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１．はじめに

　新型コロナウイルス感染症との付き合いが始まり３年が
経過しようとしている。新型コロナウイルス感染症は、それま
での我々の生活様式を一変してしまうほどの大きな流行を
起こしてきた。医療機関でも流行開始から今までの間、そ
れまで行ってきた標準予防策に加えて3つの経路別予防策

（空気・飛沫・接触）で対応が可能であり、新しく感染対策
に関するスキルは増えなかった。
　しかし、微生物検査はそれまでは一部の医療機関しか
実施してこなかったPCR検査が、クリニックから大規模病院
まで多くの医療機関で開始されるようになり大きく変化して
いる。そのため、新型コロナウイルス検査が中心となり、新型
コロナウイルス以外の新たな病原微生物の検査を導入し
たりそれ以前の検査体制の維持が難しくなっているところも
多い。“ポストコロナ”を踏まえた検査に関する話題が絶えな
い中、薬剤耐性菌は勢力を少しずつ拡げており、新たな検
査法導入も含めて再構築する良い時期にあると思われる。
今回は、院内感染関連微生物とその検査法および国内外
の疫学について解説していく。

2．院内感染関連微生物とその分類

　感染対策マニュアルはどの医療機関にも設置されてい
る。院内感染関連微生物を考える上で、発生頻度と感染
症発症時または微生物検出時の対応について分類をして
いくと分かりやすい。例えば、感染対策の必要な感染症発
生時に初動を早くすることでアウトブレイクの発生を最小限
に行うことができたり、感染症法の規定されている感染症法
届出疾患の把握をより確実なものにするなどの長所がある。
　また、院内関連関連微生物といつどこで遭遇するのか
掴みにくいので、市中または院内のどちらで遭遇しやすいの
か、そもそも発生頻度が多いのか少ないのか、分離した場
合は感染症法のどこに分類されているのか整理しておくと
良い。

（１）感染対策が必要な薬剤耐性菌の分類
薬剤耐性菌は、菌種および耐性となる薬剤の組み合わ
せで決まる。例えば、抗菌薬はペニシリン系薬からセフェ
ム系薬といったβ-ラクタム系薬から、アミノグリコシド系薬、

ニューキノロン系薬、グリコペプチド系薬など種々の抗
菌薬があり、加えて細菌の種類分だけ存在するため、
薬剤耐性菌の種類は多様化している。また、薬剤耐
性菌は保菌圧・選択圧が上がることで発生しやすくな
り、感染症の種類や検査材料に特徴がなく、発生予
測が立てにくいことが他の病原微生物との大きな
違いである。特に、ヒト-ヒト感染により伝播を起こ
し、感染症を発症した場合は難治化するために問
題視されている。

　1）β-ラクタム系薬の耐性菌
表１に示したが、感染対策上で問題視されている薬
剤耐性菌は細菌に対する第一選択薬の組み合わせ
が多く、バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）を除くとβ-ラ
クタム系薬に対する耐性菌であることがキーポイントと
なる。

   ① 広域β-ラクタマーゼによる耐性菌
      �ESBL産生腸内細菌目細菌や、カルバペネム
耐性緑膿菌とカルバペネム耐性アシネトバク
ター属菌、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌
のうちカルバペネマーゼを産生する細菌。ESBL産
生腸内細菌目細菌は第3世代セファロスポリンまで
耐性化するが、カルバペネマーゼ産生菌は全ての
β-ラクタム系薬に耐性を示す。

　② β-ラクタマーゼ以外の耐性菌
       β-ラクタム系薬は産生しないが、ペニシリン系薬や

セフェム系薬に耐性化する菌として、MRSAやペ
ニシリン耐性肺炎球菌がある。これは細胞壁にβ-
ラクタム系薬が結合しないように細胞壁成分を変化
させることで耐性化している。なお、Enterococcus
属はもともとセフェム系薬には耐性（自然耐性）な
ので感受性は測定しない。

