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症例 

８０歳　女性　 ADL自立、独居 
【主訴】動けない 
【現病歴】前日まではいつも通りであったが、朝から食欲がな
かった。いつもは畑仕事に行くところを、自宅で休んでいた。
発汗が著明でベッドから起き上がれないところを、定期的に様
子を見に来る家族に発見され、救急搬送となり、入院となった。 
【既往歴】慢性腰痛　 
【内服中薬剤】なし 



【バイタルサイン】 
体温39.8℃ 、血圧120/70mmHg、 脈拍110bpm整、呼吸20bpm、
SpO2 98%(室内気) 
【身体所見】全身状態は保たれており、特記すべき異常なし 
 
【尿検査】混濁あり、白血球 2＋、細菌尿あり 
【血液検査】WBC 16000/µL(band 10%)、Cre 1.6mg/dL、CRP 
20mg/dL、肝酵素および胆道系酵素上昇なし 
 
【胸部・腹部単純CT】肺、胆道系、尿路に特記すべき異常なし 

入院時現症 



• 第１−３病日：39-40℃の発熱が出現。発熱以外の症状なし。 
• 第４病日：深部膿瘍検索目的で、腹部造影CTを施行。 
• 右腎臓に造影効果不良域を認め、腎盂腎炎と診断した。 
• 入院時に採取した血液培養は陰性であった。 
• 尿培養からESBL産生大腸菌が検出されたとの報告があった。 
• キノロンには耐性であった。 

発熱、炎症反応高値があり、急性経過である事から、細菌感染症が
第一に考えられた。局所症状がなく、尿路感染、菌血症が考えられ
た。血液培養２セット、尿培養を提出後に、セフトリアキソン2g/日
を開始して経過をみることにした。 

入院後経過 



 

診断：ESBL産生大腸菌による急性腎盂腎炎 
治療薬変更：セフトリアキソン→カルバペネム 
（でなければダメ？） 
 



Extended Spectrum Beta 
Lactamase  
ペニシリン、第一、第二、第三世代セファロスポリン、アズトレオナ
ムを加水分解し、クラブラン酸の追加で阻害されるβ－ラクタマーゼ。 
 
セファマイシンやカルバペネムは分解されない。 
 
大腸菌、クレブシエラ、プロテウス、その他のGNR 
（例：Enterobacter、Salmonella、Pseudomonas） 
が産生する。 
 
プラスミドで細菌から細菌へ水平伝播する。 
 
院内感染だけでなく、市中感染も問題になっている。 



耐性パターンからみたESBL 

モダンメディア 56巻　2010 



大腸菌の第３世代セフェム耐性率 

年(1月-12月) CTX耐性率(%) LVFX耐性率(%) 

２０１５ 24.5 38 

２０１３ 17.8 35.5 

２０１１ 14.8 31.4 

２００９ 10 27 

２００７ 7 24 

JANIS　院内感染対策サーベイランス 検査部門  
http://www.nih-janis.jp/report/kensa.html 



ESBL産生菌に対する治療 
• カルバペネムが第一選択である。 
• タゾバクタム・ピペラシリンは、in vitroで感受性を示すが、重症患
者においては死亡率が上昇するという報告がある(1)。 

• キノロンに感受性がある場合は、治療に使用できる可能性があるが、
キノロン耐性であることが多い。 

• セファマイシン（セフメタゾール:CMZ）やオキサセフェム（フロモ
キセフ:FMOX）はESBLによる分解を受けない。しかし、治療経験
が乏しいことから、使用には慎重な意見が多かった。 

(1)Clin Infect Dis. 2015 May 1;60(9) 



セファマイシン系 
• Streptomyces lactamduranceの産生するセファマイシンCを
ベースに作られている。 

• 日本で使用可能なのは第2世代セファマイシンである、セフメ
タゾール(CMZ)である。 

• 嫌気性菌(Bacteroidesを含む)にも有効である。 
• SPACE organismには無効である。 
• AmpCβラクタマーゼに分解される。 
• ESBLによって分解されない。 



Clinical Question 

• ESBL産生腸内細菌科による感染症には、一般的
にカルバペネムによる治療が推奨されているが、
in vitroで感受性のある、セフメタゾールで治療
できないか？ 



