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Keep it simple stupid!

驚くほど耐性菌が減る！
皆が知らない感染症診療の世界
（前編）

 著作権への対応や配慮が十分に精査できていませんので、
あくまでも個人使用に限ってください
 未発表データを含むので二次配布は禁止です
 内容は頑張って正確に記すようにしていますが、
✓ KISSの原則のために簡略化している点
✓ 事実誤認により間違いがある可能性

上記の点についてご了承ください

東京大学 附属動物医療センター
茂木朋貴

症例提示
品種
W・コーギー

症例提示
性別
F

年齢
11y

品種
W・コーギー

・活動性と食欲の低下を主訴に来院
・貧血、下顎、浅頚リンパ節の腫大を認めたためL-CHOPを開始

ちょっと、
診断は!!!?

性別
F

年齢
11y

・活動性と食欲の低下を主訴に来院
・貧血、下顎、浅頚リンパ節の腫大を認める
・Ht：25%
・FNA→大型のリンパ球の単一な増殖
→Centroblastic type
→L-CHOPを開始

これら全て診断の不在が原因

ヨーキー、12歳、避妊メス、下痢で来院。

今週抗菌薬を処方した先生、
その診断名は細菌感染症ですか？

柴、14歳、去勢オス、羞明で来院。
フレブル、2歳、避妊メス、掻痒で来院。
良くあることらしいので、とりあえず抗菌薬出しました
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さて･･･

ブドウ球菌におけるオキサシリン耐性の変化
・1988-92年アメリカ（S.intermedius）：

0%

・2003年アメリカ（S.intermedius）：

2%

・2005年アメリカ（S.intermedius）：

16%

・2007-9年日本（S. pseudintermedius）：

67%（農工大・ASC）

・2016-18年日本（S. pseudintermedius） ：

45% （VDT）
62% （東大）

診断をつける前に抗がん剤の投与をできますか？

では、なぜ抗菌薬は投与しようとするのですか？

Hartmann et al, Vet Microbiol, 2005; Kania et al, Am J Vet Res, 2004;
Kawakami et al, J Vet Med Sci, 2010 ; VDT unpublished data ; the university of Tokyo unpublished data

耐性化は着実に進行している

耐性菌はどれくらいの速度でできるのか？

耐性菌と感受性菌
・通常は耐性菌は耐性獲得による増殖速度の低下が起こる
（Fitness cost）
Andersson et al., Curr Opin Microbiol 1999.
Ender et al., Antimicrob Agents Chemother 2004.

感受性菌/耐性菌

Andersson and Hughes, Nat Rev Microbiol 2010.

このまま耐性菌を放置するとどうなるのか？

ディストピアのできあがり

・耐性菌選択圧を高い状態（抗菌薬の乱用）のまま維持することで、
増殖力が高くなる変異が入る（補償：Compensation）

感染＝死

Andersson and Hughes, Nat Rev Microbiol 2010.

抗菌薬を中止しても耐性菌が排除できなくなる！

がんの告知ではなく感染症の告知に悩む時代に
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AMRと社会的希求

Jim O'Neill

我々には
絶望しか残されていないのか？

AMR:薬剤耐性菌

船橋総合病院の取り組み

栗田動物病院の取り組み

・全例におけるグラム染色の実施（臨床検査部）
・アンチバイオグラムの作成（検査部・薬剤部）
・薬剤血中濃度の推移を予測するソフトの開発（薬剤部）
・重要な抗菌薬への処方介入（医師）

• 抗菌薬を第1-4選択に分けて選択投与
• 猫に注意して投与する薬剤を明確にした
• 犬の化膿性皮膚炎に対しては主に局所治療を実施
→内服抗菌薬の使用を控えた

介入から3年間（2016-2018年）で耐性菌が激減
介入から2年（2008-2010年）で緑膿菌の感受性が回復
PIPC： 78.2% → 85.1%
CFPM: 71.5% → 87.7%
MEPM:82.1% → 95.9%
PZFX: 73.6% → 87.5%
AMK: 91.7% → 98.9%
LVFX: 80.7% → 87.5%

菌名
メチシリン耐性ブドウ球菌
ESBL大腸菌

松本ら、環境感染誌, 2012.

東京大学VMCの取り組み

全国平均
55-60%
34-39%

Kurita G., et al., J Infect Chemother 2019.

耐性菌への対策とは？

• 不適切使用されているカルバペネムに対して介入
• 第二選択用の注射抗菌薬を導入
（ミノサイクリン・セフメタゾール）
• 感染症コンサルティングと院内教育を開始

抗菌薬の適正使用トレーニングを受ける

介入から1年間でカルバペネム使用率が84%減
菌名
ESBL大腸菌
ESBL Klebsiella spp.
ESBL Proteus mirabilis

栗田動物病院
41.5% → 9.3%
29.5% → 9.5%

VMC
52% → 29%
77% → 58%
18% → 0%

全国平均
34-39%
42-64%
18.9%

抗菌薬適正使用支援プログラムを指揮する
（ASP：Antimicrobial Stewardship Program ）

・ASPを行うと管理領域における耐性菌は17%減少する
Baur et al., Lancet Infect Dis 2017.

Unpublished data
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感染症診療の原則： 逆走しない！

ASPを実践するために必要なこと

1. 感染症診療を理解する

患者背景の理解

品種・雌雄・基礎疾患など

感染臓器の特定

尿路・術創・呼吸器・血液など
また一箇所かそれ以上か

2. 適切な抗菌薬投与を行う
原因微生物の特定

抗菌薬の選択

適切な経過観察

感染症診療の原則を守るとどうなるのか？

膿皮症の治療歴のある
大腸菌による細菌性膀胱炎

今まで治療歴の無い
ワクチン接種が完了している
若齢性の膣炎

品種・雌雄・基礎疾患など

感染臓器の特定

尿路・術創・呼吸器・血液など
また一箇所かそれ以上か

抗菌薬の選択

適切な経過観察

そもそも抗菌薬とは？

投与した抗菌薬の反応を「どう診て」
「どれくらいの期間」見ればいいのか

患者背景の理解

原因微生物の特定

膣炎

スペクトル、アンチバイオグラム
感受性、臓器移行性、
PK/PDを踏まえた正しい投与法か

感染症診療の原則： 逆走しない！

診断の解像度を上げることができる

膀胱炎

グラム陽性・陰性
院内感染 or 市中感染
一種類あるいはそれ以上か

グラム陽性・陰性
院内感染 or 市中感染
一種類あるいはそれ以上か
スペクトル、アンチバイオグラム
感受性、臓器移行性、
PK/PDを踏まえた正しい投与法か
投与した抗菌薬の反応を「どう診て」
「どれくらいの期間」見ればいいのか

抗菌薬のいらない病気がいっぱい

P：
I：
C:
O:

急性下痢を呈した犬の中で
アモキシシリン/クラブラン酸を投与した群は
担体のラクトースを投与した群と比べて
臨床徴候の重症度、嘔吐の頻度、糞便の頻度、
活動性、食欲に差は無かった
Werner M, et al., J Vet Intern Med 2020.

適応は基本的に、

細菌感染症

のみ！！！！！

P：
O:
O:

急性下痢を呈した犬の中で（レトロ）
抗菌薬の投与によって良化割合に差は無かった（P=0.43）
食事変更と胃腸用の補助食品（プロバイオティクスなど）
を併用すると有意に良化した（P=0.02）
Singleton DA, et al., Front Vet Sci 2019.

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%97%E8%8F%8C%E8%96%AC
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抗菌薬のいらない病気がいっぱい

抗菌薬のいらない病気がいっぱい

無症候性細菌尿
・健康犬の発生率：2-12%
・健常猫の発生率：1-13%（高齢猫）

膿痂疹 P51
1.根本的な原因を特定

2.抗菌シャンプーで7〜10日間
24〜48時間ごとに冒された領域を洗浄

無症候性細菌尿と
他の感染症の発症リスクは
（今のところ）知られていない

3.病変の数が少ない場合は、
局所的なムピロシンまたはネオマイシン
を12時間ごとに7〜10日間

Weese JS., et al., Vet J 2019.