　2）複数の抗菌薬に同時耐性となる菌
緑膿菌やアシネトバクター属菌は、もともとβ-ラクタム系
薬には耐性である（自然耐性）ため、単一の薬剤耐性
メカニズムを確認するのではなく、作用メカニズムの
異なる複数の抗菌薬に同時に薬剤耐性となる細菌
を確認した場合に限り感染対策を行う。感染対策上
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感染症法の届出疾患は、公衆衛生としてまん延防止を
目的とし、対象微生物を絞っている。そのため、そこに関
連した微生物についても、検出時には最低限の感染対
策ができるようにしなければならない。
薬剤耐性菌とは異なり、多くの疾患が市中感染によるも
ので、疾患名と対象微生物の関連性が分かりやすく、
発生が確認された場合は主治医や検査室は感染対策
部門と連携が取れるような体制づくりが必要になる。

　①  二類感染症や三類感染症は発生頻度は少ない
が、病原性の高さから１例でも出た場合には、迅速
に適切な対応が求められる。

   ②  レジオネラ肺炎（四類）は、レジオネラ菌に汚染され
たエアロゾル化した水を吸入により起こす。温泉や
宿泊施設のような公衆場のみならず、院内施設の
調整不良によっても起こすことが知られている。院内
発生した場合は、迅速に感染源となる場所（水道や
冷却設備など）を特定して対応することが必要とな
る。

　③  梅毒（五類）は近年増加している。主に異性間性交
渉により罹患するため院内感染の原因微生物とし
て問題にならない。発生した場合には届出が出てい
るかの確認を行う。

　④  髄膜炎菌性髄膜炎の原因微生物は髄膜炎菌であ
る。髄膜炎菌は急性期患者の気道からの飛沫感　
染で罹患するので、飛沫感染対策が必須になる。

で重要な細菌は薬剤耐性緑膿菌（MDRP）と薬剤耐
性アシネトバクター（MDRA）の2つであり、これらは
従来では耐性化しにくいカルバペネム系薬とアミノグリ
コシド系薬、ニューキノロン系薬の３系統に同時耐性を
確認することがキーポイントとなる。さらに、緑膿菌やアシ
ネトバクター属菌は、カルバペネム系薬に耐性となった
場合に、メタロβ-ラクタマーゼ（MBL）産生菌かどう
かをチェックしなければならない。もしMBL産生菌であ
れば３剤耐性にならなくても接触感染対策の強化が必
要となるので、併せてチェックが必要になる。

　3）プラスミドを介した薬剤耐性菌
　① ESBL産生腸内細菌目細菌
　② カルバペネマーゼ産生菌（カルバペネム耐性腸内
　細菌目細菌や薬剤耐性緑膿菌、薬剤耐性アシネトバク
　ターの一部）
　③ バンコマイシン耐性腸球菌のうちvanA遺伝子や
　vanB遺伝子を持つもの
　4）Clostridioides difficil　

日常的に薬剤耐性が問題になる機会がないが、接触感
染対策を行うことや発生頻度が増加する要因が薬剤
耐性菌と同じ対応になるため、感染対策としては薬剤
耐性菌の1つして捉えることもできる。

（２）感染対策が必要な薬剤耐性菌以外の主な細菌
　１）感染症法に関連した微生物

表１　主な院内感染関連微生物その１　薬剤耐性菌
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飛沫感染対策が十分に行われないまま対応した職
員については化学予防を迅速に行う必要があり院
内の連携が重要になる。

