
耐性菌と抗菌薬適正使用の最前線（Ⅴ）

国立国際医療研究センター病院総合感染症科医長
早　川　佳代子

（聞き手　齊藤郁夫）

耐性菌の医療機関への輸入への対策

　齊藤　耐性菌の日本への輸入という
ことでうかがいます。旅行者が増えて
いることと関係しているのですね。
　早川　そうですね。日本から海外に
行く方も増えていますし、海外から日
本に来る方も非常に増えています。
　齊藤　日本から海外に出ていって病
気になる人、あるいは海外から病気の
人が来るということですね。
　早川　医療機関としては、そういっ
た方と無縁のままでいるのは難しい時
代になってきたかと思います。
　齊藤　日本の方が海外に行って病気
になり、海外の病院で治療を受けて、日
本に戻ってくるということでしょうか。
　早川　現地の医療機関に入院された
方を日本に連れ帰ってくるというプロ
セス自体も、けっこう気をつけるべき
やり取りのポイントはあります。その
過程が何とかうまくいって、飛行機に
乗れるぐらいにぐあいがよくなって、
無事に帰ってくるという状況ももちろ
んありますし、日本人ですから自国の
病院でということで、落ち着き次第戻

ってきたいという方も非常に多いかと
思います。
　齊藤　そういう方が戻ってきて日本
で入院する段階での注意点は何でしょ
うか。
　早川　とかく海外から来るというこ
とで、空港からの搬送の確認とか、夜
中に着くようなこともあるので、そう
いったことに気が取られがちです。し
かし、それ以外に、やはり海外は日本
とかなり病気の疫学が違っていて、特
に大事なポイントとしては薬剤耐性菌、
抗菌薬が効かない菌も、日本とは種類
が違うもの、日本と比べて非常に抗菌
薬が効かないような菌があたりまえに
出ているような国もあるので、そうい
った菌に感染していないか。あるいは、
感染症の症状はないけれども、保菌、
ひっそり腸の中などに持っていないか
が重要なポイントになります。
　齊藤　それは別に感染症でなくても、
心臓の病気、あるいは脳卒中などでも
ということですね。
　早川　おっしゃるとおり、そこが非

常に重要なポイントで、とかく脳出血
とか心臓の病気に気が取られがちです
が、そういった方が痰の中に、例えば
抗菌薬が非常に効きにくくて、周りの
患者さんにうつると困る菌を持ってく
るとか、あるいはおなかの中、便の中
にそういった菌を持ってくることは、
現実的にあり得ます。入院のきっかけ
となった病気が感染症であったかどう
かとはちょっと切り離して考えていた
だきたいと思います。
　齊藤　実際、どんな事例があるので
すか。
　早川　実は当院からも論文にしてい
るのですが、ほかの施設さんからもそ
ういった持ち帰り例の報告がたくさん
あります。実際、過去には、最初に耐
性菌を持っていることを疑わなかった
ケースで、後々、そういった菌、日本
では出ることがないような菌が、周り
の患者さんからたくさん出てきたとい
う報告もあります。
　齊藤　日本の病院で受け入れる場合
の基本的な枠組みとしてどういうこと
がいわれているのですか。
　早川　国としてのガイドラインのよ
うなものは、今私が把握している限り
はないのですが、当院では少なくとも
１年以内に海外で入院歴のあった患者
さんにはご説明申し上げて、最初はほ
かの患者さんにうつらないような感染
対策、医療ケアをするときに手袋とか
エプロンをつけさせていただいていま

