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消化器外科手術における抗生剤の使用法をめぐって

東邦大学外科学第 3講座

炭  山   嘉  伸

広島大学総合診療部

第43回日本消化器外科学会シンポジウムの主眼は,MRSAの ような高度耐性菌を発生させないため

の抗菌薬使用のあり方を探 り,薬 剤のある程度の選択基準を具体的に打ち出すことにあった。討論の

テーマを抗菌薬を投与する,1)時 期,2)期 間,3)薬 剤の選択一に絞って,事 前に行われた全国アン

ケー ト調査結果,シ ンポジス トのディスカッションとアンサーチェックシステムによる会場の参力口者

の意見を反映させた討論が行われた。1)抗 菌薬の投与時期では,手術 日以前から抗菌薬を投与する術

前投与は,下 部消化管手術を中心に会場のアンサーチェックで82%に 行われていた。しかし,術 前に

抗菌薬を投与することにより,腸 管内の細菌叢が乱れ,MRSAの ような高度耐性菌が出現しやすいこ

とが指摘された。抗菌薬の術中投与を行っているとする回答は,会 場のアンサーチェックで87%に 術

中投与を実施 したいとしており,積 極的に取 り入れる姿勢が示された。2)抗 菌薬の投与期間では,長

期間投与は耐性菌の出現や菌交代現象の恐れがあることが指摘された。予防的抗菌薬の投与期間は3

～ 4日 として,そ の時点で感染微候があれば治療薬に切 り替えることが原則 とされた。3)抗 菌薬の選

択では,感 染予防の nrst choiceの抗菌薬は強毒菌だけをねらって抗菌薬を選択すべきであるとされ,

食道癌 ・胃癌手術では目標 とする細菌は,黄 色ブ ドウ球菌,表 皮ブ ドウ球菌などのグラム陽性球菌が

主であるので,通 常の場合,第 1世代 ・第 2世代セフェム薬が適当とされた。胆石手術では腹腔鏡下

胆嚢摘出術,開 腹手術を行った場合 も含め,術 中 1回 から2～ 3日 間,薬 剤は第 1世代セフェム薬 と

第 2世代セフェム薬でほとんどカバーできるとされた。肝・l■
~手

術の感染予防薬 としては,Piperacillin

または第 2世代で充分 とする意見が会場のアンサーチェックで73%で あった。大腸癌手術では,第 2

世代セフェム薬を第 1選択 として,汚染が強い手術では第 3世 代セフェム薬,Flomoxefが 適応 とされ

た。術後感染予防薬から感染治療薬に変更する時期は,術 後 3日 目以降に感染徴候のみられる時点で

治療薬に変更すること,ま た,起 因菌不明時の感染治療薬の選択,術 後特殊な感染症, とくに,真 菌

症の診断と治療について討論された。
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近年,耐性菌,特 に MRSA感 染対策をめぐってさま

ざまな討論がなされている。なかでも問題なのは,耐

性菌を発生させた一因 としての抗菌薬の使い方であ

る。すなわち,広 域スペクトルの抗菌薬を大量に使用

したことが高度耐性菌であるMRSA感 染症を急激に

増加させたと考えられている。そこで,第 43回日本消

化器外科学会会長である大原教授 はこのことに注 目
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し,「消化器外科における抗菌薬の使用法をめぐって」

というタイ トルで本シンポジウムを企画された. この

大原会長の意図のもと,本 シンポジウムでは消化器外

科領域における抗菌薬の使用方法の現状の把握 と,こ

れからの使用法に関するある程度の指針を模索した。

なお,シ ンポジウムに先立ち,消 化器外科における抗

菌薬の使用方法に関する全国アンケー ト調査 を行っ

た。その結果 と,当 日,会 場に参加された先生方の意

見をアンサーチェックシステムを用いて反映させ,現

状における抗菌薬の使用方法についてシンポジス トと

ともに討論 した。なお,全 国アンケー ト調査は外科学
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Table l アンケー ト発送施設

外科学会認定施設 953件

(うち大学125教室)

アンケー ト回答 309件

(309/953=33_0%)

(うち大学教室67件,67/125=53.6%)

Table 2 術 後感染発症率

質問 3.対 象期間中の術後感染発症率はどのくらいですか?

(創感染,腹 腔内膿瘍,呼 吸器感染,腸 炎,カ テ感

染,尿 路感染など全て含めてお答下さい)

消化器手術 術 後感染発症率  167%

(何らかの菌が分離された症例,お よび感染徴候が

認められた症例)

Table 3 MRSA分 離率と感染率

質問4.消化器外科術後にMRSAが 分離された症例,および

MRSAに よる術後感染を発症した症例はどのくら

いですか?

a.全 手術症例の内

40%か らMRSAが 分離され,21%が MRSA感 染

を発症した。

:術後感染例の24.6%(4.1%/167%)か らMRSA

が分離され,126%に MRSAに よる明かな感染が

みられた。

b.貴 教室,貴施設では,MRSA感 染は最近減少している

yes  67 8%  175/258
C。 あまり変化していない

yes  30 6%  79/258

d。 その他 (                   )

会認定施設のうち消化器外科を専攻 している953施設

に送付 し,う ち309施設,33%の 回答をいただいた。こ

のうち,大 学病院は125施設,53%の 回答率であった

(Table l).

