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旨

わが国では 7 価小児肺炎球菌結合型ワクチン（PCV7）が 2013 年 4 月から定期接種化され，侵襲性肺炎
球菌感染症（invasive pneumococcal disease：IPD）の罹患率の低下とともに，分離される血清型がワクチ
ンに含まれない血清型へ置換される現象（血清型置換，serotype replacement）が報告されている１）．
われわれは，小児の気管支肺感染症の主要な原因菌である肺炎球菌についても，IPD 同様に血清型置換が
発生しているのか検証した．
2014 年 8 月〜2015 年 9 月に当院に入院し，肺炎球菌が起炎菌と判断された気管支肺感染症の小児 66 症例
から採取した喀痰を用いて，肺炎球菌の血清型と薬剤感受性検査を実施するとともに，小児肺炎球菌結合型
ワクチン接種歴を調査した．
小児肺炎球菌結合型ワクチンを 1 回でも接種したことがある患児は 80.3％ であった．肺炎球菌の血清型
が判明した菌株は全株の 92.4％ で，そのうち 13 価肺炎球菌結合型ワクチン（PCV13）に含まれる血清型の
菌株は 9.8％ であった．分離された血清型は多い順に，15A（21.3％），35B（19.7％）
，6C（13.1％）型で，い
ずれも PCV13 非含有型であり，IPD 同様に serotype replacement が起こっていることが示唆された．ペニ
シリン G に対する薬剤感受性検査については，ペニシリン耐性肺炎球菌（PRSP）が 4.5％，ペニシリン中
等度耐性肺炎球菌（PISP）が 47.0％，ペニシリン感受性肺炎球菌（PSSP）が 48.5％ であった．血清型ごと
に薬剤感受性を見ると，15A，19A，23A，35B は非感受性株が占める割合が多く，血清型によって耐性傾
向に差が見られた．
今回の解析で，IPD 同様に気管支肺感染症においても serotype

replacement が発生していることが確認

でき，また薬剤感受性も異なることから，喀痰由来肺炎球菌の血清型を特定することは意義が深く，病原体
のサーベイランスの強化が重要であると考えられた．
〔感染症誌

序

文

91：137〜144，2017〕

ある材料から分離される感染症，侵襲性肺炎球菌感染

肺炎球菌は中耳炎，肺炎，菌血症，髄膜炎の原因と

症（invasive pneumococcal disease：IPD）に及ぼす

なるグラム陽性の双球菌である．菌表層の莢膜ポリ

ワクチン導入効果は，罹患率の減少傾向とともにワク

サッカライドは，もっとも重要な病原因子であり，莢

チンに含まれない血清型（non-vaccine

膜の血清型は現在少なくとも 93 の型が存在してい
る２）．
我が国では，7 価肺炎球菌結合型ワクチン（PCV7）

serotypes，

３）

nVT）の増加現象として報告されている ．
肺炎球菌による小児の気管支肺感染症は，髄膜炎や
菌血症ほど重症度は高くないが，小児の重要な入院理

の 5 歳未満の小児に対する公費助成が 2010 年に開始

由のひとつである．肺炎球菌は，乳幼児では常在菌と

された．2013 年 4 月からは，PCV7 が定期接種化さ

して保菌率が高いため４），上咽頭や後鼻腔からの分離

れ，2013 年 11 月からは 13 価肺炎球菌結合型ワクチ

意義は低く，気管支肺感染症の原因微生物を検索する

ン（PCV13）が導入された．肺炎球菌が元来無菌で

際には喀痰からの分離が望ましい．
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今回われわれは，ワクチン導入後の小児気管支肺感
染症を引き起こした肺炎球菌の血清型分布を明らかに
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するために，当院に入院した小児の喀痰から分離され

mL〜1μg/mL を ペ ニ シ リ ン 中 等 度 耐 性 肺 炎 球 菌

た気管支肺感染症の起炎菌と推定される肺炎球菌の解

（PISP）
，2μg/mL 以 上 を ペ ニ シ リ ン 耐 性 肺 炎 球 菌

析を行ったので報告する．

（PRSP）とした．エリスロマイシンとレボフロキサ
シンについてのブレークポイントは，CLSI M100-S20

対象と方法

に基づいて判定した．

1．対象

2014 年 8 月〜2015 年 9 月に当院に入院した小児で，

また，菌株を国立感染症研究所第一部に送付し，lytA

肺炎または気管支炎の気管支肺感染症と診断された

遺伝子の検査７）により同定検査を実施するとともに，抗

1,238 症例のうち，Geckler 分類グループ 4 以上の良

莢膜血清（Statens Serum Institut，Denmark）を用

質な喀痰から分離した肺炎球菌 66 株（66 症例）を解

いて莢膜膨化法で血清型を決定した．

析対象とした．喀痰のグラム染色は市中肺炎および医
５）

成

績

療関連肺炎の起炎菌の推定に有用と言われるが ，乳

1．莢膜血清型と肺炎球菌結合型ワクチン接種歴

幼児では喀痰の採取が困難である．66 症例から分離

肺炎球菌 66 株のうち血清型が判明したのは 61 株

された喀痰のうち 30 症例（45.5％）の喀痰の塗抹検

（92.4％）で，16 種類認められた（Fig. 1）．15A 型 13

査でグラム陽性球菌の貪食像も確認できた．また，貪

株（21.3％），35B 型 12 株（19.7％）
，6C 型 8 株（13.1％）

食像が認められない症例についても，上記基準の良質

の分離割合が多く，61 株中 55 株（90.2％）が PCV13

な喀痰から肺炎球菌の優位な検出を認めた場合は起炎
「小児呼吸器感染症診療ガイドライン 2011」（日本
小児感染症学会

非 含 有 型 で あ っ た．7 価 肺 炎 球 菌 結 合 型 ワ ク チ ン
（PCV7）含有血清型は，23F が 1 株（1.6％），13 価肺

菌と判断した．
協和企画）に準じて，肺炎の診断基

準は，発熱，鼻汁，咽頭痛，咳嗽などの急性呼吸器感

炎球菌結合型ワクチン（PCV13）含有 PCV7 非含有
血清型は 5 株（8.2％）分離され，5 株の内訳は 6A 型
1 株と 19A 型 4 株であった．

染症症状を伴い，胸部 X 線像や CT などの画像検査

調査した 66 症例のうち，ワクチン接種者は 53 症例

において肺に急性に新たな浸潤影が認められるものと

（80.3％），ワクチン未接種者 13 症例（19.7％）であっ

し，急性気管支炎の診断基準は，発熱，咳嗽，喀痰な

た．ワクチン未接種者から分離された肺炎球菌は 13

どの気道感染症症状がある患者で，胸部聴診では連続

株すべて PCV13 非含有血清型であった．ワクチン接

性副雑音（ラ音）を聴取できるが胸部 X 線像では明

種日と接種ワクチンの種類についての調査票は，66

確な異常陰影が認められないものとした．

症例中 34 症例から回答を得た（回収率 56％）．PCV13

肺炎球菌結合型ワクチンの接種歴は，初診時に保護

含有血清型が分離されていた 6 症例は，すべてワク

者が記入する問診表に基づいて調査を行ったが，問診

チン接種者であった．PCV13 含有血清型が分離された

票では接種したワクチンの種類と接種日が不明であっ

6 症例のワクチン接種歴を表に示す（Table 1）．PCV

た．そのため，病院登録の住所へ調査票を送付し，接

7 含有の 23F 型が分離された症例は，PCV7 の 2 回接

種したワクチンの種類と接種回数について回答を依頼

種と追加接種 1 回の合計 3 回接種でワクチンスケ

した．このワクチン接種歴の調査は当院の倫理審議委

ジュールが完了していた．PCV13 含有 PCV7 非含有

員会で承認を得て行った（承認番号：205 番）
．

血清型が分離された 5 症例（6A 型 1 例，19A 型 4 例）

2．分離方法，同定方法，薬剤感受性試験

では，3 症例は PCV13 の接種歴がなく，2 症例は PCV

検査材料の喀痰採取は通常の診療で行うのと同様

13 接種歴があったものの，追加接種が未実施でワク

の，咽頭刺激により誘発し吸引採取する方法を用い
６）

チンスケジュールを完了していなかった．

た ．痰の膿性部分が少ない場合には滅菌採痰容器に

調査した 66 症例の年齢構成は，1 歳児が 20 症例と

滅菌生理食塩水を入れて吸引し，膿性の部分を検体と

最も多く，5 歳以上が 3 症例と最も少なかった．肺炎

して用いた．

球菌結合型ワクチンを 1 回も接種したことのない 13

喀痰をヒツジ血液寒天培地（日水製薬，東京）に接

症例のうち，月齢 0 から月齢 2 未満が 7 症例と最も多

種し，35℃，10％CO2 インキュベーターで一晩培養し

く，日齢 16 が最年少であった．次いで多い未接種年

た．発育してきた α 溶血を伴う連鎖球菌を釣菌し，オ

齢層は 5 歳以上の 3 症例であった．定期接種対象年齢

