講演 3 院内での対応
近年，医療施設では多剤耐性菌の発生・伝播防止に非常に苦心して
おり，臨床現場において ICT の果たす役割はますます重要性を増し
ている．感染制御認定臨床微生物検査技師（ ICMT ）は院内サーベイ
ランスの基となる微生物検査を取り仕切っており，ICT の中で大きな
役割を担っている．本稿では ICMT の立場から亀田総合病院におけ
る日常的な感染防止対策について紹介する．
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感染防止対策加算の新設

2010 年の診療報酬改定で感染防止対策加算が新
設され，患者さん 1 人につき 100 点が算定されるよ

語句解説
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院内感染あるいは病院感染は最近では医療関連感

うになりました．例えば 1,000 床の亀田総合病院で

染［ P47 参照 ］という言葉に替わってきていますが，入

は，平均在院日数が約 15 日なので，年間 2 万人の

院患者さんの 5 ～ 10％が入院中に何らかの感染症に

入退院数になることから約 2,000 万円の増収という

罹患すると言われており，死亡率の増加や在院日数の

ことになります．

延長，罹患率の増加などにつながっています
（図 1）
．

ただし，この感染防止対策加算を算定するため
には，いくつかの要件があります（ 表 1 ）
．すなわち，感

検査と私

図 1 医療関連感染がもたらす影響

染防止対策チーム，いわゆるICT（ Infection Control
Team）
［ P48 参照］
の設置，院内感染状況の把握，抗菌
薬の適正使用，職員の感染防止などです．ICT の業
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務としては，
1 週間に1回程度定期的に院内を巡回し，
院内感染事例を把握するとともに，院内感染防止対
策の実施状況の把握・指導を行ったり，サーベイラ

徒然なる
ままに。

ンスの情報を分析，評価し，効率的な感染対策に役
立てることが必要とされています．そのほか，微生
物検査を適宜利用し，抗菌薬の適正使用を推進する
ことや，職員研修の実施，マニュアルの作成などが
ICT の業務の細かい要件として盛り込まれています．
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表 1 感染防止対策加算の算定要件

感染症診療と感染管理
亀田総合病院は千葉県鴨川市にあり，約 9 割の患
者さんが房総半島南部の地域から，残りの 1 割は東
京都内やその他の地域から来院します
（ 図 2 ）．亀田
講演１

メディカルセンターは亀田総合病院を中心とした，亀
田クリニック，亀田リハビリテーション病院などの施
設の総称で（ 本稿では亀田総合病院と記載 ），各施

講演 ２

設のベッド数は病院 925 床，クリニック 19 床，リハ
ビリテーション病院 56 床の計 1,000 床です．クリニッ
クの外来診察室は 100 室という大規模な独立型の外

講演３

来専用施設で，診療科目は 31 科，1 日の平均外来
患者数は約 3,200 名です．
これら全施設の感染管理を統括しているのが感

講演４

染管理室で，ICN（Infection Control Nurse）と ICP
（ Infection Control Practitioner）が各 1 名，事務担
当が 2 名専任しており，そのほかのスタッフは通常

講演を
終えて

業務と兼任しています．
図 2 亀田総合病院

語句解説
World News

らいくつかの指針が出されましたが，今回のような形
で診療報酬に明確に盛り込まれたのは非常に画期的

検査と私

なことだと考えています．抽象的な指針を示すだけ
ではなく，加算の算定要件が具体的に明示されたの
で，感染対策に取り組む側としては非常に行動しや
ただし，感染管理の主たる目標は感染防止対策
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すくなりました．

