, メタロ-β-ラクタマーゼ産生菌に対してメルカ
プト酢酸 （SMA） などのβ-ラクタマーゼ阻害剤を利用
し, ディスク阻止円拡大の有無によって判定する方法
があり, これらも多くの施設で実施されている。しか
し, これら表現型における検査方法では検出不可能な
耐性機序も存在するため, 最終的に polymerase chain 

reaction （PCR） 法による遺伝子型の確認が必要とな
る。さらに近年, イムノクロマト法を
利用したCPE 迅速検査キット （図
-a） や数種類の薬剤ディスクを用い
て阻止円径の差から酵素型を判定す
る CPE 鑑別ディスク （図-b） など, 

様々な検出法が開発されている 

（表）。こうしたキットは, 各種β-ラ
クタマーゼ阻害剤を利用した既存の
方法と比較し, 複数の試薬購入, 試
薬の濃度調整などが不要となること
から日常検査へ導入しやすい。
　また, CPE は腸管内常在細菌叢の
中に長期間にわたって定着する特徴
を考慮し, 保菌が疑われる患者に対
しては, 入院時に糞便検体を用いた
スクリーニング検査が推奨される。
各種 CPE 選択培地を用いて, 発育
したコロニーを前述の検出法, 薬剤

感受性試験およびカルバペネマーゼ産生確認試験を併
せて実施することが望ましい。
　しかしながら, こうした確認試験での検出では未だ
限界があることも事実であり, PCR 法など, 薬剤耐性
に関連した遺伝子型の検出が用いられる。腸内細菌科
細菌については, 既報に基づき, 各種β-ラクタマーゼ
産生遺伝子 （IMP 型, VIM 型, KPC 型, NDM型, OXA

型, GES 型） の検出が可能である。また, 数種類の遺
伝子を同時に検出可能な multiplex PCR を利用したカ
ルバペネマーゼ産生遺伝子の検出用試薬 （図-c, d） も
開発されており, 手技の煩雑さが軽減され, 遺伝子検
査のさらなる迅速化が期待される。また, キットには
コントロール試薬が含まれており, 精度管理の問題に
ついても対応可能である。
　腸内細菌科細菌の耐性機序は多種多様であり, カル
バペネム系薬の耐性がカルバペネマーゼだけでなく, 

ESBL 産生や AmpC 産生に外膜蛋白変化が加わること
でも耐性化することもある。これらを踏まえ, 耐性菌
検出については, 施設ごとにフローチャートを作成し, 

各培地や検査法の特性を把握したうえで, 薬剤感受性

表. 各種CPE検出法一覧

図. 各種CPE検出キットおよびスクリーニング培地を用いた検査例
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結果と併せて有効に活用して判断することが重要であ
る。
　参考文献
1） 荒川宣親, 日本化学療法学会雑誌 63: 187-197, 2015

2） CLSI, Performance Standards for Antimicrobial 

Susceptibility Testing, 27th Informational Supple-

ment, 2017

　　　　　　　　京都橘大学健康科学部臨床検査学科
　　　　　　　　　藤原麻有　中村竜也

＜特集関連情報＞
　カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症の治療

　カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 （CRE） 感染症の
疫学
　CRE とは, イミペネム （IPM） の最小発育阻止濃度 

（MIC）≧2μg/mL かつセフメタゾール （CMZ） の MIC

≧64μg/mL または, メロペネム （MEPM） の MIC≧
2μg/mL を示す腸内細菌科細菌のことである。腸内細
菌科細菌とは, 大腸菌, Klebsiella 属菌, Enterobacter

属菌, Serratia 属菌, Proteus 属菌などの一群の細菌
学的分類に入る菌群の総称であり, 尿路感染症, 胆道
感染症などの腹腔内感染症, 血流感染症, 肺炎などの
感染症の原因菌となる。CRE による感染症は 5 類全数
把握対象疾患感染症として届出が義務付けられて
おり, 2016 年に届出られた1,581 例が報告されている1）。
原因菌の内訳は Enterobacter cloacae 31.3％, Klebsiella 

aerogenes 30.6％, Klebsiella pneumoniae 11.7％, Esch-

erichia coli 9.8％の順で多く, 感染症の種類は, 尿路感
染症 32.4％, 菌血症・敗血症 24.8％, 肺炎 20.6％の順に
多かった。自施設での 2014 年 9 月～2016 年12月の間に
発生した CRE 感染症の解析では, 原因菌の内訳は全
国データとほぼ同様であり, 感染源が探索可能であっ
た感染症の内訳は, 尿路感染症が 31％, 腹腔内感染症
が 24％, 肺炎が 21％, 胆道系感染症が 14％, カテーテ
ル関連血流感染症が  3 ％を占めていた。
　CRE 感染症治療の原則
　現在のところ, わが国では CRE の検出率が低く, 経
験的治療 （empiric therapy） として CRE を想定して
治療を開始するようなケースは, 過去に CRE の保菌が
明らかな例や海外の医療施設での治療歴がある例の感
染症などに限られる。感染症患者の検体から CRE が検
出された場合でも, まずそれが感染症の真の原因菌か
どうかを判定する必要がある。それが血液や髄液など
の通常は無菌である検体から検出されたのであれば原
因菌である可能性が高いが, 喀痰や開放膿など汚染が
避けられない検体から検出された場合には, 原因菌か
どうかは患者の臨床経過や他の検査所見も参考にして
総合的に判断する。外科的ドレナージが必要な病態で
は, 可能な限り施行する必要があるのは言うまでもな

い2）。治療薬は, 薬剤感受性検査の結果を参考にして
選択することになるが, 菌によってβ-ラクタム系薬や
それ以外のアミノグリコシド系薬, フルオロキノロン
系薬などの抗菌薬に対する感受性が異なるので, 選択
には注意が必要である。自施設で経験した 29 株の各種
薬剤感受性検査の結果を表に示す。MEPM の MIC≧
2μg/mL を満たす A 群 13 株とそれ以外の B 群 16 株に
分けると, カルバペネマーゼ産生菌 （CPE） はすべて
A 群に入り, β-ラクタム系薬やアミノグリコシド系薬, 

フルオロキノロン系薬の感受性が大きく異なることが
判る。また, 耐性機序で CPE による菌血症では, カル
バペネマーゼ非産生菌によるものと比較して治療予後
が悪いと報告されており, 治療の上では区別が必要と
考えられる3）。
　CRE 感染症の治療
　CRE 感染症の治療についての報告は, 海外の CPE 

