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術後感染予防として抗菌薬投与は必要か？

米国疾患管理予防センター（CDC）の手術部位感
染予防ガイドラインでは，外科処置時の抗菌薬予防
投与は，手術部位感染（SSI）発症リスクを軽減させ
るための有用な手段として肯定されています。しか
し，勧告では抗菌薬投与は感染予防の一手段に過ぎ
ず他のサーベイランスがおろそかになってはならな
いとも指摘しています１）２）。

わが国においては予防抗菌薬適正使用について学
会等で議論され，日本の現状でのコンセンサスを示
した『抗菌薬使用の手引き』３）が１９９７年に，次いで
２００５年に『抗菌薬使用のガイドライン』４）が発刊され
ました。日本の医療事情を考慮し CDC 勧告とは細
部では異なるところもありますが，術後感染発症阻
止のための抗菌薬使用を肯定しています。

術後感染は，手術中ならびに病棟での術後管理中
に発生します。前者は手術部位の常在菌，汚染菌に
よって発症し，術中の抗菌薬投与が有効です。後者
は術後の患者管理に関連して発生し，術創への二次
感染と術後肺炎やカテーテル感染などの術野外感染
とに分けられます。これらの感染は院内環境菌によ
り発生し，術中感染予防に投与された抗菌薬に耐性
の菌によることが多く。この場合感染を予防するた
めに予め抗菌薬を使用することは適切ではなく，院
内環境の整備や医療従事者の清潔操作を徹底するこ
とが優先されます。

SSI 感染の発症に大きく関与する因子として手術
野の汚染度が重視されます。表１に示すように抗菌
薬予防投与の適応は，手術創の汚染の程度による分
類におけるクラスⅡならびにクラスⅠの一部に限ら

れ，汚染手術ならびに感染手術は治療としての抗菌
薬投与となります。

口腔領域の手術は，口腔常在菌の存在から準清潔
レベルに属するが，さらに歯周炎の慢性病巣に由来
する病原性細菌も棲息してことが多く，術後感染の
発症率も高い分野と認識する必要があります。

術後感染予防抗菌薬使用の現況

従来，術後感染予防での抗菌薬投与は各施設で独
自の方法が伝統的に継承されているが，必ずしも科
学的根拠に基づくものとはいいがたい場合もありま
した。以前には我々外科医は予防薬と治療薬の使い
分けがなされておらず，本来治療に用いるべき広域
抗菌薬を感染予防目的に使用していました。そのこ
とが耐性菌を蔓延させる誘因になったことは否めま
せん。
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表１ 術野の汚染度からみた手術の分類

手術の分類 手術例

清潔手術
（Class Ⅰ：clean）

手術創は一次的に閉鎖され，開放ドレナー
ジを行わない手術（閉鎖ドレナージは行わ
れることがある）。術野に感染や炎症はな
く，無菌操作の破綻がない手術。

準清潔手術
（Class Ⅱ：clean-
contaminated）

呼吸器，消化管，口腔咽頭，生殖器や尿路
（常在菌の存在する臓器）などの切開は行う
が，管理された条件の下で行い，異常な汚
染のない手術。

汚染手術
（Class Ⅲ：
contaminated）

術中に不慮の汚染は生じるが，感染は成立
していない手術（術前に手術野汚染はみら
れない）。無菌操作（術野消毒不十分など）
に破綻があった手術。

不潔／感染手術
（Class Ⅳ：
dirty/infected）

手術時すでに汚染が起こっているか，感染
が成立している部位の手術（術後感染症の
原因菌は手術前から手術野に存在）。
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私の勤務する病院は，福島県にある病床８８７床の
地域基幹病院としての役割を担っている施設です
が，一時期は１０００床を越えるマンモス病院で，その
消費する抗菌薬の量は日本の中でも屈指のものでし
た。その当時は，ご他聞にもれず MRSA，緑膿菌
による院内感染の発症率は高かったのですが，院内
感染対策委員会の発足を契機に，院内感染の状況把
握や対策の協議指導を行い，制圧に努力してきまし
た。