アンケー ト調査結果では,対 象期間中の術後感染発

症率は不顕性感染 も含め16.7%で あった。また,全 手

術症例のうち MRSAが 分離 された症例 は4.1%で ,

MRSAに よる感染徴候が明らかであった症例は2.1%

であった。すなわち,術 後感染症のうち24.6%(4,1/

16,7)は MRSAに よるものであった (Table 2,3).

また,以 前に比べ最近 MRSA感 染発症率が減少 して

いるとした施設は67.8%,あ まり変化 していないと答

えた施設は30.6%で あった(Table 3).MRSA感 染を

契機に抗菌薬を変えたかという質問に対 し,あ まり変

えていないとする施設が9,4%,い わゆる第 3世 代セ

フェム薬の使用頻度が減少したとする回答は73.9%,
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Table 4 MRSA後 の抗生剤

質問 5.MRSA感 染症が問題 となってから抗菌剤を変えま

したか?

あまり変えていない        94% 28/299

いわゆる第 3世代セフェム剤は  739% 221/299

使用頻度が減少した

全体的に抗菌剤の投与期間が   482% 144/299

短 くなった

第 1世代セフェム剤の使用頻度が 472% 141/299

増えた

e。 その他 (一回投与量が減った)  07%

全体的に抗菌薬の投与期間が減少 した とする回答が

48.2%,第 1世代セフェム薬の使用頻度が増えたとす

る回答が47.2%で あった (Table 4)。

I.シ ンポジス トの発表内容

順に発表内容をまとめると,東 邦大学外科学第 3講

座,草地 らは1990年3月 から術後感染予防の抗菌薬を,

上部消化管 (食道,胃 ,胆 石)に は第 1世代セフェム

薬,下 部消化管,肝 膵には第 2世 代セフェム薬,汎 発

性腹膜炎には第3.5世代セフェム薬 と指定して,その前

後 の術 後 感 染発 症 率, M R S A 術 後感 染発 症 率,

Pseudomonas aeruginosa (以 下, P.aeruginosa)の

耐性株の変化を比較 した。抗菌薬の指定前後の抗菌薬

の数 と平均投与期間は指定前2.3剤,8.3日 間から指定

後1.4剤,5。1日間へ と変化 した。投与された薬剤では

第 3世 代セフェム薬 (Latamoxef(以 下,LMOX),

Cefmenoxime(以 下,CMX),Ce■ izoxime(以 下,

CZX))が 指定前34.6%か ら指定後0.46%へ ,第 2世 代

セフェム薬 (CefOtiam(以 下,CTM),Cefmetazole

(以下,CMZ))力 半旨定前23.5%か ら指定後422%へ ,

第 1世代セフェム薬が指定前0.02%か ら指定後39。1%

へそれぞれ変化 した。胃癌手術の術後感染発症率は指

定前9.3%,指 定後12.1%と 有意な差はみられなかった

が,MRSA感 染発症率は指定前67%か ら指定後1,7%

へと有意に減少した。大腸癌術後感染発症率は指定前

12.3%か ら指定後7.5%へ とやや減少 し,MRSA感 染

発症率は指定前4.4%か ら指定後0,4%へ と有意に減少

した,さ らに,抗 菌薬指定前後を通 して最 も分離頻度

が高かった P.aeruginosaの 耐性株の割合は,後 期で

は有意に減少していたことを報告した.

広島大学第 1外 科,竹 末らは過去 3年 間の消化器手

術症例を対象 として投与された抗生剤 とMRSA感 染

発症率を比較した.正 常群 (準汚染手術,正 常患者群)

の MRSA感 染発症率は第 1世 代 ・第 2世 代投与群で
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4.3%で あったが,広 域群 (より広域スペクトラムの抗