（特に K. pneumoniae carbapenemase: KPC） 感染症に
対するものがほとんどで, 無作為試験の報告はない4）。
わが国での CRE 感染症の治療の参考にする上では注
意が必要であるが, その主なポイントをまとめてみる。
　カルバペネム  :  CRE は文字通りカルバペネム非感性
ではあるが, MIC の値によっては, 治療の選択肢にな
り得ると考えられている。カルバペネム単剤で治療し
た場合は, MIC≦1μg/mL であれば治療予後が良い
が, MIC≧2μg/mL だと予後不良と報告されている5）。
併用療法では, 感受性のある薬剤と併用する場合には
MIC≦8μg/mL の場合は比較的予後が良好であると
される6）。pharmacokinetics/pharmacodynamics の
観点からは, 高用量・長時間投与が推奨される4）。
　コリスチン  :  環状ペプチド系抗菌薬に属する。Serratia

属菌や Proteus 属菌には生来無効で, 単剤治療におけ
る MIC の上昇や 4）, プラスミド性の耐性機序がすでに
知られている7）。適正使用には, 日本化学療法学会か
らの指針を参考にされたい8）。副作用として腎障害や
神経障害に注意が必要である。
　チゲサイクリン  :  グリシルサイクリン系抗菌薬で腸

表. 自施設で経験した感染症の原因菌となったCREの
     薬剤感受性パターン
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内細菌科細菌やグラム陽性菌にも抗菌活性があり, 併
用療法で用いられる。適正使用には, 日本化学療法学
会からの手引きを参考にされたい9）。悪心などの消化
器症状が主な副作用である。
　併用療法  :  抗菌薬の併用療法が用いられる目的は, 

抗菌薬のスペクトラムの拡大による不適切治療の減少, 

併用による相乗効果の期待, さらには薬剤耐性誘導の
阻害などが挙げられる4）。CRE 感染症治療においても, 

感受性検査結果で感受性のある薬剤 （上記の他にもア
ミノグリコシドやホスホマイシンなどを含む） の併用
療法が有効であるとされているが 10）, 最近の多施設で
の後方視的コホート研究では, CPE による菌血症患者
において, 併用療法のメリットは死亡率の高いハイリ
スクの集団に限られると報告されている11）。併用療法
では副作用のリスクは増大するため, 常に効果と副作
用のバランスを考慮することが重要である。
　予　後
　海外の報告によれば, CRE 感染症, 特に CPE による
菌血症症例において, 死亡率 （14日および 30日） は 20

～40％と報告されている3, 10, 11）。一方わが国での前記
の 2016 年のデータでは, 届出時の死亡例の割合は 3.4％
と低かったが, 自施設の29 例の解析では, 死亡率は
26％であった。我々の経験からは, 海外の報告例に比
べ CRE 株の薬剤感受性が比較的良く, また CPE 症例
では併用療法を心掛けたにもかかわらず, 患者の基礎
疾患が重篤なものが多く, 高い死亡率に繋がっている
と考えられた。
　今後はわが国でも CRE による感染症の増加が予想さ
れる中で, 新たな抗菌薬の開発が期待される2, 4）。
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＜特集関連情報＞
　輸入型カルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌 （CPE） 
について

　行き交うヒトの流れや物流の活発化は, 感染症とい
う観点からは薬剤耐性菌の拡散の活発化と捉えること
ができる。2020 年に開催される東京オリンピックなど
で, 世界中から本邦への薬剤耐性菌の流入増加が懸念
されている。カルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌 

（CPE） の中でも今後, 急増すると予想される輸入型
CPE について述べる。
　CPE には, 国内で既に市中で分離されるもの （国内
型） がある一方で, 東南アジア等海外からの帰国者と
ともに輸入されるもの （輸入型） が現在までに散発的
に分離されてきた。私どもはカルバペネマーゼをその
由来から大きく二つのグループに分けている （次ペー
ジ表）。一つは, 既に国内に分布しているものをいい, 

代表的なものとしてはメタロ-β-ラクタマーゼである
IMP-1, -6, -34 などが知られている。これらを産生す
る腸内細菌科細菌の中には, ステルス型と呼ばれるカ
ルバペネムに明確な耐性を示さない表現型を示す菌が
ある。一方, 輸入型は海外で入院し外科治療等を受け
た後, 帰国後に見つかるケースが多かったが, 近年, 

渡航歴のない患者からの分離例が増えているので注意
を要する。以下, 代表的なものをあげる。
　KPC 産生 CPE

　KPC は Ambler 分類で class A に属する活性基にセ
リンを持つセリン-β-ラクタマーゼ （カルバペネマー
ゼ） で, 2001 年に米国で Klebsiella pneumoniae の例
が報告された。検出される頻度が高い地域として中国, 

北米など広範な地域があげられる。中国, 韓国で検出
されるカルバペネマーゼとしては KPC が最も多く, 地
理的に近い日本では IMP 型が最も多いことから, 状況
は大きく異なっている。日本での KPC 検出例はまだ
少ないが, 最近, アウトブレイク事例も報告された （本
号11 ページ参照）。2019 年 1 月現在, KPC は 37 種類の
亜型が報告されている。
　NDM 産生 CPE

　NDM 産生菌は2009 年にインドからスウェーデンに
帰国した患者から分離され, ニューデリー・メタロ-
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β-ラクタマーゼ （NDM-1） と命名された。同年にわが
国でもインドに旅行した患者から最初の NDM-1 産生
大腸菌が分離され, 獨協医科大学により報告された1）。
インド・パキスタン・バングラデシュ地域が流行地
で, 世界中への拡がりが懸念されている。広島県にお
いても NDM-1 産生大腸菌が分離された2）。患者はパ
キスタンにて外科手術を受け, 帰国した後に術後感染
症で入院中に本菌が分離された。本菌はホスホマイシ
ン以外の検討したすべての抗菌薬について高い最小発
育阻止濃度 （MIC） を示した。広島株も獨協医大株も
プラスミド上に bla NDM-1 を保有していた。他にも, わ
が国では 2013 年に NDM-3 保有大腸菌が分離され3）, 

さらに 2013 年にバングラデシュを旅行した患者から
NDM-5 保有大腸菌が, 2014 年にインドネシアから帰
国した患者から NDM-5 保有 K. pneumoniae が分離さ
れている4）。2019 年 1 月現在, NDM は 24 種類までの亜
型が報告されている。
　OXA-48-like 産生 CPE

　最も初期に報告されたオキサシリナーゼ （OXA 型
β-ラクタマーゼ） である OXA-10 は, セフォタキシム, 

セフトリアキソン, アズトレオナムに対して非常に弱
い分解活性があるのみであった。しかし, OXA-10 の
143 位のアルギニンがセリンへ, 157 位のグリシンがア
スパラギン酸へ変化することによりセフタジジム耐性
を獲得した （OXA-11）5）。一方で, カルバペネマーゼ
型として知られている OXA-48-like は 2001 年にトルコ
で初めて確認され （K. pneumoniae 11978 株）, 当時知
られていた他のオキサシリナーゼと比べてアミノ酸配
列の相同性が 46％以下と非常に低かった6）。このよう
に, OXA 型はその亜型によって活性が非常に異なって
おり, その種類も多い （2019年 1 月までに 779 種類報告さ
れている）。OXA-48 を保有する上記の K. pneumoniae 

