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（2014年1月7日受付）

Meropenem（MEPM）をはじめとするカルバペネム系薬を中心に，全国の医療機関
31施設より収集した2012年の臨床分離株2985株（グラム陽性菌955株，グラム陰性
菌1782株，嫌気性菌248株）に対する最小発育阻止濃度（MIC）を測定し，以下の結
果を得た。

1. MEPMのMIC90は，腸内細菌科，インフルエンザ菌において他のカルバペネム
系薬に比較してEscherichia coli，Citrobacter koseriとEnterobacter cloacaeがdoripenem
（DRPM）と同等であった以外は全て低値であり，特にグラム陰性菌全般に対し良好な
抗菌力を示した。また，グラム陽性菌，嫌気性菌に対しても，MEPMは，methicillin-
resistant Staphylococcus aureus（MRSA）等の一部の多剤耐性株を除く全ての臨床分
離株に良好な抗菌力を示した。

2. 過去の成績（2006年または2009年）と比較して，MEPMのMIC90が2管以上上
昇した菌種（属・グループ）はなく，MEPMに対する感受性に顕著な低下を認めな
かった。

3. Pseudomonas aeruginosaのMEPM耐性率は17.8%（56/315株）であった。過去
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の成績（2002年～2009年）と比較して年次間での耐性率に有意な差は認められない
が，2006年または2009年と比較して今回の耐性率が最も低値であった。

4. 過去の成績と同様に，海外で分離頻度の高いカルバペネム耐性Klebsiella 
pneumoniae，多剤耐性Acinetobacter属菌は認められなかった。また，多剤耐性P. 
aeruginosaは菌種内の3.2%（10/315株）に認められた。

5. 腸内細菌科に属する菌種の6.2%（59/951株）が，基質拡張型 -ラクタマーゼ
（ESBL）を産生していた。中でもE. coliにおけるESBL産生菌は17.1%（25/146株）
と，過去の成績と比較して分離頻度が上昇していた。一方，メタロ- -ラクタマーゼ
産生P. aeruginosaは，1.6%（5/315株）であり，過去の成績と比較して増加傾向は認
められなかった。
以上，MEPMは上市後17年以上を経過した現時点においても，広域かつ強力な抗

菌力を保持していることが確認されたことに加えて，重症感染症の治療に依然とし
て有用なカルバペネム系薬であるとの結論を得た。

カルバペネム系薬であるmeropenem（MEPM）
は広域な抗菌スペクトルと強力な抗菌活性を有 

し 1～5），本邦では1995年に承認，販売されており，
海外では1994年にイタリアにおける承認の取得
以来，2013年8月末時点において100ヵ国以上で
承認，販売されている。

MEPMはその強力な抗菌力から，院内肺炎や細
菌性髄膜炎をはじめとする重症感染症の各種ガイ
ドラインにおいて推奨薬剤として挙げられ 6～8），臨
床で重要な役割を果たしている。しかし，海外では
既にMEPMに感受性を示さないカルバペネム耐性
Klebsiella pneumoniaeや，多剤耐性Acinetobacter
属菌の分離頻度の増加が報告されており，本邦で
も海外渡航者からの分離や，アウトブレイクの報
告が散見されている 9～12）。また，MEPMに関して
は，前回感受性調査の結果を報告した2009年以
降，国内でも海外同様に発熱性好中球減少症と一
般感染症ともに1日3 gの用法・用量が承認され
（それぞれ2010年1月と2011年3月），加えて化膿
性髄膜炎に対して1日6 gの用法・用量が承認さ
れた（2013年12月）。これらの追加承認により，
本邦における日常診療下でのMEPMの使用状況
が大きく変化することが予想される。

感染症治療において抗菌薬を選択し，その投与
量や投与間隔を設定する際に，起因菌の薬剤感受
性の情報は非常に重要である。しかし，個々の感
染症例において全ての起因菌の薬剤感受性を測定
することは容易ではなく，経験的治療を行うケー
スが多いのが実情である。そのため，全国的な最
新の臨床分離株の薬剤感受性を調査し，耐性菌の
分離動向を含めて臨床現場に提供することは，抗
菌化学療法の成功確率の向上と抗菌薬の適性使用
の観点から極めて重要である。われわれはこれま
で，MEPMをはじめとする各種注射用抗菌薬に対
する臨床分離株の感受性を2002年から4回（2002

年，2004年，2006年および2009年）にわたり全
国規模で調査し，その成績を報告してきた 2～5）。
今回，2012年に臨床材料から分離された菌株を対
象に薬剤感受性検査成績について検討したので報
告する。

材料及び方法

1. 調査対象菌株
各参加施設において，2012年，主に9～11月の
期間に臨床材料から分離された菌株のうち，下記
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菌種（属・グループ）の菌株について，検査材料
を問わず感染症起因菌（推定を含む）を調査対象
とした。但し，同一患者の同一材料由来の同一菌
種の株については，初回分離株のみを対象とした。
【グラム陰性菌】

Escher ich ia  co l i ,  Ci trobac ter  f reundi i , 

Citrobacter koseri, K. pneumoniae, Enterobacter 
cloacae ,  Enterobacter aerogenes ,  Serratia 
marcescens, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, 

Morgane l la  morgan i i ,  Prov idenc ia  spp . , 

Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, 

Acinetobacter  spp.,  Moraxella catarrhalis , 

Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, 

。
【グラム陽性菌】

Staphylococcus  aureus ,  Staphylococcus 
epidermidis, coagulase negative staphylococci（CNS, 

S. epidermidisを除く），Streptococcus pneumoniae, 

Streptococcus milleri group, Streptococcus pyogenes, 

Streptococcus agalactiae, Viridans group streptococci, 

Enterococcus faecalis, Enterococcus spp.（E. 
faecalisを除く）, Listeria monocytogenes。
【嫌気性菌】

Bacteroides fragilis group, Prevotella spp., 

Peptostreptococcus spp., Fusobacterium spp.。

2. 耐性の判定基準
耐性の判定基準は Clinical and Laboratory 

Standards Institute（CLSI）の基準 13）に従い，以
下のとおり定義した。

S. aureusは，oxacillin（MPIPC）のMIC値が2 g/

mL以下のものをmethicillin-susceptible S. aureus
（MSSA），4 g/mL以上のものをmethicillin-resistant 

