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アシネトバクター属菌は, ブドウ糖非発酵のグラム
陰性桿菌であり, 日和見感染症の起因菌となる。感染
防御機能が低下した患者などに, 肺炎などの呼吸器感
染症, 尿路感染症, 手術部位や外傷部位の感染症, カ
テーテル関連血流感染症, 敗血症など, 多彩な感染症
を起こす。
薬剤耐性アシネトバクター感染症は, 2011 （平成

23） 年 2 月から感染症法に基づく 5 類定点把握疾患と
なり, 2014 （平成26） 年 9 月より 5 類全数把握対象疾
患となった。感染症法上の定義は, 広域β-ラクタム剤,  

アミノ配糖体, フルオロキノロンの 3 系統の薬剤に対
して耐性を示すアシネトバクター属菌による感染症の
総称である。届出のために必要な検査所見には, こ
の 3 系統の薬剤としてイミペネムなど （カルバペネム
系）, アミカシン （アミノグリコシド系）, シプロフロ
キサシンなど （フルオロキノロン系） に対する耐性の
判定条件が定められている。届出対象は発症者のみで
あり, 保菌者は対象ではない （届出基準は https://www.

mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05- 

140912-4.html参照）。届出のために必要な検査所見の
条件を満たす株を, 日本では多剤耐性アシネトバク
ター （multidrug-resistant Acinetobacter spp.: MDRA）  
と定義することが多い。

多剤耐性アシネトバクターの分子疫学
アシネトバクター属のうち Acinetobacter baumannii  

が臨床的に重要な菌種とされており, 中でも A. 

baumannii 国際流行株 （international clone） は, 特
に多剤耐性傾向を示し, アウトブレイクを引き起こしや
すいとされている。international clone のうち, multilocus 

sequence typing （MLST） で ST2 （Pasteur 法） あるい
は ST208 など （Oxford 法） に属する A. baumannii 

international clone II 系統が世界的に最も広く蔓延し
ており, 国内でも複数の院内感染事例を引き起こして
いる。しかしながら日本は, 諸外国に比べ MDRA の
分離が圧倒的に少なく （本号 4 ページ）, 国外からの
持ち込みが警戒される耐性菌である （本号 5 ページ）。
アシネトバクター属のカルバペネム耐性には, OXA  

型カルバペネマーゼやメタロ-β-ラクタマーゼといっ
たカルバペネマーゼ産生が寄与する （本号 3 & 8 ペー
ジ）。前述の A. baumannii international clone II 系
統株は OXA 型カルバペネマーゼ産生のことが多いた
め, 世界的にも OXA 型カルバペネマーゼ産生株の報
告が多いが, 国内ではメタロ-β-ラクタマーゼ産生
の MDRA の検出事例も確認されている （本号 7 ペー
ジ）。
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図 1. 薬剤耐性アシネトバクター感染症年別・年齢群別届出数, 2014～2020年

（感染症発生動向調査：2021年 1 月 5 日現在）
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感染症発生動向調査 （NESID） 
薬剤耐性アシネトバクター感染症が 5 類全数把握対
象疾患となった2014 年 9 月以降の累積届出数は, 172  

例 （2021 年 1 月 5 日現在） であった。男性が 122 例  

（71％） で, 診断時の年齢中央値は 71 歳 （範囲 0 ～97  

歳） であり, 65 歳以上が 116 例で全体の 67％を占めた。
症状の種類 （重複あり） は, 肺炎 92 例 （53％）, 菌血
症・敗血症 31 例 （18％）, 尿路感染症 21 例 （12％） の
順に多く, 検出検体 （重複あり） は, 喀痰 106 例 （62％）,  
血液 21 例 （12％）, 尿 20 例 （12％）, 膿 10 例 （ 6 ％） の
順に多く報告された。年別の届出数は 2015 年の 38 例
を最大に減少傾向がみられ, いずれの年も半数以上
が 65 歳以上の患者であった （前ページ図 1 ）。都道府県
別の届出数は, 東京都 （n=29）, 埼玉県 （n=27）, 千葉
県 （n=14）, 神奈川県 （n=14）, 北海道 （n= 9 ） の順に
多かった。届出数上位の 4 都県では断続的に 5 年以上
の届出があり （図 2 ）, これら累積報告年数の多い地
域では MDRA 定着の可能性も懸念される。
また, 172 例のうち 25 例 （15％） は推定感染地域が国
外であると報告され, その地域は中国 （n= 8 ）, ベトナ
ム （n= 4 ）, 韓国 （n= 3 ）, インドネシア, タイ （各 n= 2 ）,  
インド, クロアチア, ペルー, マレーシア, ロシア, 台湾  

（各 n= 1 ） とアジアの国々が多くを占めた。同じ 5 類全
数把握対象疾患の薬剤耐性菌感染症であるカルバペネ
ム耐性腸内細菌科細菌感染症やバンコマイシン耐性腸
球菌感染症では, 推定感染地域が国外と報告された症
例の割合はそれぞれ 0.4％, 1.7％ （2015～2018 年届出症
例, 感染症発生動向調査事業年報） であり, これらに比
べると薬剤耐性アシネトバクター感染症は国外での感
染例の割合が多いことが特徴である。
厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業  

（JANIS） 
JANIS 検査部門では, 薬剤耐性アシネトバクター

の判定に必要な検査所見を満たす株の分離状況を,  

MDRA として集計公開している。NESID と異なる点
は, 保菌者と発症者を区別せずに集計すること, 分離
報告対象は JANIS 参加医療機関のみであること, であ
る。2019 年集計対象の 2,075 施設のうち MDRA が分
離された医療機関は 29 施設 （1.4％）, MDRA 分離患者
数は 98 名であり, 2017 年以降の年別推移では MDRA  

分離患者数の増加はみられていない （本号10ページ）。
多剤耐性アシネトバクターの治療と薬剤感受性試験
における注意
アシネトバクター属は, もともと多くの抗菌薬に感
性を示すが, 1990 年代頃よりヨーロッパや米国などで
種々の抗菌薬に耐性を示す株が分離されるようにな
り, 2000 年頃からはアジアを含む多くの国で多剤耐性
化が進んできた。多剤耐性株はグラム陰性菌の治療に
使用可能なほとんどの抗菌薬に耐性を示す。治療の選
択肢として挙げられるコリスチンやチゲサイクリンも

有効性や安全性にやや懸念があるとされ, 耐性株の出
現も報告されている。シデロフォアセファロスポリン
抗菌薬であるセフィデロコールなど, 新規抗菌薬の開
発が期待されている （本号11ページ）。
なお, 臨床現場に普及している自動薬剤感受性測定

装置のうち, Vitek2 （ビオメリュー社） では, アシネ
トバクター属のアミカシン耐性を正確に判定できない
ことがあるため, 必要に応じて別の薬剤感受性試験方
法で追加確認することが望ましい （本号 3 ページ）。
おわりに
2017 （平成 29） 年の通知 （健感発 0328 第 4 号） では,  

薬剤耐性アシネトバクター感染症の届出があった際に
は地方衛生研究所等での試験検査の実施等に努めるこ
と, とされており, 病原体サーベイランス体制整備が
進められている。NESID において薬剤耐性アシネトバ
クター感染症発症者を対象としたサーベイランスが実
施されているが, 感染対策は発症者のみならず保菌者も
含めた対応が必要となる。2014 （平成 26） 年の通知 「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） では, 保菌者も含めた MDRA 検出の 1 例目の
発見をもって, アウトブレイクに準じて厳重な感染対策
を実施すること, とされており, 院内感染が疑われる際
には保健所に報告するとともに, 地域の医療機関等の
ネットワークの支援を得るなどして速やかに適切な対策
を実施することが求められる。対策の一環として, 地方
衛生研究所等では必要に応じた検査支援が求められて
おり, 検査体制の充実強化が進められている （本号 8  

ページ）。2018 （平成 30） 年には院内感染疑い事例の報
告を受け, 改めて医療機関における薬剤耐性アシネトバ
クター感染症等の院内感染対策の徹底を求める事務連
絡 （https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/ 

000343986.pdf） が発出されており, 引き続きの対応が求
められている。

（特集つづき）
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＜特集関連情報＞
アシネトバクター属菌の薬剤耐性機構と検査

アシネトバクター属菌は, ブドウ糖非発酵, 非運動性
の偏性好気性グラム陰性桿菌である。土壌や河川など
の自然環境中に広く分布し, 現在報告されている 60 以
上の菌種の多くが自然環境菌とされる。ヒトの臨床検
体からの分離は Acinetobacter baumannii が最も多く,  

次いで Acinetobacter pittii, Acinetobacter nosocomialis  

などが報告される1）。臨床上 A. baumannii が特に重要
な菌種とされており, 中でも A. baumannii 国際流行
株 （international clone） とよばれる系統株は, 多剤
耐性傾向を示し, アウトブレイクを引き起こしやすい
とされ2）, 国内でも複数の院内感染事例がある。
菌種同定3）

生化学性状に基づく同定方法ではアシネトバクター
属の種レベルの分類は困難であり, A. baumannii, A. 

