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ごあんない 

・ 今月の定期講習会 
・ 来月の定期講習会 

お知らせ 

・ 平成 20 年度スタッフ紹介 
・ 新世話人スタッフ紹介 

 

定期講習会報告 

・ 『外来呼吸器感染症の抗菌薬治療  
～ガイドラインと適正治療を中心に～』 

 

 

ばくと姫とばくとおやじの知識箱 

・ 深在性真菌症の検査法／アスペルギルス症について 

 

 

バイキン Quiz 

 

（敬称は略させていただきました） 
 

 

 

今月の定期講習会は 

４月２２日（火）あべのメディックス 6 階研修室 で開催いたします。

白 金 耳

赤木 征宏 

赤木 征宏 

佐子 肇 

伏脇 猛司 
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講習会 

テ−マ ：『呼吸器感染症～臨床から学ぶ情報共有～』 

講 師 ：財団法人田附興風会医学研究所 北野病院  
呼吸器センター副センター長・呼吸器内科部長  

福井 基成 先生 

日時：平成２０年４月２２日（火） １８：３０～２０：００ 

場所：あべのメディックス ６階研修室 

評価点：Ｃ－１０点（会員証をお持ちください） 
参加費：会員５００円、非会員３０００円 
連絡先：（財）大阪府警察協会大阪警察病院 赤木 征宏  
e-mail：akg@oph.gr.jp 
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役名 氏名 所属施設名 

責任者 赤木 征宏 大阪警察病院 
副責任者 佐子 肇 国立病院機構大阪医療センター 
 坂本 雅子 阪大微生物病研究会 
 伏脇 猛司 結核予防会大阪府支部大阪病院 
会計 谷本 理香 済生会茨木病院 
世話人 中矢 秀雄 関西医科大学附属滝井病院 
 山下 亘 大阪市立大学医学部附属病院 
 中家 清隆 大阪市立大学医学部附属病院 
 仁木 誠 大阪市立大学医学部附属病院 
 戸田 宏文 近畿大学医学部附属病院 
 池田千賀子 北野病院 
 浅田 薫 北野病院 
 和泉 多映子 市立堺病院 
 市村 佳彦 大阪赤十字病院 
 町田 清正 松下記念病院 

テ−マ ： 

『昨今の腸内細菌～病原性大腸菌・薬剤耐性菌・他諸々～（仮）』

講 師 ：公立能登総合病院 臨床検査部 副技師長 

小林 治 先生 

日時：平成２０年５月２７日（火） １８：３０～２０：００ 

場所：あべのメディックス ６階研修室 

共催：極東製薬工業株式会社 

 
腸管感染症総論を中心に、病原大腸菌の検査法、また、腸内細
菌科全般に関わる薬剤耐性を含めたご講演を頂く予定です。皆様
奮ってご参加ください。 
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松下記念病院 中央臨床検査部 細菌検査室  
町田清正 

 
今期より、微生物検査分野の世話人をさせて頂く事になりました、町田と
申します。細菌検査室に配属されてからまだ日が浅く、自身の知識の無さと
経験不足を痛感しながら業務に取り組む毎日です。思えば、微生物学は学生
時代に最も苦手とする分野でした。グラム陰性菌と陽性菌を分けて覚えるだ
けでもう精一杯だった覚えがあります。まさか 10 年後に細菌を相手に仕事
をすることになるとは、そのときには夢にも思っていませんでした。ですが
今、微生物学の奥の深さを改めて感じつつ業務をしておりますと、「難しく
てよくわからない」と思っていた分野ほど「やってみると意外とわかる」も
のだと思うようになりました。また、「やればやるほど興味深い」とも。  
経験が浅いながらも感じるのは、微生物検査の重要性と奥の深さです。病
院においては、ICT に代表されるような院内感染対策の一端を担うことで、
微生物検査は病院経営にも大きく寄与する可能性を秘めていると思います。
また、微生物検査が深く関わる「感染症」は、臨床各科に関連するのはもち
ろん、公衆衛生や世界の保健事情を知る上でも必要となる基礎的な要素の一
つです。このように広い守備範囲を持つ分野だからこそ、やりがいを持って
取り組めるのかもしれません。 
今回、世話人をさせて頂く機会を得ましたことで、微生物検査ビギナーの
方が基礎を学ぶための、そして経験・知識の豊富な諸先輩方にとっては新た
な知識・技術を得るための有意義な場を提供できるよう、大変微力ではあり
ますがお手伝いさせて頂きたいと考えています。どうぞよろしくお願い致し
ます。 
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２月定期講習会報告 
 
