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薬剤耐性（AMR）対策
世界的に多剤耐性菌は大きな問題である．世界的に多剤耐性の菌の問題は顕在化し，一
方でこうした多剤耐性菌に対抗できる新規抗菌薬の開発は鈍っている．新規抗菌薬の開発
は以前のようにはすすんでいない．2011 年の世界保健機関（WHO）の年次総会（World
Health Assembly）にて，Antimicrobial resistance（AMR）が主たる議題として取り上げ
られた．政・官・産・学が共同して対策を練るべきとの議論がなされた．以降，AMR を
世界的な健康危機と認識して対策を打つための活動が，WHO を中心として展開されてい
る．2015 年 5 月の世界保健総会では，薬剤耐性（AMR）に関するグローバル・アクション・
プランが採択され，加盟各国は 2 年以内に薬剤耐性に関する国家行動計画を策定すること
を求められた．
これを受けて日本においても政府により 2016 年 4 月に薬剤耐性（AMR）アクションプ
ランが策定され，今後 5 年間にわたり「適切な薬剤」を「必要な場合に限り」，
「適切な量
と期間」使用することを徹底するための国民運動を展開するなど，効果的な対策を推進し
ていくこととなった．本アクションプランについてはその数値目標に対して大きな関心が
寄せられている．しかし他にも重要な点がある．本プランにより今後感染対策は大きく様
変わりする．地域連携の枠組みは院内のみならず地域を大きく巻き込む地域ネットワーク
によって支えられていくようになる，感染対策に関するサーベイランスは地域もその範疇
に入れてさらに充実が測られ地域ネットワークで活用されるようになる．そして感染症の
診療は更に質の向上が図られる．
このようにアクションプランの実行により日本の医療現場における感染対策は大きく変
わり，これは未来に向けて持続可能な医療環境の構築に必ず大きく貢献するはずである．
耐性菌における感染症は治療が困難であるため患者にとって直接の脅威となるだけでな
く，その AMR 対策の中には医療の質の改善および医療の安全上の問題も深く関わってい
る．本特集では AMR 対策について一般の医療者にもその意義・必要性を伝え，各医療者
それぞれが実践できることは何かを伝えることを目的としている．
大曲 貴夫（国立国際医療研究センター病院

AMR 臨床リファレンスセンター）
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薬剤耐性（AMR）に関する世界的な動向
Global Overview of Antimicrobial Resistance（AMR）

齋藤 浩輝 SAITO, Hiroki
厚生労働省健康局結核感染症課
Ministry of Health, Labour and Welfare, Health Service Bureau, Tuberculosis and Infectious Diseases Control Division

Ⅰ．薬剤耐性問題の背景

なく，現在進行形の喫緊の問題として捉えられるべきで
ある．
20 世紀前半のペニシリンの発見から始まり，感染症

近年，薬剤耐性（Antimicrobial Resistance, AMR）は

診療，抗微生物剤の開発・使用は常に AMR と表裏一体

国際的な公衆衛生上の課題として認識されている．最た

だったといえる．それ以前も AMR のもたらす影響は度々

る例は 2016 年国連総会で AMR が議題の一つとして取

議論されてきたが，WHO が AMR に関する世界の現状

り上げられたことであろう ．71 回の歴史ある総会の

を全体像として初めてレポートにまとめたのが 2014 年

なかで保健に関する事項が議題にあげられたのは AMR

である 4）．そのなかで，大腸菌や黄色ぶどう球菌といっ

を含めて過去 4 つのみである（その他 HIV 感染症，非

た，コミュニティや医療施設での感染症における一般的

感染性疾患，エボラウイルス感染症）
．これは，感染症

な原因微生物における耐性菌の割合が増加していること

という保健の枠組みを越えて，AMR が Human Security

が報告された一方，サーベイランスの手法が標準化され

（人間の安全保障）に関わる非常に大きな問題と捉えら

ていない等，AMR に関する世界的な状況把握が難しい

れたからと言える．そのなかで，毎年 20 万人の乳児

という問題点が指摘された．疾患特異的な事項では，多

が薬剤耐性菌により死亡し，薬剤耐性の HIV や結核な

剤耐性結核の報告が不十分な点，アーテミシン耐性のマ

ども広がっており，主に途上国での開発目標を定めた

ラリアや坑レトロウイルス薬耐性の HIV に対する懸念

Millennium Development Goals や，それを引き継ぐかた

が示された．そして同年 2014 年の WHO 総会において，

ちで，持続可能な世界の発展を目標として 2015 年に採

今までの AMR に対する取り組みが不十分だったことを

択された Sustainable Development Goals の達成をも脅

踏まえ，AMR に関するグローバル・アクション・プラ

かすとして警鐘が鳴らされている

ン（GAP）を作成することが確認された 5）．

1）

．感染症が国境を

2, 3）

またぐ脅威となるように，AMR の問題に対しても国際
的に協調した対応が必要とされ，国連機関のレベルでは
世界保健機関（WHO）
，国際獣疫事務局（OIE）
，国連
食糧農業機関（FAO）らが共同で中心的な役割を担って

Ⅱ．グ ローバル・アクション・プラン
（GAP）とは

いる．抗微生物剤（Antimicrobials）＊1 はヒト，動物，農

こうして，翌年 2015 年 5 月，AMR に関する GAP が

業分野での乱用（overuse もしくは misuse）の結果，水

WHO 総会で採択された 6）．そのなかで，「安全で効果

や土壌といった環境面を含めてすでに地球上に幅広く存

的な薬剤により感染症に対する治療や予防手段が確保さ

在（残留）しており，AMR は将来起こりうる問題では

れている世界」を最終達成目標に掲げ，以下の 5 つが大

＊1

後述の日本の AMR アクションプランにおいては、ヒト及び動物へ用いる抗微生物活性のある物質及び製剤について「抗微
生物剤」(antimicrobials) と総称し、そのなかでもヒトに関するものは、特に「抗微生物薬」としている。
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きな戦略の柱として示された．

ームワークも示された．これは，これまでの AMR 対策

① AMR に対する理解や意識の改善（普及啓発・教育）

が不十分だった理由として，各国のステークホルダーの

②サーベイランスや研究を通した知識や科学的知見の強

認識不足，さらにはその結果としての国，世界レベルで
の AMR 関連の状況・取り組みに対するモニタリングや

化（動向調査・監視）
③感染予防・管理（IPC）
，衛生対策による感染症の減

評価不足が考えられたためである．その際，One Health
アプローチのもと全てのステークホルダーを活動に取り

少（感染予防・管理）
④ヒトや動物分野における抗微生物剤使用の適正化（抗

込むこと，そもそも抗微生物薬を使用しないようにする
ために感染予防が重要であること，必要なサービスへの

微生物剤の適正使用）
⑤ AMR 対策に資する薬物，診断機器等の開発に向けた

公平なアクセスを担保すること，取り組みに持続性があ

投資の増加（研究開発）

ること，各国の差異を踏まえた段階的な実施を計画する

対策を進める上で重視されたのが，ヒト，動物，農業，

こと，の 5 つの原則をナショナル・アクション・プラン

環境等分野をまたいだ “One-Health” アプローチである．

に反映することが推奨された．

抗菌剤を含む抗微生物剤はヒト分野のみならず，動物に

Ⅲ．日本における AMR 対策の動向

対しても治療・予防に加え，
成長促進用に，
さらには農業，
漁業分野でも使われており，AMR はもはや保健・医療
のみの問題としては捉えられなくなっている．なお，ヒ

上記の世界的な動きを踏まえ，日本の AMR アクシ

ト分野においては，適切な抗微生物薬の使用や IPC，衛

ョンプランは 2016 年 4 月に策定された 7）．ここでは，

生面への取り組みを通して AMR 対策に重要な働きを果

GAP を参考に①普及啓発・教育，②動向調査・監視，

たす役割として医療者の重要性が強調されている．

③感染予防・管理，④抗微生物剤の適正使用，⑤研究開

また，GAP では，2 年以内に各国にナショナル・アク
ション・プランを策定するように求め，そのためのフレ

表１

発に加え，新たに⑥国際協力が 6 つ目の柱として据えら
れた（表 1）8）．

日本の AMR アクションプランにおける AMR 対策の 6 分野
薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン（2016-2020）

1．普及啓発・教育
・1.1
・1.2

国民に対する薬剤耐性の知識・理解に関する普及啓発活動の推進
関連分野の専門職に対する薬剤耐性に関する教育，研修の推進

2．動向調査・監視
・2.1
・2.2
・2.3
・2.4
・2.5

医療・介護分野における薬剤耐性に関する動向調査の強化
医療機関における抗微生物薬使用量の動向の把握
畜水産，獣医療等における動向調査・監視の強化
医療機関，検査機関，行政機関等における薬剤耐性に対する検査手法の標準化と検査機能の強化
ヒト，動物，食品，環境等に関する統合的なワンヘルス動向調査の実施

3．感染予防・管理
・3.1
・3.2
・3.3

医療，介護における感染予防・管理と地域連携の推進
畜水産，獣医療，食品加工・流通過程における感染予防・管理の推進
薬剤耐性感染症の集団発生への対応能力の強化

4．抗微生物薬の適正使用
・4.1
・4.2

医療機関における抗微生物薬の適正使用の推進
畜水産，獣医療等における動物用抗菌剤の慎重な使用の徹底

5．研究開発
・5.1
・5.2
・5.3
・5.4
・5.5

薬剤耐性の発生・伝播機序及び社会経済に与える影響を明らかにするための研究の推進
薬剤耐性に関する普及啓発・教育，感染予防・管理，抗微生物剤の適正使用に関する研究の推進
感染症に対する既存の予防・診断・治療法の最適化に資する研究開発の推進
新たな予防・診断・治療法等の開発に資する研究及び産学官連携の推進
薬剤耐性の研究及び薬剤耐性感染症に対する新たな予防・診断・治療法等の研究開発に関する国際共同研究の推進

6．国際協力
・6.1
・6.2

薬剤耐性に関する国際的な施策に係る日本の主導力の発揮
薬剤耐性に関するグローバルアクションプラン達成のための国際協力の展開

引用文献 8）より

薬剤耐性 (AMR) に関する世界的な動向
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ヒト分野における日本の AMR の現状に関して，他

の設置などがあげられる．同国民会議では①普及啓発・

国と比較して特異的なのは抗菌薬の使用状況であろう．

教育を目的として AMR 対策の普及啓発活動に対する表

2013 年の抗菌薬の使用量は人口 1000 人当たり 1 日に

彰が行われる方針が確認され（2017 年６月下旬表彰済

15.8DDDs

＊2

み）13），AMR 臨床リファレンスセンターでは臨床疫学と

と欧米と比較して決して多くはないとされ

ているが，そのうち 9 割以上が経口薬により占められ，

AMR 対策情報・教育支援を柱に①普及啓発・教育や②

さらにその経口薬のうち第 3 世代セファロスポリン系，

動向調査・監視，③感染予防・管理を中心とした貢献が，

マクロライド系，フルオロキノロン系が 4 分の 3 以上

AMR 研究センターでは薬剤耐性データの収集や研究を

を占めていると報告されている

通した②動向調査・監視や⑤研究開発，⑥国際協力等へ

．これらを踏まえて，

10）

日本の AMR アクションプランのヒト分野における成果

の貢献がそれぞれ期待されている．また，④抗微生物剤

指標には「2020 年の人口千人あたりの一日抗菌薬使用

の適正使用に関する事項としては，外来診療における急

量を 2013 年の水準の 3 分の 2 に減少させる．」
「2020 年

性気道感染症及び急性下痢症に焦点を当てた「抗微生物

のセファロスポリン系薬，フルオロキノロン系薬，マク

薬適正使用の手引き 第一版」が 2017 年 6 月 1 日公表さ

ロライド系薬の人口千人あたりの一日使用量を 2013 年

れた 14）．これは上述の通り，日本の抗菌薬使用の多く

の水準から 50％削減する．
」といった抗菌薬使用に関す

が経口抗菌薬であり，外来診療における感染症診療の適

る指標が定められている．他の成果指標を表 2 に示す ．

正化，適正な抗菌薬使用がより優先度が高いと考えられ

なお，各種 AMR 関連審議会において，これらの指標は

たためである．詳細は本誌別稿に譲る．さらに⑥国際協

適切な感染症診療，抗菌薬含む抗微生物薬の適正使用を

力に関しては今年 11 月に WHO，OIE といった国際機関

進めた結果として達成されるべきものである旨は強調さ

に加え，各国保健機関や政府担当者を招いて薬剤耐性ワ

れている

ンヘルス東京会議（仮称）が開催される予定である 12）．

8）

．

11）

日本国内で，AMR アクションプランに沿った新たな

Ⅳ．世界における AMR 対策の動向

動きで，この間大きなものは，2016 年 11 月の AMR 対
策推進国民会議の開催

，2017 年４月の AMR 臨床リ

12）

総論

ファレンスセンターの国立国際医療研究センターへの
設置

，及び AMR 研究センターの国立感染症研究所へ

以下，世界の動向について触れることとする．GAP が

12）

表２

日本の AMR アクションプランの成果指標
成

果

目

標

ヒトの抗微生物剤の使用量（人口千人あたりの一日抗菌薬使用量）
指

標

2020 年（対 2013 年比）

全体

33％減

経口セファロスポリン，フルオロキノロン，マクロライド系薬

50％減

静注抗菌薬

20％減

主な微生物の薬剤耐性率（医療分野）
指

標

2014 年

2020 年（目標値）

肺炎球菌のペニシリン耐性率

48％

15％以下

黄色ブドウ球菌のメチシリン耐性率

51％

20％以下

大腸菌のフルオロキノロン耐性率

45％

25％以下

緑膿菌のカルバペネム耐性率

17％

10％以下

0.1-0.2％

同水準

2014 年

2020 年（目標値）

大腸菌・肺炎桿菌のカルバペネム耐性率
主な微生物の薬剤耐性率（畜産分野）
指

標

大腸菌のテトラサイクリン耐性率

45％

33％以下

大腸菌の第 3 世代セファロスポリン耐性率

1.5％（G7 各国とほぼ同水準）

2020 年における G7 各国の数値と同水準

大腸菌のフルオロキノロン耐性率

4.7％（G7 各国とほぼ同水準）

2020 年における G7 各国の数値と同水準

引用文献 8）より改変
＊2

その薬の主な適応に対して使われる１日当たりの平均的な成人維持量のこと 9）
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採択される前の各国の AMR 関連の状況をまとめた最初の

ルでの IPC プログラムが比較的整った地域でも高度医療

Country Situation Analysis が 2015 年公表されている

施設で IPC を徹底させている国はまだまだ少なかった．

．

15）

これは 2013 年から 2014 年にかけて各国に質問票が配ら

このように，各国の AMR 関連の現状は様々であり，各

れ，その結果をまとめたものである．サーベイランスに

国ごとに優先順位をつけてナショナル・アクション・プ

関してはアフリカを中心に整備が不十分であること，多

ランを策定し実施していくことが重要であると言える．

くの国で外部機関による検査の精度管理がなされていな

上記に対し，
よりポリシーレベルに近いものになるが，

いことが明らかになった．抗微生物薬へのアクセスに関

GAP 採択後の各国の AMR 対策の進捗状況をとりまと

しては，質の高い，本物の薬剤へのアクセスを保証する

めたもの（自国による評価）が Global monitoring for

ための規制が不十分な国が存在することが示唆された．

AMR Countr y Self-Assessment である 16）．多分野にま

また，多くの国で抗微生物薬は処方箋なしで入手可能で

たがって AMR 対策を進めているか，AMR ナショナル・

あるものの，ヨーロッパのような一部地域を除いて，抗

アクション・プランを策定したか，という質問に加え，

微生物薬の使用量をモニターする仕組みが整っていない

GAP の 5 本の柱に則った質問が続く構成になっている．

ことが明らかとなった．一方，一般市民向けの抗微生物

その質問票の結果を地図上にまとめたものが下記サイト

薬に関する普及活動はヨーロッパを除く多くの地域でな

からアクセスできる．昨年 2016 年が初回で，毎年更新

されておらず，抗微生物薬に関する知識・意識の低い市

される予定である．

民が処方箋なしで抗微生物薬を手に入れ，AMR の拡散
に影響を及ぼしうる実態も示された．IPC に関しては，
国レベルで IPC プログラムを実施している国は少なく，
ヨーロッパ，東南アジア，西太平洋地域のような国レベ

https://extranet.who.int/sree/Reports?op=vs&path= ％
2FWHO_HQ_Reports/G45/PROD/EXT/amrcsat_Menu
例として，サイト内の図を示す（図 1）
．自己評価で
あるため必ずしも妥当性の高いものとは言えないが，各

データなし
公式な多分野の協働はなし
AMR に係る多分野横断型の委員会等は存在している
AMR に係る多分野横断型の委員会等は存在し、機能している
非常に重要な抗微生物剤の使用制限を含めて、共通の目標に向かって協働している
AMR ナショナル・アクション・プランや AMR の状況のモニタリングに関し、統合されたアプローチが取られている

図１

 MR 対策に多分野横断的に One Health の観点から取り組んでいるか，という質問に対
A
する各国の返答
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国の AMR への取り組みがヒト分野，動物分野で非常に

発表した意識調査は，結果の一般化が難しいものの，世

異なり，また途上国での取り組みが相対的に遅れている

界 12 カ国＊3 の一般市民における抗菌薬の内服状況（自己

点が視覚的にも確認できる．

申告），抗菌薬や AMR に関する知識を明らかにした 18）．

また，WHO では Strategic and Technical Advisor y
Group on AMR（STAG-AMR） と い う 外 部 の 諮 問 委
員会がある

以下に主な要点を箇条書きに述べる．
・抗菌薬の内服に関しては，エジプト，スーダン，イン

．これは英国政府主席医務官である Sally

ドでは 4 分の 3 以上が過去半年の間に抗菌薬を内服し

Davies を座長とする組織で，2013 年から計 7 回，直近

たと答えたのに対し，バルバドスでは 13％が一度も

では 2016 年 11 月に開催されている．その直近の会議で

内服したことがないと答えるなど，各国のばらつきが

議論された内容で示唆に富む事項を以下に書き出す．

大きかったが，全体の 3 分の 2 近くが過去半年に抗菌

・GAP は AMR 対策を進める上で非常に重要なもので，

薬を内服したと答え，抗菌薬使用が一般的であること

17）

この実施をしっかりとモニタリングすることが重要で
ある．発展途上国の実行能力は懸念材料．
・AMR 対策には保健システムの改善が重要であり，既
存のシステムに統合される必要がある．

がうかがえた．
・処方箋なしで抗菌薬を服用した割合はロシアやエジプ
トでは 30％前後にのぼった．抗菌薬の受け取り方も，
中国やインドでは少数とは言えオンラインを通した者

・普及啓発が非常に優先順位の高い活動で，一般市民を

がおり，田舎に住む者は医療施設や薬局以外の経路で

活動に取り込むことが非常に重要だが，その有効な手

抗菌薬を受け取るなど，抗菌薬へのアクセスに関して

段はまだ明らかでない．

多様な入手経路がうかがえた．

・AMR に関連する指標や疾病負荷をどのように測定す
るか議論されるべきである．
・Core components of IPC programmes がアップデート

・抗菌薬に対する知識に関しては，全体の 4 分の 1 が同
じ病気であれば友人や家族が以前処方を受けていた抗
菌薬を使用することは問題ないと誤って認識してお

されている．
（筆者注：その後 2016 年 11 月中に公開．

り，田舎に住む者や教育を受けていない者にその傾向

後述．）

は強かった．抗菌薬をいつ止めるかという問いに対し

・抗微生物薬のモニタリングが現状ではほとんど DDD

ては症状が改善すれば止めると答える割合が低所得国

に依存している．実際は小児向けに使用されたり，異

や田舎に住む者，教育を受けていない者において高か

なるレジメンで処方されている場合もある．また動物

った．また，感冒に対して抗菌薬が効くと答えた割合

分野での使用とデータをどう統合するかという問題も

はほとんどの国で効かないと答えた割合よりも高い結

残っている．

果となった（図 2）．また，若年者や教育を受けてい

・Stewardship という抗微生物薬の保存，使用の削減，
適正使用といった側面と，Development，つまり R&D
を通したより良い医療へのアクセスといった側面と，
両者のバランスをどうすべきかは課題．

ない者において上記の誤った認識を持っている割合は
高かった．
・薬剤耐性という言葉を聞いた者の多くは，医師や看護
師，もしくはメディアを通して聞いており，薬局やキ

・耐性菌や抗菌薬のモニタリングに関して，その国の状

ャンペーン等で聞いた割合は少なかった．抗菌薬は医

況に応じて Point Prevalence Survey を行うべきでは

師ら医療者に処方された時のみ内服すべきであるとい

ないか．

う問いや，医師は必要な時にのみ抗菌薬を処方すべき

以上は AMR 対策の総論的な世界の動向であったが，

であるという問いにはほとんどの国が 8 〜 9 割で賛成

以下に GAP の 5 つの分野毎にホットな動向を述べてい
くこととする．

した．
・AMR 問題は世界が直面している最も重要な問題の一
つであるという問いに対して，全体の 3 分の 2 未満が

１．普及啓発・教育
国際的なレベルで AMR に対する一般市民の認識はほ
とんど知られていない．そんななか，2015 年に WHO が

賛成し，各国の認識のばらつきは大きかった．
各国の AMR 関連の問題に対する認識の違いはあるが，
ターゲットとする者の抗菌薬使用に関する行動を理解

＊3

WHO の地域オフィスがある 6 地域から各 2 カ国ずつ．6 つの高所得国，6 つの低所得国から構成．内訳はナイジェリア，
南アフリカ，バルバドス，メキシコ，インド，インドネシア，エジプト，スーダン，ロシア，セルビア，中国，ベトナム
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図２ 「感冒に対して抗菌薬は効くか？」と

いう問いに対する各国の返答
引用文献 19）より改変

表３

集

 LASS における優先度の高い検体および病
G
原体

検体の種類

血液

検査による症例定義

病原体

E. coli
K. pneumoniae
A.baumannii
血中からの病原体の分離
S. aureus
S. pneumoniae
Salmonella spp.
E. coli
K. pneumoniae

尿

尿中からの相当数の培養

便

便中からの Salmonella も Salmonella spp.
しくは Shigella 属の分離 Shigella spp.

