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東京都立小児総合医療センター感染症科医長
堀　越　裕　歩

（聞き手　大西　真）

内服第3世代セファロスポリンの適正使用

　大西　堀越先生、今回のテーマは内
服第３世代セファロスポリンの適正使
用ということでうかがいます。
　現在、日本で抗菌薬をいかに適正に
使用するかが非常に大きな課題になっ
ています。内服第３世代セファロスポ
リンという抗菌薬の特徴、どのような
薬なのかから教えていただけますか。
　堀越　セファロスポリン（セフェム）
系内服薬には第１世代から第２世代、
第３世代とありまして、時代的に第１
世代から開発されてきました。第１世
代と比べて第３世代の強みというのは、
グラム陰性桿菌によりスペクトラムが
強いのと、肺炎球菌などの一部のグラ
ム陽性球菌に対しても少しスペクトラ
ムが広くつくられています。一方、グ
ラム陽性球菌の中の黄色ブドウ球菌の
ようなものに関しては、むしろ抗菌作
用が落ちるといわれていますので、メ
リットばかりではないです。もう一つ
は、第３世代セフェム開発のときから
非常に難しかったのが吸収の問題で、
第３世代セフェムは、第１世代が９割

近く吸収されるのに比べて、１割前後
しか吸収されない。そういったデメリ
ットがあります。
　大西　少し効きが悪いということも
あるのですか。
　堀越　適切な疾患に対して使えばい
いのですが、現状としてはそうでない、
適切でない疾患にまで多用されている
のが日本の現状かと思います。
　大西　臨床の現場で間違った使い方
というか、必ずしも適切でない使い方
の例を幾つかうかがいたいのですが、
よく皮膚の感染症で出されるケースも
多いと思います。このあたりはどのよ
うにしたらよいでしょうか。
　堀越　皮膚の感染症の原因菌のほと
んどが黄色ブドウ球菌で一部がA群溶
連菌、この２つが２大起炎菌になりま
す。その中の黄色ブドウ球菌の場合は
メチシリン感受性とメチシリン耐性、
いわゆるMRSAとの２種類に分かれて
いて、メチシリン耐性のMRSAに対し
てはβラクタム系は、まずそもそも効
かないというのが一つ。メチシリン感

受性の場合、先ほどお話ししたように、
実は第１世代セフェムのほうがより抗
菌力が強いですから、第３世代を使う
デメリットとしては、余計なグラム陰
性桿菌、いわゆるおなかの大腸菌や、
あまり刺激したくない菌まで殺してし
まう。余計なスペクトラムを有してい
るという意味で、不適切な使用になり
ます。
　大西　ついつい第３世代のほうが効
くのではないかと思って使われること
も多いのですが、皮膚科の専門医の処
方を見ていると、やはり第１世代がき
ちんと使われているように思いますが、
そういうことなのですか。
　堀越　皮膚科の先生が必ずしもそう
ではないと思うのですが、第３世代の
ほうが新しいので効く、という誤解を
されている先生が非常に多いと思いま
す。
　大西　あとは、A群溶連菌の咽頭炎
でもけっこう処方がされているように
思いますが。
　堀越　A群溶連菌は100％ペニシリ
ン感受性なので、ペニシリン系、いわ
ゆるバイシリンもしくはアモキシシリ
ンを使うのが第一選択になります。第
３世代は先ほどの話と同じように、余
計なグラム陰性桿菌、大腸菌などを殺
してしまうので、耐性菌の観点からも
好ましくない使用法です。
　大西　基本的にはペニシリン系を使
うべきなのですね。

　堀越　そうですね。
　大西　ほかの例では胃腸炎でも処方
されることもありますね。そのあたり
はいかがですか。
　堀越　胃腸炎に関しては、ほとんど
の場合はウイルス性で、ウイルス性で
はなくたとえ細菌性であっても、抗菌
薬を使ったからといって症状が短縮す
るとか、よくなるというデータは実は
乏しいのです。ですので、胃腸炎に関
してはそもそも抗菌薬はそれほど必要

2011年WHO薬剤耐性対策

No action today, 
No cure tomorrow

今、行動しなければ、明日の治療はない

（http://www.who.int/world-health-
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日本の薬剤耐性（AMR）対策
アクションプラン

①普及啓発・教育
②動向調査・監視
　　→　サーベイランスの強化
③感染予防・管理
④抗微生物薬の適正使用
　　→　医療だけでなく畜水産も
⑤研究開発・創薬
⑥国際協力