『外来呼吸器感染症の抗菌薬治療  

～ガイドラインと適正治療を中心に～』   
大阪警察病院 赤木 征宏 

  
去る２月 16 日、『外来呼吸器感染症の抗菌薬治療 ～ガイドラインと適正
治療を中心に～』と題しまして中浜医院の院長で大阪大学微生物病研究所の
非常勤講師でもあられます中浜 力先生にご講演を頂きました。その内容を
ご報告させて頂きます。 
 
 
【かぜ症候群と気管支炎の位置づけ】 
 日本（日本呼吸器学会）とアメリカ（米国内科学会）では『かぜ症候群』
の位置づけが異なる。日本呼吸器学会のガイドラインでは、急性呼吸器感染
症を５つ分類し、その中に『かぜ症候群』『急性気管支炎』が含まれる。 
 

 
 
【かぜ症候群の病原微生物】 
・ かぜ症候群の 80～90％がウイルス性と考えられている。 

ライノウイルス、コロナウイルス、RS ウイルス、インフルエンザウ 
イルス、パラインフルエンザウイルス、アデノウイルスなど 

・ 他にＡ群β溶連菌などの細菌、マイコプラズマ・ニューモニエ、クラ
ミジア・ニューモニエなどがある。 

・ 咽頭炎や扁桃炎では、時に単純ヘルペスウイルスや EB ウイルス、淋菌
が起炎する例もある。 

 

 日本呼吸器学会 米国内科学会 

分
類 

急性気道感染症 
① かぜ症候群 
② 急性咽頭炎、扁桃炎 
③ 急性喉頭炎 
④ 急性喉頭蓋炎 
⑤ 急性気管支炎 

かぜ症候群 
① 非特異的上気道炎 
② 急性鼻・副鼻腔炎 
③ 急性咽頭炎 
④ 急性気管支炎 
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【Ａ群β溶連菌性咽頭炎】 
起炎菌： A 群β溶血性連鎖状球菌 （Streptococcus pyogenes）  
感染経路： ヒトーヒトの飛沫感染  
Centor の診断基準： １．発 熱 ２．白苔を伴う扁桃発赤 

３．咳嗽なし ４．圧痛を伴う前頚部リンパ節腫脹 
上記４項目のうち 3つ以上を満たせば、感度・特異度とも 75％ 

検査： 咽頭拭い液の「溶連菌迅速診断キット」が有用 
治療： ペニシリン薬の 10 日間投与 
  ※無症候性のキャリアは治療の必要はないとされる。 
鑑別： アデノウイルス感染、伝染性単核球症 
注意点： 改善後に稀ながら糸球体腎炎、リウマチ熱の合併あり 
 
【急性気管支炎】 
・ 80％以上がウイルス性と推察される。 
・ 基礎疾患を有する者においては、細菌性の頻度がやや高まる。 
・ およそ20％にクラミジアやマイコプラズマなどの非定型病原体の関与
を認める。 

・ 外来において多くの病原体が迅速診断できない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flaherty KR. et al : The spectrum of acute bronchitis. POSTGRADUATE MEDICINE (on line) 2001;109(2) 
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【現行の尿中肺炎球菌抗原キット（BinaxNow）の問題点】 
・ Streptococcus mitis との交叉反応がある 
・ 抗原陽性が持続 → 平均 7.3 週（吉田佳成子ら、2003） 
・ 肺炎球菌キャリア症例 → 小児では 21.7％で陽性（Hamer DH et al, 
2002） 

