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特別講演

３月５日（土） 11：00 ～11：50

ボツリヌス菌感染症の新知見

藤永 由佳子
金沢大学

医薬保健研究域医学系細菌学分野

ボツリヌス症について

芽胞形成偏性嫌気性菌であるボツリヌス菌は、ボツリヌス神経毒素複合体を産生してボツリヌ

ス症を引き起こす。ボツリヌス症の主な病型としては、食餌性ボツリヌス症すなわち毒素の経口
摂取によるもの、および本菌芽胞を経口摂取した後に腸管内で本菌が増殖し本毒素を産生するこ
とによるものがある。後者は本菌の腸管内における感染が前提となる病型であり、腸管ボツリヌ
ス症、なかでも乳児期で発症する場合は乳児ボツリヌス症と呼ばれる。これらの病型では、本毒
素が消化管から体内へ吸収された後、血中に移行し、運動神経などの末梢神経に到達して、神経
伝達物質の放出を阻害することにより、弛緩性麻痺を引き起こす。タンパク質毒素である本毒素
が活性を保持したまま腸管から血中に移行する機構は不明であったが、我々は、本毒素複合体が
腸管吸収過程において発揮するユニークな機能 1)、および本毒素複合体が生体において腸管から
体内へ侵入する経路を解明してきた 2, 3)。
乳児ボツリヌス症の病態解明

乳児ボツリヌス症は、前述のように経口摂取されたボツリヌス菌芽胞が腸管内で発芽・増殖し、

神経毒素複合体を産生することによって引き起こされる。本菌芽胞は環境中（蜂蜜など）に存在
し、経口摂取する機会が少なくないと考えられるが、乳児以外における本病型（腸管ボツリヌス
症）は稀である。乳児では腸内細菌叢が未発達であるため本菌芽胞の腸管内での発芽・増殖・毒
素産生が起こりやすいと考えられているが、具体的に関与する腸内細菌およびその機構は不明で
ある。我々は本菌芽胞の発芽・増殖を抑制する腸内環境因子について現在、解析を行っているの
で紹介したい。
SIDS と乳児ボツリヌス症の関連

欧米では乳児突然死症候群（SIDS）と診断された症例の数 % 〜 20% ほど（地域・報告による）

で腸内容物中にボツリヌス菌が検出されており、SIDS と乳児ボツリヌス症との関連が指摘され
ている。一方、我が国ではこのようなサーベイランスは行われておらず情報が乏しい。そこで、我々
はいくつかの法医学教室との連携を構築しサーベイランスに着手しているので、この取り組みに
ついても紹介したい。
参考文献
1. Sugawara Y, Matsumura T, Takegahara Y, et al. (2010) J Cell Biol 189: 691-700.
2. Matsumura T, Sugawara Y, Yutani M, et al. (2015) Nat Commun 6: 6255.
3. Fujinaga Y, Popoff MR. (2018) Toxicon 147: 13-18.
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教育セミナー１

３月５日（土） 10：10 ～11：00

耳鼻咽喉科頭頸部外科領域における嫌気性菌の関与と重要性

保富 宗城
和歌山県立医科大学

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

嫌気性菌は粘膜や皮膚に常在細菌として存在する。嫌気性菌感染の多くは、粘膜表面に常在す
る嫌気性菌による内在性感染であり、好気性菌が感染し嫌気性の状態を引き起こすことにより、
二次的に嫌気性菌が発育し膿瘍が形成される混合感染が多い。
耳鼻咽喉科頭頸部外科領域は、そのほとんどが外界に接しており感染防御の最前線に位置
することから、急性中耳炎や急性鼻副鼻腔炎、急性咽頭炎・扁桃炎など感染症の好発部位で
ある。ヒト口蓋扁桃には扁桃陰窩と言われる構造があり、嫌気性菌が常在しやすい環境にあ
る。口腔内及び上気道には、Porphyromonas 属菌、Prevotella 属菌、Fusobacterium 属菌ならびに
Peptostreptococcus 属菌等が高頻度に常在する。扁桃陰窩検出細菌に対する 16S rRNA パイロシー
クエンシング法を用いた検討では、歯周病原菌の Red Complex 構成菌である、Porphyromonas
gingivalis、Porphyromonas endodontalis、Tannerella forsythia をはじめとする多様な嫌気性菌が検
出される。また、扁桃炎の発症時には、Fusobacterium necrophorum、Streptococcus intermedius、
Prevotella melaninogenica / histicola などの嫌気性菌の検出比が偏位することも示唆されている。
なかでも、F. nucreophorum は、Lemierre 症候群の原因菌とした再認識すべき嫌気性菌である。
Lemierre 症候群は扁桃炎あるいは咽頭炎から波及する内頸静脈の血栓性静脈炎であり、重症敗
血症から多発性転移性感染をきたす重篤な全身感染症である。また、耳鼻咽喉科頭頸部外科領域
の重篤な侵襲性感染症である深頸部膿瘍は、咽後膿瘍からの進展が多く、嫌気性菌の混合染が多
いと考えられているが十分な細菌学的解明がなされていない。
本講演では、耳鼻咽喉科頭頸部外科領域における嫌気性菌の関与と重要性について急性扁桃炎
および深頸部感染症の病態を中心に解説する。新型コロナウイルス感染症の世界的流行のなか、
感染症に対する考え方も大きく変化している。これまで注目されがちであった好気性菌感染症の
みでなく、嫌気性菌感染症の病態の解明と戦略の確立が望まれる。
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教育セミナー２

３月５日（土） 14：40 ～15：30

医療関連感染で問題となる耐性菌のマネジメント

山岸 由佳
高知大学医学部附属病院

感染症科・感染管理部

WHO は 2018 年に耐性菌に対する新規抗菌薬の研究開発におけるプライオリティーリストを
公表している。「プライオリティー 1；きわめて重要な耐性菌」として掲げられている耐性菌は、
カルバペネム耐性 Acinetobacter baumannii、カルバペネム耐性 Pseudomonas aeruginosa、カルバペ
ネム耐性・第 3 世代セファロスポリン耐性腸内細菌目細菌の 3 つで、いずれもグラム陰性菌で
かつカルバペネム耐性菌である。「プライオリティ 2；優先度が高い耐性菌」として掲げられて
いる耐性菌は、バンコマイシン耐性 Enterococcus faecium、バンコマイシン耐性 MRSA、CAM 耐
性 Helicobacter pylori、キノロン耐性 Campylobacter 属、キノロン耐性 Salmonella 属、第 3 世代セ
ファロスポリン耐性、フルオロキノロン耐性 Neisseria gonorrhoeae である。
米国 CDC は偏性嫌気性菌や真菌も含め 2019 年に耐性菌の種類を 4 つのクライテリアに分類
した。最も高いレベルである「URGENT（切迫した）脅威レベルの病原体」としてカルバペネ
ム耐性 Acinetobacter 属、Candida auris、Clostridioides difficile、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌、
薬剤耐性 N. gonorrhoeae が記載されている。
いずれの菌種も非耐性と比較し予後不良、難治化、在院日数の増加、医療費の増加、伝播など
が報告されており、適切な診断と適切な治療、適切な感染対策が求められる。
日本では、薬剤耐性（AMR）対策のアクションプランが 2016 年 4 月に発表され 6 年が経過した。
これまで国内では様々な取り組みがなされ、例えば抗菌薬の使用量については目標に近い大幅な
減少が得られた。しかし、薬剤耐性菌については MRSA や緑膿菌などの一部の指標は低下したが、
その他は横ばいで、第 3 世代セファロスポリン耐性菌などについては増加傾向である。そこで最
近では国際比較を行うための抗菌薬の狭域・広域比をみる AWaRe 分類、異なる入院施設間の特
性を生かした SAARs などが考案されている。また、AMR 対策には薬剤耐性の変化や拡大を把
握し、適切な治療と感染対策を講じるため適切な検査が必須である。現在、早期に菌種を同定す
るのみならず、迅速な薬剤感受性試験や遺伝子検査を同時かつ早期に検査することが可能となっ
ている。AMR は市中、院内ともにみられ、また、人のみならず伴侶動物や家畜、野生動物、水産、
農作物、環境など幅広い分野で認められており、ヒトにおける耐性菌対応は地球希望で対応すべ
き案件である。本講演ではこの中でも特に、医療関連感染で重要な MRSA、カルバペネム耐性
グラム陰性桿菌、C. difficile を中心に、疫学・診断・治療・感染対策について取り上げ、今後の
医療関連感染で重要な AMR 対策を考える契機としたい。
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ランチョンセミナー

