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抗菌薬サーベイランスと抗菌薬適正使用の指針

　齊藤　抗菌薬サーベイランスを中心
にうかがいます。これはどういったこ
とを行うのでしょうか。
　本田　現在、薬剤耐性対策において
は、抗菌薬の使用自体が薬剤耐性につ
ながっていることが示唆されています。
そういう状況のもとで、抗菌薬がどの
ように使われているか、どれぐらい使
われているか、こういったことを各医
療機関で把握することを目的として、
抗菌薬の使用量自体のサーベイランス
をするということになります。
　齊藤　医療機関、病院ごと、あるい
は場合によっては開業医さん１人ごと
になるのでしょうが、なかなかデータ
を集めるのが難しいということです。
現況ではどのようになっていますか。
　本田　比較的大きな医療機関であれ
ば、抗菌薬の使用量は入院患者さんの
在院日数というか、患者・日数という
値を用いて、その患者さんが病院に滞
在している日数当たりどれぐらい使用
されているかで把握が可能になると思
います。これは主に点滴での抗菌薬に

なります。しかしながら、外来、例え
ばクリニックレベルで、抗菌薬がどれ
ぐらい処方されているかを見ることは
非常に難しいです。そういった場合に
は地域や都道府県、国家のデータとい
うかたちで、今ある販売量のデータや
DPC払い出し量のデータなどを用いて、
その地域ごと、県ごと、国ごとのよう
なかたちで使用量のデータを把握する
ことが今、日本で行われているのです。
　齊藤　データが集まり出しつつある
ということで、どういったことがわか
っているのでしょうか。
　本田　現在、日本の抗菌薬使用に関
してわかっていることは、約90％は経
口の抗菌薬の使用であることです。そ
の中でも、セファロスポリン系の抗菌
薬、マクロライド系の抗菌薬、フルオ
ロキノロン系の抗菌薬の処方量が比較
的高いことが知られています。ここか
ら類推するに、病院内では経口の抗菌
薬での治療よりは点滴での抗菌薬の治
療のほうが多いですから、これらの抗
菌薬の使用は主に外来セッティングで

されているのではないかと推測されて
いるのです。
　齊藤　データは年度ごとに集まって
いるのですか。
　本田　ここ１～２年のデータなので、
どれぐらい年度ごとにうまく集められ
ていくのかは少し未知数なところもあ
ると思うのですが、経時的にデータは
サンプリングされていくのではないか
と想像されます。
　齊藤　データはインターネットなど
に公開されるのでしょうか。
　本田　集められた情報は、今日本で
主にこの分野で中心的な施設である
AMR臨床リファレンスセンター等か
ら、抗菌薬の使用量に関してはほかの
データ、例えば感染対策上のデータ等
と一緒に公開されていく予定になって
います。
　齊藤　そのデータを見て、経口抗菌
薬使用について地域比較とか国別比較
ができていくのですか。
　本田　国レベルという感じではおそ
らく国家間の比較、都道府県レベルで
は都道府県での比較、市区町村での比
較、あと地域間の比較について、細か
いデータが出てくれば可能になってく
るのではないかと思います。
　齊藤　年度でどんどん増えていくと
ころと、逆に減っているところもわか
ってくるのですね。
　本田　そうですね。おそらくそれは、
もしかしたら間接的には感染症診療に

対する温度差のようなかたちで、どれ
ぐらい熱心に抗菌薬適正使用を進めて
いくか、そういったことで差が出てく
る、そういうことを見る可能性がある
と思います。
　齊藤　抗菌薬の不適切な使用をやめ
ることで全体的な使用量は減らせるの
ですね。
　本田　幾つかの抗菌薬適正使用に関
係する研究においては、抗菌薬適正使
用プログラムが導入された状況ですと、
多くのスタディが抗菌薬の使用量自体
が減っていくことを見ていると思いま
す。
　齊藤　適切な使用が行われていると
ころに対しては、何らかの報酬という
か、インセンティブはあるのでしょう
か。
　本田　現在、今年度から地域の基幹
病院や第３次医療機関では、入院患者
において抗菌薬適正使用における加算、
加算事業というかたちで加算がついて
いる状況です。これは比較的規模の大
きな病院だけだとは思いますが、そこ
で適正使用のプログラムが導入されて、
きちんと結果を出していくことが求め
られている。それに伴いファイナンシ
ャル・インセンティブがついている。
ただ、地域の例えば外来セッティング
とか、そういったところでの経済的支
援等は、まだ今の時点ではついていな
い状況だと思います。
　齊藤　適正使用を進めるためにはド