尿 道および 子 宮
淋菌の分離
頸部からのスワブ

N. gonorrhoeae

引用文献 21）より改変

care facility level というガイドラインが WHO より発
表された 21）．AMR 対策に加え，エボラウイルス感染症

し，抗菌薬に関する間違った認識を改めつつ正しい知識

といった健康危機，医療の質といった領域においても

を与え，AMR 問題への認識・理解を深めてもらう努力

IPC は保健サービスの基礎となるものである．また，適

は地域がどこであろうと重要である．

切な IPC を促進することは感染症を予防し，AMR によ

そのような AMR 対策に関連するキャンペーンとし

る疾病負荷を下げることにもつながる．本ガイドライ

て World Antibiotic Awareness Week（WAAW）があ

ンはどのような IPC プログラムを組むことが効果的か，

げられる

様々な IPC 関連活動をエビデンスに応じて重み付けし，

．WAAW は市民，医療者，農業従事者，食

19）

品関係者，獣医，ポリシーメーカーらが AMR 対策を

実施レベル（国レベルもしくは医療施設レベル）に応じ

進めるための啓発週間であり，GAP が採択された 2015

て推奨したものである．今後 WHO は AMR 対策の一環

年から毎年 11 月に行われている．国際機関レベルでも

としてこのガイドラインの実施を各国でも進めていく方

WHO，FAO，OIE が共同でこのキャンペーンは進めら

針である．

れている．今年は 11 月 13 日から 19 日にかけて様々な

４．抗微生物剤の適正使用

活動が展開される予定である．

1985 年，WHO は医薬品の Rational Use（合理的な使

２．動向調査・監視

用）を “patients receive medications appropriate to their

Global Antimicrobial Resistance Sur veillance

clinical needs, in doses that meet their own individual

System（GLASS）は AMR に関する臨床，検査，疫学

requirements, for an adequate period of time, and at the

情報を国際的に統合したサーベイランスである

lowest cost to them and their community” と定めた 22, 23）．

．以

20）

前より，限られた微生物の情報や，限られた地域でのサ

抗微生物薬の適正使用は文字通りこの Rational Use に他

ーベイランスは存在していたが，ヒト，動物，農業，環

ならないといえよう．

境といった多分野横断的な基準を定め，ローカル，国，

特に途上国においては，質の担保された医薬品に適

国際レベルでのデータ共有を図るべく GLASS の整備が

正価格でアクセスできるということは Universal Health

進んでいる．今後も対象微生物は拡大していくが，現時

Coverage の視点を含めて保健システム強化に欠かせな

点でサーベイランスの対象として優先順位の高い細菌を

い事項だが，Essential Medicines List（EML）とは 医

表に示す（表 3）
．なお，サーベイランスの詳細は本誌

薬品の Rational Use を進めるため，公衆衛生学的なニー

別稿に譲る．

ズにのっとって優先順位付けされた医薬品のリストであ
る 24）．国のポリシーレベルにおいてこの Rational Use を

３．感染予防・管理

進めることは，上気道炎や下痢症を含む感染症に対する

2016 年 11 月，WAAW に合わせて，Core component

抗菌薬使用を削減することが示されている 25）．これま

of IPC programmes at the national and acute health

での EML では HIV，結核といった特定の感染症に対す

薬剤耐性 (AMR) に関する世界的な動向
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る抗微生物薬を除き，抗微生物薬の改訂はまれであった

表５

“Watch” の観点で重要な抗菌薬

が，最新の第 20 版（2017 年 3 月改訂）では，AMR 対

抗菌薬の種類，医薬品名

策の一環で，下記の視点から抗菌薬に関するリストが大

フルオロキノロン系
例 シプロフロキサシン，レボフロキサシン，モキシフロ
キサシン，ノルフロキサシン

幅に変更された．
・Access : より一般的な感染症様の症候群に対して第一
もしくは第二選択肢となる抗菌薬
・Watch : 耐性のリスクが高く，経験学的な使用が限定
されるべき抗菌薬
・Reserve : “ 最終手段 ” として用いられる抗菌薬
下記表に，それぞれのリストをまとめたものを提示す
る（表 4・5・6）
．
一方，上記 EML がヒト向けの使用が主であるのに対
し，Critically Important Antimicrobials for Human
Medicine（CIA List）では，主にヒト以外での使用に
よりもたらされる AMR のリスクや，ヒトに対する治
療薬としての重要性を考慮して抗微生物薬剤の重要性
をランク付けしたリストを公開している

．そこでは

第３世代セファロスポリン系
例 セフェキシム，セフトリアキソン，セフォタキシム，
セフタジジム
マクロライド系
例 アジスロマイシン，クラリスロマイシン，エリスロマ
イシン
グリコペプチド系
例 テイコプラニン，バンコマイシン
抗緑膿菌ペニシリン系（βラクタマーゼ阻害薬を含む）
例 ピペラシリン + タゾバクタム
カルバペネム系
例 メロペネム，イミペネム + シラスタチン
ペネム系
例 ファロペネム
引用文献 25）より改変

26）

主に二つの基準で重要度（Critically Important, Highly
Important, Important の 3 種類）を判断している．一つ
は，ヒトのある特定の細菌感染症を治療するための唯一
もしくは限られた選択肢の一つであるかどうか，もう一
つはヒト以外からヒトに伝播する細菌，もしくはヒト以
外から耐性遺伝子を獲得しうる細菌により引き起こされ
るヒトへの感染症に対する治療薬として使われるかどう
かである．さらに非常に重要（Critically Important）な
抗微生物薬剤は，使用量が多いほど耐性菌の出現に寄与

表６

“Reserve” の観点で重要な抗菌薬
抗菌薬の種類，医薬品名

アズトレオナム

静注ホスホマイシン

第 4 世代セファロスポリン系
例 セフェピム

オキサゾリジノン系
リネゾリド

第 5 世代セファロスポリン系
例 セフタロリン

チガサイクリン

ポリミキシン系
例 ポリミキシン B，コリスチン

ダプトマイシン

引用文献 25）より改変

するという考えのもと，ヒト分野における使用量に応じ

に改定された第 5 版では，大きな変更点としてコリスチ

て優先順位（3 段階の Priority）がつけられた．2016 年

ンといったポリミキシン系が Highest Priority Critically

表４

Important Antimicrobials，つまり最も重要かつ最も迅速

“Access” の観点で重要な抗菌薬
βラクタム系

その他の抗菌薬

アモキシシリン セフォタキシム アミカシン

ゲンタマイシン

アモキシシリン セフトリアキソ アジスロマイシ メトロニダゾー
＋クラブラン酸 ン
ン
ル
アンピシリン

クロラムフェニ ニトロフラントイ
クロキサシリン
コール
ン

ベンザシン
フェノキシメチ シプロフロキサ スペクチノマイ
ベンジルペニシ
ルペニシリン
シン
シン
リン
ベンジルペニシ ピペラシリン＋ クラリスロマイ
ST 合剤
リン
タゾバクタム
シン
プロカイン
クリンダマイシ 経口バンコマイ
セファレキシン ベンジルペニシ
ン
シン
リン
セファゾリン

メロペネム

ドキシサイクリ 静注バンコマイ
ン
シン

なリスクマネージメントを要する抗微生物剤として指
定された．これはコリスチンを要する細菌感染症の世
界的な増加，mcr1 や mcr2 遺伝子といったコリスチン
耐性遺伝子の発見，さらには食品を経由したコリスチ
ン耐性の細菌の伝播などが理由としてあげられる．ポ
リミキシン系以外に Highest Priority Critically Important
Antimicrobials と指定されたのは第 3 〜 5 世代セファロ
スポリン系，グリコペプチド系，マクロライド系，フル
オロキノロン系である．なお，日本においては内閣府の
食品安全委員会が薬剤耐性菌の食品健康影響評価を行な
っており，硫酸コリスチンに係る薬剤耐性菌に関するリ
スク評価が 2017 年 1 月に取りまとめられ，硫酸コリス
チンの家畜への使用による薬剤耐性菌の選択，ヒトへの

セフェキシム

治療影響のリスクは中等度と判断された（上述の重要度

引用文献 25）より改変

としては “ I：きわめて高度に重要 ” とランク付けされ
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2017.
4 ）World Health Organization. Antimicrobial resistance:

５．研究開発

global repor t on sur veillance 2014 summar y.

国際的な協調のもと，新薬，検査，ワクチン等の研究
開発にあたることは，新たな開発が滞りがちな抗微生
物薬の分野ではなおのこと重要である．それを踏まえ，

http://www.who.int/drugresistance/documents/
surveillancereport/en/. Accessed June 7, 2017.
5 ）Wo r l d H e a l t h O r g a n i z a t i o n . W H A 6 7 . 2 5 -

2017 年 5 月，Stewardship，R&D，Access の 観 点， つ

Antimicrobial Resistance. WHA resolution; Sixty-

まり新たな抗微生物薬を開発し，それを大切に使い，か

seventh World Health Assembly, 2014. http://apps.

つ，それに対するアクセスを確保するという目標のため，

who.int/medicinedocs/en/d/Js21452en/. Accessed

Global Framework for Development and Stewardship

June 8, 2017.

というフレームワークが WHO，OIE，FAO の 3 者合同
で発表された

．CARB-X といった AMR 問題に伴って

28）

6 ）World Health Organization. Global Action Plan on
Antimicrobial Resistance. 2015. http://apps.who.int/

新たにできたイニシアチブ等も紹介されている．なお，

iris/bitstream/10665/193736/1/9789241509763_eng.

WHO 総会のなかでは，ヒト以外の分野でも広く使われ

pdf?ua=1. Accessed March 11, 2017.

ているという背景も踏まえ，抗微生物薬剤のなかでも抗

7） 国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議．薬剤

菌剤（ただし抗結核薬も含む）から段階的に研究開発に

耐性（AMR）
対策アクションプラン 2016-2020．東京：

取り組むべきと提案されている．

内閣官房；2016．http://www.mhlw.go.jp/file/06-

Ⅴ．まとめ

Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000120769.
pdf. Accessed February 13, 2017.
8 ）厚生労働省健康局結核感染症課．厚生科学審議会感

AMR に関する背景，日本の動向，世界の動向を概説

染症部会薬剤耐性（AMR）に関する小委員会 資料 3

した．各国が AMR 対策を推し進めるなか，AMR に関

薬剤耐性（AMR）アクションプラン．http://www.

する知見は日々更新されている．また，AMR に関連す

mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146302.html. Accessed

る各国の状況は大きく異なっており，日本で AMR 対策

June 8, 2017.

を進める際にも，参考とする各国の背景等をよく理解し
た上で，適切に判断していく必要がある．

9 ）WHO Collaboration Centre for Drug Statistics and
Methodology. Definition and general considerations.
https://www.whocc.no/ddd/definition_and_

※本文は個人としての見解であり，必ずしも組織の見解
を示したものではない．
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AMR の問題が医療現場にどのような影響を及ぼすか
The impact of AMR on healthcare

大曲 貴夫 1）OHMAGARI, Norio

難波 吉雄 2）NANBA, Yoshio

1）国立国際医療研究センター病院総合感染症科・AMR 臨床リファレンスセンター・国際感染症センター
National Center for Global Health and Medicine Hospital
2）国立国際医療研究センター 企画戦略局
Bureau of Strategic Planning, National Center for Global Health and Medicine

Ⅰ．AMR の問題に関する世界と日本を
とりまく環境
人間の安全保障のなかで病院における患者安全が世界

労働省に設置された薬剤耐性（AMR）タスクフォース
において，有識者ヒアリング等による検討を重ねるとと
もに，薬剤耐性対策を政府一体となって進めるため，
「国
際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議」
（2015 年 9
月 11 日閣議口頭了解）
（以下「関係閣僚会議」という．）

的にも注目されているが，患者安全の主たる項目の一つ

の枠組みの下に，「薬剤耐性（AMR）に関する検討調整

が，医療関連感染症の防止である．医療関連感染症の多

会議」
（平成 27 年 12 月 24 日国際的に脅威となる感染症

くは耐性菌感染症である．この耐性菌感染症が世界的

対策推進チーム長決定）を設置し，検討を行ってきた．

な健康危機として認識されつつある．WHO は 2011 年

さらには，我が国における薬剤耐性に係る国内対策及び

WHO 総会の主たるテーマとして，抗微生物薬に対する

国際協力を促進・強化するため，2016 年 2 月 9 日に開

耐性（Antimicrobial Resistance：AMR）を健康危機とし

催された関係閣僚会議において，
「国際的に脅威となる

て取り上げた．AMR が問題となるのは抗菌薬だけでは

感染症対策の強化に関する基本方針」の一部を改訂する

ない，結核領域でも抗結核薬耐性が，HIV の領域では抗

とともに，アクションプランの策定等を盛り込んだ「国

HIV 薬耐性が，マラリアの領域では抗マラリア薬の耐性

際的に脅威となる感染症対策の強化に関する基本計画」

が大きな問題となっている．

を策定した．

人類の健康は抗微生物薬の開発によって著しく改善し
た．
そして現代の医療はその高度な技術を謳歌している．
しかしその高度な医療は，実は高度な医療を行う際に問

Ⅱ．日本における AMR 対策の歴史

題となる感染症を，抗微生物薬を用いて克服してきたこ

1980 年代に入り，メチシリン耐性黄色ブドウ球菌

とによって，これを前提として成立している．例えば手

（MRSA）等の薬剤耐性菌による院内感染が問題となっ

術では感染症が問題となるが，この予防のために抗菌薬

た．これを受けて厚生労働省は 1996 年 4 月の診療報酬

が用いられる．臓器移植を行うには感染症の予防のため

改定において「院内感染防止対策加算」を新設した．

に抗菌薬を投薬することも必要である．しかし微生物の

2002 年には厚生労働省によって「院内感染対策有識者

抗微生物薬への耐性化の問題により，その恩恵が今まさ

会議」が設置され，2003 年には『今後の院内感染対策

に失われつつあるわけである．

のあり方について』として報告書がまとめられた．2004

これに対して WHO を中心として各国で AMR 抑制の

年には「院内感染対策中央会議」が設置された．2006

ためのキャンペーンが展開されている．こうした状況を

年の医療法改正では，全医療機関に対し，院内感染対策

踏まえ，我が国においても薬剤耐性（AMR）対策アク

指針の策定，院内感染対策委員会の設置，全従業者への

ションプランを取りまとめるべく，2015 年 11 月に厚生

院内感染講習会の実施等が義務づけられた．
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Ⅲ．AMR の問題が社会・医療に与える
影響

Ⅴ．不要な抗菌薬処方が社会・医療に与
える影響

米国では，急性期医療機関において医療関連感染症

薬剤耐性感染症（ARI）の発生を最小限にとどめ，それ

（HAI）が毎年 72 万件発生し，7 万 5 千人が亡くなって

による疾病負荷を減らすには，入院及び外来における抗

いる ，医療関連感染症（HAI）による医療費は，98 億

微生物薬の適正使用（AMS）が極めて重要である 3）．米

US ドル（約 1 兆 2 千億円）との資産がある 2）．また，

国の外来における呼吸器の問題に対して毎年 4 千万人に

疾病負荷（死亡率，合併症発生率，入院期間延長等），

抗菌薬が処方され，そのうち，2 万 7 千人は不要な抗菌

経済負荷（医療費の増大，機会費用等）など，薬剤耐性

薬であるとの報告がある．我が国においては，診療所外

（AMR）が社会，経済に与える影響について英国の薬剤

来において細菌性感染とウイルス性感染を見分ける簡易

耐性レビュー委員会（オニール・コミッション）は，こ

検査（グラム染色）を導入したところ，広域抗菌薬の使

のまま対策が取られなければ，全世界における 2050 年

用が 3 分の 1 以下に減り，受診患者一人当たりの抗菌薬

までに死者数は 1000 万人にのぼり，1000 兆ドルの国内

の消費額が 5 分の 1 となり，小児副鼻腔炎患者における

総生産が失われると試算している．

抗菌薬不使用患者数が 9 倍に増加したとの報告がある 4）．

1）

日本では，
「院内感染対策サーベイランス事業（JANIS）」
及び手術後患者についてはデータ収集を行っている．し

Ⅵ．グローバル化と AMR 社会・医療に
与える影響

かしこれは一部の医療機関に限られてしまっている．よ

ここまでに世界的な感染症の動向を挙げてきた．個々

って医療機関における薬剤耐性（AMR）の疾病負荷は

で上げた複数の課題は，実は相互に関連している．これ

まだ把握されていない．

が状況を複雑にしている．例えば医療関連感染症では耐

において，
集中治療室（ICU）
，
新生児集中治療室（NICU）

厚生労働省科学研究 平成 27 年厚生労働科学研究費

性菌感染症が多く見られるが，この耐性菌の状況はめま

補助金「薬剤耐性菌の蔓延に関する健康及び経済学的リ

ぐるしく変化している．具体的には，耐性菌の問題は国

スク評価に関する研究」の試算によると，2014 年の診

際化している．メディカルツーリズムを契機として耐性

断群分類に基づく診療報酬包括支払制度を導入済みの研

菌が海外の医療機関から国内の医療機関に直接輸入され

究協力医療機関（1,133 施設）において，メチシリン耐

ることが日常的に起こるようになった．また，市中発症

性黄色ブドウ球菌（MRSA）等の治療及び予防的治療が

で起こった耐性菌感染が院内に持ち込まれるような事態

必要になった入院患者にかかる追加的な医療費負荷は，

となっている．例えば市中で問題とされた市中型 MRSA

1,700 億円（対象施設における全入院医療費の約 3.5％），

感染症が，今は北米では院内に入り込み，院内での感染

追加的在院日数は 373 万日（対象施設における全在院日

症の主たる原因微生物となっている．また家畜の育成や

数の 3.1％）
，追加的な死亡者数は 10,340 人（対象施設

魚介類の養殖に用いられる抗菌薬がこれらの動物の中に

における全死亡者数の 3.1％）と推計されている．

耐性菌を発生させ，あるいは耐性菌を定着させ，それを

Ⅳ．日本における抗菌薬の使用状況

人間が接種することにより人間が耐性菌を獲得するリス
クも問題となっている．
海外からの患者の移動によって，国内では検出されて

薬剤耐性（AMR）の拡大の背景として，抗微生物剤

いない・あるいは検出頻度の低い多剤耐性菌が院内に持

の不適切な使用等が指摘されている．我が国の 2013 年

ち込まれることがある．本邦でも既に多くの事例報告が

のヒトに対する抗菌薬使用量は，人口千人あたり一日約

ある．国立国際医療研究センター病院でも，2012 年に

15.8 であり，欧州連合（EU）の先進諸国の中で比較す

受け入れた海外医療機関入院中の傷病者 4 名中 3 名から，

ると，ドイツに次いで低い．しかし，抗菌薬の種類別使

ESBL 産生菌，OXA48 産生菌等が検出されている 5）．

用割合をみると他国と比較し，細菌に対して幅広く効果

現在，世界的には多剤耐性菌としてカルバペネマーゼ産

を示す経口のセファロスポリン系薬，フルオロキノロン

生腸内細菌（Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae：

系薬，マクロライド系薬が使用されており，ペニシリン

CRE） に よ る 感 染 症 が 集 中 治 療 領 域 を 中 心 に 問 題 と

系薬の使用が低くなっている．このように広域抗菌薬使

な っ て い る 1, 2）． こ の な か に は Klebsiella pneumoniae

用の比率が高いのは日本に特異的な状況である．

Carbapenemase（KPC）産生菌や，New Delhi Metallo-
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特
β -Lactamase-1（NDM-1） 産 生 菌 な ど が 含 ま れ る．

集

Control Hosp Epidemiol, 2012. 33(4): p. 322-7.

NDM-1 産生菌は 2009 年にインドから帰国したスェーデ

4 ）前田，雅．
，et al．
，耳鼻咽喉科診療所でのグラム染色

ン人からはじめて分離され ，インド・パキスタン・バ

検査によってもたらされた抗菌薬の選択・使用の変

ングラデシュなどで NDM-1 産生菌の出現が報告され，

化

6）

予備的検討．

なおかつこれがイギリス ，米国，オーストラリア，カ

5 ）早川佳代子．
，et al．
，海外で入院した患者内での多剤

ナダ，ベルギーなど欧州北米を中心に世界的な広まりを

耐性生物のコロニー形成（Colonization of Multidrug-

見せていることが問題となっている．本邦において厚生

Resistant Organisms among Patients Hospitalised

労働省が平成 22 年 9 月 15 日から 12 月 28 日までに行っ

Overseas）．感染症学雑誌．87
（臨増）：p. 248．

た「我が国における新たな多剤耐性菌の実態調査」の結

6 ）Yong, D., et al., Characterization of a new metallo-

果では，KPC 産生株・NDM-1 産生株がそれぞれ 2 株同

beta-lactamase gene, bla (NDM-1), and a novel

定されている ．このように両菌群の検出は日本では現

erythromycin esterase gene carried on a unique genetic

時点では散発的である

structure in Klebsiella pneumoniae sequence type 14

7）

8）

．

9, 10）

Extended Spectrum β Lactamase（ESBL） は 主 に E.
coli や Klebsiella などの腸内細菌科のグラム陰性桿菌か

from India. Antimicrob Agents Chemother, 2009.
53(12): p. 5046-54.

ら検出され，東アジアの国々では E. coli や Klebsiella な

7 ）Kumarasamy, K., et al., Emergence of a new antibiotic

どの腸内細菌科のグラム陰性桿菌における ESBL 産生菌

resistance mechanism in India, Pakistan, and the UK:

の検出頻度が急増している．2004 年 28 カ国のサーベイ

a molecular, biological, and epidemiological study. The

ランスでは E. coli の 10％，Klebsiella 属の 17％が ESBL

Lancet infectious diseases. 10(9): p. 597-602.

としている．日本でも同様であり．2000 年か

8 ）厚生労働省，
「我が国における新たな多剤耐性菌

ら 2009 年までの日本での検出株を対象とした報告では

の実態調査」の結果について．http://www.mhlw.

E. coli での分離率は 2000 年には 0.24％であったものが

go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/

2009 年には 7.25％と年々増加している

cyousa_kekka_110121.html，2011：p. 2011 年 9 月

産生菌

11）

． ESBL 産生

12）

菌の脅威は今や世界的な問題だが，なかでも大腸菌で検
出される CTX-M ST-131 産生菌の世界中への拡散が問題
となっている

．

13）

19 日にアクセス．
9 ）Chihara, S., et al., First case of New Delhi metallo-betalactamase 1-producing Escherichia coli infection in

多剤耐性菌が患者を介して医療機関内に持ち込まれれ
ば，院内で伝播しアウトブレイクを起こす懸念がある．

Japan. Clin Infect Dis, 2011. 52(1): p. 153-4.
10）諸熊由子，et al．
，KPC-3 産生性 Klebsiella pneumoniae

したがって，これからは海外からの転院患者に対して，

が分離された一症例．日本臨床微生物学雑誌，2009．

耐性菌のスクリーニング検査を実施することが医療関連

19（4）：p. 136．

感染対策において重要となってくる．

11）Rossi, F., et al., In vitro susceptibilities of aerobic
and facultatively anaerobic Gram-negative bacilli
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AMR 対策についての医療者と国民の教育啓発
Educating health-care workers and citizens about antimicrobial
resistance.

具 芳明 GU, Yoshiaki
国立国際医療研究センター病院 AMR 臨床リファレンスセンター
AMR Clinical Reference Center, National Center for Global Health and Medicine Hospital

Ⅰ．AMR 対策の広がりと教育啓発の重
要性
世界的な薬剤耐性菌の増加への危機感の高まりから，

Ⅱ．医療従事者の教育啓発
アクションプランでは戦略 1. 2 に医療従事者を対象と
した教育，研修の推進が記載されている．AMR 対策を

薬剤耐性（Antimicrobial resistance；AMR）対策の必要

推進するためには，適切な感染予防策と抗菌薬の適正使

性がますます強調されるようになってきている．かつて

用を中心に，関係する医療従事者の知識や理解を深め，

薬剤耐性菌対策は先進国の高度医療機関を中心に行われ

行動変容につなげていく必要がある．わが国では，院内

てきた．しかし，いまや発展途上国を含めた市中の問題

感染対策の充実を目指した施策によって，感染予防策

であり現実的な国際的脅威となっている．このような背

についての教育啓発が継続的に行われてきた．抗菌薬適

景があって世界保健機関（WHO）は 2015 年に AMR 対

正使用に関しては抗菌薬処方の規制を論じる向きもある

策の世界アクションプランを策定し，参加各国に 2 年

が，その前提として教育啓発が必要であることは言うま

以内のアクションプラン策定を求め，日本の薬剤耐性

でもない．本稿では抗菌薬適正使用に関する教育啓発を

（AMR）対策アクションプラン （以下，アクションプ
1）

ランとする）作成につながったのである．

中心に述べる．
1 ）卒前教育

薬剤耐性菌の発生に抗菌薬の使用が大きく関わってい

医療従事者の AMR 対策教育は学生のうちから始める

ることから抗菌薬適正使用は AMR 対策の大きな柱とな

必要がある．とくに将来抗菌薬を処方する立場となる医

る．また，手指衛生を含めた感染予防策もきわめて重要

学生の教育は重要である．米国 2） や欧州 3） の医学生を

である．これらを確実に行うためには教育啓発が欠かせ

対象とした調査ではこの分野の教育をより充実させる必

ない．本稿では医療従事者と国民向けの教育啓発につい

要性が指摘されている．しかし，欧州各国を比較した報

ての知見を紹介し，今後の方向性について考えたい．

告 4） によると国によって教育内容や手法が大きく異な

なお，AMR の概念には一般細菌のみならず，結核菌，

るのが現状である．

HIV，マラリアなども含まれ，国際的な対策はこれらも

国内では感染症を体系的に扱った医学生教育はこれま

含めて進められているが，本稿では日本の現状も踏まえ

で必ずしも十分には行われてこなかった．医学教育の大

一般細菌の薬剤耐性に絞って記載する．

きな変遷や世界規模でのアウトブレイクなどの影響を受
け，近年多くの大学で臨床感染症を担当する講座が増加
している．しかし，感染症という軸で系統的，組織横断
的に行う教育や，医療安全や医療関連感染対策と連動し
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た教育は大学によってその程度が異なり，必ずしも十分