S. aureus（MRSA）とした。
S. epidermidisは，MPIPCのMIC値が0.25 g/mL

以下のものをmethicillin-susceptible S. epidermidis 

（MSSE），0.5 g/mL以 上 の も の をmethicillin-

resistant S. epidermidis（MRSE）とした。
S. pneumoniaeは，penicillin G（PCG）のMIC値
が 0.06 g/mL以下のものを penicillin-susceptible 

S. pneumoniae（PSSP），0.12～1 g/mLのものを
penicillin-intermediate S. pneumoniae（PISP），2 g/

mL以上のものをpenicillin-resistant S. pneumoniae
（PRSP）とした。

は， -ラクタマーゼの産生性が陽
性の菌株を -lactamase positive ampicillin（ABPC）- 
resistant （BLPAR）， -ラクタマーゼ
の産生性が陰性で，ABPCのMIC値が2 g/mL以
上のものを -lactamase negative ABPC-resistant  

（BLNAR），1 g/mL以下のものを
-lactamase negative ABPC-susceptible H. 

（BLNAS）とした 12）。

3. 使用薬剤
各々の薬剤の抗菌スペクトル等を考慮して供試
薬剤を以下より選択し，薬剤感受性検査に供し
た。なお，何れの薬剤も力価の明らかなものを使
用した。

MEPM，imipenem（IPM），panipenem（PAPM），
doripenem（DRPM）， PCG, MPIPC, cefozopran

（CZOP），cefepime（CFPM）， （FMOX），
（CPFX），ABPC, piperacillin（PIPC），

cefazolin（CEZ），cefotiam（CTM），ceftazidime

（CAZ），aztreonam（AZT），tazobactam/piperacillin

（TAZ/PIPC）， amikacin（AMK）， gentamicin

（GM），tobramycin（TOB），minocycline（MINO），
cefmetazole （CMZ）， cefotaxime （CTX），
ceftriaxone（CTRX），sulbactam/ampicillin（SBT/

ABPC），clavulanic acid/amoxicillin（CVA/AMPC），
arbekacin（ABK），vancomycin（VCM），teicoplanin

（TEIC），linezolid（LZD），clindamycin（CLDM）。

4. 薬剤感受性検査
各医療機関にて分離同定後，マイクロバンクを
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用いて凍結保存した菌株を，三菱化学メディエン
ス株式会社に送付し，同社にてAmerican Society 

for Microbiology（ASM）の基準 13～16）に準拠した
方法で再同定を行った。各医療機関での同定名と
再同定名が一致した菌株は，CLSI標準法 17～20）に
準拠した方法で，N. gonorrhoeaeは寒天平板希釈
法，その他の菌種は微量液体希釈法に従って，最
小発育阻止濃度（MIC）を測定した。
微量液体希釈法のMIC測定培地としては，

Streptococcus spp., L. monocytogenesおよび N. 
meningitidisに対しては，馬溶血液（最終濃度 

2 v/v%）を添加したcation-adjusted Mueller Hinton 

broth（CAMHB）を， には，酵母エ
キス（5 g/L）， -nicotinamideadenine dinucleotide

（NAD；最終濃度15 mg/L）とヘマチン（最終濃度
15 mg/L）を添加したCAMHBを使用した。その
他の好気性菌については，CAMHBを用いた。嫌
気性菌には，ヘミン（最終濃度5 mg/L），ビタミ
ンK1（最終濃度1 mg/L），馬溶血液（最終濃度5  

v/v%）を添加したBrucella brothを用いた。薬剤濃
度レンジは倍数希釈で，0.06～128 g/mLを基本
とし，接種菌量は，好気性菌では約5×104 CFU/

well，嫌気性菌では約105 CFU/wellとした。培養
条件については，Streptococcus spp.，
は35°Cで20～24時間，好気培養，L. monocytogenes
は35°Cで16～20時間，好気培養，N. meningitidis
は35°Cで24時間，5%炭酸ガス培養，その他の好
気性菌では35°Cで16～24時間，好気培養を行っ
た。嫌気性菌は35°Cで46～48時間の嫌気培養を
行った。

N. gonorrhoeaeに対する寒天平板希釈法のMIC

測定培地としては，
（カルバペネム系薬剤にはcysteine不含）添加GC 

agar baseを用いた。薬剤濃度レンジは倍数希釈
で，0.004～128 g/mLとし，接種菌量は約104 CFU/ 

spotとした。培養条件については，35°Cで20～24

時間，5%炭酸ガス存在下で培養した。

5. -ラクタマーゼ産生試験
については，ニトロセフィンス

ポットプレート法 21）による -ラクタマーゼ産生
の定性試験を行った。

6. 基質特異性拡張型 -ラクタマーゼ（ESBL）産
生株の検出および表現型
腸内細菌科について，薬剤感受性検査にて

CLSIの検出基準 17）に準じ「CAZおよびAZTの少
なくともどちらか一方のMICが≧2 g/mL」の条
件を満たした菌株を対象に，ESBL産生菌の確認
試験を行った。ESBL産生株と判定された菌株に
ついては，PCR法によりグループあるいはサブグ
ループ型別を決定した。すなわち，各種 -lactamase

遺伝子の検出には，TEMグループ 22），SHVグ
ループ 22），CTX-M-1, 2, 8, 9に属するサブグルー
プ 23）を増幅する6種類のPrimer setを使用した。
ゲノムDNAの抽出，PCRによる遺伝子増幅は既
報に従って実施した 5）。

7. メタロ- -ラクタマーゼ産生P. aeruginosa株の
検出および遺伝子タイプの同定試験
「IPMのMICが≧16 g/mL」の条件を満たした
菌株（P. aeruginosa）をスクリーニングし，メタ
ロ- -ラクタマーゼ産生P. aeruginosaの確認試験
を行った。メタロ- -ラクタマーゼ産生P. aeruginosa
株と判定された菌株については，その遺伝子検出
をPCR法により行った。IMP-1グループ 24）および
VIM-2グループ 25）を増幅するプライマーを使用
し，ゲノムDNAの抽出およびPCRは既報に従っ
て実施した 5）。

