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研究成果の概要（和文）：有効な抗菌薬が限定されている非結核性抗酸菌症に対して，免疫補助療法としての漢
方薬の有効性について，基礎的な検討を行った．非結核性抗酸菌の1つであるMycobacterium　avium complexの
臨床分離株について遺伝子型（ジェノタイプ）解析し，薬剤の最小発育阻止濃度との関連がみられた．また, 新
規の方法で，非結核性抗酸菌を経胸壁から肺に接種し，ヒトでの病態に類似した肉芽腫を形成させることが出来
た．この非結核性抗酸菌感染マウスモデルに，抗菌薬と麻黄湯の併用投与を行ったところ，麻黄湯併用群におい
ては, Th2系サイトカインが低下する傾向が認められた．

研究成果の概要（英文）：Nontuberculosis mycobacterial infections are characterized by the 
ineffectiveness of antimycobacterial drugs. The disease results in immuno-suppression and infection 
with dormant types of mycobacteria and, to date, available chemotherapy regimens are limited. The 
aim of this study was to investigate useful traditional Chinese medicines for adjunctive 
chemotherapy against refractory mycobacteriosis. First, we investigated whether the drug 
susceptibility profile of the Mycobacterium avium complex (MAC) is associated with the genotype. 
Next, we established a human nodular bronchiectatic MAC lung disease model by novel intrapulmonary 
injection techniques. The oral administration of “Mao-To” decreased the expression of Th2-related 
cytokines in novel mouse models. 

研究分野： 細菌学
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１．研究開始当初の背景 
Mycobacterium avium complex (MAC)菌

は, 水や土壌といった環境中に普遍的に存在
し, その一部がヒトへ感染し病原性を示すが, 
同じ抗酸菌症に分類される結核症と異なり
ヒトーヒト感染はないとされている. 近年, 
我が国では基礎疾患のない中高年女性に気
管支拡張を伴う中葉・舌区型肺 MAC 症が急
増しており新興感染症として問題となって
いる. 肺 MAC 症は, 感染初期の数年は不顕
性であるが, 多くが慢性化し増悪の経過をた
どる.   
肺 MAC 症に対する化学療法はリファンピ

シン, エタンブトール、クラリスロマイシン
の３剤を基本とした半年から数年に亘る長
期併用療法であるが, MAC の薬剤感受性の
低さ, 再発率の高さ, 抗菌薬の副作用の出現
などが問題となっている. 研究代表者の佐
野らは MAC 感染動物モデルにおいてニュー
キノロン薬の治療効果について検討したが, 
わずかな治療効果があるにとどまる結果と
なった（Int J Antimicrobial Agents, 2011）. 
このような再発を防ぐ有効な治療薬が存在
しない現時点においては, 既存の抗菌薬によ
る多剤併用療法に加えて，何らかの免疫強化
による免疫補助療法を施行することが最も
現実的且つ有効な手段である.  

MAC 症は起炎菌が体内に長く滞留し徐々
にではあるが確実に増悪するという経過を
とるため，強力な殺菌作用と有する薬の投与
は，その分生体障害作用も強いため，結果と
しては，かえって抗酸菌に対する Th1 を中心
とした細胞性免疫の消退を引き起こしてし
まう可能性が大きい. このため，漢方薬を用
いて MAC の増殖力を温和な形で抑制しつつ，
患者の QOL や症状や一般状態の改善を導く
ことにより，MAC 症の増悪を年単位で遅ら
せるといった方策が有効なのではないかと
考える. 
これまでに研究代表者らは，MAC に対す

る標準治療法を修飾または代替出来る安価
で毒性のない免疫補助剤について検討して
きたが，麻黄附子細辛湯に非結核性抗酸菌に
対する免疫を up-regulate する作用があるこ
とを, in vitro の基礎的実験により見出して
いる(冨岡：（総説）Cur Pharm Des, 2005), 
(平成 18-19 年度科学研究補助金基盤研究(C) 
難治性抗酸菌症に対する漢方薬の有効性に
ついての基礎的研究：研究代表者 佐野千晶). 
加えて, 我々の教室では MAC のジェノタ
イプ（遺伝子型）と薬剤感受性に一定の相関
があることを報告し(Eur J Clin Microbiol 
Infect Dis , 2011), さらに, 結核類似型, 中
葉・舌区型といった病型の違い MAC 遺伝子
との関連についても明らかにした. さらに, 
研究分担者らは, 実際に臨床的に麻黄附子細
辛湯を標準治療との併用投与を行い, 症例が
少なく検証には至っていないものの, 再発率
が抑えられる印象を得ている. 
 難治性抗酸菌症の漢方薬による免疫補助

療法については，いくつかの薬剤についての
研究・臨床試験が国内外で行われているが，
安全性・価格・持続した温和な免疫増強作用
発現といった条件を満たすような免疫補助
剤は未だに知られていない. 言うまでもなく，
MAC 感染症の化学療法への漢方薬の応用に
関する研究は，国内外ともほとんど進められ
ていないため, 難治性 MAC 症に対する新し
い治療プロトコールの開発や確立が希求さ
れている. 
 