プトヒンディスクにより感受性を認められたものを肺

の月齢 2 から 4 歳までの各年齢層のワクチン接種率は

炎球菌とした．

高く，接種率は 80％〜100％ であった（Table 2）．

薬剤感受性検査は，フローズンプレート
（栄研化学，

2．莢膜血清型と薬剤感受性

東京）を使用し，微量液体希釈法により実施した．ペ

薬剤感受性検査結果は，PSSP 32 株（48.5％），PISP

ニシリン G の最小発育阻止濃度（MIC）が 0.06μg/mL

31 株（47.0%），PRSP 3 株（4.5％）であった（Fig. 2）．

以下をペニシリン感受性肺炎球菌（PSSP）
，0.12μg/

各 血 清 型 別 で 3 株 以 上 分 離 さ れ た 型 の う ち，23A
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Serotype distribution of the pneumococcal strains and vaccination history of the patients.

Table 1 Vaccination history of the 6 patients from whom the
PCV13 types pneumococcal was isolated.
Case
NO.

Serotype

Age

1
2
3
4
5
6

23F
6A
19A
19A
19A
19A

3y9m
9m
1y3m
1y6m
3y9m
3y2m

Dose
st

st

1 dose

2 dose

3st dose

Booster dose

PCV7
PCV13
PCV13
PCV7
PCV7
PCV7

PCV7
PCV13
PCV13
PCV7
PCV7
PCV7

N.A
PCV13
PCV13
PCV7
PCV7
PCV7

PCV7
none
none
none
PCV7
PCV7

N.A: not applicable

Table 2 Age distribution and pneumococcal conjugate vaccination history of patients with pneumococcal infections.
(patient number)

Vaccination history

Yes
None

Total
Vaccination rate

0 month
〜 2 months

2 months
〜 1 year

1 year

2 years

3 years

4 years

5 years of
age or older

Total

0
7
7

16
1
17

21
0
21

4
1
5

7
0
7

5
1
6

0
3
3

53
13
66

0.0%

94.1%

100.0%

80.0%

100.0%

83.3%

0.0%

80.3%

（100％），15A（92.3％），19A（75.0％），35B（75.0％）

エリスロマイシン感受性株は 4 株（6.1％）で血清

型で，PISP と PRSP が高頻度に分離された．一方で，

型の偏りはなかった．レボフロキサシン耐性株は分離

6C（12.5％）
，15C（20.0％）型の非感受性株が占める

されず，全株感受性であった．

割合は低く，38 型については，分離された 3 株すべ
てが PSSP であった．
平成29年 3 月20日

考

察

今回われわれは，ワクチン導入後の非侵襲性肺炎球
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Serotype distribution and penicillin-susceptibility of the pneumococcal strains.

Table 3

Comparison of surveillance studies on pneumococcal infections.

Target disease
Age
Country
PCV7 use began in
Eoidemiologic year
Cases
PCV7 vaccine serotypes
Non-PCV7 vaccine serotypes

This article, Fukuoka

NID1)

CDC ABCs10)

Bronchopulmonary infection
＜12 years of age
Japan
2011
2014-2015
61
1 (1.6%)
90 (98.4%)

IPD
＜5 years of age
Japan
2011
2013
94
4 (4.3%)
90 (95.7%)

IPD
＜5 years of age
United States
2000
2006-2007
427
14 (3.3%)
413 (96.7%)

NID: National Institute of Infectious Diseases
CDC: Centers for Disease Control and Prevention
ABCs: Active Bacterial Core surveillance

