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６月定期講習会報告 

『『『『ゼロゼロゼロゼロからのからのからのからの薬剤感受性薬剤感受性薬剤感受性薬剤感受性検査検査検査検査』』』』    
 

近畿大学医学部附属病院 中央臨床検査部 

宇都宮 孝治 

 

平成23年6月に行った微生物検査～若葉マーク講習会～ゼロからの薬剤感受性検査の内容

を報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【病原体の存在＝感染とは限らない】  

病原体がいても、菌が定着しているだけで、生体には害を与えることのない状態…  

「保菌（colonization）」⇔「感染（infection）」とは区別  

保菌者に対し、除菌はときに感染対策上必要なこともあるが、原則として保菌だけでは抗菌

薬を投与しないのが、感染症診療の基礎 。 

 

【感染症の治療指針】 

・原因療法（化学療法）‐感染症を引き起こした病原体の排除  

・対症療法 ‐随伴症状の改善  

・免疫補助療法 ‐宿主の抵抗力の改善     
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【感染症の化学療法指針】 

• 疾病が感染症であるかどうかの確認  

• どの臓器の感染症か  

• 原因菌はどれか  

• 投与すべき抗菌薬はどれか  

– （臓器移行性、薬剤感受性）  

• 感染症の重症度はどうか  

• 患者の状態はどうか  

– 基礎疾患の有無、高齢者、妊婦、免疫不全、など 

 

【抗菌薬】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【抗菌薬を選択投与するための原則】 

• 原因菌の決定とその薬剤感受性結果を参考とする  

– 治療を行う前に、原因菌の検査を行い、その薬剤感受性結果に従って抗菌薬

を選択していく  

– 起炎菌が不明の場合、原因菌を推定して、それに合った抗菌薬を選択する  

 

• 感染臓器への移行がよいもの  

– 肺への移行が高いもの  

• マクロライド、テトラサイクリン、βラクタム、ニューキノロン  
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– 肝・胆汁への移行が高いもの  

• マクロライド、βラクタム、ニューキノロン  

• アミノグリコシドは低い  

– 腎への移行が高いもの  

• ほとんどの抗菌薬  

• マクロライドは低い  

– 髄液への移行が高いもの  

• サルファ薬、クロラムフェニコール  

• 炎症があればβ ラクタム  

 

• 副作用の少ないもの  

– 薬物アレルギーなどの病歴の聴取は大切  

– ほかの薬剤との相互作用に注意する  

 

• 経済性  

– 高価な抗菌薬が必ずしも高い臨床効果が得られるものではない  

– 廉価の抗菌薬によって十分対応できる感染症は多い  

 

• 患者の状態  

– 免疫不全患者：殺菌作用の抗菌薬を選ぶ  

– 肝・腎障害者、高齢者：抗菌薬の排泄特性を知り、投与間隔をあけたり、投

与量を調整する  

 

【抗菌薬の投与計画】 

• 抗菌薬の投与経路  

– 経口投与は一般に軽症ないし、中等症、注射投与は重症感染症でなされ、局

所療法は抗菌薬の移行の低い部位の感染症に局所注入（関節腔内、胸腔内投

与など）や吸入療法としてなされる  

• 投与量・投与間隔・投与回数  

– 抗菌薬の体内動態、原因菌に対する最小発育阻止濃度（MIC）、患者の条件（小

児、高齢、腎機能低下など）によって異なる  

– 抗菌薬の殺菌作用は、体内での抗菌薬濃度とピーク濃度が重要であるものと、

MIC 以上の有効濃度の持続時間（time above MIC）が重要であるものとがあ

る  
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– 抗菌薬が細菌と短時間接触した後に細菌の増殖を一定時間抑制する効果post 

antibiotic effect（PAE）を示すものと、示さないものとがある     

 

【臨床効果に及ぼす主な体内動態パラメータ】 

• 総投与量、ピーク濃度（Cmax）が重要なもの  

– アミノグリコシド、ニューキノロン  

 

• MIC 以上の持続時間（time above MIC）が重要なもの  

– β タクタム、グリコペプチド  

 

• PAE （post antibiotic effect）を示すもの  

– グラム陽性菌に対して：β ラクタム、アミノグリコシド、ニューキノロン、

マクロライド、テトラサイクリン  

– グラム陰性菌に対して：アミノグリコシド、ニューキノロン  

 

【抗菌薬の併用療法】 

• 併用の目的  

– 抗菌スペクトラムの拡大  

– 相乗効果の期待  

– 薬剤不活化酵素（β ラクタマーゼなど）の抑制  

– 副作用発現の軽減  

– 耐性菌出現の防止  

 

