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世界における耐性菌の状況

　齊藤　世界における耐性菌の状況に
ついてうかがいます。
　まず、日本は世界的に見てどういう
状況なのでしょうか。
　舘田　世界的なレベルで見ると、耐
性菌の出現と蔓延が人類の脅威として
WHOが、あるいはCDCが取り上げて
いるのですが、日本の状況を見てみる
と、例えばアメリカ、ヨーロッパ、あ
るいは東南アジアの国々に比べてみる
と、かなりうまくコントロールできて
いるような状態であると思います。
　齊藤　比較的よい日本を取り巻く東
南アジア、アジアの国々ではどうなの
でしょう。
　舘田　アジアの幾つかの国では、今
でも抗菌薬、抗生物質がコンビニエン
スストアで売られているような状況が
あって、病院に行けない貧しい人たち
が抗菌薬を勝手に買って、勝手にのん
で、やめてといった状況がまだ続いて
います。そういうところで、残念なが
ら耐性菌が生まれて広がってしまって
いるという状況があるかと思います。

　齊藤　今、日本に来る観光客が多く
なっていますけれども、そういった近
い国がかなり危険な状態であるのです
ね。
　舘田　そうだと思います。日本では
あまり見られないような耐性菌を見る
ときは、多くは海外からの持ち込みと
関連している。ですから、感染症学会
としても、2020年の東京オリンピック・ 
パラリンピックに向けて、海外からた
くさん人が入ってきますから、そうい
ったときの対策をしっかり取っていか
なければと考えているところです。
　齊藤　アメリカではどうなのでしょ
うか。
　舘田　アメリカも、うまくコントロ
ールできているように見えていたので
すが、残念ながらカルバペネム耐性の
腸内細菌化細菌、中でもKPCと呼ばれ
るようなカルバペネムを分解するよう
な酵素を産生する腸内細菌化細菌が非
常に広がってしまいました。最初は東
海岸から、今では全米に広がるような
状況になっています。

　齊藤　アメリカでも一生懸命対策を
取っているのですか。
　舘田　一生懸命取ろうとしています
が、なかなかコントロールしにくいと
いうか、できていないという状況にな
ってしまっています。
　齊藤　ヨーロッパも広く先進国から
開発途上国までありますが、どうなの
でしょう。
　舘田　北欧の国々はMRSAの頻度も
非常に低く、耐性菌が非常に低い頻度
に維持できています。抗菌薬の適正使
用を含めて、感染対策、その教育・啓
発がうまくいっていると思います。た
だ、残念ながら、ヨーロッパの中でも
ギリシャやイタリア、ポルトガル、ス
ペインなどの国々では、耐性菌の蔓延
が止まらないような状況があると思い
ます。
　齊藤　日本は比較的よいポジション
ということですが、薬剤耐性（AMR）
対策アクションプラン（表）ができま

した。どういう経緯でできたのでしょ
う。
　舘田　先ほどお話ししましたように、
グローバル化、そしてボーダーレス化
が進む中で、世界が耐性菌に対して同
じ目標を立てながら一緒に協力してい
かなければいけないという流れの中で、
日本も2016年に薬剤耐性の対策のアク
ションプランを出しました。世界が注
目する日本の、ある意味、独自の数値
目標を盛り込んだアクションプランと
いうことです。
　齊藤　アクションプランの基本的な
考え方はどういうことになりますか。
　舘田　日本のアクションプランで 
一つの特徴は、数値目標です。例えば、
MRSAの割合を2020年までにどのくら
いにしよう、あるいは抗菌薬の使用量
をどのくらいにしようなどの数値目標
を掲げて、我々が進むべき方向性をは
っきり示したことが大事だと思います。
もちろん、骨子となるものに関しては

表　薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン（2016〜2020）で示された成果目標

１．肺炎球菌のペニシリン耐性率を15％以下に低下
２．黄色ブドウ球菌のメチシリン耐性率を20％以下に低下
３．大腸菌のキノロン耐性率を25％以下に低下
４．緑膿菌のカルバペネム耐性率を10％以下に低下
５．大腸菌および肺炎桿菌のカルバペネム耐性率を0.2％以下に維持
６．抗菌薬使用量を３分の２に減少（2013年比）
７．  経口セファロスポリン系薬、フルオロキノロン系薬、マクロライド系薬の使用量
を50％削減（2013年比）

