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学校で教わらなくても、実社会に出て、自分で身に着けなければならない、あるいは身
に着けなければ、不利益を蒙ることは色々あります。例えば、最近、役所から新しい制
度に関する通知が有る際に、詳しい説明は役所のホームページでも見られますとの記
載がされていることが多いように思います。しかし、インターネットの知識が無ければ、パ
ソコンやスマホが無ければ、ホームページを見ることができません。インターネットの利
用に関する知識をネットリテラシーと呼ぶそうです。リテラシーとは、元々は読み書きのこ
とを指すようです。最近はネットリテラシーを身に付けないと色々と不便を感じるようにな
っています。

ネットリテラシーと同様に薬リテラシーという言い方もできるかと思います。薬リテラシーも
身に付けたほうが望ましい時代になっているように思います。市民の皆様が薬リテラシ
ーを身につけられる一助になればというのが、今回の市民講座の動機になっています。
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今回は感染症に対する治療薬の現況を御紹介いたします。
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始めに、感染症とはどのような疾病なのか、見てみたいと思います。
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安政4年（1856年）に上海経由で長崎に寄港したアメリカの軍艦ミシシッピー号が持ち
込んだコレラは、長崎を起点として、翌年西日本から東日本へと感染が伝播し、江戸で
も大流行します。統計が無く正確な数値は確定されていませんが、江戸だけで10万人
以上が死亡したと推定されています。図は火葬場に運び込まれた棺（ひつぎ）が処理で
きずに、山積みにされている状況を描いたものです。
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日本人の死因に占める各疾患の年次推移を示したものですが、第2次大戦の終戦の前
後で様相は大きく異なっています。

戦前は肺炎、胃腸炎、結核等の感染症が死亡原因の上位を占めておりましたが、戦後
は悪性新生物即ち癌、脳血管疾患および心疾患が上位を占めるようになっています。

これは戦後、抗生物質等の感染症治療薬が数多く開発された結果、劇的に感染症によ
る死亡率が低下した結果によるものです。

但し、近年、肺炎で死亡する比率が増大していることは注目されます。
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患者総数に占める各疾患の割合を示したグラフですが、感染症は2%です。感染症が
比較的低いのは、感染症の多くが急性疾患であり、慢性病でないことと共に、有効な治
療薬の存在により罹患期間が短いことによるものと考えられます。
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感染症の種別による感染報告数の年次推移を示したグラフです。上位に、感染性胃腸
炎、インフルエンザ、水痘、A群溶連菌咽頭炎が占めています。



8

感染症法で特定されている感染症（特に対応が必要とされる感染症、感染症一般では
なく）による年間死亡者数を示すグラフです。

上位に位置する感染症として、ウイルス性肝炎、結核、感染性胃腸炎、インフルエンザ
が挙げられます。
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疾患としての感染症が他の疾患と大きく異なる点は、疾患の実態が常に変化しているこ
とにあります。これは、疾患の原因となる感染性微生物が様変わりすることにあります。

現在の感染症の問題は、従来存在していなかった全く新しい感染症が次々と登場して
いること、又、克服されたと考えられていた感染症が再興感染症として再び登場してき
ていることです。

感染症のもう一つの問題は、開発された感染症治療薬に対して、耐性を示す薬剤耐性
微生物が登場していることであります。

この最近の新聞記事は、日本ではもう克服されたと考えられていた結核が最近再び、増
加する傾向にあることを報じているものです。毎年、新規に2万人の患者が発生し、又、
毎年2千人以上の患者が死亡しているということです。
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感染症は微生物が体内に侵入して体内で繁殖することにより発症する疾患であります。
感染微生物として、細菌、ウイルス、カビ（専門用語では真菌と呼んでいます）、それに、
これは微生物ではありませんが、狂牛病の原因であります、プリオンという感染性タンパ
ク質が挙げられます。

次に、感染症治療薬のトピクスとして、抗ウイルス薬と抗薬剤耐性菌薬についてお話を
させて頂きます。
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近年の感染症分野での治療薬の開発で、最も大きな成果を挙げた分野が抗ウイルス薬
です。

