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今日のお話 
•  耐性菌（βラクタマーゼ産生菌）の機序
•  ESBL産生菌の疫学とリスクファクター
•  ESBL産生菌に対する治療
•  ESBL産生菌の感染対策
•  本院ICUでのESBL産生菌の傾向と対策



耐性菌とは 
•  何らかの機序で細菌に変異が起き抗菌薬
に耐性を持った細菌

•  抗菌薬使用によって変異株が優位に生存
できるようになることで世に出てくる
– ペニシリンが世に知られる前、耐性株は既に
発見されていた

•  約1000種類の抗菌薬に耐性を示すβラクタ
マーゼが発見されており、1990年以前に
比べて10倍にも増えている



Peleg	  et	  al.	  NEJM	  2010;	  362:	  1804-‐1813	



βラクタマーゼの働き 

βラクタム環を加水分解する

ペニシリン セファロスポリン 



βラクタマーゼの分類 

Class	  C	  
Cephalosporinase	  
AmpC,	  CMY-‐*など	  

Class	  A	  
主にpenicillinase	

PCI,TEM-‐*,SHV-‐*など	

Class	  D	  
Oxaxillin分解penicillinase	

OXA-‐*	

Class	  B	  
Metallo-‐β-‐lactamase	  

IMP-‐1,	  IND-‐1,VIM-‐1など	

Class	  A-‐D:	  アミノ酸配列の相同性で分類したAmbler分類	

酵素の活性中心にSerine残基を要する	

酵素の活性中心にZn2+を要する	

Ambler	  RP.	  Philos.Trans.R.Soc.Lond	  1980;.289:321–
331.	



Class	  C	  
Cephalosporinase	
AmpC,	  CMY-‐*など	  

Class	  A	  
主にpenicillinase	

PCI,TEM-‐*,SHV-‐*など	

Class	  D	  
Oxaxillin分解penicillinase	

OXA-‐*	

Class	  B	  
Metallo-‐β-‐lactamase	

IMP-‐1,	  IND-‐1,VIM-‐1など	

plasmidに乗っている	

菌種を超えて	  
接合伝搬する	



Class	  C	  
Cephalosporinase	
AmpC,	  CMY-‐*など	  

Class	  A	  
主にpenicillinase	

Class	  D	  
Oxaxillin分解penicillinase	

Class	  B	  
Metallo-‐β-‐lactamase	

染色体に乗っている	  
（plasmid上に持っている菌もいる）	



βラクタマーゼの機能的分類 

Group	  1（≒Class	  C）	

CEPHALOSPORINASE	  
CVAで阻害されない	  

Group	  2（≒Class	  A+D）	  
PENICILLINASE	  

broad/extended	  β-‐lactamases	  
CARBENICILLINASE	  
OXACILLINASE	  

CEPHALOSPORINASE	  
CARBAPENEMASE	

Group	  3（≒Class	  B）	  
Metallo-‐β	  lactamase	  
carbapenemも分解

する	  

Bush,	  Jacoby	  GA.	  AAC	  2010;	  54:	  969-‐976	



βラクタマーゼの機能的分類 

Group	  1（≒Class	  C）	

CEPHALOSPORINASE	  
CVAで阻害されない	  

Group	  2（≒Class	  A+D）	  
PENICILLINASE	  

broad/extended	  β-‐lactamases	  
CARBENICILLINASE	  
OXACILLINASE	  

CEPHALOSPORINASE	  
CARBAPENEMASE	

Group	  3（≒Class	  B）	  
Metallo-‐β	  lactamase	  
carbapenemも分解

する	  

broad:	  ペニシリンだけでなく、セファロスポリンも分解するようになった	  
extended	  spectrum:	  第3世代セファロスポリン（セフタジジム、セフォタキシム、セフポドキシム）	  
とモノバクタム（アズトレオナム）も分解するようになった	

Bush,	  Jacoby	  GA.	  AAC	  2010;	  54:	  969-‐976	



ESBL産生菌の疫学とリスク 
•  ESBL産生菌はどのくらいいるのか？
•  どのくらいESBLがICUに持ち込まれているのか？
•  どのような患者が持ち込んでいるのか？

•  どのくらいESBLがICUで新規発生しているのか？
•  どのような患者がESBLを獲得しているのか？
•  ESBL産生菌は死亡リスクを上げるのか？ 



Proportion of 3rd gen. cephalosporins Resistant (R) 
Klebsiella pneumoniae Isolates in Participating Countries 

2007年 2012年 

An^microbial	  resistance	  interac^ve	  database	  (EARS-‐Net)	



Community-associated extended-spectrum β-lactamase-producing 
Escherichia coli infection in the United States. 