図１は当院における感染予防薬の内訳を年次的に
見たものです。当初は第一・第二世代セフェムと同

程度に第三世代セフェムが感染予防薬として使われ
ていましたが，２００３年ごろからは急激に減少しまし
た。同時にカルバペネム薬の使用もなくなりまし
た。

図２は当科での術後感染予防抗菌薬の使用状況で
すが，アンピシリン（ABPC），セフメタゾール

（CMZ）が多く選択されています。セファゾリン
（CEZ）の使用が少ないのは CEZ が歯科領域の適応
薬でないことが関係しています。

図３は投与期間です。１日から４日間投与が大部
分です。

図１ 当院外科系診療科における術後感染防止のための抗菌薬内訳

図２ 当科における予防投与抗菌薬の使用内訳 図３ 当科における予防投与期間
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抗菌薬予防投与方法の実際

表２は，当科における術後感染発症防止のための
抗菌薬使用基準を示します。
１）ターゲットとすべき菌は何か？

手術において最も可能性の高い術中汚染菌に対し
て殺菌的に作用する抗菌薬を選択することが原則で
す。そのためには自己の施設から分離される口腔内
常在菌，歯性感染症の起炎菌を把握し，これらの菌
に抗菌活性を有する薬剤を選択します。

図４は，経口抗菌薬治療の対象となる軽症から中
等症の歯性感染症からの検出菌内訳です５）。口腔常
在菌の中の１種類あるいは複数の菌が関与する内因
感染が大部分で，主たる検出菌は好気性菌が６１％の
検出率で，その内，口腔レンサ球菌が８７％を占めて
います。嫌気性菌は３９％の検出率で，ペプトストレ
プトコッカス属が４４％と最も多く，次いでプレボテ
ラ属が２６％検出されます。

図５は，抗菌薬がすでに投与され，無効であった
症例や注射が適応となる中等症から重症の感染症か
らの検出菌です６）。プライマリー感染症からの検出
菌と比べると嫌気性菌の占める割合が増加し，ペプ
トストレプトコッカス属が２３％，プレボテラ属が
２６％検出されます。プレボテラ属の約３０％は β ラ
クタマーゼ産生菌です。歯性感染症では感染初期に
は口腔レンサ球菌が主因菌として症状を増悪させま
すが，顎骨周囲の組織隙に感染が拡大すると嫌気環

境となり，嫌気性菌の検出頻度が高くなります。
図６は，これらの検出菌に対する歯科適応の注射

用抗菌薬の MIC 分布を示します。
ABPC，セフトリアキソン（CTRX）はレンサ球

菌，ペプトストレプトコッカスなどのグラム陽性菌
には良好な MIC を示します。しかし，嫌気性グラ
ム陰性菌のプレボテラには抗菌力が著しく低下しま
す（CTRX は血中濃度が高く，長い持続時間が得ら
れるので，全く無効とはいえない）。CMZ はレンサ
球菌に対する MIC は前者に比べてやや劣ります
が，プレボテラには良好な MIC が得られ，β ラク
タマーゼ産生菌でも MIC 値はあまり高くなりませ
ん。レンサ球菌と嫌気性菌との複数菌感染症例が多

表２ 当科における術後感染発症防止のための抗菌薬使用
基準

１．目的細菌：歯性感染症の起炎菌を把握し，これらの
菌に抗菌活性を持つ薬剤を選択する

２．PK/PD を考慮した投与計画：目的部位へ必要充分
な移行の得られる薬剤を選択し，術中は常に有効濃
度が保たれるように投与方法を考慮する

３．投与開始時期：点滴投与では手術開始直前とする

４．投与期間：可及的短期間に止める

５．副作用の発現しにくい薬剤を選択する

６．菌交代現象や耐性菌の出現しにくい薬剤を選択する

７．感染症の予防薬と治療薬を明確に区別：予防投与薬
に耐性の菌が検出されても対応できる薬剤を残して
おく

口腔レンサ球菌（１５１株）図４ プライマリー歯性感染症の起炎菌（３２０株）
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い歯性感染症には有用な薬剤で，特に β ラクタ
マーゼ産生菌などプレボテラの菌量の増加が考えら
れたら CMZ の投与が効果的です。カルバペネム系
薬のメロペネム（MEPM）は全ての検出菌に対して
０．２５μg/ml 以下の良好な MIC 値が得られます。し
かし，本系薬剤は MRSA を除く多くの病原細菌に
優れた抗菌作用を有しており，この優れた薬剤を頻
用することによって耐性菌の増加を招かぬよう本剤
による治療は症例を限定して行うべきです。
２）抗菌薬の選択