11978 株はカルバペネム系薬を含むすべてのβ-ラクタ

ム薬に高度耐性を示したが, OXA-48 は
元来メロペネム （MEPM） の分解活性が
弱い。この株が MEPM に高度耐性を示
したのは, 36kDa ポーリンの欠損との相
乗効果であると考えられた。
　2010 年, 広島でインドのムンバイにて治
療を受けて帰国した患者の入院時提出カ
テーテル尿から分離された K. pneumoniae

が IPM 感受性 MEPM 耐性というステ
ルス型薬剤感受性を示した。blaOXA-48 

family である blaOXA-181 や blaCTX- M-15 を保
有していることが判明し7）, blaOXA-181 は K. 

pneumoniae の染色体上に存在すること
が示された。2015 年当時, blaOXA-181 はプ
ラスミド上に存在する例しか報告がな
かったが, 広島株は染色体上に blaOXA-181

が存在することが示された初めての症例であった。ま
た, blaOXA-181 の上流には, 広島株も含めてこれらすべ
ての株に共通して ISEcp1 と呼ばれる転移因子が存在
することが分かった。塩基配列解析の結果から, 反復
配列に挟まれた部分が ISEcp1 によって染色体に組み
込まれたと考えられた。また, この広島株は, 前述の K. 

pneumoniae 11978 株と同様, 外膜タンパク質 OmpK36

に変異があることが明らかになっている。
　今後, ヒトの流れと物流が高速化していく中で, よ
り多くの薬剤耐性遺伝子が国内に侵入してくると思わ
れる。カルバペネマーゼ産生菌をより迅速に検出し, 

情報共有するシステムの構築が望まれる。
　参考文献
1） Chihara S, et al., Clin Infect Dis 52: 153-154, 

2011 

2） 鹿山鎭男ら, 第86回 日本感染症学会総会・学術講
演会, 2012

3） Tada T, et al., Antimicrob Agents Chemother  

58: 3538-3540, 2014

4） Nakano R, et al., Antimicrob Agents Chemother 

58: 7611-7612, 2014

5） Paterson D, et al., Clin Microbiol Rev 18: 657-

686, 2005 

6） Poirel L, et al., Antimicrob Agents Chemother 

48: 15-22, 2004 

7） Kayama S, et al., Antimicrob Agents Chemother 

59: 1379-1380, 2015 
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＜特集関連情報＞
　郡山市保健所管内における KPC 型カルバペネム耐
性腸内細菌科細菌による院内感染事例

　はじめに
　2017 年 12 月から郡山市保健所管内の医療機関で KPC 

（Klebsiella pneumoniae carbapenemase） 型カルバ
ペネム耐性腸内細菌科細菌 （carbapenem-resistant 

Enterobacteriaceae: CRE） による国内初の院内感染
が発生したので経過と対応について報告する。
　探　知
　2017 年1 2 月19日～2018 年 1 月 9 日の期間, 管内の医
療機関から 3 例の CRE 感染症の発生届出があり, 国
の通知に基づいて福島県衛生研究所でカルバペネマー
ゼ産生性およびカルバペネマーゼ遺伝子の検出検査を
実施したところ, 2018 年 1 月18日, 3 例とも KPC 型で
あることが判明した。3 例の内訳は A 棟入院患者 2 例 

（80 代男性, 70 代男性）, D 棟入院患者 1 例 （80 代男性） 
であった。
　経過および対応
　 3 例の KPC 型 CRE の発生を受けて, 医療機関では
院内感染対策委員会を開催し, 標準・接触感染対策の
徹底など感染拡大防止策を図るとともに, 独自に CRE

の遺伝子型を検出する検査機器を導入し, 2017 年 10月
1 日以降に入院した入院患者全員および転院患者, 退
院して在宅, 介護保険施設で生活している者のスク
リーニング検査を定期的に実施するとともに物品など
の環境検査も実施した。その結果, 3 月11日までの期
間に患者 （確定例） が 3 例追加され, 患者 （確定例） は
計 6 例となり, 新たに保菌者 16 例も確認された。追加
された 3 例の患者 （確定例） の内訳はすべて C 棟入院
患者でそれぞれ 20 代男性, 70 代男性, 40 代女性であっ
た。保菌者 16 例の内訳は C 棟入院患者 10 例 （30～80 代, 

男性 5 例）, A 棟，B 棟入院患者それぞれ 1 例 （40 代男
性, 60 代男性）, D 棟 2 例 （ともに70 代男性）, 他院への
転院患者 1 例 （80 代男性）, 退院し居宅での生活者 1 例 

（80 代女性） であった。患者 （確定例）, 保菌者を合わせ
た病棟別症例数は A 棟 3 例, B 棟 1 例, C 棟 13 例, D 棟
3 例で, C 棟が全症例の半数を占め, 年齢別では 60 歳
以上が 80％を占めていた。環境検査では, 汚物室の排
水口から KPC 型 CRE が検出された。
　このため, 国立感染症研究所 （感染研） 実地疫学専門
家養成コース （FETP） の協力を得て感染経路・リスク要
因の探索, 感染拡大防止等や再発防止等の検討を行った。
　その結果, KPC 型 CRE は中国等の海外で多いこと
が知られていること, 今回みつかった保菌者の中に海
外での手術歴のある患者がいること, 患者, 保菌者に
共通する医療行為やデバイスは, 尿管カテーテル, 痰
吸引, 酸素吸入, オムツの使用, 口腔ケアなどが判明
した。さらに物品の消毒や取り扱いに課題が残ってい

たこと, 物品を扱うスタッフの手指衛生が不十分で
あったことがわかった。この調査結果を踏まえ, 医療
機関は正しい消毒方法や乾燥など物品の管理を徹底
し, 可能な限り使い回し物品からディスポーザブル物
品へ変更し, ベッドパンウォッシャーを導入するなど
新たな感染対策をとった。また, すべての職種のス
タッフに対して研修の実施や遵守状況の評価を定期的
に行い, 手指衛生の徹底を図った。陽性例のフォロー
アップを含むアクティブサーベランスや, さらに感染
症の流行時期や院内感染の発生状況に応じ, 人員の増
強を図ることも徹底した。これらの対策を実施した結
果, 2019 年 1 月現在, 当該医療機関からの新たな患者, 

保菌者の報告はなく, また管内医療機関からの KPC 型
CRE の発生届もない。
　考　察
　KPC 型と判明した 2018 年 1 月18日以前から当該医療
機関では CRE 保菌者が通常より多く報告されていたこ
とから院内感染の発生に注意を向けるべきであったと
思われる。しかし, KPC 型が確認された 1 月18日以降
は, 医療機関は病院長主導で入院患者全員のスクリー
ニングなど院内感染対策を実施するとともに, FETP

の調査, 助言のもとに迅速, 的確な感染拡大防止策を
実施し, 現在のところ新たな患者, 保菌者は発生して
いない。
　今回の院内感染事例の対応等について, 有識者, 専
門家からなる外部評価委員会を 2 回開催し, 評価を受
けているが, 外部の評価は再発防止の観点からも重要
な取り組みであると考えている。
　また, 感染研からの保健所への提言に基づき, 2019

