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見直そう，マクロライドの使い方
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はじめに
マクロライド系抗菌薬の歴史は，1952 年に精製
されたエリスロマイシン（erythromycin：EM）に

を発揮する．その種類は，ラクトン環の構造によ
り 14 員環，15 員環，16 員環，ケトライドと大別
される．われわれが日常診療でよく使用する EM，
クラリスロマイシン（clarithromycin：CAM）は

始まる．宿主細胞内への高浸透性，組織への高い

14 員環マクロライド系抗菌薬，アジスロマイシン

移行性という抗菌薬としての優れた特徴から，多

（azithromycin：AZM）は 15 員環マクロライド系

くの感染性疾患に対して使用されてきた歴史があ

抗菌薬に分類される．抗菌薬使用量の国際比較

る．現在，マクロライド系抗菌薬をめぐる話題と

（図 1）をみると，わが国ではその使用割合が他国

して，耐性菌の増加，抗炎症作用，少量長期投与

と比較して高く，抗菌薬選択の約 3 割を占めるこ

などがあげられるが，臨床の現場では「長引く咳

とがわかる．小児に処方された経口抗菌薬の割合

に対してついつい出してしまう」
，
「漫然と処方さ

をみると（表 1），マクロライド系抗菌薬の処方率

れている例をよくみる」という現状がある．
今回われわれのグループは，
「見直そう，マクロ
ライドの使い方」というテーマをもとに，国内外
および自施設の耐性状況および抗菌作用，非抗菌

は 58.2％を占め，適正使用はわれわれ小児科医に
とって大きな課題である2）．
Ⅱ．マクロライド系抗菌薬の耐性状況

作用（抗炎症作用）に基づくマクロライド系抗菌

マクロライド系抗菌薬の主な適応菌種として

薬のエビデンスを検討し，適正使用に関する知識

は，ブドウ球菌属，連鎖球菌属，肺炎球菌（Strep-

の整理を行った．

tococcus pneumoniae）といったグラム陽性球菌

Ⅰ．マクロライド系抗菌薬とは
マクロライド系抗菌薬は，細菌の 50 s リボソー

や，インフルエンザ菌
（Haemophilus influenzae）
，
モラクセラ・カタラーリス（Moraxella catarrhalis）
，百日咳菌（Bordetella pertussis）などの一部

ムサブユニットの 23SrRNA に結合しペプチド転

のグラム陰性桿菌，その他にマイコプラズマ属，

移酵素の機能を阻害することでペプチド鎖の進

クラミジア属，レジオネラ属があげられる．S.

展，つまり蛋白合成の阻害を行うことで抗菌作用

pneumoniae のマクロライド系抗菌薬に対する耐
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表 1
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35

欧州および日本における抗菌薬使用量の国際比較（文献 1）より引用，一部改変）

小児（0〜14 歳）
に処方された抗菌薬（2012 年度）
全身性抗菌薬（内服薬）

処方率（％）

セファロスポリン系製剤
マクロライド系（リンコマイシン系製剤を
含む）
広域ペニシリン製剤
キノロン製剤
その他の全身性抗菌薬
その他β ラクタム系（ファロペネム，カル
バペネム系）
テトラサイクリン系
中域および狭域ペニシリン製剤
ST 合剤

71.1
58.2

＊

30

21.5
11.5
8.1
7.6
5.9
0.3
0.1

処方数/抗菌薬が処方された 0〜14 歳の小児患者数×
100
（文献 2）より引用，一部改変）

性状況としては，欧米で 20〜30％であるのに対
し ，日本では 70〜80％と報告されている ．ま
3）

4）

た，われわれ小児科医が最もマクロライド系抗菌

%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

のマクロライド系抗菌薬に対する耐性率

図 2

マクロライド耐性マイコプラズマの疫学と
抗菌薬の有効性に関する検討
（文献 7）より引用，一部改変）

薬を使う適応菌種の一つとして，肺炎マイコプラ
ズマ（Mycoplasma pneumoniae）
があげられるが，
マクロライド耐性肺炎マイコプラズマ（macrolide resistant M. pneumoniae：MRPM） の 割 合
は，米国では 3.5〜13.2％であるのに比し

7）
告されている（図 2）
．わが国でのマクロライド

系抗菌薬に対する耐性率の高さがうかがえる．

これらの報告を踏まえ，B グループ構成員の所

，わが

属施設におけるマクロライド系抗菌薬の耐性状況

国では経年的に上昇し 2012 年時点では 83％と報

の集計を行った．表 2 に集計結果を示した．S.