歯性感染症の起炎菌を把握し，これらの菌に対し
て殺菌的に作用する薬剤を選択します。また，術中
は常に有効濃度が保たれるように投与方法を考慮し
ます。術中に有効濃度が保持できる投与方法として
は体内吸収が確実で，高い血中濃度が得られる注射
用抗菌薬の点滴静脈内投与が薦められます１）４）７）。

β ラクタム系薬のうちで，ABPC ならびに第一世
代セフェム薬は多くのグラム陽性，陰性菌に有効
で，安全性，薬物動態が実証されており，安価であ
ることから，一般的にクラスⅠ・Ⅱ手術に対する第
１選択薬とみなされています。CDC ならびにわが
国の抗菌薬使用のガイドライン１）～４）では，予防抗
菌薬は第一・第二世代セフェム薬の使用を，嫌気性
菌感染の多い領域ではセファマイシン系薬の使用を
薦めています。

口腔領域の手術に対する感染阻止のための抗菌薬

として，私は歯性感染症の一次感染から検出頻度の
高い口腔レンサ球菌，ペプトストレプトコッカスな
どのグラム陽性菌に抗菌力の強い ABPC，第一世
代セフェムの CEZ を第一選択しています。また，
手術創が深部に達する症例では，嫌気性菌に抗菌作
用範囲を示す薬剤の使用も必要となるので，セファ
マイシン系薬の CMZ を選択します。

薬剤過敏症のため，β ラクタム薬を使用すること
ができない患者の場合にはグラム陽性菌，嫌気性菌
に抗菌作用を持つクリンダマイシン（CLDM）も選択
されます。

不潔手術ならびに汚染手術，感染手術では，手術
の時点ですでに感染が成立しているため，抗菌薬投
与は併用療法として必須であり，周術期における治
療薬として取り扱います。

図５ 継続する歯性感染症の起炎菌（３１５株） 検出 Prevotella 属の
β ラクタマーゼ産生比（８３株）

図６ 各種抗菌薬の抗菌力
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３）PK（Pharmacokinetics：薬物動態）/PD（Phar-
macodynamics：薬力学）からみた βラクタム系
薬の効果的な使い方
β ラクタム系薬の殺菌作用は濃度を高くしてもあ

まり増強されないが，薬剤と菌が接触している間は
作用が継続します（時間依存性殺菌作用）。抗菌薬療
法はこれら薬剤の特性を考慮して投与計画を立てな
ければなりません。

PK/PD は，生体で薬剤がどれだけ有効に利用さ
れ，作用しているかを考えた概念です８）。PK は感
染部位あるいはそれと平衡にある血液中の薬物濃
度，時間推移を，PD は抗菌薬と病原体との関係を
示します。時間依存性殺菌作用を持つ β ラクタム
系薬は，体内で MIC 以上の濃度が得られる有効濃
度持続時間（effective time above MIC：TAM）を長
く持続させることが有効性につながります。

％T＞MIC（％TAM）は２４時間の中で，抗菌薬の
血中濃度が MIC を超えている時間の割合を表しま
す。ペニシリン系薬では％TAM が３０％以上で増殖
抑制作用，５０％で最大殺菌作用が得られます。セ
フェム系薬では％TAM が４０％以上で増殖抑制作
用，６０～７０％で最大殺菌作用が得られます。カルバ
ペネム系薬では％TAM が３０％以上で増殖抑制作
用，４０～５０％で最大殺菌作用が得られます。これら
の PK/PD パラメータの値は，現時点では，まだ評
価が定まっていないので，仮の目標値としてみてい
ただきます（表３）。

図７・８・９お よ び 表４は，CMZ１g を６０分 点
滴投与したときの血中濃度曲線と，歯性感染症から
の検出菌に対する MIC９０値を重ね，TAM を算出し
たものです。レンサ球菌ならびに β ラクタマーゼ
産生プレボテラには５．４時間，ペプトストレプト
コッカスならびにプレボテラには６．５時間の TAM