年 1 月から市内 22 全病院で構成する院内感染対策ネッ
トワーク会議を定期的に開催する予定であり, 今後も
継続的に研修や効率的な情報共有の場を設定しながら
医療機関からの相談を受けやすい仕組みづくりを構築
する予定である。グローバル化・メディカルツーリズ
ムの国内での拡がりに伴い, 思いがけない感染症の発
生が予想されることから保健所における感染症部門と
医療安全部門の連携とともに, 関係者による情報共
有・交換のネットワーク体制を構築し, AMR （anti-

microbial resistance） 対策を中心とした院内感染対
策を強化していきたい。
　謝辞  :  本事案に関して, 御協力いただいた関係機関
の皆様に心より感謝いたします。
　参考文献
1） 医療機関における院内感染対策について （医政地発

1219第 1 号） 平成26年12月19日付
2） カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症に関する
保健所によるリスク評価と対応の目安～保健所と医
療機関のよりよい連携に向けて～」 第二版
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＜特集関連情報＞
　病院内シンクから検出されたカルバペネマーゼ産生
菌  :  薬剤耐性菌のリザーバーとしての病院内環境の重
要性

　医療環境下において, シンクやそれにつながる配管
設備が医療関連感染につながるカルバペネマーゼ産生
菌などの薬剤耐性菌の重要なリザーバーとなり得る可
能性が報告されてきている1, 2）。本稿では 2 つの医療施
設の病棟洗浄用シンク, 病棟汚水槽の各々からカルバ
ペネマーゼ産生菌が検出された事例について報告する。
　（1） NDM 型産生菌の患者臨床材料からの検出履歴
のない施設の病棟洗浄用シンクより検出された NDM-1

メタロ-β-ラクタマーゼ産生 Acinetobacter pittii

　 1 例の OXA-48 カルバペネマーゼ産生 Klebsiella 

pneumoniae 検出事例に基づき入院患者を対象に実施
された複数回の保菌調査では OXA-48 をはじめカルバ
ペネマーゼ産生腸内細菌科細菌は検出されなかった。
また, 環境調査でも OXA-48 カルバペネマーゼ産生腸
内細菌科細菌は検出されなかったが, 病棟洗浄用シン
クより NDM-1 産生 A. pittii が検出された。本菌はピ
ペラシリン/タゾバクタム （PIPC/TAZ） をはじめβ-ラ
クタム系薬に耐性で, イミペネム （IPM） と メロペネム 

（MEPM） の最小発育阻止濃度 （MIC） は＞8μg/mL

であった。全ゲノム解析の結果, A. pittii sequence 

type （ST） 220 が保有する blaNDM-1 を含めた 26,940bp

の配列は既報の中国のヒト糞便由来 Acinetobacter 

sp. が保有するプラスミド pNDM-JN02 （accession no. 

KM210088）の相応配列と 99.99％ （26,936bp/26,940bp） 
一致していた。さらに染色体上に blaOXA-213-family gene

が確認され, 構造遺伝子の配列は中国のヒト喀痰由
来 A. pittii ST220 が保有する blaOXA-213-familyの配列 

（accession no. CP029610）と100％一致し, 12,265 bp

の周辺配列も99.99％ （12,264bp/12,265bp） 一致して
いた。また, AmpC 遺伝子として blaADC-25 の存在が確
認された。国内の医療環境から NDM-1 産生菌が検出
された事例は初めてである。
　（2） High Care Unit （HCU） での 1 例の IMP-1 産生
Enterobacter cloacae 検出事例に基づき実施された病
棟環境調査で汚水槽より検出された GES-24 カルバペ
ネマーゼ産生 Citrobacter freundii

　本菌は環境調査でスクリーニングに使用した
mSuperCARBA 培地に発育したが, 広域セファロス
ポリン系薬および PIPC/TAZのMIC が低値を示し, か
つ IPM と MEPM の MIC は≦1μg/mL と感性で通常の
C. freundii のプロファイルであった。本菌は Clinical 

and Laboratory Standards Institute 準拠の mCIM

法で陰性であったが, 基質ディスクを MEPM からエ
ルタペネムに変更した場合陽性結果が得られ, カルバ
ペネマーゼ産生性が示唆された。耐性遺伝子は blaGES-24

と同定され, 上流に intI1, 下流に aacA4 の存在が確
認されたが, この配列は国内の下水処理施設由
来 Klebsiella variicola で確認されている blaGES-24 の周
辺配列と一致していた3）。当該医療施設では事例 （1） 
と同様, これまでに患者臨床材料からの GES-24 カル
バペネマーゼ産生腸内細菌科細菌の検出履歴はない。
クラス A に属する GES 型β-ラクタマーゼにはカルバ
ペネマーゼとextended-spectrum β-lactamase のタイ
プがあるが, 国内では GES-4 カルバペネマーゼ産生菌
による医療関連感染が報告されている。GES-24 を含め
GES 型カルバペネマーゼはカルバペネム系薬の分解
活性が低いため, 薬剤感受性試験成績のみでは見逃さ
れる可能性が高く, 病棟汚水槽から医療環境への拡散
につながる危険性がある。
　上述の医療施設でシンク等水系設備から検出された
これらのカルバペネマーゼ産生菌はこれに先立って患
者由来株では検出されていない。Kotay らの実験的検
証では, 排水管 （Pトラップ） に定着した Escherichia 

coli がシンクの排水口めがけておよそ 1 日 1 インチの
速さでゆっくり上方へ拡散し, さらにそこからシンク
表面およびその周囲環境に飛び散ることが見出されて
いる4）。ごく最近の米国 National Institutes of Health 

Clinical Center による 5 年間のゲノム疫学研究では, 

カルバペネマーゼ産生菌の検出率が患者および患者の
高頻度接触面では低率 （1.4％） であったのに対して, 

シンク （3.2％）, 清掃室排水口 （12.5％） では比較的高
率で, さらにマンホール内排水では高率 （78.9％） であ
ることが示されている5）。また, 患者由来株と環境由
来株の間の遺伝的関連性は低いのに対して, それらの
株が保有するプラスミド骨格の共通性が認められてお
り, 病院の排水システムがプラスミドの環境リザー
バーとして耐性遺伝子の拡散へ関与している可能性が
示唆されている。
　医療・介護分野, 獣医・畜産分野での薬剤耐性 （AMR） 
対策への取り組みでは急速な進展がみられるが, 一
方, 医療環境を含めた環境の AMR 対策については薬
剤耐性菌の疫学的実態すら明らかにされていない。し
たがって包括的な AMR 対策のためには環境対策への
積極的かつ速やかな取り組みが望まれる。
　参考文献
1） Vergara-L ́opez S, et al., Clin Microbiol Infect 