8. MEPM耐性P. aeruginosa株の遺伝子解析およ
び菌株間の相同性の検討

MEPMのMICが 8 g/mL以上の P. aeruginosa 

56株を対象としてパルスフィールドゲル電気泳
動法（以下PFGE）によるDNA解析を実施した。
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培養菌体を洗浄後，リゾチームで溶菌，アガロー
スに包埋し，proteinase Kにより蛋白質を分解し
た。制限酵素は Spe Iを用いた。CHEF-DR III

（Bio-Rad社）を用いて電気泳動を行い，ゲルの染
色はGel Star染色液により行った。トランスイル
ミネーターを用いて写真を撮影し，泳動パターン
に基づく系統樹の作成および相同性の解析は，
BioNumerics（Applied Maths社；Belgium）を用
いて実施した。

結果

1. 検査材料別菌株数
全国31施設より3059株を収集し，施設での同

定結果と三菱化学メディエンスでの再同定結果が
不一致であった菌株55株を含む合計74株を除外
した，2985株を今回の調査での集計対象とした。
表1には，その検査材料別と菌種（属・グループ）
別の菌株数を示した。検査材料は，呼吸器由来株
が計991株（33.2%）と最も多く，次いで尿由来株
が計614株（20.6%）であり，これらで全体の半数
以上（53.8%）を占めた。

2. 菌種（属・グループ）別の薬剤感受性検査成績
表2～40に菌種（属・グループ）別の各薬剤の

MIC測定結果をMIC分布，50%MIC（MIC50），
90%MIC（MIC90）で示した。以下では，MIC90を
抗菌力の主な評価指標として，MEPMを含むカル
バペネム系薬の成績を中心に，グラム陰性菌，グ
ラム陽性菌，嫌気性菌の順に述べる。

（1） グラム陰性菌
1） 腸内細菌科
①E. coli（表2：146株［16薬剤］）

MEPMとDRPMのMIC90はともに 0.03 g/mL

であり，IPMとPAPMに比較して3管低く，全供
試薬剤の中で最も低値であった。カルバペネム系

薬以外では，FMOXのMIC90が0.5 g/mLと低値
であった。また，CPFXのMIC90は64 g/mLであ
り，CLSI基準に準じた耐性株（以下，本基準に準
じ同様に記載）が44株（30.1%）認められた。
②C. freundii（表3：88株［16薬剤］）

MEPMのMIC90は 0.06 g/mLであり，DRPM，
PAPMと IPMに比較してそれぞれ1，4，5管低く，
全供試薬剤の中で最も低値であった。カルバペネ
ム系薬以外では，CPFXのMIC90が1 g/mLと低
値であったが，耐性株が4株（4.5%）認められた。
③C. koseri（表4：29株［16薬剤］）

MEPMとDRPMのMIC90はともに 0.12 g/mL

であり，PAPMと IPMに比較してともに 2管低
く，全供試薬剤の中で最も低値であった。カルバ
ペネム系薬以外では，AMKのMIC90が4 g/mLと
低値であった。
④K. pneumoniae （表5：139株［16薬剤］）

MEPMのMIC90は 0.03 g/mLであり，DRPM，
PAPMおよび IPMに比較してそれぞれ2，4，5管
低く，全供試薬剤の中で最も低値であった。カル
バペネム系薬以外では，CZOP，CFPM，FMOX

とAZTのMIC90が0.25 g/mLと低値であったが，
CFPMとAZTに対する耐性株がともに 6株
（4.3%）認められた。また，CPFXのMIC90は
0.5 g/mLであり，耐性株が6株（4.3%）認められ
た。なお，カルバペネム耐性株（MEPM，IPMと
DRPM≧4 g/mL）は認められなかった。
⑤E. cloacae（表6：91株［16薬剤］）

MEPMとDRPMのMIC90は0.12 g/mLであり，
IPMとPAPMに比較して4管低く，全供試薬剤の
中で最も低値であった。カルバペネム系薬以外で
は，CPFXのMIC90が 0.5 g/mLと低値であった
が，耐性株が7株（7.7%）認められた。
⑥E. aerogenes（表7：37株［16薬剤］）

MEPMのMIC90は0.12 g/mLであり，DRPMに
比較して 1管，IPMとPAPMに比較して 4管低
かった。カルバペネム系薬以外では，CPFXの
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MIC90が0.06 g/mL以下であった。
⑦S. marcescens（表8：122株［16薬剤］）

MEPMのMIC90は 0.12 g/mLであり，DRPM，
PAPMと IPMに比較してそれぞれ1，3，4管低く，
全供試薬剤の中で最も低値であった。カルバペネ
ム系薬以外では，CZOP，CFPMとCAZのMIC90

が0.5 g/mLと低値であった。
⑧P. mirabilis（表9：93株［16薬剤］）

MEPMのMIC90は 0.12 g/mLであり，DRPM，
PAPMと IPMに比較してそれぞれ2，4，5管低く，
全供試薬剤の中で最も低値であった。カルバペネ
ム 系 薬 以 外 で は，FMOXと CAZのMIC90が

表1.　検査材料別の菌株数
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表2.　E. coli 146株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90

表3.　C. freundii 88株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90

表4.　C. koseri 29株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90
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表5.　K. pneumoniae 139株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90

表6.　E. cloacae 91株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90

表7.　E. aerogenes 37株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90
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表8.　S. marcescens 122株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90

表9.　P. mirabilis 93株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90

表10.　P. vulgaris 51株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90
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0.5 g/mLと低値であった。また，CPFXのMIC90

は4 g/mLであり，耐性株が10株（10.8%）認め
られた。
⑨P. vulgaris（表10：51株［16薬剤］）

MEPMのMIC90は 0.12 g/mLであり DRPM，
PAPMと IPMに比較してそれぞれ2，4，5管低く，
全供試薬剤の中で最も低値であった。カルバペネ
ム系薬以外では，CPFXとAZTのMIC90が0.12 g/

mLと低値であった。
⑩M. morganii（表11：107株［16薬剤］）

MEPMのMIC90は0.25 g/mLであり，DRPMに
比較して1管，IPMおよびPAPMに比較して4管
低かった。カルバペネム系薬以外では，CFPMの
MIC90が0.12 g/mLと低値であった。
⑪Providencia spp.（表12：48株［16薬剤］）