4.病変が局所療法で解決しない場合、
適切な全身抗生物質を3週間投与し、
寛解後1週間治療を続ける

抗菌薬のいらない病気がいっぱい
1. Clean Surgery

感染症診療の原則： 逆走しない！

術後抗菌薬は不要

患者背景の理解

品種・雌雄・基礎疾患など

感染臓器の特定

尿路・術創・呼吸器・血液など
また一箇所かそれ以上か

Hardefeldt LY., et al. Aust Vet J 2019.

人のSSIシステマティックレビューとメタ分析
52のRCT、19,273人が解析対象
• ベストプラクティスを順守する場合抗菌薬継続への利益が無い
1. 切開前60分以内に抗菌薬を投与
2. 使用抗菌薬の半減期が2倍を超えた時点で再投与
•

グラム陽性・陰性
院内感染 or 市中感染
一種類あるいはそれ以上か

原因微生物の特定

スペクトル、アンチバイオグラム
感受性、臓器移行性、
PK/PDを踏まえた正しい投与法か

抗菌薬の選択
むしろ抗菌薬の即時中止がSSIの発生率を下げている？
（RR: 0.89, 95％CI: 0.79-1.00）
de Jonge SW., et al. Lancet Infect Dis 2020.

『正しい』グラム染色のやり方
手順：neo Bartholomew&Mittwer変法

メタノール固定 60秒
↓ 除去
クリスタルバイオレット染色 30秒
↓ 水洗
ヨウ素 30秒
↓ 水洗
青色がみえなくなるまでアセトン・エタノールで脱色
↓ 水洗
フクシンで対比染色 30～60秒
↓ 水洗
乾燥鏡検

投与した抗菌薬の反応を「どう診て」
「どれくらいの期間」見ればいいのか

適切な経過観察

グラム染色のピットフォール
• 固定をしていない⇒メタノール固定でOK
• スライドを乾燥させている⇒乾燥していると染色ムラが出る
• 過脱色される⇒染色液をケチると過脱色される

順天堂大学浦安病院感染症対策室 中澤武司先生
「グラム染色を10倍楽しくする グラム染色の見方・考え方」
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3分待てないせっかちさんへ

ボトルを置くまでが染色時間
Thomas F. Paine, Jr. N Engl J Med 1963.

その他のグラム染色液

グラム染色の結果で使用する抗菌薬は推定できる

グラム染色で何がわかるの？

グラム陽性球菌

グラム陽性球菌

グラム陰性桿菌
グラム陽性球菌

これだけ覚えれば、基礎には十分！
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何の菌か当ててみましょう

尿

正解
グラム陽性球菌：4+

正解： Staphylococcus psuedintermedius
動物の皮膚では常在菌です
見極めは田んぼの田が見えるか否か

何の菌か当ててみましょう

腹水

正解
グラム陽性球菌：4+

正解：Enterococcus spp.
Enterococcusは平均の連鎖数が7未満になることが多いです

ちなみに…

ちなみに…

グラム陽性
球
菌
連鎖状
連鎖数7以上
・Streptoccus

医師 技師
集塊状

・Staphylococcus
・Peptostreptococcus

感度

78% 94%

特異度 96% 78%

連鎖数7未満
・Enterococcus

セフェム系抗菌薬自然耐性

ピーナッツ
サイン
E.faecalis
アンピシリンがよく効く

E.feacium
アンピシリン耐性が多い

林俊誠, 吉田勝一, 感染症誌 93：306-311, 2019.
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何の菌か当ててみましょう

子宮内容物

正解
グラム陽性球菌：4+

正解：Streptococcus spp. Viridans group
平均の連鎖数が7以上
ペニシリン系抗菌薬が著効します

グラム陰性桿菌

何の菌か当ててみましょう

尿

何の菌か当ててみましょう

腹水

グラム陰性桿菌

正解
グラム陰性桿菌：4+
好中球：4+
貪食像あり
1

2-3

正解：E.coli→見極め点は、どこのサンプルか
尿・消化管ならかなりの確率で疑われる
意外に口腔・肺炎などでも検出されるので要注意
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正解

グラム染色の活躍時
グラム陰性桿菌：4+
ライトギムザ染色

正解：Klebsiella pneumoniae
大腸菌よりも太めでたまに莢膜を伴います

何の菌か当ててみましょう

グラム染色

球菌と見間違えないためにグラム染色が役立つ

胸水

正解
グラム陰性桿菌：4+
好中球：4+
貪食像判定できず

正解：Pseudomonas aeruginosa
個人的に鑑別点は、大腸菌より小さく、染色性が弱く、
弯曲することだと思っています

ただし、緑膿菌は本当に何でもあり

ちなみに･･･

耳のグラム染色はしっかりやりましょう
緑膿菌がいれば、ゲンタマイシンが適応になります
※膿はpHが低くGMが失活するため、洗浄は必須

通常型

連銭形成型

太い桿菌型
もっと積極的に培養同定・感受性出しましょう！
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グラム陰性桿菌の覚え方

そもそも何種類います？

① 1種類
② 2種類
③ 3種類
④ 30種類

正解

延伸化が強く見えているケース
グラム陽性球菌：4+
グラム陰性桿菌：4+
貪食像あり

正解：E.coli と S.psuedintermediusの混合感染
長い菌体はE.coliが延伸化しています
→抗菌薬投与や環境変化によって出現する

ASPを実践するために必要なこと

1. 感染症診療を理解する

感染症診療の原則： 逆走しない！
患者背景の理解

品種・雌雄・基礎疾患など

感染臓器の特定

尿路・術創・呼吸器・血液など
また一箇所かそれ以上か

2. 適切な抗菌薬投与を行う
原因微生物の特定

抗菌薬の選択

適切な経過観察

グラム陽性・陰性
院内感染 or 市中感染
一種類あるいはそれ以上か
スペクトル、アンチバイオグラム
感受性、臓器移行性、
PK/PDを踏まえた正しい投与法か
投与した抗菌薬の反応を「どう診て」
「どれくらいの期間」見ればいいのか
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診断できたので抗菌薬は何を使う？

基本方針

『感染症診療では抗菌薬について2回選択を考える必要がある』

1回目（培養前）

2回目（培養後）

Empiric Therapy

Definitive Therapy

感染部位・微生物を予測
重症度に応じて、
ある程度広域抗菌薬を選択

感受性結果を基に再選択
可能な限り狭域なもの
（De-escalation）

基本方針

ペニシリン系

セフェム系

ペニシリン系
（軽症）
テトラサイクリン系
（重症）

抗菌薬の効かせ方を考える
習った気はするんだけど、結局どう使うのかわからない･･･
時間依存性：MICを超えている時間が長い方が効果が高い
濃度依存性：濃度が高いほうが効果が高い（時間にはあまり依存しない）

まずはこれを頭に入れましょう

ペニシリン系

セフェム系

フルオロキノロン系

Cmax

最高血中濃度

AUC

血中濃度の曲線が書く面積

MIC

菌の最小発育濃度

「PK/PD理論」 役立つ薬の情報～専門薬学～

抗菌薬の効かせ方を考える

抗菌薬の効かせ方を考える

次に覚えるのがこれ

見るべきパラメータ 抗菌薬の種類
Time above MIC
→MICより高い血中濃度で推移した時間

分類

見るべきパラメータ

抗菌薬の種類

時間依存性

Time above MIC

濃度依存性

Cmax/MIC
AUC/MIC

ペニシリン・セフェム・
ペネム・カルバペネム系
キノロン・アミノグリコシド
マクロライド系

数値の解釈

Time above MIC
（T>MIC%）

ペニシリン・
T>MIC 30%以上で静菌的
セフェム・ペネム T>MIC 50%以上で殺菌的
カルバペネム系

Cmax/MIC
AUC/MIC

キノロン・
グラム陽性菌
アミノグリコシド・ →AUC/MIC30~40以上
マクロライド系
グラム陰性菌
→AUC/MIC100～120以上

時間依存性抗菌薬は回数を増やす
濃度依存性抗菌薬は一回量を増やす
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抗菌薬の選び方

抗菌薬の選び方

Plumb‘s veterinary drug handbook 6th ed.

