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抗菌薬適正使用に関する政策

　大西　具先生、抗菌薬適正使用に関
する政策というテーマでお話をうかが
います。
　今、院内感染対策や抗菌薬の適正使
用が非常に大きな問題になっています
が、まず最初に院内感染対策としての
抗菌薬の適正使用についてお話をいた
だけますか。
　具　薬剤耐性菌が注目されたのはも
ともとは院内感染の問題の中でのこと
です。院内感染対策の様々なシステム
がつくられる中で、感染防止対策加算
ができました。これは診療報酬での加
算ですが、その中で例えばカルバペネ
ム系のような広域抗菌薬や抗MRSA薬
を届け出制にしたり、あるいは許可制
にして使用を制限しよう、そういった
方法が長く行われてきました。いって
みれば、この薬を使うとちょっとよく
ないから制限しよう、あるいはMRSA
が出たときにどうしようという、薬の
視点、あるいは薬剤耐性菌の視点で行
われてきたのです。このようなやり方
で抗菌薬の使用は抑制されるのです。

それは間違いなく抑制され、一定の効
果を上げてきたと思っています。
　大西　病院でも特定抗菌薬の届け出
をかなりうるさく言って、やっと出し
てくれるようになったのですが、長年
の経過で見ると、少しずつ使用量が適
正化されてきているように思うのです。
一定の効果はあったということですね。
　具　そうですね。
　大西　それでは次に薬剤耐性、AMR
のアクションプランが2016年に策定さ
れましたが、内容について教えていた
だけますか。
　具　薬剤耐性AMRアクションプラ
ンというものができましたが、大きく
６つの項目があります。そのうちの一
つが抗微生物剤の適正使用というタイ
トルになっています。これは医療分野
だけでなくほかの分野も含めて、抗菌
薬を適正に使っていきましょうという
内容になっていて、具体的なことがこ
の１～２年ほどでだんだんと進んでき
ています。
　一番大きいのは、2017年６月に「抗

微生物薬適正使用の手引き」が厚生労
働省から発表されました。これは特に
外来での急性気道感染症、急性下痢症
の診療に関する手引きになっています。
この手引きの特徴が幾つかありまして、
外来を対象とすることもそうなのです
が、興味深いつくりになっているのは、
症状からどのように診療を進めていく
かの流れです。よくガイドラインとい
いますと、病名が決まってからとか、
あるいはこの菌が出たら、というつく
りになりやすいのですが、特に外来と
いうかたちでつくられています。
　大西　日本だと、特に外来で抗生剤
の使用が非常に多いと聞いています。
風邪だとどうするかとか、いろいろあ
りますね。そのあたりの啓発というか、
教育が重要かと思うのですが、どうで
すか。
　具　抗菌薬が随分多く外来、特に風
邪症状に処方されているということが
あり、調べてみると本来不必要な薬が
だいぶ処方されていることもわかって
います。そのため、この手引きは外来
診療を狙ってつくられました。
　大西　最近では経口のセフェムの第
３世代などもかなり使用量が多いと聞
いていますが、そのあたりも外来をタ
ーゲットに適正化していかなければい
けないのですね。
　具　そうですね。抗菌薬は本当に必
要なときにはもちろんきちんと使うべ
き薬なのですが、使う場面と使わない

場面、メリハリをつけることが大事か
と思います。
　大西　そのあたり、患者さんの協力
もいりますね。
　具　もちろんそうですね。患者さん
から抗菌薬処方を希望されるとか、そ
ういったお話もありますので、患者さ
んにどう説明するか、あるいは家族の
方にどう説明するかなども、この手引
きに記載されています。
　大西　それでは次に、2018年度の診
療報酬改定で感染防止対策加算がいろ
いろ見直しされたと思いますが、まず
入院の関係から教えていただけますか。
　具　最初にお話しした感染防止対策
加算に新しい加算が加わったのです。
それは、抗菌薬適正使用支援加算とい
うものです。抗菌薬適正使用支援チー
ム、英語の略語でASTとよく呼ぶので
すが、ASTをつくって病院内での抗菌
薬適正使用を推し進めることで加算を
つけようということです。いわゆる多
職種チーム医療です。医師だけではな
く、薬剤師、臨床検査技師、看護師、
事務の担当者、そういった多職種で推
進していこう。そしてそれに対して加
算をつけようということで今回、加算
が加わりました。
　大西　病院でもこういうチームを立
ち上げて、例えば１週間以上同じ薬を
使っていたら介入して、主治医とディ
スカッションして、継続するのか、や
めるのか、そういったことを行ってい
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ますが、そういった作業が非常に重要
なのですね。
　具　そうですね。かつては、MRSA
をどうしようとか、あるいは広域抗菌
薬をどうしようという話になっていた
のですが、チームで進めようという中
で、患者さんの診断と治療をどうしよ
う、そういう視点になってきているの
です。感染症をきちんと診断して、き
ちんと治療するという、当たり前のこ
とですが、それをチームで進めて、よ
り質の高い医療を目指そうという加算
だと考えています。
　大西　カルバペネム系は使用量が多
いことが問題になっていて、いろいろ
なデータも出てきていますが、将来そ
のあたりもいろいろ保険の算定にリン
クさせるという話もあります。今後、
対策が進むのでしょうか。
　具　特定の抗菌薬を狙い撃ちするの
はなかなか難しいかもしれませんが、
まずは質を上げることで内容が変わっ
ていけばという、それが本来の姿だと
思います。本来の姿を政策的に後押し
をしていくという流れになるかと思っ
ています。
　大西　それでは次に、外来関係では
いかがでしょうか。
　具　外来も、この４月の診療報酬改
定で新たな加算があります。これは小
児科に限るのですが、小児科外来診療
料、それから小児かかりつけ診療料に、
新たに抗菌薬適正使用支援加算という

新しい加算のシステムがつくられまし
た。これは非常に興味深いもので、抗
菌薬が本来必要のないような、いわゆ
る風邪などのお子さんの場合に、きち
んと説明をして抗菌薬を出さなかった
ら加算をつける。何かをしないことで
加算をするというよりは、説明をする
ことで加算をするというものになって
います。
　大西　これも重要な取り組みですね。
　具　そうですね。きちんとコミュニ
ケーションを取ることはとても大事で
すし、これまでも多くの先生方が実際
にやってきているのですが、それを診
療報酬の制度で後押しし、本来あるべ
き姿に向けて背中を押してくれるよう
なものになっていると思います。
　大西　いろいろうかがっていますと、
一般の方や医療者の方に教育あるいは
啓発する活動が非常に重要だと思いま
すが、具体的な取り組みも今、なされ
ているのでしょうか。
　具　こちらは政策、アクションプラ
ンに基づいて行うのですが、より多く
の方に抗菌薬は大事な薬であること、
そして、次の世代、その次の世代とい
うように残していかなければいけない
ことを知っていただきたいと、様々な
取り組みが行われています。私たちの
AMR臨床リファレンスセンターでも
ウェブサイトをつくるのに加え、イベ
ントを行ったり、様々な資料をつくっ
て、いろいろな方に知っていただくこ

とを目指して活動しています。
　大西　今回のテーマの抗菌薬の適正
使用、耐性菌の問題はかなり世界的な
問題だと認識しているのですが、日本
と同じような状況は欧米でも起きてい
るのでしょうか。日本が少し特殊な部
分もあるのか、そのあたりはよくわか
らないのですが、いかがですか。
　具　抗菌薬の使い方は国によって特
徴があります。耐性菌の頻度も国によ
って違うところがあります。ですので、
日本には日本の特徴があるのですが、
欧米諸国でも薬剤耐性菌がだんだん増
えてきたということから様々な対策を
行っています。あるいは、政策的にも
行っているところがあります。私たち
も、海外でのやり方も学びながら、そ
れから日本独自のやり方もいろいろ紹

介しながら、世界的な活動に乗ってや
っていこうと今進めています。
　大西　例えば、私のいる病院だと、
いわゆるアジア・アフリカの途上国と
の関係が密接なのですが、今そういっ
た国ではこういう問題は起きているの
でしょうか。
　具　アジア・アフリカの途上国のほ
うがむしろ問題は深刻だといわれてい
ます。ただ、検査が十分にできないと
いうこともあり、むしろ検査のシステ
ムとか、医療インフラの問題とか、そ
ういったところを支援していくのも先
進国としてとても大きな役割ですし、
それはアクションプランにも含まれて
います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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