   2）真菌と寄生虫
真菌と寄生虫は発生頻度が少ない。

　①  真菌
　　i.  カンジダ
         カテーテル関連血流感染や術後感染の原因微生

物として検出される機会が多い。
      ii.  アスペルギルス、接合菌（ムーコルなど）
         不適切な医療機材の管理や施設改修・改築工事

に伴って増える機会がある。院内改修工事では、
養生がしっかり行えるのか計画の段階から関わり
が必要になる。

      iii.  クリプトコックス
         免疫低下に伴う呼吸器疾患や髄膜炎が問題にな

る。環境や鳥類が感染リスクの一つとも言われてい
る。Cryptococcus gattiiは輸入感染症としても注
目されている。

　②  寄生虫・その他
　　i. 寄生虫
         ヒト-ヒト感染を起こすものかどうかの判断を最初に

行う。原虫症のうちクリプトスポリジウムはアルコール
が無効で感染力が高いためしっかりと対策が必要

になる。
      ii.  その他
         疥癬はヒゼンダニが感染することにより起こす疾患

です。中でも角化型疥癬は、感染している疥癬の
数が非常に多く重度の疥癬である。そのため、通
常の疥癬に比べて感染しやすくなる。

（３）感染対策が必要な主なウイルス
　表２に主なウイルスを取り上げる。

ウイルス性疾患の多くは、市中から持ち込まれるウイルス
が多く問題になるが、ロタウイルスやRSウイルスなどの小
児関連ウイルス、ノロウイルスのように全年齢で対象とな
るウイルスまで多様化している。また、感染経路別予防策
も異なり、空気感染、飛沫感染、接触感染と血液媒介感
染について確認をする。院内感染対策上の基本再生
産数が高い、麻疹ウイルスや水痘・帯状疱疹ウイルスと
いった空気感染を起こすウイルスや風疹ウイルスやムン
プスウイルスといった飛沫感染を中心とした感染伝播を
するものが重要である。ウイルスの検査には抗原検査と
抗体検査、行政検査があり、検査室診断は臨床的意義
が高いため、どの検査を行うのか確認する必要がある。
また、抗体検査はIgGやIgMなどの免疫グロブリンの種
類、ELISA法やHI法といった測定原理により感度・特異
度も異なるので、測定の目的を明確にしておく必要があ
る。

表 2　主な院内感染関連微生物その 3 ウイルス
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3．注目すべき新型コロナウイルス以外のウイルス

（１）麻しん
　1）麻しんの発生動向菌

図１は2008〜2020年までの麻しんの届出状況です。
2019年は大きな流行があったが、2020年は新型コロナ
ウイルス感染症の流行に併せて発生届出数の減少が
見られる。2020年に発生届出のあった麻しんについて
分離株を調べたところ全てD8型であった。D8型は東
南アジア流行株で輸入感染事例として確認されてい
ることから日本国内での発生は現在は確認されていな
い。今後、海外渡航が緩和されると麻しんの輸入事例
も増えるかもしれない。
　2）麻しんの発生動向

麻しんの診断検査は、血清学的にIgG抗体やIgM抗
体の上昇を確認することが多いが、IgM抗体を測定す
る場合、発症後では抗体価が十分に上昇していない
ため見過ごす可能性がある。そのため、IgM抗体のみ
では十分に麻しんの診断ができないため、行政検査
で麻疹ウイルスのPCR検査追加実施すること良い。

（２）感染性胃腸炎
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、市民の感染
予防の意識が高まっている。特に手指衛生への関心
度は高くなった影響をうけ、冬季に流行を起こすノロウ
イルス感染症、ロタウイルス感染症は減少をしてい
る。ロタウイルス感染症に関しては2019年に小児を対象
としたワクチン接種が定期接種へと変更されたことも大
きく影響しているが、ノロウイルス感染症は今後も流行

することを想定しながらの対応が必要になる。

4．注目すべき薬剤耐性菌　
薬剤耐性菌は抗菌薬の不適切な使用と不適切な感
染対策を行うことで拡がる。これは広域抗菌薬の投
与により、薬剤耐性菌が選択的に増加する選択圧と周
囲に保菌者が多く存在する保菌圧が高くなるからであ
る。薬剤耐性菌のうち、腸内細菌目細菌は、院内のみな
らず市中感染による感染拡大が問題視されている。特
に、小児や高齢者、基礎疾患を持つ患者で薬剤耐性
菌による感染症を発症し難治化することが知られてい
る。
検査室では、薬剤耐性菌の検出と報告を確実に行え
るような体制を整えること、検出時は耐性メカニズ
ムをしっかりと確認し、院内感染対策を支援するこ
とがキーポイントとなる。