90％

加算を得ることではありません．すなわち，患者さん
亀田メディカルセンター

1,000 床

感染管理室：

です．これらの目標をいかに効率良く，コストのかか

亀田総合病院

925 床

ICN

1名

らない方法を選択して実施するかが，われわれの課

亀田クリニック

19 床

ICP

1名

亀田リハビリテーション病院

56 床

事務

2名

題となっています．

徒然なる
ままに。

の安全を確保することであり，医療従事者，来訪者，
そのほか医療環境にいる人々の安全を確保すること

ホッと・

感染対策に関しては，これまでにも厚生労働省か

ほか兼務
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はじめに感染症診療と感染管理について考えてみ

表 2 サーベイランスの構築をする上で整備すべき条件

たいと思います．感染症診療とは，何らかの感染症
の診断や治療を行うことです．一方，感染管理とは，
感染症の院内伝播を察知し，予防することを意味し
ます．医師，看護師，薬剤師それぞれの立場によっ
て，二つの行動は異なってくると思います．しかし臨
講演１

床検査技師
（Medical Technologist；MT）
の行動は，
いわば感染症診療のために実施した微生物検査の
結果を感染管理に応用することになるわけですから，

講演 ２

感染症診療と感染管理の明確な区別はできないの

講演３

が現状です．強いて言うのであれば，入院時に患者

けないということ．ある診療科では積極的にさまざま

さんをスクリーニングして重要な耐性菌を保菌してい

な検査を出検するけれども，ある診療科では出検し

ないかを確認するアクティブ・サーベイランス
［ P48 参

ないというように医師によってバラツキがあると院内

照 ］は感染管理の範疇に入るでしょう．ただし，日常

のサーベイランスを正確に行うことができません．検

の微生物検査業務は感染症診療と感染管理に共通

査依頼に関する医師への啓発が必要と考えます．

講演４

するという意識を MT は常に持っていることが重要
であると考えます．

必要であるということ．診療科によって検体採取のタ

講演を
終えて

感染管理に利用するデータは，基本的に日常の感

イミングや手技の面で違いがあると，検体の質の評

染症診療における微生物検査の結果から作られます

価が下がり，検査精度に影響を及ぼします．これに

（ 表 2 ）．その際にいくつかの条件が必要です．一つ

ついても医師や看護師に対する啓発が重要になって

語句解説

目は，医師の検査依頼基準にバラツキがあってはい
図 3 臨床微生物検査の基本
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検査と私
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徒然なる
ままに。
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二つ目は，検体の採取方法に統一された基準が
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きます．

三つ目は，サンプリング，釣菌基準，同定手順，

図 4 血液培養実施エピソード数の年次推移

判定基準，感受性試験など検体検査の手技そのも
のが統一されたものであること．そうでなければ，
サーベイランスのデータが信用できないものになって
しまうため，検査室内の教育やマニュアルの整備が
求められます．
講演１

これらの条件を整えた上で，しかも継続的にサー
ベイランスが行われなければデータは何ら意味を持
たないものになってしまうのです．

講演 ２

医師が検査を依頼する基準

表 4 血液以外の培養検査の依頼基準
講演３

臨床微生物検査の基本的な流れを図 3 に示しま
す．検査を実施する際には，治療を開始する前に適
切に採取された材料と，起炎病原体を含む材料を採

講演４

取することが重要になってきます．
医師が血液培養の検査依頼をする基準は表 3 に
示す通りですが，この中で注意が必要なのは
「38℃以

講演を
終えて

上の発熱を生じる患者」です．医師からの検体採取の
オーダーに対し看護師が，
「 現時点では 37.5℃なので
る複数セット採取率が 95％以上を維持しているの

スがみられますが，これは正しくありません．実際に

で，血液培養の数は非常に多いと言えます．2010 年

38℃以上の熱が出た患者さんに関しては，その時に

の実施件数は 1 万セットを超えました．
次に血液以外の培養検査を依頼する際の基準で
すが（ 表 4 ）
，まず他施設から転入してきた患者さん

（図 4）．1 人の患者さんにつき 2 セット以上を実施す

は耐性菌の監視という意味で注意が必要です．例え

World News

当院における血液培養の実施状況を紹介します

表 3 血液培養検査の依頼基準

検査と私

ば，他施設に救急外来で搬送されたけれども，より
高度な処置を要するために当院に救急搬送されたと
いう場合は特に問題ありません．それに対し，他施

最新
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設で長期間入院した経緯があって，複数の抗菌薬が
処方された上で転院してくる場合には，さまざまな耐
性菌を保持している可能性があるので，アクティブ・

