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おおおお知知知知らせらせらせらせ    

・・・・来月来月来月来月のののの定期講習会定期講習会定期講習会定期講習会    

    

定期講習会報告定期講習会報告定期講習会報告定期講習会報告    

・・・・『『『『第第第第１１１１回症例検討会回症例検討会回症例検討会回症例検討会    ～～～～髄膜炎髄膜炎髄膜炎髄膜炎～～～～    そのそのそのその１１１１』』』』    

 

ばくとおやじのばくとおやじのばくとおやじのばくとおやじの知識箱知識箱知識箱知識箱    

・・・・『『『『薬剤耐性薬剤耐性薬剤耐性薬剤耐性 HIVHIVHIVHIV----1111 とそのとそのとそのとその変異変異変異変異についてのについてのについてのについての最新情報最新情報最新情報最新情報』』』』    

    

バイキンバイキンバイキンバイキン QuizQuizQuizQuiz    

 

（敬称は略させていただきました） 

    

    

    

新春新春新春新春１１１１回目回目回目回目のののの定期講習会定期講習会定期講習会定期講習会はははは    

１１１１月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（火火火火））））    大阪医療技術学園専門学校大阪医療技術学園専門学校大阪医療技術学園専門学校大阪医療技術学園専門学校でででで開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

 

白 金 耳 

李 相太 

仁木 誠 

宇都宮 孝治 

赤木 征宏 
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ああああ    

んんんん    
なななな    いいいい    

講習会 

テーマテーマテーマテーマ：：：：『『『『迅速報告迅速報告迅速報告迅速報告によるによるによるによる感染症診断感染症診断感染症診断感染症診断のためののためののためののための臨床貢献臨床貢献臨床貢献臨床貢献    

                        ～～～～迅速迅速迅速迅速でででで幅広幅広幅広幅広いいいい耐性菌検出等耐性菌検出等耐性菌検出等耐性菌検出等のののの先進的先進的先進的先進的なななな同定同定同定同定・・・・感受性試験感受性試験感受性試験感受性試験』』』』    

        

講講講講    師師師師：：：：国保直営総合病院君津中央病院国保直営総合病院君津中央病院国保直営総合病院君津中央病院国保直営総合病院君津中央病院    検査科検査科検査科検査科    高橋高橋高橋高橋    弘志弘志弘志弘志        

    

共催共催共催共催：：：：日本日本日本日本ベクトンベクトンベクトンベクトン・・・・ディッキンソンディッキンソンディッキンソンディッキンソン株式会社株式会社株式会社株式会社    

日時日時日時日時：：：：平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年１１１１月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（火火火火））））    １８１８１８１８：：：：３０３０３０３０～～～～２０２０２０２０：：：：００００００００    

場所場所場所場所：：：：大阪医療技術学園専門学校大阪医療技術学園専門学校大阪医療技術学園専門学校大阪医療技術学園専門学校        

            （〒（〒（〒（〒530530530530----0044004400440044 大阪市北区東天大阪市北区東天大阪市北区東天大阪市北区東天満満満満 2222----1111----30303030））））    

    

評価点：専門－２０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     

 
 

新年１回目の微生物検査部門定期講習会は、迅速

報告による感染症診断のための臨床貢献をテーマに

君津中央病院 検査科の高橋弘志先生にご講演をい

ただくことになりました。同定・感受性検査の迅速

化、敗血症迅速診断など実際の微生物検査室の体制

についてお話しいただく予定です。皆様奮ってご参

加ください。 



 - 4 - 

 

 

第第第第１１１１回症例検討会回症例検討会回症例検討会回症例検討会    ～～～～細菌性髄膜炎細菌性髄膜炎細菌性髄膜炎細菌性髄膜炎～～～～    そのそのそのその１１１１    

 

細菌性髄膜炎（Bacterial meningitis ）は細菌感染による髄膜炎の総称、すなわち疾患群

であるが、通常結核性髄膜炎はこの範疇に含めない。化膿性髄膜炎ともよばれ、ウイルス感

染が主体である無菌性髄膜炎と対照をなす。発症すれば致死率は高く、また救命できても重

篤な後遺症を残すことがあり、特に小児においては侮れない感染症である。迅速な診断と適

切な治療の早期開始が鍵である。 

    

問題点問題点問題点問題点    

� 世界的にみても細菌性髄膜炎の死亡率は依然として１０～３０%高く、また重篤な後

遺症の割合も高いままである。 

� 上記の理由として、診断と治療開始は時間単位の対応が求められるが、初期対応の大

半は神経関連の専門医以外の一般臨床医が行っているのが現状にある。 

 

また初期治療の難しさと不適切等が挙げられる。これには診断の遅れによる抗菌薬投与

の遅れ、起炎菌同定までのエンピリックな抗菌薬の選択の不適切さ、それに起炎菌同定後

の治療対応の不適切さが挙げられる 

� 細菌性髄膜炎は“３０分”を争う“内科的救急疾患”である。 

� 脳神経を含め、神経の診察は手早く、かつ省略せずに行う。 

� 耳、眼底を必ず診る 

� 細菌性髄膜炎を疑ったら、血液培養２セット、直ちに empiric therapy を施行、髄液

検査の実施 

� もし、意識レベル低下、focal sign、papilledema のいずれかがあれば、頭部 CT を

実施 

� 頭蓋内圧上昇と判断すれば腰椎穿刺は行わない 

� グラム染色が抗菌薬選択に重要な位置を占める 

 

 