生剤使用)では11.4%と 有意に高かった,MRSA以 外

の感染発症率は正常群では第 1・ 2世代投与群 と広域

群で差はなく,第 1・ 2世代薬で十分であると報告 し

た。また,抗菌薬単独投与群のなかで MRSA腸 炎は広

域群に発症 していた.抗 菌薬単独投与群 と複数抗菌薬

投与群を比較すると,MRSA感 染は後者で高率 (32%

対9.8%)で あった。さらに,予 防的抗菌薬投与中の感

染症の分離菌は約80%が その抗菌範囲外の菌であり,

予防的抗菌案投与中に発熱などの感染徴候を認めた場

合は早期から治療抗菌薬に変更する必要があることを

報告した。

日本大学第 3外 科,岩 井らは20年来の術後感染につ

いて発生頻度,検 出菌,MIC測 定による各種薬剤感受

性,β lactamase産生性などを検討 し,外科領域分離菌

のすべてに抗菌スペクトルを有する薬剤はないこと,

抗菌薬は術中から数日間が適当で,経 回摂取可能であ

れば経回剤に変更することを報告した。具体的には,

胃・上部小腸の手術ではグラム陽性球菌,EscheAchia

coll(以下,E,coli)な どのグラム陰性菌を考慮 し,

Piperacillin(以下, PIPC), Aspoxicillin(以下,

ASPC),Cefazolin(以下,CEZ),CTMな どを選択 し

た。下部消化管手術では嫌気性菌 と好気性グラム陰性

標菌 に有効 なセファマイシン系の薬剤や LMOX,

Flomoxef(以下,FMOX),Sulbactam/CefOperazon

(以下,SBT/CPZ)を 選択 した。胃・十二指腸潰瘍穿

孔例には第 3世 代セフェム薬は第 1選択 とはならず,

下部消化管穿孔ではグラム陰性標菌 と嫌気性菌の混合

感染が多 く,セ ファマイシンまたはオキサセフェム系

抗菌薬が用いられるとした。抗菌薬には万能なものは

なく,手 術対象疾患の特徴を十分に把握 し,抗 菌薬の

投与量,投 与期間は必要最小限に止めるべきと報告し

た。

日本医大第 1外科,古 川らは準汚染待期手術例の腹

腔内汚染菌,創 感染の原因菌,そ れらの初回使用抗生

剤の感受性,術 感染症発生率,術 前栄養状態,手 術侵

襲を検討 した。腹腔内汚染菌は,胆 道疾患ではグラム

陰性標菌,胃 癌ではグラム陽性球菌,結 腸直腸では

Bacteroidesや腸内細菌群が多かった。直腸疾患で 2

種以上の腹腔内汚染菌が検出された症例の創感染発症

率は75%と 高率であった。また,初 回使用抗菌薬は腹

腔内汚染菌に対 し84%に 感受性を有 していたが,創 感

染を発症 した症例の創分離菌の45%に 感受性を示した

に過ぎなかった。結腸疾患においては,初 回使用抗菌
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剤が腹腔内汚染菌に対 して感受性を有 していた症例で

は,感 受性を有 していなかった症例に比べ明らかに創

感染の発症が低率であった。このように,腹 腔内汚染

菌を検索し抗菌薬を選択することは,術 後倉」感染症の

予防 と感染発症時の抗菌薬の選択に有用であることを

報告した。

長崎大学第 2外 科,小 原らは大腸癌手術89例を対象

に,封 筒法で術前 Kanamycin・Metronidazole 3日間

投与群 と非投与群において,術 後感染発症率,腸 内細

菌叢の変化,炎 症反応の推移,術 後の門脈血および未

梢血液中の Intedeukine‐6(以 下,IL-6),顆 粒球エラ

スターゼを測定し,比 較した。創感染発症率は非投与

群でやや増加 したが有意差はなく,炎 症反応の推移,

類粒球エラスターゼ,IL‐6の推移にも有意差はみられ

なかった。MRSA腸 炎発症率は投与群で有意に高かっ

た。投与群では非投与群に比べ術中採取便の菌交代現

象がみられ,MRSA腸 炎の発症率が有意に高かった。

これらのことから,大 腸癌術前の非吸収性抗生物質の

内服は術後感染予防効果はなく,逆 に,菌 交代現象に

よる非常在菌の出現や MRSA感 染を招いたと報告 し

た。

名古屋市立大第 1外科,品 川 らは術後感染予防のた

めの抗菌薬の投与方法のあり方について prospecuve

studyを行い,MRSA感 染は第 3世 代セフェム剤 との

直接的な関連は少なく,胃 液酸度低下 との関連が強い

ことを報告した。投与期間について,1981年 1月 から

1982年12月までは疾患別に投与抗菌薬を一定にし,薬

剤投与期間を4日 と7日 に分けて比較試験を行ったと

ころ,両 者で有意差がなかったことから, 4日 で十分

であると報告 した。1983年3月 から1993年8月 までは

上部 ・下部消化管および胆道系の待期手術を対象に4

期にわけて12種類の薬剤の比較試験を行った.そ の結

果では,胆 道系手術の術後感染発症率8,7%に 対 し,悪

性疾患が多い下部消化管手術は18.0%,上 部消化管手

術 は261%と 高率であった。術後感染分離菌では,

Pseudomonas属 とMRSAが 問題 となった力S,1期 か

ら第 3世 代セフェム剤を使っていたにもかかわらず,

MRSAの 分離は3期 以後であった.MRSAを 含めた

S aureusの 分離率は各期間 とも薬剤使用群間に差は

なかった。これらのことから,感 染予防の抗菌薬の投

与期間は,長 くても4日 間で十分であり,こ の期間で

は第 3世 代セフェム薬 もMRSA感 染の直接的な関連

は少な く,胃 切除または H2~b10Cker投与などの胃液

酸度低下 との関連が強かった,と 報告した.
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大阪市立大学第 2外 科,久 保 らは FMOX 4g/day,

またはImipenem/Cilastatin(以 下, IPA/1/CS)lg/day

の 3日 間あるいは 7日 間投与 した過去 2年 間の肝胆道

系手術施行223例を対象として,胆 汁,手術終了時の腹

腔内洗浄後,経 日的なドレーン排液中の細菌,術 後感

染症 (腹腔内感染および創感染)の起因菌を検討した.

その結果,肝 胆道系の手術後感染症の起因菌は胆汁や

術 中 。術後 の汚染菌 で,FMOXに 修飾 され,特 に

Enterococcus faecalis(以 下, E.faecalis)力 多ゞかっ

たことから,セ フェム系,オ キシセフェム系抗菌薬使

用の際にはこれらの耐性菌に注意を要することを報告

した。抗菌薬の投与期間は, 7日 投与群に比べ 3日 投

与群で感染発症率が低 く,菌 交代現象や日和見感染を

考慮すると3日 間が適当と報告した。また,非 開放 ド

レーンの有効性を報告した,

福島労災病院外科,直 野 らは待期手術を行った良性

胆道疾患 ・胃疾患 ・大腸直腸疾患を対象に原則的に第

1・ 第 2世 代セフェム系の抗菌薬を使った。良性胆道

疾患手術では前期にCTMを 術中 1回 ,術 後 6時 間ご

とに3回 の計 4回 ,術 期にはCTMを 術中 1回 ,胃 切

除ではCEZあ るいはCTMを 術中 1回 ,術後第 2病 日

までに6回 の計 7回 ,大 腸切除術ではCMZを 術中 1

回,術 後第 2病 日までに 6回 ,計 7回 をそれぞれ投与

した。術後感染発症率は良性胆道疾患で4.2%,胃 切除

で25.0%,大 腸切除で24,0%で あった。術後感染予防

の抗菌薬は第 1,第 2世 代セフェム薬が適当であるこ

とと,良 性胆道疾患では術中 1回 のみ,胃 切除 ・大腸

直腸切除でも第 2病 日までで十分であり,そ の後は感

染症が発症 した段階でそれに見合った抗菌薬を選択す

べしと報告した.