が得られます。本剤を１日２回投与すると％TAM
はそれぞれ４５．３％，５４．２％となります。３回投与す
るとそれぞれ６７．９％，８１．４％となります。

セフェム系薬では％TAM が６０～７０％で最大殺菌
作用が得られると云われていますので，CMZ では
殺菌効果を期待するためには１日３回の投与が必要

表３ 主要抗菌薬の％T＞MIC（TAM）目標値

抗菌薬の種類 パラメータ目標値

ペニシリン薬 ≧３０％（static effect）
≧５０％（maximum bacterial effect）

セフェム系薬 ≧４０％（static effect）
≧６０～７０％（maximum bacterial effect）

カルバペネム系薬 ≧３０％（static effect）
≧４０～５０％（maximum bacterial effect）

図７ CMZ の血中濃度と検出菌の MIC９０

図８ CMZ の血中濃度と検出菌の MIC９０

図９ CMZ の血中濃度と検出菌の MIC９０

歯科学報 Vol．１０９，No．５（２００９）４６２

― １０ ―



になると推測されます。
図１０および表５は，ABPC３g を６０分点滴投与し

たときの TAM を示します。単回投与の資料しかあ
りませんが，レンサ球菌ならびにペプトストレプト
コッカスには６時間以上の TAM が得られます。し
かし，プレボテラには１．５時間，β ラクタマーゼ産

生プレボテラには０．５時間しか得られません。ペニ
シリン系薬では％TAM が５０％で最大殺菌作用が得
られると云われていますので，グラム陽性菌には効
果が期待できますが，プレボテラ属には効果は期待
できません。

セフトリアキソンは予防投与薬としてはお勧めし
ているわけではありませんが，同様の検索をしたも
のを図１１および表６に示します。本剤は高い血中濃
度と長い持続性が得られるので，１g を１日１回点
滴投与で，レンサ球菌ならびにペプトストレプト
コッカスには１００％以上，プレボテラにも６０％の％
TAM が得られます。しかし，β ラクタマーゼ産生
プレボテラには３７％しか得られず効果は期待できま
せん。
４）開始のタイミング

口腔の準清潔手術では，切開創から生体に汚染菌
が侵入するので，加刀時から閉創時まで予防投与し
た抗菌薬が手術部位で有効濃度を維持することが必

表４ Time above MIC
CMZ１g 点滴静注時

t１／２＝１．１（hr）
Cmax＝７６（μg/mL）

TAM
（hr）

％T
（×１／d）

％T
（×２／d）

％T
（×３／d）

レンサ球菌 ５．４ ２２．６ ４５．３ ６７．９

ペプトストレプト
コッカス属 ６．５ ２７．０ ５４．２ ８１．４

プレボテラ属 ６．５ ２７．０ ５４．２ ８１．４

β（＋）プレボテラ属 ５．４ ２２．６ ４５．３ ６７．９

全検出菌 ６．５ ２７．０ ５４．２ ８１．４

表５ Time above MIC
ABPC３g 単回 点滴静注

（３０min.）
T１／２＝１．０（hr）
Cmax＝１５０（μg/mL）

TAM（hr） ％TAM

レンサ球菌 ＞６．０ ＞２５％

ペプトストレプト
コッカス属 ＞６．０ ＞２５％

プレボテラ属 １．５ ６％

β（＋）プレボテラ属 ０．５ ２％

全検出菌 ３．７ １６％

表６ Time above MIC
CTRX１g 単回 点滴静注

T１／２＝７．１（hr）
Cmax＝１５０．７（μg/mL）

TAM（hr） ％T（＞MIC）

レンサ球菌 ５８．５ ２４４％

ペプトストレプト
コッカス属 ４４．２ １８４％

プレボテラ属 １５．９ ６６％

β（＋）プレボテラ属 ８．７ ３７％

全検出菌 ３０．１ １２０％

図１０ ビクシリン 歯性感染症からの検出菌に対する
MIC９０と time above MIC

図１１ CTRX の血中濃度と検出菌の MIC９０
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要となります。これに最も効果的なのは手術開始直
前から投与を始め，手術創閉鎖後２から３時間まで
は有効濃度を持続させることです。手術２時間以上
前の投与や手術終了から３時間以上経過した後の投
与は意味がありません。その理由は，汚染菌が一
旦，手術創に侵入すると，それはフィブリン網に絡
められた凝固塊の内部に潜伏し，血中，組織間隙よ
り手術創に移行してくる抗菌薬と接触しにくい状態
になるためといわれています９）。