患者背景患者背景患者背景患者背景とととと感染経路感染経路感染経路感染経路    

� 菌血症を伴う肺炎、副鼻腔炎、心内膜炎、中耳炎、乳様突起炎、骨髄炎、粟粒結核な

ど 

� 頭部外傷、髄液漏、アルコール中毒患者、脾摘患者など 

� 多くの場合飛沫感染であり、原因菌が上気道あるいは呼吸器感染病巣を経由して侵入

し、血行性に髄膜に到達する 

� 菌血症による血行性経路 

� 中耳炎、副鼻腔炎などの隣り合う感染巣からの直接侵入 

� 心、肺など他臓器の感染巣から血行性 

� 脳外科手術後（脳室シャントほか）などの院内感染など 
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細菌性髄膜炎細菌性髄膜炎細菌性髄膜炎細菌性髄膜炎におけるにおけるにおけるにおける病態病態病態病態のののの進展進展進展進展とととと検査値検査値検査値検査値のののの関連関連関連関連    

 
臨床症状臨床症状臨床症状臨床症状    

� 典型的症状：発熱、頭痛、嘔吐、羞明、項部硬直、傾眠、発疹、大泉門膨隆（小児）

など 

� 髄膜刺激徴候：項部硬直（感度１５～９２％） 

                    Ｋｅｒｎｉｇ徴候（感度９％?） 

           Ｂｒｕｄｚｉｎｓｋｉ徴候（感度不明） 
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� 三徴候：発熱、項部硬直、意識障害 

� Jolt accentuation・・・特異度は低いが、感度は高い 

             （髄膜炎での感度 ９７%、特異度６０%） 

              NSAID などの鎮痛薬が処方されていると陰性になる 

� 乳幼児や小児の場合は、症状や徴候が多様で、特異的な徴候が表れにくい。 

※食欲低下、活気低下、哺乳不良などの非特異的症候を含む「なんとなく元気がない、

なんとなくおかしい」は要注意！ 

 

 

細菌性髄膜炎細菌性髄膜炎細菌性髄膜炎細菌性髄膜炎のののの初期治療初期治療初期治療初期治療のののの標準的選択標準的選択標準的選択標準的選択    

 
起炎微生物起炎微生物起炎微生物起炎微生物    

・ グラム陽性球菌 

S.pneumoniae・・・・・・成人で最多。30～50%を占める。ＰＲＳＰを考慮する。 

S.agalactiae・・・・・・・・母体の産道感染。 

S.aureus・・・・・・・・・・・糖尿病、担癌状態、他疾患による菌血症の伴う。 

S.epidermidis・・・・・・・脳外科シャント手術後にほぼ限られる。 

・ グラム陽性桿菌 

L.monocytogenes・・・高齢者、免疫能低下、2%程度占める。 

・ グラム陰性桿菌 

種々のグラム陰性桿菌・・・新生児、高齢者に多い。 

H.influenzae・・・・・・・・1～４歳、特に 2歳以下の小児に発生する。 

・ グラム陰性球菌 

N.meningitidis・・・・・・50 歳までの成人に多い。10～30%を占める。感染力強い、

鼻腔キャリアを経て発症する。 

・ 真菌 

C.neoformans・・・基礎疾患がない健常者にも発症しうる。 
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年齢別年齢別年齢別年齢別によるによるによるによる起炎菌起炎菌起炎菌起炎菌のののの頻度頻度頻度頻度    

 
細菌性髄膜炎診療時細菌性髄膜炎診療時細菌性髄膜炎診療時細菌性髄膜炎診療時にににに必要必要必要必要なななな検査検査検査検査    

1) 末梢血検査（白血球数、白血球分画含む）、血沈、CRP 

2) 髄液検査*（脳圧亢進が著しい場合＝巣症状がある場合は禁忌）。 

  検査項目 

 ① 細胞数及び分画（多核球、単核球）、髄液糖（血糖も必ず測定）、髄液蛋白 

  ② 培養（細菌、真菌、結核菌）、グラム染色、抗酸菌染色、墨汁染色 

  ③ 結核菌 PCR、髄液中アデノシンデアミナーゼ(ADA) 

  ④ 必要・可能であれば髄液中クリプトコッカス抗原などのラテックス凝集反応 

      Herpes simplex virus PCR、トキソプラズマ抗体など 

  ⑤ 可能であれば残った髄液は凍結保存しておく（後に有用となることあり） 

3) 血液培養 2セット*** 

 

検査検査検査検査（（（（フローチャートフローチャートフローチャートフローチャート））））    
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髄膜感染症髄膜感染症髄膜感染症髄膜感染症のののの髄液所見髄液所見髄液所見髄液所見    

 
    

髄液検査髄液検査髄液検査髄液検査・・・・グラムグラムグラムグラム染色染色染色染色    

� 血糖が変化すると髄液中の糖値は約 1 時間で平衡に達する 

� ＜40mg/dl,CFS/blood<0.3 の時、感度 60～70%で細菌、真菌、結核菌を考える 

     *敗血症などを伴う場合は、一時的高血糖となり髄液糖が低値を示さないことがある 

� グラム染色 感度 

S.pneumoniae         90% 

H.influenzae          86% 
N.meningitidis          75%  
L.monocytogenes       50%   

※菌量に左右されるので、必ずしも検鏡で見つかるとは限らない外観が混濁してい

る検体の場合は、遠心処理をせずに直接塗抹作成を実施可能。 

 

迅速迅速迅速迅速キットキットキットキットのののの種類種類種類種類とととと特徴特徴特徴特徴    
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鑑別診断鑑別診断鑑別診断鑑別診断    

 
  

     

 

 

        