徒然なる
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サーベイランスとしての耐性菌監視が必要になってき
ます．
そのほか検査依頼基準として，尿道カテーテルを
留置している患者さんや脳血管障害後に痰が増加し
ている患者さんの監視，感染症の起炎菌検索，血
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37.5℃であっても血液を採取する必要があります．

語句解説

血液培養用の検体は採りませんでした」と答えるケー
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流感染時のデバイスの培養などが考えられますが，

24 時間，抗菌薬の投与を中止してから採取します．

大切なのは院内における微生物検査の実施に関する

中止できない場合は次回投与の直前に採取するとよ

ガイドラインを作成しておくことです．

いでしょう．
そして採取の際には常在細菌の混入を避けなけれ

講演１
講演 ２

検体の採取・保存方法

ばなりません．常在細菌が混入すると，培養検査が

サーベイランスデータを作る際，検体採取は非常

す．加えて，起炎微生物の検出率が下がってしまう

に大切なポイントになります．もちろん検査室のスタッ

ことは言うまでもありません．例えば，尿の場合は

フは検体採取の重要性をよく理解していますが，臨

尿道口を清拭し初期尿を廃棄する，喀痰の場合は口

床の医師や看護師はそれほど重要視していない傾向

腔内を清潔にする，便の場合は採取後直ちに検査に

があります．抗菌薬を投与すると 2 ～ 4 時間で細菌

提出するなどの処置が必要です．

煩雑化し，結果として検査コストが上がってしまいま

講演３
講演４

叢の変化が起こってしまうため，抗菌薬投与後に検

検体が検査に適しているかどうか，検体を評価す

体を採取しても本来の目的とする微生物の検査がで

ることも大切です．表 5 は喀痰の例ですが，喀痰の

きません．正しい採取のタイミングが重要で，適切な

評価には Miller & Jones の分類を用います．唾液・

のは発熱などの発病初期から抗菌薬療法開始前まで

粘液性か，膿性かという外見で簡単に見分けること

です．すでに抗菌薬を投与中の場合は，可能な限り

ができます．膿性の場合は膿性部分の量によって評
価が分かれます．

表 5 Miller & Jones の分類

図 5 のように P1 ～ 3 は検体材料として適しており，

講演を
終えて

唾液性や漿液性のものは適しません．適していない
検体を培養検査して，検出された菌について例えば

語句解説

感受性試験を行い，その結果をサーベイランスの
データに使用すると，院内のデータを狂わせてしまう
原因になりかねません．その意味でも，材料採取の

World News

ホッと・

重要性を認識していただければと思います．
次に検体の保存についてですが，理想は「 保存し
ない」
ことです．ただし，採取のタイミングによっては
やむを得ず保存しなければならない時もあり，その

検査と私

図 5 肉眼でも判断できる喀痰検体の例

場合は冷蔵が原則になります．しかし，すべてが冷
蔵でなければいけないというわけではありません．

最新
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その判断基準ですが，例えば血液培養，胸水，髄
液といった本来無菌的な材料は，菌を検出すること
P1

P2

自体が目的になるので室温保存で構いません．

徒然なる
ままに。

一方，尿，喀痰，便など，本来多数の菌が存在す
ると考えられる検体の場合は，菌量のバランスが崩
れないように必ず冷蔵で保存しなければなりません．

P3
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そして，翌朝すぐに検査室に届ける，あるいはあら
かじめ検査室に預けておいて，翌朝直ちに培養検査