３月５日（土） 11：55 ～12：45

呼吸器感染症診療の現状と課題

比嘉 太
独立行政法人

国立病院機構沖縄病院

呼吸器内科

2019 年 12 月の中国武漢での流行に端を発した COVID-19 パンデミックは瞬く間に世界中に
拡がり、災禍をもたらしている。ウイルスの変異と拡散の速度は、私たちの想像をはるかに凌駕
し、世界のオンライン情報網のスピードをも超越している。沖縄県でも 2020 年 3 月から断続的
かつ持続的に COVID-19 パンデミックの強烈な嵐にみまわれている。2021 年 12 月にはオミク
ロン変異株による感染が確認され、一般市民向けの無料 PCR 検査の実施、感染症病床の整備拡充、
病院連携構築の強化が時間単位で進められているところである。
COVID-19 以外にも呼吸器感染症診療には未解決の問題が多く残されており、ポストコロナ時
代の診療の在り方については模索の中途である。変わるべきことがあると同時に変わってはなら
ないことも存在する。このセミナーでは沖縄県における呼吸器感染症診療の現状と課題について
ご紹介させていただき、皆様のご意見とご指導を賜る機会となれば幸いである。
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シンポジウム「CDI に対する新たな戦略」

３月５日（土） 13：25 ～14：40

適切な CDI の診断・治療のための Diagnostic stewardship の実践

清祐 麻紀子
九州大学病院

検査部

Dignostic Stewardship（DS）は診断支援と訳され、Antimicrobial Stewardship と組み合わせた
取り組みが求められている。DS は Right patient 、Right test 、Right time、Right report の 4 つ
の Right から成り、適切な CDI 診断には検査前後のプロセスを含むこの 4 つの Right が不可欠で
ある。
当院では 2019 年より CDI に対する DS の実践に取り組んできた。病棟で医師・看護師が
Bristol scale（BS）を付ける運用を開始し、リジェクションルールの導入や CDI 症例に対する
Antimicrobial Stewardship Team の介入を行っている。BS を付けることで、検体の品質評価を
行うことが必須となり、リジェクションルールを設けたことで不適切な検査オーダーを発見し、
個々の症例に対して介入するきっかけとなっている。
また、DS の実践は検査室だけで行うのではなく、すべての職種が理解する必要がある。外部
委託検査で検査を行う際も適切な品質管理や正しく伝わる結果報告が重要である。2016 年に提
示された WHO の DS ガイダンスには、世界的にも DS の実践が不十分であると記載されている。
DS を実践するにあたり CDI は取り組みやすい感染症であり、CDI が病院の規模に関わらず発生
し、かつ重要な感染症であることを踏まえ、すべての医療機関で DS の実践は見直すべき項目で
ある。
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シンポジウム「CDI に対する新たな戦略」

３月５日（土） 13：25 ～14：40

Antimicrobial stewardship team による CDI の治療支援

朝岡 みなみ 1, 2)、中村 敦 1)、木村 和哲 2)
1) 名古屋市立大学病院

感染制御室

2) 名古屋市立大学病院

薬剤部

Clostridioides difficile 感染症（CDI）は、嫌気性菌による医療関連感染で最も多く、軽度の下痢
から偽膜性腸炎および死亡に至るまで、その重症度は様々である。臨床症状と検査所見などから
診断され、ガイドラインでは疾患の重症度と再発に基づき階層化された治療抗菌薬が推奨されて
いる。過少治療は疾患の重症化や再発、また過剰治療は医療費の増加、耐性菌の増加につながる
可能性があることから、早期診断と適切な治療が不可欠である。
近年、国内外で CDI 診療に対する Antimicrobial stewardship program の実践による有用性の
報告がなされており、Antimicrobial stewardship team（AST）の介入・フィードバックや CDI
バンドルアプローチなど様々な取り組みが行われている。
当院では不適切な検査や治療を減らす目的で、2020 年から AST 主導で多職種・他部門と連携し、
リアルタイムの診療支援を開始した。その方策として、CDI の Diagnostic stewardship にむけて
検査オーダー時の診断基準のカルテ表示、不適正検体のリジェクトルールを実施した。さらに遺
伝子検査（NAAT 法）を用いた 2-step 法の導入、毒素陽性結果を医師へ迅速に通知する仕組み
をつくった。適正治療の早期支援にむけて、AST が早期に MN 基準を用いた重症度判定を行い、
それに応じた治療方針（治療薬の選択、リスク因子となる薬剤の中止など）を提案している。活
動の成果として、2021 年 3 月までの中間報告では、活動開始後は CDI の診断基準を満たす症例
が増加し、C. difficile 検査施行から治療開始までの期間が短縮し、AST が提案した治療薬が選択
される症例が増加した。
本シンポジウムでは、国内外で取り組まれている CDI 治療支援の報告及び当院での活動成績
を紹介する。活動を通して明らかになってきた課題なども併せて、皆様と協議したい。
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シンポジウム「CDI に対する新たな戦略」

３月５日（土） 13：25 ～14：40

CDI の発症予防とワクチン開発の現況

小泉 祐介
和歌山県立医科大学附属病院

感染制御部

Clostridioides difficile（C. difficile）は抗菌薬関連下痢症 / 腸炎の重要な原因菌の一つであり、C.
difficile 感染症（CDI）は臨床現場でもしばしば重症化やアウトブレイク等が問題となってきた。
近年は、医療の複雑化により CDI に関する問題が更に深刻化しつつある。特にその再発リスク
は高く、初回感染後の再発率は約 20% 程度で、2 回以上の再発症例での再発率は 60% 以上にな
るという報告もあることから、長期療養型を含め多くの施設で感染対策に苦労している現状が
ある。一方で、従来から治療薬として用いられてきたバンコマイシン経口薬、メトロニダゾー
ル経口・静注薬に加え、近年はフィダキソマイシン、抗トキシン B モノクローナル抗体ベズロ
トクスマブなど様々な治療オプションが、再発性・反復性も含めた CDI に対して選択されるよ
うになってきた。更には糞便移植などと並ぶ新たな選択肢としてワクチンが注目されている。C.
difficile に対するワクチン開発は 1980 年初頭から始まっているが、これまでにトキソイドワクチ
ンを中心に数々の臨床試験が成され、その知見が集積しつつある。まず、ホルマリン不活性化精
製トキシン A, B をアルミニウムでアジュバント化した製剤（Sanofi Pasteur）は第 1 相、第 2 相
試験で比較的良好な結果が示されたが、第 3 相は 2017 年に中断となった。遺伝子組み換えトキ
シン A, トキシン B ワクチン（Pfizer）は第 1 相試験で認容性が良好で、明確なトキシン中和能
を示した。このワクチンは CDI 初発の予防効果に関する第 2 相試験でも良好な成績を示し、現
在、第 3 相試験が継続中である。またトキシン A,B のレセプター結合ドメインを含む融合蛋白
VLA84 を用いたワクチン（Valneva）は第 1 相試験にて死亡を含む重篤な副作用がなく、免疫原
性も良好であることが示され、第 2 相試験も良好な結果で終了している。この他、F2 抗原を標
的としたワクチンも第 1 相試験が進行中である（GSK、2022 年 4 月終了予定）。トキシン A、B
に加え Binary toxin も標的にした４価ワクチンや、トキシン A の一部を Bacillus subtilis の表面抗
原 CotB、CotC に融合した経口ワクチンも近々臨床応用の可能性がある。その他の試みとして細
胞壁構成タンパクである S-layer protein やポリサッカライド、芽胞外膜蛋白など、トキシン以外
を標的としたワクチンも開発される可能性がある。
これらは全て、抗菌薬による C. difficile の増殖抑制とは異なる免疫学的機序を基礎とした新し
いアプローチであり、初回および再発性 CDI の治療においても最も費用対効果が高いものにな
る可能性があるため、今後の展開が期待される。本シンポジウムでは、ワクチンを中心に CDI
に対する新たな発症予防戦略に関して概説する。
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シンポジウム「CDI に対する新たな戦略」

