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感染症対策
危機管理の視点から
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医療安全に関するワークショップ
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抗菌薬の開発と耐性菌の出現

MRSA: メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
PRSP: ペニシリン耐性肺炎球菌
VRE: バンコマイシン耐性腸球菌
ESBL:基質拡張型β-ラクタマーゼ

CDC, ANTIBIOTIC RESISTANCE THREATS in the United States, 2013を基に作成

米国における抗菌薬の臨床使用開始

米国における薬剤耐性菌の検出報告
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新しく承認を受けた抗菌薬数の変化（米国）
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抗菌薬の開発が進まない状況が続く
CDC, ANTIBIOTIC RESISTANCE THREATS in the United States, 2013



Bad Bugs, No Drugs... 10 New 
Antibiotics by 2020

製薬メーカーは抗菌薬開発に消極的
1. 必ず耐性菌が出現して効かなくなる。
2. 使用期間が短い。
3. 使用に対する規制が厳しくなりつつある。
→ 収益性が低いため株価に与えるインパクトが低い
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○2015年５月のＷＨＯ総会で、薬剤耐性に関する国際行動計画が採択
➡加盟各国に今後２年以内に自国の行動計画を策定するよう要請

国際社会の動向

*AMR (Antimicrobial resistance) 

○2015年11月「薬剤耐性（ＡＭＲ）タスクフォース」を厚生労働省に設置
○ 〃 12月「国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議」の枠組みの下
に、「薬剤耐性に関する検討調整会議」を設置

我が国の対応

2016年4月に薬剤耐性(AMR)対策
アクションプラン(2016-2020)が決定
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薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2016-2020)抜粋

• 2.1 医療・介護分野における薬剤耐性に関する動向調査の強化
• 2.2 医療機関における抗微生物薬使用量の動向の把握

2. サーベイランス・モニタリング

• 3.1 医療、介護における感染予防・管理と地域連携の推進
• 3.3 薬剤耐性感染症の集団発生への対応能力の強化

3. 感染予防管理

1. 普及啓発・教育
• 1.1 国民に対する薬剤耐性の知識・理解に関する普及啓発活動の推進
• 1.2 関連分野の専門職に対する薬剤耐性に関する教育、研修の推進

5. 研究開発・創薬

4. 抗微生物製剤適正使用
• 4.1 医療機関における抗微生物薬の適正使用の推進

76. 国際協力・グローバルヘルス アーキテクチャ



【成果指標】

ヒトの抗微生物剤の使用量
（人口千人あたりの一日抗菌薬使用量）

指標 2020年
（対2013年比）

全体 33%減
経口セファロスポリン･フルオロキノロン･マクロライド系薬 50%減
静注抗菌薬 20%減

主な微生物の薬剤耐性率（医療分野 一部抜粋）
指標 2014年 2020年(目標値）
黄色ブドウ球菌のメチシリン耐性率 51% 20%以下
緑膿菌のカルバペネム耐性率 17% 10%以下
大腸菌・肺炎桿菌のカルバペネム耐性率 0.1-0.2% 同水準
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日本感染症学会・日本化学療法学会合同学会(2017年)
「薬剤耐性（AMR）問題に対する日本の取り組み」
塩崎恭久 厚生労働大臣(当時)

• AMRはまだ新しい問題で認知度はあまり高くありません。今
後はアジアにおけるAMR の問題は日本が中心になって対処
しようと思いました．

• 大きなテーマの一つとしてAMR を世界をリードするかたち
で「伊勢志摩ビジョン」に入れ込むことが出来ました．

• 臨床医の行動も変え，新たなワクチンの開発も進むようにお
知恵を出していただいて，我々と一緒にAMR の問題の解決
に向けて頑張っていただければありがたいと思います．

9



抗菌薬適正使用支援チーム(AST; Antimicrobial 
Stewardship Team)や抗菌薬適正使用支援プログラム
(ASP; Antimicrobial Stewardship Program)の必要性
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耐性菌対策推進のためにあるべき感染症管理体制整備の必要性