図 6 検体中の細菌の増殖曲線

図 8 ICT ラウンドの目的

講演１
講演 ２

図 7 導尿原液のグラム染色像

（87 歳・女性／交通外傷にて入院 1 カ月経過）

講演３
講演４

した．検鏡していた菌はほとんどが便由来の内容で
あり，導尿時に尿道口付近に便が付着していたと想
定したからです．研修医に状況を説明し，検体採取

講演を
終えて

の重要性を理解してもらった後，採取し直した尿検
体で再度検討したところ，感染は確認されませんで

語句解説

した．
このような認識がなければ，品質の悪い検体を培
を開始してもらうなどの対応が必要です．

World News

の検体を放置した場合，遅滞期を経た後に対数増殖

それに対して感受性試験を行うと，そのデータ自体
は使えないものになってしまうのです．

期に入るわけですが，大腸菌は約 5 時間で菌数が 1
図 7 は当院の研修医が観察していた尿検体のグラ

ICT ラウンド

で 1 カ月入院していました．導尿した原液をグラム染

周知させるかが重要になりますが，その役目を果た

色したものですが，グラム陰性球菌とグラム陽性球

すのが感染制御チーム（ ICT ）ラウンドです．その目

菌が混在し，グラム陰性桿菌も少し含まれています．

的は，
「 日常の感染対策遵守状況を確認し，問題点

白血球が散在し，上皮細胞も見られます．研修医は，

は改善を促すことにより医療関連感染症の予防・監

「これだけの菌がいるのだから，明らかに尿路感染で

視・対策に努める」ことです
（図 8）
．そのアプローチ

ある」と判断し，抗菌薬の使用について私に相談に来

の方法に決まったものはなく，これまで私がさまざま

ました．

な施設を拝見したところ，ICT ラウンドのタイプは大

私の答えは，
「これは尿を採り直すべきでしょう」で

徒然なる
ままに。

以上に述べたことを，院内で日常的にどのように

最新
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ム染色像です．87 歳の女性患者さんで，交通外傷

検査と私

万倍に増加してしまいます．

きく二つに分かれているようです．
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図 6 の細菌の増殖曲線をご覧ください．例えば尿

養することになり，常在菌が検出されてしまいます．
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図 9 亀田総合病院の紹介記事の内容

回する様子が紹介されています．当院の ICT は以前
はファシリティーマネジメントが中心でしたが，最近
になって感染症科の医師が加わることによって，患
者さんの症例について，抗菌薬の投与の問題や感染
症治療の適切さなどに関するコンサルト的な部分に
も少しずつ介入できるようになってきています．

講演１

それでは，検査室としては日常的にどこに注目す
ればよいのでしょうか．耐性菌は一筋縄ではいかな
いことは言うまでもありません．ただし，何らかの形

講演 ２

でラインを引いて，日常的なサーベイランスを行うこ
とが必要です．当院では現在のところ，表 6 に示す
MRSA，VRE，MDRP，ESBLs については日常的

講演３

なサーベイランスの対象とすべきと考えています．
そして耐性菌調査ですが，すべての患者さんに対
して行う必要があるのでしょうか．例えば当院の場

講演４

合，入院患者さんは年間 2 万人ですから，すべてに
対して鼻咽腔，尿，便の検査を実施するとしたら，
1 検体あたり平均約 2,000 円とすると 6 万検体で 1

講演を
終えて

億 2,000 万円にものぼります．感染防止対策加算は
2,000 万円なので，1 億円を持ち出しにするわけには

語句解説

いきません．従って，すべての患者さんを対象にする
医師が完全に主導して行っている場合は，感染症

ことはあり得ないということになります．
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診断や抗菌薬療法のコンサルト的な内容がメインに

その代わりに重要になってくるのが感染症に対す

なっていることが多く見られます．一方，看護師が中

る日々の行動目標です
（表 7）
．感染症の起炎病原体

心になっていて医師が関与していない場合には，ファ

の推定，血液培養陽転時の迅速な対応，インフル

シリティーマネジメントが中心になっているケースが

エンザ，ノロ，抗菌薬耐性菌が検出された場合の

検査と私

多い印象を受けます．私は，ICT ラウンドとしてはこ
れら両方の側面を持っていた方が有効ではないかと
考えます．すなわち，医師，看護師，その他医療ス

最新
トピックス

タッフそれぞれの立場で，専門的な部分をうまく活用
しながら実施していくことが重要だと考えています．
2010 年 9 月 20 日 の 朝 日 新 聞 に 当 院 の ICT ラ