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streptococcus pneumoniaeStreptococcus pneumoniaeStreptococcus pneumoniaeStreptococcus pneumoniae    
((((肺炎球菌肺炎球菌肺炎球菌肺炎球菌）））） 

Streptococcus agalactiaeStreptococcus agalactiaeStreptococcus agalactiaeStreptococcus agalactiae    
((((BBBB 群溶血性連鎖球菌群溶血性連鎖球菌群溶血性連鎖球菌群溶血性連鎖球菌）））） 

Neisseria  meningitidesNeisseria  meningitidesNeisseria  meningitidesNeisseria  meningitides    
（（（（髄膜炎菌髄膜炎菌髄膜炎菌髄膜炎菌))))    

Haemophilus infHaemophilus infHaemophilus infHaemophilus influenzaeluenzaeluenzaeluenzae    
((((インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ桿菌桿菌桿菌桿菌）））） 

Listeria monocytogenesListeria monocytogenesListeria monocytogenesListeria monocytogenes    
（（（（リステリアリステリアリステリアリステリア菌菌菌菌))))    

Cryptococcus neoformansCryptococcus neoformansCryptococcus neoformansCryptococcus neoformans    
((((ｸﾘﾌｸﾘﾌｸﾘﾌｸﾘﾌﾟ゚゚゚ﾄｺｯｶｽﾄｺｯｶｽﾄｺｯｶｽﾄｺｯｶｽ    ﾈｵﾌｫﾙﾏﾝｽﾈｵﾌｫﾙﾏﾝｽﾈｵﾌｫﾙﾏﾝｽﾈｵﾌｫﾙﾏﾝｽ）））） 
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治療治療治療治療    

 
予防予防予防予防    

☆ インフルエンザ桿菌(Hib）ワクチン 

Hib の成分を処理した不活化ワクチン 

■生後２ヶ月から６ヶ月まで⇒３～８週間の間隔で３回 → 約１年後に１回 

■生後７ヶ月から１歳まで⇒３～８週間の間隔で２回 → 約１年後に１回 

■１歳から５歳まで⇒１回 

自費であるために、医療機関によってばらつきがあり 

１回が６０００円～８０００円ぐらい 

☆ 肺炎球菌ワクチン：商品名は「プレベナー」 

不活化ワクチンのため、複数回接種する必要があり 

対象年齢:生後２カ月以上９歳以下の子供。年齢によって接種回数が異なります。 

■生後 2 カ月以上７カ月未満 

初回接種：１回０．５mｌ を２７日間以上の間隔をあけて３回接種。  

追加免疫：３回目接種から６０日間以上の間隔をあけて生後１２ヶ月～１５ヶ月

の時に１回接種。  

■生後７カ月以上１２カ月未満 

初回接種：１回０．５mｌ を２７日間以上の間隔をあけて２回接種。  

追加免疫：２回目接種から６０日間以上の間隔をあけて生後１２ヶ月の時に１回

接種。  

■生後１２カ月以上２４カ月未満 

６０日間以上の間隔をあけて、２回接種  

■生後２４カ月齢以上９歳以下 

１回のみ接種  

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  

今回の症例検討会では、掲載しました大阪赤十字病院の市村先生の髄膜炎講座の後、３名

の演者に症例発表を頂きました。個々の症例発表につきましては紙面の都合上、今号に掲載

できませんでしたが、次号に改めて掲載させて頂きますので、ご了承をお願い致します。 
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薬剤耐性薬剤耐性薬剤耐性薬剤耐性 HIVHIVHIVHIV----1111 とそのとそのとそのとその変異変異変異変異についてのについてのについてのについての最新情報最新情報最新情報最新情報    
大阪市立大学医学部附属病院  仁木 誠 

    

 昨今、多剤耐性緑膿菌や多剤耐性アシネトバクターによる院内感染や、KPC 型カルバペネ

マーゼ産生肺炎桿菌、NDM-1 型メタロ—β—ラクタマーゼ産生腸内細菌といった新たな薬剤耐

性菌も検出され、治療上及び院内感染対策上大きな問題となっています。また、薬剤耐性の

獲得は細菌以外にも、例に洩れずウイルスでも起こり、抗 HIV 薬による治療が奏効しないケ

ースがしばしば認められています。以下に HIV-1 の薬剤耐性とその変異に関する最新情報を

示します。 

 

【【【【HIVHIVHIVHIV----1111 感染症感染症感染症感染症とはとはとはとは】】】】    

 HIV-1 は CD4 とよばれる細胞膜蛋白質を受容体として細胞に感染する性質を持つため、細

胞性免疫を統御する中枢細胞である CD4 陽性のヘルパーT 細胞やマクロファージに感染し破

壊します。そのため、細胞性免疫の著しい機能低下が起こり、全身性の免疫不全状態が引き

起こされ、様々な日和見感染症や日和見腫瘍、中枢神経障害など多彩で重篤な全身症状が起

こります。適切な治療が行われなかった場合の予後は 2〜3 年です。しかし、1995 年以降の

治療薬の進歩には目をみはるものがあり、先進国における HIV-1 患者の死亡率や日和見感染

の発生率を低下させ、HIV-1 患者の予後は大きく改善することとなりました。 

 

 ※補足 —HIV 分類の新基準— 

    HIV は血清学的・遺伝学的性状の異なる HIV-1 と HIV-2 に大別されます。HIV-1 は現

在の世界流行の主体となっているウイルスで、全世界に分布しています。これに対し

て、HIV-2 は主に西アフリカ地域に限局しており、フランス、ポルトガル、スペイン

などに西アフリカ地域と関連をもつ散発例が報告されているに過ぎません。HIV-2 は

HIV-1 に比べて感染性や病原性が低く、このことが HIV-2 流行を限局的なものにして

いる理由と考えられています。 

 