lwoff ii などの菌種名が報告された場合でも, 必ずし
もその菌種とは限らない。正確な種レベルの同定には
塩基配列解析が必要である。16S rRNA 配列は菌種間
の多様性が低いため適さず, rpoB 遺伝子配列解析が
最もよく用いられる。A. baumannii の簡易鑑別法と
して, 本菌種が染色体に保有する OXA-51-like カルバ
ペネマーゼ遺伝子を PCR 法で検出する手法が有用で
ある。MALDI-TOF MS による微生物同定では, 菌種
レベルの同定が可能とされているが, 一方で必ずしも
塩基配列解析に基づく同定菌種名とは一致しなかった

との報告もあり, データベース拡充等によるさらなる
精度向上が期待されている。なお, 感染症法の届出に
は必ずしも種レベルの同定を求められておらず, アシ
ネトバクター属の確認ができていればよい。
アシネトバクター属の薬剤耐性機構
フルオロキノロン耐性には, 染色体上に存在する  

DNA ジャイレースやトポイソメラーゼ IV のキノロン
耐性決定領域 （QRDR） のアミノ酸置換を引き起こす
遺伝子変異が主に関与する。アミノグリコシド耐性に
は, 16S rRNA メチラーゼである ArmA のほか, アミ
ノグリコシド修飾酵素 （APH, AAC, AAD など） の産
生が関与する。カルバペネム耐性には, 主にカルバペ
ネマーゼ産生が関与する。表 1 にアシネトバクター属
で報告のある主なカルバペネマーゼ遺伝子を示す。
OXA-51-like カルバペネマーゼ遺伝子は, 前述のとお
り A. baumannii の染色体上に存在し, プロモーター
配列を有する挿入配列 （ISAba1 など） が上流に挿入
されることで発現量が上昇し, カルバペネム耐性に寄
与する。その他は, 外来性に獲得する遺伝子である。
報告頻度は, OXA-23-like をはじめとする OXA 型カ
ルバペネマーゼが世界的に最も多い。OXA 型に比べ
るとメタロ-β-ラクタマーゼ （MBL） の報告は少ない
が, IMP 型や TMB 型は主に日本 4）, NDM 型は主に海
外で報告がある。ただし, MBL 産生株はフルオロキ
ノロン系やアミノグリコシド系に感性の株も多く, 多
剤耐性株に限定すると, 日本国内分離株であっても  

OXA 型が主流である5）。腸内細菌科細菌で実施されるカ

表 1. アシネトバクター属で報告のある主なカルバペネマーゼ遺伝子

Ambler分類 遺伝子型
（PCR法で型別可能）

主なバリアント
（確認にはシークエンス解析が必要） 報告のある主な菌種

class B
(メタロ-β-
ラクタマーゼ
:MBL）

IMP型 A. baumannii
A. pittii
A. nosocomialis など

NDM型 A. baumannii
A. lwoffii など

TMB型

IMP-1, IMP-2, IMP-11, IMP-19 など

NDM-1 など

TMB-1, TMB-2 A. baumannii
A. pittii など

class D OXA型 A. baumannii
（元来染色体に保有）

OXA-23-like

OXA-51-like

A. baumannii

OXA-24-like A. baumannii

OXA-58-like

OXA-23 など

OXA-51, OXA-66, OXA-80, OXA-82 など

OXA-24, OXA-72 など

OXA-58 など A. baumannii
A. pittii など

Vitek2

最小発育阻止濃度（MIC）

ディスク拡散法*微量液体希釈法
（Microscan）

微量液体希釈法
（ドライプレート） 寒天平板希釈法 Etest*

4 μg/mL

試験法

測定値 ≧ 64 μg/mL ≧ 256 μg/mL ≧ 1024 μg/mL ≧ 512 μg/mL 6 mm

表 2. armA 保有 A. baumannii のアミカシンに対する薬剤感受性試験の例+

+感染症法に基づく届出のために必要な検査所見は、アミカシンの MIC 値が 32μg/mL 以上または、アミカシンの感受性ディスクの阻止円の直径が 14mm 
以下
*armA 保有株は Etest の阻止帯、ディスク拡散法の阻止円が 2 重となることが多い。発育が完全に阻害される値を読み取る

阻止円直径
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ルバペネマーゼ産生性試験である modif ied carbapenem 

inactivation method （mCIM） は, アシネトバクター
属では感度が低く推奨されないため, CIMTris 6）など
のアシネトバクター属に適する変法が考案されてい
る。
薬剤感受性試験における注意点
感染症法に基づく薬剤耐性アシネトバクターの検査
所見として, アミノグリコシド系抗菌薬であるアミカ
シンの薬剤感受性の基準が定められている。ただし,  

臨床現場に普及している複数の自動薬剤感受性測定装
置のうち, Vitek2 （ビオメリュー社） はアシネトバク
ター属のアミカシン耐性株を正しく判定できない場合
があり, 添付文書や結果報告書にも注意事項として記
載されている。これはアシネトバクター属における主
要なアミカシン耐性機構の 1 つである 16S rRNA メチ
ラーゼをコードする armA 遺伝子を有する菌株で主に
みられる現象である7）。armA 保有株は, 微量液体希
釈法, 寒天平板希釈法, Etest, ディスク拡散法など,  

Vitek2 とは異なる手法で測定した場合は, アミカシン
に耐性を示す （前ページ表 2 ）。国内分離株においても  

armA 遺伝子はしばしば検出されるため8）, Vitek2  

を用いて薬剤感受性試験を実施した場合は, 必要に応
じて Etest やディスク拡散法等による試験を追加実施
することが望ましい。
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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＞
海外における MDRA の現状―特にアジアでの状況
について―

1970 年代に初めてヒト感染症起因菌として報告さ
れたアシネトバクター属菌であるが, 当初臨床的意義
はほとんど見出されなかった。しかしながら現在はそ
の高度薬剤耐性化にともない, 最も重要な院内感染原因
菌の 1 つとして認識されるようになっている。アシネ
トバクター属菌は 60 菌種を超えるが, その中でも特
に Acinetobacter baumannii, A. nosocomialis, A. 

pittii, A. calcoaceticus が, 臨床的に問題となる代表的
なアシネトバクター属菌として A. calcoaceticus-A. 

baumannii （ACB） complexとして呼称されている。多剤耐
性アシネトバクター （multidrug-resistant Acinetobacter :  

MDRA） は広域β-ラクタム薬 （カルバペネム系薬）, ア
ミノグリコシド系薬, ニューキノロンに対して耐性を示
すアシネトバクター属菌を指し, 特にカルバペネム耐性
が臨床的に問題視されている。また本菌感染症は感染
症法上, 5 類感染症全数対象把握疾患と指定されている
が, わが国における 2019 年の届出数は 24 例であり, 全
数把握が開始された 2014 年以降, 2015 年の 38 例を最大
報告数として MDRA 感染症の増加が認められる状況に
は至っていない。また 2019 年度, 厚生労働省院内感染
対策サーベイランス事業 （JANIS） によると, アシネト
バクター属菌の薬剤耐性率はメロペネム 1.4％, イミペ
ネム 1.8％, アミカシン 2.1％, レボフロキサシン 7.5％,  

分離された医療機関も全体の 1.4％と, メチシリン耐
性黄色ブドウ球菌 （MRSA） や他の薬剤耐性菌と比較
して日本国内における MDRA はコントロールされた
状況であるといえる。一方で, わが国と比較して海外
における MDRA の耐性度は大きく異なる。SENTRY 

Antimicrobial Surveillance Program に示された 2013

～2019 年における世界のアシネトバクター属菌の薬
剤耐性率は, メロペネム 60.9％, イミペネム 59.3％,  

アミカシン 50.5％, レボフロキサシン 61.6％と報告さ
れているが, 世界の地域, 年度ごとによっても耐性  
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（メロペネム） の程度が異なっている （前ページ図 1 ）1）。
日本の現状と比較した場合, その違いは歴然としてお
り, 日本における MDRA 検出の少なさが際立ってい
る。このことは日本における MDRA 症例の多くが海外
からの MDRA 持ち込みによると推定される。そのた
め, 諸外国の MDRA 蔓延状況を把握し, また院内感
染対策を考えた場合, MDRA 蔓延国からの帰国入院
患者に対する薬剤耐性菌スクリーニングが重要である
ことは明らかである。このような観点から, 日本から
の旅行者が多い近隣諸外国におけるアシネトバクター
属菌の耐性率をみてみると, オーストラリアを除いて
は軒並み 50-90％超がメロペネムに対して耐性を示し
ており, 経年的な変化もあまりみられない （図 2 ）。こ
のデータや, 2014 年に報告された三重県における東南
アジアからの帰国者を介して発生した院内アウトブレ
イク事例等からも, 海外からの MDRA 持ち込みリス
クが非常に高いことが理解できる。
世界的に蔓延がみられる MDRA であるが, 頻繁に検