８．静注抗菌薬使用量を20％削減（2013年比）
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サーベイランスをしっかりしなければ
いけないとか、抗菌薬の適正使用であ
るとか、感染対策であるとか、そうい
ったものも含め数値目標を示しながら
アクションプランをつくったことが大
きな特徴だと思います。
　齊藤　アクションプランができて、
実際に実地医家の先生が感染症の患者
さんを診ていく場合に、抗菌薬の使用
への考え方はどうでしょうか。
　舘田　アクションプランはある意味
大きな方向性を示しているのですが、
それ以外にも、国民啓発会議とか、い
ろいろそれに連携するような行動がス
タートしています。その中で一つ大事
な方向性は、今まで耐性菌対策という
と、病院の中で専門家に対しての教育、
啓発が中心でしたが、今はそれが開業
医に、あるいは医療従事者だけではな
くて、小さなお子さんをお持ちのお父
さん、お母さんなどの一般市民の人た
ちに、どうやって教育していくのか、
そこまで考えたプランになっていると
ころが重要だと思います。
　齊藤　抗菌薬を適正に使うことにつ
いて、認識を共有していくのでしょう
か。
　舘田　そうですね。
　齊藤　開業医の考え方、あるいは抗
菌薬の使い方について、調査はあるの
ですか。
　舘田　いろいろなところでこのアク
ションプランを、抗菌薬の適正使用と

いうかたちで教育、啓発活動をしてい
ますが、開業医の話を聞くと、熱を出
した子どもを連れてきたお母さんから
「抗生物質を出してください」と言わ
れる。そういったときになかなか断り
にくい。断れないような状況の中で出
していた。そういった現実があるかと
思います。そのような中で、行政側か
ら出された「抗微生物薬適正使用の手
引き（第１版）」では、お父さん、お
母さんを教育するという方向性、そし
て「これはウイルス感染症だから、抗
生物質はいらないんです」ということ
を説明できるようなマニュアルをつく
って、医師とともに患者さんも教育す
る、そういった仕組みが動き出してい
ます。
　齊藤　夜中に患者さんが来て、そこ
で説明するのは、実際はなかなかたい
へんなことになると思うのですが、そ
ういった努力に対する報酬については
どうですか。
　舘田　そこが大事で、今まではそれ
に対しての報酬はなかったのですが、
今回の保険診療点数の改定によって小
児抗菌薬適正使用支援加算がつくこと
になりました。今お話ししたような、
「あなたの病気は抗生物質がいらない
ウイルス感染症です」ということを、
そのガイドに従って説明すると点数が
つくという仕組みが動き出します。そ
うすると、今まで言われたままに出し
ていた抗菌薬を、より適正使用を進め

るかたちでの処方、という方向に向か
うのではないかなと思います。
　齊藤　医師の説明を患者さんが受け
入れていただけるような、患者さんへ
の基礎的な教育が重要になるのでしょ
うね。
　舘田　すごく大事なところで、感染
症学会も今までは専門家に対する教育
や啓発、あるいは研究などの視点での
活動が主であったのですが、やはり感
染症はどのような医師もみる病気とい
う意味からも、専門としない先生方に
抗菌薬の適正使用も含めてさらに教育、
啓発活動を進めていかなければいけな
い時期に来ていることを感じています。
　齊藤　これまでは患者さんから要望
があると抗菌薬を出さざるを得ないよ
うな状況にあったけれども、それが変
わってきたということですね。
　舘田　そうですね。これがすぐにど
のくらい効果が出るのかわかりません
が、間違いなく一歩一歩、それを進め
るような行政と、学会、みんなが考え
て進み出す方向性が見えてきていると

思います。
　齊藤　2020年の数値目標がすでに出
されていますね。あと２年ですが、ど
の程度達成の可能性があるのでしょう
か。
　舘田　これは個人的な考えですが、
数値目標というよりも、抗菌薬の適正
使用をもう少し考えよう。今まで抗生
物質が安全でそれが使えるという日本
の医療のよさがあったけれども、それ
によってあまりにも使い過ぎていた部
分があったのかもしれない。それぞれ
が適正使用を一歩踏み込んで考えて、
そして抑えるところは抑え、使うとこ
ろは使う、そういうものを進めていけ
ればいいと思います。
　齊藤　開業医をサポートするような
仕組みはどうでしょうか。
　舘田　学会としても、その教育、そ
の必要性をもっともっと知ってもらえ
るように、公開講座を含めてやってい
かなければいけないと感じています。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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が適正使用を一歩踏み込んで考えて、
そして抑えるところは抑え、使うとこ
ろは使う、そういうものを進めていけ
ればいいと思います。
　齊藤　開業医をサポートするような
仕組みはどうでしょうか。
　舘田　学会としても、その教育、そ
の必要性をもっともっと知ってもらえ
るように、公開講座を含めてやってい
かなければいけないと感じています。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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