講演 4 施設内感染対策の実際
― 多剤耐性アシネトバクターを中心に ―

近年，医療施設で問題となっている多剤耐性菌感染症の起炎菌に新た
に加わった Acinetobacter baumannii ―― 2008 年には福岡大学病院
で国内初の多剤耐性アシネトバクターのアウトブレイクが発生した．
その収束にあたって陣頭指揮を執った高田徹先生から事例の詳細の報
告とともに，経験を踏まえた今後の感染対策について解説していただく．
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要しました（図 1）
．さらに，診療部門の一部を約 1

2008 年に私たちの病院は多剤耐性アシネトバクター

なってしまいました．MDRA 施設内感染のアウトブ

（Multi Drug-Resistant Acinetobacter；MDRA）に

レイクに直面した一人として，今回はその経緯や反

語句解説

よる国内初の施設内アウトブレイクを経験しました．

省点，実施した対策などについてご紹介させていた

当院ではその感染対策として 1,000 万円弱の費用を

だきます．

図 1 MDRA アウトブレイク時の諸費用
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カ月間閉鎖したため，トータルでは相当額の減収に
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表 1 Acinetobacter baumannii の特徴

はすでに病院内に広がってしまっていたり，感染症
として認知されないままずっと保菌状態が続くとい
う状況が起こり得るわけです．従って，それまで見
たことがない薬剤耐性パターンの分離株が 1 例で
も検出された場合には，十分な注意を払う必要が
あり，そのような分離菌に最初に気づく機会の多い
講演１

微生物検査関連の方の役割は非常に大きいと言っ
てよいでしょう．
医療施設内においてアシネトバクターは，医療従
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事者，医療環境，医療器具といった複数の感染経
路により伝播します（図 2）
．菌量が増えて複数箇所
の医療環境に定着した状態になると排除が非常に困
難になりますので，その制御には，数例が認められ

アシネトバクターは身の周りに普遍的に存在する環

ると考えます．

講演３

MDRA とはどういう細菌か

た極めて早い段階で封じ込めることがより有効であ

表 1 にその特徴を示します．緑膿菌などと比べて
乾燥に強く，乾燥状況下でも平均 1 カ月，長い場合

アウトブレイクの原因 ①

初期認知の遅れ

フィルムを形成します．さらに，薬剤耐性を獲得する

参照］を担っています．その中でアウトブレイクが起き

さまざまな機序を持ち，環境菌として苛酷な環境を

たのは，ほぼ全員が人工呼吸器管理を受けている最

生き延びるための種々の特徴を兼ね備えていると考

重症の ICU（10 床）でした．ちなみに，MDRA 陽性

えられます．アシネトバクターの多剤耐性株は，特に

の患者さんの症例定義は，
「カルバペネム（イミペネム，

人工呼吸器管理を受けている患者さんや，開放創な

メロペネム）
・レボフロキサシン・アミカシンの 3 剤に

ど創部感染を有する患者さんの間で伝播しやすいこ

耐性のAcinetobacter baumannii（MDRA）が培養

とが知られており，これらのリスクが交差する，ICU

検体から検出された患者」を言います．

（Intensive Care Unit）内におけるアウトブレイクが

インデックスケースは，2008 年 10 月 20 日に韓国
の釜山市から ARDS（Acute Respiratory Distress
Syndrome）という重症の肺障害と診断されて，人

あるように，基本的には弱毒常在菌であり，ほとん

工呼吸器管理下にフェリーで搬 送されてきた患者

どの患者さんにおいてはキャリアー（保菌者）に留ま

さんで す． 当院 への入 院日，VRE（Vancomycin-

ります．感染しても症状や徴候に乏しいため，気づ

Resistant Enterococci ）
が便から検出されていたため，

かないうちにキャリアーから伝播が拡大することがほ

ICT（Infection Control Team）としては個室管理に

とんどです．ですから，積極的な菌の認知が行われ

よる接触予防策を徹底することで対応を講じていま

ないと，1 例目の感染症発症患者が認知された時に

した．この時に，喀痰から 10 8CFU/mL の MDRA
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アシネトバクターは他の多くの多剤耐性菌がそうで
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最も多く報告されています．
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ターは福岡都市圏南西部の三次救急中核医療［P48

World News

おり，医療器具などに非常に付着しやすく，バイオ

ホッと・

福岡大学病院の病床数は 915 床で，救命救急セン

語句解説

ファイバーと呼ばれる微小な接着装置を多数持って
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には数カ月間生存することが可能です．また，ナノ
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境中の常在菌です．
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図 2 MDRA の感染経路
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が検出されていましたが，その当時国内において

する緑膿菌に重複感染しており，MDRA よりもそれ

MDRA の明確な定義はなく分離菌が MDRAである

らの菌に注意が向けられていたことも認知の遅れの

という認識はなされていませんでした．MDRA が検

一因となりました．

World News
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出された患者さんの約半数は，MRSA（Methicillin-