EBMの実践 5 steps 
Step1　 疑問の定式化（PICO）  
Step2　 論文の検索  
Step3　 論文の批判的吟味  
Step4　 症例への適用  
Step5　 Step1-4の見直し 



臨床的疑問の定式化 

• P ESBL産生菌による感染症の患者に 

• I セフメタゾールを治療として用いる事は 

• C カルバペネムと比較して、 

• O 治療予後（死亡率、再発）を悪くするか？ 



EBMの実践 5 steps 
Step1　 疑問の定式化（PICO）  
Step2　 論文の検索  
Step3　 論文の批判的吟味  
Step4　 症例への適用  
Step5　 Step1-4の見直し 



論文の検索 
Pubmedにて 
”ESBL, cefmetazole, 
treatment, carbapenem“  
と入力 

5つの文献は、全て
日本発。全て目を通
し、１と２は全て読
んだ。患者数が多い
２を選んだ。 



今回の論文 

Antimicrob. Agents Chemother. September 2015 vol. 59 no. 9 5107-5113 



EBMの実践 5 steps 
Step1　 疑問の定式化（PICO）  
Step2　 論文の検索  
Step3　 論文の批判的吟味  
Step4　 症例への適用  
Step5　 Step1-4の見直し 



研究デザインの確認 

後方視的コホート研究である。 
コホート研究 無作為割付比較試験 

対象患者 多彩な患者 極めて限定された患者 

治療割り付け 医療者あるいは患者が決定 無作為に割り付け 

治療(介入)結果
の評価 

治療後に決定することも可能 
（希少な出来事も対象にできる） 治療開始前に決定される 

観察期間 
多くは既存のデータに基づく 

（後方視的研究） 
長期観察が可能なことが多い 

概して観察期間は短い 
前方視的研究	

解析 交絡因子に対処するために多変量解析が必要 比較的シンプル 

BMJ　Volume 330  16 April 2005   



論文のPICO 

P ESBL産生大腸菌菌血症の患者に 
I　セフメタゾールで治療した場合に 
C カルバペネムで治療した場合と比較して 
O ３０日死亡率に差はあるか？ 



•  2005年1月から2014年4月までの間に、京大病院、府立医大病院、京都市
民病院、京都桂病院において、血液培養から大腸菌が検出された、１５歳
以上の患者。 

 
血液培養採取から２４時間以内に経験的にCMZ/FMOXまたはカルバペネム
が初回投与され、そのまま治療を継続した患者。 
 
感受性判明後の標的治療(definitive therapy)として、総投与期間の50%以上
をCMZ/FMOX又はカルバペネムで治療された患者。 
 
• ２４時間以内に死亡した者 
• 血液培養から複数菌種が検出された者 

患
者　 

Inclusion criteria  

Exclusion criteria 

①経験的治療コホート 

②標的治療コホート 

MATERIALS AND METHODS 
Setting and study design 



ESBL 産生大腸菌　 
菌血症 (n=203) 

除外（n=28） 
・複数菌種菌血症(n=21) 
・追跡不能(n=3) 
・緩和ケア(n=2) 
・24hr以内の死亡(n=2) 

経験的治療 
(n=71) 

標的治療 
(n=113) 

CMZ/FMOX 
(n=26) 

カルバペネム 
 (n=45) 

カルバペネム 
(n=54) 

大腸菌菌血症
(n=1440) 

非ESBL 大腸菌　 
菌血症 (n=1237) 

患者選択の流れ 

CMZ/FMOX 
(n=59) 

Fig 1より改変 



結
果　 

Empirical CMZ/
FMOX（n=26） 

CARBA 
(n=45) 

ハザード比 
(95%信頼区間) 

粗死亡率 7.7％ 8.9％ 0.83 (0.15–4.53) 
調整後 5.2％ 5.8％ 0.87 (0.11–6.52) 

Definitive CMZ/FMOX 
(n=59) 

CARBA 
 (n=54) 

ハザード比 
(95%信頼区間) 

粗死亡率 5.1% 9.3% 0.53 (0.12–2.20) 
調整後 7.4% 7.0% 1.04 (0.24–4.49) 

カルバペネムの方が死亡率が高いが、傾向スコアで調整すると差は
小さくなった。95%信頼区間の幅は大きい。 



①後方視的研究であり、未知の
交絡が存在する可能性がある。 
 
②患者数が少なく、検定力が十
分でない。 
 

本研究の限界
　 

Discussion 



コホート研究における批判的吟味 

• JAMA reader’s guide 3rd editionには10章に害
（観察研究）という項目があるが、コホート研
究一般についての批判的吟味の方法は記載なし。 

• BMJ　reader’s guide to critical appraisal of 
cohort study1-3を参考にした。 

1.BMJ. 2005 Apr 16;330(7496):895-7. 