19: E490-E498, 2013 

2） White L, et al., J Hosp Infect 93: 145-151, 2016

3） Gomi R, et al., Antimicrob Agents Chemother, 

doi:10.1128/AAC.02501-17, 2018

4） Kotay S, et al., Appl Environ Microbiol, doi: 

10.1128/AEM.03327-16, 2017

5） Weingarten RA, et al., MBio 9, doi:10.1128/mBio. 
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＜特集関連情報＞
　ワンヘルスアプローチに資する環境薬剤耐性モニタ
リング

　臨床および家畜・農業分野における広範囲な抗菌薬
の過剰使用によって, 多剤耐性菌の出現が懸念されて
いる。環境に放出もしくは環境で薬剤選択された薬剤
耐性菌はある頻度で検出されているが, 健康リスクを
発生する具体的な環境条件を特定できているわけでは
ない。一般市民が比較的接しやすい河川水やレクリ
エーション海域がひとつの調査対象であるが, これま
で定量的なリスク評価は世界的にもごくわずかしかな
く, 本邦の行政としても継続的なモニタリングは実施
されていない。そこで, 2018 （平成 30） 年度から厚生労
働科学研究費研究班 （代表  :  金森　肇） を軸にして, 各
自治体 （地方衛生研究所） から水再生センターの放流
水を収集し, 内在する薬剤耐性 （AMR） （細菌種・耐
性因子） の特徴を把握する研究調査を開始した。本環
境 AMR モニタリングに先立ち, 東京都の河川および
湾岸流域の下水放流水を事前調査したところ, マクロ
ライドおよびβ-ラクタム耐性に係る因子等が検出さ
れ （図）, 人口密度に相関した検出率であった。

　日本および台湾の下水処理場から IMP 型カルバペ
ネマーゼ産生腸内細菌科細菌が分離され, そのゲノム
情報を明らかにした報告1）や, 東京湾岸への放流水か
ら分離された KPC-2 カルバペネマーゼ産生肺炎桿菌 

（Klebsiella pneumoniae） のゲノム情報から中国分離
ST11 に分類される遺伝型であることが判明した報告
例 2）など, 少しずつ本邦の現況が明らかになりつつあ
る。本邦では KPC-2 産生株の臨床報告はごくわずかで
あり, 実際, 環境水から感染し臨床症例に発展する危
険性は極めて低いと想定される。しかしながら, 中国・
米国では KPC-2 産生株は頻繁に臨床分離されるため
近隣国との情報共有は不可欠であろう。2016リオ・オ
リンピックではセーリング会場で採取した海水から 

「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 （CRE）」 が検出さ
れ話題となった3）。CRE は周辺の病院下水から湾へ流
れ込んだと想定されており, 2020 東京オリンピックに
おいても十分な事前調査を実施すべきであろう。包括
的な海外連携の取り組みとして, 世界保健機関 （WHO） 
支援による下水流入水の薬剤耐性菌調査 Global Sewage 

Surveillance Project （GSSP） が 90カ国の参加の下で
実施されている4）。GSSP ではポリオ環境水サーベイ
ランスと同様に流入水を調査対象にしているが, 環
境 AMR では市民が接することで生じるリスクを評価
するため, 処理済み放流水の調査がより適正だと考え
ている。
　環境 AMR がもたらす影響・対象について, 我々が
着目すべきは臨床よりも市中の健常者だと考えられ
る。長期入院による抗菌薬治療・曝露だけでなく, 常
に環境から影響を受ける健常者が, “どこで何をした
らキャリアーになるのか？” を追求する必要がある。
飲料水の衛生が行き届かない国々への海外旅行による

図. 東京都内の主要水再生センター （12箇所） の放流水のメタゲノム解析による
    薬剤耐性因子の検出

病原微生物検出情報 Vol. 40 No. 2 （2019. 2） （ 29 ）13



耐性菌キャリアーが懸念されており 5, 6）, 環境 AMR を
紐解く一つのヒントになるかもしれない。今後, まだ
正確に埋められていない分野 （環境 AMR） について
さらなるモニタリングを推進し, ワンヘルスを基盤と
した総合的な AMR 対策へ高度化していくことが肝要
と考える。
　謝辞  :  調査にあたり関係自治体, 下水処理場より多
大なるご協力をいただき, 厚くお礼申し上げる。
　参考文献
1） Gomi R, et al., Antimicrob Agents Chemother 

62 （5）: e02501-17, 2018

2） Sekizuka T, et al., mSphere 3 （5）: e00314-18, 

2018

3） Montezzi LF, et al., Int J Antimicrob Agents 45

（2）: 174-177, 2015

4） http://www.compare-europe.eu/Library/Global-

Sewage-Surveillance-Project

5） Nakayama T, et al., Infect Drug Resist: 391-395, 

2018

6） Woerther PL, et al., J Travel Med. （suppl_1）: 
S29-S34, Review, 2017
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＜速報＞
　新規抗インフルエンザ薬バロキサビル マルボキシ
ル耐性変異ウイルスの検出

　日本国内においては, 季節性インフルエンザに対す
る抗インフルエンザ薬として, 主に 4 種類のノイラミ
ニダーゼ （NA） 阻害剤, オセルタミビル （商品名タミ
フル）, ザナミビル （商品名リレンザ）, ペラミビル （商
品名ラピアクタ） およびラニナミビル （商品名イナビ
ル） が使用されてきた。一方, 2018 年 2 月には新たに
キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害剤バロキサビ
ル マルボキシル （商品名ゾフルーザ） が承認され, 3

月より使用可能となった。
　バロキサビル マルボキシル （以下バロキサビル） 
の臨床試験では, 薬剤投与によりインフルエンザウイ
ルスの PA 蛋白質の38 番目のアミノ酸に変異が検出さ
れ （I38T/M/F）, これらの変異がウイルスのバロキサ
ビル感受性低下に関与することが明らかになった1）。
第 III 相臨床試験においては耐性変異ウイルスの検出
率が 12 歳以上で 9.7％, 12 歳未満では 23.4％と高く, ま
た耐性変異ウイルスが検出された患者ではウイルス力
価の再上昇が認められ, 感受性ウイルスが検出された
患者と比べて罹病期間が延長することが報告されてい
る1, 2）。
　したがって, バロキサビル耐性変異ウイルスの発生

状況を迅速に把握し, 自治体および医療機関に速やか
に情報提供することは公衆衛生上極めて重要である。
そこで, 国立感染症研究所 （感染研） と全国地方衛生
研究所 （地衛研） は共同で, 2017/18 シーズンからバロ
キサビル耐性株サーベイランスを実施している3, 4）。
2018 年 12 月に横浜市で, バロキサビル投与後の小児か
ら, バロキサビルに対する感受性が約 80～120 倍低下
した PA I38T 耐性変異ウイルスが 2 株検出されたので
報告する5）。
　横浜市の 2 小学校において, 2018 年 12 月にインフル
エンザの集団発生が報告され, 6 ～ 7 歳の 4 名の患者
の検体からウイルスが分離された。4 名のうち 2 名は
検体採取の 3 日前にバロキサビルを投与されており, 1