ドクターサロン62巻12月号（11 . 2018） （919）  3938 （918） ドクターサロン62巻12月号（11 . 2018）

1812本文.indd   39 2018/11/14   10:11



耐性菌と抗菌薬適正使用の最前線（Ⅲ）

東京都立多摩総合医療センター感染症科医長
本　田　　仁

（聞き手　齊藤郁夫）

抗菌薬サーベイランスと抗菌薬適正使用の指針

　齊藤　抗菌薬サーベイランスを中心
にうかがいます。これはどういったこ
とを行うのでしょうか。
　本田　現在、薬剤耐性対策において
は、抗菌薬の使用自体が薬剤耐性につ
ながっていることが示唆されています。
そういう状況のもとで、抗菌薬がどの
ように使われているか、どれぐらい使
われているか、こういったことを各医
療機関で把握することを目的として、
抗菌薬の使用量自体のサーベイランス
をするということになります。
　齊藤　医療機関、病院ごと、あるい
は場合によっては開業医さん１人ごと
になるのでしょうが、なかなかデータ
を集めるのが難しいということです。
現況ではどのようになっていますか。
　本田　比較的大きな医療機関であれ
ば、抗菌薬の使用量は入院患者さんの
在院日数というか、患者・日数という
値を用いて、その患者さんが病院に滞
在している日数当たりどれぐらい使用
されているかで把握が可能になると思
います。これは主に点滴での抗菌薬に

なります。しかしながら、外来、例え
ばクリニックレベルで、抗菌薬がどれ
ぐらい処方されているかを見ることは
非常に難しいです。そういった場合に
は地域や都道府県、国家のデータとい
うかたちで、今ある販売量のデータや
DPC払い出し量のデータなどを用いて、
その地域ごと、県ごと、国ごとのよう
なかたちで使用量のデータを把握する
ことが今、日本で行われているのです。
　齊藤　データが集まり出しつつある
ということで、どういったことがわか
っているのでしょうか。
　本田　現在、日本の抗菌薬使用に関
してわかっていることは、約90％は経
口の抗菌薬の使用であることです。そ
の中でも、セファロスポリン系の抗菌
薬、マクロライド系の抗菌薬、フルオ
ロキノロン系の抗菌薬の処方量が比較
的高いことが知られています。ここか
ら類推するに、病院内では経口の抗菌
薬での治療よりは点滴での抗菌薬の治
療のほうが多いですから、これらの抗
菌薬の使用は主に外来セッティングで

されているのではないかと推測されて
いるのです。
　齊藤　データは年度ごとに集まって
いるのですか。
　本田　ここ１～２年のデータなので、
どれぐらい年度ごとにうまく集められ
ていくのかは少し未知数なところもあ
ると思うのですが、経時的にデータは
サンプリングされていくのではないか
と想像されます。
　齊藤　データはインターネットなど
に公開されるのでしょうか。
　本田　集められた情報は、今日本で
主にこの分野で中心的な施設である
AMR臨床リファレンスセンター等か
ら、抗菌薬の使用量に関してはほかの
データ、例えば感染対策上のデータ等
と一緒に公開されていく予定になって
います。
　齊藤　そのデータを見て、経口抗菌
薬使用について地域比較とか国別比較
ができていくのですか。
　本田　国レベルという感じではおそ
らく国家間の比較、都道府県レベルで
は都道府県での比較、市区町村での比
較、あと地域間の比較について、細か
いデータが出てくれば可能になってく
るのではないかと思います。
　齊藤　年度でどんどん増えていくと
ころと、逆に減っているところもわか
ってくるのですね。
　本田　そうですね。おそらくそれは、
もしかしたら間接的には感染症診療に

