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はじめに

　抗菌薬の使用にあたっては、病原微生物の耐性化とい

う問題をさけることはできない。この病原微生物の耐性化

問題は、抗菌薬開発当初から知られていたが、当初は耐

性化を克服する新規抗菌薬が次々に開発されたこともあ

り、耐性菌問題は現在ほど重視されず、過剰な抗菌薬使

用が続く傾向があった。ところが近年、抗菌薬開発パイプ

ラインの枯渇により、新規抗菌薬がほとんど開発されない

状況となり、薬剤耐性菌が大きな医療問題としてクローズ

アップされている。

抗菌薬適正使用支援（AS）の歴史

　耐性遺伝子の外来性獲得、遺伝子変異による特定タ

ンパク質の過剰発現など様 な々機序で薬剤耐性菌が生

じるが、出現した薬剤耐性菌が広まる過程では、その菌

に効果が無い抗菌薬による耐性菌選択が行われること

が必須である。したがって、抗菌薬使用にあたっては、最

大の治療成績を得ながら、耐性菌選択を押さえ、薬剤副

作用、アレルギーを最小とするよう、使用量や使用期間、

使用対象を最適化することが強く求められる。これが抗菌

薬適正使用の概念である。

　抗菌薬の適正使用を推進するために、抗菌薬処方医

の努力に加えて、専門医師、薬剤師を中心としたチーム

を作り、それを支援していくことが有用であると、1970年ご

ろより報告されるようになった。1990年台にはこの取り組み

が、antimicrobial stewardship（AS）（日本語訳：抗菌薬

適正使用支援）と命名され、広まった。その後ASの有効

性について様 な々エビデンスが蓄積され、2007年米国感

染症学会（Infectious Diseases Society of America: 

IDSA）と米国医療疫学会（Society for Healthcare 

Epidemiology of America: SHEA）は、ASをガイドラ

イン化し、2016年にはより具体的な内容に改訂した１）。

一方世界では、2014年世界保健機関（World Health 

Organization : WHO）が世界114カ国の薬剤耐性菌

に関するサーベイランスを行い、基質拡張型βラクタマー

ゼ（extended spectrum β lactamase: ESBL）産生

菌、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌（Carbapenem-

resistant Enterobacteriaceae: CRE）などの重大な薬

剤耐性菌が世界各地に広がっていることを明らかにし

た。これを元にWHOは同年｢薬剤耐性に関す議決文

WHA67.25｣を議決し、加盟各国に抗菌薬適性使用の

推進を強く求めることとなった。

　WHO加盟国である我が国でも, 2015年院内感染対

策中央会議から｢薬剤耐性菌に関する提言｣がなされ、

2016年には政府がAMR対策アクションプランを制定し、

抗菌薬適正使用をASを通じて積極的に推進していくこと

となった。具体的手法については、関連8学会から、ASに

関する提言やガイダンス２）が発表されている。また、保険

診療上でも、2018年の診療報酬改定で、「抗菌薬適正使

用支援加算」が設定され、ASを実行していく医療機関へ

の財政的支援も行われるようになった（図1）。このようにし

てASは本邦を含む世界中で、薬剤耐性菌問題の有効な

解決方法として強く推進されている。

抗菌薬適正使用支援チーム（AST）と抗菌薬適正使用

支援プログラム（ASP）

　抗菌薬適正使用を実現するために抗菌薬処方を行

う処方医自身の抗菌薬を適切に使用する努力が必要

である3）が、それを支援する目的で組織されるが抗菌

薬適正使用支援チーム（antimicrobial stewardship 

team: AST）である。ASTが取る様々な戦略が抗菌薬
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適正使用支援プログラム(antimicrobial stewardship 