れている．具体的に記載されているのは生涯教育研修に

でない上に実践の報告もほとんど見当たらない

．こ

おける研修プログラムの開発と活用，専門家ネットワー

のような状況のため，卒前教育において AMR 対策や抗

クを通じた教育研修支援の推進などである．医療従事者

菌薬適正使用を系統的に取り上げる機会はまだ少ないも

の生涯教育は Antimicrobial stewardship program（ASP）

のと想像される．

の一環として行われることが一般的である．抗菌薬はそ

5, 6）

医学生の教育は文部科学省による医学教育モデル・コ

の使用量の多くを経口抗菌薬が占めている 15）こと，頻

ア・カリキュラムを軸に各大学でカリキュラムを組んで

度の高い急性呼吸器感染症の中には本来抗菌薬の必要が

行っている．この医学教育モデル・コア・カリキュラ

ないのに処方される不必要使用が多く含まれている 16）

ムの改訂版が 2017 年 3 月に発表された 7）．この改訂に

ことから，外来における急性呼吸器感染症に対する抗菌

おいて感染症の教育内容がより充実し，薬剤耐性菌や

薬使用が教育的介入のもっとも重要なポイントのひとつ

抗菌薬適正使用の項目が盛り込まれた．平成 30 年医師

とされている．

国家試験出題基準

にも，それまでなかった薬剤耐性

生涯教育の手法にはさまざまなものがある．Lee らが

［antimicrobial resistance〈AMR〉
］が加わった．これら

臨床医に対する ASP 教育のランダム化比較研究 28 論文

の改訂はアクションプランの記載とも合致するものであ

をレビューし抗菌薬処方の平均減少率を検討したとこ

る．AMR 対策や医療感染対策は安全で質の高い医療を

ろ，メールによるキャンペーンでは 9％，ガイドライン

提供する上できわめて重要であり，各大学における感染

やリーフレットで 42％，小グループ教育では 52％の減

症教育体制がより充実していくことを期待したい．
なお，

少率であり，介入の手法によって教育効果が大きく異な

薬剤師教育に用いられる薬学教育モデル・コア・カリキ

っていた 10）．Little らは，インターネットを用いて CRP

ュラムの最新版である平成 25 年度改訂版 9）には，薬剤

の迅速検査とコミュニケーション強化，その両方の 3 通

耐性菌出現への対応との記載のみで，抗菌薬適正使用に

りの教育プログラムを行い，急性呼吸器感染症に対する

ついては述べられていない．今後の改訂で取り上げられ

抗菌薬処方がそれぞれ 46，31，62％減少したが，臨床

ることが望まれる．

経過には悪影響を与えなかったと報告している 17）．複

2 ）卒後初期教育・研修

数の手法を組み合わせる，いわゆるバンドルアプローチ

8）

医療職としての専門トレーニングを受ける時期におい

もしばしば行われている．米国からの報告では，講義と

ては，抗菌薬適正使用や感染予防・管理についての教育

ポスターによる啓発に加えて毎月のミーティング，処方

をカリキュラムの一環として行うことが効果的と考えら

状況の報告，電子カルテの意思決定支援ツールを組み合

れる

わせることによって急性呼吸器感染症に対する抗菌薬処

．わが国では 2004 年に新医師臨床研修制度が開

10）

．こ

方が大幅に減少した 18）．それぞれの手法がどの程度寄

の制度では初期研修医は規定の科を一定期間ローテート

与したかは判断できないものの，教育を他の手法と組み

することが義務付けられた．あらゆる専門科で多かれ少

合わせることの重要性が示唆される．このように，教育

なかれ必ず感染症への対応が必要であること，救急や初

の内容を十分に吟味する必要性はもちろんのこと，効果

期対応の場で感染症の頻度が高いことから，多くの研修

的な教育手法を意識し，さらには臨床現場を支援するツ

病院が抗菌薬の使い方を教育プログラムに取り入れ，若

ールを上手に組み合わせることでより高い効果が期待で

い医師も感染症診療の教育機会を求めている印象があ

きる．

始となり，医師の卒後臨床研修が必修となった

11）

る．しかし，わが国での初期研修における臨床感染症教

教育機会とくに受動的な教育は時間経過とともに効果

育や感染対策教育の現状や効果についての報告は一部に

が急速に低下する恐れがある．そのため繰り返して教育

とどまっている

．アクションプランでは他の職種を

を行って効果維持を狙ったプログラムがいくつか報告さ

含め，抗菌薬適正使用や感染予防・管理に関する内容を

れている 19, 20）．一方，フランスの一般医を対象とした教

研修に盛り込んでいくことが記載されており，今後のデ

育セミナーのフォローアップ調査では，その効果が 30

ータ集積や標準化が望まれる．

ヶ月後も持続していた 21）．効果的にデザインされたセ

3 ）医師に対する生涯教育

ミナーは効果がより長く続く可能性があり，この視点か

12, 13）

AMR 対策，抗菌薬適正使用に関する教育の優先順位
は状況によって異なる

らも教育手法の吟味は重要といえる．また，教育にオー

とはいえ，その必要性は強く

ディット（処方内容の監査）とフィードバックを組み合

認識されており，アクションプランにも重点的に記載さ

わせて急性呼吸器感染症に対する抗菌薬適正使用を推進

14）

AMR 対策についての医療者と国民の教育啓発
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したものの，オーディットとフィードバックを中止した

抗菌薬の使用日数の短縮に効果があったと報告してい

ところ元にもどってしまったとの報告もある

．この

る 27）．特定の抗菌薬を念頭においた教育介入を行う際

ように時間経過のみならず，教育内容そのものや組み合

には，代替薬の提案をセットにしたり，具体的な数値を

わせる手法によっても教育効果は変わってくる．教育の

見せたりすることで効果が高まると期待される．

22）

みの効果を測定するのがしばしば難しい所以である．教

以上のように，教育的な介入として単に知識を伝える

育の資材をインターネットで提供する方法（いわゆる

だけでは必ずしも十分な効果を期待できない．ターゲッ

e-learning）は，レベルに合わせて複数の教材を提供し

トを明確に設定し教育手法を工夫するとともに，行動変

やすいこと，
好きな時間に繰り返しアクセスできること，

容をサポートするための手法を併用することでより大き

受講の管理をしやすいことなどの利点もあり盛んになっ

な効果が期待できる．わが国では感染対策の教育は熱心

ている．今後はさまざまな場面で e-learning が活用され

に行われてきたが，AMR 対策や抗菌薬適正使用につい

ていくものと思われる．

てはこれから本格的に取り組む医療機関も多い．抗微生

さまざまなレベルで診療ガイドラインが作成されてお

物薬適正使用の手引きが発表されるなど，国内の環境は

り，診療の標準化が図られている．わが国においても感

整いつつある．海外の知見も参考にしながら，行動科学

染症専門学会や臓器別の専門学会によって感染症診療の

の手法なども用いて効果的な教育をめざしたい．

ガイドラインが多数発表されている．さらに厚生労働省

4 ）医師以外の職種に対する生涯教育

が急性呼吸器感染症と急性下痢症を対象に抗微生物薬適

多職種チーム医療の重要性は広く理解されており，医

正使用の手引き（第一版）を 2017 年 6 月に発表した ．

療機関ではさまざまな活動が展開されている．AMR 対

このように各種ガイドラインが発表されているものの，

策においても多職種チーム医療はきわめて重要である．

それぞれのガイドラインが抗菌薬処方パターンに与える

手指衛生を含めた感染予防策はベッドサイドで過ごす時

影響は様々であり

，ガイドラインによる抗菌薬処方

間がもっとも長い看護師との協働が必須であるし，そも

の推奨をどのように現場に行き渡らせ，行動変容につな

そも臨床検査技師によって薬剤耐性菌が的確に検出され

げるかが課題となる．米国感染症学会による MRSA 診

なければ問題を認識できない．抗菌薬適正使用の観点か

療ガイドラインについてオンラインの教育プレゼンテー

ら，抗菌薬を処方する医師が重要なのはもちろんである

ションを用いた報告がある

が，他の医療職に対して AMR 対策の教育を行うことも

1）

23）

．この教育的介入により

24）

臨床医の知識レベルは向上したものの処方行動そのもの

大切である．

は大きくは変化しなかった．一方，皮膚軟部組織感染症

Gillespie らはオーストラリアにおいて看護師対象に小

の診療ガイドラインを医療現場に浸透させるため，講義

グループや 1 対 1 で感染対策の教育を行った 28）．その結

に加えて診療をサポートするカードの作成や電子カルテ

果，治療チーム内で抗菌薬治療に関する質問が増え，前

を用いた支援システムなど医療の質を向上させるため

向きに議論する機会が増えた．チーム内でのディスカッ

の手法を組み合わせた報告

ションは多職種チーム医療の基本であり，感染症診療の

25）

では，処方内容が改善し，

それが 6 ヶ月にわたって継続した．これらの結果から

質の向上につながる．抗菌薬適正使用における大きな役

は，ガイドラインを発表するだけではなく，それを行動

割が期待される薬剤師に対しても，教育プログラムを提

変容に結びつけるためさまざまな手法を併用していくこ

供することで知識が向上することが報告されている 29, 30）．

とで，より効果的に現場のプラクティスを変えていける

関連する職種に AMR 対策や抗菌薬適正使用の教育を行

ことが示唆される．

うことで医療現場にチェック機構が働き，感染症診療の

フルオロキノロン系抗菌薬の適正使用は重要な課題の
ひとつである．カナダの教育病院では腹腔内感染症治療

質の向上が期待される．
5 ）専門教育

の抗菌薬選択について教育セッションを行うとともにガ

医療現場における感染症診療の質を向上させていく上

イドラインを簡潔にまとめたカードやポスターを作成

で，また卒前教育や生涯教育を広く行っていく上で，感

し，フルオロキノロン系に替わる代替薬の具体的な推奨

染症対策の専門家の存在は必須である．しかし国内にお

を行った

いてはまだ少数にとどまっている．アクションプランに

．その結果，シプロフロキサシンの使用量

26）

が 58％減少し，
その効果は 2 年以上にわたって持続した．

よると，2014 年 12 月現在で，感染症専門医の資格を保

また，Liang らは医療関連肺炎の治療においてアンチバ

持し医療機関に従事する医師は 1049 名である．このう

イオグラムを用いた教育介入を行いフルオロキノロン系

ち感染症内科・感染症科を標榜する診療科にて従事する
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医師は 443 名であり，これは病院・診療所に勤務する医

識調査 35）では，
「風邪やインフルエンザに抗生物質は効

師の 0.2％に過ぎない．日本感染症学会はアクションプ

果的だ」や「薬剤耐性とは，人が抗生物質に効きにくい

ランが発表される以前の 2010 年に，病院に勤務する感

体質や免疫，耐性をもってしまうことである」といった

染症専門医の人数は 3000 〜 4000 名程度が適正であると

誤った知識をもった人が全体の 40％程度存在していた．

の声明を発表している

一方で，抗菌薬についての正しい情報を得ることで抗菌

．すなわち現状に加えて少な

31）

くとも 2000 名の感染症専門医が必要ということになる．

薬への考え方が変容することが示唆され，一般市民向け

その他の医療関係者における認定資格保持者数も，2015

の教育が重要であることが示された．

年 2 月現在，感染管理認定看護師 2053 名，感染症看護

AMR 対策や抗菌薬適正使用に関する市民の理解度は

専門看護師 32 名，感染制御認定薬剤師 882 名，感染制

諸外国でも必ずしも高いわけではなく 36, 37），さまざまな

御認定臨床微生物検査技師 528 名ときわめて限られてお

手法による啓発活動が行われてきた．代表的なものとし

り，医療機関における AMR 対策を進めていくためには

て米国疾病予防管理センター（CDC）による “Get Smart

これらの専門家の育成が急務である．

About Antibiotics” キャンペーン 38） や，欧州疾病予防管

感染症専門医にはどのような素養が求められるのであ
ろうか．日本感染症学会は感染症専門医の医師像として，

理センター（ECDC）の “European Antibiotic Awareness
Day” の活動 39）などがある．

全身の系統的診療を行うことができること，輸入感染症

市民向けの教育にはどのような手法が有効なのだろう

に対応できること，適正な抗菌薬使用ができること，医

か．Francis らはプライマリ・ケアの場で小児の呼吸器

療安全・施設内感染対策・地域感染対策等にも高い見識

感染症について解説するブックレットを使用したとこ

を有することなどを示している

．すなわち，臓器横

ろ，抗菌薬処方は減少したものの受診者の満足度は変わ

断的に感染症の診療を行い，組織横断的にコンサルテー

らなかった 40）．その後の検討では，印刷された資材を

ションやチーム医療に対応できる医師が必要となる．か

用いることで医師と受診者の知識差を小さくすることが

つてはそのような感染症専門医を育てる場がかなり限ら

でき，患児の親が自信をもって症状を判断できるように

れていたのが問題であったが，臓器横断的な感染症の専

なることが示された 41）．

31）

門医療を提供し人材育成も合わせて行う医療機関がしだ
いに増えてきており

，幅広い素養をもった専門医が

32, 33）

育っていくことを期待したい．
感染症専門医の他に，学会が中心となった認定制度と

市民教育の場は医療機関だけではない．英国で開発さ
れた双方向性のインターネット教材である “e-Bug” 42）を
用いたところ，成人，小児のいずれにおいても感染症や
抗菌薬についての知識レベル向上が認められた 43）．また，

して，抗菌薬適正使用をより意識した抗菌化学療法認定

別の研究では日常生活の場において薬剤師による短時間

医・指導医（日本化学療法学会）
，感染対策を中心とし

の教育を行ったところ抗菌薬についての知識向上が認め

たインフェクション・コントロール・ドクター（ICD 制

られた 44）．このように医療の場でなくても教育キャン

度協議会）がある．これらの認定資格がめざす姿や仕組

ペーンは効果的な可能性がある．

みには違いがあるものの，それぞれの質を高めてわが国
の AMR 対策の推進に貢献することが望まれる．

Ⅲ．国民の教育啓発

わが国では市民向けの教育キャンペーンに今後本格的
に取り組んでいく必要がある．政府による啓発動画の作
成はその一環といえる 45）．筆者は診察室の外に出て啓
発を進める必要性を感じ，小児とその親を対象に感染症
について学ぶイベントを行った 46）．その経験は医学生

アクションプランは国を挙げて AMR 対策推進を目指

に受け継がれ，各地の医学生が AMR 対策を意識したキ

したものであり，薬剤耐性菌や抗菌薬適正使用に関する

ャンペーンに参加している 47）．これらの活動それぞれ

国民の理解が重要である．アクションプランでも国民に

は小さなものかもしれないが，小さな輪がだんだんと大

対する教育啓発は戦略 1. 1 として最初に述べられてい

きくなって市民レベルでの意識向上につながることを願

る．しかし現状は高い水準にあるとは言えない．医師の

っている．

診断名に関わらず抗菌薬処方を希望する患者の存在はし
ばしば指摘され，処方された抗菌薬を飲みきらず後に体
調を崩した際に内服できるよう保管する人も存在してい
る 34）．2017 年 3 月にインターネット調査で行われた意

Ⅳ．まとめ
AMR 対策を進めていくにあたって医療従事者や国民
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の教育はきわめて重要である．医療従事者には卒前教育
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から専門家育成までさまざまな教育機会があり，その時

9） 薬学教育：文部科学省 [Internet]. [cited 2017 Jun 17].
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Available from: http://www.mext.go.jp/a_menu/01_

夫することが重要である．国民に対しては医療機関のみ

d/08091815.htm
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AMR 対策としての医療関連感染サーベイランス
−その意義と今後の方向性－

Healthcare-associated infection surveillance as a strategy against
antimicrobial-resistance: significance and future directions

坂本 史衣 SAKAMOTO, Fumie
学校法人 聖路加国際大学 聖路加国際病院 QI センター感染管理室
Infection Control Division, Quality Improvement Center, St.Luke's International Hospital

Ⅰ．AMR による医療関連感染の疾病負荷

療器具関連感染の一部は，薬剤耐性菌により引き起こ
されている．米国疾病対策センター（CDC）によると，
2011 年から 2014 年にかけて報告された CLABSI 症例か

医 療 関 連 感 染（Healthcare-associated infections：

ら検出された黄色ブドウ球菌の約 50％はメチシリン耐

HAI）は，医療施設において最も発生頻度の高い有害

性である．同様に，膀胱留置カテーテル関連尿路感染

事象の一つである ．世界保健機関（WHO）は，「全

（Catheter-associated urinary tract infection：CAUTI）症

世界で日常的に発生する医療関連感染の負荷に関する

例から検出された大腸菌の約 35％はフルオロキノロン

報告書（Report on the Burden of Endemic Health Care-

耐性，緑膿菌の約 24％はカルバペネム耐性である 5）．

1）

Associated Infection Worldwide）
」の中で，日本を含む

医療器具関連感染に加え，メチシリン耐性黄色ブド

高所得国では，入院患者 100 人につき 7 人に HAI が発

ウ 球 菌（Methicillin-resistant Staphylococcus aureus：

生すると述べている ．また，HAI による年間死亡者数

MRSA）菌血症およびクロストリジウム・ディフィシル

は欧州では 37,000 人，米国では 99,000 人，年間医療費

感染症（Clostridium difficile infection：CDI）も疾病負荷

は欧州では 70 億ユーロ，米国では 65 億ドルと推計して

の高い HAI として知られている．メチシリン感受性黄

いる．

色ブドウ球菌に比べて，MRSA 菌血症を起こした患者

2）

HAI を発生部位別にみると，尿路感染が約 30％，手

の死亡率は約 2 倍に上昇し，
入院期間は有意に長期化し，

術部位感染が約 20％，血流感染が 10 〜 20％，肺炎が

医療費も増加する 6, 7）．C,difficile は薬剤耐性菌ではない

約 10％を占める．これらの多くは，侵襲性の高い医

が，抗菌薬の使用が CDI のリスク因子であることから，

療器具の使用に関連して起こる医療器具関連感染であ

薬剤耐性（Antimicrobial resistance: AMR）対策の評価

る．米国では，医療関連の尿路感染の 97％が膀胱留置

指標となり得る感染症である 8）．米国の医療品質研究調

カテーテル，原発性血流感染の 87％が中心ライン，そ

査機構（Agency for Healthcare Research and Quality：

して肺炎の 83％が人工呼吸器の使用に関連して発生し

AHRQ） に よ る と，CDC に 報 告 さ れ た HAI の 12 ％ を

ている ．医療器具関連感染の中でも中心ライン関連血

CDI が占めている 9）．また，2000 年ごろより，欧州や

流 感 染（Central line-associated bloodstream Infection：

北米を中心に，強毒型の NAP1/BI/027 株による重症化

CLABSI）や人工呼吸器関連肺炎（Ventilator-associated

かつ再燃しやすい CDI によるアウトブレイクが発生し

pneumonia：VAP）の寄与死亡率は高く，CLABSI は 12

ている 10）．

2）

〜 25％，VAP は 13％と報告されている 3, 4）．また，医

このように，疾病負荷の高い HAI の多くは薬剤耐性
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日本の医療の質に対する評価（OECD）

指摘事項
・医療の質の評価と改善において，日本には二つの課題がある．第一に，組織的な質改善活動が殆ど行われていないことが挙
げられる．第二に，現場レベルで質改善活動は多数行われているものの，計画的，また継続的ではない．
・日本の診療報酬制度は洗練されているが，質改善に対しては，特段に洗練された，一貫性のある方法で報酬を与えているわ
けではない．
・質のベンチマーキングが可能なプロジェクト（訳注：HAI 対策においては全国的な医療関連感染サーベイランスシステム）
への参加は任意であり，ベンチマーキングの結果に対する一般市民の意識もいまだに低い．
・組織的な情報インフラは，主に活動量の測定に用いられているが，今後は，診療記録や医療の質の指標を活用し，医療の質
とアウトカムに焦点を当てた系統的な情報インフラ（訳注：データ収集や活用のための構造）が必要である．
改善勧告
・情報インフラを強化し，より多くの医療の質指標を活用してアウトカム評価を行い，医療の質に関する病院の全体像を可視
化すること．
・医療施設のパフォーマンスに関する報告においては，医療提供者の説明責任を強化し，患者の選択およびリテラシーを促進
するためにユーザーフレンドリーなものとすること．
・病院において，医療の質に関するガバナンスを強化し，国内外で認知されているケアの基準や臨床ガイドラインへの準拠を
推進すること．
文献 11）より一部抜粋

菌によるものであり，これらの HAI を予防するための

CLABSI

取り組みは，薬剤耐性菌感染症の予防につながる．残念
ながら日本における HAI の全体像を示すデータは乏し
く，欧州や米国からの報告をもって推察せざるを得ない．
このような医療の質に関する包括的な指標の欠如につ
いては，経済協力開発機構（Organisation for Economic

アウトカム

Co-operation and Development：OECD）が 2014 年に発
表した「医療の質レビュー：日本」において指摘してお
り，改善の勧告を行っている 11）（表 1）
．

Ⅱ．医療関連感染予防におけるサーベイ
ランスの位置づけ

医療関連感染
サーベイランス

用される医療関連データの継続的，系統的，収集，分
析，解釈，拡散」と定義される 12）．サーベイランスでは，
感染症の発生率（アウトカム）とこれを防ぐための各種

図１

CAUTI

手術部位
感染

VAP

特定の病原体
による感染症

薬剤耐性菌
感染症/保菌

プロセス

サーベイランスは「疾病予防や健康増進のために活

医療器具
関連感染

各種感染対策
の実施頻度に
関する指標

MRSA
菌血症
C.diﬃcile
感染症

発生率
有病率
（保菌圧）

医療器具の
使用頻度や
使用期間に
関する指標

 表的な医療関連感染サーベイランス
代
の対象

対策の実施率（プロセス）が評価される．通常，アウト

ト）」の一つにサーベイランスを挙げている 14）（表 2）．

カムサーベイランスの対象となるのは前述の疾病負荷の

その背景には，薬剤耐性菌によるものを含む疾病負荷の

高い HAI である（図 1）
．アウトカムサーベイランスで

高い HAI 予防にサーベイランスが効果的であることを

明らかになる HAI 発生率は，病院職員や幹部，患者な

示す科学的根拠が蓄積されていることや，欧米の政府ま

ど HAI による影響を受け，また HAI 予防に貢献できる

た専門機関がこれらの HAI を対象としたサーベイラン

あらゆる関係者（ステークホルダー）にフィードバック

スを，広く活用されているプロトコルに則って実施する

される．また，HAI 発生率の経年的，地理的トレンドを

ことを強く推奨していることがある（表 3）
．

確認し，ベンチマークデータと比較することにより，感

従って WHO が 2016 年にサーベイランスを HAI およ

染対策における優先課題の把握と改善に用いられる．さ

び AMR 対策のコア・コンポーネントに位置付ける以前

らに，そのような作業がアウトブレイクの早期につなが

から，欧米では全国的なサーベイランスシステムが構築

ることもある

され，データ報告と活用が積極的に行われてきた 2）．例

．

13）

WHO は，2016 年に発表した「国家および医療施設に

えば，欧州では約 30 ヶ国の 1,000 を超える医療施設が

求められる HAI 予防の中核要素（コア・コンポーネン

欧州 CDC の医療関連感染サーベイランスネットワーク
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HAI 予防のための中核要素（WHO）
中核要素

1．IPC プログラム

2．IPC ガイドライン

3．IPC 教育と訓練

勧

告

【病院】効果的 IPC 活動を通して HAI を予防し，AMR に対抗するために，各急性期医療施設にお
いて，訓練を受けた専属のチームが IPC プログラムに所属していること．
【国家】効果的な IPC 活動を通して HAI を予防し，AMR に対抗するために，目的，機能および活
動が明確に定義された，積極的かつ独立した国家レベルの IPC プログラムが確立されていること．
国家的 IPC プログラムは，他の関連する国家的プログラムおよび専門機関と連携すること．
HAI および AMR 予防のために，科学的根拠に基づくガイドラインを開発し，実行すること．実行
が成功するには，ガイドラインの勧告について関係する医療従事者に教育と研修を行い，勧告の
遵守状況をモニタリングする必要がある．
【病院レベル】HAI と AMR 予防のために，全医療従事者を対象に，チームおよびタスクを中心と
した戦略を用いて，参加型であり，臨床およびシミュレーション訓練を含む IPC 教育を実施する
こと．
【国家レベル】国家的 IPC プログラムは，その中核機能の一つとして，医療職の教育と研修を支援
せねばならない．

4．感染症サーベイランス 【病院レベル】IPC 対策を導き，アウトブレイクを発見するために，AMR サーベイランスを含む
と感染対策の遵守状況 HAI サーベイランスを実施し，その結果を医療従事者と他の関係者へ，また国家的ネットワーク
を通してタイムリーにフィードバックすること．
に関する評価
【国家レベル】HAI と AMR 予防のために，タイムリーなデータのフィードバックとベンチマーキ
ングのための活用が可能な国家的 HAI サーベイランスプログラムとネットワークが構築されること．
5．多角的戦略

【病院レベル】HAI と AMR を予防し，実践を改善するために，多角的戦略を活用した IPC 活動を
実行すること．※多角的戦略には，推進者（champions）やロールモデルの活用を含む．
【国家レベル】国家的 IPC プログラムは，全国または地域レベルでの多角的戦略を通して，IPC 活
動を調整また推進すること．

6．IPC 実践とフィードバ 【病院レベル】HAI および AMR を予防また制御するために，IPC ガイドラインに沿った実践につ
ックのモニタリング / いて定期的なモニタリング / 監査およびタイムリーなフィードバックを実施すること．フィード
バックは全ての監査対象者およびその関係者を対象に行う必要がある．
監査
【国家レベル】プログラムの目標や目的に沿って実施されている活動や準拠しているガイドライン
を明らかにするために，国家的 IPC モニタリングと評価プログラムを確立すること．手指衛生実
施率のモニタリングとフィードバックは，国家レベルの主要なパフォーマンス指標と考えねばな
らない．
7．業務量，人員配置，病 HAI リスクと AMR 伝播を防ぐため，以下を遵守すること．
床稼働率（急性期病院 （1）病床稼働率は施設のキャパシティ（病床数）を超えないこと．
（2）業務量に見合う医療従事者数が配置されていること．
に限る）
8．病院における IPC のた 患者ケア活動は，HAI/AMR 対策を促進するような清潔 / 衛生的な環境で実施する必要がある．
めの環境，物品，機器 これには衛生的な水や，IPC のための適切な物品，機器，サービスの提供を含む．適切な手指衛
生を実施するための物品や機器が，ケアを提供する場所で活用可能であること．
（急性期病院に限る）
IPC：感染予防と管理