30年前までは、実質的にウイルス治療薬は存在してなかったのですが、今や、数多くの
抗ウイルス薬が使用できるようになっています。同時代に、その開発を目撃してきた私に
は感慨深いものがあります。
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まず、ヘルペス感染症です。
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全ての始まりは、このアシクロビルという抗ウイルス薬です。

この薬の開発において中心的な役割を果たしたのが、イギリスの製薬会社ウエルカムの
女性研究者、ガートルード・ベル・エリオンです。彼女は本発明により、1988年度のノー
ベル賞を受賞しています。
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ヘルペスウイルスには幾つかの種類がありますが、単純ヘルペスウイルスは唇や性器
に発疹や水疱ができる皮膚疾患を発症しますし、帯状疱疹ウイルスは背中などの皮膚
に水痘や帯状疱疹を発症し、強い痛みを惹き起こします。
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アシクロビルは単純ヘルペス、帯状疱疹ヘルペスに効きますが、その後、薬の開発が
進み、サイトメガロウイルスにも有効であるガンシクロビルや、更に、アシクロビル・ガンシ
クロビルに対する耐性ウイルスに対しても有効であるシドフォビル、ホスカルネットなどが
利用できるようになっています。
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アシクロビルはどのようにしてヘルペスウイルスに効くのでしょうか？

感染症の治療薬に求められる性質として、感染性の微生物にだけ効いて、ヒトの細胞に
は効かない、毒性を示さないことが最重要です。

細菌とヒトの細胞では、その部品が大きく異なりますので、この条件を満足するのは比較
的容易ですが、ウイルスとかカビの場合は少しヒトの細胞と部品が似ていますので、この
条件を満足するのは少し難しくなります。

アシクロビルはヘルペスウイルスに対して特異的に効く仕組みを二重に利用しています。

アシクロビルはヘルペスウイルスの遺伝子をコピーして増やす役割を担っているウイル
スの部品を攻撃してウイルスの増殖を阻止します。

この部品はヒトの部品とは相当異なりますが、それでも少し似ていますので、そのままで
はヒトの細胞にも少し毒性をしめすリスクがあります。

そこで、もう一つ工夫をしています。

実は、アシクロビルはそのままでは効かなくって、その構造に付加物を足してやって初
めて効くのですが、この付加物をたす役目を果たすのがウイルスの部品になっています。
ヒトの細胞にはこの部品がないので、結局、ウイルスにだけアシクロビルは効くことになり
ます。

可哀相にウイルスは自分を殺す兵器に手を貸していることになります。
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次にAIDSの原因ウイルスでありますHIVです。
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日本では1982年末の週刊誌報道で、アメリカの同性愛者の間で奇病が流行し死者が
続出しているというセンセーショナルな紹介で、一挙にAIDSが注目されるようになりまし
た。当初は、治療薬が無く、2009年時点で累計感染者数6千万人、累計死者数2500
万人という深刻な状況に陥っていました。
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しかし、1987年に抗HIV薬レトロビルが開発され始めて以降、抗HIV治療者の数に逆比
例してエイズ死亡者の数は減少傾向に転じています。
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この図はHIVのライフサイクルを示したものです。HIVウイルス粒子は免疫細胞の目印に
吸着した後、細胞と融合してウイルス遺伝子であるRNAを細胞内で放出、このRNAが
DNAに変換された後、免疫細胞の染色体DNAに組み込まれ、ウイルスRNAを産生する
と共にウイルス部品を産生し、再びウイルス粒子が細胞内で作製された後細胞外へ放
出されます。このサイクルを繰り返すことにより、免疫細胞は破壊され、免疫能が低下し、
患者は感染症あるいは癌を発症し、死に至ります。

現在、このHIVウイルスのライフサイクルの各工程を標的にした抗HIV薬が開発されてき
ており、これらの薬を複数種類利用する、多剤併用療法を実施することにより、現在、
AIDS患者は救命されるようになって来ています。
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この図は抗HIV薬の一種、HIVプロテアーゼ阻害薬の作用メカニズムを示しています。