感染症管理体制の現状と今後求められる体制及び期待される効果

平成28年4月5日 抗菌薬の適正使用に向けた 8 学会提言
抗菌薬適正使用支援（Antimicrobial Stewardship：AS） プログラム推進のために



加算1の算定要件
- 医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師による感染制御チーム
医師または看護師のうち1名を専従
適切な研修（6月以上かつ 600 時間以上の研修期間）を修

了した看護師
- 週1回程度の巡回（全病棟）・サーベイランス
- 届出制等による抗菌薬適正使用活動
- 地域や全国（厚生労働省等）のサーベイランスに参加
- 加算2施設が参加するカンファランス（年4回程度）

平成24年度診療報酬改定
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https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/siryo5.pdf

感染防止対策加算1 (入院初日) 390点
感染防止対策地域連携加算 (入院初日)  100点
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薬剤耐性（AMR）対策に関する課題と論点（案）

【現状と課題】

感染症のトレーニングを受けた医師、薬剤師、看護師、臨
床検査技師などから構成される抗菌薬適正使用支援チーム
（AST）が、抗菌薬を投与されている入院患者に対して、
適正使用に関する評価も含めて介入することで、感染症発
生率・死亡率の低下や、抗菌薬使用量が低下するといった
研究報告がある。

【論点（案）】
○薬剤耐性（AMR）対策の推進、特に抗菌薬の適正使用
の推進の観点から、抗菌薬適正使用支援チーム（AST）
の取り組みの推進に資する評価を検討してはどうか。

平成29年10月４日 中央社会保険医療協議会 総会資料一部抜粋
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平成30年度 診療報酬改定
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薬剤耐性菌の検出率
厚生労働省院内感染サーベイランス事業(JANIS)
2018年検査部門 公開情報
6.42%

0.04% 0.00% 0.32%

MRSA VRSA VRE MDRP MDRA CRE

• 多剤耐性緑膿菌(MDRP)
• 多剤耐性アシネトバクター(MDRA)
• カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)

→検出する頻度はまれ
検出された場合は迅速な対応が必要
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多剤耐性アシネトバクター(MDRA)の頻度

• 当初は欧米で問題となり、近年は中国や韓国、東南アジア諸
国でも流行が報告される。

• 日本では2016年に報告されたアシネトバクター属で、MDRAと
判定された菌株は0.4%と海外と比べると検出頻度は低い。

厚生労働省院内感染対策(JANIS)サーベイランス

SENTRY Antimicrobial Surveillance Program(1997–2016)
https://www.jmilabs.com/data/posters/ECCMID2018-SENTRY-Acinetobacter.pdf
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三重大学病院におけるMDRA集団発生事例

• ラオスおよびタイの病院で入院加療を受けた30代男性が総合
集中治療センターに入院、入院時の喀痰からMDRAを検出した
ことが、入院3日目にわかり、接触予防策を開始。

• 入院8日目に、別の患者からも検出
• 接触予防策開始までの3日間に水平伝播が生じた可能性を考え、

センターに入院歴のある患者を対象にスクリーニング検査を
施行した結果、新たに5名（計7名）の患者から検出

耐性菌が検出された
と気づくまでの間に
拡大するリスク

三重大学病院 田辺正樹先生スライド18



寒天培地に検体を塗布し、
18～24時間培養

１日目：検体提出、分離培養、グラム染色（こんな菌かも？？）

各種培地

細菌検査の流れ

２日目：培地観察、菌種同定
（菌の名前決定！
でも耐性菌かそうでないかは？？）

薬剤感受性試験
3日目：薬剤感受性判定

薬剤耐性菌と推測されれば、確認試験
を行い、結果は4～5日目に報告
→感染対策方法が決定（接触予防策い
る？いらない？）
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環境での感染性

