
 

國土先生、ムチャンガ先生、ご丁寧なイントロダクションおよびご紹介を賜りましてありがとうございまし
た。本日は、薬剤耐性菌による感染症が深刻な問題となっておりますベトナムにおきまして、約 3 年半前か
ら NCGM の先生方と弊社の協力下で進めてまいりました現地 AMR 対策支援の一環としての薬剤感受性サー
ベイランス研究の概要についてご紹介させて頂きます。 
 

 
まず最初に、研究を開始した背景といたしまして、ベトナムにおける AMR感染の実情についてご紹介さ
せていただきたいと思います。 



 

この写真は一般的なベトナムの基幹病院の一般病棟および準 ICUのような病棟の入院病床の様子です。
ご覧の通り、１つのベッドに２、３人の患者さんが寝ておられるのは普通で、ベッドの周辺に患者さんの
ご家族が看護のために寝泊まりされているなど、非常に込み合った入院環境にあるというのが実状です。
このように患者さんと患者さんの接触がどうしても避けがたい入院環境にあるということと、もう一つ
は日本等の先進国に比較して、医師あるいは看護師、薬剤師といった医療従事者が非常に人数的に少ない
といった側面もあります。それ故に都市部の大病院では、過剰な数の入院患者に丁寧な医療を実施し難い
といった面もございます。そういった医療事情から抗菌薬治療においても検査結果に基づいたエビデン
スベースでのきちんとした治療が行いにくいといった問題がございます。もう一つは、東南アジア全般の
共通課題として、セルフメディケーション推奨の弊害として、医師の処方箋無しでも、市中薬局で自由に
抗菌薬が購入、使用できる環境にあるという問題です。すなわち病院外の市中環境においても抗菌薬が専
門的な指示のない中で、ある意味不適切に使用されているということになります。ベトナムではこういっ
た複数の要因が重なり合うことによりまして、東南アジアでも最も深刻な薬剤耐性菌の蔓延状態にある
というのが実状です。このような状況を踏まえまして、弊社と NCGMの先生方との共同で、現在優先的
に取り組ませていただいておりますのが、このスライドに赤で示しております、「病院内での抗菌薬の使
い方」を、より検査データに基づいた適正治療シフトさせ、EBM 化を推進していこうという研究戦略で
す。この取り組みの浸透によって、抗菌薬の不適切使用に起因する薬剤耐性菌の発生例を少しでも減らし
ていこうというのが今回の取り組みのベースになっております。 
 
 
 
 



 

このスライドは、我々が研究を始める約 10 年前、2010 年に実施された東南アジアおよびオセアニア
の感受性サーベイランス研究データです。ここに示しました通り、ベトナムにおける成績が緑膿菌の場
合、カルバペネム耐性が 46.7%と、他国に比べて顕著に高いということが分かります。アシネトバクター
につきましては、いずれの国でも全般的にカルバペネム耐性率が高いのですが、特にベトナムでは 89.5%
と非常に高値を示していました。ただ、どうしても研究実施の時点から約 10 年という年数が経っており
ましたので、我々が対策に取り組もうとした時点での耐性状況どうなのかという点は、明らかにすべき課
題でした 
 

 



このスライドは、CDDEP から WEB 公開されている、世界各国のレジスタンスマップのデータですけ
れども、2013年の公表値でベトナムの緑膿菌のカルバペネム耐性率は 23%です。これが 2016 年では 36%
まで上がってきている。このような公表データもございます。 

 

 
同様に、アシネトバクター・バウマニにつきましても、同じく 2013年のカルバペネム耐性率 51%に対

して 2016 年では 61%と上昇傾向が認められております。 

 

同様に大腸菌のカルバペネム耐性率でございますけれども、2013 年の 9%に対して、2016 年では 6%と
いう数値になっています。増加傾向にはないものの、今後の注視が必要なレベルだと言えます。 



 

また大腸菌と同じ腸内細菌科でも Klebsiella pneumoniae につきましては、2013 年で 22%、2016 年で
は 24%と、比較的高値で微増傾向が認められています。 
 

 

これは世界的に有名なオニールレポートに示された数値でございます。このまま抗菌薬の適正使用などの
対策を講じずに放置した場合、2050 年には、アジアで 473 万人が毎年 AMR 感染で死亡されると推計されて
います。世界の他の地域と比べましても、アジアが一番深刻な状況になり得るということをこの予測値から
理解しなければなりません。このアジア地域の薬剤耐性問題の一部として、ベトナムにも大きな課題がある
ということになるかと思います。 



