る機会ができ、その情報を市中にも共
有することで、より強固な地域の感染
症サーベイランスにつなげていくこと

います。
大西 そうしますと、今後はそうい
う活動をさらに、薬局同士でネットワ

ができると素晴らしいです。
大西 本当に最先端での地道な取り
組みが重要ということですね。

ークをつくって推進していくかたちに
なるのでしょうか。
坪内 皆さんが同じワードでリレー

坪内 私ども薬剤師は、処方された
抗菌薬が適正であるかどうかの判断を
することが一番努力していくべきこと
ではないかと考えています。
大西 まさに市中が病棟という考え

ションしていって、再入院をしない、
再受診をしないことを心がけることと、
感染症にかからないための未病の継続
を市民の皆様と活動していきたいと考
えています。

方になりますね。
坪内 はい。市中が病棟だと心得て

大西
た。
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ドクターサロン63巻３月号（2 . 2019）

耐性菌と抗菌薬適正使用の最前線（Ⅴ）

在宅医療における抗菌薬適正使用の推進
このみ薬局大曽根店管理薬剤師

瀧

藤

（聞き手

重

道

齊藤郁夫）

齊藤 AMR対策で非常にユニーク
な活動をされている薬局にお勤めの瀧

くれるのですね。
瀧藤 あらかじめそういった疑わし

藤先生にお話をうかがいます。
まず、先生の活動の概略をお話しい
ただけますか。
瀧藤 私が今やっている取り組みと
しては、老人ホームに私どもの薬局が

い患者さんがいたら検体を採取してい
ただきたいということを看護師さんに
お願いしてあります。
齊藤 施設に先生がおいでになるの
ですか。

出入りさせていただいているので、そ
こで肺炎や尿路感染症といった感染症

瀧藤 そういったことがありました
ら、看護師さんから薬局に電話をいた

があったとき、抗生物質を処方される
場合に、医師の同意のもと可能であれ
ば現場の看護師さんに検体を採取して
いただいて、それを私どものほうで染
色して起炎菌を推定し、それに対する
抗菌薬を医師へ処方提案して処方して

だいて、私が現場へ駆けつけて、その
場でグラム染色を行うことにしていま
す。
齊藤 染色を行って、顕微鏡で見て
菌を決めるということでしょうか。
瀧藤 私がよく通っている施設には

いただく、という取り組みをしていま
す。

最初から顕微鏡を置かせていただいて
います。私があまり行かない施設には

齊藤 いつ頃から始められたのでし
ょうか。
瀧藤 2013年頃からなので、今でだ
いたい６年です。

顕微鏡は置いてないので、薬局から持
ち出して車で運んで現場で確認、とい
うことにしています。
齊藤 菌を決めるまで、どのぐらい

齊藤 熱が出て、尿路感染症あるい
は肺炎かというような入所の方がいる
と、施設の看護師さんが検体を取って

の時間がかかりますか。
瀧藤 10分かからないぐらいです。
齊藤 これは大腸菌がいるとか、言
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図

施設A 抗菌薬の年間処方件数

ると、ある意味心強く、安心して処方
できるでしょうね。
瀧藤 医師が抗菌薬を使うときにと

在宅現場でグラム染色

ても心配して、大丈夫かな、失敗した
ら入院してしまうのではないかと意識
し、広い抗菌薬を使っていると思うの
です。そこを原因菌がある程度わかっ
て、それに対して効くと思われる抗菌
薬を使うのであれば、そのほうが安心
していただけます。
齊藤 現場の医師としては、重症化
して、その結果からさかのぼっていろ
いろ言われるのが一番不安なことから、
先生のような方がきちんとした提案が
できると、非常に治療もやりやすいで
すね。
瀧藤 そうですね。
齊藤 結果的に、薬の種類が変わっ