12 月 1 日に当院での MDRA のアウトブレイクが

Resistant Staphylococcus Aureus）や薬剤耐性を有

認知された時点で，すでに 7 名の患者さんへの感染

図 3 事例の経緯 1

が確認されていました（図 3）
．つまり，アウトブレイク

検査と私

の最大の要因は，初期認知の遅れにあったと考えら
れます．
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時間がかかった感染源の同定

徒然なる
ままに。

7 名の患者さんへの感染が判明した時点で臨時
感染対策室会議を開いたわけですが，そこではま
ず ICU における先制攻撃的な接触予防策を積極的
に実施することが決定されました．すなわち MDRA
の有無にかかわらず，エプロンの装着や手袋の着用
33

2011 No.69

図 4 環境培養調査

病棟を含めて 18 名に上っていました
（図 6）
．その後，
所轄保健所に届け出を行い，1 月 26 日に記者会見
を実施した後，一時的に救命救急センターの新規患
者受け入れを制限しました．
国立感染症研究所の FETP（Field Epidemiology
Training Program）
［P48 参照］チームによる，ER に
講演１

おける喀痰 MDRA 陽性者のリスク因子に関する症
例対照研究では，人工呼吸器管理以外の明確な因
子は算出されませんでした．MDRA のパルスフィー

講演 ２

ルドゲル電気泳動［P48 参照］の結果では，アウトブ
レイク時の患者さん 26 名と，バイトブロックなどの医
療器具から検出された菌の DNA のバンドのパターン
など接触予防策の強化策をとりました．同時に人工
呼吸器関連器具を中心とする器具および環境の培

講演３

が一致していました．
図 5 救命救急センター内 ICU における MDRA 検出箇所

講演４

養調査を実施しました．しかし，初回の培養検査で
は MDRA は検出されず，年末に重なったこともあり，
結果の判明に約 1 カ月間の時間を要しました．初期

講演を
終えて

認知の遅れがアウトブレイクの第 1 の原因とするなら
ば，この感染源の同定に時間を要したことが第 2 の

語句解説

原因と言うことができます．
図 4 に示すように，環境から効率良く MDRA を
検出する標準的な方法が確立されていない点も共通

World News

ワブをいったんブイヨンで増菌して，それを DHL 寒
天培地に植えたのですが，環境培養から出てきた

図 6 事例の経緯 2
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のはすべて緑膿菌でした．ところが 2 回目にスワブ

ホッと・

の感染源を同定する妨げとなりました．初回は，ス

を直接 DHL 寒天培地に塗布したところ，MDRA
が複数箇所から検出されたのです．初回の環境培

最新
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養調査時にもおそらく MDRA は存在していたと考
えますが，緑膿菌の増殖力の方が強かったために，
MDRA が培地上で発育せず検出できなかったもの

徒然なる
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と推測します．
環境調査の結果，ベッド柵をはじめとする患者さ
んの周囲環境や，バイトブロックなどの医療器具，シ
ンクなど複数の箇所から MDRA が検出されました
（図 5）．この結果が判明した時点で，陽性者数は他
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アウトブレイクの原因 ③

図 7 事例の経緯 3

転棟先での二次感染
救命救急センターでは通常，全身状態が良く
なった患者さんは一般病棟に転棟します．1 月 26
日に救命救急センターの新規患者受け入れを停止
講演１

したのですが，それ以前に保菌状態のまま一般病
棟に移動した患者さんから二次伝播が起きてしま
いました（図 7）
．この二次感染は主に開放創を

講演 ２

有するキャリアーを感染源としていました．人工
呼吸器管理を離脱し，一般病棟に移動したこれら
のキャリアーの周囲，すなわちベッド柵などの周

講演３

囲の環境，あるいは包交車，水回りなど複数の箇

図 8 一般病棟の MDRA 検出箇所

所から MDRA が検出されました（図 8）
．
そこで，MDRA 陽性の患者さん全員，および他

講演４

病院に MDRA 陽性のまま転院した患者さんも全員，
当院が引き取って，救命救急センターにコホーティン
グしました．

講演を
終えて

患者さんの全身状態が良くなり，器質的な病変が
改善すると，MDRA は徐々に検出されなくなります．

語句解説

陽性患者数が減った時点でコホーティングするユニッ
トを救命救急センターから一般病棟に移動し（図 9）
，
最終的には約半年後にキャリアーがゼロになりまし

World News
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た．2009 年 1 月以降は新たな患者さんは確認されて
いません．
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感染管理上，何が問題だったのか
2 月に入って病院内の感染の広がりを監視するため

最新
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に，全入院患者を対象に MDRA の感染状況を検査
しましたが，ほかの入院患者さんから MDRA は分
離されませんでした（表 2）
．人工呼吸器も分解して