 

こういった状況を踏まえまして、欧米を中心とした世界各国に加え、ベトナムや日本でも AMRアクシ
ョンプランが策定されています。ちなみにベトナムは日本より 3 年早く､2013 年にはアクションプラン
の策定、公表を完了していました。しかしながらベトナムでは先ほどご紹介したような､解決の難しい「都
市部の大病院への患者集中」、「医療従事者の不足」といった課題もあり、実際の対策がアクションプラン
通りには進まないと、ベトナム政府も非常に頭を悩ませておられる状況にございます。 
 

 

そういった状況を踏まえまして、日本の AMRアクションプランのうち第６項目に「国際協力」という
目標がございますけれども、この点に注力して、規模は小さくとも実質的な成果達成を目指し、ベトナム



の AMRアクションプランと日本の AMR アクションプランの一翼を担おうと考え、NCGMの先生方のと
の活動を開始いたしました。 
 

 

次に、こういった背景を基に、どのようなスタディデザインとその実現のための組織を構築したかを簡単に
ご紹介させていただきます。 
 

 

感受性サーベイランス研究の対象菌種といたしましては、これはほぼ世界共通でございますが、死亡原因
として最も深刻かつ薬剤耐性の課題解決が優先される重要菌種としまして、ここに示しましたグラム陰性菌



4 菌種、Escherichia coli、Klebsiella pneumoniae、Pseudomonas aeruginosa、Acinetobacter baumannii を対
象機種といたしました。     
試験薬剤としましては、東南アジア、ベトナムにおいてもグラム陰性菌による重症感染症患者の治療の

中心となっております「メロペネム、イミペネム、そしてドリペネム」という現地で臨床使用可能な広域
カルバペネムの３薬剤。また、カルバペネム耐性菌が非常に多いという現状をご説明いたしましたが、そ
ういったベトナムの状況下で、カルバペネムの併用剤として使われておりますチゲサイクリン、コリスチ
ンの２薬剤を選定しました。この 5 薬剤に対する薬剤感受性の調査を初回研究の目的としまして、得られ
たデータから、スライド右に示したような一般的な MIC 集計解析および欧州の EUCAST 基準および米国の
CLSI 基準に従った耐性率の算出を行いました。このような集計データから、各参加病院の先生方に各施設
での薬剤耐性の実状を再度認識して頂いた上で、今後の治療薬選択、特に「治療初期の経験的治療におけ
る薬剤選択を考えて頂くこと」を図りました。 
これに加えまして、ベトナムは、国内で共有されている薬剤耐性の疫学データが非常に乏しい国でもご

ざいますので、施設別の解析に加えまして、nation wide の全国的解析、南北都市別に分けた地域別解析も
実施し、現地へのフィードバックを行う計画といたしました。このように先進国では一般的な取り組みで
はございますが、まずは基本からということで、この辺りに焦点を当てた計画で取り組みを開始しまし
た。 

 

 

我々の研究の価値といいますか、それ以前にベトナムで実施されていた同様のサーベイランス研究に対
して工夫を凝らしましたのが、まず参加施設の数です。それ以前の研究では３施設、５施設と、非常に参
加施設が少ないスタディに限られておりましたので、２桁以上の参加施設での研究実施を目指し、最終的
に１０施設の病院にご参加を頂くことができました。正直なところもう少し多くの施設での研究を実施し
たかったのですが、国際研究をいきなり多数の施設で実施するというのが難しい面もございました。参加
施設の先生方には厳密なエントリー基準に沿った試験菌株の収集にご協力をいただきました。収集菌株の
由来患者様の背景因子としては、ICU 患者を中心とした重症感染症例の起炎菌を重視しながら、様々な感



染症種、分離検体種、患者年齢層などを考慮する方針で進めました。我々の研究以前のスタディでは、呼吸
器系検体由来株、血液由来株にやや偏ったデザインでしたので、我々はより広い背景因子をカバーした菌株
収集条件を基に、試験菌株の収集を進めました。 

 

 