２．研究の目的 
 今まで，in vitro の実験系を中心に用いて，
マクロファージ細胞内における MAC に対す
る漢方薬等の免疫補助剤の役割を検討して
きた．そこで本研究では，①肺 MAC 症の臨
床病態を反映する実験的マウスモデルの確
立し，②漢方薬等の免疫補助剤の役割を，ジ
ェノタイプ・プロテオミクス解析手法を用い
て明らかにすることを目的とする． 
臨床分離 MAC 菌株の多型縦列反復配列

VNTR：variable numbers of tandem repeat
法によるジェノタイプ（遺伝子型）と薬剤感
受性，治療効果，ならびに病態との関連を明
らかにする．更に，高齢者に多く，慢性炎症
を惹起する非結核性抗酸菌による肺感染症
に特化したマウスモデルを確立し, 漢方薬等
の免疫補助剤の効果判定となる病態反映す
るようなマーカーを探索する．  
 
３．研究の方法 
1) 臨床分離 MAC 菌株のジェノタイプ（遺伝
子型）を 多型縦列反復配列 VNTR：variable 
numbers of tandem repeat 法にて クラスタ
ー分類を行った． 
2) 臨床分離 MAC 菌株の最小発育阻止濃度
(MIC; minimum inhibitory concentration）
を微量液体希釈法で測定した． 7HSF, 
Mueller Hinton Broth といった培地による
変化, pH の変化についての評価を行った． 
3) 温度によって形状が変化する基質を利用
して胸壁経由といった新規方法により非結
核抗酸菌の接種を行った． 
4) 3)で確立されたマウスモデルを用いて，生
存率，症状発現，血中サイトカイン等を
multiplex 法測定などにより，漢方薬の影響
についての評価を行った． 
5) Mycobacterium avium complex (MAC)の
マウスモデルの胸壁経由の菌接種方法を応
用し，Mycobacterium abscessus complex を
接種し，肺病理等と臨床病態とを比較した． 
6) 血清中の病態反映マーカー候補について
質量分析 LC/MS/MS を用いての探索を行っ
た．  
 
４．研究成果 
1) VNTR ジェノタイプと MIC との関連（図
１） 
 ①供試した 臨床分離MAC菌24株がA-C
の 3 つのクラスターに分類できた． 



②マクロライド系薬剤の MIC は, Mueller 
Hinton Broth を用いての測定で 7HSF 培地
よりも低い傾向であった． 
③EB MIC は Mueller Hinton Broth を用

いての測定で著しく高くなる傾向があり,微
量液体着釈法での精度評価が不適であった． 
④アミノグリコシド系薬剤では，菌株間で

の変動幅が大きく, MIC 評価の方法に改良が
必要と考えられた． 
⑤Mueller Hinton Broth での MIC 測定は，

7HSF 培地よりも目視判定が困難であった．  
⑥キノロン系薬のMICは, VNTRジェノタ

イプとの相関を認めた．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
図 1  MAC 菌の MIC 
7H: 7HSF medium (pH 6.6) 
M: Meuller Hinton broth (pH 7.3) 
CAM(クラリスロマイシン), AZM(アジスロ
マイシン), RFP(リファンピシン), RBT(リフ
ァブチン), EB(エタンブトール), SM(ストレ
プトマイシン), AMK(アミカシン)，INH(イソ

ニアジド ) , LVFX(レボフロキサシン ), 
MFLX(モキシフロキサシン), STFX(シタフ
ロキサシン)，GRNX(ガレノキサシン) 
 
2) 新規感染方法による非結核性抗酸菌症マ
ウスモデルの確立 
①MAC 株：Mycobacterium intracellulare 

N-260（血清型 16, 臨床分離株）7H9 で培養
し，遠心洗浄後 PBS(-)に 1×109 CFU/ml で
浮遊させた. 基質調整菌液を BALB/c 系雄
マウス（6~9 週齢）Bcgs に，胸脇に小切開
をいれ，胸膜を傷つけないように, 左肺葉下
部 に接種した． 
② 注入部位に一致した肉芽形成ならびに
葉内に散布状に極小肉芽の形成を認めた. 白
矢印は注入部位の肉芽，黒矢印は主病巣から
離れた極小肉芽を示す(図２). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2 MAC 感染マウスの肺病理 
 
③ MAC 感染マウスのサイトカインプロフ
ィールに及ぼす麻黄湯の影響 

MAC 肺感染モデルマウスに麻黄湯を飲水
投与させることにより，感染抵抗性に関わる
血清中のサイトカインプロファイルに対す
る麻黄湯の影響を検討した。麻黄湯投与群で
は，非投与群に比較して, Th2 系サイトカイ
ンである IL-4, IL-5 が低下する傾向が認めら
れた。しかしながら，IFN-γ, IL-12 p40 と
いった Th1 系のサイトカインには，麻黄湯投
与群と非投与群とで差を認めなかった.加え
て, 麻黄湯投与群と非投与群間での生存率, 
体重について差を認めなかった. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 3 MAC 感染マウスの血清におけるサイ
トカインプロフィール 
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