出される A. baumannii においては, 2 つの global clone  

（GC1, GC2） がデータベースに登録されたゲノムの 6 割
程度までに集約される2）。GC1 にはパスツール multilocus 

sequence typing （MLST） における ST1, GC2 には ST2  

が含まれるが, 特に OXA-23 型カルバペネマーゼを保有
する GC2 がグローバルな広がりをみせている。特にアジ
ア地域では, OXA-23 型以外の OXA-24 型や OXA-58 型
カルバペネマーゼを保持する A. baumannii の報告は非
常に少なく, 国境を越えた clonal な拡散伝播が生じてい
ると考えられる。一方で, ST79 や ST25 のように新たに
出現したクローンや, 日本や南米, アフリカ等のように  

GC1, GC2 が主要なクローンとして検出されていない国
や地域もあることから, 感染対策や分離菌株の疫学調査
を実施する上で重要な情報となりうる。
以上のように, MDRA は Antimicrobial Resistance  

（AMR） グローバルアクションプランが採択された  

2015 年以降も大きな減少をみせずに広がっている。一

方で, MDRA に対して使用されるコリスチンやチゲサ
イクリンに対する耐性株の出現も報告されており3, 4）,  

今後も継続した警戒が必要である。
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大阪大学医学部附属病院
感染制御部　明田幸宏　

＜特集関連情報＞
輸入型薬剤耐性菌に対する伝播防止の取り組みにつ
いて

はじめに
院内において国外で治療歴のある患者から薬剤耐性
菌の検出を認め, 環境調査をはじめとする感染対策の
強化と医療スタッフによる接触予防策の徹底を実施し
た。その結果, 当該患者からは定期的検査により薬剤
耐性菌の検出は継続したが, 環境と他患者への伝播の
防止が可能であった。伝播防止に取り組んだ経過と対
策を報告する。
症　例
50 代日本人男性, 中国四川省滞在中に心肺停止とな
り, 心肺蘇生が施行されるも, 蘇生後脳症発症, 維持
透析が必要な状態となり東京都内の病院に搬送され,  

その後当院に転院となった。
当院入院 43 日目に喀痰よりカルバペネム耐性腸内
細菌科細菌 （CRE） （菌種 Klebsiella pneumoniae） が
検出され, その後, 尿から多剤耐性アシネトバクター  

（MDRA） （菌種 Acinetobacter baumannii） が検出さ
れた。CRE の遺伝子型は blaKPC と blaNDM であった （次
ページ表 1 ）。 MDRA の耐性遺伝子型は blaOXA-23,  

blaOXA-66 であった。
実施された感染防止対策
環境汚染の拡がりを早期に押し止めるために, 1 例
目の発生から広島大学病院感染症科, 広島大学院内感
染症プロジェクト研究センターと国立感染症研究所薬
剤耐性研究センターのサポートを受けた。院内感染を
確認するために, 1） 接触者の保菌調査を行い, 院内伝
播を防止するために, 2） 入院後患者が使用した病室・
検査室等の環境調査, 3） 接触予防策の徹底と病院環境
清掃・消毒, の 3 点を実践した。

1） 接触者の保菌調査
接触患者は, ICU では 11 名中入院継続患者が 2 名。

透析室では 24 名中入院継続患者は 1 名。臨時の会議
で協議し, 保菌調査は入院継続中の 3 名と決定し, 担
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当医の協力のもと, 同意を得て保菌検査を実施した。
結果 : 3 名のうち 2 名から, Klebsiella pneumoniae

が検出され, 1 名は耐性菌なし, 1 名はイミペネムの
み耐性で遺伝子検査でカルバペネマーゼ遺伝子は検出
されなかった。CRE, MDRA の検出はなく, 当該患
者からの伝播はなしと判断した。

2） 入院後患者が使用した病室・検査室等の環境調査
入院当初治療していた ICU と, 転棟先の一般病室, 

一般病棟の注射準備室等と, 透析室, 胃ろう造設のた
めに訪れた内視鏡室を含む 84 カ所を調査した。
結果 : 84 カ所のうち, 病室内の 3 カ所から MDRA

が検出された （表 2 ）。
対応 : マンシェットは使用後アルコール含有ワイプ

で清拭。尿収集カップは紙コップを使用し, 使い捨て。

便座については, 尿破棄ごとに次亜塩素酸
ナトリウム含有ワイプで表裏を清拭。再調
査の結果, MDRA の検出はなかった。
入院して約半年後に転院が決定し, 転院
後の病室清掃は, 業者に特別清掃を依頼。
搬送に使用した救急車は, 使用物品を確認
し, アルコール含有ワイプで清拭。病室の
環境調査の結果を確認し, 使用開始とした。

3） 接触予防策の徹底と病院環境清掃・
消毒
当該患者の対策 : 個室管理, 接触予防策
の徹底, 6 床ある透析室を当該患者のみが
使用できるように関係診療科科長と看護
部関係所属長が話し合い, 他の透析患者と
交わらないように透析時間を調整した。
接触予防策の徹底 : 個人防護具の着脱の

タイミングを指導・確認し, 環境清掃の徹
底は, チェック表を用いて, 統一した清掃を
実施した。手指衛生は 5 つのタイミングを
意識して行えるようにご家族にも説明し, ア
ルコール手指消毒薬を使用していただいた。

4） その他
環境調査は国立感染症研究所薬剤耐性
研究センター第三室で 2 回, 当院で 2 回の
計 4 回実施した。最初の 84 カ所の調査場
所から, 多剤耐性緑膿菌 （MDRP） の検出
もあり, 検出場所の清掃見直しや, 単回使用
のブラシを導入し, 再調査の結果, MDRP 

の検出はなかった （図）。
また, 病棟内, 病室と透析室を箕面市立
病院感染管理認定看護師 : 四宮　聡先生に
ラウンドをしていただき, 指導を受け, 看
護師, 臨床工学技士とともに一丸となって
取り組むことができた。
最後に
定期的な当該患者からの喀痰・尿検査で

は, CRE と MDRA は検出が継続したが, 取り組んだ
接触予防策と環境清掃の徹底により, 環境と他患者へ
の伝播を防止することができた。
謝辞 : 国内での検出が稀な遺伝子型を持つ CRE お

よび MDRA が同時に検出されたが, 広島大学病院感
染症科, 広島大学院内感染症プロジェクト研究セン
ターおよび国立感染症研究所薬剤耐性研究センターの
先生方と, 四宮　聡先生に多大なるご支援を賜り, 迅
速な感染対策を実践することができました。皆様に深
甚なる謝意を申し上げます。

独立行政法人国立病院機構
呉医療センター感染対策室
新開美香　　　　　　　

入院後
日数

検体材料 同定菌名 菌量 菌コメント 遺伝子型

43日目 Klebsiella pneumoniae 1+ CRE NDM
KPC

Staphylococcus  
aureus

1+ MSSA

Proteus  mirabilis 1+

56日目

気管内採痰

留置カテーテル尿 Acinetobacter 
baumannii

106 MDRA OXA-23
OXA-66

Enterococcus
faecalis

105

Proteus mirabillis 105

表 1. カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 （CRE） と薬剤耐性アシネトバクター
　　 （MDRA） の検出

(Group D)

表 2. MDRAが検出された箇所

病室内

検出された場所No. 対応

84カ所（当該患者病棟・ICU・透析室・内視鏡検査室）のうち、3カ所からMDRAが検出された

使用ごとにマンシェット
全体をアルコール含有
ワイプで清拭

No.1
患者専用マンシェット

尿収集カップと陰部洗浄
ボトルは紙コップを使用
し、使い捨てとする

No.2
尿収集カップ

尿破棄ごとに、便座裏表
を次亜塩素酸Na含有ワ
イプで清拭

No.3
尿を破棄していた室内
トイレの便座内側

・入院 ・転院

臨時会議
・病棟、透析室の
個室管理
・接触予防策の徹底

調査結果後

・使用物品と清掃の
見直し

転院後

・病室と移動時に
使用した物品の清掃

・病室の
使用

43 56 62 65 153 18075DAYS1

図. 時系列

MDRA検出後、 環境調査と感染対策を繰り返し、 転院後の病室環境の検査結果を確認し、
病室の使用を再開
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＜特集関連情報＞
解説 : Acinetobacter bereziniae

はじめに
多剤耐性アシネトバクター （MDRA） 感染症や, ア

ウトブレイク事例は, そのほとんどが Acinetobacter 

baumannii によるものであり, それ以外の non-baumannii 

Acinetobacter のヒトへの病原性やアウトブレイク報告
の頻度は少ない。本稿では non-baumannii Acinetobacter  

である Acinetobacter bereziniae の病院における検出
事例を提示し, 本菌について解説する。
経　緯
1 例目は胸部術後の男性。難治性細菌性肺炎を合併
し, 各種抗菌薬の投与が続いていた。4 カ月後に喀痰
から 3 剤耐性の Acinetobacter spp. （MDRA） が分離
された。その 4 カ月後に別病棟の術後患者の創部ガーゼ
より, 7 カ月後に別病棟の肺炎患者の喀痰より MDRA  

が検出されたが, いずれも保菌と考えられた。本菌は
16S rRNA, rpoB 遺伝子解析から A. bereziniae と同
定された。メタロ-β-ラクタマーゼ （MBL） 陽性で
あった。環境, 他の入院患者からは同菌の検出はな
かった。4 年後, 肺炎患者の喀痰からの同菌検出があ
り, 以後, 複数の患者気道検体より同菌を検出した。
環境調査では患者が入床していた病棟のシンク排水溝
から同菌を検出した。標準予防策徹底, 環境整備等の
対策を行い, 同菌の検出は終息した。pulsed-f ield gel 

electrophoresis （PFGE） による解析では, すべてが同
一ではないものの, 近縁性が認められる株が存在した。
解　説
Acinetobacter 属は 50 以上の種から構成されている