【【【【抗抗抗抗 HIVHIVHIVHIV 治療薬剤治療薬剤治療薬剤治療薬剤のののの種類種類種類種類とととと作用点作用点作用点作用点】】】】    

 現在日本で承認されている抗HIV治

療薬剤とその作用点をそれぞれ表表表表 1111、

図図図図 1111 に示します。 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

図図図図 1111．．．．抗抗抗抗 HIVHIVHIVHIV 治療薬剤治療薬剤治療薬剤治療薬剤のののの作用点作用点作用点作用点 
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表表表表 1111．．．．日本日本日本日本でででで承認承認承認承認されているされているされているされている抗抗抗抗 HIVHIVHIVHIV 薬薬薬薬（（（（2009200920092009 年年年年 11111111 月現月現月現月現在在在在））））    
 一般名 略称 

ジドブジン AZT または ZDV 

ジダノシン ddI 

ラミブジン 3TC 

サニルブジン d4T 

ジドブジンとラミブジンの合剤 AZT/3TC または COM 

アバカビル ABC 

テノフォビル TDF 

アバカビルとラミブジンの合剤 ABC/3TC または EZC 

エムトリシタビン FTC 

 

 

 

 

核酸系逆転写酵素 

阻害剤（NRTI） 

エムトリシタビンとテノフォビルの合剤 TDF/FTC または TVD 

ネビラピン NVP 

エファビレンツ EFV 

デラビルジン DLV 

 

非核酸型逆転写酵素 

阻害剤（NNRTI） 

エトラビリン ETR 

インジナビル IDV 

サキナビル SQV-GC 

ネルフィナビル NFV 

リトナビル RTV 

ロピナビル（少量リトナビル含有） LPV/r 

アタザナビル ATV 

ホスアンプレナビル FPV 

 

 

 

プロテアーゼ阻害剤 

（PI） 

ダルナビル DRV 

インテグラーゼ阻害剤 ラルテグラビル RAL 

CCR5 阻害剤 マラビロク MVC 

    

【【【【多剤併用療法多剤併用療法多剤併用療法多剤併用療法】】】】    

 エイズ治療はこれまでの 10数年間で急速な進歩をとげ、感染者に大きな福音をもたらして

います。AZT を代表とする逆転写酵素阻害剤に加え、近年、優れたプロテアーゼ阻害剤が開

発され、逆転写酵素阻害剤 2 種とプロテアーゼ阻害剤（あるいは非ヌクレオシド系逆転写酵

素阻害剤）1 種との組み合わせによる多剤（3 剤）併用療法が奏功しています（図図図図 2222）。 

 

 この治療法の導入により、エイズ

による死亡者数が 95 年以降顕著に

減少することとなりました（図図図図3333）。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

図図図図２２２２．．．．多剤併用療法多剤併用療法多剤併用療法多剤併用療法のののの考考考考ええええ方方方方    
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図図図図 3333．．．．多剤併用療法多剤併用療法多剤併用療法多剤併用療法のののの効果効果効果効果    

 
 

  

しかし、その後は下がることがなく 4～5 人/10 万人で推移しています。多剤併用療法の恩恵

を得るのは容易ではなく、いったん治療を始めると HIV-1 感染者は厳格な服薬、95％以上の

アドヒアランスの達成、を終生続けることを求められます。また、治療薬剤には深刻な副作

用を示すものがあり、副作用のために服薬中止を余儀なくされる症例も多数報告されていま

す。中でも治療薬剤に対して耐性を獲得したウイルスの出現は治療を妨げる大きな問題です。

報告によれば初回治療をうけた患者の 20〜40％が、様々な理由で失敗するとされています。

そして、その原因の中でも薬剤耐性ウイルスの出現はその後の治療薬剤の選択を大幅に制限

するために深刻な問題となっています。 

 

【【【【薬剤耐性薬剤耐性薬剤耐性薬剤耐性のののの発現発現発現発現】】】】 

 HIV-1 が薬剤耐性を獲得しやすい理由は大まかに２つあります。1 つめは感染者体内では

日々活発なウイルスの新生が行われていることです。HIV-1 感染症はエイズ発病まで 5〜10

年という長い時間がかかることから、一見緩慢な疾患のようにみえますが、感染者体内では

1 日あたり 10 億〜100 億個にも及ぶ新たなウイルス粒子が産生される活動的なウイルス疾患

です。2つめは RNA から DNA への逆転写精度が低いことです。HIV-1 の逆転写酵素は DNA ポリ

メラーゼと異なり転写エラーを訂正する活性を持たないために、その精度が低いとされてい

ます。RNA が DNA へ逆転写される過程で変異を起こす頻度は 30 万塩基対に対して 1回と推定

されています。先の活発なウイルス増殖とあわせて考えると、計算上は少なくとも 1 ヶ所の

変異を持ったウイルスが1日に3万個産生されることになります。この易変異獲得性のため、

HIV-1 は治療薬剤が十分でない状況では容易に薬剤耐性変異を獲得します。そして、薬剤存

在下に HIV-1 の複製が繰り返されることにより、時間とともに薬剤耐性変異がウイルスに集

積し、薬剤耐性レベルが上昇していくこととなります。多剤併用療法が優れた治療効果を発

揮するのは複数の薬剤を組み合わせることにより HIV-1 の易変異性に打ち勝ち、薬剤耐性獲

得の確率を小さくすることに成功したからでもあります。 

 