 
【肺炎クラミジア急性感染症の血清診断基準の修正案（岸本ら）】 
１）病原体検出 確診：分離培養 or PCR 陽性 

疑診：抗原陽性  
※DEIA など EIA 法は、属特異抗原検出法のみである。 
 

２）血清診断 
抗体 ﾋﾀｻﾞｲﾑ C.ﾆｭｰﾓﾆｴ Ab Micro-IF 法 
シングル血清 IgM ID≧2.00＊ ≧16 倍（32 倍） 

IgG ID1.35 以上の上昇 ２管以上の上昇 
確
診 ペア血清 

IgA ID1.00 以上の上昇  
IgM 1.10≦ID＜2.00＊＊  
IgG ID≧3.00 ≧512 倍 

疑
診 
シングル血清 

IgA ID≧3.00  
 
【百日咳の臨床像】 
起炎菌： Bordetella pertussis 
臨床症状： カタル期に続いて痙咳期（毒素が原因、2-5 週） 

staccato と whoop の繰り返す（reprise）咳嗽 
診断： 培養（Bordet-Gengou 培地）・PCR・抗体価（抗 PT 抗体価など） 

凝集素価（山口株・東浜株） 
治療： マクロライド系が第１選択薬（カタル期に有効） 
 
欧米では遷延性咳嗽の６～２６%、日本では１４％との報告もある。本邦
でも30～50歳台の成人症例が増加し、ワクチンの再接種も検討されている。 
 
 
【「呼吸器感染症ガイドライン」と抗菌薬の適正使用】 
かぜ症候群、上気道炎、気管支炎で抗菌薬投与の適応 
・溶連菌感染：ペニシリン薬・β-ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン薬 

７～10 日間 
・非定型菌感染:マクロライド薬・テトラサイクリン薬・キノロン薬の一部 

7～14 日間 
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       ※キノロン薬は耐性菌抑制の観点から、基本的には二次選択 
・百日咳：マクロライド薬 ２週間 
 
☆上記の感染症（疑）以外は、初診時に抗菌薬を投与する必要はなく経過
を観察する。 
 
【かぜ症候群患者への抗菌薬処方】 
（抗菌薬投与の頻度）   （抗菌薬処方の理由）  

 
中浜先生ご自身が２００１年に全国の開業医（４０９名）にアンケートを
行った結果、多くの開業医がかぜ症候群に対して抗菌薬を処方していた。処
方理由の多くを占める｢細菌性二次感染予防｣「症状の重症化防止」において
もハッキリとしたエビデンスの無いものを考慮していることが伺える。 
 
【抗菌薬過剰投与の理由】 
（医師）： 不安からの習慣的な処方 

肺炎などの二次感染予防の期待（エビデンスなし） 
有症期間短縮への期待（エビデンスなし） 
患者が抗菌薬を期待しているという思い込み 
抗菌薬の生体・環境への影響を軽視 
過去の苦い経験からの行動変化 
適応判断の検証システムがない 

 
（患者）： 盲目的な抗菌薬信奉 
 
【抗菌薬過剰投与の問題点】 
（適応外抗菌薬処方の問題点） 

１．下痢・過敏症などの不要な副作用の出現  
２．服用者と地域社会における耐性菌の増加 
３．重症疾患の診断遅延 
４．不要な医療費支出 

 
基礎疾患のない患者では、細菌感染の合併後に抗菌薬治療を開始しても十
分に効果がある。将来的に耐性菌に効果のある新たな“スーパー抗菌薬”の

ほぼ全員 ３０％ 
２人に１人 ３２％ 
３～４人に１人 ２７％ 
５人に１人 ７％ 
ほとんどしない ４％ 

細菌性二次感染の予防 ５１％ 
症状の重症化防止 ２５％ 
ウイルス性か細菌性か鑑別苦慮 ２１％ 
患者の希望 ２％ 
特に理由なし １％ 
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登場が期待薄な今、現在の抗菌薬を“上手く” 使っていく知恵が必要であ
る。 
 