5,6）
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B グループ構成員の所属施設におけるマクロライド系抗菌薬の耐性状況（小児気道由来検体）

1 ．各施設の EM/CAM 耐性率（％/n）
S. pneumoniae1）

GAS2）

H. influenzae3）

M. catarrhalis4）

100％/8

61.5％/13

6.9％/29

11％/44

100％/2

50％/8

17.1％/35

―

PSSP

PISP

PRSP

A 大学
2012.1〜2015.12

100％/35

94％/18

B センター
2012.1〜2015.12

84.5％/71

100％/2

C 大学
2012.1〜2015.12

65.6％/32

77.8％/9

13.0％/92

7.7％/26

D センター
2012.1〜2016.8

97.0％/33

37.5％/16

2.0％/50

―

EM 耐性〔minimum inhibitory concentration（MIC）≥1μg/ml〕
EM 耐性（MIC≥1μg/ml）
3）
CAM 耐性（MIC≥32μg/ml）
4）
CAM 耐性（MIC≥32μg/ml）
1）
2）

2 ．E 病院における PSSP の CAM 低感受性および耐性率の年次推移5）
E 病院

2006 年

2007 年

2008 年

2009 年

2010 年

2011 年

2012 年

2013 年

2014 年

2015 年

70％

77％

73％

81％

84％

87％

82％

83％

79％

71％

CAM 低感受性（MIC 0.5μg/ml），耐性（MIC≥1μg/ml）

5）

pneumoniae の EM に 対 す る 耐 性 率〔minimum

なり，それらが感染病巣に集積することでマクロ

inhibitory concentration（MIC）≥1μg/ml〕は，

ライド系抗菌薬は感染巣において効率的に高い濃

90％以上の高い耐性率を示す施設がある一方，東

度を達成する．後者に関しては，CAM は副鼻腔

海地区の施設である C 大学および E 病院では耐性

炎での鼻茸および副鼻腔粘膜で血清の約 5〜9 倍

率は 70％前後であり，地域や施設による耐性率の

の濃度となり8），AZM は標的組織，とりわけ肺組

違いが推察された．A 群連鎖球菌（Streptococcus

織において，通常血清中の 10〜100 倍の濃度に達

pyogenes：GAS）の EM に対する耐性率（MIC≥

するとの報告がある9）．ただし中枢神経移行性は

1μg/ml）に関しても，40〜80％の高い耐性率を

不良であり，髄膜炎などの中枢神経感染症には不

示 す 結 果 と な っ た． 一 方，H. influenzae，M.

適切な選択となる．

catarrhalis の CAM 耐性率（MIC≥32μg/ml）は
約 10％程度と比較的低かった．
Ⅲ．マクロライド系抗菌薬のエビデンス
１．抗菌作用に着目した使用法

われわれは抗菌作用という観点から，マイコプ
ラズマ肺炎，百日咳，急性中耳炎・急性副鼻腔炎
に対するマクロライド系抗菌薬使用の是非につい
て文献的に考察した．
はじめにマイコプラズマ肺炎については，抗菌

マクロライド系抗菌薬の抗菌作用における特色

薬の第一選択としてマクロライド系抗菌薬があげ

としては，宿主の細胞内への浸透性が高いこと，

られている．その効果に関する 2014 年のメタ解析

組織への移行性が高いことが重要である．前者の

では，マクロライド系抗菌薬などのマイコプラズ

特徴によりマイコプラズマ属，クラミジア属，レ

マ属に感受性をもつ抗菌薬使用と，感受性をもた

ジオネラ属などの細胞内寄生病原体に対してマク

ない抗菌薬使用では症状改善に有意差がある〔リ

ロライド系抗菌薬は高い抗菌効果を発揮する．ま

スク差 12％（95％信頼区間 4〜20％）〕と報告され

た，白血球などの食細胞内で血清以上の高濃度と

ている10）．その一方，2015 年のメタ解析では，マ
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クロライド系抗菌薬投与群と，それ以外の抗菌薬