【【【【薬剤耐性検査薬剤耐性検査薬剤耐性検査薬剤耐性検査】】】】    

 一般に薬剤耐性変異は治療薬剤の標的であるそれぞれの酵素に出現してくることが知られ

ています。逆転写酵素阻害剤は逆転写酵素に、プロテアーゼ阻害剤はプロテアーゼに耐性変

異を誘導します。出現する耐性変異の種類は薬剤により決まっており、従って HIV-1 の遺伝

子を調べることにより、どの薬剤に対して耐性を示し、どの薬剤に感受性をもっているのか

推測することができます。この薬剤耐性の有無の判定は効果の期待できる治療薬剤を選択す
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る上で重要であり、判定には薬剤耐性検査を行うことが必要です。 

 薬剤耐性 HIV-1 を検出する方法には、薬剤耐性遺伝子型検査と薬剤感受性検査という 2 つ

の方法があります。 

   

・薬剤耐性遺伝子型検査…治療薬剤の標的である逆転写酵素、プロテアーゼ及びインテ

グラーゼの遺伝子配列を解析することにより耐性の有無を調べる手法。2006 年 4

月に保険収載され、保険適用が可能。 

  ・薬剤感受性検査…遺伝子型検査とは異なり、実際に HIV-1 の薬剤感受性を試験管内で

測定する直接的な方法。現在のところ保険収載されておらず、研究的な検査とし

て位置付けられています。 

  

以下に薬剤耐性遺伝子型検査の流れを示します（図図図図 4444）。 

 

図図図図 4444．．．．薬剤耐性遺伝子型検査薬剤耐性遺伝子型検査薬剤耐性遺伝子型検査薬剤耐性遺伝子型検査のののの流流流流れれれれ    

  採血後、血漿を分離し、血漿中に存在する HIV-1 粒子よりウイルス RNA を抽出。この抽

出した RNA を試験管内で DNA に逆転写し、PCR により増幅させて遺伝子配列解析に持ち込

む。そして出てきた配列情報を野生株の配列と比較して変異の有無を判定。 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

【【【【薬剤耐性薬剤耐性薬剤耐性薬剤耐性にににに関関関関わるわるわるわる変異変異変異変異についてのについてのについてのについての最新情報最新情報最新情報最新情報】】】】    

 HIV-1 の薬剤耐性に関わる変異については、International AIDS Society-USA により継続

的に報告されています。今回、2009 年 12 月版の対訳を行ったので以下に示します。 
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HIVHIVHIVHIV----1111 におけるにおけるにおけるにおける薬剤耐性薬剤耐性薬剤耐性薬剤耐性にににに関関関関わるわるわるわる変異変異変異変異についてのについてのについてのについての最新情報最新情報最新情報最新情報    

2009200920092009 年年年年 12121212 月版月版月版月版    

International AIDS Society-USA (IAS-USA) によって 2008 年 12 月に報告された薬剤耐

性に関わる変異部位のリストが更新された。今回の報告には、3 種類の薬剤耐性に関わる変

異（スタブジン耐性に関わる K65R、エファビレンツおよびネビラピン耐性に関わる K101P）

が新たに追加されている。また、ダルナビル耐性に関わる変異 I47V、ロピナビルおよびリト

ナビル耐性に関わる変異 L76V については、これまでマイナーな変異と認識されていたが、本

報告においてはメジャーな変異であると変更されたため、リストでは太字で表記した。一方、

これまでメジャーな変異であるとされていたチプラナビルおよびリトナビル耐性に関わる変

異 L33F については、最近の研究結果を受けてマイナーな変異に変更された。その他、読者の

ための注釈が大幅に改訂された。 

 

 

方法方法方法方法    

    

パネリストパネリストパネリストパネリストについてについてについてについて    

著者らはIAS-USA Drug Resistance Mutations Groupという有識者による委員会を結成し、

HIV 治療関係者らに正確かつ事実に基づいた薬剤耐性変異に関する情報を提供することを目

指している。委員会では常に最新情報に基づいて臨床分離株における薬剤耐性関連変異のリ

ストの更新を行っており、文献もしくは学会報告されたもののみをデータとして参照した。

対象薬剤には、US FDA 認可のものだけでなく、治験用新薬も含まれる。 

 

変異部位変異部位変異部位変異部位についてについてについてについて    

リストに掲載した変異部位は以下の基準を一つ以上満たす。 

１） in vitro での継代実験や部位特異的突然変異誘発法によって薬剤耐性に関与すること

が証明された変異 

２） 実験室もしくは臨床分離株について、薬剤感受性試験を行った結果に基づくもの 

３） 薬剤治療が奏効しなかった患者から分離された株についてゲノムシークエンスを行っ

た結果に基づくもの 

４） 薬剤応答時のウイルスの遺伝子型をコントロール群と比較した結果に基づくもの 

 

より最近になって認可された薬剤で、単剤治療が不可能なものについては、治療のベース

となる他の薬剤による影響により、純粋にその薬剤そのものがウイルスに与える効果の評価

が困難である。詳細な変異についての情報や治療に与える影響については、その他の文献や

専門家の意見を参考にすることが求められる。 

 

治療背景治療背景治療背景治療背景    

 リストは各薬剤への耐性に関わる遺伝子変異箇所を表示し、治療方針を決定する参考とな

るように作製した。抗ウイルス治療を行う際は、ウイルスの遺伝子型テストを行い、以下の

ことを念頭において評価を行う必要がある。 

１） 患者が受けたこれまでの抗ウイルス治療に対する結果と、リストに記載された薬剤耐性

に関わる変異部位の有無が一致することを確認する 

２） 薬剤を投与していない状態では、全体のポピュレーションに対して耐性ウイルスが検出

限界以下で存在している可能性があることを考慮する 

３） 最初の治療で virologic failure (治療によってウイルスが 4週間以内に減少しなかっ
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た場合、もしくは血中 HIV-1 RNA が治療により 400 コピー/ml 以下に減少した 2~4 週以

内に再び 400 コピー/ml 以上にまでリバウンドした場合)を起こした場合、患者から分

離された HIV-1 は治療に用いた薬剤カクテルのうち１つもしくは２つの薬剤にのみ耐

性を獲得している場合が多い 

 

治療が奏効しなかったにも関わらず、薬剤耐性に関わる変異が検出されなかった場合は、

以下の原因が考えられる。 

・ 感染したウイルスの全体のポピュレーションに対して、薬剤耐性ウイルスの比率が少ない

場合 

・ 薬をきちんと服用していない 

・ 実験ミス 

・ 新しく報告された変異箇所についての知識不足 

・ 関連する変異がルーチンで行っている検査領域の外側に存在している 

・ 薬剤間の相互作用により、血中薬剤濃度が治療量以下になってしまった 

・ ウイルスが潜伏する特定の細胞または組織中での薬剤濃度が治療量以下である 

 

注釈注釈注釈注釈    

a. nRTI 治療患者が保有するウイルスにおいて、いくつかのヌクレオシド系逆転写酵素

阻害剤 nRTI 耐性に関わる変異（例えば T215Y や H208Y など）がみられた場合、その

分離株はエトラビリンなどの非ヌクレオシド系逆転写酵素阻害剤 NNRTI に対して強

い感受性を示す可能性がある。よってこういった変異が存在する株を有する NNRTI

未投与の患者においては以降の NNRTI による治療が良好である場合がある。ただし、

エトラビリンに関しては効果が増強したとの臨床データは報告されていない。 

 

b. 69 insertion complex は、69番目のコドンの置換（主として T69S）と、２つ以上の

アミノ酸挿入（S-S, S-A. S-G など）をもつ変異株から構成される。69 insertion 

complex に属する株は、コドン 41，210，215 に生じる thymidine-analogue-associated 

mutation (TAM) のどれか 1 つ以上の変異も同時に生じた場合、現在 US FDA に認可さ

れているすべての nRTI に対して耐性を生じることが報告されている。一方、69 番目

のアミノ酸 T に置換があるものの、アミノ酸挿入は持たないという株は、広域 nRTI

耐性に関与する場合がある。 

 

c. テノフォビルは Q151M 変異を有する株にも有効である。 

 

d. TAM と総称される変異群（M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F, K219Q/E）は認可済

みのすべての nRTI に対して感受性の減弱を示す。この交叉耐性の程度は変異の種類

とその数に依存する。RNase を含む逆転写酵素の C末端に挿入された変異で、図に示

された部分の外側にあるものについては、HIV-1 薬剤耐性に関与する可能性があるこ

とが in vitro の実験において示唆されているが、臨床的にこれらの変異が検出され

る頻度については不明である。しかしながら最近の解析において、NNRTI への耐性を

すでに獲得した臨床分離株におけるエファビレンツおよびネビラピンに対する感受

性の獲得ははっきりとした関連性の存在は認められないことがわかっているため、こ

れらの変異に関しては図から除外している。 
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e. E44D および V118I 変異によって生じる逆転写酵素の変化は、TAM が存在する場合に

おいて nRTI への耐性増強に付属的に働く可能性があることが明らかになっているが、

その臨床的な頻度はきわめて限られている。 

 

f. M184V の変異は単独ではアバカビルへの耐性に関与しないことが in vivo で明らかに

なっている。しかし、TAMとM184Vが同時に存在する場合は耐性の増強が認められる。 

 

g. テノフォビルの場合と同様に、K65R 変異は HIV ウイルスのジダノシン、アバカビル、

スタブジンへの感受性の低下を引き起こす可能性が示唆されている。しかしながら、

K65R 変異の存在が臨床的にジダノシンの効果に影響を与えるかどうかについてのデ

ータは十分に存在していない。 

 

h. M41L, D67N, L210W, T215Y/F, K219Q/E の変異のうちどれか３つが存在する場合、ジ

ダノシン耐性が認められる。ただし、K70R もしくは M184V が単独で存在する場合は

ウイルスのジダノシンに対する感受性は変化しない。 

 

i. K65R は non-subtype B の患者において高頻度に (4~11%) 検出され、これらの患者に

ついてはテノフォビルを併用せずにスタブジン合剤を使用すると奏効しない。 

 

j. M184V が存在する場合、TAM の発生が遅延もしくは阻害される。この効果は TAM もし

くは他の部位への変異の挿入が増えるにつれ打ち消されることがわかっている 

 

k. T215A/C/D/E/G/H/I/L/N/S/V は 215 番目のコドンに見られる復帰突然変異であり、抗

レトロウイルス療法歴のない患者においてはジドブジンもしくはスタブジン治療に

対して virologic failure を引き起こすリスクが高い。ジドブジンあるいはスタブジ

ン投与時にこれらの変異のうちどれかが存在する場合、急速に T215Y に移行する。 

 

l. K65R の存在はテノフォビルへの感受性の減弱に関与する。同様の現象は M41L あるい

は L210W のどちらかを含む３つ以上の TAM が存在した場合にも認められる。一方テノ

フォビル投与時の TAM の存在もしくはジドブジンの併用は K65R の発現を阻害する。 

 

m. ネビラピンとエファビレンツの連続投与は（どちらが先でも）交叉耐性を生じるた

め推奨できない。 

 

n. エトラビリン耐性についての研究は、ダルナビルもしくはリトナビルとの併用投与

を行った場合においてのみ詳細に行われている。Y181C/I/V, K101P, L100I の変異は

治療効果を減弱させるが無効にすることはなく、K103N も単独では薬剤の効果に影響

を与えない。複数の変異が蓄積することにより感受性の減弱がおこる。 

 

o. リトナビルによるブーストを併用したプロテアーゼインヒビター (PI) 治療の効果

に影響を与えるには複数の変異が生じている必要がある。ある一定の状況下では、ア

タザナビルがブーストを行わずに用いられる。この場合、生じる変異はリトナビルで

ブーストしたアタザナビル治療で生じるものと同じであるが、その頻度は異なる。 

（リトナビルブーストとは：リトナビルと他の PIを併用すると、リトナビルが薬剤

代謝酵素チトクローム P450 と優先的に結合してしまうため、もう一方の PIが代謝さ
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れる速度が遅くなる。結果として PI単剤で投与したときよりも血中濃度が高くなり、

半減期も緩やかになる） 

 

p. プロテアーゼ遺伝子上に生じる変異は「メジャー」と「マイナー」に分類される。

メジャー変異は薬剤の投与後最初に発見される変異もしくはその変異により薬剤の

感受性が減弱するものである。これらは薬剤に対する主要な接触残基の変異である場

合が多い。マイナー変異とは一般にメジャー変異が生じたあとに発現するもので、そ

れ自体はウイルスの表現型に影響を与えない。これらの変異はメジャー変異を有する

ウイルスの増殖を促進する可能性がある。いくつかのマイナー変異は nonsubtype-B

のグループで一般的な多形転移として観察されている。 

 

q. リトナビルは近年 PI 治療時のブースターとして低濃度投与されるのみであるため、

単独での変異のリストとしては記載していない。 

 

r. アタザナビル耐性には数多くの変異の関与が報告されている。それぞれの変異が薬

剤感受性に与える影響は異なっており、I50L, I84V, N88S が最も強く影響を与える

ことが明らかになっている。リトナビルブーストによって血中アタザナビル濃度が高

濃度になると、耐性化するにはより多くの変異の発現が必要になる。このなかでも、

M46I と L76V の２つの変異はアタザナビル感受性を増強させるといわれている。 

 

s. リトナビルブースト併用のダルナビル投与時における HIV-1 ウイルス RNA への影響

は、もともとの感受性と特定の PI変異の有無に依存する。感受性の減弱は図に示し

た変異の数の増加と比例して起こる。変異のうちいくつかは（例えば I50V および

V11I）他の変異と比べてより感受性への影響が強い。 

 

t. インディナビル・リトナビル併用に関係する変異として図に示したものについては、

耐性や交叉耐性の生じるパターンについての研究が最近ではあまり報告されていな

いため、包括的に理解することが不可能である。 

 

u. PI 治療を受けた患者において、図に示された変異が 6 以上蓄積していた場合、ロピ

ナビル／リトナビルに対しての感受性の減弱に関係があるといわれている。薬剤説明

書には７つから８つの変異が蓄積することで薬剤耐性化が起こるとされている。しか

しながら、特定の変異（I47A, I47V, V32I）は高度耐性に関与しているとされている。

また、３つの PI 耐性関連変異に L76V 変異が加わるとロピナビル／リトナビル耐性が

大幅に増強する。 

 

v. non-subtype B に分類される HIV-1 においては、D30N は他の PI関連変異と比較して

あまり選択されない傾向にある。 

 

w. チプラナビル耐性の臨床的な相関関係は、この薬剤があまり臨床利用されていない

ことと、薬剤についての研究があまり行われていないことからデータが制限されてい

る。薬剤耐性に関わる変異のリストは挙げられているが、結果についてはいくつかの

不一致がみられる。In vitro での研究と臨床データの初期の解析結果では L33F, 

V82L/T, I84V が大きく関与しているとされているが、確認実験については保留され

たままである。多くの変異（L24I, I50L/V, I54L, L76V）が in vitro の実験で耐性
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の減弱に関与しているとされており、このうち２つ以上の変異の存在は短期間での治

療におけるウイルスへの効果の改善に関与する。 

 

x. エンフビルチド耐性は主にエンベロープタンパク gp41遺伝子の最初のアミノ酸繰り

返し領域（HR1）上の変異が関与している。しかしながら、HIV ウイルスエンベロー

プの他の領域（HR2 および未同定の領域）にみられる変異についても、宿主側のコレ

セプター（HIV 感染に関与するといわれる CCR5 などのケモカイン受容体）との適合

性などと同様にエンフビルチドへの感受性に影響を与えるとされている。 

 

y. CC ケモカインレセプター５ (CCR5)の拮抗剤の効果は、CCR5 のみを宿主細胞への接

着に利用する HIV ウイルス (R5 ウイルス)に感染した患者に対してのみみられる。

CCR5 および CXC ケモカインレセプター４ (CXCR4)の両方を利用するウイルス（D/M）

もしくは CXCR4 のみを利用するウイルス (X4)に感染した患者には効果をあらわさな

い。この拮抗剤を用いた治療で virologic failure がみられた場合は、主に感染ウイ

ルス中で検出限界以下の割合で存在していた D/M および X4 が増殖し、全体の大半を

占めるようになったためであると考えられる。CCR5 拮抗剤治療が virologic failure

を引き起こしたにも関わらず、患者から検出されたウイルスが R5 タイプのままであ

った場合については、ウイルスの gp120 遺伝子上に変異を生じたことにより、拮抗剤

が結合した状態の CCR5 にもウイルスが結合することが可能になっているケースがあ

る。CCR5 拮抗剤耐性に関与するものとして、各研究機関で一致した見解が得られて

いる特定の変異はいまだ存在しないため、図表にはあらわしていない。 

 