ブドウ糖非発酵グラム陰性桿菌である1）。本事例の A. 

bereziniae は, 1986 年に A. genomospecies 10として
新種として認識され, 2009 年に A. bereziniae へと改
名されたものである。
本菌の Acinetobacter 属の中での分離頻度は, 極め

て低い。本邦の Kishii らの東京都の 2 病院の血液培養
陽性 Acinetobacter 属の分析で 2 株/123株 （1.6％）  
が A. bereziniae であったことを報告している2） が, ア
ジア・欧米においても同様の傾向がみられ, 臨床分離
Acinetobacter 属の数％を占めると考えられる。一方,  

MBL 陽性 Acinetobacter の中では, 本邦では Yamamoto  

らが, 2001 年 2 月～2006 年12月まで, 京都府, 滋賀県
の 5 病院において収集した 48 株の MBL 陽性株 （全ア
シネトバクターの 2.8％） のうち 9 株 （19％） が A. 

bereziniae であったことを報告している3）。また韓国
でもカルバペネム耐性 non-baumannii Acinetobacter 

17株のうち 2 株 （11.8％） が A. bereziniae であったと
の報告がある4）。カルバペネム耐性や MBL 陽性株の
中では一定程度を占めると考えられる。
環境からは, 井戸, 牛乳, 野菜, 下水汚物, 環境表面,  

肉, 動物, ヒトの皮膚などからの検出報告がある5, 6）。
本菌による感染症事例については, これまでに, 基
礎疾患がある患者の敗血症, 肺炎, 尿路感染症などの
報告がみられる7, 8） 程度で, その病原性は弱いと考え
られる。

Acinetobacter 属のアウトブレイク報告は A. baumannii  

によるものが大部分を占め, non-baumannii Acinetobacter  

としては A. junii 9, 10）,  A. pittii 11）, A. nasocomialis 12）  

等がみられるが, A. bereziniae によるアウトブレイクは
非常に稀である。
環境中の non-baumannii Acinetobacter はMBL,  

基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ （ESBL） などの多
くの耐性メカニズムをもち6）, 本菌属が自然環境にお
ける耐性遺伝子の蓄積場所となっている可能性があ
る。ことに MBL の存在は重要で, A. bereziniae につ
いても世界各地から様々な MBL の検出が報告されて
いる （図）。

A. bereziniae は環境, 人体表面から検出され, その
検出頻度, 病原性ともに A. baumannii ほどは高くは
ないが, 他の non-baumannii Acinetobacter と同様

  

図. 各国で Acinetobacter bereziniae から検出された MBL
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に, 基礎疾患のある患者における感染病原体になり得
る。最近まで自動分析装置や MALDI-TOF MS のデー
タベースに本菌がなく, 同定には rpoB 遺伝子配列決
定などが必要であったが, 現在は MALDI-TOF MS  

による同定も可能となっており, 今後その実態がより
明らかになる可能性がある。また, 耐性遺伝子の保有
株の存在にも注意が必要である。
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＜特集関連情報＞
TMB-1 メタロ-β-ラクタマーゼ産生  Acinetobacter 

pittii を検出した 1 例

今回, 本市においてメタロ-β-ラクタマーゼ （MBL）  
の産生が示唆されるアシネトバクター属菌が分離され
たが, 当所で通常実施している遺伝子検査ではカルバ
ペネマーゼ遺伝子の検出に至らなかったため, 国立感
染症研究所 （感染研） において詳細解析を実施したと
ころ, 世界的にも報告例が少ない TMB-1 MBL 産生  

Acinetobacter pittii であることが判明したので報告
する。
背　景
症例は市内病院において入院治療を受けていた 90

歳・女性, 海外渡航歴なし。発熱が認められたため, 培
養検査を行ったところ, 喀痰よりカルバペネム系薬剤
に耐性を示すアシネトバクター属菌が分離された。ア
ミカシン （AMK） およびレボフロキサシン （LVFX）  

には感性であったが （次ページ表）, 腸内細菌科細菌
での方法に準じ参考として実施された  modif  ied 

Carbapenem inactivation method （mCIM） で陽性
を示し, カルバペネマーゼ産生が示唆された。喀痰か
ら菌が検出されたが肺炎は認められず, 発熱の起因菌
ではないと判断されたが, 院内での感染伝播防止の観
点から保健所の判断により行政検査を実施するに至っ
た。
当所における試験結果
当所において菌種同定, 薬剤感受性試験を実施し,  

医療機関と同様の結果であることを確認した （次ペー
ジ表）。メルカプト酢酸ナトリウム （SMA） ディスク  

（栄研化学） を用いた MBL 産生性試験では, SMA に
よるメロペネムおよびセフタジジム阻止円の明瞭な拡
大が認められ, MBL 産生が示唆された。
次に MBL 遺伝子 4 種 （IMP 型, NDM 型, VIM型,  

KHM 型）, その他のカルバペネマーゼ遺伝子 4 種  

（KPC 型, OXA-48 型, GES 型, IMI 型）, OXA 型カル
バペネマーゼ遺伝子 4 種 （OXA-51-like, OXA-23-

like, OXA-40/24-like, OXA-58-like）, および OXA-

51-like β-ラクタマーゼの発現量を上昇させるプロ
モーター配列を含む ISAba1 について PCR を実施し
たが, いずれも陰性であった。
アシネトバクター属菌のうち, A. baumannii は通常,  

染色体上に OXA-51-likeβ-ラクタマーゼをコードす
る遺伝子を持つ。ここまでの検査結果から, 当該菌株
は A. baumannii 以外のアシネトバクター属菌であり,  

本菌株のカルバペネム耐性は MBL 産生によることが
示唆されるものの, 当所で検出可能な MBL 遺伝子で
はないことが考えられたため, 感染研薬剤耐性研究セ
ンター第一室に菌種の同定および遺伝子解析を依頼し
た。
感染研における菌種同定および遺伝子解析結果
rpoB 塩基配列に基づく菌種同定法 1） により A. 

pittii と確認され, PCR 法により TMB 型 MBL 遺伝子
が検出された。TMB 型 MBL 遺伝子を含むと予想さ
れるインテグロン構造配列を 5ʼ 末端と 3ʼ 末端より
PCR 法で増幅し, 得られた約 1,200bp の塩基配列をサ
ンガーシークエンスにて決定したところ, TMB 型
MBL 遺伝子の塩基配列は blaTMB-1 （Accession No. 

FR771847） と一致した。以上の結果から, TMB-1 

MBL 産生 A. pittii であることが判明した。
その後の全ゲノム配列解読の結果, 菌種は A. pittii,  

blaTMB-1 は推定総塩基長 241,383bp のプラスミドに存
在し, その他の獲得型β-ラクタマーゼ遺伝子は検出
されなかった。 multilocus sequence typing （MLST）  
（Pasteur 法） は sequence type 119 （ST119） であっ
た。A. pittii ST119 の過去の国内検出例として, blaIMP-19  

保有株の京都・滋賀地域での地域的流行が報告されて
いる2）。 
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考　察
薬剤耐性アシネトバクター感染症が全数把握対象疾
患になってからの年別報告数は, 2014 年 15 例, 2015  

年 37例, 2016 年 33 例, 2017 年 28 例であり3）, 同じく全
数報告対象のカルバペネム耐性腸内細菌科細菌  

（CRE） 感染症やバンコマイシン耐性腸球菌 （VRE）  
感染症に比べるとその報告数自体は少ないものの, 近
年, 複数の大規模な院内感染事例が報告されており,  

注意が必要な感染症の 1 つである。アシネトバクター
属の産生するカルバペネマーゼは OXA 型の報告が多
く, MBL としては国内では IMP 型がしばしば報告さ
れるが 4）, 今回筆者らは世界的にも報告例の少ない  

TMB 型 MBL 産生 A. pittii 検出の機会に遭遇した。
TMB-1 MBLは, 2012 年にリビアのトリポリで分離さ
れた Achromobacter xylosoxidans で最初に報告され
た 5）。日本国内における TMB 型 MBL 産生アシネトバ
クター属菌の報告は 6 株確認できたが, その菌種は単
一ではなく, TMB-1 産生株として A. baumannii およ
び A. calcoaceticus 6, 7）, TMB-2 産生株として A. pittii,  

A. genomic species 14BJ および A. soli が報告されて
いる8, 9）。
アシネトバクター属菌の集団発生の報告例は, その

多くが A. baumannii によるものであり10-12）, 今回検
出された A. pittii による報告は非常に少なく, 本症例
も散発事例であった。その後, 同一病院および市内の
他病院からの TMB-1 MBL 産生アシネトバクターの
分離報告はない。通常, 薬剤耐性アシネトバクター感
染症届出のための検査所見を満たさない場合には, 当
該検体が当所へ搬入されることはほとんどなく, 行政
検査とならないことが多いが, 今回は届出のない患者
検体から TMB-1 MBL 産生 A. pittii を検出するに
至った。これは市内医療機関への協力依頼を積み重ね,  