（１）薬剤耐性菌の拡がり
薬剤耐性菌は、抗菌薬の不活化、排泄、作用部位の
変異など色 な々耐性メカニズムを有している。また、耐性
メカニズムは本来耐性である（内因性耐性）と他菌か
ら耐性メカニズムを獲得する（外因性耐性）の2つあり、
中でもプラスミドによる耐性遺伝子による耐性遺伝
子が伝播する細菌が注目されている。プラスミド由来の
耐性菌には国内型と海外型があり、カルバペネム耐性
腸内細菌目細菌（CRE）については、海外型が検出さ
れる機会が増えている。

（２）薬剤耐性菌によるアウトブレイク
薬剤耐性菌は検出された場合には既に水面下で蔓延

 

図 1 . 2008 〜 2020 年の麻しんの発生届出数
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していることがある。そのため、１例目を早めに確認し、
早期対策を行うことでアウトブレイクを阻止することが可
能になる。薬剤耐性菌の種類は多いので、検査室で
はアウトブレイクの基準を満たしたことが確認され
ればアラートを流すことが必要である。特に分離頻
度が少ない薬剤耐性菌の場合は１例目をもってアウトブ
レイクとしているものがあり直ぐに対応しなければならな
い。

（３）薬剤耐性菌の確認方法
検査室で行っている薬剤耐性菌の確認方法は3通りあ
る。

1）スクリーニング培地による確認
    MRSAやバンコマイシン耐性腸球菌（VRE）、ESBL産

生腸内細菌目細菌、CREなどは、糞便や喀痰、尿など
の常在菌が同時に発育する場合に、薬剤耐性菌が隠
れて検出されないことがある。スクリーニング培地を
活用し、選択的に行うと薬剤耐性菌の確認が早
く行えるが、最終的には薬剤感受性の結果との照合
が必要である。スクリーニング培地は1枚あたりのコスト
が高く、それを考慮すると対象患者を絞りながら使うこと
が必要である。

2）薬剤感受性結果による確認
    MRSAやペニシリン耐性肺炎球菌（PRSP）、VREは、

薬剤感受性結果で薬剤耐性菌かどうか判断をする。
これは、MRSAであればオキサシリンかセフォキシチン、
PRSPであればペニリシン、VREであればバンコマイシ
ンと、指標薬により薬剤耐性菌のメカニズムが確認でき

るからである。この場合は耐性菌検査は不要である。
3）耐性菌検査による確認
    ESBLはセフタジジムやセフォタキシムなどの第3世代セ

フェムと指標薬は分かりやすいが、AmpCも同じ指標
薬で確認行うため、耐性菌検査による耐性メカニズム
の確認が必要である。CREも同じくカルバペネムを産
生するCPEとそうでないnon-CPEの確認は接触感染
対策を強化する上で重要な耐性メカニズムの確認に
なる。加えてCPEにESBLが混合することもあり、場合に
よっては遺伝子検査による耐性菌の確認が必要な場
合もある。

5．各種薬剤耐性菌　
 1）MRSA
     現在、Staphylococcusは45種類、25亜種が存在す

る。中でもコアグラーゼを産生するS. aureusは病原性
も高く、MRSAは治療や感染対策の上で一番問題に
なる細菌である。メチシリン耐性のメカニズムはペニシリ
ン結合蛋白（PBP）の変異であり、その殆どはmecA
遺伝子によりPBP2がPBP2aへ変異をすること
でβ-ラクタム系薬が耐性になる。