HIVウイルスは、プラモデルのように、ウイルス部品をセットで用意し、セットから部品を
切り外して利用します。HIVプロテアーゼはセットから部品を切り外す鋏ですが、HIVプ
ロテアーゼ阻害薬はこの鋏を使えなくすることで、ウイルスの増殖を阻止します。
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次に肝炎ウイルスです。
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肝炎ウイルスには、A型、B型、C型ウイルスの3種が存在しますが、この中、B型とC型ウ
イルスは、慢性肝炎から最終的に肝臓がんを発症するリスクを有していますので、大変
危険なウイルスです。肝臓がんの原因の75%がC型ウイルスによるものです。
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C型肝炎ウイルスは1989年に発見されますが、その後、インターフェロンとリバビリンとの
併用療法が開発され、治療に革新を齎しましたが、副作用が強いこと、かなりの無効例
が存在すること等の問題点が存在しました。最近になり、飲み薬のレジパスビル・ソホス
ブビル合剤（商品名：ハーボニー）が開発されましたが、重篤な副作用は無く、臨床試
験では著効例100%を示した、画期的な治療薬であることが判明しています。
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B型、C型肝炎ウイルスを含むウイルス性肝炎の死亡者数の年次推移を示したグラフで
すが、2006年以降急激に減少していることが判ります。

これは肝炎ウイルスの治療薬が相次いで開発され、肝炎ウイルスの薬物治療が充実し
たことが原因であると考えられます。
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C型肝炎ウイルス治療薬の作用標的を示しておりますが、ハーボニーは複製複合体形
成を阻害するレジパスビルとポリメラーゼを阻害するソフォスビルを合剤として使用する
ことにより、その相乗効果による強力な抗ウイルス活性を発揮しています。
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最後にインフルエンザ治療薬です。
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インフルエンザは周期的に大流行し膨大な死者を惹き起こす重大な感染症です。

近年の流行を見てみますと、1918年のスペイン風邪では、日本でも39万人の死者を出
しています。1957年のアジア風邪では、日本においては、罹った患者数が300万人、
死者が5,700人、1968年の香港風邪では、日本においては、罹った患者数が14万人、
死者が2,000人という数値になっております。

日本の三大祭りの一つ、京都の祇園祭ですが、貞観5年に発生した疫病の死者の鎮魂
を目的とした御霊会が起源とされています。この疫病はインフルエンザであることが疑わ
れています。
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インフルエンザが周期的に大流行するのは、インフルエンザが突然変異をして、として
の構造が変わってしまうので、ヒトがインフルエンザに対して有している免疫能が働かな
くなり、容易に感染するためです。

新型インフルエンザの一番の最近の例は2009年に出現したH1N1型ウイルスです。感
染防止のため、水際作戦が採用されましたが、結局全国に感染が拡大しました。但し、
病原性は通常の季節性インフルエンザと同程度であったため、深刻な事態にはなりま
せんでした。

新型インフルエンザの中で、2003年に出現した鳥由来H5N1型ウイルスは死亡率60%
と極めて病原性が高いのですが、現在のところヒトへの感染率が低く、深刻な事態とは
なっていません。
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インフルエンザウイルス粒子の表面に存在するノイラミニダーゼはインフルエンザ抗原
の一つですが、ウイルス粒子が増殖して感染した細胞から遊離する時に、細胞膜に結
合しているウイルス粒子を細胞膜と切り離すハサミの役割を担っています。抗インフル
エンザ薬は、このノイラミニダーゼの働きを阻害することにより、ウイルス粒子の放散を防
ぎ感染の拡大を阻止します。
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現在までに、4種類のノイラミニダーゼ阻害薬が開発されています。

ザナミビルとラニナビルは吸入粉末薬、オセルタミビルは経口薬、ペラミビルは注射薬
です。ペラミビルは経口投与ができない患者に有用です。

オセルタミビルには既に耐性ウイルスが出現していますが、ラニナビルはオセルタミビル
耐性ウイルスに対して有効です。

インフルエンザに対しては、従来は、ワクチンによる予防法しかなかったのですが、治療
薬の登場でインフルエンザ治療は大きく改善されています。
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最後のトピクスですが、抗耐性菌薬について話をさせて頂きます。
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最近の新聞記事です。多くの感染症治療薬が効かなくなってしまった多剤耐性菌に対
して最後の切り札であった治療薬コリスチンに対しても耐性の大腸菌が出現してしまっ
たことを報じています。
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感染症治療薬の最大の問題点は、折角苦労して治療薬を開発しても、使用されて暫く
するとその治療薬に耐性の微生物が出現して、効かなくなってしまうことです。