II.討   論

討論は各演者からの意見,全国アンケー ト調査結果,

ならびに,フ ロアーからのアンサーチェックによる意

見を変えて行われた,

1.術 後感染予防薬の原則

術後感染予防の化学療法の原則論 としては,1.感 受

性のある薬剤,2.目 標 とする組織に移行がよい薬剤,

3.体 内動態,抗 菌スペク トルを考慮 した薬剤,4.副

作用が少ない薬剤,が 上げられる。現在の問題点はさ

らに耐性菌を発生させにくい薬剤を選択すること 「切

り札」的薬剤は最後に残 しておくことである。いいか

えれば,不 適切な化学療法とは,1.起 炎菌に抗菌力を

持たない薬剤,2.耐 性化,菌交代を起 こしやすい薬剤,

3.感 染成立機序を考慮 しない化学療法,4.副 作用を
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考慮 しない化学療法,で あることを確認 して討論 に

入った。

a.術 後感染予防薬の必要性

まず,術 後感染予防薬の必要性については,す べて

の症例 に全 く必要ないとする会場の意見 は 3%で ,

97%は case by caseで あるが必要であるとの賛同が

得られた。

b.術 前抗菌薬投与について

手術 日以前から抗菌薬を投与する術前投与は,全 国

アンケー ト結果では76.5%に 行 われていた (Table

5a).術 前投与を行 う疾患,症例については下部消化管

手術が754%,胆 管炎3.6%,食 道癌0.7%で ,下 部消

化管術前に最 も多 く行われていた。 このような前処置

は会場のアンサーチェックでも82%に 行われていた。

しかし,術 前に抗菌薬を投与することにより,腸 管内

の細菌叢が乱れ,MRSAの ような高度耐性菌が出現 し

やす くなることが指摘された。小原はこのような術前

抗菌薬投与 を行っても術後感染の発症率が低下 しな

かったこと,逆に術前抗菌薬を投与 した症例に MRSA

腸炎が多発 したことを報告した。草地は術前抗菌薬投

与によりMRSA腸 炎が発症 しやす くなることを動物

実験で証明し,臨 床的に,腸 管洗浄液によるmechani―

cal colon preparationで寸
‐
分な効果が得 られること

を報告した。岩井は術前抗菌薬投与により腸内細菌叢

が乱れ,バ リヤーとしての意味がなくなること,そ し

て,品 川らは耐性菌が増加することを指摘 した。また,

古川らは,こ のような術前抗菌薬投与を中止してから

Table 5 術 前 ・術中投与抗菌剤

質問 6.術 後感染予防の抗菌剤について

a)術 前投与 (手術日以前から投与する)を 行っていま

すか?
・いいえ   235%  71/302
・はい    765% 231/302

どのような疾患,症 例に行いますか?

下部消化管  754% 228/302

胆管炎    36%  11/302

食道癌    0_7%  2/302

b)術 中投与 (手術当日朝を含む)を 行っていますか?
・いいえ   614% 180/295
・はい    386% 114/295

どのような疾患,症 例に行いますか?

ほぼ全例

汚染手術

長時間手術

193%  57/295

78%  23/295

31%  9/295

食道,肝 ,膵 など  27%  8/295

その他 58%  17/295
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腹腔内汚染菌の感受性が改善され,次 に使用する抗菌

薬の選択の幅が広がったことを報告した。これらのこ

とから,大 腸手術前の抗菌薬の投与には否定的意見が

大勢を占めた.

c.抗 菌薬の術中投与について

抗菌薬の術中投与について,小 原は,術 中全身投与

を行ってか ら創感染発症率が減少 した ことを報告 し

た。薬剤の投与開始時期については,術 野が最 も汚染

される消化管開放時に血中濃度が高まるように投与す

ることが理想的であるとした.し かし,実 際には開腹

時から投与開始 し,長 時間の手術では, 7～ 8時 間後

に追加する方法が一般的であった。また,薬 剤は術後

に投与する薬剤 と同一のものが選択された.全 国アン

ケー トでは術中投与を行っている施設は39%で ,術 中

投与が行われる疾患,症 例は,ほ ぼ全例が19.3%,汚

染手術が7.8%,長 時間手術が3.1%,食 道 ・肝 ・膵な

どが2,7%,そ の他が58%で あった(Table 5b).術 中

に投与する抗菌薬の種類は,術 後感染予防薬 と同一が

947%と 圧倒的であった。投与開始時期は,当 日朝よ

りが3.5%,開 腹時が15.8%,消 化管開放 (吻合)前 1

時間が28.1%,閉 腹前 1時 間が20.2%,そ の他 ・記載

なしが32.5%で あった。会場のアンサーチェックでも

術中投与 を行っているとする意見 は46%と 低かった

が,現在行っている施設 も含め,会場のアンサーチェッ

クで87%に 術中投与を実施 したいとしてお り,積 極的

に取 り入れる姿勢が示された。

局所投与については,会 場のアンサーチェックでは

40%に 行われていたが,竹 末らは腹腔内投与を例にあ

げ,投 与後,腹 水中の抗菌薬の濃度が 1～ 2時 間にわ

たり高い時間帯が得 られるが,以 後は静脈投与 と差は

なくなることを報告した。また,明 確なデーターはな

いが,腹 腔内投与は腹腔内癒着 も考えられること,ま

た,岩 井はアミノ配糖体剤による呼吸抑制を問題 とし

たことからシンポジス トの間では疑間視する意見が多

かった.

