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論 文 内 容 の 要 旨 

 
Mycoplasma genitalium は非淋菌性尿道炎の原因菌の一つである。治療薬として，azithromycin，

levofloxacin，sitaloxacin などが有効とされているが，近年，海外では macrolide 耐性，

fluoroquinolone 耐性，さらに両薬剤耐性の M.genitalium が検出されており，治療失敗例も報告さ

れている。今回，日本における薬剤耐性遺伝子変異を有する M.genitalium の頻度およびそれらの治

療効果との関連を検討した。 

 

【対象と方法】 

2011 年 1 月から 2013 年 9 月まで泌尿器科医院を受診した男子非淋菌性尿道炎患者の内，M. 

genitalium が検出された 99 症例を対象とした。そのうち，9 例は抗菌剤の投与後であったために，

それら 9 例を除いた治療前の 90 例から得られた初尿 90 検体を用いて薬剤耐性遺伝子変異の有無を

検討した。 

Macrolide 耐性に関連する 23S rRNA 遺伝子の一部（大腸菌の 23S rRNA 遺伝子の 2058 番と 2059

番に相当する部位を含む領域）と fluoroquinolone 耐性に関連する gyrA と parC 遺伝子のいわゆる

キノロン耐性決定領域を含む領域を PCR にて遺伝子増幅してそれらの塩基配列を決定した。 

薬剤耐性にかかわる遺伝子の変異を認めた M.genitalium について genotyping を行った。MG191 

(MgPa operon)の single nucleotide polymorphisms (SNPs)および MG309 (lipoprotein)の short 

tandem repeats (STRs)の部位を PCR にて増幅し，それらの塩基配列を組み合わせにて系統樹解析を

行った。 

薬剤耐性にかかわる遺伝子変異を認めた M.genitalium による尿道炎症例について，抗菌薬による

細菌学的治療効果について検討した。 

 

【結果】 

23S rRNA 遺伝子の変異は，その塩基配列が決定できた 68 検体中，2011 年と 2012 年のそれぞれ

27 検体と 24 検体では認められず，2013 年の 17 検体中の 5 検体（29%）で認められた。parC 遺伝子

の変異は，解析可能であった 51 検体中，2011 年の 15 検体中 3 検体(20%)，2012 年の 19 検体中 6

検体（32%），2013 年の 17 検体中 8 検体（47%）で認められた。しかし，gyrA 遺伝子の変異は認めら

れなかった。さらに，2013 年には，23S rRNA と parC の両遺伝子の変異を 3 検体で認めた。 

薬剤耐性の変異を認めた 20 検体の M.genitalium  DNA の genotyping では，16 の genotype を認
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めた。3 組の検体で同じ genotype を認めた。1 組では，同一の薬剤耐性の変異を認めた。他の 1 組

では，1 検体で 23S rRNA 遺伝子の変異のみを認め，他の検体で同一の 23S rRNA 遺伝子の変異と parC

遺伝子の変異を認めた。他の１組では，異なる parC 遺伝子の変異を認めた。 

23S rRNA 遺伝子変異を有する M. genitalium による尿道炎 3 症例で sitafloxacin により，2 症

例で azithromycin により治療がなされた。M. genitalium は sitafloxacin 治療後に消失したが，

azithromycin 治療後では持続した。parC 遺伝子変異を有する M. genitalium 陽性症例では，

sitafloxacin により治療された 11 例中 11 例で M. genitalium は除菌され細菌学的効果は 100％で

あった。 

 

【考察】 

 2011 年から 2013 年に検出された M.genitalium の macrolide 耐性および fluoroquinolone 耐性

に関連する遺伝子変異の保有頻度（23S rRNA 遺伝子変異，29％と parC 遺伝子変異，20〜47%）は，

2006 年から 2008 年に検出された M. genitalium（23S rRNA 遺伝子変異，4％と parC 遺伝子変異，

11%）と比較して上昇し，M. genitalium の両薬剤に対する耐性化が示唆された。さらに，2013 年の

検体において 23S rRNA と parC の両遺伝子に変異を認める M.genitalium が存在し，多剤耐性化が示

唆された。 

薬剤耐性遺伝子を有する M. genitalium の genotyping では，multiclonal に変異株が出現してい

ることが示唆された。しかし，一部では，薬剤耐性変異を有する同一 clone の存在，また，新たな

薬剤耐性変異を獲得した可能性のある同一 clone の存在も示唆された。 

23S rRNA 遺伝子の変異を有する M. genitalium は，azithromycin に対して耐性を示したが，parC

遺伝子の変異を有する M. genitalium は，sitafloxacin に対してなお感受性であった。 

 

【結論】 

 Macrolide 耐性および fluoroquinolone 耐性に関連する遺伝子変異を有する M.genitalium は年々

増加傾向にあり，さらに，両薬剤の耐性に関わる遺伝子変異を同時に有する M.genitalium も検出さ

れ，M.genitalium の多剤耐性化が危惧される。性感染症の適正な抗菌化学療法を施行するにあたり，

今後の M. genitalium の薬剤感受性の変化を注視しなければならない。 

 

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

  
 申請者 菊地美奈は，男子非淋菌性尿道炎患者における M. genitalium の macrolide 耐性に関わ

る 23S rRNA 遺伝子変異および fluoroquinolone 耐性に関わる parC 遺伝子変異を検討し，それらの

遺伝子変異が年々増加傾向にあることを示した。臨床上，23S rRNA 遺伝子変異を有する M. 

genitalium は azithromycin に対して耐性を示したが，parC 遺伝子変異を有する M. genitalium は

sitafloxacin に対してはなお感受性であることを示した。本研究の成果は，今後の M. genitalium

感染症の治療に際して，適正な抗菌薬選択に対して有用な情報を与えるものであり，泌尿器科学お

よび性感染症学の進歩に少なからず寄与するものと認める。 
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