耐性菌を克服するためには、この耐性菌に効く新しい治療薬を開発しなければなりませ
ん。しかし、この新規の治療薬にも、いずれ耐性微生物が出現してきます。

いたちごっこを続けることになりますが、耐性は感染症治療薬の最大の問題であり、永
遠の課題であります。
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細菌に対する最初の抗生物質として発見されたペニシリンと、その後に発見されたセ
ファロスポリンは何れもβラクタム環を有しており、その作用機序も類似しているためβラク
タム薬として分類されています。抗細菌感染症治療薬としては、最もよく使用されている
薬です。そこで、このβラクタム薬に焦点を絞って、抗耐性薬について話をしたいと思い
ます。
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細菌の抗細菌薬に対する薬剤耐性戦略には3種類の戦術があります。

城壁構築戦術、爆撃戦術、そして隠遁戦術です。
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この図は大腸菌を例にした、細菌のβラクタム薬に対する耐性メカニズムを示したもので
す。

大腸菌の表層構造は二つの細胞膜、外膜と内膜、更にその間に挟まれた細胞壁から
構成されています。細胞壁は内膜の表面に存在するβラクタム薬の標的酵素により合成
されます。 βラクタム薬はこの標的を攻撃することにより、細胞壁の合成を阻止して、大
腸菌を破壊します。

先程の耐性戦略に沿った大腸菌の戦術は次の通りです。

先ず城壁構築戦術。βラクタム薬の攻撃標的は内膜表面に存在しますので、βラクタム
薬が標的に作用するためには、先ず外膜を透過しなければなりません。

大腸菌は突然変異により外膜のβラクタム薬に対する透過性を低下させます。結果、 β
ラクタム剤は標的に到達することが出来ず、大腸菌は耐性化します。

次に爆撃戦術。外膜と内膜に挟まれた領域ペリプラズムに、大腸菌はβラクタム薬を分
解するβラクタマーゼを放出し、 βラクタム薬を分解し、耐性化します。

最後に隠遁戦術です。 βラクタム薬は標的に対して親和性を有することで、標的に結合
して、標的を攻撃しますが、大腸菌は突然変異により標的の構造を変えて、 βラクタム
薬に対する親和性を喪失させます。結果、 βラクタム薬は標的が見えなくなり、標的に
結合出来ずに攻撃できなくなり、大腸菌は耐性化します。
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夫々について、もう少し、説明を追加します。

緑膿菌は傷口に感染すると、緑色の膿を作ることで、この名前が付けられていますが、
もともと効く治療薬が少なく、 βラクタム薬でもβラクタム薬の一種カルバペネム位しか効
く薬はありません。多剤耐性緑膿菌の、このカルバペネムに対する耐性機序として外膜
透過能の低下が報告されています。

グラム陰性菌の外膜にはポーリンと呼ばれる通過孔を有する膜タンパク質が存在します。
カルバペネムに対する耐性は突然変異により、このポーリンが産生されなくなることによ
り惹き起こされます。カルバペネムは外膜を通過するのに利用する孔が無くなることによ
り、外膜を通過することが出来ず、結果、標的に到達できなくなってしまうからです。
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黄色ブドウ球菌は呼吸器感染症の代表的な原因菌です。ペニシリンは、このブドウ球菌
に効く薬として発見されたのですが、ブドウ球菌はペニシリンを分解するβラクタマーゼと
いう酵素を産生することで、耐性化しました。ペニシリンはβラクタム環が分解されますと、
βラクタム薬は効かなくなってしまいます。

この耐性化したブドウ球菌に有効な治療薬メチシリンの開発には、ペニシリンの構造を
化学修飾することによりβラクタマーゼが作用出来なくする方法が採用されました。
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メチシリンの登場により、ペニシリン耐性ブドウ球菌の問題は克服されたのですが、今度
はメチシリン耐性ブドウ球菌が登場することになりました。