病原体 乾燥環境での感染性持続期間
アシネトバクター属 3日~5か月

Clostridium difficile 5か月
緑膿菌 6時間~16か月

黄色ブドウ球菌(MRSA含む) 7日～7か月
インフルエンザウイルス 1~2日

ノロウイルス 8時間～7日

Kramer A et al. BMC Infect Dis 2006; 6: 130

薬剤耐性菌は、条件が整えば長期間にわたり環境で感染力を持つ
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緑膿菌・アシネトバクターに有効な抗菌薬
通常 多剤耐性

(MDRA･MDRP)
2剤耐性

カルバペネム系
(イミペネム）

感受性 耐性 耐性

アミノグリコシド系
（アミカシン）

感受性 耐性 耐性

ニューキノロン系
（シプロフロキサシン）

感受性 耐性 感受性
～低感受性

コリスチン
(切り札的抗菌薬)

感受性 感受性 感受性
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リスクマトリックスによる薬剤耐性菌深刻度評価

5 中 高 高 超高

4 中 中 高 高

3 低 中 中 高

2 低 低 中 中

1 超低 低 低 中

1 2 3 4
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鹿児島大学病院 感染制御部 川村作成



帝京大学病院におけるMDRA院内感染事例

発生状況
• 計58例から検出、 34人が死亡し、死亡の関連が否定できない
症例は9例

病院の対策
• 2010年7月、外部委員も含めた「調査委員会」を開催。
• 感染対策部門による感染防止対策の取組を実施
都の対応

• 9月2日に都は、板橋区保健所とともに直ちに立入検査を実施
• 重大な院内感染事例の発生時には、速やかに都及び保健所へ
報告するよう厳重に指導した。

警察が業務上過失致死罪を念頭に任意聴取

2010年9月3日 東京都福祉保健局 報道発表資料
2010年10月21日 厚生労働省 第9回院内感染対策中央会議23



カルバペネム耐性腸内細菌科細菌

日本(%) USA(%)

E. coli 0.1 1.0

Klebisiella spp 0.2 1) 10.4

Enterobacter spp 0.4 3.6

1) Klebsiella pneumonieのみ MMWR March 8, 2013 / 62(09);165-170
JANIS 検査部門 2013年公開情報

• 日本での検出頻度は少ない
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大腸菌・Klebsiella属・Enterobacter属など
菌種や遺伝子型が一致しないCRE(菌株において、共通のIMP-6 
型メタロβ-ラクタマーゼ遺伝子を保有したプラスミドが検出

プラスミド上の耐性遺伝子が菌種を超えて水平伝達し、
アウトブレイク探知が困難

プラスミド
: 染色体外の小さなDNA分子

同一・異種菌種へ伝達
(接合伝達)
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アウトブレイクへの対応
2011年6月に厚生労働省通知で目安が策定
2014年12月に新たに取りまとめされる。

• ４週間以内に、同一病棟において新規に同一菌種・または
共通する薬剤耐性遺伝子を含有するプラスミドを有すると
考えられる細菌による感染症の集積（発病症例が計３例以
上など）が見られた場合
→ 1週間以内に疫学的調査・感染対策を実施

• カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)、多剤耐性 緑膿菌
(MDRP)、バンコマイシン耐性腸球菌（VRE)および多剤耐性
アシネトバクター属は保菌を含めて1例目の発見をもって
アウトブレイクに順じ対応を行う。
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アウトブレイク時の対応

同一医療機関内で同一菌種の細菌又は共通する薬剤耐
性遺伝子を含有するプラスミドを有すると考えられる
細菌による感染症の発病症例(上記の5種類の多剤耐性
菌は保菌者を含む。)が多数に上る場合(目安として1事
例につき10名以上となった場合)