３月５日（土） 13：25 ～14：40

CDI に対する感染対策の新知見

一木 薫
兵庫医科大学病院

感染制御部

Clostridioides difficile 感染（CDI）の診断および治療は、NAAT 検査の普及、新規治療薬、diagnostic
stewardship（DS）の実践、antimicrobial stewardship（AS）の実践など近年変化している。また
感染対策についても、非接触式による環境消毒の有効性や、バンドルアプローチによるアウトブ
レイクの制御などが報告されており、Clostridioides difficile（C. difficile）を取り巻く環境は変化し
ている。CDI の感染管理は、検査、診断、治療および院内感染対策の 4 つが重要なポイントであり、
ICT の各職種それぞれの役割が明確である。C. difficile 感染対策のポイントについて、看護師の
立場から、基本の再確認とともに最近の動向を含めて述べる。
1. 早期発見
看護師の日常の観察は CDI の早期発見に重要なポイントとなる。下痢便の判定には、一般に
ブリストールスケールが使用される。併せて腹痛、発熱、便意切迫感など下痢に伴う症状や所見
を観察する。また下痢を伴う基礎疾患や感染性疾患、経管栄養や化学療法などの医原性下痢の有
無を確認、さらに抗菌薬使用歴、年齢、長期入院、免疫不全、癌化学療法、消化管手術、PPI 薬
の使用などの CDI リスク因子の把握も必要である。また、炎症性腸疾患のような原疾患に下痢
が関連する場合、その評価は難しく当院ではブリストールスケールを一部改訂して使用している。
2. 手指衛生
C. difficile は、芽胞形成菌のため消毒薬に強い抵抗性を示す。アルコール手指消毒は、石けん
と流水を用いた手洗いに比べ、C. difficile の除去効果は低い。一方で VRE や MRSA など多剤耐
性菌との共感染は、C. difficile 検出患者に多いとする報告があり、実臨床においては CDI 患者に
対する手指衛生の選択は、2 者を上手く組み合わせて使う必要がある。
3. 環境対策
芽胞菌である C. difficile は医療環境下において長期間生存するため、C. difficile の環境汚染は
CDI 伝播に関連している。CDI 患者が退室した直後の清掃について、同じ消毒薬を用いても不
適切な清掃では除菌効果を認められないことが報告されており、清掃担当者への教育も重要であ
ることを示している。また近年、蒸気化過酸化水素や紫外線照射等の非接触方式による環境消毒
の有効性が報告されている。新型コロナウイルスの流行により非接触方式の環境消毒機器を導入
した施設が増加している。今後 C. difficile 対策への拡大も期待される。
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1

３月５日（土）
8：30 ～ 9：01

当センターで経験した齲歯感染による Lemierre 症候群の一例

野口 穣 1)、東條 未希 1)、松田 美弥子 1)、古川 友子 1)、浅見 諒子 1)、與口 健太郎 3)、
増田 義重 1)、小金丸 博 2)、稲松 孝思 2)
1) 東京都健康長寿医療センター

臨床検査科

2) 東京都健康長寿医療センター

感染症内科

3) 東京都健康長寿医療センター

糖尿病・代謝・内分泌内科

【緒言】Lemierre 症候群は、咽頭喉頭や歯科領域の先行感染の後、内頸静脈の血栓性静脈炎、遠
隔臓器への敗血症性塞栓症を引き起こす疾患群である。今回、齲歯感染による Lemierre 症候群
を経験したので報告する。
【症例】生来健康な 20 歳代女性。齲歯があるが治療は自己中断していた。39℃の発熱、咽頭痛、
強い悪寒を自覚し救急外来受診。造影 CT で左内頸静脈に血栓を疑う塞栓を認め、両肺に多発腫
瘤影を認めた。血液培養採取し、SBT/ABPC が開始され緊急入院。血液培養は、10 時間で陽転
化し Fusobacterium necrophorum（F. nucrophorum）と Streptoccocus anginosus（S. anginosus）が同定。
入院後、歯根の感染病巣が判明、齲歯感染が最も疑われた。抜歯し、歯根嚢胞、歯肉を培養した
が、血液培養と同一菌は培養できなかった。抗菌薬療法と抗凝固療法により全身状態良好となり、
第 26 病日退院。退院後は、経口抗菌薬継続し、経過観察中。
【考察】Lemierre 症候群は、再興感染症で致死的な感染症と報告があるが、本症例は早期に感染
症科医の介入があり、迅速な診断と治療ができた。若年男性が多いとされ、過去 5 年の本邦での
報告を遡ると、検索した範囲では、女性症例は 10% であった。原因菌は、F. necrophorum が多い
が、本症例はさらに S. anginosus も認めた。検索した中で、両菌種が同時に血培から認めた報告
はなく、嫌気性菌感染でよくみられる混合感染例といえる。侵入門戸と考えられた歯根検体から
の培養は、血液培養と同一菌は認めなかった。抗菌薬投与下の検体採取が原因と考えられる。過
去 5 年、当センターの Fusobacterium 属が同定された血培陽性例を振り返っても、Lemierre 症候
群の症例はなく、貴重な症例を経験することができた。
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３月５日（土）
8：30 ～ 9：01

検体の Gram 染色所見から嫌気培養延長によって Actinomyces
israelii を分離することができた 3 症例

瀬尾 有加 1)、高橋 舞香 1)、井川 ジーン 1)、高橋 敏宏 1)、武井 理美 1)、佐野 麻衣 1)、
川上 剛明 1)、長南 正佳 1)、笹野 央 2)、三澤 成毅 1)、福井 由希子 3)、鈴木 麻衣 3)、
平山 哲 1, 4)、三井田 孝 1, 4)
1) 順天堂大学医学部附属順天堂医院

臨床検査部

2) 順天堂大学医学部附属順天堂医院

薬剤部

3) 順天堂大学医学部附属順天堂医院

総合診療科

4) 順天堂大学大学院医学研究科

臨床病態検査医学

【はじめに】Actinomyces israelii は放線菌症の原因菌であり、顔面・頸部、腹部・骨盤に好発し、
血行性に全身に伝播することがある。また、涙小管炎や長期間の子宮内避妊具（IUD）使用によ
る骨盤放線菌症の原因菌としても知られている。今回、我々は、膿瘍検体の Gram 染色所見から
嫌気培養を延長し、Actinomyces israelii を分離した 3 症例を経験したので報告する。
【症例】
症例 1：49 歳の女性。左下腹部痛を主訴に近医を受診した。20 歳代に挿入した IUD が抜去され
ておらず、左卵巣内膜症性嚢胞感染疑いで当院へ救急搬送となり、左卵巣膿瘍が提出された。
症例 2：85 歳の女性。脳膿瘍疑いで緊急入院となり、開頭膿瘍摘出術が施行され膿瘍が提出された。
症例 3：72 歳の男性。感染性膵壊死に対する内視鏡的壊死組織除去術施行後に発熱が持続し、
腹腔内膿瘍の合併を認めたため、膿瘍が提出された。
【微生物学的検査】3 症例は膿瘍の Gram 染色で多数の白血球と共に分枝した Gram 陽性桿菌を
認めた。Actinomyces を疑い、アネロコロンビア RS 血液寒天培地（日本 BD）を用いて、通常の
2 日間培養とは別に嫌気培養を 1 週間行った。嫌気培養 2 日目では、全例 Actinomyces は発育せず、
他菌（症例 1：Fusobacterium nucleatum、Parvimonas micra、症例 2：F. nucleatum、Porphyromonas
gingivalis、症例 3：Escherichia coli）が発育した。Actinomyces は 1 週間嫌気培養を行った培地に
のみ白色の微小コロニーとして発育し、コロニーの Gram 染色により Gram 陽性桿菌であること
を確認し、質量分析装置（MALDI バイオタイパー：Burker Daltonics）で A. israelii と同定した。
【考察】日常検査の Gram 染色で Actinomyces を疑い、嫌気培養を延長したことで A. israelii を分
離できた症例を経験した。本菌は発育が遅く、日常の培養期間では分離困難である。検体の外観
から本菌の特徴である菌塊は観察されなかったことから、Gram 染色による本菌の推定は重要で
あり、その後の検査方針決定に役立った。
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３月５日（土）
8：30 ～ 9：01

MALDI-TOF MS を用いたボツリヌス症の検査法
－事例への応用、特に本邦初の Clostridium baratii によるボツリヌス症検査－

門間 千枝 1)、上原 さとみ 1)、岡田 若葉 1)、古田 菜摘 1)、浅山 睦子 1)、齊木 大 1)、
尾畑 浩魅 1)、前田 雅子 1)、赤瀬 悟 1)、横山 敬子 1)、貞升 健志 1)、S. R. Kalb2)
1) 東京都健康安全研究センター