3.点 滴静注法について

点滴静注の回数について,品 川は細菌の増殖を休止

期,対 数期,静 止期でみると,対 数期に最 も増殖する

こと,ま た,抗 菌薬の半減期が一般的には60～90分で

あることから考えて,理 論的には 1日 3回 が理想的で

あるとした.さ らに,宿 主条件が良ければ 2回 でも良

いと報告した。会場のアンサーチェックでは 1日 2回

とする意見が90%を 占めていた。

次に予防的抗菌薬の投与期間について,品 川は,81

消化器外科手術における抗生剤の使用法をめぐって   日 消外会誌 第 27巻 10号

年 と82年の教室の成績から4日 間投与を行っており,

汚染の少ない手術では 2日 間投与 も行っていることを

報告した.抗 菌薬の投与期間については,長 期間投与

により耐性菌が出現することや菌交代現象が起 こるこ

とが問題 となった。予防的抗菌薬の投与期間が 3～ 4

日を最適 とする理論的根拠 として,Nicholsら
1)は

術後

72時間で局所の感染防御能が回復するとしてお り, 3

～ 4日 が予防的抗菌薬の投与期間の一応の目安 となる

と考えられた。会場のアンサーチェックでは77%が 4

日間投与を支持していた。ただし,意 野は胆石手術,

特に腹腔鏡下胆裏摘出術では術後 1回投与で十分であ

るとした。しかし現実には全国アンケー トの結果から

術後感染予防の抗菌薬の投与期間をみると,食 道癌手

術では,3日 以内が3.4%,4日 が0.4%,5日 が31.8%,

6～ 9日 が48,7%,10日 以上が16.2%で あった (Fig.

1)。胃癌手術では, 3日 以内は3.9%, 4日 が7.4%,

5日 が45,6%, 6～ 9日 が260%,10日 以上が17.1%

であった (Fig。2),胆 石では腹腔鏡下胆婁摘出術が含

まれているためと思われるが,ば らつきがみられた。

3日 以内が273%, 4日 が22.4%, 5日 が20.0%, 6
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Fig.5A Term ofad■ linistration
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～ 9日 が29.4%,10日 以上が0.7%で あった (Fig,3).

肝 ・膵手術では,3日 以 内4.8%,4日 6.0%,5日

13.1%,6～ 9日 69.5%,10日 以 上11.4%で あった

(Fig.4)。大腸癌手術のうち Milesま たは骨盤内臓器

全摘手術では, 3日 以内10.5%, 4日 が12.6%, 5日

が11.0%, 6～ 9日 が32.3%,10日 以上が33.6%と 最

も多かった.そ れ以外の大腸癌手術では, 3日 以内が

10.8%, 4日 が14.4%, 5日 が15.7%, 6～ 9日 が

38,1%と 最 も多 く,10日 以上は21.0%で あった (Fig.

5A, B).

竹末らは,予 防的抗菌薬後の感染分離菌の80%は 予

防的抗菌薬が感受性を示さない菌であったことを報告

した。予防的抗与薬をたとえ 1週間続けても効果がな

い可能性が強 く, 4日 投与 して,な お感染が危倶され

る場合には治療薬に変更すべきと結論 した。会場のア

ンサーチェックでも,手 術の汚染度にもよるが,予 防

的抗菌薬の投与期間は4日 程度に抑え,術 後 4日 目で

感染徴候があれば治療薬に変更する考えが77%を 占め

た。

甲tthin 3   4     5    6～ 9

4.抗 菌薬の選択

術後感染予防の抗菌薬の選択について全国アンケー

ト調査結果では,教 室単位であらかじめ手術臓器別に

抗菌薬 を決 めてお り,こ れがほぼ守 られているが

18.3%,教 室で抗菌薬を決めているが余 り守 られてい

ないが17%,担 当医の判断で選択 しているとした施設

が80.0%で あった (Table 7).会場のアンサーチェッ

クでは教室 ・医局単位で抗菌薬を決めているとする回

答は20%で あった。このような抗菌薬の指定のメリッ

トは,抗 菌薬の乱用を防ぎ高度耐性菌の出現を防 ぐこ

とにあり,さ らに,術 後感染が発症 した場合にその起

因菌が,細 菌検査を待たずとも予想可能であり,治 療

薬を選択 しやすいことがあげられる。しかし,一 方で

は,同 一薬剤を長期に使用した場合にも耐性菌が出現

することとなるため,常 に術後感染発症率,分 離菌,

感受性をチェックする必要がある。

5.手 術臓器別抗菌薬の選択

a.食 道癌手術

全国のアンケー トの結果では食道癌には第 1・ 第 2

世代セフェム薬またはペニシリン薬が58%に 使用され

６”９

2 0 1

|

1 同
0端応す
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Table 6 術 中 ・術後投与抗菌剤

術中に投与する抗菌剤の種類と時期は?

抗菌剤の種類

術後感染予防薬と同-      947% 108/114

汚染手術ではアミノ配糖体剤   18%  2/114

術前胆汁細菌に感受性がある薬剤 35%  4/114

(胆管炎,PTCD症 例)

投与時期

当日朝より            35%  4/114

開腹時             158%  18/114

消化管開放 (吻合)前 1時間   281%  32/114

閉腹前 1時間          202%  23/114

その他 ・記載無し        325%  37/114

C)術 後投与 (手術当日,手術終了後から)を 行っています

か?
・いいえ       0
。はい       977% 302/309

いつから投与開始しますか?

帰室時   887%   268/302

当日夜   113%   31/302

その他   10%    3/302

Table 7 予 防率選択方法

質問 7.術 後感染予防の抗菌剤の選択について

a.教 室で抗生剤を決めており,ほ ぼ守られている

大学病院   152%  10/66

その他    192%  44/229

全体     183%  54/295

b.教 室で抗生剤を決めているが余り守られていない

大学病院   45%  3/66

その他    09%  2/229

全体

C.担 当医の判断で使用している

大学病院   803%  53/66

その他    799% 183/229

全体     800% 236/295

ていたが,一方で,FMOXま たはIPM/CSを 投与する

意見も24.7%で あった (Fig.6).食 道癌では目標 とす

る細菌は,黄 色ブドウ球菌,表 皮ブドウ球菌などのグ

ラム陽性球菌が主である。岩井は頭部縫合不全などで

は術後 1～ 2週 間以上経ってから嫌気性菌が出現し,

また呼吸器感染では緑膿菌が検出されることを示 し,

カルバペネムの術中 1回投与を推奨 した。品川は術前

にllg疾中の細菌を調べ,特 別な菌が出た場合にはそれ

ぞれ対応 しているとした。これらから,食 道癌術後感

染予防の抗菌薬は手術の汚染度にもよるが,通 常の場

合,第 1世代 もしくは (結腸再建などでは)第 2世 代

セフェム薬が適当とされた。 こ の意見に対 し会場のア

消化器外科手術における抗生剤の使用法をめぐって   日 消外会誌 第 27巻 10号

Fig.6 Choicc of antibiotics
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Fig. 8 Choice Of antibiotics
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ンサーチェックで79%の 同意が得 られた。

b.胃 癌手術

全国アンケー ト調査では,第 1・ 第 2世 代セフェム

薬 またはペニ シ リン薬が55,8%に 投与 されていた

(Fig.7).全 摘,亜 全摘では基本的に薬剤を変えず(蔵

野,古 川),食道癌手術 と同じでほぼ第 1世代セフェム

薬,あ るいはせいぜい第 2世代セフェム薬でカバーで

きるとした。会場のアンサーチェックでもこの意見に

84%の 賛同が得 られた。ただし,胃 全摘手術ではカル

バペネム 1回投与 という意見 (岩井)も 出された。

c.胆 石手術

全国アンケー ト調査では,第 1・第 2世 代セフェム

薬 またはペニ シ リン薬が85.6%に 選択 されていた

(Fig.8).胆 石手術では最近急激に普及した腹腔鏡下

胆裏摘出術が注目された。直野は第 2世代セフェム薬

の術中 1回静脈投与を行い,ほ とんど術後感染を経験

していないと報告した。品川 も同様な意見で,ま た岩

井は炎症の少ない場合には術中 1回投与で十分である

とした。しかし,会 場のアンサーチェックでは術中 1

回投与 については 2%の 賛同が得 られただけであっ

た。胆嚢摘出術の予防的投与抗菌薬は開腹手術を行っ

2 l . s 紺|
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Fig. 9 Choice of antibiotics
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た場合 も含め,術 中 1回 から2～ 3日 間,薬 剤は第 1