臨床診断は「14 日以上の咳があり，かつ，発作性

投与群で症状改善に有意差はなかったと結論づけ

の咳き込み，吸気性笛声，咳き込み後の嘔吐，の

ている ．マイコプラズマ肺炎に対するマクロラ

1 つ以上を伴う」とされるが，臨床症状による診

イド系抗菌薬の症状改善に対するエビデンスはい

断時にはすでに痙咳期にはいっており，またワク

まだ十分とはいえず，今後エビデンスの確立が期

チン接種児では症状が典型的なことが少なく，診

待される．またその診断においては，LAMP 法は

断が困難である．症状改善を目的とした抗菌薬投

11）

すでに保険収載されているものの普及率はいまだ

与を行うのであれば，早期に百日咳を疑い培養検

低く，抗菌薬の処方時は臨床診断を中心に処方さ

査を行うか，遺伝子診断の保険収載が望まれる．

れていることも少なくないと思われ，実際にはマ

耐性に関しては，マイコプラズマ属のマクロライ

イコプラズマ肺炎でない症例に対してもマクロラ

ド系抗菌薬に対する高い耐性率と比し，B. pertus-

イド系抗菌薬投与がされていることもあると推測

sis のマクロライド系抗菌薬に対する耐性はまれ

される．耐性に関しては，近年 MRPM が注目さ

である14）．

れており，前述した通り，わが国では高率にマク

最後に，急性中耳炎・急性副鼻腔炎について示

ロライド耐性を認めるが，その耐性率はマクロラ

す． 小 児 の 急 性 中 耳 炎 の 起 因 菌 は，S. pneu-

イド系抗菌薬投与歴なしでは 33％，投与歴があれ
ばより高い耐性率があるという報告もあり，症例
に合わせて投与の是非を検討することが重要であ
る12）．
次に百日咳に関しては，発症 7 日以内のマクロ

moniae，H. influenzae，M. catarrhalis が大部分
を占める．14 員環マクロライド系抗菌薬に対し
て，S. pneumoniae は耐性率が高く，H. influenzae は感性率が低い（図 3）ためマクロライド系抗