徒然なる
ままに。

ウンドが 記事として掲載されました（ 図 9 ）
．ICD
（ Infection Control Doctor ）の医師，ICN の看護師，
薬剤師，ICMT（ Infection Control Microbiological
Technologist）
として私，そして検査室からさらに 1 名
といったメンバーが感染管理スタッフとして院内を巡
25
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表 6 サーベイランスを強化すべき耐性菌

表 7 デイリーの行動目標

図 10 マンスリーで行う耐性菌検出状況の報告

講演１

表 8 ウイークリーの行動目標

講演 ２

図 11 病棟別新規耐性菌検出状況

講演３
講演４

病棟連絡，その他重症感染症の迅速な対応などで
す．中でも，病棟への連絡をどのタイミングで行うか

講演を
終えて

が重要な問題になります．検査結果は出たけれども，
最終報告がまだ出せない状況なので止めておくとい
イランスも必要です．これらは，ここではウイークリー

に連絡をするべきです．

の行動目標としましたが，問題が発生した際には週

連絡をする相手も大切です．例えば担当医師に連

ことは言うまでもありません．
マンスリーではどうか．当院では耐性菌の検出状
況として，検査室から伝えられるサーベイランスの

例えば耐性菌の場合には接触感染予防策をその場

データを感染管理室がグラフ化して感染管理委員会

でスタートさせるように，リアルタイムで感染対策が

にマンスリーで提出しています
（図 10）
．例えば ESBLs

立てられるシステムを取っています．

でも，大 腸菌の ESBL，AmpC 産生菌，Klebsiella

感 染対策対 象者の抽出一覧の作成，ICD，ICN，

同時に報告するものとして，病棟別新規耐性菌検出

ICP との ICT ラウンドの実施などが挙げられます．

状況
（図 11）や診療科別耐性菌検出状況
（図 12）など

また，アウトブレイクの発生が疑われた時には，環

があります．

境調査や菌株を集めたタイピングを実施することで

今年の 3月から 4月にかけて，当院においてAmpC

感染経路を特定し，アウトブレイクの早期収束を図

過剰産生 Enterobacter cloacae が検出されました．

ります．

共通した医師の患者さんから検出されたため，院内

徒然なる
ままに。

の ESBL といったように菌種ごとに細分化されます．

最新
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ウイークリーの行動目標としては（ 表 8 ）
，まず各種

検査と私

入院する病棟の看護師
（リーダー）に直接電話をして，

アウトブレイクを防止するためのアクティブ・サーベ

World News

いことがあります．当院では現在，該当患者さんが

1 回にかかわらず，リアルタイムの行動が求められる

感染の疑いが出て ERIC のプライマーを用いた AP2011 No.69

ホッと・

絡したとしても病棟の対策がその場でスタートできな

語句解説

うのではなくて，やはり検査結果が出た時点ですぐ

26

講演 3

院内での対応

図 12 診療科別耐性菌検出状況

PCR［ P48 参照 ］によって簡易的なタイピングを実施し
ました（ 図 13 ）
．その結果，患者 A と患者 D の株，
患者 B と患者 C の株がそれぞれほぼ完全に一致し
たものの，それ以外については少しバラツキがあっ
たので，基本的には大きなアウトブレイクは起こって
いないと判断し，接触感染予防策を継続するにとど

講演１

めました．担当医師に状況を説明しつつ，院内感染
の可能性に対する注意を伝えただけで，その後は収
束しました．このように，必要以上に費用をかけるの

講演 ２

図 13 Enterobacter cloacae の AP-PCR

ではなく，比較的簡単な AP-PCR によるタイピング
を実施することも時には有効と考えます．
図 14 は当院における病棟別の MRSA の検出状

講演３

況です．1 カ月間で黄色ブドウ球菌（ S.aureus ）が新
たに検出されたのは 33 名で，内 MRSA が 5 名でし
た．一般的に S.aureus の中で MRSA が占める割

講演４

合は約 6 割と言われていますが，当院の場合には 15
～ 20％の間で推移しています．新規の株に関して見
ると 15.2％です．前月からの合計を見ると，S.aureus