徒然なる
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検査受託業者に提出し，機器内の部品もすべて培養
を行いましたが，検出されませんでした（図 10）
．
感染管理上の問題は何だったのでしょうか．人
工呼吸器管理例における，共通の感染源は医療器
具
（バイトブロック）
でした．開放創を有する例では，
35
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図 9 コホーティング実施病棟の移動

表 2 全入院患者を対象とした MDRA のスクリーニング
結果

図 10 人工呼吸器の監視培養
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十分な接触予防策が講じられていなかったことが

図 11 創処置における感染管理上の問題点
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要因だったと考えられます（図 11）
．開放創のよう
に創が大きいと一人の医療従事者のみで適切な接
触予防策を施しながらケアするのは容易ではなく，

講演４

複数の医療従事者の協力作業を必要とします．関
連診療科の医師は毎日，外来診療後に各病棟の創
処置を行っていましたが，多忙な診療の合間を縫っ

講演を
終えて

て行われたため，各医師が処置のため病棟に来る
時間はまちまちでした．そのため，各病棟の看護

語句解説

師の立場からは，
「医師たちは勝手な時間に来て，
勝手に処置をしていく」といった状況であったの

MDRA に感染しているという認識がなかった点が大

開放創など複雑な創処置の場合，複数の医療従事

きいと考えられました（図 12）
．また，バイトブロック

者によるチーム連携として感染対策処置がなされ

をはじめとする医療器具や環境に対する消毒管理が

なければならないところが，医療従事者間のコミュ

不十分であったことが別の要因になっていたと考えら

ニケーションが不十分であったために，適正な接

れます．一方，検査室や ICT は当初，分離菌に対し

触予防策がとられていなかった可能性が考えられ

MDRA としての認識を欠いていました．また，環境

ました．加えて，汚染された包交車がいわゆる“動

や医療器具の培養検査の結果判明に時間を要したこ

く感染源”となり，ベッド周囲に菌が運ばれた結果，

とにより，MDRA の早期認知・早期対応に遅れが

感染が拡大したことが推測されました．

生じてしまったことは否定できません．

施設内アウトブレイクは多くの場合，単独の事由で

一方，開放創への接触感染に関しては，標準予防

はなく複合的な事象が，安全管理上のいわゆる『抜

策と接触予防策の不徹底に加え，保菌者に関する情

けたチーズの穴』
［ P48 参照］として互いに関与して

報共有が十分に行われていなかったことが感染の拡

発生します．今回の事例においては，臨床現場で

大につながったものと考えられます．
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た時には，看護師が介助についてくれない」とい
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は，MDRA の伝播事例は，感染臓器症状・徴候が

ホッと・

に対し，医師の立場からは，
「自分たちが病棟に行っ
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図 12 院内伝播拡大の原因

2010 年度の消毒用エタノールの全体的な消費量はさ
らに増えています．このように手指衛生の励行はかな
り熱心に行われていたにもかかわらず，感染の拡大を
食い止めることはできなかったということです．
また，アウトブレイクが起こる前の 2008 年当初
より，当院ではカルバペネム系抗菌薬の届出許可制

講演１

を導入しており，全病院的にカルバペネム系抗菌
薬の処方量は減少傾向にありました
（図 13）
．
従って，
カルバペネム系抗菌薬の処方量が増えたために耐

講演 ２

性菌のアウトブレイクが起こったということでもない
のです．

講演３

一方，単純に手洗いが不足していたことが伝播拡
大の主因になっていたわけではないと考えています．
実際，2008 年，2009 年の時点で，救命救急センター

今回のアウトブレイクを機に当院で実施したのは，

講演４

では 1 日に 1 患者当たり 115mL の手指消毒薬が消

まず実習教育です．言葉による教育だけではなかな

費されており，十分な手指消毒が行われていました．

か改善にまで至らないため，接触予防策について参

講演を
終えて

図 13 抗緑膿菌広域抗菌薬の年間使用量
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加型の教育を実施しました．例えば，現場の医師た