菌薬は推奨されない15〜17）．15 員環マクロライド

ライド系抗菌薬投与は有症状期間や感染伝播リス

系抗菌薬である AZM は H. influenzae に対して選

クを減らすが，痙咳期が始まってからの投与は症

択可能であるが，耳漏を伴わない場合，中耳貯留

状を改善させないとされている．特徴的な発作性

液の培養検査が困難である小児科の実臨床の場面

咳嗽が始まる痙咳期前の診断は，家族内発生例を

では H. influenzae に標的を絞ってマクロライド

除いて困難なことが多い．痙咳期以降になると抗

系抗菌薬の選択をすることは容易ではないと考え

菌薬投与による症状の改善は期待できないが，除

られる．小児の急性副鼻腔炎においても，急性中

菌は可能であり，周囲への感染伝播リスクを減ら

耳炎と同様に起因菌は S. pneumoniae，H. influ-

すという点では重要である．投与期間に関して

enzae が大部分を占めるため，マクロライド系抗

は，14 日間と 7 日間の抗菌薬投与で症状改善効果

菌薬，特に 14 員環系マクロライド系抗菌薬
（EM，

に差はないが，再発は 7〜10 日後に多いため 14 日

CAM）の使用は推奨されない．

間投与が推奨されている ．6 カ月齢以内の児で
13）

抗菌作用に着目したマクロライド系抗菌薬の使

は無呼吸などの合併症が多いため，抗菌薬治療は

用に関してまとめると，マイコプラズマ肺炎や百

より重要となる．これらの点を踏まえ，Centers

日咳など，本来マクロライド系抗菌薬のよい適応

for Disease Control and Prevention（CDC）の百

疾患に対しては，疫学的情報，詳細な問診や身体

日咳に対するマクロライド系抗菌薬投与の推奨

診察による臨床診断に加えて，適宜 LAMP 法や

は，培養または PCR 陽性例では発症 6 週間以内の

培養検査による病原体診断を合わせることも重要

1 歳以下または発症 3 週間以内の 1 歳以上の児，

であり，使用に関しても患者の年齢・重症度に応

臨床症状で疑う場合は発症 3 週間以内の児となっ
ている．わが国では，PCR 法や LAMP 法による

じて決定し，適切なタイミングで投与することが
耐性率の上昇に歯止めをかけるかもしれない．ま

遺伝子診断は現時点では保険収載されていない．

た，急性中耳炎・急性副鼻腔炎においてはマクロ

培養検査には選択培地を必要とし，第 3 週目まで

ライド系抗菌薬の適応は限られており，投与の際

が分離率が高い．血清診断は判断に苦慮すること
もあり，ペア血清による診断では時間がかかる．

には起炎菌について十分に検討する必要がある．
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a．肺炎球菌（n＝380） b．インフルエンザ菌（n＝370）（文献 15）より引用，一部改変）

２．非抗菌作用に着目した使用法

1984 年に工藤ら によって EM の少量長期投与
18）

がびまん性汎細気管支炎に有効であることが示さ
れて以来，抗炎症作用などの非抗菌作用を期待し

表 3

マクロライド系抗菌薬が各種病原体に対して
もつ作用

Pseudomonas
aeruginosa

・菌体毒素産生抑制
・アルギネート産生抑制によるバイオ
フィルム破壊
・菌の細胞への付着抑制
・Quorum sensing 機構の制御

S. pneumoniae

・莢膜産生抑制
・ニューモシリン（外毒素）産生抑制

ウイルス感染症

・レセプターの発現抑制
・抗体産生促進
・免疫修飾作用

M. pneumoniae

・免疫修飾作用

たマクロライド少量長期療法が注目されるように
なった．その後，マクロライド系抗菌薬の非抗菌
作用の薬理学的機序の解明が進んだ．現在の知見
において，マクロライド系抗菌薬の非抗菌作用は
抗炎症作用と気道上皮での種々の作用，および各
種病原体に対する特異的な作用に大別される．抗
炎症作用としては，マクロファージによる TNF
α，IL 1β，IL 8，LTB4 産生の抑制，リンパ球に
よる IL 4，IL 10 産生増加，アポトーシス誘導，

（文献 25，26）より引用，改変）

好中球によるエラスターゼ・活性酸素産生の抑制
が報告されている19〜22）．気道上皮での作用につ

27）
ライド療法のガイドライン（試案）
のなかで，感

いては，MUC5AC 遺伝子発現抑制による粘液分

染型において高い有効率を示すと推奨されてい

泌抑制，細胞膜 Cl チャネルを介した水分泌抑制，

る．慢性副鼻腔炎のその他の型であるアレルギー

線毛運動亢進作用，サイトカインおよび接着因子

型，好酸球型でも感染を合併している可能性が高

の産生抑制が解明されてきた23,24）．各種病原体に

い症例ではマクロライド療法が有効であることが

対する作用は表 3 にまとめた

．これらの薬理

多いため，抗アレルギー薬を併用したマクロライ

機序の解明に後押しされ，広く普及するように

ド療法が推奨されている．英国における副鼻腔炎

なった非抗菌作用に着目したマクロライド系抗菌

および鼻ポリープのガイドライン28）においても，

薬の有効性について，文献的な考察を行った．対

慢性副鼻腔炎に対するマクロライド少量長期療法

象疾患として，慢性副鼻腔炎，滲出性中耳炎，反

は Grade A の推奨がされている．投与期間および

復性の下気道感染，重症喘息をとりあげた．

効果判定時期に関しては，慢性副鼻腔炎に対して

25,26）

慢性副鼻腔炎に関しては，慢性副鼻腔炎マクロ

は 14 員環マクロライド系抗菌薬であるロキシス
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ロマイシン（roxithromycin：RXM）を 6 カ月以