本研究にご参加いただいた病院は、北部の首都ハノイでは、ここに示しました３つの病院です。南部のホ
ーチミンシティでは７病院にご参加をいただきました。結果的にやや南部側に偏った参加施設数となりまし
たが計１０施設の先生方のご協力を得て研究を実施いたしました。 
 

 



参加病院の外観の写真をご紹介させていただきます。ベトナムの病院に先生方がどのようなイメージを
お持ちかはわからないのですが、このように非常に立派な近代的な病院で日本でもなかなか目にしない
ぐらい大規模な病院が多いのですが、これらの病院でも入院病床の稼働率が 150～200%といった状況に
あり、院内感染対策の面では、かなり不利な状態での病院運営になっているというのがベトナムの臨床の
実態です。 
 

 

今回の日越での国際研究を進めるにあたりまして、弊社はもちろんですが、NCGM の先生方も、現地
の多施設からご参加を頂いて実施するという多施設研究は、まだそれほどご経験をお持ちでなかったと
いう状況でございました。研究を円滑に進める上で、色々と現地の先生方との相談を進めた結果、研究全
体の統括リーダーといたしまして、Pham Hung Van 先生というベトナムの感染症領域におけるキーオピ
ニオンリーダーの先生に組織を取りまとめていただくことに致しました。 
弊社が研究費のスポンサーおよび Van 先生と共に研究プロジェクト全体の統括をさせていただき、現

地ベトナム側での研究活動のマネジメントは NCGMインターナショナルトライアル部の先生方にお願い
いたしました。現地ではローカルの CRO にもご協力をいただきまして研究参加病院 10 施設での菌株収
集と背景データ収集を管理して頂きました。ベトナムでは本研究の中央ラボとして大規模の細菌検査を
委託可能な検査会社が見つからなったことから、初回研究では全ての収集菌株を空輸で東京の LSI メデ
ィエンスまで国際輸送いたしまして、国際基準に沿った高精度の再同定、薬剤感受性試験を実施するとい
う形をとりました。この点は、我々よりも先に実施されていた先行研究でも同様に国際輸送後に海外のラ
ボでの感受性試験が実施されておりまして、当時の限界であったと理解しています。このような検討の経
緯を経て最終的に構築した研究組織の全体像がこのスライドに示した図になります。 
 



 

本研究を進めるにあたり、日本およびベトナム側の多組織を束ねた研究全体の運営において、特に大き
な役割を担っていただきましたのが NCGM インターナショナルトライアル部の先生方でございました。
このスライドに示しましたように、弊社を含めた非常に多岐にわたる異業種組織を一手にマネジメント
していただき、「組織運営全体の要（Study Management Center）」として、約 2 年間の国際研究を円滑に
運営いただいけたことが、本研究を成功に導いた最も大きな要因の１つと言えます。 
 

 

本研究をスタートするにあたりまして、ハノイに本研究プロジェクトの関係者および現地の AMR対策
関連組織からのご来賓もお招きし、キックオフ会議を開催いたしました。この写真はその際の集合写真で



す。実際の研究活動におきましても、多くの関連省庁や現地 NGO 組織のご専門の先生方から種々のアド
バイスを頂きながら研究を進めることができました。 
Welcolab のホームページに詳細を記載しておりますので、また各先生方のご参考となれば幸いでござい
ます。 
 

 

発表時間の関係で概要のみなりますが、初回研究の結果についてご紹介させていただきたいと思いま
す。まず、当初の研究計画では、参加 10 病院から「4 菌種で合計 1280 菌株」を集めるという目標を設定
致しました。時間の関係で詳細はご説明致しませんが、菌株収集に際しては、施設間の偏り、同一患者・
同一ソースからの重複収集、原因疾患の偏り、分離検体の偏り、等がなるべく生じないように、厳密な
criteria を設けまして、その点、現地の検査部の先生方にはご負担をおかけしましたが、そのおかげで収集
菌株の質を維持しつつ、合計 1263 菌株（目標達成率：98.7%）をほぼ予定通りの期間で収集することがで
きました。 
 
 
 
 
 



 

薬剤感受性試験の結果についてご紹介させていただきます。米国 CLSI 基準および欧州 EUCAST 基準での
耐性率を示しております。 
大腸菌（Escherichia coli）のカルバペネム耐性率は、低いとは言えないながらも約 7～8%程度にとどまって