講演を
終えて

の検出が 166 名で，そのうち MRSA 保有者は 29 名
ですから，比率で見ると MRSA は 17.5％と非常に低

語句解説

く推移しています．
図 14 病棟別 MRSA 検出状況

World News
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MRSA に関する検出率推移は図 15 下の通りです．
2005 年 1 月から約 5 年間，減少傾向であることが
分かります．
年間における病棟別の各種耐性菌検出状況は
図 16 に示す通りです．入院期間が長期化する傾向
のある病棟では検出が多くなっているため，ここから

アウトブレイクが広がらないように常に注意を払って
いる状態です．耐性菌検出状況を月別で見てみると
（図 17 ）
，理由は不明ですが 3 月に一時的に ESBLs
が多く検出されました
（図 18）
．
このように，デイリー，マンスリー，イヤリーという形
で常に感染管理のサーベイランスを実施しています．
講演１

図 15 MRSA 検出率の年次推移

講演 ２
講演３
講演４
講演を
終えて
語句解説

図 16 イヤリーで実施する耐性菌検出状況の分析
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アンチバイオグラムへの応用

カルテから随時閲覧できるようになっています．この

さらに当院では，以上のようなデータを臨床に活

でなく，感染症診療にも応用しています．

かすために，3 カ月ごとにアンチバイオグラム［ P48 参

最後に当院の耐性菌の検出状況を報告します
（表10）
．

講演１

照 ］を作成しています．表 9 はその一例ですが，今年

MRSAは 2008 年 27％，2009 年 18％，2010年約 15％

1 ～ 3 月分のデータについて大腸菌 153 株に対する

と減少傾向が続く状況で，5年後には検出されなくな

各薬剤の感受性率を一覧にしたもので，院内の電子

るのではないかというくらいの減少率になっています．

図 17 月別耐性菌検出状況

講演 ２
講演３
講演４
講演を
終えて
語句解説
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図 18 ESBL（ E.coli ）
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MDRP は 2008 年に 8 株ですが，そのうち 5 株

薬を長期にわたり投与されていました．ESBLs に関

は他施設から転院時の検出です．2009 年も 8 株で，

して最も多いのは P.mirabilis が 15％前後で推移して

外来患者さんから 3 株，入院患者さんから 5 株でし

おり，他の菌種は表 11 のとおりです．
このように耐性菌の検出状況を常に細かく把握す

で，院内で発生した MDRP はそれぞれ 3 株と，そ

ることは，院内における抗菌薬の使用状況だけでな

れほど多くはないという認識です．ちなみに MDRP

く，耐性菌の院内伝播の広がりを把握するためにも

が検出された入院患者さんは血液内科で複数の抗菌

必要だと認識しています．

講演１

た．5 株のうち 2 株は他施設から転院時の検出なの

表 9 亀田総合病院内のアンチバイオグラム

講演 ２
講演３
講演４
講演を
終えて
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表 10 亀田総合病院の耐性菌検出状況 1

表 11 亀田総合病院の耐性菌検出状況 2
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1986年
1989年
		
1993年
2003年
2005年
		

大塚  喜人

（おおつか

よしひと）

慶應義塾大学病院 中央臨床検査部 入職
東京医学技術専門学校 臨床検査技師科Ⅱ部卒業・免許取得
株式会社大塚東京アッセイ研究所 入社
社会保険中央総合病院 臨床検査部 入職
北里研究所 抗感染症薬研究センター 客員研究員就任（併任）
岐阜大学大学院医学研究科 再生医科学専攻 病原体制御学分野 博士課程
修了（医学博士）

2007年
同年4月
		
2009年
2010年
		

徒然なる
ままに。

略歴

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 診療部臨床検査科 部長補佐
医療法人鉄蕉会 医療管理本部 臨床検査管理部 部長
（亀田グループ医療施設 臨床検査・健康管理部門 統括管理部長）
財団法人日本医療機能評価機構 感染管理部会委員（併任）
学校法人鉄蕉館 亀田医療技術専門学校 非常勤講師（併任）
現在に至る
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