名は検体採取後, 同日にバロキサビルを投与された。
残り 1 名は検体採取 2 日前からオセルタミビルを投与
されていた。それぞれの検体からは A（H3N2） インフ
ルエンザウイルスが検出された。
　 4 株のウイルスについて遺伝子解析を行った結果, 

バロキサビル投与例から検出されたウイルス （A/横浜
/133/2018 および A/横浜/135/2018） は, PA I38T 耐
性変異を持つことが明らかになった。一方, オセルタ
ミビル投与中 （A/横浜/136/2018） およびバロキサビル
投与前 （A/横浜/134/2018） の検体から検出されたウイ
ルスは耐性変異を持たなかった。また, 2 株の PA I38T

耐性変異ウイルスは異なる遺伝子配列を持っていたた
め, ヒトからヒトへの感染伝播ではなく, それぞれの
患者の体内でバロキサビルの投与により選択的に増殖
した可能性が示された。
　次に, 4 株のウイルスについてバロキサビルに対する
感受性試験を実施し, IC50 値 （ウイルスの活性を50％
阻害する薬剤濃度） を測定した結果, PA I38T 耐性変
異を持つ A/横浜/133/2018 および A/横浜/135/2018

は, 耐性変異を持たない 2 株に比べて, バロキサビル
に対する感受性が, それぞれ 120 倍または 76 倍低下す
ることが明らかになった。一方, 4 種類の NA 阻害剤, 

オセルタミビル, ザナミビル, ペラミビルおよびラニ
ナミビルに対しては, PA I38T 耐性変異の有無にかか
わらず, 4 株すべてのウイルスが感受性を示した。
　約 2,000 名の患者を対象としたオセルタミビルの臨
床試験の累計データでは, 耐性変異ウイルスの検出率
は成人で 0.32％, 小児で 4.1％である6）。また, 日本国
内における過去 5 シーズンの NA 阻害剤耐性ウイルス
検出率は, 0 ～1.9％で推移しており, 2018/19 シーズ
ンは 2019 年 1 月現在, 約 250 株の解析株から NA 阻害剤
耐性ウイルスは検出されていない4）。日本国内におけ
るバロキサビル耐性変異ウイルスの検出状況は, 世界
保健機関 （World Health Organization: WHO） をは
じめ世界中から注視されている。WHO は NA 阻害剤
耐性ウイルスの判定基準を示しているが, バロキサビ
ルについても独自の判定基準が示される方針で, 現
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在, 準備が進められている。
　インフルエンザ流行のピークに向けて, 感染研と地
衛研ではバロキサビル耐性株サーベイランスを強化し
ており, 引き続き, 遺伝子解析と薬剤感受性試験を併
用してバロキサビル耐性変異ウイルスの監視を進め, 

速やかに情報提供を行っていく。
　参考文献
1） Omoto S, et al., Sci Rep 8: 9633, 2018

2） Hayden FG, et al., N Engl J Med 379: 913-923, 

2018

3） Takashita E, et al., Front Microbiol 9: 3026, 

2018

4） 抗インフルエンザ薬耐性株サーベイランス
http://www.nih.go.jp/niid/ja/inf lu-resist.html

5） Takashita E, et al., Euro Surveill 24: pii=1800698, 

2019

6） Aoki FY, et al., Antivir Ther 12: 603-616, 2007
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＜国内情報＞
　大阪府における急性弛緩性麻痺患者の検査状況と
EV-D68 が検出された患者の症例報告

　急性弛緩性麻痺は, 2018 年 5 月 1 日より 「感
染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律」 （以下, 感染症法と略す） の 5 類
全数把握疾患となった。全国的に第 34 週より
届出数が増加し, 第 47 週までに118 名が報告
されている。大阪府内 （政令市, 中核市含む） 
では 5 名の届出があったが （図 1 ）, 大阪健康
安全基盤研究所森ノ宮センターでは届出数よ
り多い 7 名に検査を実施した。これは, 感染
症法上の届出の対象年齢外である15 歳以上の
患者に対しても検査を実施したためである。

届出対象外となると, 一般的には行政検査対象となり
にくく, このため流行の見逃しにつながるおそれがあ
る。今回, 患者が受診した大阪府保健所管内の医療機
関から搬入された 3 名分のうち 2 名の呼吸器由来検体
からエンテロウイルス D68 （EV-D68） が検出された。
EV-D68 は下気道炎をはじめとする呼吸器症状の原因
ウイルスとして知られているが, 近年, 急性弛緩性麻
痺との関連が疑われている。検査を実施した 3 名のう
ち 2 名については届出対象年齢外であり, 届出がなさ
れていない。今回, 我々は, 大阪府保健所管内の医療
機関で発生した 3 名の患者の情報とそのうち 2 名より
検出された EV-D68 の近隣結合法による近縁系統樹解
析を実施したので報告する。
　症例 1  :  16 歳女性 （届出対象外）
　臨床経過  :  2018 年 8 月 X 日より微熱および咽頭痛を
自覚。第 3 病日より異状感覚と脱力感が出現。その後, 

両上肢に麻痺を認める。第 11 病日に受診したが, 第 28

病日の時点で左上肢の麻痺の改善は認められなかっ
た。
 検査方法  :   EV 5’UTR-V 2 領域 semi nested-RT PCR1）, 

EV-D68 特異的リアルタイム PCR2）, ポリオウイルス 

（PV） 分離培養 （L-20B 細胞および RD-A 細胞で 3 代
継代）
　検査結果  :   血液, 髄液, 咽頭ぬぐい液, 尿 （第 16 病
日採取）, 便 （第 23 および 24 病日採取）。すべての検体
で EV 〔ライノウイルス （RV）〕 陰性, 便 2 検体で PV

陰性。
　症例 2  :  6 歳男性 （届出済）
　臨床経過  :  2018 年 9 月 X 日に, 頭痛と発熱を自覚し, 

いったん回復した後, 第 1 病日の夜に再燃した。第
2 病日に救急搬送され, 入院加療開始した。入院時に
溶連菌抗原陽性であったため, 抗菌薬治療開始。治
療開始後, 解熱し症状改善した。しかし, 第 5 病日
に, 左上肢しびれと肘関節から遠位の脱力を認めたた
め, ステロイドパルス療法を開始するも改善されず。
第 6 病日に, 左上肢の麻痺および右上肢の運動障害を
認める。第 9 病日の時点で麻痺の改善は認められな
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図1. 2018年第18週以降の急性弛緩性麻痺患者の届出数の推移
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かった。
 検査方法  :   EV 5’UTR-VP2 領域 semi nested-