MEPMのMIC90は0.12 g/mLであり，DRPMに
比較して2管，IPM およびPAPMに比較して4管
低く，全供試薬剤の中で最も低値であった。カル
バペネム系薬以外では，CFPM，CAZとAMKの
MIC90が4 g/mLと低値であったが，CAZに対す
る耐性株が4株（8.3%）認められた。

2） ブドウ糖非発酵グラム陰性菌
①P. aeruginosa（表13：315株［16薬剤］）

MEPMのMIC90は 16 g/mLであり，DRPMに
比較して1管高く，IPMと比較して同じであり，
PAPMに比較して1管低かった。カルバペネム系
薬以外では，TOBのMIC90が2 g/mLと最も低値
であった。なお，多剤耐性株（IPM≧16 g/mL，
CPFX≧4 g/mL，AMK≧32 g/mL）が，10株（3.2%）
認められた。
②B. cepacia（表14：18株［16薬剤］）

MEPMのMIC90は 4 g/mLで あ り，DRPM，
IPMおよびPAPMに比較してそれぞれ1，2，3管
低く，全供試薬剤の中で最も低値であった。カル
バペネム系薬以外では，CAZのMIC90が8 g/mL

と低値であった。

③Acinetobacter spp.（表15：111株［16薬剤］）
MEPM，PAPMおよびDRPMのMIC90は0.5 g/

mLであり，IPMに比較して1管高かった。カルバ
ペネム系薬以外では，MINOのMIC90が0.5 g/mL

と低値であった。なお，供試菌株111株のうち106

株がA. baumanniiであった。なお，多剤耐性株
（IPM≧16 g/mL，CPFX≧4 g/mL，AMK≧32 g/

mL）は認められなかった。

3） その他のグラム陰性菌
①M. catarrhalis（表16：100株［16薬剤］）

MEPMのMIC90は 0.004 g/mL以 下 で あ り，
PAPMとDRPMに比較して3管，IPMに比較して
4管低く，全供試薬剤の中で最も低値であった。
カルバペネム系薬以外では，CPFXとTAZ/PIPC

のMIC90がそれぞれ0.03 g/mL以下と0.06 g/mL

以下であった。
②N. gonorrhoeae（表17：19株［16薬剤］）

MEPMのMIC90は0.25 g/mLであり，他のカル
バペネム系薬に比較して2管低かった。カルバペ
ネム系薬以外では，CTRXとTAZ/PIPCのMIC90

が0.12 g/mLと低値であった。
③N. meningitidis（表18：4株［16薬剤］）
カルバペネム系薬4剤のMIC-rangeは，MEPM

が0.03 g/mL以下，PAPMとDRPMが0.06 g/mL

以下，IPMは0.12 g/mL以下であり，いずれも優
れた抗菌力を示した。カルバペネム系薬以外で
は，CTRXとTAZ/PIPCで全ての株で0.004 g/mL

以下であった。
④ （BLNAS）（表19：84株［16薬剤］）

MEPMのMIC90は0.12 g/mLであり，DRPMに
比較して1管低く，IPMおよびPAPMに比較して
3管低かった。カルバペネム系薬以外では，CPFX，
PIPCと TAZ/PIPCのMIC90が 0.06 g/mL以下で
あった。
⑤ （BLPAR）（表20：26株［16薬剤］）

MEPMのMIC90は0.25 g/mLであり，他のカル
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表11.　M. morganii 107株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90

表12.　Providencia spp. 48株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90

表13.　P. aeruginosa 315株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90
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表14.　B. cepacia 18株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90

表15.　Acinetobacter spp. 111株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90

表16.　M. catarrhalis 100株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90
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表17.　N. gonorrhoeae 19株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90

表18.　N. meningitidis 4株に対する各薬剤のMIC分布

表19.　  （BLNAS） 84株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90
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バペネム系薬に比較して2管低かった。カルバペ
ネム系薬以外では，CPFXとTAZ/PIPCのMIC90

が0.06 g/mL以下であった。
⑥ （BLNAR）（表21：154株［16薬剤］）

MEPMのMIC90は0.25 g/mLであり，DRPMに
比較して 2管，IPMとPAPMに比較して 3管低
かった。カルバペネム系薬以外では，CPFXの
MIC90が0.06 g/mL以下であった。

（2） グラム陽性菌
1） ブドウ球菌属
①MSSA（表22：102株［21薬剤］）

MEPMのMIC90は 0.12 g/mLで あ り，IPM，
PAPMおよびDRPMに比較して1管高かった。カ
ルバペネム系薬以外では，MINOのMIC90が
0.12 g/mLとMEPMと同じ値であった。
②MRSA（表23：56株［21薬剤］）

MEPM，IPMおよびPAPMのMIC90はいずれも
64 g/mLであり，DRPMと比較して 1管高かっ
た。供試薬剤の中でVCMのMIC90が 1 g/mLと

表20.　  （BLPAR） 26株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90

表21.　  （BLNAR） 154株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90
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最も低値であり，2 g/mL以上の株は認められな
かった。
③MSSE（表24：43株［21薬剤］）

MEPMのMIC90は0.12 g/mLであり，その他の
カルバペネム系薬3剤に比較して1管高かった。
カルバペネム系薬，MPIPC以外では，CEZ，

CTM， TAZ/PIPC，ABK と MINO の MIC90 が
0.5 g/mLと低値であった。
④MRSE（表25：92株［21薬剤］）

MEPM，IPMおよびPAPMのMIC90はいずれも
16 g/mLであり，DRPMと比較して 1管高かっ
た。供試薬剤の中でMINOのMIC90が1 g/mLと

表22.　S. aureus （MSSA） 102株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90

表23.　S. aureus （MRSA） 56株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90
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最も低値であった。なお，VCM耐性株は認めら
れなかった。
⑤CNS［S. epidermidisを除く］（表26：65株［21