Infection prevention and control

文献 14）をもとに作成

（Healthcare-associated Infections Surveillance Network：

ショナルベンチマークとして各医療施設や自治体にフィ

HAI-Net）に，米国では 17,000 施設以上が全国医療安

ードバックし，HAI リスクの評価と改善に活用してもら

全ネットワーク（National Healthcare Safety Network：

うことを通して，HAI の減少を達成している．日本に

NHSN）システムに HAI 発生率を定期的に報告してい

も同様の体制が必要と考えられるが，OECD が指摘し

る

．さらに，これらのナショナルサーベイランスシ

たように，現在サーベイランスは一部の余力のある医療

ステム稼働後は，大幅な HAI 発生率の減少が認められ

施設で散発的に行われる活動に留まっている．このこと

ている

は筆者らが行った調査でも明らかになっている．筆者ら

15, 16）

。

17, 23）

は 2012 年から 2013 年にかけて，感染管理認定看護師が

Ⅲ．日本における医療関連感染サーベイ
ランスの実施状況

づく HAI 対策の実施状況を明らかにするための調査を

これまで述べたように，海外先進国では疾病負荷の高

スを少なくとも一部の部門で実施している施設の割合は

い HAI を対象としたサーベイランスを HAI および AMR

60％を超えたものの，CAUTI と VAP では 30％程度に

対策の中核に据え，医療施設における計画的かつ継続的

とどまった 18）．同じ調査票を用いたタイと米国におけ

実践を政府が推進している．また，集約したデータをナ

る調査では，これら 3 種類の HAI サーベイランスの実

1 名以上勤務する全国の病院を対象に，科学的根拠に基
行った．その結果，CLABSI を対象としたサーベイラン

AMR 対策としての医療関連感染サーベイランス
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医療関連感染サーベイランスの実施に関する主要な勧告 / 声明

欧州連合（The European Union；EU）
以下の能動的サーベイランスシステムを確立また強化すること．
＜国および地域レベル＞
特定の医療器具関連感染または原因微生物による医療関連感染のサーベイランスを実践することの重要性を考慮しながら国の
参照データ（national reference data）を構築し，感染対策を評価するためのプロセスおよび構造インディケーターを併用する
こと．
＜医療施設レベル＞
医療関連感染の発生率を明らかにするためにサーベイランスを実践し，これにプロセスおよび構造インディケーターを併用し
て感染対策の実践を評価すること．
22）

欧州エキスパートパネルによる，病院感染管理プログラムの構造に関するシステマティック・レビューとエビデンスに基づく
23）
ガイダンス（SIGHT）研究グループ
効果的な感染管理に極めて重要な 10 の構成要素の一つに，サーベイランスとフィードバックを挙げ，その根拠として以下を
示している．
・ド イ ツ の サ ー ベ イ ラ ン ス シ ス テ ム German Hospital Infection Surveillance System（KISS） へ の 参 加 が， 医 療 関 連 感 染，
CLABSI，VAP，CAUTI，SSI の減少に貢献した．
・オランダのサーベイランスネットワーク PREZIES に参加して 4 〜 5 年目の医療施設において，医療関連感染発生率の減少
を認めた．
・フランスの ReAct network 参加病院では，5 年間で CLABSI が減少している．
・サーベイランスとフィードバックが，VAP 対策の構築に強い影響力を発揮したことが質的研究で明らかになっている．
米国医療疫学学会（SHEA），米国感染症学会（IDSA），米国病院協会（AHA），感染管理および疫学専門家協会（APIC）24）
ICU および ICU 以外の部門において CLABSI サーベイランスを実践すること．
・部門単位の CLABSI 発生率（1,000 カテーテル使用日数あたり）を算出し，部門管理者に定期的にデータを報告すること．
・CLABSI 発生率を各部門の過去の発生率およびナショナルデータと比較すること．
・必要に応じてオーディットを行い，データの精度を高めること．
米国医療疫学学会（SHEA），米国感染症学会（IDSA），米国病院協会（AHA），感染管理および疫学専門家協会（APIC）25）
施設のリスクアセスメントや関連法規に従って CAUTI サーベイランスを実践すること．
・リスクアセスメントに基づき，対象患者や部門を決定すること．
・CAUTI のある患者を明らかにするために NHSN 疾患定義のような基準を使用すること．
・延べカテーテル使用日数と延べ患者日数を収集し，発生率や標準化感染比（SIR）を計算すること．
・妥当性があり，施設にとって適切なサーベイランスの手順を選択すること．
・各部門にデータのフィードバックを行うこと．
26）
米国感染症学会（IDSA）
医療施設における尿路感染症サーベイランスの強化は，医療関連尿路感染症の減少と強く関連している．

米国医療疫学学会（SHEA），米国感染症学会（IDSA），米国病院協会（AHA），感染管理および疫学専門家協会（APIC）
成人 ICU では，全ての人工呼吸器関連イベント（VAE）
，すなわち VAC，VAC，PVAP ※に対するサーベイランスを実施し，発
生率を報告すること．
※ VAC：Ventilator Association Condition 人工呼吸器関連状態
IVAC：Infection-related Ventilator Associated Complication 感染関連人工呼吸器関連合併症
PVAP：Possible VAP 人工呼吸器関連肺炎可能性例
27）

米国医療疫学学会（SHEA），米国感染症学会（IDSA）28）
・発生率を比較できるよう，標準的な疾患定義を用いた（1）医療施設発生・医療施設関連 CDI，（2）市中発生・医療施設関
連 CDI，（3）市中関連 CDI のサーベイランスを実践すること．
・このうち，少なくとも（1）については，医療安全の評価とアウトブレイクの早期発見のために全病棟で実践すること．
・（1）は，1 万患者日数あたりの発生率として表すこと．
米国医療疫学学会（SHEA）29）
・MRSA リスクアセスメントを実践すること．
・MRSA リスクアセスメントのために有益な指標には以下がある．
①黄色ブドウ球菌に占めるメチシリン耐性株の割合
② MRSA 感染症（菌血症）の発生率
③ MRSA 保菌または感染症患者の発生率
④ MRSA 保菌または感染症の点有病率
・あらゆる急性期医療施設にとって重要なアウトカム指標は，上記の①②③である．

施率はいずれの国でも 90％を超えた 19）．また，筆者ら

感染管理認定看護師を配置し，HAI 対策に比較的熱心に

は 2016 年から 2017 年にかけて日本で追跡調査を実施し

取り組んでいると考えられる医療施設であることから，

たが，実施率は CLABSI と CAUTI でわずかに増加した

その他の医療施設を含めると，全国的な実施率はさらに

ものの，タイと米国の水準には及ばなかったうえ，VAP

低いと推測される．

では減少した （表 4）
．これらの調査対象となったのは，
20）
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 療器具関連感染サーベイランスを実施する病院の割合：日本、タイ、米国における全国調査に基づく
医
比較
日本 第 1 回調査 18）
タイ 19）
米国 19）
日本 第 2 回調査 20）
回収率65％（940/1456施設） 回収率 71％（685/971 施設） 回収率 87％（212/245 施設） 回収率 71％（403/571 施設）
2016 年 5 月〜 2017 年 1 月 2012 年 4 月〜 2013 年 1 月
2014 年 1 月〜 11 月
2013 年 5 月

CLABSI

70.9％

66.9％

91.5％

97.9％

CAUTI

47.8％

34.9％

96.6％

97.6％

VAP

30.7％

31.4％

91.5％

96.4％
文献 18-20）を基に作成

Ⅳ．今後の方向性に関する提言

った運用手順を定め，臨床現場での確実な実践を維持す
る取り組みが求められる．言い換えると，このようなプ
ロセスを経て達成される HAI リスクの低減こそが，感

サーベイランスは科学的根拠で支持される HAI およ

染対策の専門家を配置し，資源を投入して目指すべき目

び AMR 対策であるが，期待される効果を得るには，デ

標である．従って，この目標達成を促進するには，医療

ータ収集や症例判定，フィードバックのための図表の作

施設に対して科学的根拠が少ない画一的な感染対策の遵

成，改善計画の立案や実行などを含むサーベイランス活

守を求めるのではなく，サーベイランスの実施とその結

動に十分な時間と労力をかける必要がある．現在国内

果に基づく改善の証拠を求めることの方がより効果的で

には，HAI 対策を推進する経済的インセンティブとし

あり，
HAI 予防という本質を見失わないことにつながる．

て，感染防止対策加算と感染防止対策地域連携加算が存

さらに，それが薬剤耐性菌による HAI リスクの低減に

在する．感染防止対策加算１を算定している医療施設に

も通じることはすでに述べた．効果的なサーベイランス

は，1 名以上の専従の感染対策担当者（多くは感染管理

には，医療施設や自治体が HAI 対策を評価し目標を設

認定看護師）が配置されているが，頻繁なラウンドや研

定するための指標となるナショナルベンチマークも必要

修会の開催，連携病院との合同カンファレンスや相互ラ

である．ナショナルベンチマークは HAI および AMR に

ウンドなど，算定要件を満たすための活動に多くの時

対する国の取り組みの評価指標ともなる．そのため，国

間と労力を割かねばならない現状がある．サーベイラン

際的に広く使用されているプロトコルを参考にしながら

スも算定要件に含まれてはいるが，実際に要求されてい

国のサーベイランスシステムを再構築することが望まれ

るのは微生物検査データを国のデータベースに送信する

る．

ことだけであり，前項で紹介した調査結果に表れている

WHO が HAI 予防の中核要素としてサーベイランスの

通り，患者の生命予後や医療経済に多大な影響を与える

実施を求めるのは，病院にとっては「感染予防と管理活

HAI を予防するサーベイランスの実施は後手に回りが

動を導くため」
，そして国にとっては「HAI と AMR 予

ちである．算定要件の中には，専門家の配置など，HAI

防のため」である（表 2）．WHO はまた，予防された感

予防体制の基本的な枠組みとして必要な項目がある一方

染症の数だけ，抗菌薬の使用量が減少するとも述べてい

で，HAI 予防効果に関する科学的根拠が乏しい対策も多

る 21）。

く含まれている．そのため，現在のような加算要件を満

これらの短いフレーズがまさに AMR 対策におけるサ

たすことに多くの時間と労力を費やすことが，どの程度

ーベイランスの意義を的確に言い表している．日本にお

の HAI を削減することにつながるのか見通すことは難

いても，医療施設における感染予防と管理活動を導き，

しい．

国全体の HAI と AMR 予防につながるサーベイランスの

医療施設における実効性を伴った HAI および AMR 対
策の第一歩は，OECD が指摘するように疾病負荷の高
い HAI の全体像を把握することである．そのためには
各医療施設が，それらの HAI を対象としたサーベイラ
ンスを計画的また継続的に実施できる体制が整備されな

実行が AMR 対策を支える重要な柱であることは間違い
ない．
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国の抗菌薬適正使用指針
National Guidance for Antimicrobial Stewardship Program

本田 仁 HONDA, Hitoshi
東京都立多摩総合医療センター 感染症科
Division of Infectious Diseases, Tokyo Metropolitan Tama Medical Center

2016 年 4 月に厚生労働省より薬剤耐性（antimicrobial

に抗菌薬の適正使用が存在する．今回の「抗微生物薬適

resistance：AMR）アクションプランとして国の指針が

正使用の手引き」はいわば国の抗菌薬適正使用指針であ

示された ．アクションプランの達成の具体的な政策の

る．

1）

核となるものに抗微生物薬（抗菌薬を含む）の適正使用
が挙げられる．適正使用は医療機関のみならず，畜水産
業界など，広範囲の現場において “ ワンヘルスアプロー

Ⅱ．日本での抗菌薬使用の現状

チ ” という概念のもとで考慮されるべき事項である．ま

日本において抗菌薬はどの程度使用されているか，さ

た抗菌薬が適切に使用されることは医療の質・安全の分

らにそれは諸外国と比較してどうなのかということに関

野でも注目されるべき案件である．2017 年 6 月に厚生

しては，比較対象によっても異なるが入院，外来診療の

労働省より，
「抗微生物薬適正使用の手引き」が出され

いずれにおいても抗菌薬使用が過剰な場面が存在するこ

た ．これにより，今後，国主導で医療機関での抗菌薬

とが示唆されている．欧州および日本における人口千人

を適切に使用していくための教育，啓蒙が強化されてい

あたりの抗菌薬の使用量の比較において，日本は欧州の

くことが予想される．この項では厚生労働省から出され

中でちょうど中央値の部位に位置しており，これは抗菌

た，「抗微生物薬適正使用の手引き」を中心に抗菌薬の

薬の使用の改善の余地があることを示している（図 1）1）．

適正使用について解説していく．

さらに，日本での抗菌薬使用の 90％以上は経口抗菌薬

2）

Ⅰ．抗菌薬使用に伴う利益と不利益

であり，経口抗菌薬の使用の多い外来での処方が多いこ
とが示唆されている 1）．また IMS health という抗菌薬
の払い出しデータを用いた研究において，抗菌薬の詳細

抗菌薬を含む抗微生物薬は現代の医療において，感染

を見てみるとマクロライド系抗菌薬，フルオロキノロン

症を有する患者の治療という形で多大なる貢献をしてき

系抗菌薬，さらに第三世代セファロスポリン系の経口抗

ており，さらにそれはこれからも続くことが予想される．

菌薬の使用が高いことが示されており（図 2），これら

しかしながら，抗菌薬の使用に際に当然のことながら，

の抗菌薬使用削減が AMR アクションプランの中でもう

有害事象や，副作用が存在する．特に不必要，過剰な抗

たわれている．

菌薬使用が継続に続いた場合，その有害事象のもっとも
重要なものの一つである薬剤耐性（菌）の発生という事
象が起きる．薬剤耐性（AMR）の出現とその細菌によ

Ⅲ．抗菌薬適正使用とは

る感染症は，治療不応な状態という患者に重篤な結果を

抗菌薬適正使用の確定的な定義を示すことはなかなか

もたらすだけでなく，ヘルスケア全体に過剰な負担をか

困難である．英語ではしばしば antimicrobial stewardship

けることになる．そのため，この薬剤耐性の出現という

という言葉が使用されており 2， 抗菌薬の適正使用の根

有害事象を最小限にすることを目的としての政策の一つ

幹をなす概念は，抗菌薬は必要のあるときに適切に使わ
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日本の外来抗菌薬使用状況

文献 3）より改変

れることである．つまり抗菌薬が必要な病態であれば，

には当然，診断への努力を怠らないこと，抗菌薬が必要

適切な選択，用量，治療期間を守って使用することであ

である病態と必要でない病態を十分に把握しておくこと

る．これはまた抗菌薬の必要のない病態での抗菌薬使用

がカギとなる．なお今回の「抗微生物薬適正使用の手引

は慎むことも意味している．抗菌薬を適正使用するため

き」において，
抗菌薬の不適正使用は 1）不必要使用（抗
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微生物薬が必要でない病態において抗微生物薬が投与さ

CDC と欧州 CDC のエキスパートが出した抗菌薬適正使

れる状態）
，および 2）不適切使用（抗微生物薬が投与

用の指標によると，抗菌薬適正使用の指標は大きくイン

されるべき病態であるが，その状況における抗微生物薬

フラストラクチャー，プロセス，アウトカムの 3 群に大

の選択，使用量，使用期間が標準的な治療から逸脱した

別され，現状を把握するための指標に各群に項目が挙げ

状態）と定義している．

られている（表 1）6）．

上記の抗菌薬適正使用は，各医師の適切な感染症診療
を促す内容だが，実際の医療において，理想的な感染症
診療が展開されることには様々な障壁が存在する．その

Ⅳ．国の抗菌薬適正使用指針

ため，処方医師に対して具体的な介入を行って抗菌薬の

2016 年の AMR アクションプランが国主導で出された

適正使用を進めていく様な方策が取られており，この活

が，今後その行動計画が遵守されるための具体的な施策

動に対する様々な研究は欧米，アジア太平洋地域から見

が必要である．2017 年 6 月 1 日にその具体案である「抗

られる．抗菌薬適正使用のための教育，啓蒙，さらには

微生物薬適正使用の手引き第一版」が出された．総論で

迅速診断の強化（診断が早くなることにより，より適切

は抗菌薬の適正使用の概念が簡略化して明記されてお

な抗菌薬使用が行われる）だけでなく，処方者の行動に

り，抗菌薬使用の適応病態の定義がされている．ここで

抑制的な政策（抗菌薬の届け出制や許可制）
，処方後の

強調されていることは細菌感染症であることの診断を進

改善を求める政策（抗菌薬処方後監査とフィードバッ

めることが抗菌薬使用の適応を決める重要なステップで

ク）などが方策の一例としてあげられる．世界保健機関

あることを強調している点と，細菌感染症であっても自

（World Health Organization：WHO）は薬剤耐性対策の

然軽快する感染症（急性下痢症など）があり，それらを

指針を出し，さらに米国感染症学会でもそのような抗菌

十分把握することが処方医師の臨床能力として把握すべ

薬の適正使用における具体的な推奨ガイドラインも発行

き事象であることが踏み込んで記載されている．実際に

されており，抗菌薬の適正使用に対する認識が世界中で

外来で抗菌薬が必要な病態は限られている．また，外来

高まっている

診療の症例では対応が困難な患者は存在する．その際に

．

4, 5）

具体的に抗菌薬適正使用を進める際には適切にデータ

は適切な医療機関に搬送する，培養を適切に採取する旨

をモニタリングすること，さらにそのデータは何を評価

が書かれており，その臨床的な判断を適切に外来で進め

しているのか指標を確認することが必要である．米国

ることの重要性があらためて強調されている．
さらに重要な視点として，抗菌薬が処方された患者に

表１ 米
 国 CDC と欧州 CDC のエキスパートによる
ASP の指標

対する内容も記載されている．当然のことだが，抗菌薬

インフラストラクチャー
・抗菌薬適正使用のための正式な ASP が施設に存在する
・病院内に正式な組織下された ASP が構成されている（多
面的チームの存在など）
・ASP を行うチームが存在している
・医師が ASP のチームのリーダーとして存在している
・薬剤師が施設内で抗菌薬の使用のモニタリングをしている
・ASP の活動に対して、給料のサポートがある
・病院の IT を駆使した形で ASP が存在する

親など患者側の人々にも十分に伝えられる必要がある．

病院のポリシーと実際の臨床
・施設の特性を考慮した形で，特定の治療の推奨が存在する
・抗菌薬使用における適応の記載が抗菌薬にされる
・許可制がある
・処方後監査が存在する
モニタリングとフィードバック
・経年的な抗菌薬の感受性のレポートが存在する（local
antibiogram）
・抗菌薬治療の適応をモニタリングしている
・外科の抗菌薬予防投与をレビューしている
・抗菌薬の使用量をモニタリングしている
・ASP のための年報がある
文献 6）より作成
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適正使用の概念は医療従事者のみならず，患者，患児の
そのため，手引きの内容は非医療従事者にも読んでいた
だきたい旨が記載されている．また，抗菌薬が処方され
た際には最後まで処方通り服用することや，服用中止の
推奨が出た時に，抗菌薬が余ったからといって取ってお
き，後に服用することなど無いように注意点が記載され
ている点など，一歩踏み込んだ内容になっている．さら
に総論の最後の項では抗菌薬以外での一般的な感染症予
防に配慮されるべき事項として，手指衛生の必要性，必
要なワクチン接種の必要性，
咳エチケットの適応と方法，
うがいの科学的根拠の検証が短くまとめられている．抗
菌薬の適正使用に伴うこれらの補助的な内容は抗菌薬の
適正使用が抗菌薬の処方だけに目を向けられがちな状況
から，より包括的な感染症診療の概念，予防医療の必要
性を端的に述べている点でも特徴的であり，患者に理解
いただくツールとしても非常に良い内容が含まれてい
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ングでは十分なコミュニケーションスキルが必要であ

る．
今回の手引きは総論的な内容に加え，外来診療，主に

る．患者−医師信頼関係の構築と抗菌薬の適正使用は関

気道感染症と急性下痢症に焦点を当てた抗菌薬の適正使

連しており，これらの内容が手引きに含まれていること

用に関して記載されている．それらの感染症診療では，

は良い意味で非常に野心的な手引きであるといえる．な

原則として抗菌薬が必要のない旨が明確に記載されてい

お，各感染症の抗菌薬使用の各論に関しては今特集の各

る．この手引きはまた，成人，小児（原則として免疫不

論の項を参照いただきたい．

全など，基礎疾患のない，学童以上の患者が対象）にお
いての推奨であることは手引きの利用にあたり留意いた
だきたい．

Ⅴ．国の抗菌薬適正使用指針の課題

第一版として，気道感染症，急性下痢症に焦点がおい

「抗微生物薬適正使用の手引き第一版」の中では，総

ていることについては幾つか理由があるが，やはり本邦

論での理論的根拠，さらに特定の感染症に関しての抗菌

での現状の抗菌薬使用に関する状況を反映したものであ

薬の適正使用のガイダンスが示されたことは大きな一歩

ることが大きな要因である．本邦の抗菌薬の使用量は比

である．数々のガイドラインが，抗菌薬の具体的な使用

較対象にもよるが，決して少なくない．前述のように，

に関する事項を述べたものが多い中，この手引きのよう

毎日 200 万人に抗菌薬が処方され，そのうちの 90％以

に抗菌薬の必要のない病態が示されていることは画期的

上が経口抗菌薬であり，とりわけ，経口の第 3 世代セフ

である．ただし内容に関しては，作成までのタイムライ

ァロスポリン，フルオロキノロン系抗菌薬，マクロライ

ン，関与する作業部会，委員会などの限られた人員での

ド系抗菌薬の過剰使用が示唆されている．その後，DPC

作成のため，現在のガイドラインの作成で主に用いられ

データを用いた研究においても小児の処方状況におい

る GRADE システムなどの採用がなされていない．しか

て，第 3 世代セファロスポリン，マクロライド系抗菌薬

しながら，米国のガイドラインにもこの形態のように適

の抗菌薬の処方が多かったことが示されている ．異な

切な論文の紹介の元作成されたガイドラインもあり，
「抗

るデータソースで同様の結果が出ていることは，その結

微生物薬適正使用の手引き第一版」の内容はいわゆる内

果の信頼性を担保する上で有益である．この状況から推

科や感染症のバイブルのような教科書などに記載されて

測されことは，経口抗菌薬の処方は主に医療機関の外来

いる内容からも大きな逸脱はなく，感染症診療としては

セッティングであることである．外来の現場で，抗菌薬

標準的な内容であると思われる．これらの内容の妥当性

による治療が必要のない状況で，多く処方される現状は

をさらに担保する上でも，英語での手引きが出され，そ

どのような場面かに関しては，日本での過去の研究結果

れが国外のこの分野のエキスパートからの peer-review

は参考になる．特に気道感染症での処方が多かったとい

のような形で評価されればさらに理想的であると考え

う研究において，60％程度の上気道感染症の外来患者に

る．今回，抗菌薬の適正使用は，主に外来で遭遇する疾

おいて抗菌薬が処方されていたことが示唆されている ．

患を中心に記載されたが，学童未満の小児の際の外来で

また具体的な頻度を示すデータが少ないが胃腸炎（食中

の抗菌薬適正使用，入院診療のセッティングにおける抗

毒も含む）場面での抗菌薬使用が多いことは容易に想像

菌薬適正使用など介入が必要である可能性の分野が残さ

ができるであろう．また処方が数多くされている抗菌薬

れており，同様の手引きが出されることに期待したい．

のスペクトラムからも，これらの感染症が背景に過剰処

今回抗菌薬の具体的な用量に関しての推奨は持ち越され

方されている可能性があることが示唆される．これらの

た．これは標準的治療の用量には幾つか存在し議論があ

ことから，今回のガイドライン第一版では気道感染症と

ること，さらに添付文書上の最大用量と実際の推奨量と

急性下痢症においての抗菌薬使用の適正化に焦点を当て

の間の乖離が見られることが主な要因であると思われ

ているのは至極，理論的である．また各論においては，

る．この点に関しては引き続き議論されることが望まし

今回の手引きで特徴的なものの一つに抗菌薬を処方しな

く，さらに現在の医療にあった周辺事象の変更，改訂も

い時の患者への説明で重要な要素が記され，説明例も挙

求められるであろう．今後の改訂に期待したい．

7）

8）

げられていることである．特に処方がない時に，患者側

この手引きが実際の日常診療に反映されるための政策

は不安を感じる可能性があることを十分理解して，その

が必要である．今後ダイジェスト版が出される予定であ

時に，何が必要なのかを明確に述べることは感染症診療

り，それは情報を流布する一つの方法であるだろう．各

においては必要であり，とりわけ外来のようなセッティ

地域で勉強会などが催されることは教育・啓蒙の機会と
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して有益であると思われる．ただこれはあくまで医師の
資質に依存した受動的政策であり，手引きに沿わない診
療がなされる，抗菌薬が過剰に処方される状況があって
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急性気道感染症の診療のコツ
Tips for clinical practice of acute respiratory infection

山本 舜悟 YAMAMOTO, Shungo
京都大学医学部附属病院総合臨床教育・研修センター 臨床研究教育・研修部
Integrated Clinical Education Center, Kyoto University Hospital

2017 年 6 月 1 日に「抗微生物薬適正使用の手引き 第

表１

一版」が厚生労働省から発行されました．筆者は作業部
会の一員としてこの手引き作成に関わりました．本手引
きを踏まえながら，急性気道感染症診療について述べた
いと思います．

Ⅰ．なぜ急性気道感染症に対する抗菌薬
の適正使用が必要なのか？
2016 年 4 月に薬剤耐性（AMR）対策アクションプラ
ンが閣議決定されました．これによれば，ヒトの抗微生
物剤の使用量の約 3 分の 1 を削減し，微生物の薬剤耐性
1）
率も大幅な低下を目標にしています（表 1，2）
．日常

臨床での抗菌薬適正使用は，医療従事者，及び患者を含
む医療に関わるすべての者が対応するべき最重要の分野
の一つです．
このアクションプランが策定された背景には，薬剤耐
性菌が深刻な国際的問題になっていることがあります．

 トの抗微生物剤の使用量（人口千人あたり
ヒ
の一日抗菌薬使用量）の削減目標 1）
指

標

2020 年（対 2013 年比）

全体

33％減

経口セファロスポリン，フル
オロキノロン，マクロライド

50％減

静注抗菌薬

20％減

表２

 な微生物の薬剤耐性率（医療分野）の低下
主
目標 1）
2014 年

2020 年（目標値）

肺炎球菌のペニシリ
ン耐性率

指

標

48％

15％以下

黄色ブドウ球菌のメ
チシリン耐性率

51％

20％以下

大腸菌のフルオロキ
ノロン耐性率

45％

25％以下

緑膿菌のカルバペネ
ム耐性率

17％

10％以下

大腸菌・肺炎桿菌の
カルバペネム耐性率

0.1 〜 0.2％

同水準

「適切なアクションがとられなければ，
薬剤耐性菌による死亡は 2050 年までに世界で年間

いと焼け石に水になりかねません．

1000 万人にものぼり，癌による年間死亡者数を超える

2005 年の企業健保のレセプトデータを用いた研究に

だろう」
（Johnny The Review on Antimicrobial Resistance

よると上気道感染症による受診の約 60％に抗菌薬が処

Chaired by Jim OʼNeill. Antimicrobial Resistance：Tackling

方されていました 3）．医療機関別の抗菌薬の処方割合は，

a crisis for the health and wealth of nations. 2015.）と推

病院では 40％を中心に，診療所では 90％を中心に分布

定されています．

していました．処方された抗菌薬の種類の内訳は，第 3

抗菌薬使用動向調査システム（JACS）によるサーベ

世代セファロスポリン 46％，マクロライド 27％，キノ

イランスデータによると，国内で処方される抗菌薬の

ロン 16％，ペニシリンは 4％でした 3）．また，2005 年

90％以上が経口薬でした 2）．おそらく外来での抗菌薬処

から 2014 年の診療報酬データベースによる外来での未

方量が圧倒的に多いと考えられます．病院内での抗菌薬

就学児に対する上気道感染症に対する抗菌薬使用に冠

適正使用も大切ですが，外来での抗菌薬使用を削減しな

する調査によると，第 3 世代セファロスポリンが 38％，

急性気道感染症の診療のコツ
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マクロライド系が 26％，
ペニシリン系が 16％でした（小

な自然経過はまず，微熱や倦怠感，咽頭痛が起こり，続

児なのでキノロン系は 4％と少なめでした） ．前述の

いて鼻汁や鼻閉を生じ，その後咳や痰が出てくるように

JACS による 2013 年の調査でも経口セファロスポリン，

なります．発症から 3 日目前後が症状のピークで，7 〜

フルオロキノロン，マクロライドの使用が多く，ペニシ

10 日間で軽快していきます．咳は 3 〜 4 週間ほど続く

リンの使用が少ないのが特徴でした ．諸外国に比べる

こともあります．このタイプはウイルス感染症のことが

と，ペニシリン以外の広域抗菌薬の使用割合が多いのが

多く，原則として抗菌薬投与の適応はありません．自然

我が国の特徴です．

経過から外れて症状が進行性に悪化する場合や，いった

4）

2）

薬剤耐性対策アクションプランの目標を達成するに

ん軽快傾向にあったものが再増悪した場合は二次的な細

は，外来における急性気道感染症に対する抗菌薬使用量，

菌感染症の合併を考慮します．

特に広域抗菌薬使用の削減が鍵になります．

2 ）急性鼻副鼻腔炎型

Ⅱ．急性気道感染症における抗菌薬の適
応について
外来での不適切な抗菌薬使用をいかに減らすか？とい
う手段の一つとして，急性気道感染症と急性下痢症につ

くしゃみ，鼻汁，鼻閉が主症状のタイプで，発熱の有
無は問いません．鼻汁の色だけではウイルス感染症か細
菌感染症かの区別はできません．症状が二峰性に悪化す
る場合 (double sickening) は細菌感染症を疑います．
3 ）急性咽頭炎
喉の痛みを主症状とするタイプです．原因の大半はウ

いて「抗微生物薬適正使用の手引き」が作成されました．

イルス性で，細菌性は全体 10％程度（小児では 15 〜 30

この手引きは「基礎疾患のない，成人及び学童期以上の

％）と言われます．
ポイントの 1 つは「痛いのは本当に喉かどうか」にあ

小児」を対象にしています．
手引きでは，急性気道感染症の病型分類として，米国

ります．急性心筋梗塞のように頸部への放散痛として

内科学会及び日本内科学会専門医部会による分類を参考

「喉の痛み」を訴えて受診する場合があるからです．嚥

にしています（表 3）
．これは，急性気道感染症を鼻症

下痛を伴うかどうか，咽頭や扁桃の炎症所見を伴ってい

状（鼻汁，
鼻閉）
，咽頭症状（咽頭痛）
，
下気道症状（咳，
痰）

るかを確認し，もしなければそれは咽頭炎である可能性

の 3 系統の症状によって感冒（非特異的上気道炎，普通

は低く，非感染症の致死的病態（急性心筋梗塞やクモ膜

感冒），急性鼻副鼻腔炎，急性咽頭炎，急性気管支炎の

下出血，頸動脈解離，椎骨動脈解離）からの放散痛を考

4 つの病型に分類するものです．抗菌薬の適応は表の通

慮する必要があります．また，感染症で危険な咽頭痛に

りです ．この分類に準拠して国内のプライマリケアセ

は急性喉頭蓋炎と深頸部膿瘍（扁桃周囲膿瘍，
咽後膿瘍，

ッティングで行われた，成人の急性気道感染症患者を対

Ludwig アンギーナなど）があります．人生最悪の喉の

象にした研究では，抗菌薬が処方されたのは 5 〜 7％で

痛み，開口障害，つばを飲み込めない（流涎）
，tripod

した ．

position（三脚のような姿勢），吸気性喘鳴（stridor）と

1 ）感冒

いったレッドフラッグサインがあれば，これらを疑い，

5）

6）

せき，はな，のどの 3 症状が「同時に」
，「同程度」存
在する病態で，発熱の有無は問いません．感冒の典型的

表３

急性気道感染症の病型分類 5）より作成

病

型

鼻汁・
咽頭痛 咳・痰 抗菌薬の必要性
鼻閉

感冒

△

△

△

原則なし

急性鼻副鼻腔炎

◎

×

×

中等症又は重症
例のみ

×

A 群連鎖球菌が
検出された場合
のみ

◎

原則なし
（百日咳を除く）

急性咽頭炎
急性気管支炎

×
×

◎
×

◎は主要症状 △は際立っていない程度で他症状と併存
×は症状なし〜軽度
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緊急気道確保ができる体制を整えるべきです．
A 群溶連菌咽頭炎の可能性について，Centor の基準
あるいはその修正基準である McIsaac の基準が用いら
7）
れます（表 4）
．咽頭炎患者について 0 点で 8％，1 点

で 14％，2 点で 23％，3 点で 37％，4 点で 55％ A 群溶
連菌感染があったと報告されています 8）．

表４

A 群溶連菌感染症についての McIsaac による
修正基準 7）

・発熱 38℃以上 1 点
・咳がない 1 点
・圧痛を伴う前頚部リンパ節腫脹 1 点
・白苔を伴う扁桃腺炎 1 点
・年齢：3〜14 歳 ＋1 点，15〜44 歳 0 点，45 歳〜−1 点

特
表５

集

胸部レントゲンを必要としない状況 10）

ことができますが，残念ながら原稿執筆の時点で，タ

基礎疾患のない若年者（非高齢者）では
・バイタルサインの異常（脈拍 100/分以上，呼吸数 24/分
以上，体温 38℃以上）
・胸部聴診所見の異常
どちらもなければ，通常胸部レントゲンは不要

イムマシンの発明は確認できません．そこで人類が編み
出したのがランダム化比較試験（RCT）です．RCT は，
反事実である理想の比較対象にもっとも近い比較対象を
もつ研究デザインです．RCT を系統的に集めて解析し
たコクランレビューによると，普通感冒や急性鼻炎に対

4 ）急性気管支炎
咳が主症状のタイプで，
発熱や痰の有無は問いません．

して抗菌薬を処方しても，
治癒が早くなるわけではなく，
成人では抗菌薬による副作用がプラセボ群よりも 2.62

急性気道感染症による咳嗽は 2 〜 3 週間続くことも少な

倍（95％信頼区間 1.32 〜 5.18）起こりやすくなると報

くありません．平均 17.8 日間持続すると報告されてい

告されています 11）．

ます 9）．

また，大規模な観察研究の結果からも風邪症候群に対

急性咳嗽では，頻度の観点から肺炎との鑑別が重要で

する抗菌薬の合併症予防効果はほとんどないことがわ

す．実は急性気管支炎には明確な定義があるわけではな

かっています．2007 年に発表された研究では，上気道

く，「咳や痰，発熱を主症状とする病態の中で肺炎では

炎後の肺炎，咽頭炎後の咽頭膿瘍，中耳炎後の乳突蜂

ないもの」を急性気管支炎と呼んでいることが多いで

巣炎の予防効果としての治療必要数（Number Needed

す．肺炎を除外するために胸部レントゲンが撮影されま

to Treat：NNT）は 4000 を超えると報告されました 12）．

すが，米国内科学会の指針では，通常胸部レントゲンが

抗菌薬には一定の割合で副作用（皮疹や吐き気，下痢な

必要でない場合として表 5 のような条件が挙げられてい

ど）が起こること，耐性菌のリスクなどを考えると，1

ます

人の肺炎を予防するために約 4000 人に無駄な抗菌薬を

．

10）

Ⅲ．上気道炎に抗菌薬はどれくらい「効
く」のか，あるいは「効かない」の
か？

処方するのは，割に合わないことです．別の研究では，
非特異的な気道感染症に対して抗菌薬は肺炎による入院
を有意に減らしたというものがありますが，その NNT
は 12255 でした 13）．1 万 2 千人以上に抗菌薬を投与して
はじめて 1 人の肺炎の入院を減らすという意味です．や

以前は確かに，風邪に対して細菌感染症合併の予防効

はり普通の風邪患者さん全例に抗菌薬を処方すること

果を期待して，抗菌薬（抗生物質）が処方されることが

は，患者さんに対してメリットよりもデメリットの方が

少なくありませんでした．しかし，この 10 数年の研究

大きいと思います．

結果から，こうした予防効果はほとんどないことがわか
ってきています．
一方で，患者さん側は風邪をひいたら抗菌薬を飲むと

Ⅳ．患者満足度を上げるための説明

治る，という経験を重ねることにより，あたかも風邪に

これまで風邪をひいたら抗菌薬を処方されるのが当た

は抗菌薬が効くかのように刷り込まれてきました．しか

り前だった患者さんの立場からすれば，手のひらを返し

し，実際には抗菌薬を飲まなくても自然に治ったのかも

たように「抗菌薬は処方しません」と言われても驚かれ

しれません．
「使った，治った，効いた」という単なる

てしまうかもしれません．抗菌薬を処方する，しないに

前後関係を因果関係と思ってしまうことを「三た論法」

関わらず，表 6 のような点について説明を行うことが大

と言います．学会のエラい先生方も時々誤解しています

切だとされています．これらの要素を踏まえた説明を行

ので，一般の患者さんが「風邪には抗生物質が効く」と

う訓練を受けた医師は，受けなかった医師と比べて有害

思ってしまうのも無理のないことです．
「患者が欲しが

事象を増やすことなく，抗菌薬の処方を 30 〜 50％減ら

るから抗菌薬を処方する」という人には，そんな患者さ

すことができたとされています 5）．抗菌薬の代わりに，

んを誰が作ったのかを考えてもらいたいと思います．
因果関係を考えるには，抗菌薬を使わなかった人はど

「適切な説明を処方」することは，患者満足度を損なう
ことなく，不必要な抗菌薬処方を減らす効能があるので

うなったか？を知る必要があります．タイムマシンがあ

す．
「抗菌薬を欲しがる患者」を作ったのが医師ならば，

れば，一人の人で抗菌薬を飲んだ場合と飲まなかった場

逆のことを行えば，時間はかかったとしても「抗菌薬を

合（反事実）を比較して，効果があるかどうか検証する

欲しがらない患者」を育てることも可能なはずです．
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表６ 急
 性気道感染症の診療における患者への説明
で重要な要素 5）
1）情報の収集
・患者の心配事や期待することを引き出す．
・抗菌薬についての意見を積極的に尋ねる．
2）適切な情報の提供
・重要な情報を提供する．
−急性気管支炎の場合，咳は 4 週間程度続くことがある．
−急性気道感染症の大部分は自然軽快する．
−身体が病原体に対して戦うが，良くなるまでには時
間がかかる．
・抗菌薬に関する正しい情報を提供する．
・十分な栄養，水分をとり，ゆっくり休むことが大切である．
3）まとめ
・これまでのやりとりをまとめて，情報の理解を確認する．
・注意するべき症状や，どのような時に再受診するべき
かについての具体的な指示を行う．

・不安があると待ち時間は長く感じる
→患者が不安がっている症状があれば，「よくある症状で，
決して珍しいものではないですよ」など説明して，不安
の解消に努める。
・待ち時間がわからないと長く感じる
→どれくらい待てばよくなるのかわからないと，病気にか
かっている期間が長く感じてしまいかねないので，例え
ば「一般的には，最初の２，３日が症状のピークで，そ
の後 7 〜 10 日間かけてゆっくりとよくなっていきます。
これは，残念ながら抗生物質を飲んでも飲まなくてもあ
まり変わりありません。咳は比較的長引くことが多く，
3 〜 4 週間続くことも珍しくありません」と今後の見通
しを伝える。
・理由もなく待ちたくない
→発熱が心配だと思う患者に対して「熱が続くと心配でし
ょうけれど，熱は身体がウイルスと戦う一種の防御反応
なので，熱が出ていること自体は心配しなくても大丈夫
ですよ」と熱が出ている理由を説明する。

1 ）適切な情報収集について

3 ）まとめと再受診についての具体的な指示

上気道感染症診療における医師患者関係については，

最後にこれまでのやりとりをまとめて情報の理解度を

20 年も前から英国をはじめとした欧州で盛んに質的研

確認します．また，どのような症状が出てきたら再受診

究が行われてきました．その結果示唆されたことは，患

するべきかを具体的に伝えることも大切です．抗菌薬を

者側の期待は抗菌薬そのものが欲しいというよりは，
「早

もらわなかった親の中で，今後よくならなかった場合に

くよくなって欲しい」というものなのですが，診療に対

抗菌薬が必要になる可能性の提示を受けた親は，受けな

する希望なり不満なりを医師に伝えると「ああ，この人

かった親よりも満足度が高かったという報告もありま

は抗菌薬を欲しがっているのだな」と医師が受け取って

す 17）．

しまいがちということでした 14）．

とはいえ，
「悪くなったらまた来てください」という

これを誤解したまま安易に抗菌薬を処方してしまう

セイフティ・ネットのアドバイスが曖昧すぎると混乱を

と，
「抗菌薬を飲んだから治った」
という患者を作り出し，

招きかねません．「心配だったら」
，
「悪くなったら」ま

悪循環になるという構図です．患児の親や患者の満足度

た来てください，というアドバイスは「どのくらい心配

は抗菌薬処方の有無と必ずしも関連はなく，多くは安心

した場合なのか」
，「どのくらい悪化した場合なのか」が

や詳しい情報，苦痛の軽減を求めているだけにも関わら

伝わらず，また，曖昧で相反するようなアドバイスをし

ずです

てしまうと患者側はどうしていいかわからなくなってし

．
「説明が面倒くさいからとりあえず抗菌薬出

15）

しておこう」では問題解決にはなりませんし，患者を抗
菌薬の副作用や耐性菌のリスクにさらすだけで有害です
らあります．よかれと思った忖度のためにお互いが不幸
になりかねません．医師は患者の心配事や期待を積極的
に聞き出す必要があります．

まいます 18）．
再診指示は具体的に伝える必要があります．

Ⅴ．ネガティブな説明とポジティブな説明
「ウイルス感染症です．
特に有効な治療はありません」，

2 ）適切な情報提供の重要性

「抗菌薬は必要ありません」というようなネガティブな

「風邪は抗菌薬なしでも自然に治ります」と言われた
場合，患者の身になってみれば，
「それではどれくらい

言葉による説明は不満を抱かれやすく，抗菌薬以外の支
持療法が受け入れられにくいとされます 18, 19）．

で治るのか？」という疑問が出てくるのが自然ではない

これに対して，例えば「寝る前に咳が治まるまでハチ

でしょうか？経営コンサルタントのマイスター氏は待ち

ミツをティースプーンであげるといいですよ」のような

時間に関する 8 つの法則を発表しています

．そのう

ポジティブな言葉による推奨は受け入れられやすいよう

ちの「不安があると待ち時間は長く感じる」
，
「待ち時間

です（注：ただし，ハチミツはボツリヌス中毒のリスク

がわからないと長く感じる」
「理由もなく待ちたくない」
，

のため，1 歳未満は禁忌）20）．

16）

の 3 つの法則は，医師から患者への病気の経過説明を考
える上で参考になります．
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ポジティブな言葉による推奨のみを行った場合，ネガ
ティブな言葉による推奨のみを行った場合，両方の推奨

特
表７ コミュニケーション方法と抗菌薬処方の関連 20）
コミュニケーション方法

調
整
リスク比

95％
信頼区間

P値

ポジティブな推奨のみ

0.48

0.24-0.95

0.04

ネガティブな推奨のみ

0.18

0.02-1.43

0.11

両方の推奨

0.15

0.06-0.40

<0.001

表９

集

 炎を疑わない急性咳嗽患者における入院ま
肺
たは死亡及び再受診の傾向スコアで調整した
24）
リスク比（95％信頼区間）
30 日 間 以 内 の 症 状 遷 延または
入 院または死 亡 悪化による再受診

を行った場合を比較すると，両方の推奨を行った方が抗

抗菌薬なし

1.00

1.00

すぐに処方

1.06（0.63-1.81）

0.98（0.90-1.07）

DAP

0.81（0.41-1.64）

0.64（0.57-0.72）

菌薬の処方は少なく，患者の点数づけも高かったと報告
20）
されています（表 7）
．ネガティブな言葉による推奨，

たは悪化による再受診は，DAP 群で有意にリスク低下

説明だけでなく，
なるべくポジティブな言葉による推奨，

24）
と関連していました（表 9）
．

説明も行うことが満足度を損なわずに抗菌薬処方を減ら
すコツのようです．

このように DAP は，悪いアウトカムをほとんど増や
さずに抗菌薬の使用を減らすことに有効だと考えられま

Ⅵ．Delayed Antibiotic Prescription
（抗菌薬の延期処方）とは
近年，急性気道感染症における抗菌薬使用削減のため

す．

Ⅶ．最後に

手引きでは，診療の手順についての目安や具体的な処
方，説明例についても解説しています．一人ができるこ

の戦略として Delayed Antibiotic Prescription（DAP）に

とは限られていたとしても 1 歩でも 1 ミリでも前進し，

関するデータが集まってきています．簡単に言えば，
「少

限られた資源である抗菌薬を次の世代でも使えるように

し様子をみてよくならなかったら抗菌薬を使いましょ

残しておくことが我々の世代の責務ではないかと思いま

う」というアプローチです．

す．

2013 年 2 月までの 10 件の RCT，3157 人を解析した
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小児科領域でいかに抗菌薬適正使用を進めるか
How to Promote Antimicrobial Stewardship in Pediatrics

宮入 烈 MIYAIRI, Isao
国立成育医療研究センター 感染症科
Division of Infectious Diseases, National Center for Child Health and Development

されることも少なくない．ナショナルデータベースを用

要旨

いた検討では，6 歳以下の小児における上気道炎に対す
る抗菌薬処方率は 66.4％パーセントにも上っている 3）．

薬剤耐性（AMR）対策における最大の鍵は，一般外

うち第三世代セフェムの処方率は（38.3％），マクロラ

来における抗菌薬適正使用の推進である．特に「かぜ」

イド系（25.8％）, ペニシリン系は（16.0％）であった．

にかかり外来を受診する機会の多い小児において適正使

原則として上気道炎はウイルスによる自然軽快する疾患

用を推進することは本対策の重要課題である．しかし，

であり，これらのほとんどは不適切な処方と思われる．

小児における「かぜ」には重篤な感染症が潜んでいるた

なお，非小児科医による処方（OR ＝ 2.11，CI：2.08–

め「かぜに抗菌薬は使用しない」という短絡的な推奨は

2.14）や時間外処方（OR ＝ 1.64，CI：1.61–1.68）が抗菌

これを見逃す危険性をはらんでいる．そこでまずは，小

薬使用を助長することも明らかになっており，小児の診

児における感染症を臨床的に分類し，疫学に基づいて細

療に関わる医療従事者を幅広く啓発する必要がある．

菌感染症のリスクを評価し，除外すべき合併症に配慮す

次に，小児は病原体や耐性菌の伝播に関わる事が多い

る事が求められる．リスクの正確な見積もりが可能な場

ことが挙げられる．集団生活によって多くの感染症が伝

合でも，診療医の判断にはある程度の幅があることが予

播することは周知の事実である 4）．例えば，インフルエ

想される．これを是正するために，診療所ごとの処方パ

ンザの伝播防止のためにかつては学校での集団接種が行

ターンを可視化し，自施設で行っている処方をベンチマ

われ成果を上げていた 5）．現在も学校保健安全法に基づ

ークと照らし合わせる事で行動変容につなげる方策が考

く登校基準や学級閉鎖の措置がなされている．他にも肺

えられる．他に，患者啓発や予防接種の推進など複数の

炎球菌ワクチンの接種によって小児の肺炎球菌感染症が

手段を含めた多面的なアプローチが必要である．

減少するだけではなく，二次的な効果として高齢者の肺

Ⅰ．薬 剤耐性（AMR）対策における小
児の重要性
AMR 対策において小児は極めて重要なターゲットで

炎球菌感染症が減少したと報告されている 6, 7）．このよ
うに小児の感染症をコントロールすることで，他の年代
層も感染症から守られるというエビデンスも集積されつ
つある．小児の耐性菌保菌者を減らすことは社会防衛的
にも重要と思われる．

ある．まず，小児は感染症に罹患する頻度が高く ，医

更に，小児の場合，患者説明の対象は主に保護者であ

療機関を受診する割合も高いため，抗菌薬処方の対象と

る．子どもを持つ成人の世代は社会の中核を担い世論を

なる可能性が高い．乳幼児は年に平均 6 〜 8 回感冒に罹

形成する世代でもあり，小児の適正使用を進めることに

患し，その後年齢とともに罹患する回数は減少する

よって社会全体への啓発が期待される．

1）

．

1, 2）

単純計算で小児期に 50 回以上罹患すると推計される．
この集団において，
「かぜに抗菌薬」がルチーンで処方
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Ⅱ．小児感染症の特殊性

量はほぼ一定であるため，アンプル数などを用いる事が
出来る．それに対して体重に大きな幅のある小児では抗
菌薬使用量として何を用いるべきかは不明な点が多い．

小児における感染症は成人とは大きく異なる．急性気

我々の取り組みからは，体重で補正した標準的な抗菌薬

道感染症を考えた場合でも，小児の場合は感冒・鼻副鼻

使用密度と，使用日数（days of therapy：DOT）には高

腔炎・咽頭炎・気管支炎・肺炎などに加え，クループ症

い相関が認められ，より簡便な指標である DOT が使用

候群，細気管支炎を考慮する必要がある．また，ウイル

出来る事が確認されている．

ス感染症に中耳炎・細菌性副鼻腔炎・細菌性肺炎が合併

抗菌薬の使用量が減る事はコストの面では大きな成果

する事もしばしばあり，その鑑別には訴えが不確かで身

であるが，臨床的な指標を用いて成果を強調することが

体所見の取りにくい子どもの診療に精通していることが

プログラムの維持には重要である．比較的成果が表れや

求められる．更に，年齢に応じて考慮すべき病原体や病

すい指標として，カルバペネムの使用量と緑膿菌のカル

態が変わる．例えば，新生児の発熱，乳幼児におけるフ

バペネム感受性が挙げられる．実際に，カルバペネム系

ォーカス不明の発熱には髄膜炎，菌血症や尿路感染症を

抗菌薬の使用量の増加と減少に伴い，感受性が悪化ある

考慮する事が必要となる．また，抗菌薬のなかには，小

いは改善することが確認されている 12）．

児に特有の副作用が知られているものがある 8）．
2017 年 6 月に微生物薬適正使用の手引きが厚生労働

＜一次診療における抗菌薬適正使用＞

省より発行された ．この第一版で対象となっているの

一般外来における抗菌薬処方を病院における許可制の

9）

は学童期以降の小児およびそれ以降の成人のみである．

ような形で著しく制限することは，現実的ではない．診

学童期未満の小児，すなわち新生児・乳幼児で考慮すべ

療に当たる医師が自らの診療を振り返り適正化していく

き前述の病態を，この手引きで取り扱う事は困難と判断

ことが望ましい．従来の診療スタイルを変えていくこと

されたためである．小児における診療の手引きを考える

は容易ではないが，世界各地で外来における適正使用を

場合は，「かぜの患者」における細菌感染症のリスクを

推進するための試みがなされ，いくつかの示唆が得られ

評価する事を考える必要がある．本来は，問診や身体診

ている．

察を行えることが前提であるが，紙面でこれを担保する

①

ことは難しく，これが小児における抗菌薬の適正使用の

抗菌薬が必要な状態と不要な状態を明らかにする
かぜ症候群で受診した小児を臨床的に分類し，臨床病

名ごとに細菌感染症のリスクを正確に評価することが出

むつかしさでもある．

Ⅲ．小児の抗菌薬適正使用を進めていく
ための具体的方策
＜二次・三次医療機関における抗菌薬管理プロ
グラム＞

来れば，冷静な判断のもと適切な処方をすることが可能
と思われる．各国で外来診療を想定したガイドラインが
作成されている 13-15）．国内では「小児呼吸器感染症ガイ
16）
ドライン」
や「小児上気道炎および関連疾患に対する

抗菌薬使用ガイドライン」17）などが存在する．
実際に小児の呼吸器感染症を考えた場合には，臨床的

小児病院において抗菌薬適正使用を進める手法はここ

に感冒・鼻副鼻腔炎，咽頭炎，喉頭炎（クループ症候群），

．成人と同様に，病院の方

細気管支炎，気管支炎，肺炎と分類することが可能であ

針として抗菌薬の適正使用を進めることが明示された施

る（表）．そのほとんどは抗菌薬が必要ないウイルス疾

設では，広域の抗菌薬処方を許可なく処方することが制

患であり，抗菌薬が必要となる状態は，A 群β溶血性連

限され，一部の病院では小児感染症専門医によるコンサ

鎖球菌による咽頭炎，細菌性副鼻腔炎，細菌性中耳炎，

ルテーションを通して代替え薬を提示し診療の質を担保

細菌性肺炎，非定型肺炎にほぼ限定される 16）．治療対

するシステムが構築されている．その他に，培養検査に

象となる菌種を考えた場合は，A 群β溶血性連鎖球菌，

おける検出菌の薬剤感受性結果を比較的狭域の抗菌薬に

肺炎球菌が中心で，多くの場合はアモキシシリンを十分

制限する事，院内の教育，ガイドラインの作成等をセッ

量投与することで対応可能である．治療反応が悪い例や

トで行うことが挙げられる．

病態によっては，耐性のインフルエンザ菌やモラキセラ

数年で確立されつつある

10, 11）

抗菌薬適正使用の直接の指標は，広域抗菌薬の処方量
自体である．成人の場合は患者ごとの一回の抗菌薬使用
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表 小児の呼吸器感染症における抗菌薬投与の目安
臨床病名

原

比較的よく認められる細菌性感染症や
鑑別への対応

則

重大な鑑別（感染症）

上気道炎
ウイルス性で自然軽快するため抗 急性副鼻腔炎における抗菌薬投与の目 細菌性肺炎
（感冒・鼻副鼻腔炎） 菌薬は使わない
安：10 日間以上続く鼻汁・後鼻漏や 潜在性菌血症
日中の咳を認めるもの．39℃以上の発 副鼻腔炎の合併症としての
熱と膿性鼻汁が少なくとも 3 日以上続 （眼窩蜂窩織炎・脳膿瘍など）
き重症感のあるもの．感冒に引き続き，
1 週間後に再度の発熱や日中の鼻汁・
咳の増悪が見られるもの．
咽頭炎

溶連菌以外の咽頭炎は原則ウイル 反復する咽頭炎の鑑別として，周期 深頸部膿瘍
ス感染症であり治療は必要ない
性 発 熱・ ア フ タ 性 口 内 炎・ 咽 頭 炎・
頸部リンパ節炎症候群（Syndrome of
periodic fever，aphthous stomatitis，
phar yngitis，and cer vical adenitis：
PFAPA）
，慢性扁桃炎が考慮される

中耳炎

軽症例は経過観察可能だが，中等 インフルエンザ菌への対応
症・重症例は治療が推奨される． 反復例における真珠腫の鑑別
多くは，アモキシシリン感受性菌

乳突洞炎

急性喉頭蓋炎，細菌性気管炎

クループ症候群

ウイルス性であり抗菌薬は不要

細気管支炎

ウイルス性であり抗菌薬は不要

気管支炎

抗菌薬は不要．肺炎との臨床的な マイコプラズマ，肺炎クラミジア，百 結核
区別が難しい
日咳

新生児発熱

RS ウイルス感染症の場合は，高頻度 尿路感染症などの合併
で中耳炎を合併するが，細菌性肺炎の
合併率は低い

原則として血液培養，尿培養，髄 新生児ヘルペス感染症を鑑別する．エ ウイルス感染症の診断は，細
液培養を行い，抗菌薬を開始する ンテロウイルスやパレコウイルスの頻 菌感染症の除外にならない
（B 群連鎖球菌，大腸菌，リステ 度は高い．
リアを考慮）

乳児の感染巣不明の ほとんどはウイルス感染症
発熱

約 10％が尿路感染症
骨髄炎，深頸部膿瘍，腹腔内
肺炎球菌ワクチン・ヒブワクチン接種 膿瘍，脳膿瘍など
している児の場合，潜在性菌血症の割
合は低い

により経過が遷延し増悪する可能性があるため，適宜再

aspx．これは新生児の在胎週数，母体体温，破水からの

受診が必要である．例えば RS ウイルスによる細気管支

時間，母体の B 群溶血性連鎖球菌の膣培養結果，母体

炎には中耳炎が高率に合併することが報告されている

に対する予防的投与の有無，を入力し敗血症のリスクを

．

18）

その一方で，抗菌薬の予防的な投与の有効性は繰り返し

計算するオンラインツールである．過去の文献データ，

否定されてきたものであり推奨されない

健康保険のデータベースから割り出された実績などに照

．やはり慎

19, 20）

重な経過観察が求められる．

らし合わせ，新生児に抗菌薬を投与するかどうかを判断

また呼吸器症状の有無にかかわらず，発熱している小

する事で抗菌薬の処方量を削減することが可能となっ

児では年齢ごとに重症感染症のリスクを検討する必要が

た 21）．医師が知識や経験を元に判断していることを数

ある．新生児・早期乳児においては，B 群溶血性連鎖球

値化する試みである．

菌や大腸菌の感染症を考慮する必要があり，乳児や幼児

小児の外来における感染症について，このような計算

では潜在性菌血症や尿路感染症を鑑別する必要がある．

式が広く実用化されている例はないと思われるが，診療

一般外来において重症感染症のリスクを見積もるために

を行う前提として現在の疫学に照らし合わせたリスクの

Rochester criteria や Yale observation score など様々なス

見積もりが出来ることが望ましい．これらの知見を今

コアリングシステムが考案されてきた．一般外来におけ

後のガイドラインや手引きに加えて，これとセットとなる講

る例ではないが，重症感染症のリスクを計算する試みと

習会などにより診療の質の担保を行うことが求められる．

しては，新生児敗血症に対する neonatal sepsis calculator

病原体診断を確定させることも，処方の削減に寄与す

な ど が 存 在 す る．https://www.dor.kaiser.org/external/

ると考えられる．インフルエンザの診療において，かつ

DORExternal/research/InfectionProbabilityCalculator.

ては多くの患者に不要な抗菌薬が処方されていた．しか
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しインフルエンザという明確な診断をつけ抗インフルエ

なく，ベンチマークも確立されていないため，今後の検

ンザ薬を処方する事によって抗菌薬処方は減少した

討課題となっている．

．

22）

他のウイルス感染症の診断がつくことにより抗菌薬処方

診療協力体制の構築
ウイルス感染症から二次感染症に移行する患者は一定

を削減できる可能性もある．
②

③

数いる．また髄膜炎菌血症や髄膜炎であっても初期症状

処方パターンの可視化

適切な診療のあり方が明示された場合でも，最終的に

は単なる発熱だけの事も多い．数時間後に急変する可能

は患者を目の前にした医師の裁量権は重要であり，その

性を見抜くことは不可能であり，責任回避のために「念

臨床的な判断にゆだねる必要がある．当然ながら医師に

のため」の処方がなされることも少なくない．しかしな

よるリスクの見積もりには幅が想定されるが，何が適正

がら重症感染症の初期治療として内服薬は不十分であ

かは現時点では不明である．そこで自らの処方パターン

り，逆に所見をマスクして培養検査結果の解釈を難しく

を把握しベンチマークと照らし合わせることが出来れ

する．例えば急性骨髄炎患者における検討で，先行抗菌

ば，不適正な使用に歯止めがかけられると思われる．

薬投与のあった患者では血液培養が陰性となる可能性が

抗菌薬適正使用における介入手段として，事前承認制

有意に高くなることが報告されている 25）．また繰り返

の他に感染症治療の早期モニタリングとフィードバック

す尿路感染症に対して場しのぎの抗菌薬投与を行い，見

（prospective audit and feedback）が推奨されている

．

23）

過ごされる症例も少なくない 26）．夜間や週末の急変へ

prospective audit and feedback に関しては，本邦 8 学会

の対応が担保され，なおかつ予測し得ない事態に陥った

合同抗微生物薬適正使用推進検討委員会合同で作成され

場合でも一次診療を担う医師の責任や風評被害を避ける

た ASP 実践のためのガイダンス（2017 年 5 月現在パブ

ための支援が必要である．平時の連携を通して地域ぐる

リックコメント募集中）
でも推奨されている手法である．

みのセーフティーネットを構築する必要がある．

本来は処方内容を確認し，それに対して専門医が処方医

地域における薬剤師の役割も大きい．処方件は医師に

にフィードバックすることで，適正な抗菌薬の変更や，

あるものの，処方される抗菌薬の量や小児における禁忌

次回処方への反映を促すものである．実際には多くの医

や注意事項，服薬指導など治療の成否や安全性にかかわ

師は正しい診療のあり方を知っているため，データをフ

る項目は多い．抗菌薬処方の是非についての患者からの

ィードバックするだけで，自らの診療を振り返り適正使

質問も予想され，小児感染症に関する一定の知識や処方

用が進むことが期待される．

医との関係構築が重要である．

国内でも小児の医療機関で構築されるネットワークで

④

患者啓発

施設毎の広域抗菌薬の処方量をモニタリングする試みが

薬剤耐性に関する普及啓発や教育は，これまで主に専

なされている．当該施設以外の施設を匿名化したデータ

門職等を対象にしたものであった．一方で，教育現場で

をフィードバックして他の医療機関と比較することで，

教育がなされることは従来なく，国民の薬剤耐性や抗菌

処方量の低下および細菌の感受性率の上昇につなげてい

薬に関する理解や知識は不十分である．診療の現場から

る（論文準備中）
．我々の施設でも許可制になっていな

は，患者が抗菌薬を求めて外来を受診することが AMR

い広域抗菌薬でも長期処方を拾い上げ，当該部署にフィ

対策の妨げになっているとの声も少なくない．内閣官房

ードバックすることで，適正な使用が推進されることを

が民間人を対象とした意識調査「抗菌薬（抗生物質）は，

経験している．

風邪やインフルエンザに効果がないって知ってる？」の

一般外来についても各施設の抗菌薬処方量を他の施

結果では，約 40％は風邪に抗菌薬が必要ない事を知ら

設と比較したデータとしてフィードバックすることで，

なかった，と回答している 27）．インターネットを利用

処方行動の変容が促されると推測される．米国の小児

したこの調査には 13 万人の回答者があったが，媒体の

科医を対象とした検討では教育と prospective audit と

特性を鑑みると比較的情報リテラシーの高い方々が回答

feedback を軸にしたプログラムで成果を上げている

していると思われ，一般国民の多くは風邪と抗菌薬処方

．

24）

また英国では診療所単位での処方内容がネット上に公

をセットで捉えているのではないかと推察される．意識

開されている（http://fingertips.phe.org.uk/profile/amr-

調査に寄せられたコメントも興味深い．例えば，「細菌

local-indicators/data#page/0/gid/1938132909/pat/19/

による風邪には抗菌薬は必要」とする主張もあり「風邪」

par/E38000004/ati/7/are/F82679）．ただし現状では，

という言葉がもつ定義の曖昧さが表れている．また「風

国内において診療所レベルで処方量を把握する仕組みが

邪」と診断されたために抗菌薬を処方されず，一週間後
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特
にようやく処方をうけて軽快した，といったコメントも

集

(London, England). 2003;361(9351):51-9.

多く，個人的な体験を中心に人の常識が形成されること

2 ）Miller EK, Williams JV. The Common Cold. In:

がうかがえる．風邪に抗菌薬が処方されていた従来の診

Kliegman RM, Stanton BMD, Geme JS, Schor NF,

療からの方向転換を図るためには，誤解のない情報提供

editors. Nelson Textbook of Pediatrics. 20th ed.

と，繰り返し説明を行う事が必要だと考えられる．

Amsterdam: Elsevier; 2015. p. 2011-4.

⑤

診療報酬への反映

3 ）Yoshida S, Takeuchi M, Kawakami K. Prescription of

上気道炎など抗菌薬が不要な患者への抗菌薬処方を保

antibiotics to pre-school children from 2005 to 2014 in

険で査定するというネガティブな手段は抗菌薬処方を減

Japan: a retrospective claims database study. Journal

らすという観点からは有効であると予想される．
しかし，

of public health (Oxford, England). 2017:1-7.

多くの患者は抗菌薬を求めて外来を受診するのが現状で

4 ）Celedon JC, Litonjua AA, Weiss ST, Gold DR. Day

ある．適正な診療が進んだ結果，患者の期待にそぐわな

care attendance in the first year of life and illnesses

い医療となり，サービス業としての医療が成り立たなく

of the upper and lower respiratory tract in children

なることは避けなければならない．患者の受診回避によ

with a familial history of atopy. Pediatrics. 1999;104(3

り一定頻度で含まれる細菌感染症を見逃す可能性も出て

Pt 1):495-500.

くる．

5 ）Charu V, Viboud C, Simonsen L, Sturm-Ramirez

そこで，小児の診療においては，合併症が無い事を鑑

K, Shinjoh M, Chowell G, et al. Influenza-related

別する事や，自然軽快する疾患において対処療法の説明

mor tality trends in Japanese and American

をすることが重要な医療行為であり，患者の満足度にも

seniors: evidence for the indir ect mor tality

反映されることが示されている．そのような診療を行っ

benefits of vaccinating schoolchildren. PloS one.

た場合には診療報酬として反映される事が必要だと考え

2011;6(11):e26282.

る．また「様子を見る」診療を行った場合は，再受診に

6 ）Direct and indirect ef fects of routine vaccination

伴う保護者への負担も想定される．包括的に抗菌薬適正

of children with 7-valent pneumococcal conjugate

使用を推進するためには，これらの社会的な対応も無視

vaccine on incidence of invasive pneumococcal

できない．

disease--United States, 1998-2003. MMWR Morbidity

⑥

and mortality weekly report. 2005;54(36):893-7.

予防接種の推進

予防接種や手洗いなどの感染対策を行うことによって

7 ）Hays C, Vermee Q, Agathine A, Dupuis A, Varon E,

疫学を変え感染症そのものを減らすことも必要である．

Poyart C, et al. Demonstration of the herd effect in

オランダにおける検討では，7 価肺炎球菌ワクチン導入

adults after the implementation of pneumococcal

後に抗菌薬の処方量は 3 〜 4 歳児で 4.94％〜 9.02％減少

vaccination with PCV13 in children. European

し，10 価肺炎球菌ワクチン導入後は 2 〜 7 歳児で 10 〜

journal of clinical microbiology & infectious diseases:

．国内においても 13 価肺炎球菌ワク

official publication of the European Society of Clinical

20％も減少した

28）

チンとヒブワクチンが実施され，侵襲性感染症の著しい

Microbiology. 2017;36(5):831-8.

現象が確認されている．中耳炎などのよりコモンな感染

8 ）Kearns GL, Abdel-Rahman SM, Alander SW, Blowey

症への影響，抗菌薬処方の減少効果の有無についても検

DL, Leeder JS, Kauf fman RE. Developmental

討が進んでいる

pharmacology--drug disposition, action, and therapy

．

29）

in infants and children. The New England journal of
小児における AMR 対策についての現状と今後に関す
る私見を記した．AMR 対策の運用の歴史は浅く，新た
な手法を含め，対策の有効性や安全性については検証が
必要である．

medicine. 2003;349(12):1157-67.
9 ）厚生労働省健康局結核感染症課．抗微生物薬適正使
用の手引き

第一版．2017．

10）Newland JG, Gerber JS, Kronman MP, Meredith
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集

AMR 対策に求められる薬剤師の貢献：院内で，市中で
Contribution of pharmacists required for the measures against
antimicrobial resistance

村木 優一 MURAKI, Yuichi
京都薬科大学 臨床薬剤疫学分野
Department of Clinical Pharmacoepidemiology, Kyoto Pharmaceutical University

Ⅰ．はじめに
ペニシリンが 1928 年に発見され，1940 年代に実用化
されるよりも前に大腸菌や黄色ブドウ球菌に分解酵素

性桿菌など，多剤耐性菌による医療関連感染症が時折ア
ウトブレイクし，現在も医療機関において大きな問題と
なっている．さらに最近では，医療機関だけでなく，医
療機関外での市中感染型の薬剤耐性菌感染症も問題視さ
れている．

（ペニシリナーゼ）が認められたように，抗菌薬の開発

耐性菌による感染症は国によって規模は異なるもの

と耐性菌の出現は相まっている ．その後も 1960 年代

の，米国では年間 200 万人以上が罹患し，死亡率も感性

には，ペニシリンが無効な黄色ブドウ球菌に有効なメチ

菌による感染症と比較して耐性菌による感染症は約 2 〜

シリン，グラム陰性菌に有効なアミノペニシリン（アン

3 倍程度高いことが報告されている（図 1）1）．また，耐

ピシリン）やアミノ配糖体（ゲンタマイシン）など，
次々

性菌による感染症は入院期間を延長させ，高額な抗微生

と開発されたが，1960 年代にはペニシリン耐性肺炎球

物薬の治療継続により医療費を増大させる．さらに，感

菌，メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）が，1980

染拡大を防止するためには，対策費用や病棟閉鎖などに

年代にはバンコマイシン耐性腸球菌（VRE）
，メタロβ

よる多大なる損失も引き起こす．現在，他国に比べて我

ラクタマーゼ産生菌が，1990 年代には，多剤耐性グラ

が国では多剤耐性菌による感染症患者の発生率は低いも

ム陰性桿菌が，2000 年以降にはバンコマイシン，リネ

のの，現状を如何に維持するか，あるいは今後の危機的

ゾリド耐性黄色ブドウ球菌，多剤耐性腸内細菌科細菌が

な状況に如何に立ち向かうか対策が求められている．

1）

出現している．

近年，感染症はヒトだけでなく，動物や環境といった

一方，新たな抗菌薬開発やワクチンの普及により，感

垣根を超えた世界規模での取組（ワンヘルス・アプロー

染症はもはや不治の病ではないという認識が広がり，先

チ）が必要であるという認識が共有されるようになっ

進国における主な死因が感染症から非感染性疾患へと変
化したことで製薬の主流がシフトし，新たな抗微生物薬
が開発されなくなっている．しかしながら，医療技術は
進歩し，手術や医療機器に関連した医療関連感染症や移
植医療やがん化学療法などに伴う易感染患者が増加し，
薬剤耐性菌の脅威はむしろ増している．また，他国と同
様に我が国においても MRSA や VRE といった薬剤耐性
グラム陽性球菌や多剤耐性緑膿菌（MDRP）
，多剤耐性
アシネトバクター（MDRA）といった薬剤耐性グラム陰

（%）
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引用文献 1）を基に作成
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表１
1

集

我が国における AMR 対策アクションプラン
普及啓発・教育

室など拡大し続けている．また，薬局の薬剤師において
も 2016 年度診療報酬改定において「かかりつけ機能」

国民の薬剤耐性に関する知識や理解
を深め，専門職等への教育・研修を
推進する

が評価されるなど対物業務から対人業務への転換が求め
また，より専門性の高い知識・技能・態度を有した

られている．

2

動向調査・監視

薬剤耐性及び抗微生物剤の使用量を
継続的に監視し，薬剤耐性の変化や
拡大の予兆を適確に把握する

3

感染予防・管理

適切な感染予防・管理の実践により，
薬剤耐性微生物の拡大を阻止する

4

抗微生物剤の適
正使用

医療，畜水産等の分野における抗微
生物剤の適正な使用を推進する

（Board Certified Infection Control Pharmacy Specialist：

5

研究開発・創薬

薬剤耐性の研究や，薬剤耐性微生物
に対する予防・診断・治療手段を確
保するための研究開発を推進する

Pharmacist in Infection Control：PIC），2010 年に抗菌

6

国際協力

国際的視野で多分野と協働し，薬剤
耐性対策を推進する

引用文献 1）より抜粋

薬剤師に対する専門・認定資格制度が導入されている．
感染症領域においては，2006 年に感染制御専門薬剤師
ICPS）
，2009 年に感染制御認定薬剤師（Board Certified
化学療法認定薬剤師（Infectious Disease Chemotherapy
Pharmacist：IDCP） と い っ た 資 格 制 度 が 発 足 し た．
2017 年 5 月における総延べ人数は 2,000 名程度と日本の
約 8,500 もの病院に対して圧倒的に少ない状況にある．

た．世界保健機関（WHO）は，2011 年に世界保健デー

また，これらの認定者のほとんどは，医療機関に在籍す

で薬剤耐性を取り上げ，ワンヘルス・アプローチに基づ

る薬剤師であり，申請資格の要件からも薬局の薬剤師が

く世界的な取り組みを推進する必要性を国際社会に訴え

取得することは困難である．

た．2013 年には G8 各国の学術会議の合議体，G サイエ

1980 年代後半，メチシリン耐性黄色ブドウ球菌の耐

ンス学術会議が薬剤耐性の脅威に関する共同声明を発表

性率は約 60％と急激に上昇したため，院内感染対策の

し，2014 年には WHO が世界の薬剤耐性の現状に関す

強化が求められ，1996 年に院内感染対策加算が新設さ

る初のサーベイランス報告を発表した ．2015 年 5 月

れた．その後も，医療機関における院内感染対策の重要

の世界保健総会では，薬剤耐性に関するグローバル・ア

性は益々増加し，2006 年，2010 年，2012 年と改定され，

クションプランが採択され，加盟各国に 2 年以内のナシ

感染対策の環境整備に資源を投資できるようになった．

ョナルアクションプランの策定を求めた．それを受けて

一方，感染対策を担うスタッフの役割や責任は増加し続

我が国においても，2016 年 4 月 5 日に行われた国際的

けているが，ほとんどの医療機関では資格取得や業務量

に脅威となる感染症対策関係閣僚会議において ｢薬剤耐

に応じた費用が投じられていない．さらに，薬局の薬剤

性（AMR）対策アクションプラン｣ が決定され ，同

師においても感染対策に特化した活動に対する加算など

年 5 月 26 日に開催された G7 伊勢志摩サミットでも重

法の整備や支援はない．

2）

3）

要課題として取り上げられた（表 1）
．
現在，抗微生物薬適正使用支援（AS：antimicrobial
stewardship）を行うためのプログラム（ASP：antimicrobial

Ⅲ．AMR 対策に求められる医療機関に
おける薬剤師の貢献

stewardship program）を推進させるための提言が発表
される 4）など AMR 対策を行うための国家的な行動計画

数年ほど前まで，
医療機関で感染症に関わる薬剤師は，

が着実に進んでいる．ここでは，AMR 対策アクション

消毒薬の適正使用や管理，特定の抗微生物薬に対する届

プランの策定を受けて薬剤師として社会からどのような

出書や長期投与の管理，薬物治療モニタリング（TDM）

ことが求められ，どのようなアクションを行い，貢献す

実施対象抗微生物薬への関与などを薬剤部の業務と兼務

べきかについて述べる．

する形で行ってきた．しかしながら，現在では，院内感

Ⅱ．感染症診療や感染制御に関わる薬剤
師を取り巻く現状
近年，医療機関における薬剤師の活動範囲は，従来か

染対策チーム（ICT）や抗菌薬適正使用支援チーム（AST）
に対して専従，専任として関わる資格を有した薬剤師が
増加しつつあり，従来の業務の質を高めるだけでなく，
適応範囲を拡大した形で展開している．
今回，策定された AMR 対策アクションプランにおい

らの薬剤部内での調剤業務に加え，
病棟（ベッドサイド）

ても目標として③感染予防・管理，④抗微生物剤の適正

や感染対策チームなどのチーム医療，手術場，集中治療

使用が掲げられている．これまでに医療機関の薬剤師か
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我が国における抗菌薬使用量と他国との比較

あたる薬局の薬剤師の関与は非常に重要である．また，

値（報告年）

感染拡大を防止するといった観点では，高齢者施設や在

本

15.8 DID（2013）

宅に関わる薬剤師による消毒薬の適正使用や管理，手指

国
日

集

EU 諸 国

14.7 DID（2014）

韓

国

消毒や感染防止策への介入も期待される．現在，地域連

21.7 DID（2012）

米

国

24.9 DID（2014）

携ネットワークなどを活かすなどして職場環境に依存し
ない薬剤師間での密な連携を行える機会も増えているた

DID: DDDs/1,000 inhabitants/day
引用文献 9）より抜粋

め，今後の関与が期待される．

らは，ICT や AST における介入の結果として抗菌薬使
用量や長期投与の削減，院内発症型の MRSA の割合の
削減，入院期間の短縮，コストの削減といった貢献が示
されている

Ⅴ．さいごに
現在，少子高齢化に伴う医療制度改革など医療を取り

．今後，アクションプランの評価に向け

巻く環境も大きく変化するなかで，耐性菌の蔓延や新規

ても上述した事例以外にも，医療機関において感染症領

抗微生物薬開発の停滞など我が国では経験したことのな

域に関わる薬剤師には，様々な角度からの介入に対する

い時代に突入する．そのような状況において，薬剤師は

成果を示すことが求められる．

感染症の薬物療法における質的向上を支援し，継続的な

5-8）

また，抗微生物薬の使用状況を把握することは，我

患者教育を実践し，AMR の拡大防止に努めなければな

が国における耐性菌動向と合わせて重要な疫学情報と

らない．さらに，我が国で実践される AMR 対策の効果

なる．アクションプランの目標においても②動向調

を世界に発信するため，院内外問わず全ての薬剤師は一

査・監視として掲げられており，様々な環境（医療機

丸となり，他の医療従事者と連携しながらエビデンス構

関，地域）における抗菌薬使用動向の把握が求められて

築を行うことが望まれる．

いる．我々が構築したサーベイランスシステム（Japan

引用文献

Antimicrobial Consumption Surveillance：JACS（https://
www.jacs.asia）
）において，我が国における抗菌薬の総
使用量は米国など先進国と比較しても大きな違いは認

1 ）日本感染症学会．ファクト・シート．耐性菌の現

めなかった ．一方，使用量の 9 割は経口薬が占めてお

状と抗菌薬開発の必要性を知っていただくために．

り，使用比率においてもセファロスポリン系，マクロラ

http://www.kansensho.or.jp/guidelines/pdf/1405_

イド系，キノロン系が多くを占めていた．現在，第 3 世

teigen2.pdf（参照日：2017.6.1）

9）

代セファロスポリン耐性の大腸菌，マクロライド耐性マ
イコプラズマ，キノロン耐性大腸菌が増加しており

，

10）

2 ）Antimicrobial Resistance: Tackling a Crisis for the
Future Health and Wealth of Nations: https://amr-

現在の使用状況が何らかの影響を及ぼしていることが懸

review.org/sites/default/files/AMR%20Review%20

念される．今後，医療機関における薬剤師には，注射薬

Paper%20-%20Tackling%20a%20crisis%20for%20the%20

のみならず，経口抗菌薬も含めた入院，外来患者におけ

health%20and%20wealth%20of%20nations_1.pdf（参照

る抗菌薬使用を継続的に把握し評価することが必要であ

日：2017.6.1）

る．

Ⅳ．AMR 対策に求められる薬局の薬剤
師の貢献

3 ）首相官邸，国政的に脅威となる感染症対策関係閣
僚会議，薬剤耐性アクションプラン：http://www.
kantei.go.jp/jp/singi/kokusai_kansen/pdf/yakuzai_
honbun.pdf（参照日：2017.6.1）
4 ）日本化学療法学会：抗微生物薬の適正使用に向けた

AMR 対策は，外来患者や高齢者施設，在宅など幅広

8 学会提言，抗微生物薬適正使用支援（Antimicrobial

く実施する必要があるため，薬局の薬剤師による貢献も

Stewardship；AS）プログラム推進のために：http://

必須である．しかしながら，現時点では AMR 対策に対

www.chemotherapy.or.jp/guideline/kobiseibutuyaku_

する薬局の薬剤師の貢献を示す報告はほとんどない．一

teigen.pdf（参照日：2017.6.1）

方，アクションプランには①普及啓発・教育が示されて

5 ）Miyawaki K, Miwa Y, Tomono K, Kurokawa N.

おり，使用量の約 9 割を占める経口抗菌薬の患者指導に

Impact of antimicrobial stewardship by infection

AMR 対策に求められる薬剤師の貢献：院内で，市中で
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control team in a Japanese teaching hospital.

Yoshikawa M, Yamanaka A, Oto Y, Minemura A,

Yakugaku Zasshi. 2010, 130(8):1105-11.

Shoji H, Ishino K, Niki Y. Effect of interventions by

6 ）Niwa T, Shinoda Y, Suzuki A, Ohmori T, Yasuda M,

an antimicrobial stewardship team on clinical course

Ohta H, Fukao A, Kitaichi K, Matsuura K, Sugiyama

and economic outcome in patients with bloodstream

T, Murakami N, Itoh Y. Outcome measurement of

infection. J Infect Chemother. 2016, 22(2):90-5

extensive implementation of antimicrobial stewardship

9 ）Muraki Y, Kitamura M, Maeda Y et al., Nationwide

in patients receiving intravenous antibiotics in a

sur veillance of antimicrobial consumption and

Japanese university hospital. Int J Clin Pract. 2012,

resistance to Pseudomonas aeruginosa isolates at 203

66(10):999-1008.

Japanese hospitals in 2010. Infection. 2013, 41(2):415-

7 ）Fukuda T, Watanabe H, Ido S, Shiragami M.
Contribution of antimicrobial stewardship programs

10）Muraki Y, Yagi T, Tsuji Y et al., Japanese antimicrobial

to reduction of antimicrobial therapy costs in

consumption sur veillance: first report on oral and

community hospital with 429 Beds --before-after

parenteral antimicrobial consumption in Japan

comparative two-year trial in Japan. J Pharm Policy

(2009–2013). J Glob Antimicrob Resist. 2016, 7:19-23.

Pract. 2014, 7(1):10.
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8 ）Maeda M, Takuma T, Seki H, Ugajin K, Naito Y,
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Choosing Wisely キャンペーンと AMR 対策
Choosing Wisely Campaign and the Action on Anti-microbial
Resistance

小泉 俊三 KOIZUMI, Shunzo
一般財団法人東光会七条診療所所長
Director, Shichijo Clinic (Kyoto)

Ⅰ．はじめに
Choosing Wisely キャンペーンは，今日，私達が提供
している医療について，実は，“ 少し，やり過ぎではな
かろうか ?” との率直な疑念を出発点に，“ 一度，立ち止

Ⅱ．Choosing Wisely キャンペーン
のルーツと「スチュワードシップ
（Stewardship）」という考え方
Choosing Wisely キャンペーンのルーツ

まって考え直してみよう ”，と，2012 年，北米で始まっ

Choosing Wisely キ ャ ン ペ ー ン の ル ー ツ は，ACP

た医療職主導の啓発活動である．検査や投薬などの診療

（American College of Physicians，米国内科学会），米国

行為を “ 賢明に選択すること（Choosing Wisely）” を目

内科専門医機構（American Board of Internal Medicine：

指して，“ 医療職と患者・市民との対話を促進する ” こ

ABIM）財団（http://abimfoundation.org），欧州内科

とが主眼である．

連合のイニシアティブで，2002 年，米欧同時に公表さ

特に，文献的エビデンスが明確でないまま慣習的に頻

れた ｢新ミレニアムにおける医のプロフェッショナリ

用されている診療行為について，有用性と潜在的なマイ

ズ ム： 医 師 憲 章 ｣（Medical Professionalism in the New

ナス面，即ち，“ 本当に役に立っているのか ”，“ ムダで

Millennium: A Physician Charter）にさかのぼる．この

はないのか ”，“ 却って害はないのか ”，などの観点から，

医師憲章は，1990 年代，特に行き過ぎたマネージド・

改めて問い直そうとしているところにこのキャンペーン

ケアが米国民の怨嗟の的となるなど，急速な医療提供体

の特徴がある．

制の変化によって医療の本来の姿が見失われつつあるの

一方，感染症診療の現場では，病原微生物の薬剤耐性

ではないかとの危機感から，欧米の医療界のリーダーが

（AMR：Antimicrobial Resistance）が深刻な問題となっ

医療プロフェッショナリズムの原点に立脚して起草し，

ている．周知の如く，感染症診療における重要な武器で

大きな反響を呼んだ文書である．患者の福利，患者の自

ある抗菌薬の有用性が，野放図な使用による耐性菌の出

律，そして社会的公正さからなる 3 つの原理とプロフェ

現によって大きく減殺され，新薬と耐性菌との間で，い

ッショナルとしての 10 の責務で構成されている．

わゆる “ いたちごっこ ” 状態に陥っている．特に，急性
の比較的軽微な上気道感染症（その多くはウイルスが原

「有限の医療資源の適正配置に関する責務」とは？

因とされている）に対してプライマリ・ケアの現場で抗

この 10 の責務のうち，7 番目に掲げられている「有

菌薬が慣習的に広く処方されていることについては，
“や

限の医療資源の適正配置に関する責務」が，Choosing

り過ぎ医療 ” の典型例として，Choosing Wisely キャン

Wisely キャンペーンの主な拠り所となっているのであ

ペーンでも積極的に取り上げられている．

るが，昨今の医療現場の動向を反映して，“ 医療資源の

Choosing Wisely キャンペーンと AMR 対策
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有限性 ” に関する議論の中で，力点の置き所が変化して

務めをすること，steward らしくあること等を意味して

きている．

いるが，steward という語の最も普通の用法は，①財産

これまでは，“ 医療資源の有限性 ” を臨床倫理の観点

管理人，②（大邸宅の）執事，③（レストランの）給仕

から取り上げる場合，希少な資源を如何に「配分」すべ

長などである．これらの意味から派生して，大型船で乗

きか，が中心テーマであった．ドナーに限りのある臓器

組員の食事の世話をする人（
「司厨員」という日本語も

移植で誰がレシピエントになるのか，高齢化に伴い腎不

ある）
，客室係，給仕，更には，私達に最も馴染みのあ

全患者が増えるなか，血液透析を受ける優先順位はどう

る旅客機の客室乗務員（「スチュワード」，「スチュワー

あるべきか，など，
「公正な分配」のあり方が論じられ，

デス」
）などの意味で使われている．病院の用度係とい

割当制（rationing；不適切な表現と受け取られかねない

う意味もあるとのことであるが，語源を辿ると，古くは，

が，「配給制」とも訳される）導入の是非が問われた．

「stigweard」で，
「stig- 」は（多分，
）屋敷，邸宅，
「-weard」

これらの議論は，必要とされている医療資源が，“ 絶対

は保護する，との意，とされている．因みに，「-weard」

的に ” 不足しているとの認識が前提であったが，近年は，

は aware（気付いている，〜に通じている）と同語源と

主に先進諸国において比較的容易に医療テクノロジーの

のことである．要約すれば，“ 貴重な物（人）を，その

成果を臨床応用することが可能になり，また，技術の進

物（人）に良く通じたうえで，大切に扱う ”，というこ

歩に夢を託す社会全体の傾向と相俟って，患者・市民の

とになろう．抗菌薬適正使用という文脈では，抗菌薬と

側にも出来るだけ多くの診療を受けることが病気の治療

いう感染症を征服（コントロール）するための貴重な武

や健康のために有用であるとの信念を生み出すに至り，

器（資源）を「大切に使う（扱う）
」ということになる．

誰の目から見ても，“ 過ぎたるは，猶，及ばざるが如し，”
と嘆息せざるを得ない状況を生み出している．このよう
な現状に直面して，医療倫理上の議論も，
「
（利用可能で
はあるが，）ムダな医療」に対してどうアプローチすべ
きか，との議論が主流となり，医療職のプロフェッショ
ナリズムが問われている．
比較的軽微な上気道炎などに抗菌薬が半ば無定見に使
用されている現状については多くの識者が指摘してきた

Ⅲ．NPA の「医療における良きスチュ
ワ ー ド シ ッ プ を 推 進 す るために；
Promoting Good Stewardship
in Medicine プ ロ ジ ェ ク ト 」 －
Choosing Wisely「5 つのリスト」
（Top Five List）の原型

が，この場合，単にムダである，というだけでなく，耐

ここでは，Choosing Wisely キャンペーンで注目さ

性菌を生じさせるという重大なマイナス面があることを

れた「5 つのリスト」の原型となった NPA（National

深刻に考えなければならない．抗菌薬は比較的手に入り

Physicians Alliance）による「医療における良きスチ

易いとはいえ，濫用の結果，重篤な感染症の治療に当た

ュワードシップを推進するために；Promoting Good

って有効な抗菌薬の選択肢が狭められてしまう，即ち，

Stewardship in Medicine プロジェクト＊」を手短に紹介

AMR に関しては，有効な抗菌薬が，まさに “ 希少な（貴

しておきたい．

重な）医療資源 ” となってしまうという側面を見逃すこ
とはできない．

このプロジェクトは，上記「医師憲章」の精神に触発
さ れ，NPA（http://npalliance.org/） に よ り，2009 年，
ABIM 財団の資金援助で立ち上げられた．比較有効性

「スチュワードシップ（Stewardship）
」について

研究（Comparative Effectiveness Research）の成果を参

昨 年 4 月 に は， わ が 国 で も「 抗 菌 薬 適 正 使 用 支 援

照しながら，医療資源を節約しつつ質の高いプライマ

（Antimicrobial Stewardship：AS）プログラム推進のた

リ・ケアを提供するための「5 つのステップ」が，それ

めに」と題する 8 学会提言が公開されたところである

ぞれ 5 名の米国内科学会，米国家庭医療学会，米国小

が，ここで「適正使用支援」と訳されている「スチュ

児科学会からの代表によってまとめられ，公表された．

ワードシップ（Stewardship）
」という言葉は，そのニュ

2011 年になって，これが，モデルとなって，Choosing

アンスを正確に日本語に移し替えるのが意外と難しい．

Wisely キャンペーンの「5 つのリスト」（Top Five List）

Stewardship は，steward に由来する名詞で，steward の

が提案されたという経緯がある．ここでも，限りのある

＊
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表１ 「医療における良きスチュワードシップを推進するためにプロジェクト」の「５つのリスト」
（NPA）
Top 5 List in Family Medicine
（家庭医療科） Top 5 List in Internal Medicine（内科）
（腰痛に対する画像検査）
1. Donʼt do imaging for low back pain
within the first 6 weeks unless red flags*
are present
Sources: AHCPR and Cochrane

Top 5 List in Pediatrics（小児科）

（溶連菌陽性でない咽頭炎の抗菌薬）
（腰痛に対する画像検査）
1. Donʼt do imaging for low back pain 1. Donʼt prescribe antibiotics for
within the first 6 weeks unless red flags* pharyngitis unless the patient tests
positive for streptococcus
are present
Sources: AHRQ, Cochrane, EE
Sources: AHCPR and Cochrane

（軽〜中等症の副鼻腔炎に対する抗菌薬） （無症候 / 健常な成人の血液化学検査）
2. Donʼt routinely prescribe antibiotics for 2. Donʼt obtain blood chemistry panels（eg,
acute mild to moderate sinusitis unless basic metabolic panel）or urinalyses for
symptoms（which must include purulent screening in asymptomatic, healthy adults
nasal secretions A ND maxillary pain or Source: USPSTF
facial or dental tenderness to percussion）
last for 7 or more days OR symptoms worsen after initial clinical improvement
Source: Cochrane and Ann IM

（意識消失のない頭部外傷の画像検
査）
2. Donʼt obtain diagnostic images for
minor head injuries without loss of
consciousness or other risk factors
Source: A AP/A AFP Guidelines

（無症候･ 低リスク者の ECG スクリーニング）（無症候 ･ 低リスク者の ECG スクリーニング）（滲出性中耳炎を早期に紹介しない）
3. Donʼt order annual ECGs or any other 3. Donʼt order annual ECGs or any other 3 . Donʼt refer OM E ea rly i n t he
cardiac screening for asymptomatic, low- cardiac screening for asymptomatic, low- course of the problem
risk patients
S ou rce: A A P/A A F P Gu idel i nes ,
risk patients
Source: USPSTF
NICE
Source: USPSTF
（21 歳以下および子宮摘除後の Pap スメア （スタチンは後発品から開始すること）
4. Use only generic statins when initiating
検査）
4. Donʼt per form Pap tests on patients lipid-lowering drug therapy
younger than 21 years or in women status Sources: CURVES12 and MERCURY 13
trials and metanalyses
post hysterectomy for benign disease
Sources: ACOG（for age）, USPSTF（for
hysterectomy）

（咳止め / 風邪薬を使わないように指
導）
4. Advise patients not to use cough
and cold medications
Sources: A AP, Cochrane, FDA

（65 歳 以下女 性 /70 歳 以下男性 の DEXA （65 歳 以下女 性 /70 歳 以下男性 の DEXA 5. Use inhaled corticosteroids to con検査）
trol asthma appropriately
検査）
5. Donʼt use DEXA screening for osteopo- 5. Donʼt use DEXA screening for osteopo- Sources: NAEPP
rosis in women under age 65 years or men rosis in women under age 65 years or men
under 70 years with no risk factors*
under 70 years with no risk factors*
Sources: NOF, USPSTF, A ACE, ACPM
Sources: NOF, USPSTF, A ACE, ACPM
注

抗菌薬適正使用に関連する項目にはアンダーラインを付した。

医療資源を大切に使う，という「スチュワードシップ」

“Medicineʼs Ethical Responsibility for Health Care Reform

の考え方が基本となっている（表 1）
．

− The Top Five List” と題する視点論文を寄稿し，米国

Ⅳ．“Choosing Wisely” という言葉の
由 来と「5 つ のリスト」
（Top Five
List）

の各専門学会宛てに，それぞれの専門領域で ｢医師，患
者双方にとって問い直すべき 5 つのこと（“Five Things
Physicians and Patients Should Question”）， す な わ ち，
NPA のプロジェクトに倣って，臨床的意義の低い 5 つ
の診療行為を列挙するよう要請すること（｢5 つのリス

Choosing Wisely キャンペーンのルーツは，上述の如

ト｣）を提案した．このことがきっかけとなって，ABIM

く医師憲章であるが，その後，この医師憲章の精神を実

財団が，Choosing Wisely キャンペーンを立ち上げ，こ

現すべく，ABIM 財団主催のフォーラムが毎年開催され

の「5 つのリスト」提供を各専門学会に呼び掛けたとこ

てきた．“Choosing Wisely” というフレーズは，2011 年

ろ，各学会からの反応があり，俄然注目されるに至った．

フォーラムの主題 “Choosing Wisely: the Responsibility

現時点では全米の 70 以上の団体がパートナーとしてこ

of Physicians, Patients and the Health Care Community in

のキャンペーンに参加し，約 70 の専門学会がそれぞれ

Building a Sustainable System” に由来する．

の診療領域について合計 400 以上の ｢5 つのリスト｣ を

一方，2010 年には Texas 大学の臨床倫理学者 Howard
Brody 博士が，N Engl J Med 誌（362 巻 283 頁）に

根拠文献とともに提供している．「表 2」に抗菌薬適正
使用関連の項目を抽出して示した．

Choosing Wisely キャンペーンと AMR 対策
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表２ Top Five List（Choosing Wisely）の抗菌薬適正使用関連項目
（アレルギー学会）American Academy of Allergy, Asthma & Immunology
Donʼt overuse non-beta lactam antibiotics in patients with a history of penicillin allergy, without an appropriate evaluation.
（皮膚科学会）American Academy of Dermatology
Donʼt prescribe oral antifungal therapy for suspected nail fungus without confirmation of fungal infection.
Donʼt use oral antibiotics for treatment of atopic dermatitis unless there is clinical evidence of infection.
Donʼt routinely use topical antibiotics on a surgical wound. Donʼt routinely use antibiotics to treat bilateral swelling and redness
of the lower leg unless there is clear evidence of infection.
Donʼt routinely prescribe antibiotics for inflamed epidermal cysts.
（家庭医療学会）American Academy of Family Physicians
Donʼt routinely prescribe antibiotics for acute mild-to-moderate sinusitis unless symptoms last for seven or more days, or
symptoms worsen after initial clinical improvement.
Donʼt prescribe antibiotics for otitis media in children aged 2–12 years with non-severe symptoms where the observation option
is reasonable.
（眼科学会）American Academy of Ophthalmology
Donʼt order antibiotics for adenoviral conjunctivitis (pink eye).
Donʼt routinely provide antibiotics before or after intravitreal injections.
（耳鼻科学会 - 頭頚部外科学会）American Academy of Otolaryngology ̶Head and Neck Surgery Foundation
Donʼt prescribe oral antibiotics for uncomplicated acute tympanostomy tube otorrhea.
Donʼt prescribe oral antibiotics for uncomplicated acute external otitis.
Donʼt routinely use perioperative antibiotics for elective tonsillectomy in children.
（小児科学会 - 新生児）American Academy of pediatrics - Section on Perinatal Pediatrics
Avoid routine continuation of antibiotic therapy beyond 48 hours for initially asymptomatic infants without evidence of bacterial
infection.
（小児科学会）American Academy of pediatrics
Antibiotics should not be used for apparent viral respiratory illnesses (sinusitis, pharyngitis, bronchitis).
( 救急医学会）American College of Emergency Physicians
Avoid antibiotics and wound cultures in emergency department patients with uncomplicated skin and soft tissue abscesses
after successful incision and drainage and with adequate medical follow-up.
Avoid prescribing antibiotics in the emergency department for uncomplicated sinusitis.
（老年学会）American Geriatrics Society
Donʼt use antimicrobials to treat bacteriuria in older adults unless specific urinary tract symptoms are present.
Donʼt prescribe a medication without conducting a drug regimen review.
（代謝肥満外科学会）American Society for Metabolic and Bariatric Surgery
Avoid routine postoperative antibiotics.
（泌尿器科学会）American Urological Association
Donʼt prescribe antimicrobials to patients using indwelling or intermittent catheterization of the bladder unless there are signs
and symptoms of urinary tract infection.
( 泌尿婦人科学会 ) American Urogynecologic Society
Avoid using a fluoroquinolone antibiotic for the first-line treatment of uncomplicated urinary tract infections (UTIs) in women.
（感染症学会）Infectious Diseases Society of America
Donʼt treat asymptomatic bacteruria with antibiotics.
Avoid prescribing antibiotics for upper respiratory infections.
Donʼt use antibiotic therapy for stasis dermatitis of lower extremities.
Avoid prophylactic antibiotics for the treatment of mitral valve prolapse.
（医療疫学会）Society for Healthcare Epidemiology of America
Donʼt continue antibiotics beyond 72 hours in hospitalized patients unless patient has clear evidence of infection.
Donʼt use antibiotics in patients with recent C. difficile without convincing evidence of need. Antibiotics pose a high risk of C.
difficile recurrence.
Donʼt continue surgical prophylactic antibiotics after the patient has left the operating room.
※リスト名は原文のままとした。各項冒頭の日本語学会名は仮訳である。

Ⅴ．“Choosing Wisely” キ ャ ン ペ ー
ンの立脚点
Choosing Wisely キャンペーンが拠って立つ基盤は以
下の 2 点に集約される．
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すなわち，米国最大の消費者団体である ｢Consumer

のステップ 4）に当たって，は医療提供側の個別事情

Reports｣ が，このキャンペーンに加わっていることに

と患者の価値観を勘案して総合的に判断すべきことが，

も表れているように，医療職と患者が，互いの率直な対

EBM の父 David Sackett 以来，基本中の基本として強調

話を通じて医療行為の有効性とリスクについての認識を

されてきたにもかかわらず，最近は，文献的エビデン

共有し，
「賢明な選択」を行うこと，言い換えると，従

スが新薬や新しい治療手段をプロモートする手段とさ

来のインフォームド・コンセントの考え方をさらに一歩

れていることが多い．これに対して Choosing Wisely キ

前進させ，
「意思決定を共有（shared decision making）」

ャンペーンでは，臨床現場の個別の事情を勘案し，患者

することを特に重視している．

との対話を深めることによって，患者とともに適切な臨

日々の外来診療を振り返っても，様々な偏った情報に

床判断に達することを強調している，この意味からも，

基づいて医療に過剰な期待を抱き，過剰な医療を求めて

Choosing Wisely キャンペーンは，EBM の原点に立ち

くる患者は少なくない．医師としても得られる情報は得

返り，それを今日的に展開しようとする試みでもある．

ておきたいし，何かできることはしておきたいと思う．
また，出来高払い制のもとでは多くの検査や手技・手術
を実施する方が医師自身にとっても医療機関にとっても
経済的メリットがある．このように，私たちはつい惰