微生物部

2) Centers for Disease Control and Prevention (CDC), USA

ボツリヌス症は、わが国では少ないながらも毎年発生している。その検査は、病院で本症と疑
われた後、検体が保健所を経由し地方衛生研究所等に送付され、感度と特異性からマウスを用い
た方法で実施される。今回、CDC が開発した Endopep-MS 法を用い MALDI-TOF MS で毒素を
測定する方法に、同定法を加え、事例等に応用した結果、Clostridium baratii によるボツリヌス症
の日本初症例を経験した。
【方法】Bruker 社製 Biotyper を用いボツリヌス菌、E 型毒素産生 C. butyricum、F 型毒素産生 C.
baratii、他のクロストリジウム属菌 9 菌種を供し、菌種同定と、FlexAnalysis で毒素分析を行っ
た。菌種同定：ボツリヌス菌標準株 15 株をライブラリー登録後、東京都分離 20 株等を同定した。
前処理法として、コロニーおよび液体培養液からの抽出を比較した。毒素検出：A、B、E、F 型
精製ボツリヌス毒素、各毒素型菌 23 株の培養液、事例検体からの抽出液等に対して、各抗毒素
がコートされたビーズと混和・洗浄後、各毒素用のペプチド基質と反応させ、分析した。事例へ
の応用：集団食中毒、乳児ボツリヌス症等 4 事例の検体及び分離菌を供した。
【結果および考察】菌種同定：コロニーからの抽出と比較し液体培養液抽出のスコア値が高かっ
た。ボツリヌス菌 20 株中 18 株が本菌と同定された。その他の菌はすべて本菌と同定されなかっ
た。毒素検出：各毒素の検出感度はマウス法とほぼ同等であった。各毒素型ボツリヌス菌、E 型
毒素産生 C. butyricum、F 型毒素産生 C. baratii も毒素産生が確認された。事例への応用：3 事例
から分離された菌はボツリヌス菌と同定され、培養液中の毒素産生も確認された。1 事例の原因
食品からは直接本毒素が検出された。他の 1 事例では、患者便分離株が C. baratii と同定後 16S
rDNA 配列においても確認され、F 型毒素産生性が認められた。マウス法でも同様の結果を得ら
れたため、F 型毒素産生 C. baratii によるボツリヌス症と診断された。
ボツリヌス症の診断としては、MALDI-TOF MS による同定と毒素の検出を組み合わせること
により、マウス法の代替法となり病院でも検査可能な方法となる可能性があることが示唆された。
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３月５日（土）
8：30 ～ 9：01

血液培養より嫌気性菌感染症を見つめ直す

大出 恭代 1)、喜納 勝成 1)、三宅 一徳 1)、中澤 武司 2)、佐々木 信一 3)
1) 順天堂大学医学部附属浦安病院

臨床検査医学科

2) 順天堂大学医学部附属浦安病院

感染対策室

3) 順天堂大学医学部附属浦安病院

呼吸器内科

感染対策室

【はじめに】嫌気性菌が分離される症例では複数菌検出される事が多く、起因菌の推定が困難
である。そのため血液培養検査が感染症の起因菌を決定する上で重要な検査となる。当院では
2011 年より血液培養陽性例は、全て感染巣を決定し、抗菌薬適正使用の評価を行っている。今
回我々は、血液培養で分離された嫌気性菌に注目して、分離状況と感染巣を調査し、血液培養に
よる嫌気性菌感染症診断の有用性を調査したので報告する。
【方法】2015 年から 2021 年までに提出された血液培養で、2 セット中 1 セット以上嫌気性菌が
検出された 98 例を調査した。感染巣の判定は感染症専門医 2 名を含むインフェクションコント
ロールチーム（ICT）が、画像、臨床検査、患者の病歴より推定した。
【結果】当院において 2013 年から 2021 年の期間で、血液培養陽性検体中の嫌気性菌の分離
割 合 は 約 5.4% で あ っ た。 分 離 菌 で は Bacteroides fragilis group が 26 件 と 一 番 多 く、 次 い で
Clostridium perfringens、Fusobacterium species と Prevotella species が 夫 々 14 件 検 出 さ れ、 全 体
の 68% を占めていた。感染巣の判定では、腸炎を含めた腹腔内感染が 38 例で約 40% を占め、
focus 不明が 18 例であった。また尿路感染が 8 例見られ、直腸膀胱瘻などの瘻の関与が疑われた。
【考察】今回の調査では、嫌気性菌が原因となる血流感染症は腹腔内感染が多かったため、腹腔
内感染症が疑われる場合は、より正確な同定検査や感受性検査が実施されるべきであると考える。
また尿路感染が 8 例見られており、通常、尿検査では嫌気性菌検査が実施されていないため、今
後は臨床状況に応じて嫌気培養が実施される事が重要と考える。血液培養での嫌気性菌疫学調査
は、感染症に嫌気性菌が関与する病態を理解するのに有用であり、また嫌気性菌検査を実施する
上でも非常に重要であると考えられた。

31

一般演題

5

３月５日（土）
9：02 ～ 9：33

当院における嫌気性菌血症 93 症例の臨床的・微生物学的特性の
後方視的解析

岩永 直樹 1)、芦澤 信之 1)、武田 和明 1)、高園 貴弘 1)、山本 和子 1)、泉川 公一 2)、
栁原 克紀 3)、迎 寛 1)
1) 長崎大学病院

呼吸器内科

2) 長崎大学病院

感染制御教育センター

3) 長崎大学病院

検査部

【背景】近年嫌気性菌の菌血症例の増加が報告されており、特に Bacteroides spp. の増加が注目さ
れている。また Bacteroides spp. の clindamycin 耐性化は広く知られているが、歯性嫌気性菌の感
受性も含めてその動向に注意が必要である。
【方法】2014 年 1 月から 2021 年 8 月までに長崎大学病院において、
血液培養で嫌気性菌
（Fusobacterium
spp.、Prevotella spp.、Bacteroides spp.、Parvimonas spp.、Porphyromonas spp.、Veillonella spp.、
Peptostreptococcus spp.）が分離された 93 症例の薬剤感受性、原因疾患、基礎疾患、CRP 値、
SOFA（Sequential Organ Failure assessment）スコア、予後等について、2014 年から 2017 年と
2018 年から 2021 年までに分けて、後方視的に比較検討した。
【結果】Bacteroides spp. と比べて、歯性嫌気性菌のβ - ラクタム系薬及び clindamycin に経時的な
感受性の低下傾向が認められた。一方で Bacteroides spp. 菌血症例数は増加傾向にあり（71.9% vs
87.9%）、更に有意差は認められないものの、Bacteroides spp. 症例の 30 日生存率の悪化傾向を認
め（87.5% vs 77.6%）
、特に clindamycin 耐性菌にその傾向が顕著であった（88.8% vs 73.0%）。
【結語】今回の解析により、Bacteroides spp. 菌血症例、特に clindamycin 耐性菌症例の 30 日生存
率の悪化傾向を認め、既報に合致していた。今後前向きで予後規定因子について更なる調査を要
すると考えられる。
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３月５日（土）
9：02 ～ 9：33

非膿瘍形成性偏性嫌気性菌菌血症についての臨床的検討

長岡 健太郎、兼田 磨熙杜、村井 佑至、上野 亨敏、川筋 仁史、宮嶋 友希、福井 康貴、
仁井見 英樹、森永 芳智、山本 善裕
富山大学附属病院

総合感染症センター

【背景】偏性嫌気性菌感染症における膿瘍は、ヒト体内に形成された嫌気的環境を反映し、嫌気
性菌増殖の起点となるため、その治療においてはドレナージが重要となる。一方、偏性嫌気性菌
が血液培養から分離された症例の中には、明らかな膿瘍形成を伴わないものもみられるが、その
臨床的特徴、疫学的データについては不明な点が少なくない。
【目的】非膿瘍形成性偏性嫌気性菌菌血症の臨床的特徴について検証する。
【方法】富山大学附属病院単施設での後方視・症例対照研究。2018 年 1 月から 2021 年 10 月ま
での期間に血液培養検体から偏性嫌気性菌が分離された症例を膿瘍群、非膿瘍群に割り付け、2
群間の臨床的特徴を比較検討し、非膿瘍形成性菌血症発症に寄与する因子の抽出を行った。膿瘍
形成の定義は、（1）画像で膿瘍形成を認めるもの、（2）ドレナージを要する感染巣を含むもの、
のいずれかに該当する場合とした。
【結果】偏性嫌気性菌菌血症を発症した患者は全 71 例で、非膿瘍群は 31 例、膿瘍群は 40 例となっ
た。両群ともに悪性腫瘍を基礎疾患に有する症例が多く含まれた［非膿瘍群 22 例（71%）vs 膿
瘍群 29 例（73%）］。膿瘍群と比較して、非膿瘍群では腹腔内感染例（50% vs 88%; p < 0.001）、
血液培養で複数菌が分離される頻度が少なく（23 % vs 45%; p = 0.042）、febrile neutropenia あ
るいは免疫抑制剤使用頻度が高い結果となった（40% vs 8%）。ロジスティック解析では、以下
の項目が非膿瘍形成性嫌気性菌菌血症発症のリスク因子となった；免疫抑制状態（OR = 5.61; p
= 0.027）
、腹腔内感染（OR = 0.14; p = 0.003）
、血培での複数菌分離（OR = 0.33; p = 0.080）。
【結論】今回の検討では、免疫抑制状態、腹腔内以外での嫌気性菌単独感染が、非膿瘍形成性偏
性嫌気性菌菌血症の発症リスク因子となることが示唆された。非膿瘍形成性嫌気性菌菌血症は、
検体採取後の嫌気培養が速やかに行われない施設では under-estimate される可能性があり、施設
ごとの感度を含め今後十分な検討が必要と考えられた。
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３月５日（土）
9：02 ～ 9：33