院内感染事案との因果関係が否定できない死亡者が確
認された場合

→管轄する保健所に速やかに報告すること。

このような場合に至らない時点においても、医療機関の
判断の下、必要に応じて保健所に報告又は相談すること
が望ましいこと。

連携医療機関や地域ネットワークからの支援27



MDRA:  3剤耐性
2DRA: カルバペネム系・アミノグリコシド系耐性
2DRQIA: カルバペネム系・アミノグリコシド系耐性・キノロン系低感受性

鹿児島大学病院耐性アシネトバクター事例
アウトブレイク対応 (2017年4月)

2017

• 2017年3月の2剤耐性アシネトバクター2例
とMDRAは感受性・遺伝子型が近似・一致
→ IMP-1というカルバペネマーゼ遺伝子を
保有、伝播が疑われると判断

• ICU患者を対象にスクリーニング検査（監
視培養）を開始
→ 検出例がその後みられず、2017年6月
末で一旦終息と判断
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アウトブレイク対応 (2017年10-11月)

• ICUで環境検査を実施し、手洗い場か
らIMP-1遺伝子を保有する菌種の異な
る耐性アシネトバクターが検出

→水周り環境の整備・見直しを実施
• 鹿児島市保健所・九州厚生局へ報告
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MDRA:  3剤耐性
2DRA: カルバペネム系・アミノグリコシド系耐性
2DRQIA: カルバペネム系・アミノグリコシド系耐性・キノロン系低感受性



アウトブレイク対応 (2018年4月)

• 2名の多剤耐性アシネトバクター検出例
→ 感染症発症・死亡退院
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MDRA:  3剤耐性
2DRA: カルバペネム系・アミノグリコシド系耐性
2DRQIA: カルバペネム系・アミノグリコシド系耐性・キノロン系低感受性



正常細菌叢の破綻
防御機能の低下

外部からの耐性菌定着
常在菌への耐性の伝達

耐性菌の選択的増加
高度耐性菌の出現

医療従事者や
医療器具を介した
耐性菌の伝播

抗菌薬の投与

耐性菌伝播・定着・増殖のメカニズム

「抗菌薬の適正使用」

感染経路の遮断
「標準予防策」
「接触予防策」
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保菌者の存在
環境の汚染 「清潔・不潔のゾーニング」

; 常在菌
; 外部から進入した耐性菌
; 患者体内で生じた耐性菌
; 高度耐性菌



検証委員会・当院委員会での終息判断・目標設定
（平成30年末の事例で判断）

週1回ICU入室患者に対し行っている保菌者スクリーニング
検査を継続

→患者から新たにIMP-1陽性耐性アシネトバクターの検出
がないこと

2か月毎に実施する環境検査においてIMP-1陽性耐性アシネ
トバクターの検出がないこと

8月10日 第１回検証委員会開催
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• 手指衛生に関するプロセス指標

• 抗菌薬適正使用に関するプロセス指標

• 5Sに関するプロセス指標
ICTラウンドにおける5S活動指摘事項に対し、再発防止報
告が迅速になされ、翌月には改善がすべてされている。

項目 終息判断評価値
1日1患者当たり手指消毒薬使用回数 200回以上
入退室時手指消毒遵守率 90%以上

項目 終息判断評価値
100患者・日当たりカルバペネム系薬AUD 10以下
100患者・日当たりカルバペネム系薬DOT 10以下

33

手指衛生・カルバペネム系抗菌薬適正使用・５S（整理・
整頓・清潔・清掃・しつけ）に関するプロセス指標の達成



ビデオカメラによる入退室時手指衛生遵守率評価
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方法（Method）
作業手順・マニュアル

材料（Material）
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必要性の
認識が低い

手指衛生の意識低下

動線に手指消毒薬がない

手指消毒薬へのアクセス不良

作業工程
が複雑

手指衛生をどの場面でするかが不明確

手袋を着用していれば
安心という意識
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ない

手指衛生でチームで取り組む
環境ができていない
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い
手指衛生使用量の適切な評価ができていない