菌感染症を引き起こした肺炎球菌の血清型解析を試み

surveillance：ABCs）によると，PCV7 含有型の検出

た．

率は，3.3％ となっている１０）．今回解析した喀痰由来

2007 年から始まった「ワクチン有用性向上のため

肺炎球菌の血清型分布では，PCV7 含有型の分離割合

のエビデンスおよび方策に関する研究」
（庵原・神谷

は 1.6％ と少数で，前述の報告を大きく下回っていた

班）で，わが国でも肺炎球菌結合型ワクチン導入によ

（Table 3）
．当院では，PCV7 導入前の調査を実施し

り小児 IPD 症例が有意に減少したことが明らかに

ていないため，肺炎球菌結合型ワクチンの導入効果を

なった．分離された肺炎球菌の血清型分布の検討では，

正確に比較できないが，PCV7 導入前の小児市中肺炎

PCV7 公費助成前は，PCV7 含有型は 77.2％ であった

症例から分離された肺炎球菌の PCV7 含有型は喀痰

８）

のに対し ，定期接種後の 2013 年には 4.3％ に低下し

分離株の 67％ であったという報告１１）もあり，今回わ

ていたと報告されている９）．2000 年に PCV7 を導入し

れわれが調査した喀痰由来肺炎球菌について，IPD 同

た米国では，PCV13 認可前（2007 年）の 5 歳未満 IPD

様に serotype replacement の発生が推定できる．

幼児例に関する CDC のデータ（Active Bacterial Core

今回分離率が高かった PCV13 含有型の 19A 型は，
感染症学雑誌
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2013 年に 9 県の IPD 症例から収集した肺炎球菌 94 症