• 併用療法の実際  

– 複数菌感染症：単剤では抗菌スペクトラムをカバーできない場合  

– 重症感染症：緊急を要する場合、原因菌不明の場合  

– 併用効果が明らかな症例  

• 感染性心内膜炎（緑色連鎖球菌、腸球菌による）  

• ペニシリン+アミノグリコシド  

• 顆粒球減少時のグラム陰性桿菌感染症  

• Β ラクタム+アミノグリコシド  

• 緑膿菌敗血症  

• 抗緑膿菌性 βラクタム+抗緑膿菌性アミノグリコシド  
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【薬剤感受性検査はなぜ必要か？】 

• 抗菌薬の有効性を高める  

• 副作用の軽減または防止  

• 耐性菌の出現を抑制する  

• 抗菌薬の適正使用（費用対効果の優れた投与法の実施）  

 

【薬剤感受性検査の種類】 

• ディスク拡散法（disk diffusion method）  

– Kirby-Bauer 法  

– 濃度勾配ディスク法（Eテスト）  

 

• 希釈法（dilution method）  

– 微量液体希釈法（broth microdilution method）  

– 寒天平板希釈法（agar dilution method）  

 

≪ディスク拡散法の注意点≫ 

• 抗菌薬ディスクの薬剤含有量のバラツキ（許容範囲 25%）  

• 含有薬剤の力価低下  ・ディスクの保存  

• ディスクの状態    ・培地組成、成分  

• 使用培地       ・使用時の培地の状態  

• 細菌の活性      ・接種菌量  

• ディスクの置き方   ・培養条件  

• 判定  

ディスク法は、簡便で広く普及しているが、一定のルールを無視して安易に行うと、成

績に“バラツキ”が生じ、再現性のない結果を招いてしまうので、よく理解した上で使

用することが大切です！ 

 

≪使用培地≫ 

各々定められた培地を使用する。  

CLSI では、日常の感受性検査を実施する際、ミューラーヒントン寒天  培地が推奨さ

れている。  

●ミューラー・ヒントン寒天培地について  

  ⇒ミューラー・ヒントン寒天培地で増殖する好気性菌または通性嫌性菌だけが、本培地

を用いて検査するのに適する。     
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●ミューラー・ヒントン寒天培地では十分増殖が得られない菌株の検査  

  Haemophilus spp. , Neisseria gonorrhoeae , 

     Streptococcus pneumoniae , viridans streptococci , 

 β-溶血性 streptococci 

  ⇒CLSI 記載の適切な培地を用いる 

 

≪ディスク拡散法の適応菌種≫ 

適応菌種：  

   Staphylococcus spp.  Enterococcus spp.  腸内細菌科、  

   P.aeruginosa  Acinetobacter spp.  B.cepacia、    

   S.maltophilia  Haemophilus spp.  N.gonorrhaeae、 

   Streptococci など  

適応のない菌種： それ以外の菌種 

 

≪使用時の培地の状態≫ 

・培地の厚さ：均等に 4 ㎜厚さであることが望まれる。  

     阻止円は、厚ければ小さく、薄ければ大きく現れる。  

 ・培地の表面：  

    過剰の水分は除かれていなければならない。  

培地表面、シャーレの蓋の表面に過剰の水分が認められた時は、フラン器内で培地面上側

にして少し蓋をずらし、20～30 分程度放置し、水分を蒸発させてから使用する。乾燥しす

ぎても不良の結果を招くので注意すること。  

 

≪菌液調整≫ 

感受性検査には、正確に菌量濃度を調製することが大切です！！             

  McFarland 標準液： 

      McFarland 0.5 は、1.5 ×10８  CFU/ml となる。 

         ・CFU = colony forming units 

              （コロニーを形成する単位⇒生菌数） 

 

【ディスク拡散法の実施手順】 

１．接種用菌液の調製   新鮮新鮮新鮮新鮮なななな菌菌菌菌をををを用用用用いるいるいるいる    

①対数期増殖菌を用いる方法：  

 ・ 4～5ｍｌの液体培地（トリプチケース・ソイ・ブロスなど）に被検菌を接種  
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 ・  McFarland 0.5 以上の濁度になるまで、35℃で 2～6 時間程度培養  