program: ASP)である。

抗菌薬適正使用支援チーム(AST)の構成

　ASTの中心となるのは、感染症教育を受けた医師と薬

剤師である。医師はASTをリードし、抗菌薬処方医と対面

するが、その際に医師としての診断、治療、管理能力が役

に立つ。ASTの薬剤師は薬剤としての抗菌薬、PK,PDに

関する知識を持ち、それを用いて抗菌薬治療の最適化を

支援することが期待されている。

　AST活動のために、十分な人材と、時間を確保するこ

とは重要である。そのためには、独立した院内組織として

ASTが設立されることが望ましいが、本邦では2000年台

より、感染制御チーム（Infection Control Team: ICT）

の整備が進んでいることから、ICTの構成員が一部兼任

するかたちでASTを組織する医療機関がほとんどであ

る。ICTとASTを両立させるために、医師、薬剤師はAST

活動に、看護師はICT活動により多くの活動時間をかけ

ているなど、職種によりそれぞれの活動に時間と重点を変

化させることが行われている。当院では、医師は感染症

内科医師であり、積極的に診療介入を行っている。この

形は本邦の典型的なASTに、感染症科診療（infectious 

disease (ID) consultation）が重なった形である（図2）。

ASPの戦略

　ASPの戦略として、各種の手法が提案されている1.4.5)

(表１）。それらのうち処方医の行動に介入するものは、１．

説得的介入（persuasive intervention)、２．制限的介入

(restrictive intervention)、３．構造的介入（structural 

intervention)、に分けることができる{Davey, 2013 #91}

（表1）。これまでの研究では、説得的介入である早期モ

ニタリングとフィードバックと、制限的介入である抗菌薬使

用の事前承認が有効性に関するエビデンスが豊富であ

る。以下に代表的なこの2つのASPの戦略について解説

する。

１．早期モニタリングとフィードバック（prospective audit 

and feedback）

　処方医が抗菌薬使用を開始した後、ASTがそれを検

知し、処方に関するレビューを行い、推奨やコメントを行う

介入である。その際に、介入対象、介入タイミング、間隔、

フィードバック方法など施設の事情に応じて様 な々組み合

わせがあり得る（図3）。本手法は、各施設で実行可能な

バリエーションをとることができるうえ、制限的介入に比べ

て処方医の自立性を侵害しないため、介入される側にとっ

ても受け入れやすい。そのため多くの病院でAS戦略とし

て採用されている。

２．抗菌薬使用の事前承認（preauthorization)

　抗菌薬処方の「前」に、ASTによる承認を得ることを必

須とする方法である。本方法の利点の一つは、ASTが初

回の抗菌薬処方開始前から介入することができる点にあ

る。多くの感染症の初期治療は、原因微生物が決定して

いないため、経験的治療で開始されるが、その際に必要
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以上に広い原因微生物まで想定したカバーが行われが

ちである６）。抗菌薬事前承認制はこの初期段階から適

正化を行える可能性があり、本手法の有効性に関する報

告は多い。しかしながら、本手法には、1．夜間、休日の許可

申請が常に受け付けられるかどうか、２．処方医が自立性

の侵害を感じる可能性が高い、３．許可申請に時間がか

かると処方開始に遅れがでる可能性がある等の実施上

の難しさがあり、未だ実施施設は多くはない７）。

その他の各種ASP手法に関しては表に示す。詳細は文

献3)等を参照していただきたい。

終わりに

　抗菌薬適正使用は、抗菌薬処方時にすべての処方医

に求められているものであるが、近年これを支援するものと

して、世界においても、我が国においてもASが徐 に々普及

してきた。

 本邦では、院内感染対策の分野で、2003年院内感染対

策有識者会議が、院内感染対策に関する地域連携の

推進を提言し、以後診療報酬加算という形での支援も行

われ、現在では充実した地域連携体制が整っている。こ

の経験と基盤を利用して、抗菌薬適正使用においても、

ASTを持つ病院から、持たない地域の病院へのAS支援

を行うことが有用と考えられる。これらのしくみを生かし、今

後ますます抗菌薬適正使用を推進していくことが期待さ

れる。
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