【抗菌薬過剰投与への対策】 
・ 診察時間が短いほど、抗菌薬が高率に処方 
・ 両親が共働きであるほど、高率に処方 
・ 抗菌薬適正投与の説明で、患者満足度がＵＰ 
・ リーフレットなどの患者教育で、処方率が低下 
・ 医師と患者両者への教育・啓蒙が大切 
・ 学会や公的機関による適正使用のキャンペーンにより、処方率が低下 
  
 大阪小児科学会の報告では、熱のあるかぜに対して保護者がいつも薬の処
方を要望した場合、８割の医師が抗菌薬を処方すると答えており、抗菌薬の
適正使用においては医師だけでなく、患者と患者家族への啓蒙も必要である
ことが伺える。 
 
【かぜ症候群での抗菌薬適応の前向き研究】 
○プライマリケア施設５ヶ所で 2004 年 10 月～4ヶ月間 
○基礎疾患のない成人かぜ症候群   783 例 
  ［疾患内訳］ 非特異的上気道炎 ８０％ 

急性鼻・副鼻腔炎 １～２％ 
急性咽頭炎  １０％ 
急性気管支炎  ５％ 
 

○抗菌薬投与の条件 （内科専門医会掲載ガイドライン） 
非特異的上気道炎：適応なし 
急性鼻・副鼻腔炎：顔面自発痛・圧痛の場合 
急性咽頭炎：溶連菌感染 

一側のみの扁桃炎・扁桃周囲炎・扁桃周囲膿瘍 
急性気管支炎：肺炎を除外できない場合 

 
 上記の条件で、初診時に抗菌薬適応症例は全症例の５％で、投与例の殆ど
が急性咽頭炎型であった。また、この治療戦略で７日以内に９０％の症例が
改善を示した。 

風邪症候群標準化委員会報告 内科専門医会誌 2006 １８：３０５－６ 
【抗菌薬の適正使用への提言】 
 
・ 従来の処方基準を変更する 
“弱いと感じる薬剤の選択”“短い投与期間”“投与しないという判断” 
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☆臨床医は「患者の保護」「医療経済性」そして「耐性菌の抑制」という社
会的責任を自覚し、 かぜ症候群に対する抗菌薬を適正に使用すべきである。 
 
【呼吸器感染症に関するガイドライン】 

 
《細菌性肺炎と非定型肺炎の新鑑別法》 
（鑑別項目） １．60 歳未満である  ２．基礎疾患がない、あるいは軽微 

３．頑固な咳がある ４．胸部理学的所見に乏しい 
５．喀痰がない、またはグラム染色で原因菌らしきものがな

い 
６． 末梢血白血球数が 10,000/μL 未満である 

 
（鑑別基準） 上記１.～５.の５項目中３項目以上陽性：非定型肺炎疑い 

上記１.～６.の６項目中４項目以上陽性：非定型肺炎疑い 
 
《重症度による治療の目安》 
身体所見、年齢による肺炎の重症度分類(A-DROP システム)  
１．男性 70 歳以上、女性 75 歳以上 
２．BUN 21mg/dL 以上または脱水あり 
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３．SpO2 90％以下（PaO2 60Torr 以下） 
４．意識障害あり 
５．血圧（収縮期）90mmHg 以下 
 
重症度分類 治療の場 

軽症 上記５つの項目の何れも満足しないもの 外来治療 

中等症 上記項目の１つまたは２つを有するもの 外来、 
または入院治療 

重症 上記項目の３つを有するもの 入院治療 
超重症 上記項目の４つまたは５つを有するもの ICU 入院 

 ただし、ショックがあれば１項目のみでも超重症とする 
☆従来よりも外来治療の適応が拡大されている。 
 
【市中肺炎の外来治療】 
（適応条件） 
・ 軽あるいは中等症例 ・ 基礎疾患が軽微 
・ 合併症がない   ・ 患者が摂食できる 
・ 通院が可能  ・ 介護者の存在 
・ 患者が入院を希望しない ・ 入院施設が見つからない 
（外来治療のメリット・デメリット） 