 ・ この増菌させた菌液を、滅菌 0.9％食塩水またはブロスで、 McFarland 0.5 の濁度

に調整 

②培養コロニーからの直接菌液を調整する方法：  

 ・ 血液寒天培地などに 18～24 時間純培養  

 ・ 被検菌を、直接滅菌生食水やブロスで、McF．0.5 の濁度に調製  

２．寒天平板への接種  

 接種用菌を調整後、15 分以内に以下の操作を行う。  

① 滅菌綿棒を接種用菌液に浸し、試験管壁に綿棒を押し付けて過剰な菌液を取り除く。 

② ューラーヒントンⅡ寒天培地に、綿棒で全面に画線塗抹して接種する。  

 2 回以上この動作を繰り返す。その度ごとに平板を約 60 度 ずつ回転させ、接種菌の分布

を均一化する。 

③塗布後、培地表面が濡れている場合は３～５分ほど放置し、水分を吸収させる。 

３．ディスクの設置 ＜ディスクの置き方＞  

   …ディスクの寒天への密着度によって成績は異なる。  

 ・菌接種後 15 分以内にディスクを置く。  

  ・ディスクは、シャーレの縁から 16～17 ㎜以上、  

  各ディスクの間隔は、中心から 24 ㎜以上離して並べる。  

  （ディスクの数は、φ15ｃｍの平板では 12 枚まで、φ10ｃｍの平板では 5 枚まで）  

 ・ディスクをつまむピンセットは、火焔滅菌後冷ますか、消毒綿で消毒後乾燥させ、滅菌

状態で使用）  

 ・ディスクは寒天培地上に均一に密着させる。  

 ・抗菌薬によっては、即座に拡散してしまうので、いったん寒天表面にディスクを置いた

ら、移動させてはならない。  

４．培養条件  

  培養温度、培養時間などの条件は阻止円直径に影響を与える。  

・ディスクの密着を確認するためには、培地は裏返して培養する方が望ましい。  

・35℃で 16～18 時間培養する。 

・培養に炭酸ガスを必要とする細菌、例えば S.pneumoniae, N.gonorrhoeae, H.influenzae 

などは、5％CO2 条件下で培養。 

  Campylobacter spp.  H.pylori  は微好気培養 （ｶﾞｽ発生ﾊﾟｯｸなどを使用する）  

・Staphylococcus spp. や Enterococcus spp. の場合は、耐性を見逃さないために、VCM 

や MPIPC の判定は 24 時間培養後、判定する。 
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【濃度勾配法（concentration  gradient）：E-test】 

（特徴）  

・薄い樹脂製のテストストリップに抗菌薬が濃度勾配を持たせてコーティングされている。 

・操作はディスク法、結果は寒天平板希釈法に準じ、MIC 値を測定できる。 

・栄養要求の厳しい菌や培養時間の長い菌（嫌気性菌、酵母様真菌、糸状菌、抗酸菌、H. 

pylori など）の MIC 値を測定できる。 

・CLSI/NCCLS に判定基準がない抗菌薬の MIC 値を測定できる。 

・薬剤相乗効果の測定にも使用可能 

 

【希釈法】 

≪液体培地希釈法≫（微量液体希釈法） 

 液体培地で薬剤の 2 倍希釈系列を作成、被検菌を接種、培養を行う、  

 菌の発育の濁度から最小発育阻止濃度（MIC）を判定する。 

MICMICMICMIC----最小発育最小発育最小発育最小発育阻止阻止阻止阻止濃度濃度濃度濃度 Minimum Minimum Minimum Minimum    inhibitoryinhibitoryinhibitoryinhibitory    concentrationconcentrationconcentrationconcentration ：  

  血中あるいは、組織内濃度で菌の発育が阻止される濃度（免疫低下のない患者）  

MBCMBCMBCMBC----最小最小最小最小殺菌殺菌殺菌殺菌濃度濃度濃度濃度 Minimum Minimum Minimum Minimum    bactericidalbactericidalbactericidalbactericidal    concentrationconcentrationconcentrationconcentration ：  

  血中あるいは、組織内濃度で菌が殺菌される濃度（免疫力の低下した患者）  

MFCMFCMFCMFC----最小殺真菌濃度最小殺真菌濃度最小殺真菌濃度最小殺真菌濃度 Minimum Minimum Minimum Minimum    fungicidalfungicidalfungicidalfungicidal    concentrationconcentrationconcentrationconcentration ：  

  血中あるいは、組織内濃度で真菌が殺菌される濃度（免疫力の低下した患者）  

 

≪寒天平板希釈法≫ 

 2 倍希釈系列の薬剤を含有した寒天培地に被検菌を接種し、培養を行う。  

 菌の発育の有無より最小発育阻止濃度を判定する。 

 

【ブレークポイント】 

■感受性結果で MIC 値やディスク阻止帯直径で出されても、それがどのような意味を持

つものかわからなければ、その成績を治療に反映させることはできない。  

“起因菌に対する抗菌剤のＭＩＣがどの程度であれば、治療効果が期待できるのか？“が重

要。  

■ In vitro における感受性試験の成績は、原則的には治療上の有効を示す「感性」と、無

効性を表す「耐性」の 2 カテゴリーに区分される。この分岐点が「ブレークポイント（BP）」

と呼ばれる。 

• CLSI(Clinical and Laboratory Standards Institute)の基準  

• 日本化学療法学会の基準  
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• PK/PD パラメータ  