大阪市立大学医学部附属病院における Clostridium 菌血症症例の検討
井本 和紀、山田 康一、掛屋 弘
大阪市立大学大学院医学研究科

臨床感染制御学

大阪市立大学医学部附属病院

感染症内科

大阪市立大学医学部附属病院

感染制御部

【背景】Clostridium 属は Bacteroides 属に続けて多く血液培養より検出される嫌気性菌であるにも
かかわらず、Clostridium による菌血症の臨床的特徴は明らかにされていない。
【 方 法 】2011 年 4 月 か ら 2020 年 12 月 ま で の 10 年 間 の 間 に 血 液 培 養 よ り 1 セ ッ ト 以 上 で
Clostridium 属が検出された症例を抽出し、臨床的背景、転帰などについて検討した。
【 結 果 】10 年 間 で 血 液 培 養 か ら Clostridium 属 が 検 出 さ れ た 症 例 は 44 例 あ り、Clostridium
perfrintgens が 17 症例（38.6%）ともっとも多く、続いて Clostridium butyricum が 6 例（13.6%）、
Clostridium ramosum が 5 例（11.4%）
、Clostridium tertium が 4 例（9.1%）、Clostridium innocuum・
Clostridium paraputrificum が 2 症例（4.5%）ずつ Clostridium bifermentans・Clostridium glycolicum
が 1 症例（2.3%）ずつであった（Clostridium innocuum と ramosum の同時検出症例あり）。ま
た、7 症例（15.9%）で菌種の詳細な同定に至っていなかった。血液培養から 1 セット以上
Clostridium が検出された症例のうち、基礎疾患としては担癌患者が 33 症例（75.0%）、何らか
の腹腔内病変をもつ患者が 29 症例（65.9%）、消化器癌患者が 15 症例（34.1%）、婦人科癌患者
が 8 症例（18.2%）みられた。また、Clostridium 菌血症の 14 日死亡率は 15.9%、28 日死亡率は
25% であった。一方で血液培養の複数セットから Clostridium が培養された症例は 8 症例（18.2%）
のみで、また Focus が同定できた症例は 19 症例（43.2%）であった。抗菌薬としてはカルバペ
ネム系抗菌薬 9 症例（20.1%）、ペニシリン系抗菌薬 13 症例（29.5%）、抗 MRSA 薬 4 症例（9.1%）、
カルバペネムと抗 MRSA 薬の併用 7 症例（15.9%）
、ペニシリンと抗 MRSA 薬の併用 5 症例（11.4%）
が用いられていた。
【考察】血液培養より Clostridium 属が検出された場合、その死亡率は高率であるが、一方で感染
巣が断定できない症例も多い結果であった。血液培養も複数セットから検出されていない症例が
多数みられたことからも、感染巣の精査を行ないつつ、その治療適応については慎重に検討する
必要性がある。
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３月５日（土）
9：02 ～ 9：33

Ruminococcus gnavus 菌血症の後方視的検討
山岸 由佳 1- 3)，荒川 悠 1, 2)、西田 愛恵 2)、岩目 彩椰 2)、平井 潤 2)、田中 香お里 4)、
末松 寛之 2)、三鴨 廣繁 3)
1) 高知大学医学部附属病院

感染症科

2) 高知大学医学部附属病院

感染管理部

3) 愛知医科大学病院

感染症科

4) 岐阜大学生命科学総合研究支援センター

嫌気性菌研究分野

【緒言】Ruminococcus 属は偏性嫌気性グラム陽性球菌で、ヒトにおいては腸管内に生息するが、
しばしば感染症を引き起こす。今回 Ruminococcus gnavus 菌血症を経験したので報告する。【対
象と方法】2010 年 1 月から 2020 年 6 月までの間に愛知医科大学病院で、2010 年から 2021 年
12 月までの間に高知大学医学部附属病院で、それぞれ検査室に提出された血液培養検体から
Ruminococcus 属が検出され、16S rRNA を用いて R. gnavus と同定された症例を対象に、診療録
を用いて後方視的に検討した。【症例】症例 1 は 78 歳の男性。慢性腎不全にて通院中。悪性リ
ンパ腫の診断で化学療法後に採取された血液培養から R. gnavus、Clostridium paraputrificum が検
出された。STFX で加療し、28 日予後は良好であった。症例 2 は 94 歳の男性。S 状結腸穿孔性
腹膜炎の診断で入院した日の血液培養から R. gnavus、Clostridium paraputrificum が検出された。
MEPM で加療し、28 日予後は不良であった。症例 3 は 82 歳の男性。肺がんの基礎疾患あり。
S 状結腸憩室穿孔、急性腹膜炎と診断され、採取された血液培養から R. gnavus が検出された。
SBT/ABPC で加療された。28 日予後は不良であった。症例 4 は 51 歳の男性。急性膵炎の既往あり。
結腸穿孔に伴う急性腹膜炎の診断で入院した際の血液培養から R. gnavus が検出された。MEPM
で加療し、28 日予後は良好であった。症例 5 は 89 歳の男性。胃潰瘍、出血性ショックで入院し
た際の血液培養から R. gnavus、Candida albicans が検出された。MEPM で加療され、28 日予後
は良好であった。【まとめ】今回の症例はいずれも腸管内からの bacterial translocation による菌
血症と推測された。
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３月５日（土）
9：34 ～10：05

細菌叢解析法を用いた肺炎病巣における嫌気性細菌叢の肺炎タイプ
別の比較
根本 一樹 1)、赤田 憲太朗 1, 2)、池上 博昭 1)、山﨑 啓 1)、野口 真吾 1)、川波 敏則 1)、
矢寺 和博 1)、迎 寛 3)
1) 産業医科大学医学部
2) 産業医科大学病院

呼吸器内科学
感染制御部

3) 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科展開医療科学講座

呼吸器内科学分野（第二内科）

【背景・目的】肺炎の原因菌検索として喀痰培養や血清学的検索が一般的に行われるが、約半数
で原因菌が不明であり、近年では分子生物学的手法が臨床応用されている。我々は、分子生物学
的手法を用いて、肺炎の病巣から直接採取した気管支肺胞洗浄液（BALF）の嫌気性細菌叢を肺
炎種別に比較検討した。
【方法】2010 年 4 月〜 2020 年 3 月に産業医科大学病院及び関連施設を受診した 294 例の肺炎患
者（市中肺炎：CAP 120 例、医療関連肺炎：HCAP 101 例、院内肺炎：HAP 73 例）の BALF 検
体の細菌叢の 16S rRNA 遺伝子を、universal プライマー（341F と 907R）を使用して Sanger 法
にクローンライブラリー法を組み合わせた分子生物学的手法で解析し、肺炎種別の細菌叢を比較
した。各検体で 5% 以上を占めた phylotypes を用いて解析した。また、BALF 検体で 80% 以上
が単一の phylotype である患者を「単独感染」群、他の患者を「混合感染」群とした。
【結果】CAP 52/120 例（43.3%）
、HCAP 28/101 例（27.7%）、HAP 17/73 例（23.3%）で嫌気性
菌が検出された。単独／混合感染の割合は、CAP 57/63 例、HCAP 34/67 例、HAP 28/45 例で
あった。嫌気性菌の単独感染は CAP で 4 例のみ認められた。混合感染例では、嫌気性菌は CAP
48/63 例（76.2%）、HCAP 28/67 例（41.8%）、HAP 17/45 例（37.8%）で検出された。また、嫌
気性菌のうち、プレボテラ属が 52/97 例（53.6%）と最も検出され、特にベイロネラ属との共感
染例が 19/52 例（36.5%）と比較的多くを占めた。
【結語】肺炎のタイプ別における細菌叢解析の結果からは、CAP では最も混合感染が多く、その
うち嫌気性菌が多くを占めた。従来から誤嚥性肺炎が病態の主体と考えられ嫌気性菌が多いと考
えられていた HCAP では、本検討の結果では嫌気性菌の検出頻度が多くなかったため、誤嚥性
肺炎における嫌気性菌の頻度が過剰評価されていた可能性が示唆された。
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３月５日（土）
9：34 ～10：05

COVID-19 による、口腔内細菌叢における嫌気性菌の変化
太田 賢治、佐々木 大介、加勢田 富士子、坂本 啓、小佐井 康介、長谷川 寛雄、
栁原 克紀
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
長崎大学病院