世代セフェム薬 と第 2世 代セフェム薬でほとんどカ

バーできるとされた。

d.肝 ・膵手術

肝 ・膵手術の予防的投与抗菌薬は全国アンケー ト調

査で,第 1・第 2世代セフェム薬が312%, こ れらと

ペニシリン薬,FMOXな どを使い分けるとする回答が

39.7%,FMOX単 独142%,IPM/CS 4.3%で あった

(Fig。9).久 保は,第 2世代セフェム薬,第 3世 代セ

フェム案を使用した肝 。膵の術後感染分離菌で P aer_

uginosaや嫌気性菌,MRSAが 多かった ことより,

FMOXを irst choiceとして良好な結果を得たと報告

した。しかし,竹 末は,術 後感染予防の arst choiceの

抗菌薬は,術後感染の分離菌から選択するのではなく,

強 毒 菌 ( 一ヽ般 的 ヤこヤまS aureus, Streptococcus

peumoniae(以 下,S.pneumoniae),下 部消化管では

BacterOides属)だ けをねらって抗菌薬を選択すべき

であるとした。品川 も,新 しい薬剤の評価 として

FMOXを 使用することは意義のあることであるが,良

好な結果が得られたか らと言って直ちに丘rst choたe

とするのではなく,FMOXな どの薬剤は感染症が発症

した場合の治療薬 として選択すべきとした。

肝膵手術の感染予防薬 としては,PIPCま たは第 2

世代で十分 とする意見が多 く,会 場のアンサーチェッ

クでもこの意見の賛同者は73%で あった。

e.大 腸癌手術

大腸癌手術では器械吻合の普及で Miles'手術が減

少し,術 後感染 も変化 したと思われる。全国アンケー

ト結果では,Miles'手術以外の大腸癌手術では,45,7%

は第 1世代,第 2世 代,ペ ニシリンを使用しており,

FMOX・ IPM/CSま で広げるとする施設が13.4%で

あった(Fig.10)。また,Miles'手術,骨 盤内臓器全摘

手術では第 1世代,第 2世 代,ペ エシリンが33.5%,

FMOXま たはIPM/CSが 269%と 増加 していた。 ま

た,セ フェム薬 とアミノ配糖体剤の併用が10.4%に 行

われていた。術後感染予防薬を選択する上で目標 とす

る細菌はグラム陰性菌 と嫌気性菌であるが,草 地は準

汚染手術の段階では嫌気性菌まで目標を広げる必要は

ないとし,小 原は手術野が汚染された場合は嫌気性菌
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Fig. 10 Choice of antibiOtics
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まで広げた薬剤の選択,す なわち第 3世 代セフェム薬

か FMOXを 推奨 した。品川は,機械的腸管処置がうま

くいっている症例では問題はないが,残 澄が残ってし

まう場合や狭窄が強い場合には第 3世 代セフェム薬 も

短期間なら使って良いとした。第 2世 代セフェム薬を

第 1選択 とするとする意見は,演 者全員,会 場で67%,

汚染が強い手術 で は第 3世 代 セ フェム薬,さ らに

FMOXま で使用 して良いとする意見が演者 7名 中 6

名,会 場のアンサーチェックでは44%の 合意が得 られ

た。また,Miles'手術では薬剤をかえるとする意見が大

勢を占めた。

2.術 後感染発症時の抗菌剤療法

術後感染に対する抗菌薬の選択は,対 象とする細菌

が規定されていること,菌 量が予防投与の汚染菌に比

較 してきわめて多いこと,感 染を起 こしている部位 ま

たは臓器がはっきりしていることなどが感染予防の抗

菌薬の選択 と大きく異なっている.

そこで主として術後感染で検出菌が判明していない

場合の抗菌薬の選択について討論を行った。

a)予 防投与抗菌薬変更の時期

予防投与抗菌薬の投与期間は 3～ 4日 が望ましいと

いう討論を受けて,で は予防投与抗菌薬を治療投与抗

菌薬に変更するのはどのような factorを考慮するか

について,品 川は術後感染群 と非感染群を比較,術 後

3日 目に37.5°C以 上,脈 拍数90/min以 上,白 血球数

12,000mm3以 上の群に術後感染発症がみられた とし,

この基準を越える症例では予防投与抗菌薬から治療投

与抗菌薬への変更が必要であるとした。発熱38°C以上

を基準 として,治 療薬剤に変更 した竹末はこのうち

53.1%に 術後感染が確認されたが,46.9%術 後感染が

認められなかったと述べ,予 防投与から治療投与への

抗菌薬の変更には発熱,脈 拍数,自 血球数,CRPな ど

を総合的に考える必要があり,systemic inaammatory

response syndrOme(SIRS)2)の をき当喜力ゞこカカこ刃丘↓ゝも`つ
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と考 えられた。