• EUCAST（European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing）  

– 英国（BSAC）、フランス（CA-SFM）、オランダ（CRG）、ドイツ（DIN）、

ノルウェー（NWGA）、スウェーデン（SRGA）  

臨床検査標準化協会(CLSI)  

Clinical and Laboratory Standards Institute 

    旧ＮＣＣＬＳ(米国臨床検査標準委員会）  

 2005 年１月より組織名称変更 

※NCCLS：National Committee for Clinical Laboratory Standards 

 

≪CLSI 感受性測定法の成績解釈≫ 

• CLSI の菌種別 breakpoint は国際的な標準とされているが、対象疾患が限定されて

いない。  

• 米国で使用可能な抗菌薬の投与量および投与方法を基準とした解釈方法である。  

• 菌種別に感受性（S）・中間（Ｉ）・耐性（R）がある。  

• 感受性（S）  

• 常用の投与量で、抗菌薬が到達しうる濃度により発育が抑制される濃度  

• 中間（I）  

• 抗菌薬が生理学的に濃縮される部位または薬剤投与量を常用量より多くした

場合に臨床的に利用可能な濃度  

• 耐性（R）  

• 常用の投与量および投与スケジュールでは、発育が抑制されない濃度  

 

≪日本化学療法学会の成績解釈≫ 

• 原則として菌種が異なっても MIC 値が同じであれば同様の効果が得られると仮定し

たうえで設定されている。  

• 各抗菌薬の常用投与量・組織移行性・作用時間（半減期）・最高血中濃度などの基礎

データを重視し、感染部位および病態による breakpoint MIC(BP-MIC)を計算式によ

り理論値として設定した。  

• BP-MIC(breakpoint MIC)は抗菌薬の臨床効果（80%以上の有効率）が期待できる値

とし、BP-MIC が高い薬剤は有効性を期待できる MIC 幅が広いことを意味する。  

• これらは基礎データの蓄積や新規抗菌薬などについて改訂される可能性もある。  

• 詳細は日本化学療法学会誌を参照すること  
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≪PK/PD パラメータと感受性検査≫ 

PK(pharmacokinetics):薬物動態  

– 薬物投与後の経過時間と血中薬物濃度の関係  

PD(pharmacodynamics):薬力学  

– 血中薬物濃度と薬物効果の関係  

• 体内に投与された薬物は薬物自身がもつ ADME 

【吸収（absorption), 分布（distribution）, 代謝（metabolism), 排泄（excretion）】 

の性質により、体内に拡散、分布した後に病変部に到達する。  

しかし、薬物を投与された患者の基礎疾患や薬物の到達する標的（臓器）、その後の細胞応答

に関わる蛋白質などの生体成分が個々に違うため、薬物に対する反応が異なる。  

 

【精度管理】 

①目的：精度管理計画の目的  

    ・感受性検査の正確性のチェック  

    ・検査に用いる試薬の品質チェック  

  精度管理標準株：  

    可能な限り遺伝的に安定で変異し難く、目的に適したもの、適切に管理されたもの

を使用する  

 ②管理用菌株  

   数種の菌株を公的機関から入手する  

・ Staphylococcus aureus ATCC 25923 

・ Enterococcus  faecalis ATCC 29212 

・ Escherichia coli ATCC 25922 

・ Haemophilus  influenzaeATCC 49247  

・ Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 など  

 

【耐性菌】 

・細菌の薬剤に対する耐性メカニズム 

• 薬剤不活化酵素の産生  

• 薬剤作用点の変化  

• 細胞内への透過性の低下  

– 取り込み阻害  

– 排出増大  
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・問題となる主な耐性菌  

≪グラム陽性菌≫  

1 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA) 

2 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA) 

3 ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP) 

4 バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE) 

≪グラム陰性菌≫  

5 多剤耐性緑膿菌 (MDRP) 

6 多剤耐性アシネトバクター（MDRA） 

7 メタロβ-ラクタマーゼ産生グラム陰性桿菌 (MBL)    〔緑膿菌、セラチア菌、アシネト

バクター等〕 

8 基質拡張型β-ラクタマーゼ産生グラム陰性桿菌 (ESBL)    〔大腸菌、肺炎桿菌、プロテ

ウス ミラビリス等〕 

9 AmpC 型β-ラクタマーゼ産生グラム陰性桿菌    〔大腸菌、セラチア、エンテロバクター

等〕 

10 β-ラクタマーゼ非産生アンピシリン耐性インフルエンザ菌 (BLNAR) 