PCV13 の組み合わせ，または PCV13 のみの接種者が

例のうち 41 症例（43.6％）と最も多く分離された血

混在している．また，PCV7 のみの接種でワクチンス

９）

清型と一致する ．前述の ABCs の分析結果によると，

ケジュールが完了済でも，PCV13 の補助的追加接種

米 国 で も PCV13 認 可 前（2007 年）の 5 歳 未 満 IPD

が未実施であった場合には，血清型のカバー率は低下

症例のうち 19A 型によるものは 42% を占め最も多

しワクチン効果は減少する．今回の解析で，肺炎球菌

い１０）．PCV13 含有型は，今後成人も含めて PCV13 接

結合型ワクチンを接種しているにもかかわらずワクチ

種の普及と接種率の向上とともに，分離率のさらなる

ン含有型が分離されていた症例は，全部で 6 症例で

減少や排除が期待される．また，PCV13 非含有血清

あ っ た．PCV7 含 有 型 の 23F 型 1 例 と PCV7 非 含 有

型の 6C 型は，PCV13 含有型の 6A 型および 6B 型と

PCV13 含 有 型 の 6A 型 1 例 と 19A 型 4 例 で あ る．

の交差反応により，血清型特異 IgG 濃度と血中オプ

23F 型が分離された症例は，標準的なスケジュールで

ソニン活性（opsonic

activity，OPA）が上昇するこ

はなかったが，PCV7 のみでワクチンの接種は完了し

とが報告されている１２）．今後 PCV13 接種率の向上と

ており vaccine failure である．6A 型 1 症例と 19A 型

ともに，6C 型の分離率も低下傾向になることが期待

4 症例中 1 症例では，PCV13 を 3 回接種していたが，

される．一方で，PCV13 非含有型の 15A，15C，23A，

4 回 目 と な る 追 加 接 種 が 未 実 施 で，こ れ は break-

35B 型などについては，2015 年 3 月に認可された 10

through

価肺炎球菌結合型ワクチンにも含まれておらず，sero-

vaccine failure や breakthrough infection では，感染

type

血清型に対する特異的 IgG 濃度は予 防 閾 値 以 上 で

replacement により今後さらに増加傾向になる

infection と言えるだろう．国内 IPD 症例の

あったが，OPA が基準を下回っており，オプソニン

ことが懸念される．
肺炎球菌結合型ワクチンの接種率は，定期接種対象

化抗体の機能が不十分であったと報告されている１４）．

である月齢 2 から 5 歳未満では高く，定期接種対象外

今回の vaccine failure や breakthrough infection の症

となる 5 歳以上の年齢層では接種歴の有る者はいな

例も，OPA が十分に誘導されないことが原因のひと

かった．定期接種対象期間前の月齢 0 から月齢 2 未満

つであると考えられるが，原因究明には至っていない．

のワクチン未接種 7 症例では，肺炎球菌が分離された

なお，現在までにこれら 6 名に繰り返す感染のエピ

ものの PCV13 含有型の分離は見られなかった．さら

ソードはない．

に，ワクチン定期接種対象年齢であるにもかかわらず

19A 型 4 症例中残りの 3 症例は，PCV13 の接種歴

未接種の 3 症例，および，定期接種対象期間後の 5 歳

がなかった．つまり，PCV7 のみでワクチンスケジュー

以上の 3 症例についてもワクチン含有株は分離され

ルが完了，もしくは，PCV7 のみ 3 回接種で追加接種

ず，ワクチン非接種群の 13 症例すべてが PCV13 非

が未実施の症例である．PCV13 を追加で接種してい

含有型の分離であった．海外では，PCV7 接種開始後，

ればカバーできていた可能性がある．スケジュール完

PCV7 含有血清型による小児の IPD 症例が減少する

了の 2 症例では，PCV13 の補助的追加接種は行われ

のと同じくして，65 歳以上の高齢者においても間接

ていなかった．Advisory Committee on Immunization

的に PCV7 含有血清型による IPD 症例が減少したと

Practices（ACIP）は，PCV7 完全接種例でも慢性疾

いう報告がある３）．また日本においても，小児の PCV

患を有するハイリスク症例は，さらに PCV13 の 1 回

導入による集団免疫効果によって，成人の IPD 原因

接種を推奨している１５）．PCV7 のみでワクチンスケ

菌の serotype

ジュールを完了している 5 歳未満の幼児には，PCV13

replacement が明らかになりつつある

という８）．ワクチン接種対象年齢の接種率の高さから

補助的追加接種の検討が必要と思われる．

推察すると，小児の集団内においても，ワクチン未接

薬剤感受性検査の結果では，血清型別によってペニ

種児とワクチン接種保菌者との接触によって肺炎球菌

シリン G に対する耐性傾向に差があることが示唆さ

の伝搬があると考えられる．PCV13 導入後の上咽頭

れた．PRSP の血清型としては，6B，9，14，19F，23F

に保菌している肺炎球菌の調査では，PCV7 含有血清

型が世界的に主流となっている１６）１７）．このため，肺炎

１３）

型はほぼ排除されていたとの報告がある ことから

球菌結合型ワクチンはこれらの血清型と病原性上重要

も，ワクチン未接種児とワクチン接種保菌者との間で，

性な血清型を中心に開発されている．今回の解析で分

間接的なワクチン効果が起こっているものと推測され

離された株のうち，PCV7 含有型の 23F 型も PISP で

る．

あった．PCV7 の接種は PRSP 感染症を減少させると

今回調査対象とした 66 症例すべては，PCV13 が

いうワクチン効果が国内外で確認されているが１７）１８），

導入された 2013 年 11 月以降の症例である．PCV13

その反面，新たな莢膜血清型の株に PRSP が出現し

導入から 2 年を経過していない時期の症例のため，年

問題になっている．PCV7 導入後，米国では，ペニシ

齢と接種日により，PCV7 のみの接種者と PCV7 と

リン非感受性株の約半数を 19A 型が占めるとともに，

平成29年 3 月20日

142

安部

15A 型と 6C 型に PRSP が出現し，23A 型の PISP や
１９）

朋子 他

ン接種歴を調査するとともに薬剤耐性傾向を継続して

35B 型の PRSP が増加した報告がある ．国内では，

サーベイランスしていくことが，今後の新たなワクチ

PISP の 19A 型 の 分 離 率 が 増 加 し，15B，15C，22F

ン開発や抗菌薬の適正使用につながるのではないかと

型の PISP と 15A，35B 型の PRSP の分離率が増加し

考える．

２０）

たとの報告がある ．今回分離された PCV7 非含有

利益相反自己申告：申告すべきものなし
文

PCV13 含 有 型 の 6A 型 と 19A 型 で は，5 株 の う ち 4
株（80.0％）が PISP で あ っ た．6A 型 は，2008 年 出
生コホート研究調査でペニシリン耐性率が 53.3％ と
高い血清型である４）．今回分離した 1 株もペニシリン
非感受性株で PISP であった．また，19A 型と 35B 型
は分離株の 75％ を PISP が占め，15A 型，23A 型は
90％ 以上が PISP または PRSP となり，国内外の報告
とほぼ同様の耐性傾向がみられた．一方で，6C 型は
8 株分離され分離率は高かったものの，非感受性株は
1 株（12.5%）のみで耐性傾向は見られなかった．5 株
分離された 15C 型は，非感受性株が 1 株（20.0％）で，
PCV7 公費助成開始後の 2011 年〜2012 年に国内 IPD
症 例 か ら 分 離 さ れ た 15C 型 の 非 感 受 性 株 の 割 合
27.3％１７）と同程度の耐性率であった．ペニシリン非感
受性株が占める割合に血清型で偏りがあることは，臨
床的にも問題となる可能性があるため，今後の検出推
移を注視しておく必要がある．
肺炎球菌のペニシリン耐性機構は，ペニシリン結合
蛋白：PBP（penicillin-binding