Ⅵ．まとめにかえて
医療の過剰については，医療費の高騰を背景に，近年，

性に流されて過剰な医療に傾きがちである．Choosing

世界的規模で問題視され始めたが，医療テクノロジーの

Wisely キャンペーンの原点にあるのは，このような現

長足の進歩に伴って過度に医療に ” 依存 ” する現代社会

状に対して，“ 一歩立ち止まって ” 考え直そうとする医

の歪みに対して，Ivan Illich らは，早くも 1970 年代初頭

療人（プロフェッショナル）としての「省察」である．

に文明批評の立場から警鐘を鳴らしていた．21 世紀に
入って地球環境問題が誰の目にも明らかになるにつれ，

その 2：EBM（Evidence-Based Medicine）の
今日的展開として

「持続可能な社会」は如何にして可能か，との問いが全
ての人々に投げかけられ，保健・医療の領域においても，

EBM（根拠に基づく医療）は，1990 年代初頭に提唱

有限の医療資源を大切に扱うべきであること，即ち，科

されて以来，今日では，概ね定着し，その合理精神は，

学技術の貴重な成果である医薬品や医療機器を有効かつ

曖昧さの入り込みやすい医療現場における判断の参照軸

公平に活用すべきことについての問題意識が高まってき

として欠かせない．Choosing Wisely キャンペーンで各

たと言えよう．

専門学会が提出した「5 つのリスト」を EBM の観点か

Choosing Wisely キャンペーンは，
「賢明な選択」を

らみていくと，｢推奨されない｣ 診療行為が数編の根拠

合言葉に，患者にとって最も望ましい医療について “ 医

資料（臨床研究論文）とともに示されていて，このリス

療職と患者との対話を促進する ” ことを目指している

ト自体が ｢有用性が証明されていない｣ 診療行為につい

が，このキャンペーンは急速に国際的にも拡がり，今日

ての包括的なエビデンス集となっていることが分かる．

では Choosing Wisely International としての本格的な活

これまで，EBM といえば，エビデンスがあるのに実

動が始まっている．Choosing Wisely のホームページか

施されていない診療行為について注意喚起する場合が多

らは，キャンペーン用のリソースとして患者向けの説明

かったが，
「5 つのリスト」は，発想を逆転して，エビ

資料や診療場面の動画などが数多く提供されている．こ

デンスがないのに慣習的に実施されている診療行為を列

れらを ABR 対策にも積極的に活用して，医療界だけで

挙することによって EBM の原点に立ち返ってその精神

なく，患者・市民の啓発を積極的に進め，抗菌薬の適正

を活かそうとする試みであるともいえる．

使用により耐性菌の出現を少しでも減少させることが医

また，エビデンスを臨床現場で実際に適用する（EBM

療界にとっての急務である．

Choosing Wisely キャンペーンと AMR 対策
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Choosing Wisely：抗菌薬適正使用に関する
Five Things Physicians and Patients
Should Question（5 つのやるな）リスト
Choosing Wisely: concerning appropriate use of antibiotics Five
Things Physicians and Patients Should Question list

岸田 直樹 KISHIDA, Naoki
感染症コンサルタント / 北海道薬科大学 客員教授
Hokkaido College of Pharmacy visiting professor

Ⅰ．はじめに
薬剤耐性菌の急速かつ世界的拡大は，早急な対応が求
められる人類に与えられた最重要命題の一つであること
はサミットの主要議題に入っていることからも理解可能

Five Things Physicians and Patients Should Question と
は？について考えてみたい．

Ⅱ．抗菌薬適正使用に関わるChoosing
wisely 世界の現状－米国の場合－

である．この耐性菌拡大の一端を担っている原因として

感染症はすべの分野に関わる臓器横断的な分野であ

抗菌薬の不適正使用，特に過剰使用があるが，医療にお

り，Choosing wisely でも感染症に関する学会だけでは

ける不適正使用は抗菌薬に限った話ではない．疾病の診

なく，様々な領域で感染症が取り上げられているのが大

断に関わる検査，治療介入，患者管理のための介入，治

きな特徴である．その中でも検査の適正使用や感染対

療効果判定に関わる検査など医療におけるすべの介入に

策・医療関連感染予防の観点ではなく，抗菌薬適正使用

おいて過剰医療が現在問題となっている．これは増大す

の側面でどのような項目が各国のどの分野で取り上げ

る医療費の問題だけではなく，患者に有害事象，場合に

られているかは，日本における Five Things Physicians

よっては死に至るほどの重篤な有害事象を引き起こすも

and Patients Should Question を考えるうえでも大いに参

のもあり，医療の安全・医療の質という観点での最優先

考になる．

事項であることは間違いない．そこでアメリカ内科専門

まずは，Choosing wisely 発祥の地である米国の項目

医認定機構（ABIM）財団が中心となって各学会に「医

を丁寧に確認してみたい．米国感染症学会が提示する 5

療者と患者が検討するべき 5 つのこと」を挙げるように

項目のうち 4 項目が抗菌薬適正使用に直接かかわる項目

依頼し Choosing wisely（賢い選択）キャンペーンがは

で 1 項目が検査の適正使用の切り口だが，過剰検査によ

じまった．薬剤耐性菌の世界的な拡大の理由からもわか

る過剰治療への警告ともなっており，直接的ではないが

るように，この Choosing wisely の項目の中に AMR に

抗菌薬適正使用の項目となっている 1）．

関わる項目が当然たくさんある．Choosing wisely にせ
よ AMR にせよどちらもそのゴールは同じだ．本項では

【米国感染症学会が提示する Five Things Physicians and

その中でも特に抗菌薬適正使用に関わる項目について

Patients Should Question】

確認し，また，日本における抗菌薬適正使用に関する

①無症候性細菌尿は治療しない
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②上気道感染症に抗菌薬は投与しない

が，ここを丁寧に説明し，抗菌薬なしで経過をみる方針

③うっ滞性皮膚炎に抗菌薬は投与しない

でよいか，良好な医師−患者関係を構築できる医療面接

④下痢がないのにクロストリジウム感染症の検査はしな

のスキル，コミュニケーション能力が問われている 7）．

い

③は，うっ滞性皮膚炎に対して抗菌薬治療されることが

⑤僧帽弁逸脱症の患者に予防抗菌薬は行わない

よくある重度肥満患者が多い米国ならではの現状に対す
るものである．うっ滞性皮膚炎の診断ができないとかこ

④以外は抗菌薬適正使用に直接関わる項目である．繰

の疾患の病態生理に関する意識の欠如が原因とされる

り返すが，④は結果的にはクロストリジウム感染症とし

が，臨床現場ではその判断が風邪診療とともにとても難

ての過剰治療につながらないようにという項目でもあ

しいことが多い．下肢のうっ滞性皮膚炎であれば，基本

り，間接的にではあるが，抗菌薬適正使用に関わるとし

治療は下肢の挙上や圧迫である 8, 9）．④はクロストリジ

てもよい．つまり，全 5 項目が抗菌薬適正使用に関わる

ウムディフィシルの検査，
つまりトキシン検査は下痢（有

ものとなっている．そこで，Choosing wisely 発祥の地

形でない）のある場合のみで行われるべきだという項目

である米国の項目はやや丁寧に確認したい．まず，
①は，

である．クロストリジウムディフィシルはトキシン（＋）

無症候性細菌尿，つまり，排尿時痛もしくは頻尿といっ

の保菌者もいるため，過剰治療につながる．下痢がある

た症状がないが尿中に細菌が十分いる細菌尿に抗菌薬を

場合にのみ検査の判断ができるのだ 10, 11）．バンコマイシ

使用することは抗菌薬過剰使用の主要因子とされ警告し

ン内服による VRE（バンコマイシン耐性腸球菌）増加

ている一文である．治療しても腎盂腎炎などの発症はへ

の明確なエビデンスは現時点ではないが，無症状保菌者

らさないとされる．妊婦や前立腺手術予定，他の侵襲的

の治療はコストの面からも許容されるものではない．⑤

な泌尿器科手術予定，腎・腎膵移植後 1 年以内であれば

は僧帽弁逸脱症の患者の歯科治療では感染性心内膜炎予

投与するという例外はあるが，無症候性細菌尿への抗菌

防抗菌薬は必要ないという項目である．副作用の方が有

薬使用は臨床的に利益はなく，死亡率も改善しない．ち

益性を上回るとされ，適正使用により抗菌薬耐性株や例

なみにこの無症候性細菌尿とは尿培養での優位な細菌尿

えばクロストリジウムディフィシル感染症を減らすこと

を指しており，日々の臨床でよく見かける尿沈査での細

になるとされる 12-14）．

菌（＋）のことではない．尿沈渣での細菌の有無は，グ

これら IDSA が提示する 5 項目すべてを日本にも当て

ラム染色もしておらず，有意な菌量がいるか，それが真

はめて問題はないものばかりである．しかし，日本は米

に細菌か？も十分確認していない段階なのだが，これを

国ほど重症のクロストリジウム感染症は認めないこと

みて治療開始としている医師は多い．よって，これを日

や，米国ほど重度肥満患者は多くは無いため，あえてク

本に当てはめる場合は「尿沈渣での細菌（＋）で治療開

ロストリジウムの検査の項目をあげるとか，うっ滞性皮

始としない」という一文も検討したほうが効果的かもし

膚炎に対する抗菌薬過剰治療をを取り上げる必要がある

れない．また，尿道カテーテル使用が細菌尿のリスクを

か？は丁寧に考える必要がある．5 項目という優先順位

増大させるが，抗菌薬使用はカテーテル関連尿路感染症

を考慮した提示が重要であり，日本の実情を無視して米

頻度は減らさないとされる．無症候性細菌尿に対する抗

国の 5 項目そのままを日本の項目にするのが決して良い

菌薬過剰治療はコストの点だけではなく，クロストリジ

とはならない．

ウム感染症，耐性菌出現にも関係し，医療の安全・質の
問題を提起する重要項目とされる

米国感染症学会の提示する Choosing wisely 5 項目を

．②は急性上気道

紹介した．しかし，抗菌薬関連の項目は米国感染症学会

感染症のほとんどはウイルスによるものであり，抗菌薬

のみから出ているわけではない．米国 Choosing wisely

治療は無効で不適正であるばかりではなく，潜在的に有

では直接抗菌薬適正使用を謳った項目は上記 4 項目含め

害でもあるという項目である．しかし，A 群溶連菌によ

合計 25 項目で，12 もの学会から提示されているのが興

る感染が確定している場合には通常抗菌薬治療が必要と

味深い（下記参照）．最も多かったのは米国感染症学会

なる ．ウイルス感染症への抗菌薬の誤使用がコスト増

だが，そのあとに泌尿器科学会，耳鼻科学会，皮膚科学

加や抗菌薬耐性，副作用を引き起こしている最大要因の

会，医療疫学学会となっている．このように，抗菌薬適

ひとつであることを踏まえる必要がある ．しかし，最

正使用はほぼすべての分野に関わる臓器横断的なもので

も大切なことは，風邪診療における医療の限界を丁寧に

あることがよくわかる．米国感染症学会の項目と重複す

説明することなのだ．外来診療での時間的な制約はある

るような項目，米国感染症学会のものとは違うが複数学

2-4）

5）

6）

Choosing Wisely：抗菌薬適正使用に関する Five Things Physicians and Patients Should Question（5 つのやるな）リスト
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会で同じ項目を提示しているものもあるが，日本にも当

ペニシリンアレルギーは極めて重篤なアレルギーとして

てはまる項目が複数あり重複を除いて，ご紹介したい．

認知されてしまっているが，抗菌薬適正使用ではもっと
も重要な抗菌薬であるからだ．よって，ペニシリンアレ

【米国 Choosing wisely で抗菌薬に関する項目を掲げて

ルギーの病歴があってもそれが真にペニシリンを回避す

いる学会】

る必要があるか？は丁寧に考えるように警告している．

American Urological Association：3 項目

特に，ペニシリンアレルギーがある患者さんでは 10％

AMDA – The Society for Post-Acute and Long-Term Care

程度でセフェム系にも交差アレルギーがあることが知ら
れているため，ベータラクタム系抗菌薬全般を医療安全

Medicine：2 項目
American Academy of Dermatology：3 項目

上回避する傾向がある．しかし，そうなると，抗菌薬使

American Academy of Allergy, Asthma & Immunology：1

用が限られ，広域抗菌薬，キノロン系抗菌薬の使用につ
ながり，むしろ耐性菌の拡大やクロストリジウムディフ

項目
American College of Emergency Physicians：1 項目

ィシル感染症などの医療関連感染症の増大のリスクとも

American Academy of Otolar yngology-Head & Neck

なるのだ．医療安全はそのアプローチは簡単ではなく複
雑系である．

Surgery Foundation：3 項目
Infectious Diseases Society of America：4 項目
American Society for Metabolic and Bariatric Surgery：1
項目
American Academy of Pediatrics：2 項目
Society for Healthcare Epidemiology of America：3 項目
American Academy of Ophthalmology：1 項目

Ⅲ．抗菌薬適正使用に関わるChoosing
wisely 世界の現状－米国以外の国
の場合－
米国発のこのキャンペーンはいまや全世界に広がって

American Academy of Allergy, Asthma & Immunology：1
項目

いる．特に力を入れている国で抗菌薬適正使用に関わる
項目を掲げているところを紹介したい．まず，ドイツの
ものをご紹介したい．ドイツ感染症学会が 10 項目掲げて

【米国感染症学会以外が提示する抗菌薬適正使用に関わ
る項目】

おり，その作成過程含め論文として発表されている 26）．
10 項目中 8 項目で抗菌薬適正使用に関わるものである．

■他の経口抗菌薬があるのにフルオロキノロンを女性の
単純性膀胱炎に使用しない

（American Urological

15, 16）

のと違い，“ 治療することを推奨 ” している項目がいく
つかあるのに注目したい．つまり推奨項目を Positive

Association，American Urogynecologic Society）
■手術室を退室した後に予防抗菌薬は継続しない

多くの国が不必要・過剰な抗菌薬使用を指摘している

17, 18）

recommendation と Negative recommendation に 分 け て

（Society for Healthcare Epidemiology of America，

提示している．適正使用は過剰使用を制限することだけ

American Society for Metabolic and Bariatric Surgery）

ではなく，治療が必要な時にはしっかり治療することも

■単純性の副鼻腔炎に救急外来で抗菌薬を投与しない

19, 20）

重要であり，そのような視点を忘れがちで参考になる．
また，日本でもよく見かける CRP やプロカルシトニン

（American College of Emergency Physicians）
■ペニシリンアレルギーの病歴がある患者で，適切な

を用いた抗菌薬開始判断による抗菌薬過剰使用を指摘す

評価をしないでβラクタム系以外の抗菌薬を使いす

る項目もあり，日本の現状は世界でも似たようなもので

ぎない

あることが予想され興味深い．培養結果の誤った解釈と

（American Academy of Allergy, Asthma &

21-23）

してカンジダ検出を治療しないことを指摘している．こ

Immunology）
■術創部に局所投与抗菌薬をルーチンで使用しない

24, 25）

（American Academy of Dermatology）

れも国内でもよく見かける過剰治療である．このよう
にドイツの項目は IDSA のそれとは切り口の点で斬新な
ものとなっているものが多い．Positive recommendation

どの項目も米国に特徴的というものではなく，日本に

や日本でもみられる安易な検査結果解釈に関わる部分な

当てはめても全く違和感のないものばかりである．特に

ど，このような切り口も Choosing wisely の項目になり

注目すべきは，抗菌薬アレルギーの病歴により，抗菌薬

うることを教えてくれている．

不適正使用となっていることを指摘した項目であろう．
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特
【ドイツ感染症学会が提示する抗菌薬適正使用に関わる

といった他国でも認める抗菌薬適正使用関連項目が米国
同様に学会横断的に提示されている．
老年医学の領域で，

項目】
（1）黄色ブドウ球菌菌血症では抗菌薬治療は必須事項で
感染層を除去せよ
療を開始する

これまでも出てきたものだが，老年医学の側面で抗菌薬
適正使用の項目が入っているのは，他国より高齢化率の

29, 30）

（3）可能な限りバイオアベイラビリティーの高い経口抗
菌薬を投与する

「症状のない細菌尿の高齢者に抗菌薬は投与しない」と
いった高齢者として提示しているのが興味深い．内容は

27, 28）

（2）感染兆候のある重症患者では早期に適切な抗菌薬治

高い日本の Choosing wisely 5 項目を考慮する場合にお
いて，注目すべきものであろう．

31, 32）

（4）単純性の上気道感染症に抗菌薬は投与しない
（5）無症候性細菌尿に抗菌薬は投与しない

33, 34）

次にオーストラリアのものをご紹介したい．感染症学
会が 5 項目を提示し，5 項目すべてが抗菌薬適正使用に

35, 36）

（6）呼吸器・消化器検体で検出されたカンジダは治療し
ない

集

関わる項目となっている．カナダ感染症学会と違い，一
般医にも通じる基本的な項目が取り上げられている．そ

37, 38）

（7）手術室を出た後に予防抗菌薬を投与し続けない

39）

（8）感染の兆候がないのに CRP もしくはプロカルシト
ニン上昇を治療しない

の多くは他の国でも見られているものだが，5 ）の項目
が興味深い．慢性ライム病などの過剰診断・治療などオ
ーストラリアの事情を考慮した項目と思われ，やはりこ

40-43）

のような視点をもった項目を入れることは重要なことだ
次にカナダをご紹介したい．カナダでは感染症学会

と感じる．

が 5 項目を提示しているが，うち 4 項目が抗菌薬適正使
用関連である 44）．どれもエビデンスの基づいたもので、

【オーストラリア感染症学会が提示する抗菌薬適正使用

感染症専門医としては興味深い内容である．つまり，一

に関わる項目】

般医に広く提示するものとしてはややアドバンスの項目

1 ）無症候性細菌尿に抗菌薬は使用しない

が多い印象である．

2 ）感染兆候の無い足潰瘍にスワブ検査もしくは抗菌薬
投与はしない 54, 55）

【カナダ感染症学会が提示する抗菌薬適正使用に関わる
項目】

3 ）上気道感染症に抗菌薬は投与しない
4 ）下痢もしくは他の消化器症状がないのに便の検査を

（1）内服薬を服用でき，吸収が問題ない患者さんでバイ
オアベイラビリティーのよい内服抗菌薬がある場合
に，ルーチンで点滴投与としない

45, 46）

（2）βラクタム系抗菌薬がファーストラインの感染症で，

したり治療したりしない
5 ）倦怠感の患者さんで臨床的に適応がない，はっき
りした流行りがないのに多数の血清学的検査はしな
い 56, 57）

ペニシリンに重篤でないアレルギーがある患者にβラ
クタムではない抗菌薬を投与しない 47, 48）
（3）臨床的に改善している骨髄炎の患者さんにルーチン
で画像をとらない

49, 50）

（4）黄色ブドウ球菌による菌血症もしくは自然弁心内膜
炎の患者さんに，相乗効果を期待してアミノグリコシ
ドを投与しない 51, 52）
上記以外にも，抗菌薬適正使用関連のものとしては，
救急医学の項目で「成人の気管支炎，喘息，小児の細気

その他の学会としては，オーストラリア・ニュージ
ーランド集中治療学会の項目に，
「毎日抗菌薬の Deescalation を考慮する」という項目がこれまでに見かけ
ないものとしてある．

Ⅳ．日 本版抗菌薬適正使用 Choosing
wisely にはどのようなものが適切
か？

管支炎で抗菌薬を投与しない」
，
「単純性の咽頭痛に対し

上記のように，抗菌薬適正使用に関わる各国の項目は

て抗菌薬は投与しない」
，
「単純性の中耳炎に抗菌薬は投

日本のそれを考えるうえで大変参考になる．ひとまず，

与しない」
，家庭医療の項目で「インフルエンザ様症状

各国における抗菌薬適正使用に関わる Choosing wisely

でウイルスが疑われる上気道炎や有症状 7 日以内の自然

から見える項目の特徴をとくに共通点に注目してあげる

軽快が期待できる副鼻腔感染症に抗菌薬は投与しない」

と以下のようになる．

Choosing Wisely：抗菌薬適正使用に関する Five Things Physicians and Patients Should Question（5 つのやるな）リスト
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いるのか？となってしまうのだが，そのような言い方も

①治療における抗菌薬過剰使用
−風邪（急性上気道炎，中耳炎，副鼻腔炎など）に抗

良くはない．ではなぜいまこのようなキャンペーンが行
われるようになってきているのであろうか？その側面も

菌薬投与

理解することが重要と考える．医療を良くしようとして

−無症候性細菌尿に抗菌薬
②過剰な検査，検査結果の誤った解釈による抗菌薬投与

様々な検査・治療などの介入が開発・研究されてきた

−クロストリジウム，CRP/ プロカルシトニン，培養

し，今もされている．それらが医療の実世界に登場する

でのカンジダ，画像，血清学検査

のだが，最初は「良いものとしての可能性を秘めて」登
場していることになる．正確に言えば，十分な臨床デー

③予防抗菌薬の過剰使用

ターではないとしても良いものが期待され（重篤な有害

−周術期，心内膜炎予防

事象の確認がされ），患者のためになるものが期待され

④薬学的な抗菌薬の選択
−安易なペニシリンアレルギーの病歴によるベータラ
クタム抗菌薬回避

世に出てくることになるのだが，まだ真の意味で high
quality evidence を持ったものとは言えない．そのよう

−バイオアベイラビリティー

なものが出た場合，実臨床ではどのようにアプローチし

−アミノグリコシドの相乗効果

たらよいであろうか？正直なところ，
「十分な臨床デー

⑤各国の事情を考慮した項目

タが出るまではそれが真に意味があるのかそうではない
のかはわからない」のだが，high quality evidence が出

このような各国での Choosing wisely として選ばれた

るまでは待つとするか，意味があるものとして介入する

項目は日本においてもすべて問題であるといち感染症医

かという判断を疾患ごとに迫られることになるのだ．で

として日々実感する．しかし，これら共通部分を踏まえ

はどうするか？となり，それはそれぞれの疾患の重症度

日本の現状としてより優先順位をつけた提示が重要と

や他の治療介入の選択肢の有無などによるが，多くの場

なる．では日本の特徴としてどのようなものがあるであ

合医療においては後者が好まれる．全く意味がないとし

ろうか？日本の特徴としては，臓器横断的な感染症専門

て世に出るものなどはなく，十分な臨床データーではな

医が少ない，それに伴い感染症の適切な学びの機会が少

いとしても良いものが期待され，患者のためになるもの

ない，耐性菌の分布の違いがある（耐性菌は多く，特に

として世に出てくる期待感は大きい．このような形で医

MRSA は多いが VRE は少ない）
，重症のクロストリジウ

療に関わる膨大な介入が医療界には存在している．し

ム感染症（特に外科治療が必要となる症例）は多くはな

かし，近年の大きな変化としてそれぞれの分野で high

い，PK/PD に基づいた抗菌薬投与が添付文書上認めら

quality evidence がそろい始めてきている．さらに，過

れていない抗菌薬が多い，諸外国にあって日本にはない

剰介入による弊害（医療費だけではなく医療関連感染症

抗菌薬がある，などがある．また，世界一の高齢化社会

などの医療関連死）の high quality evidence もそろい始

を迎えている，増大する医療費の問題といった公衆衛生

めてきたという背景が大きい．そして何よりこれまで当

学的な特徴も忘れてはいけない．

たり前のように医療の現場でやってきたこと（例えば風

現在，上記を踏まえて日本感染症教育研究会（Infectious

邪に抗菌薬など）を変えることは，医療者にとっても患

Diseases Association for Teaching and Education in

者にとっても行動科学的にも簡単なことではない．この

Nippon：IDATEN）では日本版 Choosing Wisely 5 項目

ような背景が Choosing Wisely という世界的なキャンペ

を調整中である．6000 人以上いる会員にメールを用い

ーンにあると考える．繰り返しになるが，これまでの医

て項目を募集しデルファイ法などを用い，その重みづけ

療が間違っていたとか，今までが無駄だったということ

をし，調整を試みようとしている

を咎めているものでもない．これまで当たり前のように

．ご期待いただき

58）

やってきたことを医療者も患者も一緒に学び，疑問に持

たい．

Ⅴ．さいごに
Choosing wisely（賢い選択）では，提示されている項
目は「無駄な医療」といういい方もされやすい．そのよ
うな言い方をすると，なんてひどいことを医療者はして
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ち，
医療の限界を考えながら話し合い始める機会を持つ，
それがとても重要である．これは医療の安全・医療の質
における医療改革の重要なステップである．
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