（ 薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン  
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でないです。ごくごく限られた重症例
や、あるいは免疫不全、または非常に
小さい乳児などで一部分、使用が正当
化される薬になります。
　大西　ほとんどはウイルス性腸炎で、
そもそもあまり使わないのですね。
　堀越　そうですね。
　大西　風邪といいますか、気道感染
などでも時折出されるケースが多いと

思いますが。
　堀越　感冒や風邪に対しては、これ
も先ほどと同じで、ウイルス性がほと
んどで、そもそも抗菌薬が必要ではな
い。気管支炎や小児の場合は中耳炎な
どで使うことがありますが、そういっ
た場合でも想定する起炎菌を考えた場
合には、第一選択はアモキシシリンで
十分で、そういった第一選択を使用し

てみて、効かないとか、悪くなる場合
には２番目、３番目の選択肢として挙
がってくる薬になると思います。
　大西　内服第３世代セファロスポリ
ン系の抗菌薬というのは、どういう局
面で使うのが適切なのでしょうか。
　堀越　実際のところ、第３世代セフ
ェムに対して感受性のあるようなグラ
ム陰性桿菌を狙う場合が主要適応にな
ります。具体的な疾患名でいうと、一
部の第１世代セフェム耐性の大腸菌に
よる尿路感染症、あるいは中耳炎でア
モキシシリン系の高用量を使用しても
効かないような耐性肺炎球菌、インフ
ルエンザ菌に対して使用する場面があ
るといったぐらいで、実はそれほど多
くはありません。
　大西　先ほど腸管の大腸菌を殺して
しまう場合があるというお話だったの
ですが、消化器症状の副作用が出るこ
ともあるのでしょうか。
　堀越　スペクトラムが広いというこ
とは、腸内環境も乱しますし、あとは
最近いわれているのがピボキシル基が
ついていると、特に小児などでは低血
糖発作を起こしたりして非常に危険な
ことがあります。そういった意味から
も適正に使用しなければいけない薬に
なります。
　大西　この薬は特に日本で多く使わ
れているように思うのですが、世界の
観点から日本の現状はいかがでしょう
か。

　堀越　内服第３世代セファロスポリ
ンの使用量については、オセルタミビ
ルの使用が日本は世界的に突出して多
いといわれています。実は同じような
状況で、第３世代セフェムの内服の薬
メーカーが出している数を見ても、断
トツで日本の種類が多く、それだけた
くさん使用されている実態があって、
その多くはおそらくは風邪や胃腸炎、
皮膚疾患の感染症など、そもそも適応
がないところに誤用されていることが
多いのが問題だと思います。
　大西　そういう状況はどのように改
善していったらよいですか。
　堀越　たぶん外来で使うことが多い
薬ですので、まずは感冒などにはそも
そも使用しないということ。ペニシリ
ン系あるいはアモキシシリンなどの薬
が第一選択となって、場合によっては
小児などでは高用量で使うことで、第
３世代セフェムを使わないで治療する
こと。あと皮膚感染症でも時々誤用さ
れますが、そもそも皮膚感染症ではほ
ぼ出番のない薬ですので、皮膚の感染
症では使用しないことです。
　胃腸炎も外来でよく見る疾患ですが、
これも抗菌薬を使用するところの少な
い疾患ですが、そういうところでもし
っかり適正使用することで実際に使用
率を下げることは可能です。実際、当
センターの取り組みでも、救急外来な
どでもこの薬を特定抗菌薬に指定して、
うちの病院で処方する場合には許可が

薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン

2013年水準から2020年までに
・ヒトに対する抗菌薬　2/3に減少
・内服のセフェム系、マクロライド系、
　キノロン系　1/2に減少
・静注抗菌薬　4/5に減少

　

使用する必要のないとき

・ウイルス性の感冒、胃腸炎に対する
抗菌薬

・厚生労働省が“抗微生物薬適正使用
の手引き”を作成

・使用すべきでない病態を明記

　