リスク共有が
不十分

時間がかかる
という意識

多くの医療機器や平面環境が
存在

医療機器・周囲環境に接触する機会が多い迅速な処置
が求められ
る

作業手順書
がない

ICUで多職種のグループワークによる
なぜなぜ分析を実施
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改善策
• 手指消毒が必要な場面がわかるよう、ルールの
徹底と Best Practiceを作成した。

- 入退室時手指衛生の厳守(ルール化)

- 医師向けの各種処置（動脈血ガス採血、気管内挿管・抜
管、中心静脈カテーテル挿入）

• 看護師に加えICU医師にも手指消毒薬の個人携帯
を推奨

36



患者ゾーンの明確化
手指衛生すべきタイミングのルール化

ICU病室入口 救急病棟入口37



手指衛生向上のためのチームアプローチ

Cross Monitoring
：他チームメンバーの行動を観察し、積極的に助言す
ることでチーム内にセーフティーネットを構築する。
医療従事者は他の医療従事者に自身が感染対策を実施
していることを明示するため、絶対に患者・周囲環境
などに触れない場合でも入退室時には手指衛生を実施する

「入退室時手指衛生厳守は鹿児島大学病院のルール」
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cross monitoringの推奨

39



• 病室前廊下カートで輸液調整しているが、スタッフの動線上で
あり、汚染物の接触等による輸液調整カートへの汚染リスクが
ある。

• カートの上段には、患者に使用した鋼製小物(A)があり、MDRA 
の室外への拡散リスクのみならず血流感染のリスクも存在

• テープ(B)も埃等により汚染源になる

A

B

清潔と不潔のゾーニング

40



輸液調製は清潔エリアで行
うよう清潔ゾーンを明確化
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病室内には、収納トイレと一体型になった手
洗い場が備えつけられていた。

排液を廃棄する際に汚染が拡大する可能性が
あり、扉前面も汚染していることが推測される。

→収納型トイレの使用廃止が望ましいとの指摘
があり、撤去し手洗いシンクへ変更

42



2019年7月1日に外部委員6名を含む検証委員会が開催されました。
• プロセス指標の達成と感染制御の基盤整備のために、さらなる改善が必要であることも
指摘されました。検証委員会では終息判断に至らず、『全職員の
感染制御に関する認識が十分でない』と指摘されました。

→環境には耐性菌が存在することを認識し、病院全体で手指衛生・抗
菌薬適正使用・整理整頓に取り組む必要があります

多剤耐性アシネトバクター(MDRA)多発事例 公表から1年

鹿児島大学病院HP https://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/newskadai/

2019年8月 感染管理ニュース
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帝京大学病院 9月4日ストップ感染デー

安心・安全・高度な医療を提供するために
「感染対策はひとりひとりが主役」 44
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組織・団体の信頼感
公益財団法人 新聞通信調査会 メディアに関する全国世論調査

どうしてこんなわけのわからん菌で感染して死ぬのだと、そう
いう残念な気持ですし、過誤があったのではないかという質問も
ありましたし、発見・公表、その後の対応が遅れたのではないか
と、こういう3点を、社会は非常に聞きたがっている

一山智先生 2010年12月21日 厚生労働省 第10回 院内感染対策中央会議 議事録

病院は信頼感の高い組織
75.5%
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• 医療機関と報道機関の「共通目標」
→ 「安心・安全な社会をつくる」
Honesty is the best policy. 「正直は最善の策」

• 病院のリスクコミュニケーション
 患者の救済、患者・家族への説明
 原因究明と新たな被害発生の阻止
 地域・関係者への説明、当局への報告
 問題・教訓の洗い出し、体制見直し
 記者会見・取材対応

平成23年度 厚生労働省 院内感染対策講習会
高坂哲郎先生 リスクコミュニケーション・メディア対応 資料より
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厚労科研(2015年度) 医療安全管理部門への医師の関与と医療安全体制向上に関する研究を参考に改変