11 多剤耐性淋菌(ニューキノロン、ペニシリン、テトラサイクリン、セフェム) 

≪抗酸菌≫  

12 多剤耐性結核菌 (MDRTB)  

 

【抗酸菌薬剤感受性検査】 

• 小川培地：比率法、絶対濃度法、耐性比率法、拡散法  

• 寒天・液体培地：最小発育阻止濃度（MIC）測定法、比率法  

結核菌検査指針 2007 では比率法が標準法として認定されている  

 

【抗酸菌感受性検査の主な方法】 

• マイクロタイター法  

– ビットスペクトル-SR：極東製薬  

• ウェルパック法  

– ウェルパック培地 S：日本ビーシージーサプライ  

• MGIT 法  

– BACTEC MGIT960 結核菌薬剤感受性検査用システム：日本ベクトンディッ

キンソン  

• MIC 測定用  
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– ブロスミック MTB-1：極東製薬  

 

【真菌薬剤感受性検査】 

• 1992 年 CLSI（旧 NCCLS）から macrodilution 法による抗真菌薬の薬剤感受性試験

が報告された（M-27P）。しかし、この測定法では試薬や薬剤を多量に必要とし、操

作も煩雑なため日常検査には不向きであった。  

• 1995 年に CLSI の方法を改善した microdilution 法が日本医真菌学会から提案され

た。  

• CLSI も 1997 年、2002 年と RPMI1640 を基礎培地とする microdilution 法を含めた

標準法（M27-A、M27-2A）へと改訂した。  

• 糸状菌に対する薬剤感受性試験の標準法（M38-A）も CLSI より 2002 年に提案され

ている。  

 

【測定キット】 

• 酵母様真菌 FP 栄研（フローズンプレート）  

• 酵母様真菌 DP 栄研（ドライプレート）  

• ASTY 

• E テスト  

 

【CLSI 法による糸状菌の感受性検査（概略）】 

• 対象菌の前培養：ポテトデキストロース培地（斜面）にて 35℃、7 日間の培養、

Fusarium spp.は 48〜72 時間後、25〜28℃、7 日間の培養  

• 接種菌液の準備：分生子の懸濁液を 530nm にて吸光度 0.09〜0.17（透過率 68〜82%）

に調整する  

• 菌接種：調整した接種菌液を RPMI1640 培地にて希釈（1：50）し、0.4〜5×104CFU/ml

としたものを各種抗真菌薬と混合する  

• 培養時間：35℃にて Rhizopus spp.は 24 時間、Aspergillus spp.,Fusarium 

spp.,Sporothrix schenckii は 48 時間、Pseudallescheria boydii は 72 時間、遅発育

菌は 48 時間〜96 時間の培養を行う。2 相性菌は 5〜7 日間培養を行う  

• 結果の判定：発育コントロール（drug free）と発育の程度を比べる AMPH-B：発育

が全くみられないポイント（スコア 0）、5-FC,FLCZ,KCZ：発育コントロールの 50%

を抑制しているポイント（スコア 2）、ITCZ,new triazoles：発育が全くみられない

ポイント（スコア 0）  

    

 



 - 15 - 

 

 

『『『『バクテリオファージバクテリオファージバクテリオファージバクテリオファージとそのとそのとそのとその利用利用利用利用』』』』    

 

大阪市立大学医学部附属病院  仁木 誠 

 

【【【【バクテリオファージバクテリオファージバクテリオファージバクテリオファージとはとはとはとは】】】】    

バクテリオファージとは細菌に感染するウイルスの総称であり、20世紀初頭に Twort と 

Herelle によって独立して発見された。バクテリオファージが感染し増殖すると細菌は溶菌

し死滅する。この現象により、細菌が食べ尽くされるかのように消えてしまうため、「細菌

（bacteria）を食べる（ギリシア語: phagos）」を表す「バクテリオファージ（bacteriophage）」

という名前がつけられた。略称にあたるファージが定着しており、こちらが用いられること

が多い（以下、ファージ）。ファージは河川、湖沼、海洋、土壌などの自然環境や動物の腸

管などいたるところに普遍的に存在し、宿主が存在する環境には、その宿主に感染するファ

ージが存在するといっても過言ではない。 

 

 