RT PCR1）, PV 分離培養 （L-20B 細胞および RD-A

細胞で 3 代継代）, 塩基配列の決定 （近隣結合
法による近縁系統樹解析）
 検体採取と検査結果  :   髄液 （第 6 病日採取）, 
血液, 咽頭ぬぐい液, 尿 （第 7 病日採取）, 便 （第
7 および 9 病日採取）。咽頭ぬぐい液より EV-

D68 を検出した。その他の検体では EV （RV） 
陰性, 便検体で PV 陰性。
　症例 3  :  15 歳男性 （届出対象外）
 臨床経過  :   2018 年 10 月 X 日より背部痛があり, 

第 1 病日に 38.5℃の発熱, 第 3 病日には右上肢
麻痺が出現した。第 5 病日に解熱するも麻痺が
持続するため受診し, ステロイドパルス療法を
受けたが第 6 病日現在で麻痺の改善は認められ
なかった。
 検査方法  :   EV 5’UTR-VP2 領域 semi nested- 

RT PCR1）, EV-D68 特異的リアルタイム PCR2）, 

EV-D68 特異的 nested-RT PCR3）, PV 分離培
養 （L-20B 細胞および RD-A 細胞で 3 代継代）, 
塩基配列の決定 （近隣結合法による近縁系統樹
解析）
 検体採取と検査結果  :   血液, 髄液, 咽頭ぬぐ
い液, 鼻腔ぬぐい液 （第 5 病日採取）, 便, 尿 （第
6 病日採取）。鼻腔ぬぐい液より EV-D68 を検出した。
その他の検体で EV （RV） 陰性, 便検体で PV 陰性。
　近縁系統樹解析の結果, 2 名から得られた 2 株は, 解
析に用いた369 塩基の配列が 100％一致していた。また, 

2015 年の国内流行株と同様に Clade B に分類されたが, 

bootstrap value が 974/1,000 の単系統群を形成し, 過
去の流行株とは異なる遺伝系統であることが示唆され
た （図 2 ）。これは, 2018 年の株は, 2015 年とは異なる
新たな遺伝的変異を獲得したものと考えられる （図 2 ）。
　今回, EV-D68 が検出された検体は, 2 症例ともに麻
痺が出現した 3 日目に採取された呼吸器検体からのみ
であった。また, 症例 3 では麻痺から 3 日目の咽頭ぬ
ぐい液では検出されず, 鼻腔ぬぐい液では検出, 型別
が可能であった。しかし, この症例は15 歳であったた
め届出対象とはならなかった。また, この症例では, EV

遺伝子検査で汎用される EV 5’UTR-VP2 領域 semi 

nested-RT PCR1） では, 十分にウイルス遺伝子が増幅
できなかったが, EV-D68 特異的リアルタイムPCR2）, 

EV-D68 特異的 nested-RT PCR3）を用いた場合, 非常
によく増幅された。
　EV-D68 と急性弛緩性麻痺の関係は現状ではまだ明
確にはなっていないが, 2015 年に実施された全国調査
により, 関連性が疑われている4）。急性弛緩性麻痺が
全数把握疾患に指定されたが, 原因病原体の検索とし
ては患者便からのポリオウイルス分離を実施し, 陰性

であることを証明するのみである。この方法では, EV-

D68 による急性弛緩性麻痺の発生頻度や流行を十分に
把握することは困難である。また, 検査についても大
阪府で実施しているように, 届出対象外となっても 

（i） 臨床症状や流行状況から判断して調査対象とする
ことや （または届出対象年齢を広げる）, さらに （ii） 
PV 分離同定のみならず様々な検査手法を用いて EV

検出を広く実施することが重要であると考えられた。
PV 感染症が国内で存在しないわが国では, 急性弛緩
性麻痺の原因と特定のウイルス感染症との関連を証明
するために, 科学的知見の集積が必要であると考えら
れる。
　参考文献
1） 石古博昭ら, 臨床とウイルス 27: 283-293, 1999

2） Wylie TN, et al., J Clin Microbiol 53 （8）: 2641-

2647, 2015 

3） 蕪木康郎ら, 感染症学雑誌 91 （3）: 376-385, 2017

4） Chong PF, et al., Clin Infect Dis 66 （5）: 653-664, 

2018
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図2. 近隣結合法による近縁系統樹解析 : VP1領域の一部
        （369塩基）
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Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) infection is a broad term for infections caused by certain types of Enterobacteriaceae 
such as Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae that are resistant to carbapenem and broad spectrum ß-lactam antibiotics.  These 
antibiotics, such as meropenem, are most important for the treatment of Gram-negative bacterial infections.  CRE mainly cause infections 
in patients with compromised immune systems, patients in their postoperative period, and patients who are administered antibiotics 
over a long period of time.  Infection can result in infectious diseases, including respiratory infections, such as pneumonia, urinary tract 
infections, infections of surgical sites, skin, and soft tissues, medical device-associated infections (e.g. catheter-associated), sepsis, and 
meningitis, often causing hospital-acquired infections (HAIs).  CRE can occasionally infect healthy individuals.  In addition, there is 
often asymptomatic carriage of the bacteria such as in the digestive tract.

National Epidemiological Surveillance of Infectious Diseases (NESID)
Since September 19, 2014, CRE infection has been included in the list of category V infectious diseases (for the notifi cation 

criteria, see: https://www.niid.go.jp/niid/images/iasr/35/418/de4181.pdf).
Additionally, in this surveillance system, only those who developed clinical manifestations are eligible for notifi cation. While approxi-

mately 1,600 CRE infection patients were notifi ed annually between 2015 and 2017, more than 2,000 cases were notifi ed prior to 
December 25 (week 48) in 2018 (Fig. 1).  Over a period of four years, approximately 80% of cases were found in patients aged 65 years 
or older.  By prefecture, Tokyo, Kanagawa, Aichi, Osaka, and Fukuoka were the top fi ve prefectures reporting the largest number of 
cases, accounting for 43% of all notifi cations.  There were 35 prefectures whose number of annual notifi cations exceeded 10 in 2015, 
but this gradually increased to 38 in 2016, and 39 in 2017 and 2018 (through week 48 in 2018) (Fig. 2).

Regarding the distribution of notifi cations by bacteria species, the top four species with the largest proportions were Enterobacter 
cloacae, Klebsiella aerogenes (N.B. the scientifi c name was changed in 2017), K. pneumoniae, and E. coli through 2018; the proportion 
of K. aerogenes began to increase from 2017, and it has since become the most notifi ed bacteria species (Fig. 3 in p. 18). 

Infectious Agents Surveillance System
Among CRE, carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (CPE), which produce enzymes that break down carbapenem, are 

often resistant to antibiotics other than ß-lactam antibiotics, and bacteremia caused by CPE has been reported to have a poorer 
therapeutic prognosis than that caused by non-carbapenemase-producing CRE (see p. 24 of this issue).  In addition, as the carbapenemase 
gene in CPE is located on mobile genetic elements, such as plasmids, in many cases, the drug-resistant property can be spread across 
bacterial species.  Thus, distinguishing CPE from other CRE is considered to be necessary for both countermeasures against hospital-
acquired infections and for therapy, and requires the implementation of carbapenemase gene examinations (see p. 22 of this issue).