んの高頻度手指接触面などの清掃，消毒管理につい

ちに開放創の処置を DVD 撮影してもらい，実際に

てはチームで任命した看護師の責任のもと，時間ご

どのタイミングで手袋を交換し，消毒を行えばよいか

とに捺印・署名を義務化するシステムを採用し，各

をチーム内で検討しました．その結果，処置タイミン

自の責任を明確にした管理を徹底しました．

グに関するチームにおけるスタッフ間の打ち合わせや
情報共有が重要であるとの結論に至りました．

包交車が汚染されると“動く汚染源”になってしま
います．実際，欧米では基本的に包交車は使用され
包交が必要な患者さんについては必要な物品だけを

従来 ICU の周囲には，プライバシー確保のために

トレーに乗せて，ベッドサイドでケアするという運用

カーテンが設置されていました．しかし，表面が消

に変更しました．また，清潔と不潔の区別を徹底し，

毒しづらく，MDRA などの場合は交差感染源になる

物品を各部署できちんと整理・整頓できるように，

可能性があるため，カーテンを撤廃し，パーテーショ

汚染器材・廃棄物専用カートを積極的に導入しました

ンを導入してこれを定期的に消毒するという運用を

（図 15）
．医療廃棄物容器は，一部の部署で手動開

開始しました．
消毒・清掃については，消毒物品は原則として中

講演３

物品を減らし，整理整頓を徹底しました（図 14）
．

講演 ２

ていません．そこで，包交車をできる限り撤廃して，

講演１

院内の環境整備については，水回りは可能な限り

閉式のポリバケツを使用していたため，すべて足踏
みペダル式に替えました．
さらに創処置感染対策を標準化するため包交改

その場で消毒管理しなければならない物品や患者さ

善委員会を設置しました（図 16）
．伝統的に外科系

講演４

央材料部で消毒するように統一しました．やむをえず
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図 14 水回りの環境整備
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講演 4

施設内感染対策の実際

― 多剤耐性アシネトバクターを中心に―

の医師の間では，診療科によって包交処置に関する

製剤または消毒用エタノールによる清拭消毒を行い

独自の流儀が存在することがあります．感染管理上，

ました．この 2 段階の清拭消毒によりすべての環境

包交の手順が複数存在すると現場が混乱するため，

からMDRA が出ないことを環境培養によって確認し

外科系各科の医師の参画の下，包交マニュアルを作

て，救命救急センターを再開しました．

成し院内の手技を統一しました．

その結果，救命救急センターでこの事例が起きた

講演１
講演 ２

そして最後になりますが，環境に定 着しやすい

前後 10 カ月の患者さんから，アシネトバクターや緑膿

MDRA に対する最も重要な感染対策として，徹底

菌分離率を比較すると，事例後に有意な低下がみら

した 環 境 消 毒を実 施しました（Hyperaggressive

れました . この事実はアシネトバクターや緑膿菌など

Environmental Cleaning）
（図 17・18）
．一次 殺菌

環境菌の制御における環境消毒の重要性を示してい

消毒として第 4 級アンモニウム塩含有除菌クリーナー

ると考えられます．ちなみにこの調査では MRSA の

を用いて清拭消毒をした後に，一定時間放置して，

検出も環境消毒後に有意な減少が認められました．

二次殺菌消毒として物品別に次亜塩素酸ナトリウム

また，患者さんの転院や転出の際には通常の退院

講演３

図 17 Hyperaggressive Environmental Cleaning の手順

図 16 包交改善委員会

図 18 Hyperaggressive Environmental Cleaning の様子

講演４

図 15 汚染器材・廃棄物専用カートの設置
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サマリーに加えて耐性菌検出情報提供書を添付し，

ます．また，市民講座などによる平時からの一般市

各施設間の情報共有を図ることにしました．

民への啓発や，マスメディアとの情報共有も重要で
しょう（図 19）
．
従来から国立大学病院では感染対策協議会が存

感染制御ネットワークの重要性

在していましたが，2010 年には，私立大学病院でも
感染対策協議会が設立されました．大学間の相互

てるのではなく，地域全体で考えていくことが必要

訪問により，感染対策をチェックしあってお互いのレ

です．そして，そこから構築された地域ネットワーク

ベルを保つことを目的の一つとしていますが，このよ

の中で情報を共有することが非常に大切になってき

うなシステムが今後は重要になってくると考えます．

講演１

感染制御は高度医療施設の一つだけが対策を立

講演 ２

図 19 地域全体で感染制御を考える；地域ネットワークの構築
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（たかた

とおる）

岡山大学医学部 卒業
佐賀県立病院好生館 内科研修医
九州大学医学部附属病院 第一内科（現 病態修復内科）研修医
九州大学医学部臨床（内科系）大学院 修了（医学博士）
国家公務員共済組合連合会千早病院 内科医師
福岡大学医学部 臨床検査医学講座 助手
バンダービルト大学医学部 内科感染症部門リサーチフェロー
ニューヨーク大学医学部 内科リサーチフェロー

2002年
2007年
2008年
		
2009年
		
		

徒然なる
ままに。

1987年
		
1988年
1993年
		
1994年
1999年
2000年

高田

福岡大学医学部 内科学第一 講師
福岡大学医学部腫瘍・感染症・内分泌内科学 講師
上海市（復旦大学附属）公共衛生臨床センター 客員教授
福岡大学病院 感染対策室長
福岡大学病院 感染制御部長
福岡大学医学部 腫瘍・血液・感染症内科 准教授
現在に至る
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