おり、先ほどご紹介しました先行研究の結果に類似した耐性率であることが分かりました。 
肺炎桿菌（Klebsiella pneumoniae）のカルバペネム耐性率は約 27%～36%というところで、これも先行研究

の成績と同等もしくはやや高めの耐性率であることが分かりました。 
緑膿菌（Pseudomonas aeruginosa）のカルバペネム耐性率は約 34%～39%で、これも先行研究の成績とほ

ぼ同等の耐性率であることが分かりました。 
アシネトバクター・バウマニ（Acinetobacter baumannii）のカルバペネム耐性率は、約 70～73％と、他報

と同様に、試験したグラム陰性菌４菌種の中で最も深刻な耐性率を示しました。 
 
これらの試験成績を研究参加施設の先生方にフィードバックさせていただきました際の先生方からのご意

見といたしましては、「日々の検査や診療での実感としてはもっと耐性率が高いように感じている」とのご
意見が多く、その点には驚きました。しかしながら、ベトナムの臨床現場では同一患者さんでの繰り返し感
染例や、同一ベッドや同室入院患者さん間での院内感染例の頻発など重複的なイベントを直視されているこ
とを想定しますと、こういった一定のランダム性を持たせた収集ルールで得られた菌株での試験結果より
も、さらに深刻な数の薬剤耐性菌感染症例を相手に日々の医療を行われているということを痛感しました。 
 



 

今回のサーベイランス研究で得られた各薬剤の MIC データと、各薬剤の公知の薬物動態パラメータを用
いて、PK-PD シミュレーション解析を試みましたので、その結果の一部をご紹介します。  
各薬剤の標準的な投与レジメンに対して、どの程度の治療成功確率が期待できるかを PTA というパラメ

ータで数値化したものです。先にお示しした耐性率から想定される通り、大腸菌以外ではどの薬剤の標準
治療も、治療効果が得られる確率は低値を示しています。 
我々のベトナムでの取り組みでは、単純な MIC データ解析や国際基準での耐性率解析とそのフィードバ

ック活動にとどまらず、こういった先進諸国で既にパブリッシュされ、コンセンサスが得られている最新
のシミュレーション解析を用いた薬剤投与レジメンの有効性予測の方法も、現地の先生方に共同研究を通
じてご紹介し、ベトナムの基礎医学、理論医学のレベル向上にも寄与したいと考えています。 
 



 

またベトナムでは、薬剤感受性データベースの整備や全国的なデータ共有が、現時点ではまだ十分に進ん
でいないという課題があります。既に国立感染研の JANIS 研究チームの先生方が、ベトナムを含めたアジア
各国を対象に、アジア版 JANIS というべき、「ASIARS-Net」というデータ処理システムの活用を進めておら
れます。我々の研究成果も、こういったシステムを活用させていただいて、最終的には WHO の GLASS とい
うデータベースにサー弁ラス研究データを登録・公開し、ベトナムの先生方がこういったグローバルデータ
ベースにアクセスすることで、自国の薬剤耐性の状況を客観的に理解できる環境を整備したいと考えていま
す。この辺りの取り組みは現在国立感染研の先生方にご指導を頂いている段階で、まだこれからの作業にな
りますけれども、こういった種々の先進的なアプローチで、少しでも EBM 要素に富んだ感染症治療をベトナ
ムの患者様が受けられるように貢献していきたいというのが、NCGM の先生方と私共の長期的目標でござい
ます。 
 



 

以上ご紹介させて頂きました通り、ベトナムの各参加病院の先生方の熱心なご協力のもと、弊社と
NCGM の先生方、またベトナム保健省、在ベトナム日本国大使館、JICA、PMDA、国立感染研の先生方、
また現地で NGO 活動をされている PATHの先生方など、様々なお立場でのご専門の先生方からのご助言
やご支援を頂きまして、ようやく初め挑戦であるベトナムでのサーベイランス研究を完了し、その後の先
生方とのディスカッション、フィードバック活動を継続できているところでございます。 
このスライドにイラストで示しました通り、日越の多くの機関が手を結び、「ワンチーム」としてベト

ナムの薬剤耐性菌対策に立ち向かっていければというふうに考えてございます。すでに第二回の研究準
備にも着手しておりまして、当面は継続的に現地での研究展開をご支援していきたいと考えております。 
 
私からの発表は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。 
 
 
 