Based on the notice issued on March 28, 2017 by the Director of the Tuberculosis and Infectious Diseases Control Division, Health 
Service Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare, in the event of a CRE infection notifi cation, prefectural and municipal public 
health institutes (and other relevant entities) are requested to conduct testing for the carbapenemase gene (resistance gene) in order 
to ascertain the situation in the area (see p. 19 of this issue).  There are several known varieties of carbapenemase; the type frequently 
found in Japan is the IMP type, and the NDM, KPC, and OXA-48 types are spreading overseas.  The types found overseas are often 
multidrug-resistant, frequently demonstrating resistance not only to carbapenem but also to other antibacterial drugs, and require 
particular attention in terms of infection control (IASR 35: 283-284, 2014). 

Of the strains registered in the Infectious Agents Surveillance System, at least one of the carbapenemase genes was detected in 
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239 and 123 strains in 2017 and in the fi rst half of 2018, respectively; the IMP type was detected in 227 and 111 strains in 2017, and 
during the fi rst half of 2018, respectively, making it the most common type. In 2017, the proportion of CRE with IMP-type strain 
detection exhibited large regional differences in bacterial species and genetic types (see IASR 39: 162-163, 2018).  On the other hand, 
six local governments reported cases of overseas-type carbapenemase gene-positive strains, and the majority were identifi ed in patients 
who had no history of overseas travel.

Moreover, in 2018, there was an outbreak caused by a KPC-type carbapenemase gene-positive strain (see p. 27 of this issue) and a 
report concerning contamination of the hospital environment by an NDM-type carbapenemase gene-positive strain (see p. 28 of this 
issue).  Therefore, there is concern regarding the spread of overseas-type carbapenemase gene-positive strains into the community or 
hospital environments (see p. 25 of this issue).

Since 2018, the Antimicrobial Resistance Research Center and the Infectious Disease Surveillance Center (both part of the National 
Institute of Infectious Diseases; NIID) have been jointly conducting a weekly teleconference on notifi ed cases of CRE infection, sharing 
patient information from the NESID system along with the pathogen detection information, conducting risk assessment of notifi ed 
cases, and contacting local governments as needed (see p. 20 of this issue).

Japan Nosocomial Infections Surveillance (JANIS) system of the Ministry of Health, Labour and Welfare
The Testing Division of JANIS continuously collects and collates all bacterial testing data obtained from over 2,000 participating 

medical institutions, representing the isolation status of major drug-resistant bacteria in Japan.  Unlike the NESID system, no distinc-
tion is made between colonization and disease manifestation; data are compiled for bacteria isolated at the participating medical institu-
tions that fulfi ll the laboratory criteria for notifi cation under the Infectious Diseases Control Law.  Although the number of patients 
with CRE continues to decrease, there were over 7,000 in 2017.  As the number of patients with CRE isolation in the JANIS system is 
markedly higher than the number of patients included in the NESID system (limited to symptomatic cases), it is possible that there are 
many carriers of CRE.  The proportions of CRE bacteria species reported by JANIS are consistent with those reported by NESID, and 
the increased proportion of K. aerogenes was also observed in the 2017 JANIS data (see p. 21 of this issue).

Nippon AMR One Health Report (NAOR)
Measures for responding to the antimicrobial resistance (AMR) problem, including CRE, require the “One Health Approach,” i.e., 

multi-sectoral cooperation and collaboration among the medical care, animal husbandry, and environmental sectors.  On the global 
stage, organizations such as the World Health Organization (WHO), the World Organization for Animal Health (OIE), and the Food and 
Agriculture Organization (FAO) play a central role in this effort.  The AMR National Action Plan (NAP) 2016-2020 stipulates that 
comprehensive “One Health Surveillance” be implemented for drug-resistant bacteria isolated from humans, animals, food, and the 
environment.  JANIS releases information on resistance rates for human-derived pathogenic bacteria isolated from participating medical 
institutions, and the Japanese Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring System (JVARM) and local public health institutes 
release information on resistance rates among animal- and food-derived pathogenic bacteria (resistant bacteria as a proportion of all 
identifi ed bacteria).  The AMR One Health Surveillance Committee summarizes these data (Nippon AMR One Health Report 2017: 
https://www.mhlw.go.jp/fi le/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000204347.pdf).  Environmental AMR surveillance, which deals 
mainly with rivers and sewage, was initiated by a research group and has been funded by a Health and Labour Sciences Research 
Grant (HLSRG) since 2018 (see p. 29 of this issue).

National Action Plan and Performance Indicators
The Global Action Plan (GAP) for AMR was adopted at the 2015 World Health Assembly (WHO), and in 2016, Japan drew up its 

own AMR National Action Plan (NAP) 2016-2020.  In response to the NAP, a wide variety of domestic and overseas AMR-related data 
are collected, and in order to feedback the information to the clinical settings, utilize the information for research, and provide policy 
guidance to WHO and other stakeholders, the AMR Research Center was established in 2017 in NIID to function as a comprehensive 
think-tank for AMR.  The resistance rates for human-derived pathogenic bacteria, which is used as a performance indicator by NAP, is 
calculated based on JANIS data managed by the AMR Research Center in NIID.  A resistance rate of 0.2% against carbapenem 
(imipenem and meropenem) for E. coli and K. pneumoniae is established as the performance indicator by NAP.  In 2017, a meropenem 
resistance rate of 0.4% was found in K. pneumoniae, which was higher than the performance indicator, and the number of patients 
notifi ed under the NESID system also increased in 2018.  Therefore, in order to ascertain the epidemiological situation in each region 
of Japan and strengthen the ability to respond, continued implementation of national surveillance is necessary.

The statistics in this report are based on 1) the data concerning patients and laboratory fi ndings obtained by the National Epidemiological 
Surveillance of Infectious Diseases undertaken in compliance with the Act on the Prevention of Infectious Diseases and Medical Care for Patients 
with Infectious Diseases, and 2) other data covering various aspects of infectious diseases.  The prefectural and municipal health centers and 
public health institutes (PHIs), the Department of Environmental Health and Food Safety, the Ministry of Health, Labour and Welfare, and 
quarantine stations, have provided the above data.

Infectious Disease Surveillance Center, National Institute of Infectious Diseases
Toyama 1-23-1, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8640, JAPAN   Tel (+81-3)5285-1111
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Figure 3. Yearly number and proportion of notified carbapenem-resistant 
                Enterobacteriaceae infection cases by bacterial species, 2014-2018, Japan

(National Epidemiological Surveillance of Infectious Diseases: as of 25 December 2018) 

Year No. notified 
cases

＊2 week 1-48, 2018
＊1 week 38-52, 2014 Other

difficulty in isolation  
or not described

＊3 No. notified cases differ from the sum of notifications by bacterial species because multiple strains were 
      isolated from some cases.
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