良好な関係と連携体制を構築してきたことによるとこ
ろが大きいと思われる。
今回のように国内での報告例が非常に少ない耐性遺
伝子を持つ株が搬入された際, 当所では実施可能なカ

ルバペネマーゼ遺伝子についてすべての検査を試みて
も検出することができなかった。地方衛生研究所とし
て, より広く迅速に耐性遺伝子の検出ができるよう,  

今後も国や県などの関係機関との連携・協力をより密
にし, 市民の健康のために検査体制の整備や手技の向
上等に一層努めていきたい。
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表. 対象菌株の薬剤感受性試験結果

*CLSI 2019による判定基準

届出病院におけるMIC値

カルバペネム系 アミノグリコシド系 フルオロキノロン系

アミカシン
（AMK）

R≧64μg/mL

＜2μg/mL

シプロフロキサシン
（CPFX）

R≧4μg/mL

レボフロキサシン
（LVFX）

R≧8μg/mL

＜0.5μg/mL

イミペネム
（IPM）

R≧8μg/mL

8μg/mL

抗菌薬

判定基準*

対象菌株の測定値

抗菌薬

判定基準*

対象菌株の測定値

メロペネム
（MEPM）

R≧8μg/mL

＞8μg/mL

当所におけるディスク拡散法による阻止円直径

カルバペネム系 アミノグリコシド系 フルオロキノロン系

アミカシン
（AMK）

R≦14mm

25mm

シプロフロキサシン
（CPFX）

R≦15mm

25mm

レボフロキサシン
（LVFX）

R≦13mm

イミペネム
（IPM）

R≦18mm

12mm

メロペネム
（MEPM）

R≦14mm

7mm
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＜特集関連情報＞
JANIS データからの知見

厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業 （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。多
剤耐性アシネトバクター （MDRA） について, 感染症
法の判定基準を満たす株の分離された患者数 （MDRA 

分離患者数） の 2008～2019 年までの推移を, 図 1 に棒
グラフで示した。2017 年からの 3 年間, MDRA 分離
患者数はそれぞれ 80 名, 99 名, 98 名であり, 同程度だ
と言える。図 1 の折れ線グラフは, MDRA 分離患者
数が Acinetobacter spp. 分離患者数に占める割合であ
り, 2017 年からの 3 年間は 0.3％のままである。

2018 年と 2019 年の MDRA 分離患者数の都道府県分
布を, 図 2 の棒グラフに示した。どちらの年でもMDRA 

の分離された都道府県数は 20 弱であり, 約 10 の都道
府県で両年ともに MDRA が分離された。図 2 の棒グ
ラフには, MDRA の分離された医療機関が 200 床以

上であるか未満であるかの内訳も示しており, 大半が
200 床以上の医療機関で分離されていることも分かる。
JANIS ではこのように, 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
別および病床数別で公開情報を作成しており, 特定の
耐性菌の分布を監視するのに有用である。なお, 図 2

の （●） は, MDRA 分離患者数を検体提出患者数で
割った分離率であるが, MDRA 分離患者数は僅少の
場合が多く, 分離率の値は非常に小さな値になる場合
が多い。

MDRA が分離される医療機関の特徴を明らかにす
るために, MDRA 分離医療機関数あるいは MDRA 分
離患者数と病床数との関係について調べた。次ページ
図 3 には, 医療機関の病床数を 100 床単位に区分し
て, 2019年の MDRA 分離医療機関数 （次ページ図 3 上） 
と MDRA 分離患者数を （次ページ図 3 下） を示した。
MDRA 分離医療機関数は, 特に病床数と関連を示し
ている訳ではなく, 例えば 200 床未満の小規模医療機
関 （次ページ図 3 上右） で MDRA が分離されやすい訳
ではないことがわかる。一方, MDRA 分離患者数は, 

201-300 床で 28 名, 601-700 床で 22 名と多くなっ
ているが （次ページ図 3 下）, それぞれ図 2 で
突出している山口県と長崎県での分離が大半を
占めている。
前述の感染症法の MDRA の判定基準とは, 

具体的には, カルバペネム系 〔IPM （Imipenem）, 
MEPM （Meropenem） のいずれか〕 が耐性, 

かつアミノグリコシド系のAMK （Amikacin） 
が微量液体希釈法で耐性, かつフルオロキ
ノロン系 〔LVFX （Levof loxacin）, CPFX 

（Ciprof loxacin） のいずれか〕 が耐性, である。

MDRA分離患者数 : 200床以上 200床未満
MDRA分離率（分離率＝ MDRA分離患者数 ÷ 検体提出患者数 × 100） : ●
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図 2. 都道府県別MDRA分離患者数と分離率
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カルバペネム系 （IPM, MEPM）  
の耐性の判定基準は, MIC 値≧16

μg/mL である。これは, Clinical 

and Laboratory Standards 

I n s t i t u t e  （ C L S I） 2 0 1 2 

M100-S-22 までの判定基準に準拠
したものであるが, 2013 年以降の  

CLSI では MIC 値≧ 8μg/mL を耐
性とする判定基準が採用されてい
る。前者と後者の判定基準でそれ
ぞれ集計した場合の IPM 耐性株
数, MEPM 耐性株数を図 4 に示し
た。新しい MIC 値≧ 8μg/mL の
判定基準で集計すると, 耐性株数
が 20-30％多くなることが分かる。
現在の JANIS の公開情報・還元
情報ではこれを見過ごしてしまう
ため, 2021 年からは還元情報に,  

新しい CLSI 判定基準での集計結
果の併記を行う。この変更を踏ま
え, 参加医療機関が還元情報を院
内での耐性株の分離状況の把握・
監視に役立てていただければ幸甚
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　梶原俊毅　
安齋栄子　藤村詠美　
大木留美　瀧　世志江
若井智世　青木貞男　
柴山恵吾 （併任）  　　 

菅井基行　　　　　　　　　　　　　　　

＜特集関連情報＞
薬剤耐性アシネトバクター感染症の治療

アシネトバクター感染症の一般的特徴
アシネトバクター感染症は, カテーテル関連血流感
染症や人工呼吸器関連肺炎などの院内感染症として発
症することが一般的である1）。一方, 市中発症の重症肺
炎が東南アジアの一部やオーストラリア北部において
致命率の高い感染症として注目されているが, 日本を
含めた他の地域ではこれらの発症は稀である2）。なお,  

感染症の原因となるアシネトバクター属菌の中で最も
臨床的情報が蓄積しているのは Acinetobacter baumannii  

であり, 本稿で紹介する情報も主にはこれを対象とし
た研究で得られたものである。
アシネトバクター感染症の治療薬
アシネトバクター属菌は他のブドウ糖非発酵菌と同

様に抗菌薬への耐性傾向が強い。カルバペネム系薬は
古典的にはアシネトバクター属菌に良好な活性を有
し, 特に重症感染症においては標準治療薬と考えられ
ている1）。しかしながら, カルバペネム系薬の適正使
用の観点からは, 他の選択肢の存在が望まれる。
スルバクタムは日本では他抗菌薬との合剤としての
み利用可能なβ-ラクタマーゼ阻害剤であるが, アシ
ネトバクター属菌に対してはそれ自体が抗菌活性を
有する。耐性機序が異なることから, カルバペネム耐
性株においてもスルバクタムが感性を示す場合もあ
る3）。2019 年の厚生労働省院内感染対策サーベイラン
ス事業 （JANIS） 検査部門の報告によると, 全国のア
シネトバクター属菌の 93.6％がアンピシリン・スルバ
クタムに感性を示しており, 特に非重症例においては
治療薬の選択肢となると思われる。ただし, 最適な投
与量・投与法は不確かな部分がある4）。
また, アシネトバクター属菌は第 3 世代セフェム,  

第 4 世代セフェムにもしばしば感性を示し, 後方視的
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研究ながらアシネトバクターによる菌血症において,  

第 4 世代セフェムとカルバペネムが同等の治療効果を
有していたことを示した臨床研究もあることから, 症
例を選択したうえで治療薬の選択肢としてもよいだろ
う5）。
カルバペネム耐性株を含めたアシネトバクター属菌
は, ミノサイクリンに感性を示すことが多い6）。しか
しながら, 実際の臨床効果に関する報告は肺炎治療を
中心としたケースシリーズが主であり, 今後の知見の
蓄積が待たれる7）。
これらの他に, アミノグリコシド系薬は菌が感性を
示す場合に併用薬として使用される場合がある1）。
カルバペネム耐性アシネトバクター感染症の治療
治療薬の選択に悩むのは, 第一選択薬であるカルバ
ペネムに耐性の場合が主であるため, その治療につい
て以下に述べる。コリスチンとチゲサイクリンはカル
バペネム耐性アシネトバクターにも活性を有すること
が多く, 治療の中心となる薬剤である。
コリスチンは副作用の懸念から使用されなくなって
いたポリペプチド系抗菌薬であるが, 2000 年代以降に
拡散した多剤耐性グラム陰性桿菌の多くに活性を有し
ていたことから再度使用されるようになり, 日本でも
2015 年に承認された。しかしながら, プロドラッグで
あることから, 活性型の薬剤の血中濃度が目標に達す
るまで数日を有することや, そもそも承認を受けてい
る投与方法では （特に腎機能正常者においては） 目標
血中濃度の達成が困難である, などの懸念がある。ま
た, 特にローディングドーズを含む高用量投与を行っ
た患者においては腎障害の発現頻度が高い8）。
合成テトラサイクリン （グリシルサイクリン系） で