薬剤］）
MEPM，PAPMと DRPMのMIC90は 16 g/mL

であり，IPMに比較して1管低かった。なお，カ

ルバペネム耐性株はいずれもMPIPC-resistant 

CNSであった。カルバペネム系薬以外では，ABK

のMIC90が0.5 g/mLと最も低値であった。なお，
VCM耐性株は認められなかった。

表24.　S. epidermidis （MSSE） 43株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90

表25.　S. epidermidis （MRSE） 92株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90
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2） レンサ球菌属
①PSSP（表27：86株［16薬剤］）
カルバペネム系薬 4剤のMIC90はいずれも

0.06 g/mL以下であり，全供試薬剤の中で最も低
値であった。カルバペネム系薬以外では，PCG，
ABPC，PIPC，TAZ/PIPCおよびTEICのMIC90が
0.06 g/mL以下であった。
②PISP（表28：65株［16薬剤］）

MEPM，IPMおよびDRPMのMIC90は0.25 g/

mLであり，PAPMに比較して1管高かった。供試
薬剤の中でTEICのMIC90が0.06 g/mL以下と最
も低値であった。
③PRSP（表29：27株［16薬剤］）

MEPM，IPMおよびDRPMのMIC90は 0.5 g/

mLであり，PAPMに比較して1管高かった。供試
薬剤の中でTEICのMIC90が0.06 g/mL以下で最
も低値であった。
④S. milleri group（表30：60株［16薬剤］）

表26.　CNS［S. epidermidisを除く］65株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90

表27.　S. pneumoniae （PSSP） 86株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90
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表28.　S. pneumoniae （PISP） 65株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90

表29.　S. pneumoniae （PRSP） 27株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90

表30.　S. milleri group 60株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90
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表31.　S. pyogenes 55株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90

表32.　S. agalactiae 74株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90

表33.　Viridans group streptococci 47株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90
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カルバペネム系薬 4剤のMIC90はいずれも
0.06 g/mL以下であり，全供試薬剤の中で最も低
値であった。カルバペネム系薬以外では，PCGと
TEICのMIC90が0.06 g/mL以下であった。
⑤S. pyogenes（表31：55株［16薬剤］）
カルバペネム系薬 4剤のMIC90はいずれも

0.06 g/mL以下であり，全供試薬剤の中で最も低
値であった。CFPM，PCG，ABPC，PIPC，CTX，
CTRX，TAZ/PIPCおよびTEICのMIC90も0.06 g/

mL以下とMEPMと同値であった。
⑥S. agalactiae（表32：74株［16薬剤］）
カルバペネム系薬 4剤のMIC90はいずれも

0.06 g/mL以下であり，全供試薬剤の中で最も低
値であった。PCG，CTXおよびCTRXのMIC90も
0.06 g/mL以下とMEPMと同値であった。
⑦Viridans group streptococci（表33：47株［16薬
剤］）

MEPMおよびDRPMのMIC90は0.5 g/mLであ
り，IPMおよびPAPMに比較して1管高かった。
供試薬剤の中でTEICのMIC90が0.12 g/mLと最
も低値であった。

3） その他のグラム陽性菌
①E. faecalis（表34：103株［16薬剤］）

MEPM の MIC90 は 8 g/mL で あ り， IPM と
PAPMに比較して2管，DRPMに比較して1管高
かった。供試薬剤の中でTEICのMIC90が0.25 g/

mLと最も低値であった。なお，VCM耐性株は認
められなかった。
②Enterococcus spp.［E. faecalisを除く］（表35：
73株［16薬剤］）
カルバペネム系薬 4剤のMIC90はいずれも

128 g/mL以上であった。供試薬剤の中でTEICの
MIC90が1 g/mLと最も低値であり，耐性株も認
められなかった。
③L. monocytogenes（表36：7株［16薬剤］）
カルバペネム系薬4剤のMIC-rangeは，MEPM

が0.12 g/mL以下，その他の3剤は0.06 g/mL以
下であり，いずれも優れた抗菌力を示した。カル
バペネム系薬以外では，PCGのMIC-rangeが
0.25 g/mLと低値であった。

（3） 嫌気性菌
①B. fragilis group（表37：82株［16薬剤］）

MEPMと DRPMのMIC90は 2 g/mLで あ り，
IPMとPAPMに比較してそれぞれ1，2管低く，全
供試薬剤の中で最も低値であった。カルバペネム
系薬以外では，TAZ/PIPCのMIC90が16 g/mLと
低値であった。また，CLDMのMIC90は＞128 g/

mLであり，耐性株が44株（53.7%）認められた。
②Prevotella spp.（表38：49株［16薬剤］）

MEPM，IPMおよびDRPMのMIC90は0.12 g/

mLであり，PAPMに比較して1管低かった。供試
薬剤の中でTAZ/PIPCのMIC90が0.06 g/mL以下
と最も低値であった。CLDMのMIC90は＞128 g/

mLであり，耐性株が17株（34.7%）認められた。
③ Peptostreptococcus spp.（表 39：38 株［16 薬
剤］）

MEPM，PAPMおよびDRPMのMIC90は0.25 g/

mLであり，IPMに比較して1管低く，全供試薬剤
の中で最も低値であった。カルバペネム系薬以外
では，PIPCとTAZ/PIPCのMIC90が 0.5 g/mLと
低値であった。CLDMのMIC90は＞128 g/mLで
あり，耐性株が5株（13.2%）認められた。
④Fusobacterium spp.（表40：79株［16薬剤］）

MEPMとDRPMのMIC90は 0.12 g/mLであり，
PAPMに比較して2管，IPMに比較して3管低く，
全供試薬剤の中で最も低値であった。カルバペネ
ム系薬以外では，CLDMのMIC90が0.25 g/mLと
低値であったが，耐性株が4株（5.1%）認められた。

3. BLNAR, MRSA, PRSPの分離頻度および背景
因子の影響
表41は，BLNAR，MRSAおよびPRSPの分離
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表34.　E. faecalis 103株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90

表35.　Enterococcus spp.［E. faecalisを除く］73株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50
およびMIC90

表36.　L. monocytogenes 7株に対する各薬剤のMIC分布
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表37.　B. fragilis group 82株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90