•  前向き、５施設観察研究
•  2009.09.01-2010.08.31
•  外来患者または入院後48時間以
内の検体

•  Health care associated infection
–  自宅で静注療法や創処置を受け
ている（訪問診療など）

–  発症30日以内に病院や透析クリ
ニックに行っている、または化
学療法を受けている

–  発症90日以内に2日以上急性期病
院に入院している

–  nursing homeか慢性期施設に住
んでいる 

Doi	  et	  al.	  CID	  2013;	  56:	  641-‐648	市中獲得型ESBL産生E.coli	

13,279株のE.coliのうち、523株	  (3.9%)がESBL産生E.coli	  
292例（55%）が症候性で、107例（36.8%）がcommunity-‐associatedだった。	



Community-onset bacteremia due to extended-spectrum beta-
lactamase-producing Escherichia coli: risk factors and prognosis. 

•  スペイン13施設（3次病院）
•  2004年10月-2006年1月
•  症例：ESBL産生E.coliによる血
流感染症

•  対照１：市中発症の敗血症
•  対照２：市中発症のE.coliによる
血流感染症

•  転帰：14日死亡率 

市中発症のESBL産生E.coli敗血症のリスク因子	 Rodríguez-‐Baño	  et	  al.	  CID	  2010;	  50:	  40-‐48	



•  市中発症の血流感染の中でESBL
産生E.coliは少なくない	  

•  病院関連（慢性期病床）、尿道カ
テーテル使用、抗菌薬の使用（特
にfluoroquinolone）は関連あり	  

	  

E.coliによる血流感染症患者の中で	  
14日死亡に関連する多変量解析	

症例 vs	  対照２	

市中発症のESBL産生E.coli敗血症のリスク因子	   Rodríguez-‐Baño	  et	  al.	  CID	  2010;	  50:	  40-‐48	



3GC	  >3	  months:	  third	  genera^on	  cephalosporin	  (within	  3-‐12	  months	  before	  ICU	  admission) 
Hoshmer-‐Lemeshow	  χ2=2.13,	  P=0.54,	  AuC	  0.68	  for	  “All”,	  	  
χ2=0.19,	  P=0.91,	  AuC	  0.69	  for	  “From	  Community” 

ESBL産生菌@ICU入室時保菌のリスクファクター	   Razazi	  et	  al.	  ICM	  2012;	  38:	  1769-‐1778 

入院歴 

尿路感染症の既往 

3rd	  cephalosporinの使用 

•  フランスのICU単施設に入室した531例
•  8ヶ月間（2010.10-2011.5）の前向き観
察研究

•  便の監視培養を入室24時間以内と週に2
回施行

ESBL 検出あり 検出なし 

全例	  531 82	  (15%) 449	  (85%) 

持込	  394	  (74%) 49	  (12%) 345	  (88%) 

獲得	  212	  (39%) 28	  (13%) 184	  (87%) 



•  ESBL-PEによる感染症を発症するまで入室から10日（中央値）
•  ESBL保菌が判明してから感染症発症まで 5日（中央値）

ESBL産生菌@ICU入室後獲得のリスクファクター	  

Hoshmer-‐Lemeshow	  χ2=2.32,	  P=0.97,	  AuC	  0.89	  	  

Razazi	  et	  al.	  ICM	  2012;	  38:	  1769-‐1778 

ICUへの持ち込みのリスク因子	 ICUでの獲得のリスク因子	

高齢、女性	  
尿路感染症の既往	  
尿道カテーテルの使用	  
1年以内の入院歴	  
1年以内の第3世代セファロスポリンの投与	  

高齢、男性	  
保菌者のいるICUに長期滞在	  
3ヶ月以内の第3世代セファロスポリンの投与	  
3ヶ月以内のBL/BLIの投与	  
	

ざっとまとめると	



耐性GNB@ICUの予後は悪いのか	  

Review of studies of the impact on Gram-negative bacterial resistance 
on outcomes in the intensive care unit. 