 2）ペニリシン耐性のMSSA
     ペニシリナーゼ産生によりペニシリン耐性となるメチシリ

ン感受性黄色ブドウ球菌（MSSA）がある。本来はペ
ニシリン耐性と判断しないといけないが、ペニシリナー
ゼ感受性菌のうちペニシリンに感受性を示す菌が存
在します。その場合は、ペニシリナーゼの確認を行わ
なければならない。ペニシリナーゼの確認にはペニ
シリンゾーンエッジテストとニトロセフィン法があるが、
ペニシリンゾーンエッジテストの方がニトロセ
フィン法に比べて検査感度も良い。

 3）その他のStaphylococcusに関する最近の話題
     StaphylococcusはMALDI-TOF MSや遺伝子検

査の導入に伴い複雑化している。そのためメチシリン
耐性菌検出のカテゴリーも複雑になっている。中でも
Staphylococcus argenteusは、S. aureusから分離さ
れた新菌種で、病原性もS. aureusに近く、メチシリン耐
性メカニズムもS. aureusと同じである。そして、MRSA
の判定にS. aureusではセフォキシチンをメチシリン耐

図 2 アウトブレイクの基準
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性菌の指標薬にするが、コアグラーゼ陰性ブドウ球菌
についてはオキサシリンを指標薬とする。

 4）VRE
     Enterococcusのうち、Enterococcus faecalis

とEnterococcus  faec ium が多く分離される。
Entrococcusはセフェム系薬やアミノグリコシド系薬、
サルファ剤は自然耐性（本来耐性菌である）であり、治
療薬選択の幅は元々狭い。また、VREは１例目が検出
されると水面化で拡散していることが多く、アウトブレイ
クに気づくのが遅くなる。そのため、VREをいち早く確
認することは感染対策上重要である。日本で分離され
るVREはバンコマイシンとテイコプラニンの両方に高
度耐性を示すvanA型とバンコマイシンには高度耐性
を示すが、テイコプラニンには感受性を示すvanB型の
２つのVREが検出される。2021年は大阪府、静岡県、
広島県で分離率が高かった。

 5）PRSP
     COVID-19の流行後に分離率が大きく減少した細菌

である。ヒトの常在菌で飛沫感染による伝播を繰り返
し、莢膜産生菌のため免疫回避を起こし、肺炎や髄
膜炎を起こす代表的な細菌。特にインフルエンザ罹
患後の二次肺炎では分離率が高いことが知られてい
る。PRSPは五類感染症で基幹定点報告が必要であ
るが、PRSPは疾患と検査材料を考慮して感受性の
判定が必要になる。そのため、注射剤で治療する場合
は肺炎と髄膜炎では判定基準が異なることが特徴で
ある。

 6）ESBL産生腸内細菌目細菌
     E. coli、Klebsiella pneumoniae、K. oxytoca、

Proteus mirabilisで第3世代セフェムに耐性を示す
場合、ESBLを疑うため耐性菌検査によりESBLの確
認が必要である。ESBLは、β-ラクタマーゼのうちセリン
型β-ラクタマーゼ産生菌でありプラスミドによる耐性遺
伝子が他の菌に伝播する形式を取る。また、セフェム
系薬のうちセファマイシンやオキサセフェムには感受
性になる特徴がある。JANISの報告では、E. coliとK. 
pneumoniaeは日本での分離率が上昇しており、地域
差はあるもののE. coliでは分離率が20％を超えてい
る。

     ESBLの耐性菌検査では、ダブルディスク法やダブル
ディスクシナジー法によりクラブラン酸（CVA）を用いた
3世代セフェムとの阻害確認を行う。CVAはペニシリ
ナーゼを強く阻害するため、阻害反応が確認された場
合はESBLを強く疑うことができる。

 7）CRE
     CREではカルバペネマーゼ産生菌（CPE）が重要であ

り、mCIM法やCarbaNP法で一度スクリーニングを行
い非産生菌（non-CPE）との区別する。CPEはESBL
と同じくプラスミド上に耐性遺伝子があり、菌種を隔て
て耐性遺伝子の授受が行われる。CPEではIMP型
をはじめとした国内分離株とKPC型やNDM型といっ
た海外分離株を発生頻度を確認する上で区別が必
要になる。CPEはmCIM法で殆どの株で確認ができ
ること、ボロン酸やSMA阻害を確認することでβ-ラクタ
マーゼの種類も分けることができる。