表38.　Prevotella spp. 49株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90

表39.　Peptostreptococcus spp. 38株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90
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頻度と背景要因別の集計結果を示す。
BLNAR，MRSAおよびPRSPの分離頻度はそ

れぞれ58.3%（154/264株），35.4%（56/158株）お
よび15.2%（27/178株）であった。前回（2009年）
と比較すると，BLNARでは分離頻度が有意に上
昇し（p＝0.003：Fisherの正確確率検定），MRSA

とPRSPでは有意に低下した。因みに，BLPARと
BLNASの分離頻度はそれぞれ，9.8%（26/264株）
と31.8%（84/264株），PISPとPSSPの分離頻度は

それぞれ36.5%（65/178株）と48.3%（86/178株）
であった。

BLNAR，MRSAおよびPRSPの背景因子につ
いては，検査材料（呼吸器／呼吸器以外），入院・
外来別，年齢（15歳以下／16～64歳／65歳以上）
で要因別解析を行った。MRSAの入院・外来別
で，入院患者からの分離頻度が高かった以外に有
意差は認めなかった。

表40.　Fusobacterium spp. 79株に対する各薬剤のMIC分布，MIC50およびMIC90

表41.　BLNAR, MRSA, PRSPの分離頻度および背景因子の影響
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4. P. aeruginosaのMEPMに対する感受性分類お
よび耐性率の年次推移（CLSI基準）
表 42は，最新のCLSI基準（耐性：MIC≧8 g/

mL）で再判定したP. aeruginosaのMEPMに対する
感受性分類および耐性率の年次推移を示す。今回の
2012年分離株では，P. aeruginosa 315株中の56株
がMEPM耐性を示し，耐性率は17.8%であった。過
去の感受性調査結果を同様に解析した結果，2002

年分離株での耐性率は18.9%（53/280株）2），2004年
分離株での耐性率は17.0%（52/306株）3），2006年分
離株での耐性率は21.1%（68/322株）4），2009年分離
株での耐性率は20.1%（59/294株）5）であった。年次
間での耐性率に有意差は認めないが，2006年およ
び2009年と比較して今回が最も低値であった。

5. MEPM耐性P. aeruginosaの分離頻度および背
景因子の影響
表43は，MEPM耐性P. aeruginosaの分離頻度

と背景要因別の集計結果を示す。2012年の全P. 
aeruginosaに占めるMEPM耐性株の分離頻度す
なわちP. aeruginosaのMEPM耐性率は，2009年
の耐性率に比して低値であったが，有意差を認め
なかった。
背景因子については，BLNAR，MRSAおよび

PRSPでの検討と同様の項目で要因別解析を行っ
た。入院・外来別で，入院患者が有意に分離頻度
が高かったが，検査材料間および年齢間において
有意差を認めなかった。

6. 肺炎に対するブレイクポイントに基づく感受
性評価
表44は，呼吸器由来株での肺炎の主要起因菌

種のカルバペネム系4薬剤に対する感性率を，日
本化学療法学会の肺炎に対するブレイク
ポイント 26,27）から算出した結果を示す。MEPM

は，MRSAとP. aeruginosaを除く肺炎の主要起因

表43.　MEPM耐性P. aeruginosaの分離頻度および背景因子の影響

表42.　P. aeruginosaのMEPM感受性分類（CLSI ［2013］ MIC interpretive criteria）
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表45.　ESBL産生株の分離頻度と詳細

表44.　カルバペネム系4薬剤に対する肺炎主要起因菌種の感性率

菌種に対して感性率は100%であった。また，P. 
aeruginosaに 対 し て は，IPM，PAPMお よ び
DRPMと比較して相対的に高い感性率を示した。
なお，MRSA，P. aeruginosaおよびBLNARを除
く肺炎の主要起因菌種の IPM，PAPMおよび
DRPMに対する感性率は100%であった。

7. ESBL産生株に関する検討結果
腸内細菌科に属する菌種の 6.2%（59/951株）

が，ESBLを産生していた。表45には，ESBL産
生株の各菌種（属）でのESBL産生株の分離頻度，
ESBLサブグループと検査材料を示す。ESBL産
生株は，E. coliで17.1%（25/146株），C. koseriで
13.8%（4/29株），P. mirabilisで12.9%（12/93株），
Providencia spp.で 6.3%（3/48株），E. cloacaeで

5.5%（5/91株），E. aerogenesで 5.4%（2/37株），
K. pneumoniae で 5.0%（7/139 株）お よ び C. 
freundiiで1.1%（1/88株）であった。検出された
ESBL産生株と測定株数がともに多いE. coliとK. 
pneumoniaeについて，過去の成績と比較した結
果を図 1に示す。E. coliについては，2006年，
2009年そして今回と経年的な分離頻度の著明な
上昇を認めた。またK. pneumoniaeについて漸増
傾向が認められた。
検出されたESBLのサブグループは，CTX-M-9

が26株，CTX-M-2が25株，CTX-M-1が7株，お
よびCTX-M-8が3株であった（重複あり）。また
ESBL産生株は，検査材料別では尿由来株が32株
で半数（54%）を占めた。
表 46には，ESBL産生株に対する各薬剤の
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MIC-rangeを示す。カルバペネム系薬は低いMIC

を示した。特にMEPMはC. koseriとE. cloacaeで
各1株ずつのみが2 g/mLであったが，その他の
菌株に対しては0.25 g/mL以下と強い抗菌力を
示した。カルバペネム系薬以外では，AMKの
MIC-rangeが最も優れていた。TAZ/PIPCを含む
その他の薬剤では，128 g/mL以上を示した菌株
が認められた。

8. メタロ- -ラクタマーゼ産生P. aeruginosa株の
検討結果
メタロ- -ラクタマーゼ産生P. aeruginosa株は，

1.6%（5/315株：うち2株は患者情報から同一患者
と推定）であった。表47には，メタロ- -ラクタ
マーゼ産生P. aeruginosa株が分離された患者背景
因子と薬剤感受性を示す。検出されたメタロ- -ラ
クタマーゼのサブグループは全て IMP-1であり，
検査材料別では尿由来株が3株であった。また5株