z. ラルテグラビル耐性については、インテグラーゼ上の２つ以上の変異が関与すると

されている。つまり、１）メジャー変異として、Q148H/K/R, N155H, Y143R/H/C が存

在することと、２）それに加えて 1 つ以上のマイナー変異があることである。

Q148H/K/R と同じ遺伝経路に生じるマイナー変異としては L74M と E138A, E138K もし

くは G140S がある。最も頻度が高い変異パターンは Q148H と G140S であり、薬剤感受

性の大幅な減弱に関与する。N155H と同じ遺伝経路に生じるマイナー変異は L74M, 

E92Q, T97A のどれかか、E92Q および T97A, Y143H, G163K/R, V151I もしくは D232N

である。Y143R/H/C 変異はあまり観察されない。 

 

 

 

 

    以上、薬剤耐性 HIV-1 とその変異について概説を示しました。HIV-1 の薬剤耐性検査は現

在のところ、ごく一部の施設でしか実施されていませんが、薬剤耐性を獲得した HIV-1 によ

る新たな感染が広がりつつある中で、今回の概説が少しでも参考になれば幸いです。 

 

 

【【【【参考参考参考参考 URLURLURLURL・・・・文献文献文献文献】】】】    

  http://www.hiv-resistance.jp/ 

  http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k02_g2/k02_39/k02_39.html 

  http://medical.radionikkei.jp/abbott/final/pdf/050506.pdf 

  Top HIV Med. 2009;17(5): 138-145 
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遺伝子情報を担っているのは（①）とよばれる分子で、動物・植物・細菌・真菌など生命

体すべての細胞に存在する。相補的な 2 本の鎖がらせん状に連なった二重らせん構造になっ

ており各々の鎖は（②）と呼ばれる塩基・糖・リン酸の 3 つの成分で構成されている。塩基

にはアデニン、グアニン、シトシン、（③）の 4 種類があり、アデニンは③とグアニンとシト

シンとペアを組んだ構造をとって存在している。これを（④）とよび、①の長さを表す単位

を bpとして用いる。 

（⑤）は多くが 1 本の鎖で、③が（⑥）に置き換わり、他の 3 塩基は①と同じである。①と

⑤を区別しない場合には、単に「核酸」とよぶ。 

ヒトの細胞のゲノムは約（⑦）塩基対、インフルエンザ菌のそれは 180 万塩基対と細菌のな

かでは比較的小さく、緑膿菌では 640 万塩基対の①が含まれている。①の巨大な鎖は 1 本で

は切れたり、もつれたりして不安定であるが、2つの鎖であれば安定する。 

 

 【【【【問題問題問題問題】】】】    
感染症の診断と治療に携わる臨床微生物検査室はこれまで、

細菌、真菌、ウイルス、寄生虫のように微生物の種類に基づい

た分野で構成されていました。近年、欧米の臨床微生物検査室

ではこれら 4 分野に加えて Molecular Microbiology とよばれ

る解析手法に由来した部門が生まれ、各分野での塗抹鏡検、抗

原や抗体検査、培養・同定検査を補完する領域の病原体検出を

実施しています。「Molecular Microbiology」は直訳すると「分

子微生物学」となりますが検出対象が病原体の DNA や RNA であ

ることから「微生物の核酸検査」あるいは「感染症の遺伝子検

査」といったほうがわかりやすいと思われます。プライマー、

シークエンス等専門用語が頻繁に登場するこの分野は難解で

親しみにくいですが世の中は遺伝子検査へと変わってきてい

ます。そこで遺伝子検査の根本となる核酸構造について( )

の部分を埋めてください。 
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今年も残すところあと僅かです。ここ最近は忘年会ラッシュで、家に帰るのが遅い日

が続きました。ノロにかからないように注意しながらも、好きな食べ物はなかなか避け

られない弱い性格・・・。個人的な飲み会は別として、職場の同僚との飲み会は極力生

ものを避けて飲食しています。院内のＩＣＴにかかわる人間が食中毒にかかったら、Ｍ

先生にどれだけ怒られるか・・・こわいこわい。        赤木 征宏 
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① DNA（デオキシリボ核酸） 

② ヌクレオチド 

③ チミン 

④ 塩基対（base pair） 

⑤ RNA 

⑥ ウラシル 

⑦ 30億 

 

DNA が安定なのはアデニンとチミンが 2 本の手（水素結合）によって、C と G が 3

本の手によって、お互いに引き合う関係にあるからである。よって、2 本の鎖にそ

って並ぶ塩基配列は、相補性を有することになる。片方の鎖をセンス鎖、もう片方

をアンチセンス鎖とよぶ。この相補性ゆえに、一方の鎖の塩基配列が決まれば、も

う片方の鎖の配列が決まる。ここでもう 1つ大切なことは、DNA の鎖には方向があ

ることである。糖（デオキシリボースと呼ばれる五炭糖）の 5’の炭素が向いてい

る方向を 5’側、3’の炭素が向いている方向を 3’側とよぶ。DNA の 2本の鎖がお

互いに逆方向に伸びている（5’から 3’の向きへの鎖と 3’から 5’への鎖）。す

なわち、DNA の 2本鎖は反対向きに結合している。DNA はつねに 5’から 3’の向き

に合成される。 

 

 

許可なく転載および複写はご遠慮下さい 
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