病態解析・診断学

検査部／臨床検査科

【目的】口腔内細菌叢と呼吸器感染症との関連性が報告されているが、COVID-19 における役割
は十分に明らかにされていない。我々は、COVID-19 における口腔内細菌叢を解析し、嫌気性菌
の変化を観察することを目的とした。
【方法】2020 年 4 月、長崎市に停泊中のクルーズ船内において、COVID-19 集団感染が発生し
た。同クルーズ船乗組員から、SARS-CoV-2 PCR 検査目的に採取された唾液検体を用い、細菌
叢解析を行った。核酸抽出を行い、16s rRNA の V1-V2 領域を増幅し、次世代シークエンサー
（MiSeq, Illumina）を用いて metagenomic sequence を行った。両群における細菌叢の多様性を
評価するためα -diversity を比較し、また、両群間の細菌叢の組成を比較するため、differential
abundance analysis を行った。
【 結 果 】COVID-19 群 38 例 と 健 常 者 群 20 例 を 対 象 と し た。 α -diversity（total number） は
COVID-19 群 49.9、健常者群 46.9（P = 0.05）であり、COVID-19 群において多様性が上昇し
ている傾向が示唆された。両群間の組成を比較したところ、COVID-19 群における占有率で
Carnobacteriaceae の低下や Lactobacillus fermentum の上昇などが観察された。
【考察】口腔内細菌叢の多様性評価により、COVID-19 と口腔内嫌気性菌の関連性が示唆された。
今後、経時的な細菌叢の推移などを検証し、COVID-19 の病態への関与を明らかにしていきたい。
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３月５日（土）
9：34 ～10：05

慢性子宮内膜炎患者の妊娠転帰に対する経口抗菌薬治療の影響に
関する系統的レビューとメタアナリシス

三鴨 廣繁 1)、加藤 秀雄 1, 2)、山岸 由佳 1, 3)、平井 潤 1)、浅井 信博 1)、柴田 祐一 1)、
岩本 卓也 2)、萩原 真生 1)
1) 愛知医科大学

感染症科

2) 三重大学医学部附属病院

薬剤部

3) 高知大学医学部附属病院

感染症科・感染管理部

【背景】慢性子宮内膜炎は、妊娠に悪影響を与える子宮内膜の持続的な炎症状態である。米国疾
病管理予防センターガイドラインでは、慢性子宮内膜炎に対して経口抗菌薬治療を推奨している。
しかし、最近のランダム化比較試験では、抗菌薬治療が妊娠転帰を改善したかどうかは不明であ
ると結論付けられている。したがって、慢性子宮内膜炎患者の妊娠転帰に対する経口抗菌薬治療
の影響を検証するために、系統的レビューとメタアナリシスを実施した。
【方法】2021 年 5 月まで、PubMed、Scopus、Ichushi、CINAHL、および EMBASE データベー
スを体系的に検索した。抗菌薬治療の有無による慢性子宮内膜炎患者の妊娠転帰を比較した。次
に、着床率、子宮内妊娠率、および出生率に焦点を当てて、妊娠の結果を評価した。
【結果】7 つの研究がメタアナリシスに含まれた。372 人の患者は抗菌薬で治療されたが、1024
人の患者は抗菌薬で治療されていなかった。研究期間中（14 〜 21 日）に様々な抗菌薬レジメン
が投与された。慢性子宮内膜炎の抗菌薬治療は、着床率［オッズ比（OR）1.02，95% 信頼区間（CI）
0.78-1.33］
、子宮内妊娠率（OR 1.08，95%CI 0.72-1.63）、生存出生率（OR 1.13，95% CI 0.65-1.97）
を増加させなかった。
【結論】我々のメタアナリシスは、経口抗菌薬治療が慢性子宮内膜炎患者の妊娠転帰を改善しな
かったことを証明した。妊娠の結果を改善するための治療法を解明するには、さらなる研究が必
要である。
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３月５日（土）
9：34 ～10：05

Prevotella intermedia による肺炎増悪の機序の解明

芦澤 博貴 1)、岩永 直樹 1)、芦澤 信之 1)、武田 和明 1)、高園 貴弘 1)、山本 和子 1)、
内藤 真理子 2)、泉川 公一 3)、栁原 克紀 4)、迎 寛 1)
1) 長崎大学病院

呼吸器内科

2) 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
3) 長崎大学病院

感染制御教育センター

4) 長崎大学病院

検査部

口腔病原微生物学講座

【背景】Prevotella intermedia（P. intermedia）は偏性嫌気性菌で歯周病原細菌の一つであるが、市
中肺炎の気管支洗浄液の細菌叢解析により、口腔内レンサ球菌（Streptococcus spp.）との共感染
例が多く報告されている。今回、P. intermedia による Streptococcus spp. 感染増悪の機序について
マウスモデルを用いて検討したので、報告する。
【方法】P. intermedia 又は Fusobacterium nucleatum（F. nucleatum）を変法 GAM 培地で嫌気培養し、
培 養 後 の 上 清 と 1.0 x 10^9 CFU の Streptococcus anginosus（S. anginosus） 或 い は Streptococcus
mitis（S. mitis）と C57BL/6J マウスに共感染させ、Streptococcus spp. 単独感染と生存及び体重変
化を比較した。肺内生菌数及び脾臓内生菌数、肺の病理所見についても比較検討を行った。
【結果】Streptococcus spp. に P. intermedia の培養上清を共感染させた群では、Streptococcus spp. 単
独感染と比較して、生存率及び体重変化において悪化傾向を示した（S. anginosus; p < 0.01, S.
mitis; p < 0.05）。更に感染 24 時間後の肺内生菌数（p < 0.01）及び脾臓内生菌数（p < 0.05）の
増悪傾向を認め、病理所見（HE 染色）では共感染群で好中球を主体とした炎症細胞の強い集族
を認めた。一方で F. nucleatum の培養上清では同様の悪化傾向を認めなかった。
【結語】P. intermedia の培養上清が Streptococcus spp. の肺炎を増悪させることが示され、今後の更
なる研究が期待される。
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３月５日（土）
15：30 ～16：01

Clostridioides difficile NAAT 陰性時の Toxigenic culture 必要性の検討

原 稔典 1, 2)、木場 由美子 1, 2)、田寺 加代子 1, 2)、長岡 里枝 1, 2)、奥村 由美子 1, 2)、
太田 志保 1, 2)、中岡 裕輔 1, 2)、樫山 誠也 1, 2)、北川 浩樹 3)、野村 俊仁 3)、大森 慶太朗 3)、
繁本 憲文 3, 4)、横崎 典哉 2)、大毛 宏喜 3)
1) 広島大学病院

診療支援部臨床検査部門

2) 広島大学病院

検査部

3) 広島大学病院

感染症科

4) 広島大学

トランスレーショナルリサーチセンター

【目的】C. difficile 検査において C. difficile 抗原（glutamate dehydrogenase; GDH）陽性／毒素陰性、
NAAT 陰性および、GDH 陰性／毒素検査陰性、NAAT 陰性における Toxigenic culture（TC）の
必要性について検討を行なった。
【方法】2018 年 11 月から 2020 年 1 月に入院患者において C. difficile 抗原および毒素検出を目的
として提出された BSS ≧ 5 の糞便検体 336 検体を対象とした。GDH と毒素検査は C. Diff Quik
Chek Complete（Abbott）
、NAAT は GENECUBE（東洋紡）を用いた。さらに、培養コロニー
より C. Diff Quik Chek Complete を用いて TC を行った。
【結果】培養検査を対象とした場合、GDH 感度は 67.9%（36/53 件）、特異度は 97.9%（277/283 件）
であった。陽性適中率は 85.7%（36/42 件）、陰性適中率は 94.2%（277/294 件）であった。
GDH 陽性 / 毒素陰性が 32 件あり、そのうち NAAT 陽性は 59.4%（19/32 件）であった。また、
NAAT 陽性例の TC は全て陽性であった。NAAT 陰性の 13 件のうち、培養陽性は 53.8%（7/13 件）
であり、TC は 7 株全て陰性であった。
GDH 陰性／毒素陰性が 294 件のうち、NAAT 陽性は 1.7%（5/294 件）であった。また、NAAT
陰性 289 例のうち、培養陽性は 12 件であり、その内 TC 陽性は 58.3%（7/12 件）であった。
【結論】培養検査および TC 検査は、GDH 陰性時に追加が必要と考えられた。
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３月５日（土）
15：30 ～16：01

全国 7 医療施設で分離された Clostridioides difficile の POT 型を
利用した分子疫学的解析

鷺坂 祐作 1)、南 健太 3, 4)、鈴木 陽一 2, 3)、浮村 聡 3, 4)、中野 隆史 2, 3)、駒野 淳 1, 2, 3)
1) 大阪医科薬科大学薬学部