2.BMJ. 2005 Apr 23;330(7497):960-2. 

3.BMJ. 2005 Apr 30;330(7498):1021-3. 



Key questions 

6)解析方法は明確に記載されている
か？ 
 
7)結果は妥当か？ 
 

1)どのような比較がなされているか？ 
 

2)比較は臨床的な意義があるか？ 
 

3)選択バイアスと成り得る因子は何
か？ 
 
4)交絡を同定する努力はされている
か？ 
 
5)比較対照群における交絡の分布に関
する情報はあるか？ 
 



1)どのような比較がなされているか？ 

CMZ/FMOXを用いた場合(ESBL-CF群)の有効性を 
カルバペネムを用いた場合（ESBL-CARBA群）と比較した。 
有効性に関する主要アウトカムは30日死亡率。 

副次的評価項目　 
• 奏功(clinical success) 
• 完全寛解(complete response) 
• 再燃(relapse of infection) 



• 比較項目として、３０日死亡率というハードエンドポイントを評
価しており、臨床的に意味のある比較である。 

• 副次的評価として、実際に抗菌薬が効いたか、効いていないかと
いう臨床的な奏功(clinical success)や再発も評価している。 

２：臨床的に意味のある比較か？ 

敗血症性ショックなどの重症な状態、血液疾患などのハイリスク
な患者には、カルバペネムが選択されやすい。したがって、カル
バペネム群の方が、死亡リスクが高いと考えられる。実際、本研
究ではカルバペネム群の方が死亡率が高かった。 

３：選択バイアスと成り得る因子は何か？ 



コホート研究の評価では、 
交絡となりうる因子を明確にし、 
介入群と比較群でそれらの分布 
の違いを検討する必要がある。 
 
本研究における交絡とは、死亡率に 
影響を与える因子と考えられる。 
 
右の項目（一例）のように、 
患者背景、重症度、感染臓器 
について考慮されている。 

 

４：交絡となり得る因子を同定する努力はされているか？ 

年齢 
糖尿病 
悪性疾患 

重症敗血症または敗血症性
ショック 
移植後 

Charlson comobidity index 
SOFAスコア 
血液透析 
臓器移植後 
感染部位 



ある。患者背景に有意差があるかp値が算定されている。 

５：両群の交絡の分布に関する情報はあるか？ 



6)解析方法は明確に記載されているか？ 

記載されている。回帰(regression)
による分析がされている。 
 
二群の比較には、fisher’s exact 
testでp値が計算されている。 
 
Coxの比例ハザード回帰で予後の影
響を計算している。 
 
傾向スコアの逆数で重み付け(IPW)
を行い、両群のバイアスを調整し
ている。 



• 日本の病院（市中・大学病院）で行われている医療であり、特
殊な点は感染症医による助言を受けている点である。 

• 本研究でのESBL産生大腸菌の感受性がCMZで94.2%, FMOXで
98.2%と保たれている点も多くの施設で一般的である。 

• さらに、他の類似した研究（次項に示す）の報告もあり、こち
らもセフメタゾールの有効性を示唆するものである。 

７：結果は妥当か？ 



BMC Infect Dis. 2016; 16: 427 



論文のPICO 

P ESBL産生菌菌血症の患者 
I  標的治療として、セフメタゾールで治療
した場合 
C カルバペネムで治療した場合 
O ３０日死亡率と再発 

試験デザイン：観察研究　後方視的コホート研究 



方法 

• 2008年1月1日から2013年12月31日の期間に神戸大学病院に入
院し、血液培養からESBL産生腸内細菌科が検出された患者の
データを収集し、標的治療として、セフメタゾールを投与され
た群とカルバペネムを投与された群とに分けて解析を行った。 