b)起 炎菌不明時の術後感染治療抗菌薬選択の原則

術後感染の起炎菌の79.7%は 予防的投与抗菌薬に感

受性を有さない細菌によって起 こっている。したがっ

て予防投与抗菌薬 とは交差耐性を有さない抗菌薬の選

択が原則であると品川,竹 末が述べた。しかしながら

感受性を有する細菌が起炎菌 となる術後感染は胆道感

染における胆汁流出障害,異 物の存在, ドレナージ不

良の縫合不全による感染などがあり,術 後感染が発症

した場合には抗菌薬の変更 と共に感染病巣の局所の要

因が重要と品川が指摘 した。また岩井は術後感染起炎

菌にはβ‐laCtamase産 生菌を考慮 した抗菌薬の選択

が必要 と述べた。
一方,草 地は予防投与 として第 1世代セフェムを選

択 した場合には第 2世 代セフェムを,第 2世 代セフェ

ムを予防投与 した場合には第3.5世代セフェムを選択

するとのべ,予 防投与抗生剤を決めてお くことによっ

て,術 後感染起炎菌が一定のパターン化するために術

後感染の empi占c therapyが行いやすいこと,ま た嫌

気性菌 (bacrerOides fragils)を対象として治療薬を

選択すると腸内常在菌によるcolonizadon reSstance

が障害され,耐 性菌の overgrowthを 起 こしやすいと

のべ,腸 管の壊死を伴 うような術後感染で無い場合に

は嫌気性菌に抗菌力を有さない抗菌薬の選択が望まし

いと述べた。

感染症治療抗菌薬による腸内常在細菌叢の撹乱,腸

内における耐性菌の over growth,そ して耐性菌の

bacterial translocation, 宿主感染防御能障害による

bacterial translocationを起 こした細菌によるsuper‐

infectionは今後の課題 として検討されなければなら

ない重大な問題であると考えられた。

c)術 後感染症治療の empiHc therapy

術後感染が発症 し,起 炎菌が不明の場合の empヤic

therapyと しての抗菌薬の選択に関 して討論 を行っ

た。最初からMRSAを 対象 として治療を行 うのは術

後薬剤関連性腸炎で,こ の起炎菌のすべてが MRSA

であったことから,こ の場合には MRSAを 対象 とし

た抗菌薬を選択すること,ま た,食 道腫瘍根治手術後

消化器外科手術における抗生剤の使用法をめぐって   日 消外会誌 第 27巻 10号

の肺炎の起炎菌 として緑膿菌が最 も多 く,ま た術後尿

路感染でも同様であったことからこの場合には緑膿菌

を想定 した抗菌薬の選択が必要 と竹末が述べた。また

immunocompromised hostで は腸球菌 も抗菌範囲に

含む薬剤の選択が必要で,他 は原則論に沿い,選 択す

ることで同意 した。

d)術 後特殊感染症の診断と治療

最近,消 化器外科術後の深在性真菌症が増加 してい

ると言われているが,問 題は診断法である。そこで診

断 と治療について討論を行った。

診断方法ではCAND‐ TEC法 で 4借 以上,ト キシカ

ラー法 とエ ン ドスペ シー法の測定値の差が10ρg/ml

以上あれば陽性 とするβ‐グルカン法で診断するなど

が述べられ,そ れが陽性の場合に抗真菌薬の投与を行

うとする意見が述べられた。

カテーテル敗血症 も術後に高頻度に発生する合併症

であるが,こ の治療において抗菌薬投与の適応につい

て討論を行ったが,真 菌やコアグラーゼ陰性ブドウ球

菌が起炎菌 となる場合が多 く,カテーテル抜去のみで,

良いが,他 に感染巣があり,その病巣からMRSAが 検

出されている場合には,MRSAに 対 して抗菌力のある

薬剤の全身投与が必要であると岩井が述べた。

稿を終えるにあたり,討 論の機会を与えていただいた第

43回日本消化器外科学会総会会長大原 毅 教授に心より感

謝いたします。また,ア ンケートにご協力頂いた全国309施

設の先生方に紙上をかりて御礼申しあげます。
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The main target of the symposium titled "Issues related to the use of antibacterial agents in the field

of surgery of digestive organs" held in the 43rd General Conference of the Japanese Society of Surgery
of Digestive Organs consisted in drawing a practical conclusion on some standards for selecting the

antibacterial agents by investigating the correct uses of the agents in order to prevent the incidences
caused by highly resistant bacteria such as MRSA. The subjects of the discussions in the symposium had

been in advance concentrated into 1) timing and 2) duration of the administration and 3) selection of the
agents,and questionnaires based on these subjects had beenmailed to 953 institutions or facilities nation-
wide, to obtain replies from32.4%o of them. Discussions were ade on the results of the questionnaires,

comments by the symposium speakers and feed-back of opinions of the whole symposium participants in

the conference room colleted by the answer-checking system. 1) As for the timing of the administration
of the antibacterial agents, their pre-operative administration since before the day of operation was found
to be made in 76.5%o of the results of the nation-wide questionnaires and in 82% of the answer-checking
system at the site of conference, in which the administration was quenerally made for the cases of
operation of the lower digestive organs. It was pointed out that the pre-operative administration caused
more or less disturbances in the bacterial flora in the intestinal tracts, which tended to cause the

emergence of highly resistive bacteria such as MRSA. The administration of the antibacterial agents
during the operation was found to be made in as low as 3994 in the results of the nation-wide question-

naires and in 46% of the answer-checking system at site. Including the institutions wherein the administra-
tion of the agents during the operation was already adopted, 87/6 of those based on the answer-checking
system at site expressed their intention to do the intra-operative administration of the agents, suggesting
their positive posture toward the intra-operative administration. 2) As for the duration of administration
of the antibacterial agents, it was pointed out that their long-term administration maight develop
emergence of resistive bacteria or bacterial alteration phenomenon. It was recommended that, as a rule,

the preventive administration of the agents be kept administered for 3 or 4 consecutive days, and then,
subject to identification of any sign of infection, the agents be switched into therapeutic remedies. 3) As

for the selection of the antibacterial agents, it was recommended that the first-choice antibacterial agents
for prevention of infection be selected exclusively aiming at control of virulent bacteria and that

cephem-derivative antibiotics of the first and/or the second generations be normally administered against
the bacteria aimed at in the cases of esophageal cancers and gastric cancers because the bacteria in these
cases are mainly Grampositive cocci such as Stabhylococcus aureus and Stafhylococcus e|iderml"s. It was
also recommended in the cases of operation agsinst gall stones that the duration of the administration be
once during the operation and2-3 days in a row thereafter and cephem-derivative antibiotics of the first

and the second generations can cover most of the cases including those of cysticoectomy with laparoscope
and those of cholecystotomy. It was found out that 73%" of. the participants based on the answer-checking
system at site were of the opinion that Piperacillin or its second generation agents are sufficient for
prophylaxis of possible infections in the operation of liver and pancreas. For the colon cabcer operation
case, the second generation of cefem was selected as the first choice of prophylaxis agents. But in the case
of sever infection, the 3rd generation of cefem or Flomoxef were also recommended to use as prophylaxis

agents. It was recommended that the prophylactic agents against postoperative infection be swtched into

a therapeutic agents at the after time point where symptons of infection are noted after the day of 3 from

the operation. Furthermore, discussion were made especially on the diagnosis end therapies for the fungal
infections among other special postoperative infections in selectiong an agents for therapy against
infection with no etiological bacterium for identified.
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