【【【【構造構造構造構造とととと感染過程感染過程感染過程感染過程】】】】    

ファージには様々な種類があり、大腸菌に感染するλファージや、非常に複雑な形態を示

す T4ファージなどが有名である。大きさは 25～200nm 程度であり、形状も様々で、真核生物

に感染するウイルスと同様に単純な正二十面体様のカプシドを持つものもあるが、それをヘ

ッドとしてそこからテールが伸びているものが多く知られている。 

 T4ファージの構造を下図に示す。大きさは宿主である大腸菌の1/10の約200 nmで、本体は

ヘッド、テールおよびロングテールファイバーから構成され、ヘッドは正三角形のタンパク

質シート20枚からなり、2本鎖のDNAを格納する。ゲノムのサイズは約160 k bpである。宿主

に感染している時以外、テールファイバーはヘッド下部から延びるウィスカーとくっ付いた

折り畳み構造をとっている。 

 テールは細菌の細胞外に発達した莢膜や、ペプチドグリカンから成る細胞壁を突破して、

細胞内にゲノムDNAを送り込む機能を持っているとされている。例えば、T4ファージのテール

の先端にある基盤を構成するタンパク質にはリゾチームとして機能する部分があり、これが

ペプチドグリカンを加水分解して細菌の細胞壁に穴を開け、外皮タンパクからDNAだけを菌体

内に注入する。注入されたファージのゲノムDNAは、主に細菌の自己増殖機構を利用して、ゲ

ノムDNAを大量に複製する。それとともに細菌のタンパク合成機構を利用して、ゲノムDNAに
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暗号化されているファージタンパクの遺伝子を鋳型としてメッセンジャーRNAが作られ、自己

のタンパクを大量に産生する。このような過程でDNAがファージ内部に取り込まれ、細菌内に

大量のファージができ、それにともなって細菌を死滅する。細菌の崩壊に伴って、外界に出

たファージは、他の細菌に感染を繰り返す。 

 

 

【【【【ビルレントファージビルレントファージビルレントファージビルレントファージととととテンペレートファージテンペレートファージテンペレートファージテンペレートファージ】】】】    

 ファージは、その増殖様式からビルレントファージとテンペレートファージに分類される。

ビルレントファージは、ファージが感染すると細菌内でファージタンパクを合成、増殖し、

最終的には完全に溶菌させて宿主細菌を死滅させる。ファージの多くはこのビルレントファ

ージである。 

 一方、テンペレートファージ(大腸菌のλファージに代表される)の場合、ファージが感染

すると一部の菌では溶菌して子ファージを増殖するが、大部分は溶菌せずにファージを増殖

させる。そのような状態でファージDNAが細菌のゲノムDNAと組換えをおこし挿入されると、

ファージDNAは細菌のゲノムDNAの一部として（プロファージと呼ばれる）安定した状態とな

り、ファージゲノムは宿主ゲノムの複製とともに複製され子孫に伝達されるようになる。こ

のようなファージと宿主菌との共存状態が成立することを溶原化といい、プロファージをも

つ細菌を溶原菌という。プロファージのゲノムは溶原菌のゲノムに組み込まれたり、あるい

はプラスミドとして宿主のゲノムとは独立して細胞内に存在する。 

 テンペレートファージの中には抗生物質への耐性遺伝子や毒素の遺伝子を持っているもの

があり、ファージが感染することによってその遺伝形質を細菌が獲得することがある（遺伝

子の水平伝搬）。この現象によって薬剤耐性や強毒性の細菌が出現することは、医学上重要

な問題と考えられている。このような例として、大腸菌O157のベロ毒素が挙げられる。ベロ

毒素は一部の赤痢菌が産生する志賀毒素と同じものであり、λファージが赤痢菌の毒素遺伝

子を大腸菌へ伝播したために、ベロ毒素産生大腸菌が出現したと考えられている。また、こ

の他にもジフテリア毒素、ボツリヌス毒素、コレラ毒素などもテンペレートファージによっ

てコードされている事がわかっている（下表）。 
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Nature reviews. Drug discovery 2222,494(2003) 

【【【【ファージファージファージファージのののの利用利用利用利用】】】】    

 ファージは、遺伝子数が他の生物に比べて少なく、また増殖させるのが容易なことから、

初期の分子生物学においてモデル生物の一つとして用いられてきた。現代では、テンペレー

トファージを利用して宿主の細菌に任意の遺伝子を導入する技術（形質導入）も開発され、

λファージによる大腸菌への形質導入が分子生物学分野で繁用されている。 

 その他にも、ファージが種類によって宿主とする細菌が異なることを利用した“分子疫学

解析”、またビルレントファージが宿主を溶菌によって殺す性質を利用した“ファージ療法”

等に用いられている。以下に、ファージを用いた分子疫学解析およびファージ療法について

概説する。 

 