図1.　ESBL産生E. coli株およびK. pneumoniae株の分離頻度の推移

図2.　メタロ- -ラクタマーゼ産生P. aeruginosa株の分離頻度の推移



Apr. 2014 THE JAPANESE JOURNAL OF ANTIBIOTICS  67―2  101 （ 29）

図3.　MEPMに耐性を示すP. aeruginosa 56株の相動性の解析結果



102 （ 30） THE JAPANESE JOURNAL OF ANTIBIOTICS  67―2  Apr. 2014

中2株は，全供試薬剤に対するMICが32 g/mL以
上であった。また，過去の成績と比較した結果を
図2に示す。図1にて示したESBL産生菌での増加
する傾向とは異なり，メタロ- -ラクタマーゼ産生
P. aeruginosaは増加傾向を認めなかった。

9. MEPM耐性P. aeruginosa株の遺伝子解析およ
び菌株間の相同性の検討結果
今回の検討で収集されたP. aeruginosa 315株の

うち，MEPMに耐性（MIC 8 g/mL以上）を示し
た56株についてDNA解析を行った。その結果，7

組（計14菌株）においてPFGEの泳動パターンが
完全に一致した（図3）。7組の菌株は何れも同一
施設から提出された菌株であった。患者情報から
1組（同一患者の別部位（尿，喀痰）由来）を除
き，他の6組は別の患者から分離されたと考えら
れた。また，7組中の5組（系統樹の上から順に，
No. 20とNo. 21，No. 16とNo. 17，No. 24とNo. 

25，No. 18 と No. 19，No. 48 と No. 49）で は
MEPMのMIC値は1管差以内であったが，他の2

組（No. 40とNo. 41，No. 46とNo. 47）では2管
の差（どちらも 8 g/mLと 32 g/mLの組み合わ
せ）が認められた。

考察

今回，全国31医療機関で2012年に各種感染症
患者から分離された臨床分離株2985株（グラム陽
性菌955株，グラム陰性菌1782株，嫌気性菌248

株）を対象に，MEPMをはじめとするカルバペネ
ム系薬を中心とした注射用抗菌薬に対する最新の
感受性状況について検討した。
腸内細菌科に属する菌において，MEPMは多く
の菌種に対して供試薬剤の中でMIC90値が最も低
く，優れた抗菌力を示した。この結果は，過去の
成績 2～5,28）と一致した。但し，諸外国ではKPC産
生菌，NDM-1産生菌や OXA-48産生菌等の

carbapenem-resistant enterobacteriaceae（CRE）が
問題となっている。特に，ヨーロッパではOXA-48

産生菌が拡散しており29,30），日本でも最近OXA-48

産生K. pneumoniaeおよびE. coliが分離されたこと
が報告された 10）。カルバペネム系薬に低感受性を
示す菌株に関して確認すると，E. cloacaeについて
は，MEPMのMICが2 g/mL以上を示す菌株が2株
（IPMでは10株）認められた。また，K. pneumoniae
については，MEPMのMICは全て0.12 g/mL以
下であったが，IPMでは1 g/mL以上を示す菌株
が27株（19.4%）認められた。また，厚生労働省
院内感染対策サーベイランス（JANIS）のデータ
では IPM耐性菌（CLSI 2007のためMIC16 g/mL

以上）の分離頻度が2010年には0%であったのが
2012年では 0.2%と増加の傾向が認められてい 

る 31）。海外で注視されている耐性菌が日本でも散
見される 11）ことに注意を払う必要がある。
今回，7菌種1菌属において合計59株のESBL

産生株が認められた。これは腸内細菌科に属する
菌種の6.2%にあたり，2009年での3.1%（26/831

株）と比較して2.0倍の増加が認められた（p＝
0.002：Fisherの正確確率検定）。この傾向は既報
と同様であった 32）。CTX-M型酵素のサブタイプ
で特記すべき点として，国内でこれまで報告がな
いCTX-M-8型が3株検出された。CTX-M-8型は
南米のみで検出されるサブタイプである 33）。本邦
に輸入される90%以上の食用鶏肉はブラジルか
ら輸入されており 34），その関連性が危惧された。

ESBL産生菌に対しては，カルバペネム系薬と
AMKが良好な抗菌力を示したが，その他の薬剤に
対しては耐性株が認められた。今後，MEPMをは
じめとするカルバペネム系薬は，今まで通りESBL

産生株の感染関与が疑われる重症感染症の治療に
おいて重要な役割を果たすと考えられる。しかし，
本耐性菌による感染症治療に対しては，カルバペ
ネム系薬のみならず in vitroで抗菌力を示す抗菌薬
も存在し，村谷らは，ESBL産生E. coliに対して
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FMOXや latamoxefが有効であると報告してい 

る 35）。因みに今回の検討でも，FMOXはE. coliと
P. mirabilisに対して，カルバペネム系薬およびア
ミノグリコシド系薬を除く他の抗菌薬と比較して
良好な抗菌力を示している（表2，9，46）。一方で，
感染症の起因菌として分離される耐性菌は特定の
クローンであることを示唆する多くの報告がなさ
れている。したがって，耐性菌の水平伝播の抑制
のために，抗菌薬の適正使用の継続が，耐性菌の
蔓延抑制に有効な方策であると考えられる。
ブドウ糖非発酵グラム陰性菌のうち，P. 

aeruginosaにおいてMEPMのMIC90の値は，過去
の成績とほぼ一致していた 2～5,36）。また，MEPM

耐性率および感性率に有意差は認められない。こ
れには，適切な感染制御による院内感染の減少に
加え，本邦におけるMEPM 1日3 g投与が可能と
なったことが影響していることを示唆する最近の
報告もある 37）。すなわち，本邦でも2010年以降欧
米諸国と同様の高用量投与を実施することが可能
となったため，高用量短期間投与での治療効果を
狙えることができるようになった。
今回の検討ではMEPM耐性P. aeruginosaにつ
いて，PFGEによるDNAの相同性解析を実施し，
同一施設分離の一部の菌株の組み合わせにおいて
100%のDNA相同性と類似した薬剤感受性パ
ターンが確認され，同一由来の菌株であることが
示唆された。また，メタロ- -ラクタマーゼ産生株
が5株（1.6%：そのうち2株はPFGEにて100%の
DNA相同性）認められたが，この結果はWATANABE