あるチゲサイクリンは, 多剤耐性グラム陰性桿菌感染
症治療薬として 2012 年に日本でも承認された。しか
しながら, 本薬剤は血清や肺胞上皮被覆液中の濃度が
グラム陰性桿菌の最小発育阻止濃度と比して十分に上
昇しないという薬物動態学的特徴を有すること, 多剤
耐性アシネトバクター治療レジメンを検証したネット
ワークメタ解析においても他の薬剤を用いた治療レジ
メンと比較して微生物学的治癒率が低いことが示され
たこと, などの懸念がある9）。前述の薬物動態学的問
題点を克服するために高用量投与 （200mg/日） も提
案されているが, その有効性と安全性については今後
の臨床研究による検証を要する8）。
コリスチン, チゲサイクリンによる単剤治療の効果
に懸念がある状況から, 併用治療がしばしば選択され
る。しかしながら, 単剤治療と比較しての併用治療の
優位性を明確に示した臨床研究は存在せず, また, 使
用される併用薬 （カルバペネム, スルバクタム, リ
ファンピシン, ホスホマイシンなど） の中で何を選択
するのが最善であるのかも不確かである8）。カルバペ
ネム耐性グラム陰性桿菌の重症感染症 （406 例中 312

例が A. baumannii） に対するコリスチン単剤治療と
コリスチンとメロペネム （2g 8 時間ごとを長時間投
与） の併用治療の治療効果を比較したランダム化比較
試験では, 治療失敗率には両群で差が認められなかっ
た （A. baumannii のみを抽出した解析でも同様の結
果） 10）。
海外では, 近年, 新規のβ-ラクタマーゼ阻害剤を配合した

β-ラクタム薬 （Ceftazidime-avibactam, Meropenem- 

vaborbactam など） の承認があり, カルバペネム耐性
腸内細菌目感染症については, 臨床研究結果の蓄積に
よりコリスチンやチゲサイクリンに変わる第一選択薬
の位置を得つつある11）。しかしながら, カルバペネム
耐性アシネトバクターに対してはこれらの薬剤は活性
を有しない。カテコール期を側鎖に持つシデロフォア・
セファロスポリンである Cef iderocol や新規合成テト
ラサイクリンである Eravacycline はカルバペネム耐
性アシネトバクターにも活性を有するため, 新たな治
療薬の選択肢として期待される12）。
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＜速報＞
新型コロナウイルス SARS-CoV-2 ゲノム情報によ
る分子疫学調査 （2021年 1 月14日現在） 

新型コロナウイルス・ゲノム疫学解析によるクラス
ター対策

2019 年末の中国・武漢市で初めて確認された新型
コロナウイルス （SARS-CoV-2） は, 2020 年 1 月に国
内で初めて感染者が確認された。その後, 現在まで地
域的な感染クラスター （集団） とその集合体による複
数回の感染ピークを生じている。自治体の積極的疫学
調査を支援すべく, SARS-CoV-2 （一本鎖プラス鎖
RNA ウイルス, 全長 29.9kb） のゲノム配列を確定し,  

感染クラスターに特有な遺伝子情報およびクラスター
間の共通性を解析している。これまでに 3 回にわたっ
てゲノム情報が示す国内伝播の状況を概説してき
た （2020 年 4 月27日1）, 2020年 8 月 6 日2）, 2020年12月
11日3） ）。また, 日本国内 4, 5）, ダイヤモンド・プリセ
ンス号の乗員乗客 6）, 空港検疫所の陽性検体 7） より確
定された SARS-CoV-2 ゲノム配列の解析については
学術誌にて参照可能である。
国内主流 2 系統 （Pangolin 系統 B.1.1.284, B.1.1.214）
年末年始の第 3 波急拡大と英国で発生した新規変異
株 VOC 202012/01 の懸念がより一層増しており, 本
報告においては 2021 年 1 月初旬までのゲノム情報か
ら集約されるゲノム・クラスターの分子疫学的考察を
示したい。世界各地の研究機関で SARS-CoV-2 のゲ
ノム配列が解読されており, 2021 年 1 月18日現在で
360,375 ゲノム配列 （分子疫学に適正な完全長配列）  
が GISAID＊1 に登録されている8）。国内の陽性検体か
らも約 1.6 万の SARS-CoV-2 のゲノム情報を確定し,  

ゲノム情報から得られた塩基変異を基にウイルス株間
の関係を示すハプロタイプ・ネットワーク図を作成し
た （次ページ図 1 上, GISAID に配列登録済み）。3 ～  

4 月の欧州系統 （Pangolin＊2 系統 B.1.1.114） から 7 ～  

9 月を中心に Pangolin 系統 B.1.1.284 と B.1.1.214 へ波
及し, 10 月以降の第 3 波では B.1.1.214 が主流になり
つつあることが判明した （次ページ図 1 下, 図 2 : https: 

//www.niid.go.jp/niid/images/iasr/2021/3/493p01f02.

gif 参照）。現在の国内で検出される第 3 波 SARS-CoV-2  

は元を辿れば 2 つのゲノム系統に由来すると推定され
る （次ページ図 1 ）。それら 2 つのゲノム系統におい
て起点となる欧州系統との明確なリンク役となるウイ
ルス株はいまだ発見されておらず, 空白リンクのまま
である （2020 年 8 月 6 日そして 12月11日公開時と見
解は変わらず）。

2021 年 1 月初旬時点の日本国内における PCR 検査
を主とする総陽性者数はおよそ 30 万人であることか
ら, 全体の 5 ％の陽性者から検出されたウイルスにつ
いての分析ができたことになる。しかしながら, 主に

大都市圏での調査が十分に実施できていないため, 本
調査は地域バイアスを伴った評価であることがぬぐえ
ない。このため, できうる限り直近の陽性検体におい
てさらなる追加調査が必須であると考える。
新型コロナウイルス・ゲノムの微小変化 （変異） に
ついて

SARS-CoV-2 は年間約 24-25 塩基変異/ゲノムの塩
基変異速度を示すウイルスであり9）, その変異の多く
は中立的に発生し, ウイルスの性状に大きな変化を来
さないと想定される。実際, 現在の国内主流 2 系統  

（B.1.1.284, B.1.1.214） は 614 番目のアスパラギン酸 D  

がグリシン G に変異した Spike （S: D614G 10）） を基本
にした 3 ～ 4 月・欧州系統が由来であり, D614G を継
承しながらも特筆すべき追加のアミノ酸変異は認めら
れない。いまのところ, この主要 2 系統からワクチン・
抗体医薬が保有すべきウイルス中和活性を損なうと推
定されるアミノ酸変異は検出されていない。一方, 英
国変異株 VOC 202012/01, 南アフリカ 501Y.V2, ブラ
ジル変異株 501Y.V3 では Spike タンパク質に多重変異  

（N501Y を含む 7 カ所以上のアミノ酸変異） が検出さ
れており, 多様な変異株の世界的な発生動向が注視さ
れている11）。
海外からの流入疑いを示すゲノム・クラスター  

（Pangolin 系統 B.1.346 USA lineage） 
主流 2 系統に加え, 少数ながら特徴的な Pangolin 系
統を示すゲノムクラスターが検出されている。その多
くが散発事例として固有地域内で収束していることが
確認されている一方, 11月中旬の採取検体からPangolin  

系統 B.1.346 （USA lineage） に分類される 12 検体が
ほぼ同時期に複数の自治体から検出された （次ページ
図 1 ・■背景; 15 ページ図 3 ）。B.1.346 系統は, 武漢系
統 （ 1 ～ 2 月） および欧州系統 （ 3 ～ 4 月） から 14 塩
基変異 （およそ 7 カ月間の経過） 以上も離れているこ
と, 現在の主要 2 系統から大きく系譜が離れているこ
と （次ページ図 1 上）, また, 米国での検出頻度が高い  

（15 ページ図 3 右） ことが判明した。これらを総合す
ると, B.1.346 は国内系統の派生株ではなく, 海外から
の流入による株である蓋然性が高いと判断された。
Spike タンパク質は D614G 変異のみ有し, 英国・変異
株等のような Spike 多重変異はない。11月中旬時の  

「水際対策」 に比べて現時点での 「水際対策」 が米国を
含めて厳格になっており, 「水際で検出して封じ込め
ることが可能」 なため, 国内への新たな流入リスクは
非常に低い。
おわりに
全ゲノム情報から検出される塩基変異を手がかり
に, 第 1 , 2, 3 波の特徴を “ゲノム分子疫学” として
分析し, 現在の国内の主流系統は 2 つを起源にしてい
ることを明らかにした。第 2 波から第 3 波への推移で
分子系統の変遷 （B.1.1.284 ➡ B.1.1.214） がみられる
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が, この主流 2 系統に英国 VOC 202012/01 のような
Spike タンパク質の多重変異は認められない。また, こ
れまでに知られているウイルス学的性質を変化させる
ような特筆すべきアミノ酸変異が検出されていない。
新型コロナウイルス感染症はクラスター解析によっ
て, わが国の感染リンクの多くが小さな芽として途切