 
《外来静注療法：OPAT》 
・ Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy 
・ 入院管理をせずに行う抗菌薬の静脈注射 (または筋肉注射)療法  
・ OPAT のメリット １．医療費、特に入院費（米国：１日 1,000 ㌦）の 
      減額。 

２．院内感染など、入院に伴う危険の回避。 
３．入院病床の効率的利用。 
４．患者のプライバシー、睡眠が保てる。 
５．患者の早期社会復帰が可能。 

メリット デメリット 
・ 患者の社会的損失の軽減 
・ 院内感染リスクの軽減 
・ 医療費の軽減 
・ 患者 ADL 低下の軽減 
・ 患者の精神的不安の軽減 
・ 入院病床の効率的利用 

・ 安静保持が低下 
・ 通院による身体的負荷 
・ 患者の継続的観察が困難 
・ 緊急時対応が困難 
・ 薬物アレルギーへの対応リ
スク 
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                         Tice AD. Clin Infect Dis. 1999 
《スイッチ療法》 

• 治療初期の数日（通常３日）は点滴静注で抗菌薬を投与し、その後、
経口薬に切り替える。入院の場合は経口薬に切り替えた時点で退院、
外来ではそのまま静注（OPAT）から経口薬に切り替える。 

• 原則的に同じ薬物または同系統の薬物を用いる。 
• スイッチの判断基準 

（1） 咳や呼吸困難の改善 
（2） ８時間以上発熱がない[37.8 度以下] 
（3） 血球数の正常化 
（4） 経口摂食および消化吸収に問題なし 

 
 OPAT やスイッチ療法を上手く活用することで、医療費の削減、早期退院に
繋がるだけでなく、抗菌薬使用の削減も期待される。 
 
 
 
 
抗菌薬の適正使用は我々医療従事者だけでなく、患者あるいはその患者家
族に対する啓蒙活動も重要で、病院内という狭い単位ではなく、コミュニテ
ィーとしての取り組みの大切さを考えさせられました。節々で患者の満足度
や心情をお話しになる先生が、普段どのように患者に接し、話し、治療を進
めているのか、その真摯な姿が感じ取られるご講演でした。 
 
お忙しいなか、中浜 先生ありがとうございました。 
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深在性真菌症の検査法／アスペルギルス症について 
                    大阪医療センタ－ 佐子 肇 

 
【はじめに】 
Aspergillus 属は胞子として大気中ほか一般環境に広く生息し、医療施設
では特にエアコンなど空調機器の吸気口にしばしば認められる。胞子を吸引
することで侵入・感染が成立する。臨床的に肺アスペルギルス症が最も多く、
A.fumigatus による症例が多数を占めている。臨床症状は多岐にわたり、① 
菌体が抗原となって過敏反応が生じた場合、アレルギ－性肺アスペルギルス
症（allergic bronchopulmonary aspergilosis：ABPA）を発症する。② 免
疫能は保たれているが、アスペルギルスの増殖しやすい構造が肺内に存在す
る場合、空洞、菌球（fungus ball）を形成して肺アスペルギロ－マ（pulmonary 
aspergilloma）を発症する。③ 免疫細胞が減少または機能低下した状態で
は侵襲性アスペルギルス症（invasive pulmonary aspergilosis： IPA）を
発症する。特に侵襲性病型の場合,血行性に全身諸臓器へ播種することもあ
る。また侵襲性に全身に感染する症例の予後は悪く救命率も低いため迅速な
検査対応が必要である。診断は生検組織における菌糸の存在や培養によるア
スペルギルスの証明が gold-standard である。今回、A.fumigatus の同定及
び薬剤感受性検査法について解説する。 
 