また術中，有効濃度を維持するには薬剤の半減期
を考慮し，長時間の手術では追加投与が必要となり
ます。術中大量出血があった場合にも，薬剤の濃度
が低下するので，追加投与が必要です。通常，薬剤
の半減期の２倍を越えるような長時間手術では，術
中追加投与を行います。

前に示した time above MIC９０値からは，CMZ で
は６時間後には追加投与をしないと有効な血中濃度
が保てません。
５）投与期間

CDC１）では，１回投与は複数回投与と同じ感染予
防効果が得られたとして，２４時間を越えて投与しな
いよう勧告しています。しかし，日本のガイドライ
ン３）４）では日本の現状を考慮し投与期間は手術当日も
含め３～４日間以内としています。

術後感染予防のための抗菌薬使用のアンケート調
査１０）では，３日間投与は２３．３％，４日間は３３．１％と
日本のガイドラインで推奨されている４日以内の投
与は合わせて５６．４％に留まっています。それ以上の
長期投与は３６．７％，６日以上が１０．１％みられまし
た。CDC で推奨されている２４時間以内はわずか
２．４％でした。しかし，日本においても投与期間の
短縮化は進んでいるように思われます。

口腔領域の手術は，口腔常在菌の存在から準清潔
レベルに属するが，さらに歯周炎の慢性病巣に由来
する病原性細菌も棲息していることが多く，術後感
染の発症率も高い分野と認識する必要があります。

手術によって侵襲を受けた組織が感染防御能を回
復するのに７２時間を要することから，術後３～４日
以内の投与が必要と考えています。予防投与は，投
与期間を厳守し，予定の投与で終了させます。感染
の発症があれば投与薬を変更し，理由なくしては初
回投与薬の継続は行いません。準清潔手術で重大な

汚染があった場合あるいは不潔手術での投与は治療
的抗菌薬投与を行います。

抗菌薬は長期に使用されればされるほど正常細菌
叢を抑制して生体の恒常性を攪乱し，耐性菌を異常
増殖させる危険性が増すので不必要な長期投与は慎
まなければなりません。４日間の投与により腸内で
有益なビヒドバクテリウム，ラクトバチルスは減少
し，耐性菌である緑膿菌や腸球菌が腸管内で有意に
増加するとのデータ１１）もあります。
６）副作用の少ない薬剤を選択する

安全性の高い抗菌薬の選択が望まれます。β ラク
タム薬はヒト細胞には存在しない細胞壁合成阻害薬
なので，安全性の高い薬剤といわれており，
ABPC，CEZ，CMZ の承認時，市販後調査時の副
作用発現率は２％未満です。
７）菌交代現象や耐性菌の出現しにくい薬剤を選択
する
腸内の常在菌叢を乱さない薬剤を特定することは

困難です。抗菌薬の使用は正常細菌叢を抑制し，耐
性菌の出現を誘発させますので目的細菌をカバーす
るだけの狭い抗菌スペクトルの薬剤を短期間に限っ
て使用すべきです。

特に MRSA 感染対策上，MRSA に腸管への定着
のチャンスを与えるような広域スペクトルの薬剤や
グラム陽性菌に無効の薬剤を使用すべきではありま
せん。
８）感染症の予防薬と治療薬は明確に区別する

かって我々は本来治療に用いるべき広域抗菌薬を
感染予防目的に使用し，予防薬と治療薬の使い分け
がなされていませんでした。術後感染症が発症した
が起炎菌が不明の場合は予防薬を中止し，より抗菌
力の強い薬剤あるいは交叉耐性を持たない薬剤に変
更すべきであり，そのような薬剤を残しておく治療
計画が必要です４）。

以上，私たちが行っている術後感染発症阻止のた
めの抗菌薬の使用方法を提示いたしました。なお，
本文は２００７年日本口腔外科学会シンポジウムで報告
した内容を含みます。
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