れることが示唆されており, 多くの “流行の芽” は途
中で消滅している可能性がある。むしろ, “特定の場
で感染がつながる” ことが本感染症の特徴であるとク
ラスター解析から示唆されているため, ゲノム情報に
よる分子疫学解析においても “特定のクローンが生き
残る” という結果が導き出された可能性がある。ゲノ

2021/01/14 現在
16,196検体

図 1. 日本の新型コロナ SARS-CoV-2 ゲノム情報の塩基変異を用いたハプロタイプ・ネットワーク

武漢
2019/12月末

5000

1000

300

100
30

同一のコロナゲノム
配列を示す検体数

複数地域から
同時期に検出
された系統
(B.1.346)

３月中旬から
欧州系統の流入
(B.1.1.114)

初期の武漢系統(A)

10-12月・第3波
の主流系統

(B.1.1.214)

7-9月・第2波
の主流系統

(B.1.1.284)

Pangolin 分子系統の時系列チャート

2020年・週

1200

1000

800

600

400

200

0
6

2
10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 52

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ゲ
ノ

ム
確

定
数

（
co

m
pl

et
e 

ge
no

m
e）

2020年・月

中国武漢を発端にした流入から時系列とともにゲノム配列上に蓄積する塩基変異を辿り、ウイルス株の親子関係を図示化した（2021年 1 月14日現在）。
1 塩基変異が生じるごとに●から●へ線 （一）としてリンクがつながる。1 ～ 2 月の武漢系統（　 A）、3 ～ 4 月の欧州系統（　 B.1.1.114）、そして現
在進行形で全国の陽性者の多くが 2 つのゲノム・クラスター群に集約されることが明らかになった。夏の 7 ～ 9 月を中心に全国規模になった第 2 波を占
める系統（　 B.1.1.284）と、その後一旦収束近くまで陽性者減少後に再上昇した10月以降の第 3 波の主流を占める系統（　 B.1.1.214）に分かれる
ことが判明した。それら 2 つのゲノムクラスターにおいて、Spike タンパク質の特徴的な変異は見られず、3 ～ 4 月の欧州系統のD614G のみ継承している。
ある特定の海外からの流入疑いの事例（上段左下の B.1.346 次ページ図 3 参照）も検出された（英国VOC等の新規変異株とは全く異なる系統）

A B.1 B.1.1.114 B.1.1.119 B.1.1.214 B.1.1.216 B.1.1.284 B.1.1.46 B.1.1.48 B.12 other

病原微生物検出情報 Vol. 42 No. 3 （2021. 3）（ 62）14



ム情報を活用して実験室内で評価しうる “ウイルス学
的性質” のみならず, 実地疫学解析および理論疫学解
析による統合的な解析が感染伝播の促進因子の推定に
役立つと考える。今後, ワクチンや抗ウイルス薬等の
使用を背景に, 強い選択圧が感染時に生じると想定さ
れるため, 特有の系統が優勢になる可能性があり, 継
続的なゲノム・サーベイランスとその強化は必須であ
る。また, 効果的な感染症対策の提案のため, どのよ
うな社会構造が感染の起点となりうるのか, さらなる
調査を続ける予定である。ゲノム情報を基にして, “分
かりやすい形でウイルス同士の関連を可視化” し, 感
染伝播の特徴や感染症対策の重要性に, より理解が深
まることを期待して本情報を公開するものである。
謝辞 : 検体採取等調査にご協力いただきました医療
機関, 保健所および行政機関の関係者に深謝致します。
本研究は日本医療研究開発機構 （AMED） （研究課

題番号 : JP19fk0108104, JP20fk0108103） と厚生労働
行政推進調査事業費・「新型コロナウイルス感染症等の
感染症サーベイランス体制の抜本的拡充に向けた人材
育成と感染症疫学的手法の開発研究」 （班長・鈴木　基, 

分担・黒田　誠） の研究支援を受け実施した。
本稿に関連し, 開示すべき利益相反状態にある企業
等はありません。

*1 Global Initiative on Sharing All Inf luenza Data 
（GISAID） 8）

GISAID は, 鳥インフルエンザが猛威をふるった 2006 年 
8 月に医療分野の研究者たちによって設立されたインフル
エンザウイルスの情報データベースである。SARS-CoV-2
ゲノム情報も GISAID が主体的に運用し, 登録・収集され
ている。毎年一定数の検体から病原体遺伝子情報を取得し
て歴年の発生動向を調査し, 伝播状況やワクチン株選定等
に利活用される。~1,000 株/年ほどの日本のインフルエンザ
ウイルス （A/H1 および A/H3） のワクチン抗原 （ヘマグル
チニン HA） および抗インフルエンザウイルス薬阻害ター
ゲット （ノイラミニダーゼ NA） の遺伝的特徴が登録され
ている。

*2 COVID-19 Lineage Assigner Phylogenetic Assignment 

of Named Global Outbreak LINeages （Pangolin）
新型コロナウイルスのゲノム情報を元にした分子系統解

析 ID （https://cov-lineages.org/lineages.html）
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３月中旬から
欧州系統の流入

(B.1.1)

複数地域から
同時期に検出された

Pangolin系統 B.1.346

図 3. Pangolin系統 B.1.346 （USA lineage）の全国同時多発検出

８検体
1検体

1検体

1検体

1検体

>14塩基変異 B.1.346 
(USA lineage)

2020年11月中旬～12月初旬に採取された検体RNAから特定されたPangolin系統 B.1.346 ゲノムクラスターを前ページ図 1 （上段の左下） から抜粋
した。ゲノムクラスター●の配色は地域ブロックを示す（匿名）。
B.1.346 の地域分布は Microreact サイトで検索した
(https://beta.microreact.org/project/dEtm4R9UZ82ahk5f6fKPgW-cog-uk-2021-01-06-global-sars-cov-2/)
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11） 感染・伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される
新型コロナウイルス （SARS-CoV-2） の新規変異株
について （第 5 報）

 https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-

virus/2019-ncov/10144-covid19-34.html
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＜国内情報＞
保育所における亜テルル酸塩感受性腸管出血性大腸
菌 O103 の集団感染事例－大阪市

3 類感染症の全数把握疾患として届出される腸管出
血性大腸菌 （EHEC） 感染症では, 溶血性尿毒症症候
群 （HUS） と診断された場合を除き, 届出には志賀毒
素 （Stx） 産生あるいは stx 遺伝子保有大腸菌菌株の分
離が必須である。2019 年に地方衛生研究所から報告さ
れた EHEC 検出数 1,784 件のうち O 血清群としては
O157 が最も多く 53.5％, 次に O26 が 15.9％であった。
次いで O103 が 5.8％, O111 が 5.7％, となっている1）。
これらに O121 と O145 を加えた 6 血清群 （O26, O103, 

O111, O121, O145 および O157） が 1,784 件のうち 1,545  

件 （86.6％） を占めており, 公衆衛生対策上重要な O

血清群と考えられている。これら 6 血清群に含まれる
EHEC の多くは, CT （セフィキシムおよび亜テルル
酸塩） に耐性を示すことから, 検出・分離するための
選択分離平板培地には CT が添加されることが多い  

（通常, セフィキシム; 0.05µg/mL, 亜テルル酸塩; 2.5

µg/mL）。EHEC の検出・分離に使用されるクロモア
ガー STEC 培地 （クロモアガー STEC）, CT 添加ソル
ビットマッコンキー培地 （CT-SMAC） 上の EHEC の
発育は亜テルル酸塩 （Ter） 濃度に依存するようであ
る2）。クロモアガー STEC は, 強い夾雑菌抑制効果と  

EHEC のコロニーが藤色に着色することから, EHEC  

検出・分離に有用であり, CT-SMAC とともに検査に頻
用されている。今回我々は, Ter 感受性の EHEC O103  

による集団感染事例を経験したので報告する。
2019 年11月に大阪市内の保育施設に通う園児から

Stx1 産生性の EHEC O103 が検出されたとの報告が
あった。園児, 職員および園児家族 26 名を対象として
当所で検便検査を実施した結果, 26 名中 8 名から 

EHEC O103: H2 （stx1 保有） が検出された （届出の
あった 1 名は医療機関で分離）。当該菌が検出され
た 8 名のうち有症者は届出された園児を含む 2 名であ
り, 他の園児 4 名および園児の家族 2 名は無症状で
あった。医療機関から分与された患者由来菌株はクロ
モアガー STEC, CT-SMAC に非発育であったことか
ら, 以降の検査には CT 感受性大腸菌の発育を抑制し
ない DHL 培地 （DHL） を使用することとした。すな
わち, 糞便を DHL に塗抹して培養後, 発育したコロ
ニーの密集部から掻きとった菌塊から DNA を抽出し
て stx1 を標的とした PCR 法を実施した。stx1 陽性と
なった DHL プレートからコロニーを釣菌し, EHEC 