【 症例 】 
患者は 70 歳男性、既往歴( 陳旧性肺結核、慢性腎炎 )、2007 年 8 月に重
症肺炎で入院、CRP は 20 mg/dl、WBC も 14000～17000 /μl の状態であった。
喀血の培養検査では起炎菌が検出できなかった。気管支鏡による病理所見か
ら肺アスペルギルス症と診断され、気管洗浄液の培養から A.fumigatus を検
出した。治療はポリコナゾ－ルとミカファンギンの抗真菌薬併用療法を開始
したが、胸部 X線像では右肺の大部分に陰影が見られ症状が改善されず、ま
た腎機能もかなり悪いためアンホテリシンが使用できない状態であった。 
【 形態学的検査法 】 
写真１、2 は A.fumigatus のジャイアント集落である。発育は速く、PDA

培地に２７℃、５～７日間培養でシャ－レの全面に緑色の無数の菌体が生育
する。 
写真 2 では緑色の太陽の周囲をやや灰白色のコロナが取り巻いているよ
うに見られる。 
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写真 3 , 4 はスライド培養である。フィアライドは単列性に分生子柄の軸
と平行に並び、フラスコ形の頂嚢を形成している。分生子柄は比較的短く
（ 300μm 以内 ）、軽くうねっているのが特徴的である。 
その他特異な性状 → 耐熱性菌である A.fumigatus は 45℃でも 50℃にお
いても良く発育する特徴を有するので、他の Aspergillus 属との鑑別同定に
役立つ。 
 
 
 Afumigatus A.flavus A.niger A.tereus A.nidulans 

50℃の発育 
 

＋ 
 

－ 
 

－ 
 

－ 
 

－ 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
写真１ PDA 培地        写真２ PDA 培地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真３ ×４００           写真４ ×２００ 
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【 治療薬 】 
アスペルギルス症の治療に有効な抗真菌薬は限られている。下記に抗真菌
薬の種類と特徴を記した。 
１，アンホテリシン B、「商品名:ファンギゾン」（amphotericin B:AMPH-B）
は最も強力な抗アスペルギルス活性を有するポリエン系抗真菌薬であるが、
悪寒・発熱、腎障害、低カリウム血症など副作用も多い。Amphotericin B リ
ポソ－ム製剤、Liposomal amphotericin B（L-AMB）は 2006 年 4 月に承認さ
れ、臨床使用が可能になった。従来の AMPH-B に比べて副作用の程度が軽く
なったこと、腎毒性の発現率も低減しているが、本剤も最大投与量まで増量
するにつれて腎毒性が上昇することが報告されているので注意が必要であ
る。 
２，フルシトシン「商品名:アンコチル」（flucytosine:5-FC）は経口薬で、
単独での抗アスペルギルス活性は低く、AMPH-B との併用での補助的な使用に
なる。 
３，ミコナゾ－ル「商品名:フロリ－ド」（miconazole:MCZ）はイミダゾ－ル
系の注射用抗真菌薬で、良好な in vitro 抗アスペルギルス活性を示すが、
作用が静菌的で、AMPH-B に比し有効性は劣る。 
４，イトラコナゾ－ル「商品名:イトリゾ－ル」（itraconazole:ITCZ）はト
リアゾ－ル系抗真菌薬で、ITCZ は良好な抗アスペルギルス活性を有している
が、剤型は経口薬で吸収性に問題があり血中濃度は必ずしも高くなく、重症
のアスペルギルス感染症での適用には問題がある。 
５，フルコナゾ－ル「商品名:ジフルカン」（Fluconazole:FLCZ）→ ホスフ
ルコナゾ－ル「商品名:プロジル」 Fosfluconazole（F-FLCZ）は FLCZ のリ
ン酸化プロドラッグであり、2004 年 1 月に発売された。本剤は従来の製剤（ジ
フルカン,FLCZ）よりも溶解性が向上したため、増量投与が可能になった。
カンジダ症及びクリプトコッカス症に対して有効性が期待できるが、F-FLCZ
は従来の FLCZ 製剤の適用菌種のうちアスペルギルス属が削除された。 
６，ミカファンギン「商品名:ファンガ－ド」（micafungin:MCFG）は真菌細
胞壁の主要構成成分である 1,3-β-D-glucan 合成酵素の阻害剤で、2002 年に
発売されたキャンディン系抗真菌薬である。カンジダ症に対する第一選択薬
であるが、アスペルギルス属に対しても菌糸先端部を破裂させ菌糸の伸長を
阻止することから、高い有効性と安全性を有しているが作用は静菌的である。 
７，ポリコナゾ－ル「商品名:ブイフェイド」（voriconazole:VRCZ）は新規
トリアゾ－ル系抗真菌薬である。2005 年 6 月に発売された。本剤は ITCZ や
FLCZ と同様に、真菌細胞膜の構成成分であるエルゴステロ－ル生合成を阻害
する。抗アスペルギルス活性が大幅に強化されたが肝機能障害,視覚障害、
及び幻覚など独特な副作用が見られるため注意して投与する必要がある。 
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Aspergillus 属の抗菌活性 