らの報告 36）とほぼ一致していた。MEPM耐性率
の減少傾向と関連して，メタロ- -ラクタマーゼ産
生株の比率も減少傾向が認められた。しかし，多
剤耐性株の比率については減少傾向が認められな
い（2006年3.1%，2009年2.4%，2012年3.2%）こ
とから，メタロ- -ラクタマーゼ産生株の動向には
引き続き注目していく必要があると考えられる。
海外ではAcinetobacter spp.のOXA型 -ラクタ

マーゼを産生するカルバペネム系薬耐性株の検出
頻度が上昇し，米国ではMEPMのMIC90が32 g/

mL以上 38）となっている。Acinetobacter spp.につ
いては，MEPM耐性株は，今回収集された菌株の
中には認められなかった。但し，JANISのデータ
ではMEPM耐性菌（MIC16 g/mL以上）の分離頻
度は2012年で2.4%である 31）。Acinetobacter spp.

のカルバペネム系薬に対する薬剤感受性は注視す
る必要があると考えられる。
その他のグラム陰性菌においても，MEPMは他
のカルバペネム系薬と比較して強力な抗菌力を示
し，過去の成績 2～5）と同様であった。
においては，BLNARの分離頻度が2009年よりも
10%以上増加し58.3%であった。しかし，MEPMは
BLNARを含む の感性率は2009年と
変わらず100%であった。 は成人の市
中肺炎，小児の急性中耳炎や化膿性髄膜炎での主
要な起因菌であり，特に化膿性髄膜炎に対しては
前述のとおりMEPMは最近1日6 g投与の承認を本
邦でも取得したことから，これまで以上にMEPM

はBLNARを含む による感染症の治
療において重要な役割を果たすと考えられる。
グラム陽性菌に対して，MEPMをはじめとする

カルバペネム系薬は，過去の成績 2～5）と同様，本
来感受性が期待できないMRSA，MRSEや
Enterococcus spp.の多剤耐性株を除いて良好な抗
菌力を示した。また，この結果は吉田らの報告 39）

とも一致していた。臨床材料から分離されるS. 
aureusに占めるMRSAの割合は，2009年と比較
して10%以上減少して35.4%であった。市中関連
型MRSA（CA-MRSA）に関しては，詳細な遺伝
子解析を行っていないが，CPFXに感性を示す
MRSAをCA-MRSAの可能性がある菌株と定義
すると，4株（7.1%）がそれに該当した。この結
果は，2009年のCPFX感性MRSAの割合（9.4%）
と比較して，増加傾向を認めなかった。

S. pneumoniaeにおいては，PRSPの分離頻度が
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2009年と比較して 10%以上の減少が認められ
（15.2%），古家らの報告 40）と同様であった。なお，
MEPMをはじめとするカルバペネム系薬は，過去
の成績と同様にいずれも全株に対するMICが
1 g/mL以下であり，PRSPを含む全ての S. 
pneumoniaeの感性率はいずれも100%であった。
S. pneumoniaeは化膿性髄膜炎の重要な起因菌の
一つである。MEPMは，上述のとおり1日6 g投与
が可能となり，欧米とのドラッグラグが完全に解
消されたことから，化膿性髄膜炎治療において，
今まで以上に重要な薬剤となると考えられた。
嫌気性菌は誤嚥性肺炎，外科領域感染症等の主
要起因菌として知られている。MEPMをはじめと
するカルバペネム系薬の嫌気性菌に対するMIC90

は，B. fragilis groupを除きいずれの菌種に対して
も 2 g/mL以下と良好な抗菌力を示した。B. 
fragilis groupにおいては，2009年の結果 5）と2006

年の結果 4）を比較してMEPMと IPM のMIC90が
それぞれ2管と1管上昇していた。しかし，今回
のMEPM のMIC90は 2006年の結果と同じ 2 g/

mLであった。今後もB. fragilis groupのカルバペ
ネム系薬に対する感受性動向を注視する必要があ
ると考える。
以上，MEPMは上市後17年以上を経過した現
時点においても，広域かつ強力な抗菌力を保持し
ていることが確認されたことに加えて，重症感染
症の治療に依然として有用なカルバペネム系薬で
あるとの結論を得た。
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Nationwide surveillance of parenteral antibiotics containing  
meropenem activities against clinically isolated strains in 2012
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The nationwide surveillance of antibacterial susceptibility to meropenem （MEPM） and 
other parenteral antibiotics against clinical isolates during 2012 in Japan was conducted. A total 
of 2985 strains including 955 strains of Gram-positive bacteria, 1782 strains of Gram-negative 
bacteria, and 248 strains of anaerobic bacteria obtained from 31 medical institutions were 
examined. The results were as follows;

1. MEPM was more active than the other carbapenem antibiotics tested against Gram-
negative bacteria, especially against enterobacteriaceae and  MEPM was 
also active against most of the species tested in Gram-positive and anaerobic bacteria, except for 
multi-drug resistant strains including methicillin-resistant Staphylococcus aureus （MRSA）.

2. Of all species tested, there were no species, which MIC90 of MEPM was more than 4-fold 
higher than those in our previous studies in 2009 or 2006. Therefore, the tendency to increase in 
antimicrobial resistance rates was not observed.

3. MEPM resistance against Pseudomonas aeruginosa was 17.8% （56/315 strains）. 
Compared to our previous results, it was the lowest than that in 2006 and 2009.

4. Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae, and multi-drug-resistant Acinetobacter 
species, which emerged in worldwide, were not observed.

5. The proportion of extended-spectrum -lactamase （ESBL） strains was 6.2% （59/951 
strains） in enterobacteriaceae, which increased compared with that of our previous studies in 
2009 or before. Whereas, the proportion of metallo- -lactamase strains was 1.6% （5/315 strains） 
in P. aeruginosa, which was stable.

In conclusion, the results from this surveillance suggest that MEPM retains its potent and 
broad antibacterial activity and therefore is a clinically useful carbapenem for serious infections 
treatment at present, 17 years passed after available for commercial use in Japan.
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