耐性GNBは	  
粗死亡率の上昇	  
入院期間の延長	  
医療費の上昇	  

に繋がっていた。	  

a.  (6)のepisode毎ではなく入院毎での再解析	  
b.  (6)の原因菌、感染部位、年齢、APACHEIIによるマッチングでの再解析 

原因菌や感染部位等でマッチングすると	  
死亡率や入院期間の違いは弱まる	  

「耐性」そのものではなく、原因菌の種類/部位が	  
生命予後に与える影響が大きいのか！？	  

Shorr	  AF.	  CCM	  2009;	  37:	  1463-‐1469 



ESBL産生腸内細菌群@ICUの予後は悪いのか	   Shorr	  AF.	  CCM	  2009;	  37:	  1463-‐1469 



ESBL産生腸内細菌群@ICUの予後は悪いのか	   Shorr	  AF.	  CCM	  2009;	  37:	  1463-‐1469 

Retrospec^ve	  studyでは耐性菌群が	  
予後不良	

Prospec^ve	  studyでは違いが示されない	



ESBL産生菌の疫学とリスク 
•  ESBL産生菌は年々増えている
•  病院関連ではなく、市中獲得型のESBL産生菌も問
題となっている

•  高齢者、入院歴、尿路感染症歴、第３世代セファ
ロスポリンへの曝露などがESBL産生菌の保菌／感
染のリスク

•  ESBL産生菌保菌／感染患者＝予後不良かどうかは
よくわからない



ESBLに対する治療 
1. セファロスポリン
2. カルバペネム
3. セフェピーム
4.  βラクタム＋βラクタマーゼ阻害剤
5. メタ解析（カルバペネムvsその他） 



Paterson	  et	  al.	  JCM	  2001;	  39:	  2206-‐2212 

•  多国籍（米,台,豪,南ア,トルコ,ベルギー,アルゼンチン）
•  多施設前向き観察研究
•  1996.01.01-1997.12.31
•  血液培養からK.pneumoniaeを検出した成人症例
•  原因：肺炎、尿路感染、髄膜炎、腹膜炎、血流感染）

455件のK.pneumoniaeのうち、85件のESBLを検出（感受性下表）	  
6件：感受性Sのセファロスポリンで治療	  

2件：死亡、1件：72時間発熱が持続し、meropenemに変更して解熱	  
3件:感受性Iのセファロスポリンで治療	  

1件：死亡、2件：感染の持続が確認され、他の抗菌薬に変更して完治	  

ESBL産生K.pneumoniaeに対する治療（１）MIC上「S」のCephalosporin	  

Outcome of cephalosporin treatment for serious infections due to 
apparently susceptible organisms producing extended-spectrum beta-
lactamases: implications for the clinical microbiology laboratory.	



MICが高い株ほど	  
治療の失敗が多かった	  
(P=0.004) 

ESBL産生菌ではCLSIのブレークポイント上、感受性のあるMICを示していても、	  
セファロスポリンでの治療は失敗することがあり、	  
MICが高ければ高いほど失敗することが多かった 

ESBL産生菌に対して、セファロスポリンの「MIC→感受性」を額面通り受け取ってはい
けない 

過去の報告もまとめて検証してみた。 

ESBL確認試験で陽性の株は、すべてのペニシリン系薬剤、セファロスポリン
系薬剤及びアズトレオナムに対して耐性と報告することになっている（CLSI） 

Paterson	  et	  al.	  JCM	  2001;	  39:	  2206-‐2212 



Paterson	  et	  al.	  CID	  2003;	  39:	  31-‐37. ESBL産生K.pneumoniaeに対する治療（２）Carbapenem	  

ESBL産生K.pneumoniaeに対してCarbapenemの治療成績はよい 

Antibiotic therapy for Klebsiella pneumoniae bacteremia: implications 
of production of extended-spectrum beta-lactamases. 



ESBL産生菌に対する治療（３）Cefepime	   Chopra	  et	  al.	  AAC	  2012;	  56:	  3936-‐3942	
Impact of cefepime therapy on mortality among patients with 

bloodstream infections caused by extended-spectrum-β-lactamase-
producing Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli. 

•  Retrospective cohort study
•  Detroit Medical Center

–  5病院
•  2005.01.01-2007.12.31
•  ESBL産生K.pneumoniaeま
たはE.coliが血液培養から
検出された成人 145例

•  アウトカム：病院死亡率

生存	  53	  (36.5%)	 死亡	  92	  (63.5%)	

Empirical	  therapy	  

Cefepime	 49.06%	 46.7%	

Carbapenem	 28.30%	 27.17%	

その他	

Consolida^ve	  therapy	

Cefepime	  alone	 5.66%	 6.52%	

Carbapenem	  alone	 22.64%	 3.26%	

その他	

Empirical	  therapy	 OR;	  95%CI	

cefepime	  alone	 1.66;	  0.71-‐3.87	

carbapenems	 0.61;	  0.26-‐1.50	

Empirical	  therapyがCefepimeであったことが死亡率の上昇と関連していたとは言いきれない	  
が…見かけの死亡率は高い。	  



β-Lactam/β-lactam inhibitor combinations for the treatment of 
bacteremia due to extended-spectrum β-lactamase-producing 

Escherichia coli: a post hoc analysis of prospective cohorts. 

•  スペインで行われた、ESBL産生E.coliによる血流感染の疫学研究 6つから患者を集め
てPost hoc解析を行った

•  Inclusion: 成人、血液培養でESBL産生E.coliが単一で検出されたSepsisで、48時間以
上BLBLIまたはカルバペネムで治療された症例

•  Empirical therapy cohort: 血培を採取されてから24時間以内にBLBLIまたはカルバペ
ネムを投与され、検出菌が投与薬に感受性があった患者群

•  Definitive therapy cohort: BLBLIまたはカルバペネムを治療期間の半分以上投与した
患者群

Rodríguez-‐Baño	  et	  al.	  CID	  2012;	  54:	  167–74 ESBL産生E.coliに対する治療（４）BLBLI	  



BLBLIを治療に使ったことは	  
30日死亡率の上昇にはつながらなかった 

MICが高い方が死亡例が多い 

Rodríguez-‐Baño	  et	  al.	  CID	  2012;	  54:	  167–74 



Diaz	  et	  al.	  JCM	  2010;	  48:	  2840-‐2845 

2006.2.1-‐3.30	  スペイン全土（44病院）から集められたESBL産生大腸菌株1008検体 

感受性のよい株が多い 
local	  factor 

BLBLIを治療に使える国の背景	



Vardakas	  et	  al.	  JAC	  2012;	  67:2793-‐2803 ESBL産生菌に対する治療（５）メタ解析	  

Carbapenems versus alternative antibiotics for the treatment of 
bacteraemia due to Enterobacteriaceae producing extended-spectrum 

β-lactamases: a systematic review and meta-analysis. 
•  ScopusとPubmedから2012年1月までの文
献をsearch

•  ESBL, bacteremia or BSIに対してカルバペ
ネムとその他の抗菌薬を使用している研究

•  英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、
イタリア語、ギリシャ語以外は除外

•  全死亡率を比較

empiric	  therapy defini@ve	  study 
カルバペネム 24	  pa^ents/study 35	  pa^ents/study 
BLBLI 21	  pa^ents/study 11	  pa^ents/study 

＜ 
＞ 

21研究	  (no	  RCT) 
empiric	  therapyが不適切だと死亡率は高い 



培養/感受性結果確認後の治療　カルバペネムvs	  BLBLI 

Empirical	  therapyとしてのカルバペネムvsBLBLI Vardakas	  et	  al.	  JAC	  2012;	  67:2793-‐2803 