抗 真 菌 薬 Aspergillus 属 
 

ポリエン系 AMPH-B 殺菌的 
フロロピリミジン系 5-FC 活性を示さない 
トリアゾ－ル系 
 

FLCZ 、
F-FLCZ 

活性を示さない 
 

トリアゾ－ル系 ITCZ 、VRCZ 殺菌的 
キャンディン系 MCFG 静菌的 

 
 
 
【 抗真菌薬感受性 】 
抗真菌薬の感受性試験は酵母真菌感受性キット ASTY を Aspergillus 属に応
用した。 
 
 

 
 
 

A.fumigatus ７株のASTY判定結果

0.250.250.250.250.250.250.25VRCZ
0.250.250.250.1250.250.1250.125ITCZ

16≦16≦16≦16≦16≦0.06～
16≦

16≦MCFG
4222222MCZ
64≦64≦64≦64≦64≦64≦64≦FLCZ
64≦64≦64≦64≦64≦64≦64≦5-FC
0.50.50.50.50.50.50.5AMPH-B

gfedcba

MIC（ μg／ml ）

35℃,72時間培養（ スキップ現象のため判定保留、0.06～16≦ ）
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NCCLS M27-A ガイドラインに提示された各抗真菌薬の Candida spp.に対

する MIC ブレ－クポイント 
感受性カテゴリ－、MIC（μg／mL）  

薬 剤 
 

感性（S） 
 

用 量 依 存 的 感 性
（S-DD） 

中等度耐（I） 耐性（R） 

FLCZ ≦8 16～32 － 64≦ 

ITCZ ≦0.125 0.25～0.5 － 1≦ 

5－FC ≦4 － 8～16 32≦ 
VRCZ ≦1   2＜ 

                                S-DD：susceptible-dose dependent 
 
AMPH-B ≦1  2～8 16≦ 

 
［表１］菌種に対する抗真菌薬感受性と治療薬の選択 

薬剤感受性 深在性真菌症発症時の治
療薬 

菌 種 

AMB MCFG FLCZ ITCZ VRCZ 第一選択 第二選択 
Candida 
spp. 

○ ◎ ◎ ◎ ○ FLCZ (ITCZ) 
又は MCFG 

AMB 

Aspergillu
s spp. 

◎ ○ × ○ ◎ VRCZ 又は 
AMB (L-AMB) 

MCFG 又は
ITCZ 

AMB : amphotericin B  L-AMB : liposomal amphotericin B 
 
 
 