感染制御学教室

2) 大阪医科薬科大学医学部

微生物学教室

3) 大阪医科薬科大学病院

医療総合管理部感染対策室

4) 大阪医科薬科大学病院

中央検査部

【背景】Clostridioides difficile（CD）は院内感染の原因微生物の一つである。同一株の伝播を評価
するために分子疫学的解析が用いられ、PCR-based ORF Typing 法（POT 法）はその一つである。
POT 法は sequence typing（ST）や PCR ribotype（RT）よりも genetic resolution が高く、分子
疫学的解析として優れている。POT 法は国内の複数の医療機関で実施されているものの、複数
の地域から分離された株の POT 型を比較した報告は少ない。
【対象及び方法】2016 年から 2021 年に大阪医科薬科大学病院、北海道大学病院、東京医科歯
科大学病院、岐阜大学医学部附属病院、大阪市立大学医学部附属病院、島根大学医学部附属病
院、医療法人高邦会福岡高木病院の計 7 医療施設で CD 感染症精査のため検査された 576 検体
の POT 型結果を解析対象とした。各医療施設での POT 型を地政学的要因も含めて比較した。
【結果】576 検体は 212 種類の POT 型に分類された。最も多かった POT 型が 826-279 で 37 株
（6.4%）、次いで 700-501 で 30 株（5.2%）、700-309 で 28 株（4.9%）、691-387 で 22 株（3.6%）であった。
分離頻度が最も高かった POT 型は各医療機関ですべて異なっており、各施設でのみ検出された
「独自 POT 型」は 73.6%（156/212 株）であった。一方、826-279 は全ての医療機関で検出され、
各施設での占有率は 0.9% 〜 29.2% であった。826-279 の毒素遺伝子は tcdA+、tcdB+、cdtA- で、
RT は 002 であった。各施設に共通する菌株の割合と時間距離には明確な相関は検出されなかった。
【考察】主に入院患者で CD 感染症疑いという潜在的なバイアスはあるものの、日本全国に普遍
的に存在する株と各地域の「土着株」の存在が示唆された。これは ST や RT を用いた解析では
明確に掴めなかったことから POT 法の有用性を示している。今後施設と検体数を増やすことに
より、国内の CD 流行動態をより明確にすることができるかもしれない。
【謝辞】本解析に POT 型の詳細なデータを共有くださいました北大、岐大、大阪市大、高木病院
の関係者に感謝申し上げます。
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15

３月５日（土）
15：30 ～16：01

市中感染型 Clostridioides difficile 感染症の伝播様式の解明
～ヒト・土壌・伴侶動物の関連性～

吉澤 定子 1, 2)、小森 光二 2)、三浦 将太 2)、青木 弘太郎 2)、澤 友歌 3)、佐々木 雅一 1)、
石井 良和 2)、舘田 一博 2)
1) 東邦大学医療センター大森病院
2) 東邦大学医学部

臨床検査部

微生物・感染症学講座

3) 東邦大学医療センター大森病院

小児科

【目的】近年、市中発症型の Clostridioides difficile（C. difficile）感染症（CACDI）の増加が報告
されている。 伝播経路を探求することを目的として、CACDI 患者から分離された C. difficile の
全ゲノム配列を解析し、伴侶動物、土壌から分離されたものと比較した。
【方法】2020 年 8 月から 2021 年 10 月に CACDI と診断された患者、CACDI 患者の生活環境及
びその他の公園（8 か所）における土壌検体、動物病院 5 施設において採取された伴侶動物の糞
便より C. difficile を分離した。C. difficile のドラフト全ゲノム配列は、MiSeq（イルミナ）を用い
て解析し、MLST、毒素遺伝子、耐性遺伝子を網羅的に解析した。
【 結 果 】 期 間 中 に 343 検 体 を 採 取 し た。CACDI 症 例 11 例 よ り 12 株 が 検 出 さ れ た。 伴 侶 動
物・ 土 壌 に お け る C. difficile 検 出 率 は 猫 7.1%（2/28 検 体、 い ず れ も TOX-）、 犬 50%（15/30
検 体、TOX+ 4 検 体 ）、 土 壌 45.9%（17/37 検 体、TOX+ 12 検 体 ）で あ っ た。MLST 解 析 で は
ST42 の分離頻度が最も多く（tcdA+tcdB+cdtA-cdtB-、9 株）、ST15（non-toxigenic、6 株）、ST2
（tcdA+tcdB+cdtA-cdtB-、5 株）が続いた。ST 42、ST100、ST203 は犬、土壌、患者で共通して
検出された。Core-genome SNPs 解析では、
ST42 において患者と患者生活環境の公園由来の土壌、
犬と公園由来の土壌から分離された株は近縁株と推定されたが（SNPs ≦ 20）、ST100、ST203
に関しては各々の菌株に関連性は認められなかった（SNPs ≧ 30）。
【結語】CACDI 伝播様式として、特に ST42 において、ヒト、伴侶動物、土壌における関連性が
ある可能性が示唆された。
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３月５日（土）
15：30 ～16：01

緊急入院にて抗菌薬投与された高齢者に対する医療用医薬品整腸
剤の Clostridioides difficile 感染症発症予防効果に関する検討

森 伸晃
独立行政法人国立病院機構東京医療センター

総合内科・感染症内科

【背景】Clostridioides difficile 感染症（CDI）は医療関連だけでなく近年は市中発症の下痢症の原
因としても知られている。特に抗菌薬を使用する高齢者は発症のリスクが高い。整腸剤による
CDI の発症予防効果に関する研究の多くは Saccharomyces boulardii や Lactobacillus GG を用いて
おり、わが国で医療用医薬品として使用される整腸剤の成分とは異なる。今回緊急入院にて抗菌
薬が投与された高齢者を対象に医療用医薬品整腸剤使用による CDI の発症率の違いについて調
査した。
【方法】2014 年 4 月から 2017 年 3 月の間に救急外来から入院し、入院日もしくは入院翌日より
3 日以上抗菌薬を投与された 65 歳以上の患者を対象とした。そのうち入院後 CD トキシン検査（イ
ムノクラマトグラフ法）を実施した患者を整腸剤使用（P）群と非使用（N）群に分けた。プロ
ペンシティスコアマッチングを行った後、CD トキシン陽性を CDI と定義し、その発症率を求め
た。年齢、性別、基礎疾患、使用抗菌薬などを電子カルテデータから抽出した。
【結果】対象者はのべ 6,171 名で、そのうち単一入院中に CD トキシン検査を実施した患者は
503 名であった。そのうち CDI と診断したのは 6.0%（30/503）で重症は 1 名のみであった。整
腸剤使用（P）群は 359 名、非使用（N）群は 144 名であった。感染症が入院主病名だったのは
P 群 50.4%、N 群 55.5% であった。使用頻度が高い抗菌薬は両群ともβラクタム／βラクタマー
ゼ阻害薬であった（P 群 51.3%、N 群 56.3%）。プロペンシティスコアマッチングにて抽出した
各群 121 名の CD トキシン陽性数は P 群 9 名 vs N 群 7 名（p = 0.797）と差が認められなかった。
P 群で使用していた整腸剤は、ビオフェルミン R 183 名、ミヤ BM 118 名、ビオフェルミン 45 名、
ラックビー 13 名であった。
【結論】抗菌薬を使用している高齢者に対して、医薬用医薬品整腸剤を使用していても CDI の発
症率に差はみられなかった。
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３月５日（土）
16：02 ～16：33