感染症診療の原則： 逆走しない！

感受性が返ってきたので抗菌薬は何を使う？

患者背景の理解

品種・雌雄・基礎疾患など

感染臓器の特定

尿路・術創・呼吸器・血液など
また一箇所かそれ以上か

原因微生物の特定

抗菌薬の選択

適切な経過観察

Plumb‘s veterinary drug handbook 6th ed.

『感染症診療では抗菌薬について2回選択を考える必要がある』

グラム陽性・陰性
院内感染 or 市中感染
一種類あるいはそれ以上か
スペクトル、アンチバイオグラム
感受性、臓器移行性、
PK/PDを踏まえた正しい投与法か

1回目（培養前）

2回目（培養後）

Empiric Therapy

Definitive Therapy

感染部位・微生物を予測
重症度に応じて、
ある程度広域抗菌薬を選択

感受性結果を基に再選択
可能な限り狭域なもの
（De-escalation）

投与した抗菌薬の反応を「どう診て」
「どれくらいの期間」見ればいいのか

ガイドラインに従うことがEBVMか？

間違った治療効果判定
抗菌薬投与開始2日後……
Weese et al., Vet Med Int 2011.

効果あり
CRP: 9.2 ⇒ 5.4 mg/dL

CRP: 9.2 ⇒ 9.3 mg/dL

ガイドラインもあくまで目安

効果なし
そもそも
一般状態は？
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正しい治療効果判定

ガイドラインに従うことがEBVMか？

抗菌薬投与開始2日後……
Weese et al., Vet Med Int 2011.

効果あり

・「WBC、CRP、体温を治療しない。患者を治療する。」
→感染臓器に合ったパラメータで治療効果を判定する
肺炎：呼吸改善・X線不透過性改善
腸炎：排便頻度・便状態
髄膜炎：神経症状・意識レベル
FUO：元気・食欲

効果なし

一般状態に勝るものなし

適切な経過観察

適切な経過観察

・「WBC、CRP、体温を治療しない。患者を治療する。」
→感染臓器に合ったパラメータで治療効果を判定する
肺炎：呼吸改善・X線不透過性改善
腸炎：排便頻度・便状態
髄膜炎：神経症状・意識レベル
FUO：元気・食欲
→抗菌薬の強度を最後まで変えない

・よくある誤り
対象臓器・起炎菌の検討不十分に治療開始・変更
治療のゴールの間違い（BT正常化・CRP低下・WBC正常値、培養陰性）
抗菌薬に対する異常な信頼・不信

・忘れやすいもの
薬剤熱・ライン感染症・偽膜性腸炎・限局性病変（Absessなど）
・感染症ではない！

①臓器
②原因微生物
③感染症治療薬
④治療効果判定

なぜ
治療が上手くいかないのかを
考えるときは･･･

①届かない
②効かない
③足りない
④勘違い

感染症は悪化か良化のどちらかしか起こりえない
→stableな状態が続くときは別の原因があると考える

これらを守らなくても9割方は治ります。
しかし、残った1割で痛い目を見るのはあなたではありません、動物です。

Take-home message
感染症診療を意識することで耐性菌の蔓延を減らすことができる

1. 感染症診療を理解する → しっかりとした診断をする
2. 適切な抗菌薬投与を行う → 細菌感染症にのみ処方する

聞き終わった後は
自分が抗菌薬適正使用支援プログラムを指揮する
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