抗菌薬適正使用を目指して
医師の同意のもと
グラム染色で医師へ
処方提案！

えるのですね。
瀧藤 そうですね。
齊藤 保菌患者さんがいた場合に、

う広域抗菌薬になっていました。それ
ばかり出ていたので、耐性菌の問題も
あります。キノロンは大腸菌の感受性

てきましたか。
瀧藤 介入させていただき始めて、
第三世代のセファロスポリンとマクロ

す。
齊藤 抗菌薬使用が全体的に減って
きている。さらに、使用されている薬

医師が処方箋を書くわけですが、その
段階で先生からこういう菌がいるとい
う提案ができるのですね。

がとても落ちてきてしまうので、それ
を尿路感染症の患者さんにこのまま使
い続けていると、そもそも治療がうま

瀧藤 そうですね。
齊藤 これまでの一般的な流れです
と、強い抗菌薬、幅広い抗菌薬を使い
がちですが、先生からこういった菌が
いそうだということになると、抗菌薬

くいかなくなるリスクがあります。そ
こを何とかして効く抗菌薬、スペクト
ルが狭い抗菌薬にできないかとやって
います。
齊藤 担当医は多分お一人でやられ

ライドはほとんど処方されることがな
くなりました。在宅の場で、できる検
査も限られていると、フォーカスが不
明の発熱がどうしても残ってしまうの

の種類もある程度限定されてきている
のですね。
瀧藤 できるだけ狭い第一世代のセ
ファロスポリンやペニシリン系を提案

も変更できそうですか。
瀧藤 私が介入する前まで多く処方
されていたのが第三世代のセファロス
ポリン、マクロライド、キノロンとい

ていて、ある意味非常に孤独で、自分
の経験とこれまでの流れから処方をさ
れています。そういった中で先生のよ
うな方から「これだ」という提案があ

で、そういったときは仕方なくキノロ
ンをそのまま出しているのですが、あ
る程度キノロンも減ってきています。
無症候性細菌尿に対してよく抗菌薬が
使われていたのですが、現場に説明し
て抗菌薬はいらないということにさせ
ていただいたので、かなりそれを減ら
したのが大きく効いているかと思いま

することが多くなってきています。
齊藤 今、先生の薬局では、先生が
リーダーになられていて、一緒に働い
ている薬剤師さんが何名かいらっしゃ
ると思うのですが、その方たちと協働
しつつ、あるいは先生が指導しつつや
られているのですか。
瀧藤 抗菌薬の処方があったときは
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施設A 抗菌薬の年間処方件数

ると、ある意味心強く、安心して処方
できるでしょうね。
瀧藤 医師が抗菌薬を使うときにと

在宅現場でグラム染色

ても心配して、大丈夫かな、失敗した
ら入院してしまうのではないかと意識
し、広い抗菌薬を使っていると思うの
です。そこを原因菌がある程度わかっ
て、それに対して効くと思われる抗菌
薬を使うのであれば、そのほうが安心
していただけます。
齊藤 現場の医師としては、重症化
して、その結果からさかのぼっていろ
いろ言われるのが一番不安なことから、
先生のような方がきちんとした提案が
できると、非常に治療もやりやすいで
すね。
瀧藤 そうですね。
齊藤 結果的に、薬の種類が変わっ

抗菌薬適正使用を目指して
医師の同意のもと
グラム染色で医師へ
処方提案！

えるのですね。
瀧藤 そうですね。
齊藤 保菌患者さんがいた場合に、

う広域抗菌薬になっていました。それ
ばかり出ていたので、耐性菌の問題も
あります。キノロンは大腸菌の感受性

てきましたか。
瀧藤 介入させていただき始めて、
第三世代のセファロスポリンとマクロ

す。
齊藤 抗菌薬使用が全体的に減って
きている。さらに、使用されている薬

医師が処方箋を書くわけですが、その
段階で先生からこういう菌がいるとい
う提案ができるのですね。

がとても落ちてきてしまうので、それ
を尿路感染症の患者さんにこのまま使
い続けていると、そもそも治療がうま

瀧藤 そうですね。
齊藤 これまでの一般的な流れです
と、強い抗菌薬、幅広い抗菌薬を使い
がちですが、先生からこういった菌が
いそうだということになると、抗菌薬

くいかなくなるリスクがあります。そ
こを何とかして効く抗菌薬、スペクト
ルが狭い抗菌薬にできないかとやって
います。
齊藤 担当医は多分お一人でやられ

ライドはほとんど処方されることがな
くなりました。在宅の場で、できる検
査も限られていると、フォーカスが不
明の発熱がどうしても残ってしまうの

の種類もある程度限定されてきている
のですね。
瀧藤 できるだけ狭い第一世代のセ
ファロスポリンやペニシリン系を提案

も変更できそうですか。
瀧藤 私が介入する前まで多く処方
されていたのが第三世代のセファロス
ポリン、マクロライド、キノロンとい

ていて、ある意味非常に孤独で、自分
の経験とこれまでの流れから処方をさ
れています。そういった中で先生のよ
うな方から「これだ」という提案があ

で、そういったときは仕方なくキノロ
ンをそのまま出しているのですが、あ
る程度キノロンも減ってきています。
無症候性細菌尿に対してよく抗菌薬が
使われていたのですが、現場に説明し
て抗菌薬はいらないということにさせ
ていただいたので、かなりそれを減ら
したのが大きく効いているかと思いま

することが多くなってきています。
齊藤 今、先生の薬局では、先生が
リーダーになられていて、一緒に働い
ている薬剤師さんが何名かいらっしゃ
ると思うのですが、その方たちと協働
しつつ、あるいは先生が指導しつつや
られているのですか。
瀧藤 抗菌薬の処方があったときは
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できるだけフィードバックして、こう
いったときは違う抗生物質のほうがよ
かったのではないかという話はするよ