Clostridioides difficile 感染症治療薬の in vitro 抗菌活性評価及び
新規 in vivo PK/PD 評価モデルの開発

田代 渉、榎木 裕紀、田口 和明、松元 一明
慶應義塾大学薬学部

薬効解析学講座

【 背 景・ 目 的 】Clostridioides difficile 感 染 症（CDI） 治 療 薬 の in vitro 抗 菌 活 性 評 価 と in vivo
pharmacokinetics/pharmacodynamics（PK/PD）評価が CDI 治療成功率の向上、至適投与法の構
築に必要である。しかしながら in vitro 抗菌活性は詳細に調べられておらず、さらに CDI に対す
る in vivo PK/PD 評価モデルは存在しない。したがって本研究では CDI 治療薬の in vitro 抗菌活
性評価及び新規 in vivo PK/PD 評価モデルの開発を目的とした。
【方法】メトロニダゾール（MNZ）、バンコマイシン（VCM）、フィダキソマイシン（FDX）の
C. difficile に対する最小発育阻止濃度（MIC）を測定し、time-kill 試験を行った。さらに postantibiotic effect（PAE）を測定した。次に C. difficile ATCC® 43255 の芽胞を 104 colony-forming
unit（CFU）/mouse で経口投与し重症 CDI マウスモデルを作製した。作製 1 日後、24 h かけて
VCM を様々な用法用量で経口投与した。その糞中 PK/PD パラメータと治療終了時または終了 1
日後の治療効果（糞中生菌数、芽胞数及び生存率）との関係を評価した。
【結果】MNZ、VCM 及び FDX の MIC の幾何平均値は 0.91、1.81 及び 0.34 µg/mL であった。
Time-kill 試験で C. difficile ATCC® 43255 に対して MNZ は 0-8 h、0.5-2.0 µg/mL で濃度依存的
かつ速やかな殺菌作用（>3 log10 CFU/mL 減少）、VCM 及び FDX は 0-20 h、0.5-32 µg/mL で時
間依存的かつ緩やかな抗菌活性（約 2 log10 CFU/mL 減少）を示した。MNZ、VCM 及び FDX の
PAE は 1.9、3.6 及び >20.1 h となった。CDI マウスモデル実験では、糞中生菌数及び芽胞数の
減少は糞中薬物濃度－時間曲線下面積（AUC0 →∞）/MIC と最も相関した（R2= 0.77、0.75）。生
存率とも AUC0 →∞ /MIC は関係があり（R2 = 0.59）
、糞中生菌数を ≥5 log10 CFU/g 減少させる目
標値は AUC0 →∞ /MIC ≥17678 となった。
【結論】In vitro 抗菌活性に基づき CDI に対する新規 in vivo PK/PD 評価モデルを開発した。そして、
VCM の最適な糞中 PK/PD パラメータ値を明らかにした。
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３月５日（土）
16：02 ～16：33

当院における過去 10 年間の Bacteroides 属菌及び Prevotella 属
菌の検出状況と薬剤感受性

高野 知憲、山﨑 行敬、國島 広之
聖マリアンナ医科大学

感染症学講座

【目的】偏性嫌気性菌は様々な感染症に関与する一方で十分な薬剤耐性の動向のデータが少なく、
ローカルファクターを理解することは治療や抗菌薬の適正使用にあたり重要である。本研究では
分離頻度の高い Bacteroides 属菌及び Prevotella 属菌の検出状況と薬剤感受性を検討した。
【対象・方法】2011 年から 2020 年までの 10 年間で当院細菌検査室にて各種臨床検体から分
離 さ れ た Bacteroides 属 菌 及 び Prevotella 属 菌 の 検 出 状 況 と PCG、ABPC、SBT/ABPC、TAZ/
PIPC、CMZ、MEPM、CLDM、CPFX の計 8 種類の薬剤感受性について検討した。薬剤感受性
は Clinical & Laboratory Standards Institute（CLSI）の基準に従い判定した。また、Bacteroides
属菌に関しては、B. fragilis と B. fragilis 以外の B. fragilis group、non-B. fragilis の 3 グループに
分けて検討を行った。
【結果】Bacteroides 属菌の分離状況は B. fragilis（209 株）、メタロ型β - ラクタマーゼ産生 B.
fragilis（6 株）、B. fragilis group（34 株）、non-B. fragilis（B. thetaiotaomicron 75 株、B. vulgatus 36
株、B. uniformis 17 株、B. ovatus 11 株、B. caccae 17 株）であった。B. fragilis、B. fragilis group、
non-B. fragilis の MEPM に対する薬剤感性率はそれぞれ 98.1%、100%、94.2% であった。また、
B. fragilis group と non-B. fragilis は CMZ に対してそれぞれ 85.3%、82.4% の薬剤感性率であった。
メタロ型βラクタマーゼ産生 B. fragilis は CLDM、
CPFX いずれにも 100% の薬剤感性率を示した。
Prevotella 属菌は黒色色素産生性株の P. melaninogenica（10 株）、P. intermedia（22 株）、および P.
bucca（18 株）の計 50 株が分離された。黒色色素非産生性株の P. bivia（22 株）、P. oralis（8 株）
及び P. denticola（3 株）の計 33 株が検出された。
【考察】本検討では遺伝子発現については調べていないが、2010 年以前の感受性データと比較し
て MEPM に対する感受性が特に non-B. fragilis で低下しており今後も感受性動向に注意が必要
である。Prevotella 属菌に関しても薬剤感受性の検討を行い報告する。
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３月５日（土）
16：02 ～16：33

Investigation of Fluoroquinolone Resistance Mechanisms in
Bacteroides fragilis Group by Whole-genome Sequencing Approach

Hanh Vu1), Yoshinori Muto2), Masahiro Hayashi 2, 3), Yoshimasa Yamamoto1),
Kaori Tanaka1, 2, 3)
1) United Graduate School of Drug Discovery and Medical Information Sciences, Gifu University
2) Division of Anaerobe Research, Institute for Glyco-core Research (iGCORE), Gifu University
3) Division of Anaerobe Research, Life Science Research Center, Gifu University

Bacteroides fragilis group (BFG) strains are normal resident gastrointestinal microbiota members
that cause severe life-threatening infections and are increasingly resistant to antibiotics. Principally
BFG strains are low susceptible or resistant against first to third quinolones, but the mechanism
has been unclear. Our study is the first attempt to access fluoroquinolones-resistant mechanisms in
BFG through the whole-genome sequencing approach.
Twelve BFG strains that had ciprofloxacin (CPFX) MIC values ≥ 32 µg/mL, including seven
moxifloxacin (MFLX) resistant strains, were chosen for this study. Three BFG strains from the
same study that had CPFX MIC value ≤ 4 µg/mL were also chosen for comparison. MIC values to
CPFX, levofloxacin, MFLX, and draft genomes were obtained. Draft genomes provided information
of fluoroquinolone-resistance-associated genes, efflux pumps encoding genes, and point mutations
in the gyrA-B and parC genes.
qnrA and qnrS genes weren’t found in any strains, qnrB was found from only one strain with
CPFX MIC 32 µg/mL. The MATE members were found in all strains, followed by the RND
superfamily in 9 higher-CPFX MIC strains. No notable mutations were found on gyrB nor parC
genes. The substitutions at position Ser82 and Phe86 on gyrA genes showed a strong correlation
with MIC value to fluoroquinolones, but still, two strains that had very high MIC to all tested
fluoroquinolones without any point mutations. In those two strains, Na+/drug antiporter and bexA
gene (MATE family) and acriflavine efflux (RND family) were found.
The diversity in resistant mechanism to fluoroquinolones in BFG shows a significant concern about
the effectiveness of newly developed fluoroquinolone on BFG members.
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３月５日（土）
16：02 ～16：33

当院における Bacteroides fragilis の薬剤感受性および耐性遺伝子
保有状況

橋本 武博 1)、橋永 一彦 1)、小宮 幸作 2)、平松 和史 1)
1) 大分大学医学部附属病院
2) 大分大学医学部

感染制御部

呼吸器・感染症内科学講座

【目的】Bacteroides 属菌は腹腔内感染症、術後創感染などの原因菌として重要であり、各種抗菌
薬に対する耐性化も注目されている。今回、当院における Bacteroides fragilis の薬剤感受性およ
び耐性遺伝子保有状況について検討した。
【対象と方法】2011 年から 2021 年までに当院で分離・保存されている B. fragilis 86 株を対象と
した。PIPC、CTX、CFPM、MEPM、CLDM、MINO について薬剤感受性検査を行い、薬剤耐
性判定基準として Clinical and Laboratory Standards Institute（CLSI）M100-Ed30 が推奨するブ
レイクポントを用いた。耐性遺伝子である cepA、cfiA、cfxA、ermF、nim、tetQ 遺伝子の検出は
PCR 法を用いて行い、cfiA 遺伝子保有株については insertion sequence（IS）の検出も行った。
【結果】B. fragilis の薬剤耐性率は PIPC、CTX、CFPM、MEPM、CLDM、MINO でそれぞれ
27%（23/86）
、30%（26/86）、40%（34/86）
、3.5%（3/86）、49%（42/86）、3.5%（3/86）であった。
86 株のうち cepA、cfxA、ermF、nim、tetQ 遺伝子を保有していた株はそれぞれ 67 株、17 株、44
株、2 株、66 株であった。13 株で cfiA 遺伝子を保有しており IS を保有している株は見られなかっ
た。PIPC、CTX、CFPM に対する薬剤耐性率は cepA 遺伝子保有群より cfxA 遺伝子保有群で高かっ
た（p < 0.010）
。cfiA 遺伝子を保有している 13 株のうち MEPM 耐性は 2 株であった。
【結語】臨床分離株における遺伝子保有と薬剤耐性は必ずしも一致しない。しかしカルバペネム
感性株の中にも cfiA 遺伝子が保有されており、抗菌薬の曝露により耐性誘導される可能性があり、
B. fragilis をはじめとする嫌気性菌感染症を考慮した場合の初期治療における適切な抗菌薬選択
は重要である。
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