に耐性菌の増加を招いていることが容易に推察さ

上平均 13 カ月投与を行った症例について，臨床効

れる．また各疾患において，慢性副鼻腔炎ではア

果および薬剤投与中止時期の検討が行われてい

レルギー型・好酸球型，滲出性中耳炎では 2 歳以

る29）．抗菌薬投与後 10 週，6 カ月，投与中止時期

下の症例・アデノイド合併例など，マクロライド

の 3 時期において効果判定が行われているが，い
ずれも 60％前後と報告されている．これを踏ま

系抗菌薬が有効でない sub group が存在するた
め，確実な診断ならびに背景因子の評価を行い，

え，ガイドライン上，3 カ月で効果判定し有効例

有効性が予想される症例に限定してマクロライド

でも 3〜6 カ月の投与推奨がされている．

系抗菌薬を選択することが重要である．

滲出性中耳炎に関しても，有病期間が 3 週以上
で あ る 場 合， 鼻 副 鼻 腔 炎 を 合 併 し て い る 例 で
CAM 少量長期投与が選択肢の一つとされてい
る30,31）．ただし 2 歳以下の症例，アデノイド合併

３．まとめ

マクロライド系抗菌薬は優れた抗菌作用，抗炎
症作用を中心とした非抗菌作用をもつため，その
登場以来，あらゆる疾患において多用されてきた

症例では有効性が低いことも示されている．投与

歴史がある．その結果として，国内外での耐性化

期間に関しては，8〜12 週間の少量マクロライド

が問題となっている．わが国では，諸外国と比較

系抗菌薬の効果の検討32）において，72.1％の患児

しマクロライド系抗菌薬の使用が多く，その傾向

が 8 週間の投与後の改善を認めたとされており，

は特に小児領域において顕著である．その結果と

投与期間は 2 カ月が推奨されている．

して，わが国におけるマクロライド系抗菌薬に対

慢性副鼻腔炎，滲出性副鼻腔炎ともに有効性の

する各種病原体の耐性率は諸外国と比較して高

エビデンスはあるが，漫然と少量長期投与が行わ

い．小児感染症領域において，その抗菌作用に着

れている実態が予想されるため，効果判定ならび

目しマイコプラズマや百日咳など，マクロライド

に投与期間を意識した処方を行うことで，不適切

系抗菌薬を第一選択とする呼吸器疾患は少なくな

なマクロライド系抗菌薬使用による耐性率の増加

いため，マクロライド系抗菌薬の感受性維持は社

を阻止することができるかもしれない．

会的に大きな意味をもつ．小児領域におけるマク

反復性の下気道感染では，AZM がプラセボ群

ロライド系抗菌薬の使用割合の高さを考えると，

と比較して，咽頭の AZM 耐性菌を増やさずに重

われわれ小児科医のマクロライド系抗菌薬の適正

症下気道感染への進展を有意に抑えたという報告

使用に対する責任は大きい．今回のグループワー

があるが，長期的なマクロライド系抗菌薬投与に

クにおいて，わが国におけるマクロライド系抗菌

よる耐性率の評価がされていない33）．また重症喘

薬の耐性率上昇の原因として，適応疾患や菌種を

息においても，ステロイド依存性喘息にマクロラ

逸脱したマクロライド系抗菌薬の使用があるこ

イド系抗菌薬を併用すると FEV1.0とステロイド

と，抗炎症作用を期待したマクロライド系抗菌薬

使用量が改善したという報告があるが34），反復性

の漫然とした投与の 2 つをあげた．前者に関して

の下気道感染への投与と同様にマクロライド系抗

は，詳細な問診，理学所見ならびに検査所見によ

菌薬に対する耐性率の評価がされておらず，これ

り明確な診断，起因菌推定を行うことが必要であ

らの疾患へのマクロライド系抗菌薬の是非に関し

る．後者に関しては，抗炎症作用を期待したマク

てはいかんとも言い難いのが現状である．

ロライドの少量長期投与の用法・用量，ならびに

非抗菌的作用に着目したマクロライド系抗菌薬

効果判定，投薬終了の目安は各種ガイドラインに

の使用についてまとめると，慢性副鼻腔炎をはじ

明記されており，それに則った処方ならびに漫然

め，滲出性中耳炎，反復性の下気道炎，重症喘息

とした投与が続けられている症例に関しては積極

において一定の効果が示されているが，各疾患に

的に是正することが求められる．未来の子どもた

おける適切な効果判定のタイミング，総投与期間

ちにマクロライド系抗菌薬を温存するため，適正

の検討が行われていない実態がある．そのこと

利用を啓発し実践することが，われわれ小児科医

が，不必要なマクロライド系抗菌薬の使用ならび

に求められた使命である．
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