• 主要評価項目：菌血症発症から３０日以内の死亡率、同一菌種
による感染の再発(relapse) 



患者の選択 



セフメタゾール カルバペネム 
患者 人数 26	 43	

男性 12	 22	
年齢 67.5	 71.2	

感染部位 尿路感染 18（69％） 17（40％） 
アウトカム 再発なし 25	 36	

死亡 1	 5	
再発 0	 2	

プロファイル ＳＯＦＡ	 2.8±2.8	 5.0±4.5	
Pitt.Bact.Score※	 1.5±1.5	 2.5±2.1	

ICUへの入室 5（24％） 17（39％） 
市中感染 10（38％） 11（26％） 

患者背景と 
アウトカム 

Table 1 The Baseline Characteristics of the Patients 

カルバペネム
群で重症度が
高い 

※敗血症の死亡予測に用いられるスコア。①体温②血圧③人工呼吸器の有無④心停止の有無⑤意識状態が含まれる。 



標的治療としてで治療できる可能性が示唆された。 

結論 



EBMの実践 5 steps 
Step1　 疑問の定式化（PICO）  
Step2　 論文の検索  
Step3　 論文の批判的吟味  
Step4　 症例への適用  
Step5　 Step1-4の見直し 
 



研究患者は自身の診療における患者と似ていたか？ 
• 異なる点：菌血症ではない。 
• 似ている点：日本人の研究である。年齢も近い。海外渡航歴の
ない日本国内の発症であり、大腸菌の産生するESBLのタイプ
も同様である可能性が高い。 

患者にとって重要なアウトカムはすべて考慮されたか？ 

死亡率、臨床的治療成功率、再発など実臨床で重要なアウト
カムが考慮されている。抗菌薬による副作用、CD感染症発症
率の違いについては記載がない。 



見込まれる治療の利益は、考えられる害やコストに見合うか？ 

• セフメタゾール・フロモキセフによる治療は、カルバペネムほど臨
床成績が少なく、治療失敗のリスクがないとは言えない。 

• 全身状態が安定していれば、主治医が臨床的に効果が不良と感じた
場合、カルバペネムに変更することが可能。 

• 利益として、医療のコスト、患者本人や院内、地域において、
MDROなどの耐性菌獲得のリスクの減少が見込まれる。 

抗菌薬 
（商品名） 

１瓶あたり
の薬価 

標準投与量 １４日間投与した場合の 
コスト 

メロペン0.5g 1044円 0,5g or1g ８時間毎 87,696円(1g) 
ゾシン4.5g 2145円 4.5g 6時間毎 120,120円 
フルマリン1g 1263円 1g ８時間毎 53,046円 
セフメタゾン 1g 478円 1g 8時間毎 20,076円 



症例への適応 

• セフトリアキソンからセフメタゾール1g 8時間毎へ変
更した。 

• ４８時間以内に解熱が得られ、合計2週間の治療を行い
治療を終了した。 

• 治療終了後もリハビリを継続するために２週間ほど入
院していたが、再発は認めなかった。 



EBMの実践 5 steps 
Step1　 疑問の定式化（PICO）  
Step2　 論文の検索  
Step3　 論文の批判的吟味  
Step4　 症例への適用  
Step5　 Step1-4の見直し 



STEP 1-4の見直し 

臨床的に安定した状態の患者であれば、治療の変更は可能であると考え、本症
例にも適応した。 

STEP1 　疑問の定式化 

セフメタゾールがEBSL産生菌に対して有効かどうかは、カルバペネムの有効
性と比較することで評価が出来ると考えた。 

STEP2　 論文の検索 

STEP３　論文の批判的吟味 

患者数が少なく、二群間で重症度が異なるという選択バイアスがあるが、同定可能な
バイアスの補正が行われた研究であり、現時点でベストエビデンスだと考えられる。 

STEP４　情報の患者への適応 

Pubmedを用いて短時間で見つけることが出来た。 



まとめ 
　ESBL産生菌による感染症にセフメタ
ゾールとフロモキセフを治療として用いた
場合では、カルバペネムと比較してアウト
カムを悪化させなかった。 
　これらの薬剤はカルバペネムの代替薬と
なりうる可能性が示唆された。 