抗微生物薬適正使用の手引き

（厚生労働省のHPより）
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ないと処方できないようになっていま
す。そのように病院として取り組むこ
とで、適正使用を進めることができる
かと思います。
　大西　それは先駆的な取り組みです
ね。カルバペネムは届け出をしている
ように思いますが。
　堀越　実は抗菌薬の９割ぐらいが内
服薬として使用されている実態がある
ので、静脈注射の広域抗菌薬を制限す
るのも大事ですが、こういった内服薬
の中でも適正使用を進めるうえでは静
脈注射薬に取られるような対策は、同
様に有効かと思います。
　大西　感冒や胃腸炎で使われること
が多いと、結果として処方量が多くな
りますよね。
　堀越　そういったそもそも必要のな
いところに使用しないのは、とても大
事なことかと思います。
　大西　欧米等では内服第３世代セフ
ァロスポリン系というのはあまり使わ
れていないのですか。
　堀越　使用実態としてはペニシリン
系のほうが使われていますので、日本
だけ非常に突出して、すべての疾患に
対して漫然と第３世代セフェムが使わ
れている状況かと思います。
　大西　第３世代だから効くという誤
解が広まっているのですか。

　堀越　第３世代ということで、比較
的新しい薬という意味で、いろいろな
ところで安易に出されている状況があ
るかと思います。
　大西　これによって耐性菌が出てく
るというデータもあるのですか。
　堀越　小児とかでは実は予防内服な
どで使われることがあるのですが、近
年、ESBLという、第３世代セフェム
が効かないような大腸菌などが非常に
多く検出されてきていますので、そう
いったものがどうしてもセレクトされ
てくる心配はあるかと思います。
　大西　ESBLはよく病棟でも問題に
なりますね。
　堀越　今、外来とか市中でも、健康
な方でも見つかる耐性菌ですので、そ
ういった観点からもなるべくそういっ
たおなかの菌を刺激しない抗菌薬の選
択が大事になってくるかと思います。
　大西　このあたりは何か啓発活動の
ようなものは行われているのでしょう
か。
　堀越　薬剤耐性（AMR）対策アク
ションプランでも経口のセファロスポ
リンは半分に減らしましょうという目
標が出されています。その中で、実は
第３世代が一番のターゲットになるか
と思います。
　大西　ありがとうございました。

　Efficacy and safety of dupilumab in glucocorticoid-dependent 
severe asthma.
　Rabe KF, Nair P, Brusselle G, Maspero JF, Castro M, Sher L, Zhu H, 
Hamilton JD, Swanson BN, Khan A, Chao J, Staudinger H, Pirozzi G, 
Antoni C, Amin N, Ruddy M, Akinlade B, Graham NMH, Stahl N, 
Yancopoulos GD, Teper A
　N Engl J Med 2018, 378 (26) : 2475〜2485

　背景：デュピルマブはIL-４とIL-13の両方のシグナル伝達を阻害するヒト型抗
IL-４レセプターαモノクロナール抗体である。重症喘息患者のコントロール維
持療法中に用いると経口ステロイド減量効果があるか否かは明らかでない。
　方法：経口ステロイドを用いている210人の患者を無作為にデュピルマブ300㎎
かプラセボに割り付け２週ごと24週間にわたり上乗せ投与した。無作為化の前に
ステロイド量を調整した後、第４週から第20週にかけてステロイド量を減量調整
し、最後の４週間は同一量を維持した。主要評価項目は第24週でのステロイド減
量率である。副次評価項目の中で主なものは第24週時点でステロイド量を50％以
上減らせた患者の割合とプレドニゾロン換算で５㎎未満まで減った患者の割合で
ある。重症増悪割合と気管支拡張薬吸入前一秒量も評価に加えた。
　結果：ステロイド量の変化率はデュピルマブ群で－70.1％に対しプラセボ群で
－41.9％（p＜0.001）、ステロイドを50％以上減量できた患者割合は80％対50％、
プレドニゾロン５㎎未満に減量できた割合は69％対33％、そして経口ステロイド
を完全に中止できた割合は48％対25％であった。デュピルマブにより全体的にス
テロイド量が減ったにもかかわらず、プラセボ群と比べて重症増悪割合は59％ 
（95％信頼区間；37～74％）少なく、一秒量は0.22L（0.09～0.34L）多かった。注

喘息シリーズ（157）

ふれあい横浜ホスピタル院長

坂　本　芳　雄

ドクターサロン62巻12月号（11 . 2018） （927）  4746 （926） ドクターサロン62巻12月号（11 . 2018）

1812本文.indd   47 2018/11/14   10:11


	02-021-01
	02-021-02
	02-022-01
	02-022-02
	02-023-01