【考察】 
患者は陳旧性肺結核及び慢性腎炎の既往歴があり、重症肺炎にて入院後、

気管洗浄液から A.fumigatus を分離した。患者の免疫状態は良好であるが、
アスペルギルスの増殖しやすい構造が肺内に存在する可能性が考えられる。
そのため肺内に空洞、菌球（fungus ball）を形成して重症肺アスペルギロ
－マを発症した。根治のためには外科的切除が必要であるが、残存肺機能や
癒着による術中の大量出血の問題などから切除不可能な症例が多い。臨床診
断から切除の適用外と診断された場合、抗真菌薬療法を行う必要がある。患
者は 70 歳と高齢で、既存の肺病変による低肺機能のために手術ができない
症例であった。重症のアスペルギルス症に対してはポリエン系とアゾ－ル系
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抗真菌薬の併用療法が推奨されているが、どちらも作用標的が真菌細胞膜で
あるため必ずしも併用効果が見られず、拮抗する場合もあると報告されてい
る。治療効果を改善するためには、異なる作用標的を持つ薬剤を組み合わる
ことで相乗効果が期待できると考えられる。真菌細胞壁を作用標的とする
MCFG と、細胞膜に作用するポリエン系又はアゾ－ル系と組み合わせて治療す
ることで、併用効果が期待できると考えられる。例えば MCFG と AMPH-B 製剤
や IPA 治療における第一選択薬剤である VRCZ を併用するとアスペルギルス
症に対して in vitro 及び in vivo 併用効果が確認されている。本症例で ASTY
を応用した感受性試験（患者株 a）では AMPH-B、ITCZ 及び VRCZ は感性、MCFG 
は MIC（ 16≦μg／mL）耐性であった。AMPH-B は患者の腎機能障害のため使
用できなかった。また VRCZ も肝機能の状態をモニタ－しながら投与する必
要がある。ITCZ は重症の ABPA に対して投与を考慮すべき薬剤とされている
（ABPA 治療において ITCZ 投与により喘息発作の減少、IgE 値の低下、ステ
ロイド剤投与の減量効果などが認められている）。ITCZ の感受性試験では A. 
fumigatus ７株すべて感性であった。しかし、剤型は経口薬で吸収性に問題
があり血中濃度は必ずしも高くなく、重症のアスペルギルス感染症での適用
には問題がある。また ITCZ 耐性株の報告があるので使用に際して注意が必
要である。MCFG はカンジダ症に対して殺菌的作用を示すが、アスペルギルス
症に対しては発芽及び菌糸の伸長を抑制するが、AMPH-B のような殺菌的作用
は示さない。従って MCFG は作用機序の異なる AMPH-B 或いは VRCZ を組み合
わせることである程度、静菌的に相乗効果を発揮しているものと考えられる。
［表１］ 
【まとめ】 
近年、深在性真菌症は増加傾向にあり、主要起因菌であるカンジダ症とア
スペルギルス症が大半を占めている。また頻度は少ないがクリプトコックス
症やその他まれな真菌症も報告されている。これら真菌症の多くは血液疾患、
糖尿病、免疫抑制剤の使用、及び移植医療など免疫不全患者に見られ、症状
は重篤で、重症化した場合の死亡率は依然高い。今後さらに患者数は増加し
ていくと考えられる。さらに抗真菌薬に対する耐性菌の出現と増加も医療上
の問題となっている。このような状況から、検査室は迅速に菌種を特定し、
薬剤感受性を実施できる体制が必要であると考えられる。 
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a. 基本的な考えとして，各種検査は診断や治療に必須であり，
医療の根幹をなすものであるため，今回の改訂ではその質の
確保を重要な課題としている。 

b. 検体検査管理加算（Ⅰ～Ⅲ）の施設基準に微生物学的検査が
常時実施でき，緊急対応できないといけないこととなった。 

c. 検体検査管理加算に新設の区分が設けられ（新区分Ⅱ：100
点），これまで区分Ⅰ（40 点）を取得していた施設は全てこの
新区分Ⅱを取得できることとなった。 

d. 抗酸菌分離培養検査は，結核患者の退院の可否を判断する目
的で，患者の病状を踏まえ頻回に行われる場合においても算
定できる。 

e. 感染症患者の手術における加算が引き上げられた 
f. 外来迅速検体検査加算にグラム染色と抗酸菌染色含まれる 

 

 
（財）結核予防会大阪府支部 大阪病院 

伏脇 猛司 
 
 
 
 
 

 
 