protein）の遺伝子変

異に起因するといわれている１６）．6 種類の PBP のうち，
2 つは莢膜遺伝子の近くに存在し，その領域を挟むよ
うな場所にある．莢膜遺伝子領域と 2 種類の PBP が
変異を伴いながら組み換えを起こすことによって，血
清型の変化やペニシリン耐性化が生じているとの報告
がある２１）．今後ワクチンの普及により，肺炎球菌は選
択圧を受けて，遺伝子組み換え現象は持続して発生す
るであろう．肺炎球菌が自己融解酵素を産生する菌で
あることは，遺伝子組み換えの発生頻度を高める要因
になるものと思われる．血清型の検出状況とペニシリ
ン耐性率の関連については，今後も継続的に調査して
いく必要がある．
今回われわれの解析では，非侵襲性の肺気管支感染
症においてもワクチン効果が得られる一方で，IPD 同
様に serotype

replacement の発生が示唆された．血

清型の分布傾向についても，IPD を引き起こす肺炎球
菌の血清型の変遷と同様の傾向が見られた．肺炎と
IPD について，同じ研究グループがほぼ同じ時期に同
じ対象に行われた研究の報告を見てみると，検出され
る血清型はその頻度に多少の違いがあるものの同一傾
向が見られている２２）２３）．今後ワクチン効果を見極め，肺
炎球菌感染症をコントロールするために，IPD に限ら
ず非侵襲性感染症の起炎菌についても血清型を特定す
ることは，意義が深く大変重要である．また，ワクチ
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Bacteriological Analysis of Pneumococcus Detected from the Sputum of Hospitalized Children
Tomoko ABE１）, Kenji FURUNO２）, Chang BIN３） & Tomonobu AOKI２）４）
１）

Department of Clinical Laboratory and ２）Department of General Pediatrics & Interdisciplinary Medicine,
Fukuoka Childrenʼs Hospital, 3)Department of bacteriology I, National Institute of Infectious Diseases,
4)
Department of Pediatric Infectious Disease, Fukuoka Childrenʼs Hospital

7-valent pneumococcal conjugate vaccine（PCV7）has been included in the routine immunization schedule since April 2013 in Japan. Serotype replacement ― a phenomenon by which serotypes are replaced by
non-vaccine serotypes after vaccine introduction ― has been reported in invasive pneumococcal disease
（IPD）. Pneumococcus in sputum samples is one of the major causes of bronchopulmonary infection in children.
We tried to verify whether serotype replacement of Pneumococcus occurs in sputum samples in a similar manner as in IPD.
From August 2014 to September 2015, we performed antimicrobial susceptibility testing and serotyping
of Streptococcus pneumoniae from sputum samples and investigated the history of PCV from hospitalized children with S. pneumoniae bronchopulmonary infection.
From the results of our investigation, 80.3% of children have received PCV at least once. Serotypes of
Pneumococcus were determined in 92.4% of tested strains and PCV13 strains accounted for only 9.8%. Major isolated serotypes were 15A（21.3%）
, 35B（19.7%）, and 6C（13.1%）. Those were not included in PCV13,
i.e. serotype replacement occurs in bronchopulmonary infection just as in IPD. The results of antimicrobial
susceptibility testing for Penicillin G indicated that penicillin-resistant S. pneumoniae（PRSP）accounted for
4.5%, penicillin-intermediate resistant S. pneumoniae（PISP）accounted for 47.0% and penicillin-susceptible S.
pneumoniae（PSSP）accounted for 48.5%. When examining the drug susceptibility by serotypes, 15A, 19A, 23
A and 35B showed a high percentage of non-susceptibility. This means there is a difference in the resistant
trend by serotypes.
In our study, it became clear that verifying of the serotypes of Pneumococcus in sputum is meaningful
and surveillance of serotypes is important for evaluation of vaccination as IPD.
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