いわゆるMRSAと呼ばれている耐性菌です。

βラクタム薬の標的はペニシリン結合タンパク質PBPと呼ばれているタンパク質ですが、
MRSAのPBPは、変異により、メチシリンに対して親和性が低下しています。その結果、
メチシリンは標的を認識することが出来ず、結合出来なくなって、標的を攻撃出来なくな
り、MRSAはメチシリンに対して耐性を獲得します。
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細菌の薬剤耐性に関する深刻な特性として、薬剤耐性が急速に伝播していくことが挙
げられます。

これは薬剤耐性が水平遺伝するためです。親から子に遺伝子が移されるのを垂直遺伝
と呼びますが、水平遺伝では、細菌同士が接触すると耐性が遺伝してしまいます。菌株
あるいは菌種の壁を越えて水平遺伝により薬剤耐性が伝達されるため、細菌における
薬剤耐性は急速に蔓延していきます。

図はそのメカニズムを示していますが、薬剤耐性菌と感受性菌が接触しますと、薬剤耐
性菌の薬剤耐性因子は、その完全なコピーを耐性菌から感受性菌に移し、感受性菌は
耐性菌に変貌します。
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この図は第二次世界大戦前から現在に至るまでの細菌感染症の原因菌の変遷を示し
た図です。

原因菌の変遷には耐性菌の出現が大きな引き金になっています。

例えば、黄色ブドウ球菌の変遷では、1950年代からのペニシリン耐性菌の出現に由る
急増の後に、メチシリンの開発による収束が見られ、更に、1980年頃からのメチシリン耐
性菌MRSAの出現により第二の増加の波が見られます。また、肺炎球菌の増加の一因
には、メチシリン耐性と同様の耐性メカニズムによるペニシリン耐性菌の出現が考えられ
ます。

1960年頃から日和見感染菌などのグラム陰性菌の増加傾向が認められます。がん等
の疾患により免疫の低下した患者の増加が主要な原因と考えられますが、多剤耐性の
グラム陰性菌の出現も増加を加速しているものと考えられます。

また最近の顕著な変化としてはバンコマイシン耐性腸球菌の増加が認められます。

既存の感染症治療薬を無効にしてしまう耐性菌の出現に対する対応について次にお
話いたします。
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耐性克服戦略として。

一番目に耐性機序を踏まえて、それを克服する既存薬の誘導体開発

二番目に耐性機序阻害薬の開発

三番目に耐性が交差しない新規作用機序の新薬開発

最後に耐性の出現確率を低くする薬の使用法の採用が挙げられます。
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耐性機序を踏まえて、それを克服する既存薬の誘導体開発の具体例です。

従来のβラクタム薬はMRSAに対しては無効でしたが、 βラクタム薬を化学修飾して、耐
性化した標的に対する親和性を強化することにより、MRSAに対して有効性を回復した
のがここに示しました第五世代のセファロスポリンとカルバペネム誘導体です。
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二番目の耐性機序阻害薬の具体例です。

βラクタマーゼによるβラクタム薬の不活化を解除するためにβラクタマーゼ阻害薬をβラ
クタム薬と併用して使用する戦略です。

ここに示したような阻害薬が開発されています。
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耐性が交差しない新規作用機序の新薬開発の具体例です。

MRSAに対して、耐性化したβラクタム薬の標的とは全く異なる標的に作用する薬として、
バンコマイシンを始めとするこれらの薬剤が開発されています。
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これらの使用法は薬物治療を実施する医師が留意すべきものですが、患者側も薬を飲
む立場から留意しておく必要があると思います。
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感染症の治療薬の開発とこれに対する耐性微生物の出現はエンドレスの循環関係に
なっていますが、この課題の解決法は、耐性微生物の出現に対して、最短の期間で抗
耐性微生物治療薬を開発することであると考えます。治療薬の無いラグ期間を可能な
限り短縮することにより、被害を最小限に食い止めるという方策です。このことに関して
は、楽観的に技術の進歩を信じたく思っています。