感受性結果確認後の治療　カルバペネムvs非BLBLI 

•  どの研究も小規模でRCTはなし	  
•  非BLBLIはカルバペネムに劣っていそう	  
•  BLBLIもカルバペネムに対して明らかな差はつかないものの、
「使える」というにはあまりに心許ない成績	  

•  これはどう考えたものか…	  

Vardakas	  et	  al.	  JAC	  2012;	  67:2793-‐2803 



βラクタム系抗菌薬のPK/PDを踏まえると	

ブレイクポイントは、	  
既定の投与方法で90%の患者が	  
少なくともT>MICが50%となるように設定	

ESBL産生菌はMICが高くて、同じregimenでも50%T>MICをクリアできる患者が少ない	

２）βラクタムは持続静注がよい。	

Con^nuous	  Infusion	  of	  Beta-‐Lactam	  An^bio^cs	  in	  Severe	  Sepsis:	  	  
A	  Mul^center	  Double-‐Blind,	  Randomized	  Controlled	  Trial	

Dulhunty	  et	  al.	  CID	  2013;	  56:	  236-‐244	

１）βラクタムのMICのブレイクポイントをもっと低く設定するべきなのではないか。	

Cephalosporin	  MIC	  distribu^on	  of	  extended-‐spectrum-‐β-‐lactamase-‐	  and	  pAmpC-‐producing	  
	  Escherichia	  coli	  and	  Klebsiella	  species.	

Kohner	  et	  al.	  JCM	  2009;	  47:2419-‐25	



Patterns of antimicrobial therapy in severe nosocomial infections: 
empiric choices, proportion of appropriate therapy, and adaptation 
rates--a multicentre, observational survey in critically ill patients. 

•  ベルギー、24ICU
•  前向き観察研究 2006年2月ー2007年

6月
•  入院またはICU入室から48時間後に
診断された肺炎、腹腔内感染症、血
流感染

•  適切な治療：細菌検査で検出され、
感受性のある投薬によって臨床的に
改善したもの

•  妥当な治療：細菌検査で検出されな
かったが、5日以内に治療によって
敗血症の徴候が改善したもの

ESBL産生菌に対する治療	   Vogelaers	  D	  et	  al.	  IJAA	  2010;	  35:	  375-‐381 

•  171例
•  肺炎が最多

–  127例、うち66例がVAP
•  GNRが最多 

–  122例、緑膿菌、大腸菌、E.aerogenes, 
K.pneumonia…と続く

•  約半数がMDR
•  ESBLは35/171（20.4%）

MDRのリスク MDR検出あり vs	  なし 
1ヶ月以内の	  
抗菌薬曝露 

74.3%	  vs	  41.3%,	  p=0.001:	  	  
RR	  4.26,	  95%CI	  1.80-‐10.09 

ICU入室前	  
4ヶ月以内の入院 

59.0%	  vs	  40.9%,	  p=0.041;	  	  
RR	  2.08,	  95%CI	  1.03-‐4.22 





（Group	  １）ESBL産生菌と非発酵性GNRをカバーしたmeropenem-‐based	  
scheme 

（Group	  ２）非発酵性GNRをカバーした抗緑膿菌薬を含むscheme 

（Group	  ３）ESBL産生菌も非発酵性GNRもカバーしないscheme 



MDR	  検出あり 35.9% 
MDR	  検出なし 87.7% 

適切なempiric	  therapyが行われた割合 

抗菌薬scheme毎の「適切な治療」または「妥当な治療」が行われた割合 

全症例 MDRのリスクがなかった患者 

ESBLカバー 緑膿菌カバー どちらもなし ESBLカバー 緑膿菌カバー どちらもなし 

MDRのリスク（抗菌薬曝露歴、入院歴）がなかった患者群でも	  
緑膿菌をカバーするだけでは6割程度、ESBLカバーで8割超が適切なempiric治療となる 



カルバペネムを使う、その先に 
Munoz-‐Price	  et	  al.	  Lancet	  ID	  2013;	  13:	  785-‐96	  	KPCなどcarbapenemaseがやってくる	