ていけば、AMR対策にとって非常に
有益かと思っています。
齊藤 先生のようなことをやってみ

うにしています。グラム染色自体をや
って解釈して抗菌薬処方提案というと
ころまでは、ほかの薬剤師にはまだで

たいと思う薬剤師さんもいると思うの
ですが、何かこうしてみるといいとい
った提案などありますか。

きていないので、そこは私が逆に、検
体が取れそうな方がいらっしゃったら
コンサルテーションをもらって、私が
検体染めに行って処方を提案するかた
ちでやっています。

瀧藤 私も最初は正直、染めるだけ
で、抗菌薬を提案するところまではし
ていなかったのです。大事なのはまず
は染めてみて、知り合いの検査技師の
先生など、わかっている方に相談して、

齊藤 先生のボランティア的な作業
ということになりますか。

自分の解釈が合っているかをフィード
バックしながら、ある程度修練を積ん

瀧藤 現状は、保険で薬局サイドで
そういった抗菌薬の処方提案について
点数がしっかりと定まっていないので、
そこは完全なるボランティアでやって
います。

でいくことを繰り返していくといいの
ではないかと思っています。
齊藤 先日、奈良県で開業されてい
る前田先生、耳鼻咽喉科の開業医の先
生ですが、やはり自分で染めていると

齊藤 AMR対策が非常に重要だと
いうことは皆さん認識して、総論的に
は大賛成だと思うのですが、個別に自

いうお話がありました。今回は薬剤師
さんの立場でやられている。こういう
ことが日本全体に広がっていくことが

分は何ができるかをお考えの先生、あ
重要なのでしょうね。
るいは薬剤師さんも多いと思うのです。
瀧藤 最初に処方される抗菌薬を適
そういった中で先生の仕事は非常に重
切にしようとすると、グラム染色で起
要な目安となりますね。
炎菌をその場ですぐ推定するのが非常
瀧藤 やはりグラム染色を開業の先
生が一から覚えて実施されるのは、時
間の面もありますし、なかなか難しい
かもしれない。そこで可能性の一つと
して保険薬局の薬剤師がそれを実施し
て処方提案を行うという流れが広まっ
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に大事になってくると思います。それ
が広まっていくと、経口抗菌薬の適正
使用がもっと広まっていくのではない
かと思っています。
齊藤 どうもありがとうございまし
た。
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AMR対策を目指した新たな創薬の取り組み
杏林製薬株式会社相談役

平

井

（聞き手

敬

大西

二

真）

大西 平井先生、まずはじめに、抗
菌薬の開発の歴史、いろいろな長い歴

菌薬の骨格をベースに化学修飾が行わ
れ、より優れたプロファイルを示す化

史があるかと思いますけれども、その
あたりを少し簡単に教えていただけま
すでしょうか。
平井 抗菌剤、抗生物質（以下“抗
菌薬”
）の開発の歴史は、皆様もご存

合物の創薬が進められました。オリジ
ナルの抗菌薬を第一世代としますと、
第二、第三世代と進化していき、セフ
ァロスポリン、キノロンでは第四世代

じのように、1928年にフレミングのペ
ニシリン発見から始まりました。1935
年には、ドマークがスルホンアミドを
見いだし合成抗菌剤の歴史も始まりま
した。1943年にはワックスマンが土壌
微生物から抗生物質・ストレプトマイ
シンを発見しました。その後、多くの
製薬企業が土壌微生物から抗生物質の
スクリーニングを行い、多くの新しい
クラスの化合物を発見し、そのような

と呼ばれる新規抗菌薬も登場してきま
した。このように多くの改良がなされ、
次々と新薬が登場してきたのが2000年
頃までの歴史です。この時期を我々は
「抗菌薬の黄金時代」と呼んでいます。
大西 日本が果たした役割も大きか
ったのでしょうか。
平井 かなり大きいです。開発され
た新規抗菌薬の半分くらいは日本発で
した。

時期が1940〜1970年代まで続きました。
1970年代から2000年までは、これらの
抗菌薬をリード化合物（母核）として
化学修飾する方法で創薬が行われまし

大西 現在は耐性菌の問題がかなり
大きくなってしまって、薬剤耐性菌の
出現と、まさにそれが脅威となってき
ていると思うのですが、そのあたりの
状況を教えていただけますでしょうか。

た。ペニシリン、セファロスポリンと
いう、いわゆるβ-ラクタム骨格や、マ
クロライド、キノロン系といわれる抗

平井 2000年頃までに優れた抗菌薬
が登場してきて医療現場で汎用され、
一時期感染症はこれでうまくコント
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