アウトブレイク防止・対策のループ

サーベイランス
感染対策の評価

アウトブレイク探知

P
改善のための

感染対策の立案
D

実行

C
効果の測定
(プロセス

指標)

疫学的調査 行政機関への報告

外部機関
(連携医療機関・

地域ネットワーク)
へ支援の要請

対策の強化
再発防止策の立案

患者・社会への
説明

A
評価 (outcome)
フィードバック

院内での事例共有
（risk communication）

対策の実施・遵守
(ガバナンスの確保)

平時 有事
S

標準化
横展開
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49

ICT
(感染制御チーム)

医
師

看
護
師薬

剤
師

臨
床
検

査
技
師

事
務
職
員

薬剤の使用状況の把握
投与に関するリスク評価

消毒薬適正使用

• 耐性菌サーベイランスによる状況把握
• 現場確認
• 感染対策の立案・指導・助言

耐性菌検出の迅速・正確な評価疫学調査・感染対策・組
織活動のマネジメント

院内外との情報共有AST
(抗菌薬適正使用支援

チーム)

耐性菌対策推進のためにあるべき感染症管理体制整備

専従・専任者の配置や院内細菌検査室の有無によって、
役割分担が必要



病床規模大 小

職種の専門性

組織の柔軟性

感染管理に関わる専従者の配置

院内の細菌検査室の有無
• カルバペネマーゼ産生試験の実施
• 遺伝子検査の実施

行政・連携医療機関・
地域ネットワークの活用
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病院長

ICT会議
歯科ICTスタッフ会議 感染リンクナース連絡会

リスクマネージャー連絡会議

ICT AST

感染対策組織図

感染制御部
医師・看護師・薬剤師・
臨床検査技師・事務職員

感染症対策委員会

鹿児島大学病院 ホームぺージ
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ICT

看護
部門

検査
部門

薬剤
部門

事務
部門

診療
部門

執行
部門

患者
利用者

ステークホルダー

行政感染管理
ネット
ワーク

他医療
機関

報道機
関

インフルエンサー

ICTとステークホルダー（直接・間接的な利害関係者)
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• 複数の防護壁による対策
• 防護壁の「穴」（＝原因)を特定し、修復する対策

スイスチーズモデルで考えるアウトブレイク対応
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アウトブレイクの状況
• 複数のステークホルダーが存在し、対応は複雑
• 終息予測が難しい

困難な状況でも、柔軟にパフォーマンスし機能する
ことをめざす

「アウトブレイクの終息による医療の質の担保」

ゴール指向性アプローチの必要性
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レジリエンス・エンジニアリング
• 柔軟性ある回復力(レジリエンス)により、安全なシステム

を機能させる

• レジリエンスの高い組織を実現するための3つの原則
- 自己変革力(Adaptiveness)
：環境の変化のいち早い察知・機敏な行動
- アンカリング(Anchoring)
：しっかりとした拠り所・価値基盤

→ステークホルダーとの信頼・信用
- 社会性(Alignment)
：ベクトルを合わせ、好循環戦略を立案

コーポレートサステナビリティと組織のレジリエンス 新しいトリプルA経営への道筋
www. pwc.com.jp55



迅速な職種横断による
アウトブレイク対応のために

• 各職種の役割・特色の相互理解と専門性の確保
• レジリエンスの高いICT組織の確立
 感染管理は質の高い・効率的な診療に役立つという

価値基盤の確立
 薬剤耐性菌対策の複雑化への対応強化
 感染対策のコストは、診療機能の維持・良質な医療

の提供や効率化をもたらすという好循環戦略の立案
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環境変化に対しPDCAサイクルをまわし、価値基盤を確立し、
ステークホルダーと信頼関係を築き、好循環戦略をたてる

→組織のレジリエンス・有事ループの迅速な機能につながる？57
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