     KPC型はESBLと同じセリン型β-ラクタマーゼを産生
する菌であるがCVA阻害やSMA阻害はなく、ボロン
酸による阻害反応を確認をする。IMP型やNDM型は
メタロβ-ラクタマーゼ（MBL）産生菌でありSMAによる
阻害反応を確認するが、NDMの場合は、β-ラクタマー
ゼの活性が強いため、阻害帯が十分に確認できない
場合があるため慎重に確認を行う。

     また、CPEは感受性を実施するとカルバペネム系薬が
低感受性になることがあり見逃す可能性がある。特に
イミぺネム感受性での検出率が低く、メロぺネムを指標
薬として検出しなければならない。今後も新しいCPE/
CREが出現する可能性があり、発生頻度が少ない耐

表 3 表現系によるメチシリン耐性 Staphylococcus の確認
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性菌であるが、VREと同様に１例検出されると既に水
面化で拡がっている可能性があり、早期からCREを検
出できるような検査体制を構築することが必要である。
そして、１例検出された場合は、過去に遡り同様の菌
が検出されていないかサーベイランスを強化するととも
に、スタッフへの教育啓発活動を実施するなど、アウトブ
レイクを最小限にすることが重要である。

 8）MDRP
     感染症を起こした場合、五類感染症（基幹定点）で届

出が必要である。カルバペネムとアミノグリコシド、フルオ
ロキノロンの３系統の抗菌薬に同時耐性となった場合
にMDRPと判断する。CREと同様にMDRPにはカル
バペネマーゼ産生菌と非産生菌が存在し、特にカル
バペネム耐性菌はSMAテストを実施してMBLの確認

を行う。MBLはプラスミドによる耐性遺伝子が伝播を
起こし拡散をするが、MBL非産生菌はポーリン孔が
変異もしくは欠損しカルバペネム系薬が耐性化する。
JANISの報告ではMDRPの報告は年々減少して
おり、施設内の分離率が高くなった場合はアウ
トブレイクを疑うことになる。CREと同じくサー
ベイランスの強化とスタッフ教育が重要である。

6．感染対策における検査室の活用

　1）抗菌薬使用量と薬剤耐性菌の関係
    薬剤耐性菌は抗菌薬の使いすぎで発生しやすい。特

にP. aeruginosaは広域抗菌薬の使用量が増えると耐
性率もあがることが知られている。そのため、薬剤耐性
菌の発生率と広域抗菌薬の使用量を比較することは
大切である。図3はある病院のMEPMとTAZ/PIPCの
感受性率と使用量を比べたものですが、使用量に合わ
せて感受性率が低下していることがわかる。

    一方、抗菌薬の使用量はAUD（antimicrobial use 
density）とDOT（days of therapy）により算出され、
AUDは1日あたりの抗菌薬総使用量を1000ベッド単位
で算出した評価方法で特定期間の使用量が多い場
合に高くなり、DOTは特定期間の使用期間の評価方
法で使用期間が長くなると高くなる。AUDをDOTで徐
した数値が1に近づくにほどWHOが提唱するDDDに

表 4 CPE の特徴と検査法

図３　抗菌薬使用量と感受性率の関係

KPC型 IMP,VIM型 OXA型

β -ラクタマーゼの種類 セリンβ -ラクタマーゼ セリンβ -ラクタマーゼ セリンβ -ラクタマーゼ

Amblerの分類 A B D

検出の多い菌種 K.pneumoniae K.pneumoniae K.pneumoniae

その他の菌種 E.coli,E.cloacae E.coli,E.cloacae E.coli,E.cloacae

分解可能なβ -ラクタム ペニシリン,セファロスポリン,
カルバペネム

ペニシリン,セファロスポリン,
カルバペネム

ペニシリン,セファロスポリン,
カルバペネム

検査法 mCIM
CarbaNP

mCIM
SMAテスト,EDTA,CarbaNP

mCIM
テモシリン

β -ラクタマーゼ阻害剤 ボロン酸 EDTA,SMA ー
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近づいていることを表している。
    本結果から導いた結果をもとに考察をすると、2018年