 分子疫学解析分子疫学解析分子疫学解析分子疫学解析    

    ファージは種類によって宿主とする細菌が異なり、しかもその選択性が高い。このた

め同じ種に属する細菌であっても、株によって特定のファージに感染するものとしないも

のがある。この現象を利用して同種の細菌をさらに細かく判別することが可能となる。 

     ・・・・ファージファージファージファージ型別型別型別型別    

     プロファージとして黄色ブドウ球菌のゲノムに組み込まれているファージを分離し

て純化し、その中から特定の相互に異なる宿主域を示すファージを選択して、型別用フ

ァージとしてセット化し、それらを用いて被験菌株の各型別用ファージに対する感受性

を観察する方法。その溶菌パターンから黄色ブドウ球菌の由来や起源が同一であるか否
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かなど、疫学的調査のための一つの指標として利用されてきた。（ただし、他の分子疫

学解析法が開発された現在ではあまり実用的価値はないといわれている。） 

     ・・・・POTPOTPOTPOT法法法法    

    黄色ブドウ球菌のゲノムには多くの場合1〜2個のファージが溶原化している。この

プロファージを構成する遺伝子は機能単位でモザイク状に組み合わされており、その組

み合わせは菌株の特定に利用することができる。POT法ではプロファージを構成する遺伝

子の読み枠（Open Reading Frame:ORF）から特に菌株識別に有効なORFを選び、Multiplex 

PCRにて検出を行い、その保有パターンから菌株を特定する分子疫学解析法。（詳細につ

いては白金耳白金耳白金耳白金耳2011201120112011年年年年8888月号参照月号参照月号参照月号参照） 

 

 ファージファージファージファージ療法療法療法療法    

 1.  1.  1.  1. ファージファージファージファージ療法療法療法療法とはとはとはとは   

   1915年に Twort がファージを発見して以降、多くの研究者がビルレントファージが宿

主を溶菌によって殺す性質と、その宿主特異性の高さを利用して、細菌感染症に対する治

療薬としてファージを用いようと試みた。いわゆるファージ療法の始まりである。しかし、

Fleming が1929年にペニシリンを発見してから、数々の抗生物質の発見とその大量生産技

術の発達がファージ研究の魅力を失わせ、ファージにより病原菌をコントロールする試み

はその後中断することとなった。 

   しかし、近年、抗生物質の大量使用の結果、抗生物質が効かない多剤耐性菌が出現し

問題となってきた。そのため、感染症の治療に対して、抗生物質を使用した従来の化学療

法に代わる新しい治療法が求められており、再びファージ療法に注目が集まりつつある。

現在、ロシア、ポーランドなど東ヨーロッパでは本格的に実用化されていて、西ヨーロッ

パ、アメリカなどでは臨床試験中である。 

    

 2.  2.  2.  2. ファージファージファージファージ療法療法療法療法のののの特徴特徴特徴特徴    

  （1）病原菌のみを特異的に速やかに殺滅し、常在性細菌叢に影響を与えない。 

  （2）生体に対する毒性がなく、残留しない。また、自然から分離したものであるので  環

境汚染の心配がない。 

  （3）大量調製が比較的安価にできるため、既存の治療・予防法に比べて低コストである。 

     等が利点として挙げられる。 

   一方、この治療法において欠点と考えられるのは、ファージの宿主特異性の高さゆえ

に、感染症に対して広範な使い方をするという意味ではファージ療法はあまりにも対象が

限られるということである。 
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 3. 3. 3. 3. ファージファージファージファージ療法療法療法療法のののの実際実際実際実際  

   ファージの投与方法としては、経口、経皮、静注の他に、ファージミストのスプレー、

点眼なども報告されている。治療の対象は緑膿菌、赤痢菌、黄色ブドウ球菌、大腸菌など

の特定の細菌や、下痢、肺炎、火傷後の細菌感染症などが挙げられる。 

   また、耐性菌の変異箇所はファージによって異なるため、複数のファージを混ぜ合わ

せて投与する「カクテル療法」により、耐性菌の出現をある程度制御することができると

も考えられているが、これについては、まだ検討されている段階である。 

 

 4. 4. 4. 4. ファージファージファージファージ療法療法療法療法についてのについてのについてのについての最近最近最近最近のののの報告報告報告報告    

   薬剤耐性菌の出現により、治療薬の選択が制限される中で、昨今ではファージ療法に

ついての研究報告が以前にも増して数多くなされている。対象とする病原菌も P. 

aeruginosa1)、S. aureus2)、K. pneumoniae3)、C. difficile4)など様々である。また、フ

ァージ療法と抗生物質による化学療法との治療効果の比較 5)についても複数報告されてい

る。関連する論文を以下にいくつか挙げたので詳細については論文本文を参照されたい。 

    1) Debarbieux, L. et al. Bacteriophages can treat and prevent Pseudomonas 
aeruginosa lung infections. J. Infect. Dis. 201201201201, 1096-1104 (2010) 

    2) Sunagar, R. et al. Bacteriophage therapy for Staphylococcus aureus bacteremia 
in streptozotocin-induced diabetic mice. Res. Microbiol. 161161161161, 854-860 (2010) 