O103 の分離を試みた。
本事例から分離された 8 株, および対照として 2012

～2017 年に分離された EHEC O103:H2 （stx1 保有）  
5 株を使用し, Ter に対する最小発育阻止濃度 （MIC）  
をミューラーヒントン培地 （MHA）, マッコンキー培
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地 （MAC） を使用し測定した。その結果, MHA にお
いて本事例由来 8 株の Ter に対する MIC は 0.63µg/

mL であったのに対して, 対照とした 5 株は 1 株が10

µg/mL, 4 株が 320µg/mL 以上であった （表）。また,  

すべての菌株で MAC における Ter の MICは, MHA  

に比べて 2 倍以上低かった。さらに, MACでの Ter  

の MIC が 2.5µg/mL 以下であった 9 株 （2019 年 8 株,  

2015 年 1 株） は, クロモアガー STEC, Ter 添加 MAC  

における菌の回収率が 10％以下であった。制限酵素  

Xba I による pulsed-f ield gel electrophoresis （PFGE）  
の結果, 1 株のみ PFGE パターンに違いが見られたが  

（図, レーン 8 ）, Ter に対するMIC は同じ値であり,  

8 株は同一感染事例由来株であることが確認された。
2012～2017 年に分離された 5 株は同時期に親子から
分離された 2 株 （図, レーン 12 および 13） を除いて, PFGE  

パターンはすべて異なっており, 今回の事例株とも異な
る PFGE パターンを示した （図）。Ter 耐性遺伝子は  

terABCDEF および terZの 7 遺伝子から構成され3, 4）,  

terA 保有の有無はクロモアガー STEC 上の EHEC の発
育とリンクしている4）。これらのうち, terA および terC 5）  

の保有の有無について調べた。その結果, 本事例由来  

8 株はすべて terAおよび terC のいずれも保有していな
かったのに対して, 2012～2017 年に分離された EHEC 

O103 は 5 株とも両遺伝子を保有していた  

（表）。ter の保有は, 主要 O 群の EHEC が
共通に保有する接着因子をコードするイ
ンチミン遺伝子 （eae） の保有と関連して
いることが報告されているが 6）, 今回の事
例株は eae の保有が確認されたものの  

terA および terC は保有せず, Ter 感受性
であった。EHEC O103 に関しては, eae 保
有であっても Ter 耐性と感受性の両方の

可能性があるため, 検査を実施する際には CT 加選択分
離培地と非選択性培地との併用が必須である。
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＜国内情報＞
小児侵襲性インフルエンザ菌感染症患者より分離さ
れた本邦初の a 型インフルエンザ菌－東京都

はじめに
インフルエンザ菌 （Haemophlus inf luenzae） はカ

タラーゼおよびオキシダーゼ陽性のグラム陰性短桿菌
で, 中耳炎, 副鼻腔炎, 肺炎などの呼吸器系感染症の
原因菌であるが, 菌血症や細菌性髄膜炎等の侵襲性イ
ンフルエンザ菌感染症 （IHD） を引き起こすことでも
知られている。本菌の中でも特に血清型 b 型 （Hib） は
小児髄膜炎の重要な起因菌であるが, Hib ワクチンの
定期接種化以降, Hib による IHD は劇的に減少し, 無
莢膜型 （NTHi） による IHD が増加している1）。一方, 国
内における血清型 a 型 （Hia） による IHD の発生報告は
大変稀で, 2019 年に成人症例が 1 例報告されたのみで
ある2）。今回, 国内で初めて小児 IHD 症例から Hia が
分離されたので, 菌株の性状を含め報告する。
症　例
患者はメキシコ在住の 0 歳 10 か月の女児であり, メ

キシコにおいて 5 種混合ワクチン （Hib を含む） を 2 回
接種されていた。2019 年 2 月に入国し, 約 1 週間後に
発熱のため都内医療機関を受診した。受診翌日に採取

表. 腸管出血性大腸菌 O103 の亜テルル酸感受性と耐性遺伝子 

分離年
Ter MIC
（µg / mL）

MHA MAC terA terCクロモアガーSTEC Ter*2添加-
MAC

回収率*1

（選択培地／TSA） Ter 耐性遺伝子

2019
2017
2015
2013
2012

菌株数

8
2
1
1
1

0.63
≧320

10
≧320
≧320

0.16
40
2.5
40
160

0％
47.9％
6.2％
62.3％
29.3％

0％
44.2％

0.0007％
49.4％
16.2％

－
＋
＋
＋
＋

－
＋
＋
＋
＋

*1 108 CFU/mL の菌液を各選択培地およびトリプトソイ寒天培地 （TSA） に希釈して塗抹後、発育したコロニー数を
　 カウントし、TSA に発育したコロニー数を100％として算出した
*2 2.5μg/mL

図. 腸管出血性大腸菌 O103 の制限酵素 XbaI による PFGE パターン

M：マーカー（Salmonella Braenderup H9812株）、レーン1～8：2019年12月事
例由来EHEC O103株、レーン9～13：2012～2017年にヒトから分離されたEHEC 
O103株（レーン12および13は同時期に親子から分離された株）を示す
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された血液培養からインフルエンザ菌が分離され, 積極
的疫学調査の一環で当センターに菌株が搬入された。
同定試験および血清型別
菌株 （TA8730 株） はグラム染色, XV 因子要求性, Api 

NH （Biomeriux） によりインフルエンザ菌生物型 Ⅱと
同定された。本株について, インフルエンザ菌莢膜型別
用免疫血清 （デンカ生研） を用いてスライド凝集試験を
実施したところ, a 型血清に特異的凝集反応を示した。
また, 血清型別用 PCR 3） により a 型に特異的な増幅が検
出された。
薬剤感受性
ドライプレート （栄研化学） を用いてアンピシリン  

（ABPC）, スルバクタム/アンピシリン （S/A）, セフェ
ピム （CFPM）, セファクロル （CCL）, メロペネム  

（MEPM）, イミペネム （IPM）, アジスロマイシン  

（AZM）, クラリスロマイシン （CAM）, レボフロキサ
シン （LVFX） について最小発育阻止濃度 （MIC） を測
定した。Clinical Laboratory Standards Institute  

（CLSI） M100 ED30 : 2020 の基準でカテゴリを判定し
たところ, すべての薬剤において感性であった。また,  

セフィナーゼディスク （BD） を用いてβ-ラクタマー
ゼ産生を確認した結果, 陰性であった。
遺伝子抽出および型別
チョコレート寒天培地で一晩培養したコロニーから,  

QIAamp DNA Mini Kit （QIAGEN） を用い DNA を抽出し
た。既報 4） に従い, 抽出した DNA について MiSeq （Illumina）  
および, MinION （Oxford Nanopore Technologies） を
用いた Hybrid Assembly を行い, 全ゲノム完全長配列
を取得した （1,852,308bp; Accession No. AP024414）。
得られた配列から ST 型を検索した結果, TA8730 株は,  

PubMLST 5） において登録されている Hia の主要な ST  

である ST56 （adk : 13, atpG : 16, frdB : 5, fucK : 18, mdh :  

3, pgi : 11, recA : 7 ） であった。同データベースにおい
ては, Hia 201 株中 45 株が  ST56  であり, そのうち 32 株
が米国分離株であった （2021 年 1 月現在）。一方, 2019  

年の国内分離株である TAMBA230 株 （ST1511） とは 1 

locus （mdh : 46） 異なっていた。National Center for 

Biotechnology Information （NCBI） から Hia の参照
配列を取得し, ROARY 6） を用いて Neighbor-joining  

法で core gene SNPs 系統樹を描画したところ, MLST  

と同様の結果が確認された （図）。

考　察
今回, 国内で発症した小児 IHD 由来では
初となるインフルエンザ菌 a 型株を確認し
た。本症例は入国後 1 週間の発症であるこ
と, TA8730 株が世界各地における Hia の主
要な ST である ST56 であったことから, 海外
からの輸入例であることが考えられた。

Hib ワクチンの接種が広く実施された結
果, 世界的に Hib 以外の莢膜型菌や無莢膜

型が増加している。Hia による IHD の報告は, ワクチ
ン導入前はパプアニューギニアやオーストラリア等で
散発的に発生が認められる程度であったが 7）, ワクチ
ン導入後は米国やヨーロッパにおいて, Hia が多く分
離されており8, 9）, 特にカナダやアラスカでは主要な
血清型となっている10）。Hia は Hib 同様に重篤な症状
を引き起こすことが知られており7）, 国内においても
今後注意が必要な血清型である。また, TA8730 株は
ペニシリンをはじめ, セフェム系, マクロライド系,  

キノロン系のすべての薬剤に対し感性であったが, 海
外ではペニシリン耐性 Hia が報告されているので注意
が必要である11）。本菌は無症状で保菌されることがあ
るために, 国際化が進む中, 今後旅行者等によって  

Hia が国内に持ち込まれ, 水面下で伝播し国内に定着
する懸念がある。今後も継続的に IHD を含めた Hia 感
染症の発生動向に注視していくことが重要である。
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