移行はCFPMの出荷制限、2019年度にCOVID-19の
流行が始まったことからMEPMとTAZ/PIPCの使用
量が増えたことから急に感受性率が下がっていること
が推測される。

　2）汚染された環境から分離される細菌
    図5にしめしたが、耐性菌がアウトブレイクする要因の

一つに病院環境から感染が拡がることがある。どの
細菌が蔓延したかによって環境要因も異なるが、環
境中に定着している場所には特徴がある。例えばP. 
aeruginosaであれば手洗いシンク、吸引器具、人工呼
吸器、経管栄養剤、製氷器、気管支鏡、消化器内視
鏡などが問題になってきたため、発生した患者の共通
性を確認することで感染源が特定できることがある。特
に、CREはシンクの周囲の汚染が原因で感染拡大す
ることが話題となっている。

　3）材料評価をしっかりと行い検体の品質管理を行う。
    喀痰は肺炎の原因微生物を確認するために必要

な検査材料である。喀痰の材料評価が良い場合
は、市中肺炎ではStreptococcus pneumoniaeと
Haemophilus influenzaeが分離されることが知られて
いる。一方、喀痰採取時に唾液が多量に混在すると口
腔内細菌との区別が困難になり検出率に影響が出た
り、常在菌を起炎菌と誤った判断をして適切な抗菌薬
選択ができなくなる。喀痰の品質評価法にGeckler

分類があり、多核白血球と扁平上皮をカウント
して分類することは、良質な喀痰かどうかの判
断に必要であり検査室では常に確認を行う。

     

7．微生物検査室の運用は、院内実施が良いか、外部

委託が良いか　
検査部門は必要な情報を事実として提供する部門で
あり、感染対策では無くてはならない。微生物検査室が
院内に無い病院も多いが、外部委託化している場合で
も上手く利用していかなければならない。しかし、院内
実施の方が、外部委託よりフットワークも軽く、メリットが大
きくなる。一方、院内実施の場合でも、医師との連携を
上手く行い、グラム染色などの検査結果の迅速報告を
上手く活用することで抗菌薬適正使用をすることができ
る。アウトブレイクが起きた場合は迅速な対応ができるよ
うに検査室と予め体制を整えて必要がある。

8．おわりに　
新型コロナウイルス感染症流行下であっても、それ以前
から問題視されてきた病原微生物への対策は継続し
て行わなければならない。特に、新型コロナウイルス感
染症流行前後で変化が起きているため感染症の発生

表５　汚染環境からのアウトブレイク事例とその分離菌

表６　喀痰の Geckler 分類

要因 院内⾃主運営 院内委託運営 全⾯外部委託

採取から検査までの時間 数時間 数時間 1⽇以上

中間報告 可能 可能 困難

検査の追加 可能 ⼀部可能 困難

報告時間の遅延 なし なし あり

グラム染⾊報告 可能 可能 困難

医師との連携 可能 困難 ほぼ不可能

アウトブレイクの発⾒ 迅速 ほぼ迅速 困難

疫学解析 可能 ⼀部可能 困難

部⾨・部署の連携 可能 ⼀部可能 困難

表 7 微生物検査室の運営方法別特徴
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動向には注意を払う必要がある。そのうち、薬剤耐性菌
は見過ごされている可能性があり、常に新しい検査法
についてアップデートを行い、発生状況と抗菌薬使用
量に気を配りながら対応することが必要である。検査室
が活発に動けば院内感染が減少し、患者が適切な医
療を受けやすくする必要がある。