    3) Hung, C. H. et al. Experimental phage therapy in treating Klebsiella 
pneumoniae-mediated liver abscesses and bacteremia in mice. Antimicrob. Agents. 
Chemother. 55555555, 1358-1365 (2011) 

    4) Meader, E. et al. Bacteriophage treatment significantly reduces viable 

Clostridium difficile and prevents toxin production in an in vitro model system. 
Anaerobe. 16161616, 549-554 (2010) 

    5) Kumari, S. et al. Bacteriophage versus antimicrobial agents for the treatment 
of murine burn wound infection caused by Klebsiella pneumoniae B5055. J. Med. 
Microbiol. 60606060, 205—210 (2011) 

 

【【【【おわりにおわりにおわりにおわりに】】】】    

 昨今、多剤耐性菌の出現に代表されるように抗生物質の限界が示され、再び感染症の危機

が人類を脅かしている。しかし、感染症に対し複数の防御手段を獲得しておけば、一つの方

法が行き詰まったとき他の方法が有効になり得る。現在、以前のように再びファージ療法に

ついての研究が積極的に行われており、今後のファージ療法の動向に注目していきたい。 

 

【【【【参考文献参考文献参考文献参考文献】】】】    

 ・ Merril, C. R. et al. The prospect for bacteriophage therapy in Western medicine. 
   Nature Reviews Drug Discovery 2222, 489-497 (2003) 
 ・ Matsuzaki, S. et al. Experimental protection of mice against lethal Staphylococcus aureus 

infection by novel bacteriophage MR11. J. Infect. Dis. 187187187187, 613-624 (2003) 
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・ビブリオ・バルニフィカス Vibrio vulnificus は、水温の上昇する（  ①  ）に、本

菌で汚染された魚介類の（  ②  ）での摂食、あるいは海水から（  ③  ）を経

てヒトに感染する。 

 

・健常人では下痢や腹痛を起こしても重症化する事はない。 

 

・（  ④  ）など免疫能低下にある者や、（  ⑤  ）を服用している者などでは、紅

斑、紫斑、水泡、潰瘍などを伴った皮疹を形成し、敗血症を合併した場合の致死率は 50％

を超える。 

 

・臨床像は劇症型Ａ群溶連菌感染症による（  ⑥   ）と類似し、その鑑別が重要であ

る。 

 

・2005 年の（  ⑦  ）による被災者が非難したヒューストンのアストロドーム球場で、

感染性胃腸炎が集団発生し、移送された 4 人がこれに感染し死亡し 

 

 

【【【【問題問題問題問題】】】】    

 下の記述は人喰いバクテリアの

ひとつ Vibrio vulnificus に関する

ものです。空欄を埋めてみてくださ

い。 
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・ビブリオ・バルニフィカス Vibrio vulnificusは、水温の上昇する（夏場）に、本菌で汚染

された魚介類の（生食や過熱不十分）での摂食、あるいは海水から（創傷）を経てヒトに感

染する。 

・健常人では下痢や腹痛を起こしても重症化する事はない。 

・（肝硬変、肝癌）など免疫能低下にある者や、（鉄剤）を服用している者などでは、紅斑、紫

斑、水泡、潰瘍などを伴った皮疹を形成し、敗血症を合併した場合の致死率は 50％を超える。 

・臨床像は劇症型Ａ群溶連菌感染症による（壊死性菌膜炎）と類似し、その鑑別が重要である。 

・2005 年の（ハリケーン・カトリーナ）による被災者が非難したヒューストアストロドーム球

場で、感染性胃腸炎が集団発生し、移送された 4人がこれに感染し死亡し 

 

（（（（メモメモメモメモ））））    

《創傷型》：傷口からの感染 ・カキの殻を開ける際に手を傷つけた 

     ・海岸の岩場で足を切った 

・船の係留作業をしている際に怪我をしていた 

 

《敗血症型》：摂食による感染 ・魚介類（カキ、シャコ、エビ、カニなど）の生食 

・魚介類の加熱不十分なままでの喫食 

・日本の発生報告の約７割が、魚介類からの経口感染による敗血症型で、創傷型は１割程度で

ある。 

・患者の約９割は何らかの肝臓疾患（肝硬変、肝炎など）を有している。 

・肝機能障害を持つ患者の転帰は約７割が死亡で、肝機能障害以外の基礎疾患、あるは基礎疾

患を有しない群に比べて有意に高い。 

・基礎疾患がない症例は全例が軽快している。 

許可なく転載および複写はご遠慮下さい 



 - 22 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白 金 耳 

 

Vol．３２,  No．１１ （１１月号） 

 

大阪府臨床検査技師会 

学術部  微生物検査部門 