す。耐性菌を持っていないかどうかと
いう検査については、便の検査をした
り、あるいは痰などが出る方であれば、
そういったものを調べたりします。結
果が出るまでは、あらかじめの感染対
策を最初にやらせていただくというア
プローチを取っています。
　齊藤　入院は、一人部屋ですか。
　早川　過去にはかなり抗菌薬が効き
にくい菌を持っている方もいらしたの
で、当院では部屋が空いていれば基本
的には個室でお願いしています。大部
屋でトイレをシェアしたりするのは少
しリスクが高いかと考えています。
　齊藤　一方、外国からの旅行者対策
はあるのですか。
　早川　これは皆さん気になるところ
だと思うのですが、海外の方でも、元
気な方全員に対して、そこまでの対応
をするかは難しいところだと思うので
すが、持病があり、自分の国で入退院
を繰り返しているような方が日本に旅
行に来てぐあいが悪くなったようなと
きには、やはり同様の対策を取らない
とよくないと思います。入院歴をきち
んと聞くことが重要かと思います。
　齊藤　日本人も外国人も同様に問診、
入院歴が非常に重要、ということでし
ょうか。
　早川　入院していなくても耐性菌を
持っている場合もあると思うのですが、
濃厚な医療的な暴露、例えばカテーテ
ルを入れられたり、抗菌薬をたくさん
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使われる方より、普通に暮らしている
方であれば、リスクは下がるのかと思
います。ただ、国や地域によっては、
普通に暮らしているだけでもそういっ
た耐性菌を獲得してしまうリスクはあ
りますので、その辺はケース・バイ・
ケースの判断にはなると思います。
　齊藤　日本の会社には東南アジア等
にたくさん工場があり、普通の社員が
たくさん出張で行く時代になっていま
す。こうした背景からも、こういった
ことは事前に注意していただくことに
なるでしょうか。
　早川　ぐあいが悪くなったときに、
どういうかたちで、どういう医療機関
に搬送できるのか、そのときのプロト
コールは、駐在の方がたくさんいるよ
うな場合にはあらかじめ考えておいた
ほうがいいです。過去には、耐性菌で
はないのですが、日本でワクチンをき
ちんと打っていなくて、海外ではしか
にかかって重症になって帰ってきたと
いう事例もありました。そういった日
本の外に行く際の予防策、全体的なプ
ロトコールは考えておく必要のある時
代になってきたと思います。
　この話の難しい点は、病歴は聞かな
いと出てこないことです。evacu ationと
いうことで十分準備して受け入れてい
るときはいいのですが、患者さん自身
も、先月まで海外にいて、海外で入院
していたことをあまり大ごとだと思っ

ておらず、自分から言ってこないよう
な場合もあるので、きちんと問診で聞
く。また、病院としてきちんとポリシ
ーをつくって、救急部門など、感染症
専門ではない先生方や看護師さんにも
知っていただくのは大事かと思ってい
ます。
　齊藤　病院での事前の準備、体制を
つくっておくということですが、日本
の医療機関はそこまでできているので
すか。
　早川　学会などでもこういったお話
をさせていただいて、少しずつ、海外
で入院歴がある方が危ないということ
が、浸透してきているように思います。
けれども、イギリスなどの場合は国と
して推奨していたりもするので、そう
いったレベルに届くにはもう少しかと
思います。
　齊藤　国際化はある意味たいへんけ
っこうなことですが、そういった難し
い点もあるのですね。
　早川　自身を守ることにもつながる
場合もありますし、周りの患者さんを
守る点でも、取り組みが必要なところ
かと思います。
　齊藤　こういったことを広く皆さん
に知っていただいて、また日本での対
策が進んでいくことが望まれるのです
ね。
　早川　そうですね。
　齊藤　ありがとうございました。

耐性菌と抗菌薬適正使用の最前線（Ⅴ）

国立国際医療研究センター病院副院長
大　曲　貴　夫

（聞き手　中村治雄）

AMR対策の今後の方向性

　中村　大曲先生、先生に企画してい
ただいたAMRの問題について、半年
近い期間で啓発させていただきました。
特に冒頭でお話をいただいた、風邪に
やたらに抗菌薬を使うべきではないと
いう、あのお話は随分広まったようで、
影響力があったのではないかと思いま
す。
　大曲　ありがとうございます。よか
ったです。
　中村　今回は、AMR対策の今後の
方向性ということで、ご専門の先生か
ら夢を語っていただきたいと思います。
基本的には先生方の努力といいますか、
国や学会などがかなり力を入れて啓発
運動をされていますが、この面での成
果、何か評価はされているのでしょう
か。
　大曲　成果指標を幾つかつくってい
ます。それは耐性菌の出現頻度もそう
ですし、あとは耐性菌を減らすために
は抗生物質の使用量、無用なものは減
らしていこうと、その使用量を見てい
ます。抗生物質の使用量のデータが少

し出始めまして、我々は2013年以降の
日本国内の販売量のデータを出してい
るのですが、2017年度になって前年比
で８％ほど、やっと減ってきました。
我々も非常に喜んでいます。
　中村　グローバルにはいかがですか。
　大曲　全体としてまとめた統計はま
だはっきりとわからないのですが、た
だ、今経済的に伸びている国々、東ア
ジアなどを中心に抗生物質の使用量が
かなり伸びているのが現実です。そこ
をどうするかが、これから非常に大事
になってくると思います。
　中村　この面で先ほど申し上げまし
たが、私ども、日常診療で患者さんか
ら抗生物質が欲しいということを言わ
れて、使わないよう説得するのにけっ
こう厄介なときがあるのです。なかな
かわかっていただけず、CRPが陽性に
なるまで待てというわけにもいきませ
ん。患者さんへの啓発という点で、大
曲先生としては何かお考えがあります
か。
　大曲　先生がおっしゃるとおりでし
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