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セラチア菌の抗菌薬耐性セラチア菌の抗菌薬耐性セラチア菌の抗菌薬耐性セラチア菌の抗菌薬耐性セラチア菌の抗菌薬耐性
　セラチア菌は、β-ラクタマーゼを産生し、ペニシリン系や第1、第
2世代セフェム系の抗菌薬に耐性を示すことが多くあります。一般に
S.marcescensは第3世代セフェム系薬やアミノグリコシド系薬あるい
はカルバペネム系抗菌薬に比較的感受性が高く感染しても治療は難しく
ないとされていました。
　しかし最近では｢多剤耐性セラチア菌｣が見つかっており、第3世代セ
フェム系やカルバペネム系などすべてのβ－ラクタマーゼを分解してし
まうメタロ-β-ラクタマーゼ、カルバペネマーゼを産生するセラチア
菌の存在が考えられています。そのため、今後、第3世代セフェム系や
カルバペネム系の抗菌薬が効かないセラチア菌の増加が危惧されていま
す。

セラチア菌感染予防対策セラチア菌感染予防対策セラチア菌感染予防対策セラチア菌感染予防対策セラチア菌感染予防対策

①手指消毒、カテーテル等の無菌操作
②リスクアセスメント
　(セラチア菌が検出されただけで治療する必要はなく、臨床症状と易感染状態等から判断する)
③適切な抗菌薬の使用
　(ペニシリン系、第1、第2世代セフェム系抗菌薬には耐性。
　 第3世代セフェム系、ニューキノロン系などにはほとんど感受性であるが、耐性菌も出現している)
④消毒薬の同一容器への継ぎ足し使用の禁止
⑤通常の清掃を徹底する。(環境消毒の必要はない)
⑥血液培養からの分離菌、病棟における検出菌の監視システムの構築
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◇抗菌薬に対する
　　　　　セラチア菌の耐性率(%)◇

< 院内感染対策研究会(監修):
　抗生物質感受性状況調査2000 より >

セラチア菌感染の治療セラチア菌感染の治療セラチア菌感染の治療セラチア菌感染の治療セラチア菌感染の治療

　セラチア菌による院内感染が問題になっています。最近では消毒剤
に対する耐性や抗菌薬への耐性をもつセラチア菌が出現しており感染
を起こすと厄介なのです。前回は消毒剤の抵抗性について考えました
が、今回は抗菌薬の耐性について考えてみましょう。

　セラチア菌が同定された場合、90%以上の確率で感受性があるといわれているのがカルバペネム系、アミノ
グリコシド系、第4世代セフェム系、ニューキノロンです。｢セラチア菌｣を適応菌種としてもつ抗菌薬は表1
にあげてあります。第3世代のセフェム系は、AmpC-beta-lactamaseを産生する株には無効であるため、避
けた方がよいでしょう。
　抗菌薬に耐性のセラチア菌の存在が考えられるため、治療の際は普通のセラチア菌と多剤耐性セラチア菌
を区別して扱う必要があります。感受性試験等を実施し、適切な抗菌薬を選択しましょう。

●緑膿菌をカバーできる抗菌薬●

　　・第3世代のセフェム系(セフタジジム,セフォペラゾンなど)
　　・第4世代のセフェム系(セフェピムなど)
　　・ペニシリン系(タゾバクタム/ピペラシリン)
　　・カルバペネム系 ・モノバクタム系 　　
　　・アミノグリコシド系 ・ニューキノロン

　セラチア菌感染の診断が確定するまでは、院内感染の起因菌のなかで
も、とくに緑膿菌をカバーできる抗菌薬を選択することが重要です。緑
膿菌をカバーできる抗菌薬が限られていること、耐性菌がすぐに発生す
ることなどのためです。

抗菌薬 耐性率(％)

アンピシリン 87.3

ピペラシリン 19.3

ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸/ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 78.8

セファゾリン 97.8

セフォチアム 73.9

セフォペラゾン 20.5

セフォタキシム 18.2

セフチゾキシム 9.5

セフタジジム 16.1

セフメタゾール 17.4

セファクロル 93.1

セフィキシム 24.1

ラタモキセフ 3.0

フロモキセフ 20.5

イミペネム 3.1

アズトレオナム 6.6

ゲンタマイシン 3.0

トブラマイシン 11.3

アミカシン 4.6

エリスロマイシン 65.5

クリンダマイシン 81.3

ミノサイクリン 14.5

バンコマイシン 50.0

ホスホマイシン 22.2

オフロキサシン 14.7

シプロフロキサシン 23.5

レボフロキサシン 9.6



セラチア菌に適応をもつ抗菌薬セラチア菌に適応をもつ抗菌薬セラチア菌に適応をもつ抗菌薬セラチア菌に適応をもつ抗菌薬セラチア菌に適応をもつ抗菌薬
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一般名 主な商品名 メーカー名