対する温度差のようなかたちで、どれ
ぐらい熱心に抗菌薬適正使用を進めて
いくか、そういったことで差が出てく
る、そういうことを見る可能性がある
と思います。
　齊藤　抗菌薬の不適切な使用をやめ
ることで全体的な使用量は減らせるの
ですね。
　本田　幾つかの抗菌薬適正使用に関
係する研究においては、抗菌薬適正使
用プログラムが導入された状況ですと、
多くのスタディが抗菌薬の使用量自体
が減っていくことを見ていると思いま
す。
　齊藤　適切な使用が行われていると
ころに対しては、何らかの報酬という
か、インセンティブはあるのでしょう
か。
　本田　現在、今年度から地域の基幹
病院や第３次医療機関では、入院患者
において抗菌薬適正使用における加算、
加算事業というかたちで加算がついて
いる状況です。これは比較的規模の大
きな病院だけだとは思いますが、そこ
で適正使用のプログラムが導入されて、
きちんと結果を出していくことが求め
られている。それに伴いファイナンシ
ャル・インセンティブがついている。
ただ、地域の例えば外来セッティング
とか、そういったところでの経済的支
援等は、まだ今の時点ではついていな
い状況だと思います。
　齊藤　適正使用を進めるためにはド

ドクターサロン62巻12月号（11 . 2018） （919）  3938 （918） ドクターサロン62巻12月号（11 . 2018）

1812本文.indd   39 2018/11/14   10:11



クター、あるいは患者さんの教育が重
要になりますか。
　本田　そうです。現時点で、医師、
つまり処方者側の教育および患者さん
側の教育、抗菌薬が適応である病態の
理解、処方者側において抗菌薬が適応
である疾患の理解などを深めていく必
要がある。その中で、2017年に厚生労
働省から「抗微生物薬適正使用の手引
き」が発行され、啓発がなされている
状況だと思います。
　齊藤　手引きはインターネットで取
れますけれども、実際にそれを皆さん
が取って読んでもらうような流れをど
うやってつくっていくのでしょうか。
　本田　まず、中心となる医療機関で
そういった手引きの情報が入手でき、
不必要な使用、不適切な使用を控えて
いくという感染症診療の標準化を進め
ていくのが一つです。もう一つは地域
における教育の機会、講習会などのか
たちで、特にAMR臨床リファレンス
センター等で講習会を各地で開催して
いるという状況だと思います。また、
一般市民の方にもそういった情報が伝
わるような教育の機会が今展開されて
いるところです。
　齊藤　医師会の講演会などもあると
思うのですが、なかなかスポンサーが
つきにくいテーマですね。
　本田　抗菌薬自体は商品ですが、国
民全体から見ると有限的な資源なので
す。ですので、短期的な利益にとらわ

れることなく、薬剤耐性の発生という
大局的な観点から抗菌薬の使用という
のを見ていく必要があるのではないか
と思います。
　齊藤　総論的にはわかると。ただ実
際、目の前の患者さんを診ている開業
医としては、患者さんからの要望など
もあって、どうするか迷う点があると
思います。そういったことも手引きに
は書いてあるのですね。
　本田　さきに触れました「適正使用
の手引き」は、主に不必要使用、不適
切な使用に関して焦点を当てています。
今回は特定の症候群、特に気道感染症
および急性下痢症における不必要使用
を減らすために抗菌薬の適応病態が、
明確に書かれています。さらに、患者
さんから抗菌薬使用のリクエストがあ
った場合にどのように対処するか、な
んで抗菌薬が必要ないかを患者さんに
きちんと納得していただけるような説
明なども、手引きの中にガイダンスと
して含まれています。
　齊藤　開業医は一人でやっているの
で、それを地域の先生のようなリーダ
ーがサポートするような仕組みがある
と、より安心して仕事ができるでしょ
うね。
　本田　抗菌薬適正使用を地域ごとに
上手に進めていくためには、地域での
連携は欠かせないと思います。開業医
が患者を診て、少し心配な病態がある
かもしれません。そういったときに、

高次医療機関に比較的速やかに診ても
らえる、そういった患者さんの情報の
共有、また患者さんの搬送などが、比
較的敷居が低い状況でされることが、

今後の適正使用では必要な背景になっ
てくると思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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