ESBLに対する治療 
1. セファロスポリン →MIC見ちゃダメ
2. カルバペネム →効果期待してよし
3. セフェピーム →まだまだ要検証
4.  βラクタム/βラクタマーゼ阻害剤→同上
5. メタ解析（カルバペネムvsその他） 

原則：カルバペネム 



ESBL産生菌の感染対策 

•  ESBL産生菌に対する感染対策は
意味があるのか？ 



Rate of Transmission of Extended-Spectrum 
Beta-Lactamase–Producing Enterobacteriaceae 

Without Contact Isolation 
•  スイス 855床の大学病院 5 ICU
•  コホート研究
•  1999年6月から2011年4月
•  患者：細菌検査でESBL産生菌が検
出された患者

•  接触患者：上記の患者からESBL産
生菌が検出されるまで最低24時間は
同室に入院していた患者
–  検出後は個室隔離＋手袋＋ガウン

•  接触時間：同室になってからESBL
が同定されるまでの時間

•  伝搬：患者と接触患者にESBLのタ
イプがPCRとPFGE（電気泳動）が
一致したものが検出された場合

ESBL産生菌の伝搬率	 Tschudin-‐Suver	  et	  al.	  CID	  2012;	  55:1505-‐1511	

患者	  93名	

スクリーニング施行	  133件	

ESBL産生菌を検出	  7件	

PFGEでDNA型が一致	  2件	  (1.5%)	

接触患者	  220名	  
総接触時間	  579日　（平均4.3日）	

平時は個室隔離してなくても	  
伝搬率は低い。	  



Intensive Care Unit Outbreak of Extended-Spectrum -Lactamase– 
Producing Klebsiella Pneumoniae Controlled by Cohorting Patients 

and Reinforcing Infection Control Measures 

•  入室時＋週に2回の便培養 
•  多剤耐性菌が検出されたら接触感
染予防策 

•  転院症例は保菌がないと分かるま
で接触感染予防 

•  ICNによる継続的な手指衛生の監
視、フィードバック、広域抗菌薬
使用に対する指導 

ESBL産生菌の鎮圧レポート	 Laurent	  et	  al.	  Infect	  Control	  Hosp	  Epidemiol	  2008;	  29:	  517-‐24	

•  入室時＋毎日の便培養 
•  ESBLが確定する前に疑い症例を
接触感染予防策 

•  専用の病床に集め、専属ナースを
つけた 

•  患者：ナース比を上げるために2
床閉じた 

•  清掃員を増やし、感染対策スタッ
フが清掃を近くで監視 

•  ICUとICTで毎日ミーティング 
•  広域抗菌薬使用についてさらに減
らすように指導 

2005年10月まで 

2005年11月～12月 

ベルギー、858床の大学病院	  4ICUで	  
ESBL産生K.pneumoniaeの院内感染が激増した！	



ESBL産生菌の感染対策 
•  MRSA, VREに比べて耐性GNRの感染対策に関する検証
は少ない（発生率が少ない！？） 

•  「RCTやりたいけど、何年もかかるRCTにスポンサー
なんかつかないし、現実的にできないよ」と愚痴ってい
る文献あり 

•  真面目に接触感染対策をしていれば伝搬率は低そう 
•  「ちゃんとやる」のを徹底する／習慣づけるのは大変 



今日のまとめ 
•  ESBL産生菌は世界的に増えている
•  耐性菌の検出自体が患者予後に影響しているかどうかは不明
•  不適切なEmpirical therapyは患者の予後不良に関連している
•  ESBL産生菌による血流感染のリスクは、病院関連、尿路感染
症の既往、尿道カテーテルの使用、抗菌薬曝露歴

•  ESBL産生菌が蔓延している環境ではICUでのEmpirical 
therapyにCarbapenemを使用するのが妥当

•  理屈上治療に使えそうなCefepimeやBLBLIによる治療効果は
未だ検証過程

•  耐性判明後はCarbapenemを用いるのが確実
•  接触感染対策はちゃんと続けておきましょう