セフェム系 第3世代 塩酸ｾﾌﾒﾉｷｼﾑ ベストコール静注用・筋注用 武田

ベストロン点眼用 千寿
ｾﾌｨｷｼﾑ セフスパン細粒・ｶﾌﾟｾﾙ ｱｽﾃﾗｽ
ｾﾌｫｼﾞｼﾞﾑﾅﾄﾘｳﾑ ケニセフ静注用 大鵬薬品

ノイセフ静注用 杏林
ｾﾌｫﾀｷｼﾑﾅﾄﾘｳﾑ クラフォラン注射用 S･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ

セフォタックス注射用 中外
ｾﾌｫﾍﾟﾗｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ セフォビッド注射用 ﾌｧｲｻﾞｰ

セフォペラジン注射用・筋注用 大正富山
ｾﾌﾁﾌﾞﾃﾝ セフテムｶﾌﾟｾﾙ 塩野義
ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ トミロン錠 *錠のみ 大正富山
ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ ロセフィン静注用・点滴静注用 中外
ｾﾌﾌﾞﾍﾟﾗｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ ケイペラゾン静注用 科研

トミポラン静注用 大正富山
ｾﾌﾀｼﾞｼﾞﾑ モダシン静注用 GSK
ｾﾌﾁｿﾞｷｼﾑﾅﾄﾘｳﾑ エポセリン坐剤 長生堂
ﾗﾀﾓｷｾﾌﾅﾄﾘｳﾑ シオマリン静注用 塩野義
ｾﾌｫﾍﾟﾗｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ
･ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ

スルペラゾン静注用 ﾌｧｲｻﾞｰ

第4世代 塩酸ｾﾌｪﾋﾟﾑ 注射用マキシピーム・点滴静注用 ﾌﾞﾘｽﾄﾙ
塩酸ｾﾌｫｿﾞﾌﾟﾗﾝ ファーストシン静注用、ﾊﾞｯｸﾞ 武田
塩酸ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ フロモックス錠・小児用細粒 塩野義
ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ メイアクトMS小児用細粒・錠 明治製菓
硫酸ｾﾌﾋﾟﾛﾑ ケイテン静注用 ｱｽﾃﾗｽ

ブロアクト静注用 塩野義
モノバクタム系 ｱｽﾞﾄﾚｵﾅﾑ アザクタム注射用 ｴｰｻﾞｲ

ｶﾙﾓﾅﾑﾅﾄﾘｳﾑ アマスリン静注用 武田
カルバペネム系 ｲﾐﾍﾟﾈﾑ･ｼﾗｽﾀﾁﾝ チエナム点滴用・筋注用 万有

ﾊﾟﾆﾍﾟﾈﾑ･ﾍﾞﾀﾐﾌﾟﾛﾝ カルベニン点滴用 第一三共
ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ三水和物 メロペン点滴用 大日本住友

アミノグリコシド系 硫酸ｱｽﾄﾛﾏｲｼﾝ 注射用フォーチミシン 協和発酵
硫酸ｱﾐｶｼﾝ 硫酸アミカシン注射液 万有
硫酸ｲｾﾊﾟﾏｲｼﾝ エクサシン注射液 旭化成

イセパシン注射液 ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ
硫酸ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ ゲンタシン注 ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ
硫酸ｼｿﾏｲｼﾝ シセプチン注射液 ｱｽﾃﾗｽ
硫酸ﾐｸﾛﾉﾏｲｼﾝ サガミシン注 協和発酵

ホスホマイシン ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ ホスミシン錠・ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ 明治製菓
ﾎｽﾎﾏｲｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 静注用ホスミシンS、ｷｯﾄ、ﾊﾞｯｸ 明治製菓

ニューキノロン系 ｴﾉｷｻｼﾝ フルマーク錠 大日本住友
塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ シプロキサン錠 ﾊﾞｲｴﾙ
塩酸ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ ロメバクトｶﾌﾟｾﾙ 塩野義

バレオン錠・ｶﾌﾟｾﾙ ｱﾎﾞｯﾄ
ロメフロン(眼科用) 千寿

ｵﾌﾛｷｻｼﾝ タリビッド錠 第一三共
タリビッド眼軟膏･点眼液 参天

ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ スパラ錠 大日本住友
ﾄｼﾙ酸ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝ オゼックス錠 大正富山

トスキサシン錠 ｱﾎﾞｯﾄ
ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ バクシダール錠 *100,200mg錠のみ 杏林=日清ｷｮｰﾘﾝ

ノフロ点眼液 万有
バクシダール点眼液 杏林=千寿

ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ メガキサシン錠 沢井
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ クラビット細粒･錠 第一三共

クラビット点眼液 参天
ｶﾞﾁﾌﾛｷｻｼﾝ ガチフロ錠 杏林=大日本住友
ﾌﾟﾙﾘﾌﾛｷｻｼﾝ スオード錠 明治製菓
ﾒｼﾙ酸ﾊﾟｽﾞﾌﾛｷｻｼﾝ パシル点滴静注用 大正富山

パズクロス注 三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ


