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会　　　期　2008年 8月30日（土）13：00～18：00（展示 9：00～18：00）
 31日（日） 9：30～17：30（展示 9：00～16：30）

会　　　場　仙台国際センター
　　　　　　　〒980-0856　仙台市青葉区青葉山無番地
　　　　　　　TEL：022-265-2211（代表）

参加登録費　3,000円
　　　　　　※  8 月 30日 13時からの「IDATEN日本感染症教育研究会」への参加には、別途

受付が必要となります。（詳細P.20ご参照）
　　　　　　　 また、8月31日 14時からの『日本感染管理ネットワーク東北支部・発足記念講

演会 「サーベイランスデータの活用法」』参加は、日本感染管理ネットワーク会員の
方に限定しております。

　　　　　　※  8月 31日のランチョンセミナーは、席数に限りがありますので、ランチョンセミ
ナーデスク（2階ロビー）にて、「ランチョンセミナー整理券」をお受け取りください。

　　　　　　※ 本フォーラム参加者は、ICD（インフェクションコントロールドクター）認定更新
のため単位（2単位）、日本医師会生涯教育制度の単位（3単位）、滅菌技士認定制
度の単位（5単位）を取得できます。なお、「薬剤師のための IC ワークショップ」
受講者には東北病院薬剤師会単位（1単位）、日本薬剤師研修センター単位（1単位）
も付与されます。

主　　　催　東北感染制御ネットワーク

共　　　催　 東北大学大学院医学研究科 内科病態学講座 感染制御・検査診断学分野、株式会社エ
スアールエル、株式会社エムエス、花王プロフェッショナル・サービス株式会社、東
京サラヤ株式会社、株式会社ジェイ･エム･エス、塩野義製薬株式会社、ジョンソン・
エンド・ジョンソン株式会社、第一三共株式会社、大正富山医薬品株式会社、大日本
住友製薬株式会社、日本感染症教育研究会（IDATEN）、万有製薬株式会社、ファイザー
株式会社、ベックマン・コールター株式会社、マイラン製薬株式会社、明治製菓株式
会社、吉田製薬株式会社

第1回 東北感染制御ネットワークフォーラム
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第1回 東北感染制御ネットワークフォーラム

共　　　賛　＜展示会＞
　　　　　　 アイエ書店 医書センター、有限会社アースブルー、株式会社エスアールエル、NPO

法人日本医療教育プログラム推進機構、株式会社エムエス、花王プロフェッショナル・
サービス株式会社、健栄製薬株式会社、サラヤ株式会社、株式会社ジェイ・エム・エス、
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社、テルモ株式会社、株式会社ニチオン、扶
桑薬品工業株式会社仙台支店、ベックマン・コールター株式会社、株式会社メディコン、
株式会社モレーン　コーポレーション、吉田製薬株式会社

　　　　　　＜広告＞
　　　　　　 アークレイマーケティング株式会社、アステラス製薬株式会社、花王プロフェッショ

ナル・サービス株式会社、塩野義製薬株式会社、株式会社シバタインテック、シーメ
ンスメディカルソリューションズ・ダイアグノスティクス株式会社、積水メディカル
株式会社、第一三共株式会社、大日本住友製薬株式会社、武田薬品工業株式会社

後　　　援　宮城県、仙台市、宮城県医師会、仙台市医師会、東北厚生局

事　務　局　東北感染制御ネットワーク　事務局
　　　　　　　東北大学大学院医学系研究科　感染制御・検査診断学分野
　　　　　　　〒980-8574 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1
　　　　　　　TEL：022-717-7373　FAX：022-717-7375
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【1日目】　8月30日（土）
会場名 第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 展示会場 日本臨床微生物学会

教育セミナー会場 会場名
部屋名 大ホール 白橿1 白橿2 小会議室1 小会議室2 桜1 桜2 部屋名
フロア 2階 3階 3階 1階 1階 2階 2階 フロア
8:00 8:00

9:00 9:00

10:00 10:00

11:00 11:00

12:00 12:00

13:00 13:00

14:00 14:00

15:00 15:00

16:00 16:00

17:00

18:00

17:00

18:00

【2日目】　8月31日（日）
会場名 第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 展示会場 日本臨床微生物学会 

教育セミナー会場 会場名
部屋名 大ホール 白橿1 白橿2 小会議室1 小会議室2 桜1 桜2 部屋名
フロア 2階 3階 3階 1階 1階 2階 2階 フロア
8:00 8:00

9:00 9:00

10:00 10:00

11:00 11:00

12:00 12:00

13:00 13:00

14:00 14:00

15:00 15:00

16:00 16:00

17:00

18:00

17:00

18:00
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薬剤師のための
ICワークショップ

IDATEN日本感染症
教育研究会“杜の都”
米国式感染症科
ケースカンファレンス

日 程 表

隔離予防策のため
のCDCガイドライン

2007
医療環境における多剤
耐性菌管理のための
CDCガイドライン2006

開会挨拶

リスク・コミュニケーション・
ワークショップ　MDRP感染
症事例におけるマスコミ対応  
ケース・シミュレーションに
基づく模擬記者会見！

C.difficile アウトブレイ
クビデオシミュレーション
セミナー  －Clostridium 
difficile 関連疾患
(CDAD)の感染対策－

展示会/
市民向け展示会

ランチョンセミナー

第15回日本臨床
微生物学会
教育セミナー

※第1会場にて
「第15回日本臨床
微生物学会教育
セミナー」

「第1回東北感染
制御ネットワーク
フォーラム」
共催

薬剤耐性菌制御
ワークショップ

ベストプラクティス部会
ポスターセッション

感染管理
ベストプラクティス部会

シンポジウム

ランチョンセミナー1
予防医療における肺炎球菌ワク
チンの応用について　－高齢化
社会における予防医療の実践－

ランチョンセミナー4
経腸栄養バッグ完全
ディスポ化によるメリット

「バランスト・スコアカー
ド」スキルアップー医療

への応用
米国中材学会

（IAHCSMM）および欧州
中材学会（WFHSS）参加
からの新しい知見

感染制御における最近
の話題－CJDプリオン
への対応も含めて－
閉会挨拶

日本感染管理ネットワーク・
東北支部発足記念講演会
 サーベイランスデータの

活用法

ランチョンセミナー2
チーム力と感染制御

－微生物検査情報の活用－

ランチョンセミナー5
手荒れをあきらめて
いませんか

ランチョンセミナー3
抗菌薬の適正使用

ランチョンセミナー6
変わりつつある手術部位
感染（SSI）対策 －手技、
管理、抗菌薬－

感染制御ベーシック
レクチャー Ｑ＆Ａ
話題の微生物－セラ
チア、薬剤耐性菌、
ノロウイルスなど－

感染制御ベーシック
レクチャー Ｑ＆Ａ
感染制御における
キーポイント：－標準
予防策など－

第15回日本臨床
微生物学会
教育セミナー

ランチョンセミナー

第15回日本臨床
微生物学会
教育セミナー

展示会/
市民向け展示会
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第1回 東北感染制御ネットワークフォーラム

8月 30日（土）

第1会場（大ホール）

12:50～ 13:00 開会挨拶

13:00～ 14:00 隔離予防策のためのCDCガイドライン2007

座　長：小林　寛伊　（東京医療保健大学　学長）

演　者：矢野　邦夫　（県西部浜松医療センター）

共催：吉田製薬株式会社

14:00～ 15:00 医療環境における多剤耐性菌管理のためのCDCガイドライン
2006

座　長：金光　敬二　（福島県立医科大学　医学部感染制御・臨床検査医学講座）

演　者：満田　年宏　（横浜市立大学附属病院　感染制御部）

共催：ファイザー株式会社

15:00～ 16:30 リスク・コミュニケーション・ワークショップ　
MDRP感染症事例におけるマスコミ対応
ケース・シミュレーションに基づく模擬記者会見！

司　会：光武耕太郎　（埼玉医科大学国際医療センター　感染症科・感染制御科）
　　　　加來　浩器　（東北大学大学院内科病態学講座　感染制御・検査診断学分野）

コメンテーター：
　　　　井上　和彦　（テレビメディア　ジャーナリスト）
　　　　髙坂　哲郎　（新聞メディア　日本経済新聞国際部）

チーム山形
　　　　医　　師：鵜飼　克明　（置賜総合病院）
　　　　看 護 師：川合由美子　（山形大学医学部附属病院　看護部）
　　　　検査技師：佐藤　延子　（東北大学病院　検査部）

チーム岩手
　　　　医　　師：櫻井　　滋　（岩手医科大学附属病院）
　　　　看 護 師：福田　祐子　（岩手県立中央病院　院内感染対策室）
　　　　検査技師：鈴木　　隆　（大崎市民病院　臨床検査科）

※ 当日受付、会場の入口及び該当会場内にてセッションの理解を深めていただくための資料配布を予定し
ております。ご不明な点、当日係員にお気軽にお尋ねください。

共催：マイラン製薬株式会社
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16:30～ 18:00 C.diffi  cile アウトブレイクビデオシミュレーションセミナー
－Clostridium diffi  cile 関連疾患（CDAD）の感染対策－
司　会：満田　年宏（横浜市立大学附属病院　感染制御部）

1．日本環境感染学会教育委員会CDADアウトブレイク導入ビデオ

2．司会者による趣旨説明

3．臨床像
　　　　國島　広之　（東北大学大学院内科病態学講座　感染制御・検査診断学分野）

4．臨床検査
　　　　長沢　光章　（東北大学病院　検査部）

5．アウトブレイク調査
　　　　加來　浩器　（東北大学大学院内科病態学講座　感染制御・検査診断学分野）

6．感染管理
　　　　宮城　由梨　（東北厚生年金病院）

7．総括&クロージング・スライドショー
　　　　満田　年宏　（横浜市立大学附属病院　感染制御部）

第2会場（白橿1）

13:00～ 17:45 IDATEN日本感染症教育研究会“杜の都”米国式感染症科
ケースカンファレンス

招聘講演 　13:00－14:00
　「緑膿菌感染症　－組織侵入性と薬剤耐性も含めて－」
　座　長：大曲　貴夫　（静岡県立静岡がんセンター）
　演　者：平潟　洋一　（東北大学大学院内科病態学講座）

休憩 　14:00－14:10

IDATEN　活動報告および症例呈示 　14:10－17:45
　司会・進行：大野　博司　（洛和会音羽病院　感染症科）
　　　　　　　森澤　雄司　（自治医科大学附属病院　臨床感染症センター）
　　　　　　　本郷　偉元　（武蔵野赤十字病院感染症科）

　［IDATEN　活動報告］　14:10－14:15
　　大曲　貴夫　（静岡県立静岡がんセンター）

　［症例提示1］　14:15－15:00
　　担当・発表：三苫　　悠　（秋田市　中通総合病院　総合内科）

　［症例提示2］　15:00－15:45
　　担　　　当：千葉　　大　（八戸市民病院　救命救急センター）

　［ティーブレイク］　15:45－16:30
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第1回 東北感染制御ネットワークフォーラム

　［情報提供］　16:30－16:45
　　大日本住友製薬株式会社　学術企画部

　［症例提示3］　16:45－17:30
　　担　　　当：神田　暁郎　（仙台市立病院　内科・感染症科）
　　発　　　表：木村　　浩　（仙台市立病院　内科・感染症科）

　［特別発言］　17:30－17:45
　　賀来　満夫　（東北大学大学院内科病態学講座　感染制御・検査診断学分野） 

共催：日本感染症教育研究会（IDATEN）／大日本住友製薬株式会社

第3会場（白橿2）

14:00～ 16:30 薬剤師のための ICワークショップ
※東北病院薬剤師会単位（1単位）、日本薬剤師研修センター単位（1単位）認定

司　会：白石　　正　（山形大学附属病院薬剤部）
　　　　平賀　　元　（八戸市立市民病院薬局）

1．「感染制御専門薬剤師の役割－大規模における具体的取り組み－」
　　演　者：小野寺直人　（岩手医科大学附属病院　感染対策室）

2．「中小病院における薬剤師の院内感染対策への取り組み」
　　演　者：後藤　敏晴　（秋田県成人病医療センター薬剤科）

3．「八戸市立市民病院における抗菌薬適正使用の取り組み」
　　演　者：田村　健悦　（八戸市立市民病院薬局）

指定演題

「抗MRSA薬のTDMソフトの紹介」
　　明治製菓株式会社　学術部

4．「消毒薬適正使用と医療安全」
　　演　者：由良　温宣　（東北労災病院薬剤部）

5．「SSI サーベイランス活動報告」
　　演　者：庄司　知摩　（鶴岡市立荘内病院薬局）

教育講演　「感染制御専門薬剤師制度」
　　演　者：白石　　正　（山形大学附属病院薬剤部）

共催：東北病院薬剤師会、宮城県薬剤師会、明治製菓株式会社
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8月 31日（日）

第1会場（大ホール）

9:30～ 11:30 感染管理ベストプラクティス部会シンポジウム

①パネルディスカッション「感染管理ベストプラクティス」　9：30－10：30
　座　　長：森下　幸子　（医療法人永広会）
　　　　　　小山田厚子　（独立行政法人国立病院機構宮城病院）

　パネリスト：藤田　直久　（京都府立医科大学　感染制御・検査医学）
　　　　　　土井　英史　（特定非営利活動法人日本感染管理支援協会）
　　　　　　吉田　理香　（近畿大学医学部附属病院）
　　　　　　富田　典子　（秋田大学医学部附属病院）

②ベストプラクティス部会　活動報告 　10：30－11：30
　座　　長：中村智代子　（仙台赤十字病院）
　　　　　　赤平　恵美　（青森県立中央病院）

　ベストプラクティス部会の活動概要
　部 会 長：残間　由美子　（財団法人宮城厚生協会坂総合病院）

　事例発表「 感染リスクを考慮したイラストマニュアルの作成とチェックリストによる
評価と標準化／おむつ交換・薬剤の混合・吸引、ICT活動での活用、業務改善・
地域連携への展開など」

　発 表 者：相内慎太郎　（特別養護老人ホーム花水木）
　　　　　　木村　玲子　（財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院　薬剤部）
　　　　　　坂本　弘子　（三戸町国民健康保険三戸中央病院　看護部）
　　　　　　木下　里美　（福島県立南会津病院　看護部）
　　　　　　高橋　律子　（米沢市立病院　人口透析室医療安全管理室兼務）
　　　　　　佐々木久美子　（財団法人秋田県成人病医療センター　看護部）

共催：花王プロフェッショナル・サービス株式会社

14:15～ 15:30 「バランスト・スコアカード」スキルアップー医療への応用

座　長：賀来　満夫　（東北大学大学院医学系研究科　感染制御・検査診断学）

演　者：髙橋　淑郎　（日本大学商学部／日本医療バランスト･スコアカード研究学会　会長）

共催：ベックマン・コールター株式会社

15:30～ 16:30 米国中材学会（IAHCSMM）および欧州中材学会（WFHSS）
参加からの新しい知見

座　長：三木　　祐　（国立病院機構　仙台医療センター）

演　者：土井　英史　（特定非営利活動法人日本感染管理支援協会）

共催：株式会社エムエス
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16:30～ 17:30 感染制御における最近の話題－CJDプリオンへの対応も含めて－

座　長：賀来　満夫　（東北大学大学院　感染制御・検査診断学分野）

演　者：大久保　憲　（東京医療保健大学大学院　感染制御学）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

17:30～ 17:40 閉会挨拶

第2会場（白橿1）

9:30～ 11:30 薬剤耐性菌制御ワークショップ

司　会：白石　　正　（山形大学附属病院　薬剤部）
　　　　國島　広之　（東北大学大学院内科病態学講座　感染制御・検査診断学分野）

演者：

1．地域における薬剤感受性について
　　　　小松真由美　（社団法人宮城県医師会健康センター）

2.　地域の薬剤師における抗菌薬適正使用支援
　　　　平賀　　元　（八戸市立市民病院　薬剤部）

3．診療所・老健施設における感染症と抗菌薬
　　　　國島　広之　（東北大学大学院内科病態学講座　感染制御・検査診断学分野）

4．一般病院（内科系）における感染症と抗菌薬
　　　　武田　博明　（済生会山形済生病院　内科）

5．一般病院（外科系）における感染症と抗菌薬（予防投与を中心に）
　　　　松本　　宏　（大崎市民病院　外科・中央病床感染管理部）

特別発言
　　　　渡辺　　彰　（東北大学　加齢医学研究所　抗感染症薬開発研究部門）

共催：大正富山医薬品株式会社

11:45～ 12:45 ランチョンセミナー1
予防医療における肺炎球菌ワクチンの応用について　－高齢化社
会における予防医療の実践－

座　長：佐藤　元美　（国民健康保険藤沢町民病院事業　事業管理者）

演　者：村上　智彦　（医療法人財団　夕張希望の杜　夕張市立診療所　所長）

共催：万有製薬株式会社
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13:15～ 14:15 ランチョンセミナー4
経腸栄養バッグ完全ディスポ化によるメリット

座　長：星野　悦子　（東北大学病院　看護部）

「集中調製方式による業務の効率化」
　演者1：川瀬みさ子　（ 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　看護部　NST専門療

法士）

「細菌増殖抑制のポイント」
　演者2：廣瀬　京子　（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　医療安全管理対策室）

共催：株式会社ジェイ・エム・エス

14:30～ 16:30 ベストプラクティス部会ポスターセッション　
各施設からのベストプラクティス事例ポスター発表

共催：花王プロフェッショナル・サービス株式会社

第3会場（白橿2）

9:30～ 11:30 感染制御ベーシックレクチャー Q&A　
話題の微生物－セラチア、薬剤耐性菌、ノロウイルスなど－

司　会：矢野　寿一　（東北大学大学院内科病態学講座　感染制御・検査診断学）

①セラチア
　　　　新井　和明　（東北大学大学院内科病態学講座　感染制御・検査診断学）

②薬剤耐性菌　　
　　　　金森　　肇　（東北大学大学院内科病態学講座　感染制御・検査診断学）

③ノロウイルス　
　　　　八田　益充　（福島県立医科大学　感染制御・臨床検査医学）

11:45～ 12:45 ランチョンセミナー2
チーム力と感染制御－微生物検査情報の活用－

座　長：高橋長一郎　（山形大学医学部附属病院検査部）

演　者：犬塚　和久　（JA愛知厚生連　安城更生病院）

共催：株式会社エスアールエル
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13:15～ 14:15 ランチョンセミナー5
手荒れをあきらめていませんか

座　長：白石　　正　（山形大学医学部附属病院　薬剤部）

演　者：菊地　克子　（東北大学病院　皮膚科）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

14:30～ 16:30 感染制御ベーシックレクチャー Q&A
感染制御におけるキーポイント：－標準予防策など－

司　会：山本　夏男　（東北大学大学院内科病態学講座　感染制御・検査診断学）

①標準予防策・感染経路別（接触・飛沫・空気）予防策

　　　　青柳　哲史　（東北大学大学院内科病態学講座　感染制御・検査診断学）

②院内ラウンドのチェックポイント（リスク評価に基づく対応）

　　　　遠藤　史郎　（東北大学大学院内科病態学講座　感染制御・検査診断学）

第4会場（小会議室1）

11:45～ 12:45 ランチョンセミナー3
抗菌薬の適正使用

座　長：武田　博明　（社会福祉法人　恩賜財団　済生会山形済生病院　統括診療部長）

演　者：徳江　　豊　（群馬大学医学部附属病院　感染制御部）

共催：第一三共株式会社

13:15～ 14:15 ランチョンセミナー6
変わりつつある手術部位感染（SSI）対策　－手技、管理、抗菌薬－

座　長：渡辺　　彰　（東北大学加齢医学研究所抗感染症薬開発研究部門）

演　者：竹末　芳生　（兵庫医科大学　感染制御学）

共催：塩野義製薬株式会社
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第5会場（小会議室2）

14:00～ 16:00 日本感染管理ネットワーク東北支部・発足記念講演会　
サーベイランスデータの活用法
※日本感染管理ネットワーク会員の方に限定しております。

座　長：菊池ひで子　（国立病院機構　仙台医療センター）

　　　　残間由美子　（財団法人　宮城厚生協会　坂総合病院）

演　者：操　　華子　（ 国際医療福祉大学小田原保健医療学部　看護学科／
国際医療福祉大学大学院　医療福祉学保健医療学専攻　看護学分野）

共催：東京サラヤ株式会社



要 旨 集
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隔離予防策のためのCDCガイドライン2007

座長：小林　寛伊（東京医療保健大学　学長）
演者：矢野　邦夫（県西部浜松医療センター）

2007 年の「隔離予防策のためのガイドライン」は 1996 年のガイドラインと同様に「標準予防策」と「感染
経路別予防策」から構成されている。また、「防護環境」が追加された。
［標準予防策］標準予防策に「呼吸器衛生 /咳エチケット」「安全な注射手技」「腰椎処置における外科用マス
クの装着」が追加された。従来の標準予防策は医療従事者を感染から守るためのものであったが、今回の追
加項目は患者を守ることに焦点を合わせている。
「呼吸器衛生 /咳エチケット」は SARS が世界中に拡大したとき、救急外来患者やその家族が SARS を伝播
させた事例が契機となって提案された。咳、充血、鼻水、呼吸器分泌物の増加などの症状のあるすべての人
が医療施設に入るときに適用される。「安全な注射手技」は外来医療施設におけるHBVおよびHCVの 4 件
の集団感染が契機となって提案された。「滅菌の単回使用の使い捨て注射針および注射器を用いること」「注
射器材および薬剤の汚染を防ぐこと」を実施する。「腰椎処置における外科用マスクの装着」は 8件のミエロ
グラフィー後の髄膜炎の報告が契機となって提案された。これらの事例では、全症例の血液や髄液から口腔
咽頭細菌叢の連鎖球菌属が検出された。皮膚消毒薬および滅菌手袋は確実に用いられていたし、器具類が汚
染源になる可能性もなかった。しかし、医師のだれもが、フェースマスクをしていなかった。それ故、口腔
咽頭細菌叢の飛沫感染が髄膜炎を引き起こした可能性が高いと判断された。脊髄内または硬膜外にカテーテ
ルを挿入するか薬剤を注入する人は外科用マスクを装着する必要がある。
［感染経路別予防策］感染経路別予防策においては個人防護具の適切な着脱が重要である。汚染した個人防護
具は適切に取り外さないと曝露源となりうる。着る手順は「ガウン」「マスクまたはレスピレータ」「ゴーグ
ル /フェースシールド」「手袋」であり、脱ぐ手順は「手袋」「ゴーグル /フェースシールド」「ガウン」「マ
スクまたはレスピレータ」である。空気予防策でのN95 マスクついての教育（フィットテストやシールチェッ
クなど）も大切である。
［防護環境］防護環境は同種造血幹細胞移植患者のために設計されており、空気中の真菌胞子数を最小限にし
て、環境真菌による侵襲性感染症を減らすことを目的としている。固形臓器移植患者やその他の免疫不全患
者は適応とならない。防護環境は造血幹細胞移植患者を実施する急性期病院のみに適用される。
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医療環境における多剤耐性菌管理のためのCDCガイドライン2006

座長：金光　敬二（福島県立医科大学　医学部感染制御・臨床検査医学講座）
演者：満田　年宏（横浜市立大学附属病院　感染制御部）

本講演では，医療環境における多剤耐性菌管理のための CDCガイドライン 2006 を紹介するとともに，米
国における多剤耐性菌対策の現状と今後について解説を行う。2003 年 5 月に“MRSAと VREの院内伝播防
止のための SHEAガイドライン”が公開されたのを皮切りに，米国では多剤耐性菌対策の取り組みを大きく
方向転換してきた。MRSA感染の制圧に成功したヨーロッパの一部の国々での取り組みをモデルに，米国で
もさらにそれをパワーアップした監視検査体制を敷く医療機関も米国では急激に増えている。医療関連感染
の多くは避けることができる有害事象であるとの考えもあり，医療費支出抑制の旗頭として米国における公
的医療扶助制度（CMS）では来年よりMRSA感染症の治療費は保険でまかなわれないということが現在検討
されている。一方で，個室稼働率の低い日本では以下に接触予防策を徹底させるのかが課題でありそれぞれ
の国の事情に応じた多剤耐性菌対策の実勢が求められている。検査のみならず，環境のクリーニングの重要
性も改めて見直されてきている。高頻度接触部位の頻回のクリーニングや，診療器材の衛生的な使用がどの
医療環境にも共通して求められている。
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リスク・コミュニケーション・ワークショップ　MDRP感染症事例におけるマスコミ対応
ケース・シミュレーションに基づく模擬記者会見！

司　　　会：光武耕太郎（埼玉医科大学国際医療センター　感染症科・感染制御科）
　　　　　　加來　浩器（東北大学大学院内科病態学講座　感染制御・検査診断学分野）
コメンテーター：井上　和彦（テレビメディア　ジャーナリスト）
　　　　　　髙坂　哲郎（新聞メディア　日本経済新聞国際部）
チーム山形
　医　　師：鵜飼　克明（置賜総合病院）
　看 護 師：川合由美子（山形大学医学部附属病院　看護部）
　検査技師：佐藤　延子（東北大学病院　検査部）
チーム岩手
　医　　師：櫻井　　滋（岩手医科大学附属病院）
　看 護 師：福田　祐子（岩手県立中央病院　院内感染対策室）
　検査技師：鈴木　　隆（大崎市民病院　臨床検査科）

近年、鳥インフルエンザや新型インフルエンザなどの新興感染症、炭疽菌や天然痘ウイルスを用いたバイオ
テロ、地震や洪水・津波などの大規模自然災害に関連した感染症、病院や施設内での薬剤耐性菌の問題などが
広く報じられ、社会全体でも再び感染症への関心が高まってきております。そのなかでも、いわゆる院内感染
事例は、日頃の国民の安全・安心に直結する問題であるためか、時には過剰に報じられることが多いような気
がしますが、薬剤耐性菌又は日和見病原体に関する問題は、もはや 1医療機関の問題から福祉・介護を含む医
療社会全体の問題として考えなければならない様相を呈しております。このような状況のなかで、我々医療従
事者もメディアを通じて、国民にメッセージを伝達することが求められことが多くなりつつあります。
本ワークショップでは、多剤耐性緑膿菌（以下、MDRP）感染症に関する 2つのケース・シナリオにおいて、
模擬記者会見を通じて、リスク・コミュニケーションの実際を体感していただき、さまざまな問題点につい
て討議いたします。奮ってご参加ください。
【ケース・シナリオ 1概要】山形県の村山記念病院は、薬剤耐性菌の基幹定点病院である。平成×年 8月、入
院中の男性患者が、MDRP肺炎を発症した。感染制御チーム（ICT）は、患者を個室管理とし、標準予防策や
接触感染予防策の徹底を図る一方で、環境調査を実施した。数日後、患者の容態が悪化し、治療の甲斐なく死
亡した。主治医は、遺族に病状の経過や死因などについて十分説明したつもりでいた。ところが数日後、突然、
マスコミから連絡が入り、MDRPによる院内感染に関する説明を求められ、急遽記者会見に臨むことになった。
【ケース・シナリオ2の概要】岩手県の盛岡城北病院は、薬剤耐性菌の基幹定点病院である。平成X年5月から、
複数の患者からMDRPが分離されるようになった。5月から 7月にかけて分離された患者は、診療科・病棟
が異なっていたが、8月の患者は 6例中 5例が同じ病棟であり、疫学的関連性について調査した。8月 29日（金）
の定例の院内感染対策委員会で、調査結果の一部について報告された。その翌日に、突然、マスコミから連
絡が入り、MDRPのアウトブレイクに関する説明を求められ、急遽記者会見に臨むことになった。

※ 当日受付、会場の入口及び該当会場内にてセッションの理解を深めていただくための資料配布を予定しております。ご
不明な点、当日係員にお気軽にお尋ねください。
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C. diffi  cile アウトブレイクビデオシミュレーションセミナー
－Clostridium diffi  cile 関連疾患（CDAD）の感染対策－

司会：満田　年宏（横浜市立大学附属病院　感染制御部）

司会のことば
2008 年 2 月の日本環境感染学会総会の際に開催された教育委員会主催講習会のテーマである“Clostridium 

diffi  cile 関連疾患（CDAD）の感染対策について”の際に作成したイントロダクションのビデオ等を活用し，“C. 
diffi  cile アウトブレイクビデオシミュレーションセミナー”を開かせていただきます。CDADは，我が国では
欧米諸国と比較してその発生状況すら明らかな疫学実態がない状況にありますが，欧米諸国では流行株の発
生や致死性の菌株もあり深刻な事態を招いています。日本では十分な知識がないまま，検査が十分に実施さ
れずに見過ごされている。CDADの症例が多数存在していると専門家は考えています。本セミナーは，施設
内におけるCDADの感染アウトブレイクを防ぐとともに，発生してしまった患者さんについては施設内伝播
することなく適切な診療とケアが行えるよう企画されました。リアリティのある導入ビデオをかわきりに専
門分野の講師陣にそれぞれの立場からCDAD対策についての情報を提供していただく予定です。

1．日本環境感染学会教育委員会CDAD アウトブレイク導入ビデオ
2．司会者による趣旨説明
3．臨床像
 國島　広之（東北大学大学院内科病態学講座　感染制御・検査診断学分野）
4．臨床検査
 長沢　光章（東北大学病院　検査部）
5．アウトブレイク調査
 加來　浩器（東北大学大学院内科病態学講座　感染制御・検査診断学分野）
6．感染管理
 宮城　由梨（東北厚生年金病院）
7．総括&クロージング・スライドショー
 満田　年宏（横浜市立大学附属病院　感染制御部）

＜推薦資料＞
　感染対策 ICTジャーナル 3 巻 1 号（2008 年），ヴァンメディカル
　特集：Clostridium diffi  cile 関連疾患（CDAD）vs ICT
　演者発表の参考資料：
　http://www.kankyokansen.org/other/edu_tool_02.html#download
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IDATEN日本感染症教育研究会
“杜の都”米国式感染症科ケースカンファレンス
プログラム

日　時：2008 年 8 月 30 日（土）13：00～（開場 12：00）
場　所：宮城県仙台市仙台国際センター 3F　白橿（しらかし）1（第 2会場）
　　　　〒 980-0856　仙台市青葉区青葉山無番地　TEL：022-265-2450
参加費：1,000 円（東北感染制御ネットワークフォーラムとは別費用）

＊ 当研究会はヘルスケアプロフェッショナルとしての禁煙運動を推進しておりますので、会場内やティーブレイク会場を含む
すべての関連場所での禁煙をお願いしております。ご理解の上ご協をお願い申し上げます。

共　催：日本感染症教育研究会（IDATEN）/大日本住友製薬株式会社

13：00 － 14：00【招聘講演】

　座長　大曲　貴夫（静岡県立静岡がんセンター）
　演題　「緑膿菌感染症　－組織侵入性と薬剤耐性も含めて－」
　演者　平潟　洋一（東北大学大学院内科病態学講座）
14：00 － 14：10【休憩】

　司会・進行
　　　大野　博司（洛和会音羽病院　感染症科）
　　　森澤　雄司（自治医科大学附属病院　臨床感染症センター）
　　　本郷　偉元（武蔵野赤十字病院感染症科）
14：10－14：15【IDATEN　活動報告】
　　　大曲　貴夫（静岡県立静岡がんセンター）
14：15－15：00【症例提示 1】
　　　秋田市　中通総合病院　総合内科（担当：三苫　悠　　発表：三苫　悠）
15：00－15：45【症例提示 2】
　　　八戸市民病院　救命救急センター（担当：千葉　大　　発表：未確定）
15：45－16：30【ティーブレイク】

16：30－16：45【情報提供】
　　　大日本住友製薬株式会社　学術企画部
16：45－17：30【症例提示 3】
　　　仙台市立病院　内科・感染症科（担当：神田　暁郎　　発表：木村　　浩）
17：30－17：45【特別発言】
　　　賀来　満夫（東北大学大学院内科病態学講座　感染制御・検査診断学分野）

共催：日本感染症教育研究会（IDATEN）/大日本住友製薬株式会社

日本感染症教育研究会とは

日本感染症教育研究会（Infectious Diseases Association for Teaching and Education In Nippon：以下 IDATEN）は、日本における
臨床感染症診療と教育の普及・確立・発展を理念とし、
1） 感染症の実地診療が行える医師の育成・支援
2） メーリングリスト等による情報交換
3） 感染症セミナー・学術集会（ケースカンファレンス）の開催

を中心に活動している研究会です。感染症臨床に興味を持つ医師を中心に、感染症診療に関わりを持つ医療従事者など多くの方にご参
加いただいており、現在の会員数は 1200 人を超えています。
IDATENでは臨床感染症の実際的な考え方を学び、学問的なディスカッションを行う場として 3ヶ月に 1回ケースカンファレンスを

開催しています。このケースカンファレンスでは会員が実際に経験した症例を呈示し、診断および治療について発表者と参加者が双方
向のディスカッションをしながら進めていきます。本カンファレンスには毎回多くの方にご参加いただいています。
今回第 1回東北感染制御ネットワークフォーラムが開催されるにあたり、同フォーラムの中で IDATENのケースカンファレンスを行

う機会を頂きました。是非とも多くの方にご参加いただき、本カンファレンスの醍醐味を一緒に味わっていただければと思っております。

日本感染症教育研究会　代表世話人
静岡がんセンター感染症科

大曲　貴夫
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第1回 東北感染制御ネットワークフォーラム

薬剤師のための ICワークショップ

司会：白石　　正（山形大学附属病院薬剤部）
　　　平賀　　元（八戸市立市民病院薬局）
演者：
1．「感染制御専門薬剤師の役割－大規模における具体的取り組み－」
　　　演者：小野寺直人（岩手医科大学附属病院　感染対策室）
2．「中小病院における薬剤師の院内感染対策への取り組み」
　　　演者：後藤　敏晴（秋田県成人病医療センター薬剤科）
3．「八戸市立市民病院における抗菌薬適正使用の取り組み」
　　　演者：田村　健悦（八戸市立市民病院薬局）
【指定演題】
　「抗MRSA薬のTDMソフトの紹介」
　　　明治製菓株式会社　学術部
4．「消毒薬適正使用と医療安全」
　　　演者：由良　温宣（東北労災病院薬剤部）
5．「SSI サーベイランス活動報告」
　　　演者：庄司　知摩（鶴岡市立荘内病院薬局）
【教育講演】
　「感染制御専門薬剤師制度」
　　　演者：白石　　正（山形大学附属病院薬剤部）

医療関連感染を防止するには、専門知識を持った各職種のスタッフがチームを組んで実施するほうが効率
的である。感染制御チーム（ICT）は、感染防止を目的とした実践チームと言われ、この中には薬剤師も含
まれなくてはならないが、中小規模の病院では、薬剤師の人員不足との理由から医師および看護師が中心と
なって薬剤師が参加していない病院も散見される。この現状でいいのだろうか。抗菌薬や消毒薬などについ
ての知識を有する薬剤師は積極的に感染防止に係わってこそ病院内での存在がアピールできるものと考える。
本ワークシッヨプでは、感染制御に実際に関与して活躍している 5名の先生に講演をお願いした。病院の

規模により感染制御体制は異なるため、大規模病院に勤務する岩手医科大学の小野寺先生には、感染対策室
の専任薬剤師としてこれまで行ってきた感染対策について講演をお願いした。また、中小規模病院として秋
田県成人病医療センターの後藤先生には、薬剤師が少ないにもかかわらず抗菌薬の適正使用に活躍している
事例を講演していただくようお願いした。また、抗菌薬の適正使用について、地域的な展開に参加している
八戸市民病院の田村先生には、抗菌薬のガイドラインや地域連携による細菌感受性調査などについて講演し
ていただく。抗菌薬と同様に消毒薬についても薬剤師が関与すべき事項であり、東北労災病院の由良先生には、
消毒薬の適正使用についての実践と消毒薬に関する医療安全について講演をお願いした。また、鶴岡荘内病
院の庄司先生は、整形外科の病院薬剤師の立場から SSI サーベイランスに参加し、感染制御専門薬剤師とし
てこれまで医師、看護師とともにサーベイランスの取り組みを行ってきたことについて講演していただく。
その他、指定講演として、抗MRSA薬のTDMソフトの紹介を明治製菓より講演していただき、最後に教
育講演として感染制御専門および認定薬剤師制度について、最新の情報を提供する。
これらの講演が今後、感染制御に係わる薬剤師または、現在感染制御に取り組んでいる薬剤師に参考とな
れば幸いである。
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感染管理ベストプラクティス部会シンポジウム

感染管理の目的は、医療施設あるいは介護施設にいるすべての人（職員も患者も入所者も）を無用な感染
から守ることです。さらに、「感染症を発症させない」と「感染を拡げない」という二つの明確な目標があり
ます。この目的や目標のために実施される感染対策手技は、適切な時期に、適切な方法で実行されなければ、
その効果を上げることはできません。
厚生労働省をはじめ様々な医療に関わる公的機関や学会などがガイドラインを作成公表し、これらに基づ
いてそれぞれの施設ではマニュアルを作成しています。どんなに素晴らしいガイドラインや、施設の立派な
マニュアルが存在しても、「実践現場で作業をする医療従事者がこれらの手順・手技を遵守」しなければ、感
染をうまく制御できず、結果的にそれらは何の役にも立たないこととなります。このようなことは臨床実践
現場でよく経験されることであり、医療従事者が一番良く理解していることでしょう。
また、施設間での資源･背景の違いは歴然としており、理想を口で語っただけでは何も変わらないのが現実
です。そこで、このような問題点を解決する方法の一つとして“実践現場での最善策”として考案されたのが『感
染管理ベストプラクティス』です。様々な領域の現場で働く人達で考え、それを実践し、現場の質改善の実
績を積み、すこしずつ理想に近づこうという考えです。
感染管理ベストプラクティスは、これら現場で行われている実際の手順を図式化し、危害リストを作成し、
だれもが同じ手順でできるようにし、さらに数値目標をおいてオーディット（内部監査）をおこない、現場
へ結果を還元することで、感染管理の精度を上げようと試みています。感染により発生する負の部分をでき
るだけなくし、「安全安心の医療と介護」を提供できることが最終目標となります。
本シンポジウムでは、感染管理ベストプラクティスの基本的な考え方から医療施設や介護施設での実際の
活用例まで幅広く述べていただき、参加者の皆様の施設の様々な領域でご利用いただけるきっかけとなれば
幸甚です。

①パネルディスカッション ｢感染管理ベストプラクティス ｣　9：30～10：30
　Introduction　感染管理ベストプラクティスの概要
　医療施設や介護施設における活用と今後の展望
　座　　長：森下　幸子（医療法人永広会）
　　　　　　小山田厚子（独立行政法人国立病院機構宮城病院）
　パネリスト：藤田　直久（京都府立医科大学　感染制御・検査医学）
　　　　　　土井　英史（特定非営利活動法人日本感染管理支援協会）
　　　　　　吉田　理香（近畿大学医学部附属病院）
　　　　　　富田　典子（秋田大学医学部附属病院）
②ベストプラクティス部会活動報告　10：30～11：30
　座　　長：中村智代子（仙台赤十字病院）
　　　　　　赤平　恵美（青森県立中央病院）
　ベストプラクティス部会の活動概要：
　　　　　　部会長　残間由美子（財団法人宮城厚生協会坂総合病院）
　事例発表（ 感染リスクを考慮したイラストマニュアルの作成とチェックリストによる評価と標準化／

おむつ交換・薬剤の混合・吸引、ICT活動での活用、業務改善・地域連携への展開など）
　　　　　　：相内慎太郎（特別養護老人ホーム花水木）
　　　　　　　木村　玲子（財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院　薬剤部）
　　　　　　　坂本　弘子（三戸町国民健康保険三戸中央病院　看護部）
　　　　　　　木下　里美（福島県立南会津病院　看護部）
　　　　　　　高橋　律子（米沢市立病院　人口透析室医療安全管理室兼務）
　　　　　　　佐々木久美子（財団法人秋田県成人病医療センター　看護部）
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第1回 東北感染制御ネットワークフォーラム

「バランスト･スコアカード」スキルアップ－医療への応用

座長：賀来　満夫（東北大学大学院医学系研究科　感染制御・検査診断学分野）
演者：髙橋　淑郎（日本大学商学部／日本医療バランスト･スコアカード研究学会　会長）

はじめに
バランスト・スコアカード（Balanced Scorecard, BSC）は、1992年にキャプラン（Kaplan）とノートン（Norton）

によって発表されて以来、様々な産業界で応用されてきた。1994 年冬には BSCを医療経営に応用した最初の
文章が出現（Bergman, R 1994, GR. Griffi  th, 1994）し、1996 年頃から内容のある一定水準を超えた論文がか
なり発表されてきた。日本では 1998 年頃から先駆的な病院の実験的導入が始まったといえる。北米ではBSC
は 20 世紀のマネジメント手法改革の旗手として（J. Steele, 2001）位置付けられた。
今回の講演は、BSCに関して、医療でのこれまでの応用の変遷と今後について、世界の医療BSCの動向の
中から最新の考えや研究を基礎にして、分かりやすく、かつ深く検討していきたい。

今回の内容
 1． BSC の基礎の確認
 2． 医療での BSCの応用
 3． これまでに確認された医療BSCの知見
 4． 世界の医療BSCの現状と課題
 5． 日本の医療BSCの現状と課題
 6． 世界水準の最新の医療BSCのエッセンス
 7． まとめ

講演の前に、基本的なことで重要であるが誤解しやすいことの確認
 1． バランスト･スコアカードと受動態であるのは、バランスト･スコアカードという経営の道具を導入すれば
自動的に、財務と非財務、あるいは長期と短期のバランスが取れるというのではなく、経営のトップ層が
様々な状況判断をしながら戦略を考え、実行した結果としてバランスのとれた BSCができあがるという
意味である（長谷川　2005）というようなことに加えて、トップが客観的で的確な指標を使いながら、自
分の経験などを考慮して主観的な判断をして戦略を策定し、それを病院の職員が実行していくという受身
の表現が本来の姿であると考える。

 2． バランスト･スコアカードを Balanced Score Card と書いている研究者は、特別意味をもって書いている
場合を除いて、原書を読んでいない研究者であると思われるので（原書には、balanced scorecard となっ
ている）書いてあることに疑いを持ってよいのでないか？

 3． わが国でバランスト･スコアカードを難しく書いてある論文や書籍は、著者が自分のために書籍や論文を
書いていると思われる。

 4． 戦略マップを詳細に論じていない論文、因果連鎖を考えていない戦略マップ、共通言語になっていない戦
略目標などをBSCとしている書籍や論文は、キャプランらの意図を理解していないと思われる。

 5． 成果尺度を簡単に書いてある書籍や論文は、BSCの基本を理解していないと思われる。
 6． BSC はトップがその理論と効果を認識し、現場がトップの意向を受けて、組織の方向を理解して、考え抜
いて作成していくプロセスが大切である。

 7． 部署、部門から作成するBSCでの注意点は、閉鎖的なBSCを作成しないことが肝要である。そうしない
と組織全体のBSCと整合性が取れなくなる可能性がある。

 8． トップの作成する組織全体のBSCはざっくり作成し、詳細なことは現場の作成するBSCに任せることが
重要である。

 9． 組織のミッション、ビジョンの重要性を認識することが大切である。
10． BSC を作成するプロセスだけでなく、運用が重要であるので、運用のプログラムの作成が重要である。
11． BSC は戦略を実行するための経営トップの経営の道具である認識が必要である。
12． BSC は戦略実行の前に、包括的な業績評価を行える力が組織に必要となる。
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米国中材学会（IAHCSMM）および欧州の中材学会（WFHSS）
参加からの新しい知見

座長：三木　　祐（国立病院機構　仙台医療センター）
演者：土井　英史（特定非営利活動法人日本感染管理支援協会）

米国の中材学会（IAHCSMM：International Association of Healthcare Central Service Materiel 
Management）が 5 月にネバダ州のリノで、また、欧州の中材学会（WFHSS：World Forum for Hospital 
Sterile Supply）が、6月にイタリアのミラノでそれぞれ開催された。当協会は IAHCSMMおよびWFHSS と
はパートナーシップをとる関係にあり、それぞれの学会参加は欧米の情報を得るだけでなく、世界の中材の
方々とのネットワークの構築にも非常に有意義であった。
欧米の学会よりそれぞれの国がかかえている問題にも違いがあるものの、手術件数増加と人的資源の削減
に伴う中材業務の手抜きの問題がベースに存在しており、日本でも同様な背景から様々な問題が実践現場で
発生している。
今回はその様々な情報より、日本としてあるいはそれぞれの医療機関として解決しなければならない問題
点をピックアップして下記の内容を述べる。

1、貸し出し器械の問題
2、洗浄の質の問題
3、器械・器具のメインテナンスの問題
4、滅菌の質の問題　ハイスピード滅菌の問題
5、トラッキング、トレーサビリティーの問題
6、無菌性維持の問題
7、教育の問題
8、外部委託の問題

中材は常に“縁の下の力持ち”の役割を担っているが、医療機関から“滅菌”という業務がなくなれば、
たちまち医療機関はその機能が停止してしまうほど重要な業務である。
また、感染管理を考慮すれば“滅菌”を含めた中材の周辺業務は『安全な医療提供』には欠かせない役割を担っ

ている。
その為に中材の医療従事者はプロフェッショナルな仕事をしなければならないが、情報と知識がなければ
それも無理であるし当然組織の理解も得られない。
今回の欧米の学会参加をとおして、ネットワークの重要性と教育の必要性を実感したことから、今後東北
感染制御ネットワーク内に部会として“セントラルサービスネットワーク”を構築し、東北地方の基盤のな
い地区に対して基礎教育から実施して行こうと考えている。
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感染制御における最近の話題－CJDプリオンへの対応も含めて－

座長：賀来　満夫（東北大学大学院医学系研究科　感染制御･検査診断学分野）
演者：大久保　憲（東京医療保健大学大学院　感染制御学）

数々の感染制御に関わる新しい通知や事務連絡が厚生労働省より発出されている。2008 年 3 月 1 日より、
ホルムアルデヒドが特定化学物質等障害予防規則（特化則）の適用を受けることになり、作業環境濃度など
が厳しい規制となっている。麻疹・風疹に対しては、診断当日に届け出るように求めている。これは 2012 年
を目途に東アジア地域から麻疹・風疹の撲滅を目標にした新しい動きである。
さらに、従来からの検討事項としてクロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）プリオンの不活性化法に関する
検討が行われており、「ハイリスク手技に用いた手術器具を介するCJD二次感染予防について」の事務連絡（厚
生労働省健康局疾病対策課）が示された。近日中にプリオン病二次感染防止のためのガイドラインが発表さ
れる予定である。国際的には、CJDプリオンに対するアルカリ洗浄剤の不活性化作用ならびに過酸化水素低
温ガスプラズマ滅菌の有効性が報告されており、プリオン病の二次感染防止のための処理法としてクローズ
アップされている。
本年 5月には、新しい感染症法の類型分類が施行され「新型インフルエンザ等感染症」として新しく類型
分類に加えられた。新型インフルエンザに対しては、診療ガイドラインなどが整備されて、コーリングセン
ター、発熱相談センター、発熱外来など、市民向け電話対応の位置づけが示され、同時に一般事業所（職場）
向けに個人用防護具（PPE）の配備や使用基準などが示されている。
マスク（レスピレータ）は、呼吸器を介する感染防止に欠かせないが、N95 マスク、サージカルマスク、
一般用マスクなど、その性能に応じた選択が必要である。各種のマスクについてその性能には大きな差があ
るが、正しく装着できているかどうかが重要である。
2007 年 4 月に施行された医療法では、感染制御が医療安全の中に取り込まれて、すべての医療機関に対して、

その体制確保が法律上の義務となり、法的遵守事項として位置づけられた。この様な状況において、医療安
全の立場から見ても問題となる医療器具を介した感染として、微量採血用穿刺針に関わる感染の問題、およ
び真空採血管ホルダーの再使用に関する問題、輸液の汚染による敗血症の多発などが発生している。これら
の背景及び対応を含めて、感染制御を取り巻く最近の話題について取り上げてみたい。
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薬剤耐性菌制御ワークショップ

司会：白石　　正（山形大学附属病院　薬剤部）
　　　國島　広之（東北大学大学院内科病態学講座　感染制御・検査診断学分野）
演者：
1．地域における薬剤感受性について
　　　小松真由美（社団法人宮城県医師会健康センター）
2.　地域の薬剤師における抗菌薬適正使用支援
　　　平賀　　元（八戸市立市民病院　薬剤部）
3．診療所・老健施設における感染症と抗菌薬
　　　國島　広之（東北大学大学院内科病態学講座　感染制御・検査診断学分野）
4．一般病院（内科系）における感染症と抗菌薬
　　　武田　博明（済生会山形済生病院　内科）
5．一般病院（外科系）における感染症と抗菌薬（予防投与を中心に）
　　　松本　　宏（大崎市民病院　外科・中央病床感染管理部）
特別発言
　　　渡辺　　彰（東北大学　加齢医学研究所　抗感染症薬開発研究部門）

東北地域では現在、青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島の 6県で、6000 以上の診療所、1600 以上の社会
福祉施設、約 12 万床を有する 600 以上の病院など、多くの施設がそれぞれ連携して地域医療を支えている。
これらの施設では、気管支炎、市中・院内肺炎や手術部位感染症、尿路感染症など、様々な感染症に対して日々
抗菌化学療法が行われているなかで、MRSA、MDRP、BLNAR、ESBLs など、耐性菌に関わる様々な諸問
題がみられている。これら耐性菌は地域で伝播することが知られていることから、地域の施設や職種が連携
して対応することが必要である。
今回、東北感染制御ネットワークフォーラムの開催にあたり、東北地域における耐性菌制御のさらなる向
上を目的として耐性菌に関するワークショップを企画した。抗菌薬の適正使用の要となる薬剤感受性情報の
共有、抗菌薬適正使用支援、病院・診療所・老健施設など様々な施設における抗菌薬の適正使用のあり方に
ついて、地域ネットワークを通じた情報の共有を行うことにより、耐性菌制御における有意義な機会となる
ことを期待している。
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ランチョンセミナー 1
予防医療における肺炎球菌ワクチンの応用について
－高齢化社会における予防医療の実践－

座長：佐藤　元美（国民健康保険藤沢町民病院事業　事業管理者）
演者：村上　智彦（医療法人財団　夕張希望の杜　夕張市立診療所　所長）

高齢化に伴う自治体の疾病の増加や医療費の増大は、医療崩壊や自治体の破綻の原因ともなっている。
そんな中、予防医療という言葉が注目はされているが、現場で実践していく上では多くの困難や問題点が

あるために、総論賛成、各論反対といった状態になっている。
今回、予防医療の現場の実践として瀬棚方式、現在の夕張での取り組みについて紹介し、予防医療の実践

のツールとしての肺炎球菌ワクチンの公費助成制度について紹介し、行政や住民へのアプローチ、方法論に
ついてまとめてみた。
日本の医療の現状や医療崩壊や自治体破綻の現場である夕張市の実情についても若干触れる事で、医療従

事者ばかりではなく、議会、行政、住民がそれぞれの役割を果たし、将来の自治体のあるべき姿を描いてい
かないと第 2の夕張になりかねない状態である。
発展途上国で最初に行われるのは医療機関の建設ではない。
おそらく予防接種や保健教育である。
その理由は費用効果率が高く、少ない予算で実践できるからだと考えられる。
自治体の予算が苦しく、限られているからこそ予防医療が必要なのであり、決して高価な医療機器や豪華

な病院が必要なわけではない。
高齢化社会においてもそれは同様で、限界自治体を回避するためには病人を減らして高齢者が生きがいを

持って働く以外にないのが現実である。
夕張市の高齢化率は 42.7％と日本一であり、60 歳以上の割合が 52％である。
5年後には高齢化率が 60％を超える。
日本全体の高齢化率は 20.8％で 2050 年になると現在の夕張市に近い 40％になると試算されている。
「限界国家」にならない為にも、高齢化が進んだ地域で予防医療を実践し、成果を出して実績を作っていく
必要があると日々感じている。
幸い夕張市には人の健康に最も大切な環境や食物が揃っている。
それを生かして健康作りをしていく事で、限られた医療資源を大切にして町創りを実践していくのが「夕

張モデル」である。
少子高齢化、地域間格差、医療崩壊、自治体破綻等日本の縮図となっている夕張で現在進行させている予

防医療の実践が将来のモデルになると信じて今後も取り組んでいくつもりである。
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ランチョンセミナー 4
経腸栄養バッグ　完全ディスポ化によるメリット

座長：星野　悦子（東北大学病院　看護部）

「集中調製方式による業務の効率化」
演者 1：川瀬みさ子（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　看護部　NST専門療法士）

経腸栄養管理における栄養ボトル、チューブは単回使用機材の規制、注意、喚起等が行われていますが、
全国的に経腸栄養バッグの単回使用を導入できない現状が示唆されています。当院では、栄養部でガラス容
器に栄養剤を瓶詰めして、各部署に払い出しをする“集中調製方式”をとっており、経腸栄養ボトルや栄養
チューブは、コストやマンパワーの観点からリユース使用が行われていました．市販のディスポ経腸バッグ
の使用も検討しましたが、栄養剤を移し替えるという作業はなくなりません．また、ボトル・チューブ一体
型のバッグをディスポ使用すると、患者氏名などを毎回記入するという作業が発生するため作業は効率化出
来ない事が予測されました．なんとか栄養部でバッグ詰・出庫して、そのまま投与して捨てる事の出来るバッ
グはないか？と模索していたところ、栄養部でガラス瓶を洗浄する“洗浄機”の老朽化問題が明らかとなり、
新タイプのディスポバッグの開発をメーカーに依頼する運びとなりました．
昨年 7月、試作品第 1号が完成しトライアルを行いました．看護業務量調査およびアンケート調査を行っ
た結果、ディスポ経腸栄養バッグを利用する事で衛生環境が改善された事は言うまでもありませんが、部署
では【栄養剤の移し替え】【栄養瓶の洗浄】【経腸栄養バッグ洗浄】の 3つの作業工程が、栄養部では【洗瓶
作業】【瓶の回収】作業が削減されました．時間に換算すると、約 20 名分の 1回の経腸栄養では、栄養剤の
移し替え約 7分、栄養瓶の洗浄 3分、使用後の経腸ボトルの洗浄 17 分が削減し、看護業務に時間的余裕が生
まれました．また【栄養剤の移し替え】がなくなった事で患者間違いや事故リスクの軽減につながります．
しかし【あと湯の注入】では、ディスポバッグの方が時間の延長があり、アンケートでも 84.2％が“悪い”
と感じており、バッグ上方の注入口の改善や、メモリの精度の向上などが課題になりました．その結果をメー
カーに報告して試作品 2号が完成、トライアル・評価を重ね平成 20 年 4 月から第 3号を全部署に導入し業務
の効率化を図ることが出来ました．
今後も引き続き臨床評価を行い、衛生的かつ安全面で有用な方法を検討したいと思います．

「細菌増殖抑制のポイント」
演者 2：廣瀬　京子（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　医療安全管理対策室）

今年 4月から当院では新タイプのディスポ栄養剤用バッグの使用を開始しました。ディスポ栄養剤用バッ
グの導入には多くのメリットがありました。そこで、衛生面での安全性を確認するために細菌混入の有無に
ついて調査しました。
実験内容は、栄養剤のラコール・CZ-Hi に黄色ブドウ球菌と大腸菌をそれぞれに混入させた栄養バック製
剤を冷蔵と室温でそれぞれ保存しました。その後、6時間ごとに細菌数の検出状況を24時間まで確認しました。
結果、冷蔵保存した栄養剤には黄色ブドウ球菌と大腸菌ともに菌の増加はほとんどありませんでした。し
かし、常温保存の場合は 6時間後には、菌の増加を認め、24 時間後には 1.8×104～5.4×108 CFU/mL の多数
の菌検出がありました。
今回の結果から冷蔵保存は菌増殖をおさえていることが明らかで栄養剤の冷所保存での管理は重要である
ことがわかりました。また、冷所での 24 時間後の菌の増殖への変化がなかったことは、経腸栄養剤の一括製
剤に関しても冷蔵保存管理が整えば業務を効率にする方法として安全に取り組めるのではないかと考えます。
複数の菌の混入の場合や入院環境での保存状況での菌数の変化など調査しましたので、その結果も含みディ
スポ栄養バッグ製剤の衛生的な管理方法について検討しました。
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ベストプラクティス部会ポスターセッション

カテゴリー 演題番号 演題名 演　者

15：20

～

16：02

標準
予防策

A-1
手洗い遵守率の向上への取り組み
　－ ベストプラクティス（手順書）のチェッ
クリストを用いて－

山形大学医学部附属病院看護部
○鈴木　八千代、川合　由美子、大谷　和子

A-2 PPE の正しい着脱法の統一を目指して 北村山公立病院 ICT
○ 原　真紀、高野　久子、田口　まど佳、川井　ひろみ

A-3
おむつ交換のベストプラクティス作成
　－ スタンダードプリコーションの強化
を目指して－

山形済生病院看護部
○ 田代　陽子、太田　昭子、高橋　睦、丸屋　英理佳、
佐藤　佳恵

A-4 おむつ交換（陰部洗浄） 医療法人久盛会秋田緑ヶ丘病院看護部
○荻原　美樹子

A-5 嘔吐物の処理（ノロウイルス感染予防策） 医療法人久盛会秋田緑ヶ丘病院看護部
○難波　はつ子

A-6
感染管理とベンチマーキング
　－ 各種処置における手指衛生及び手袋
着用の実態調査－

京都府公立大学法人京都府立医科大学附属病院　看護部
○高岡　みどり

16：05

～

16：26

肺炎
予防 B-1 吸引カテーテル管理の見直しに取り組ん

で
老人保健施設リバーサイド春圃
○高下　憲子、千田　淑子

創処置 B-2 感染管理ベストプラクティス「褥瘡ドレッ
シング交換」

医療法人社団正風会石井脳神経外科眼科病院薬剤部 1）、
同看護部 2）

○ 村上　陽子1）、菅波　志帆2）、伊藤　佑子2）、斎藤　利香2）、
小佐野　磨子 1）

尿路感
染対策 B-3 尿道留置カテーテル留置のベストプラク

ティス作成によるスタッフの意識変化
永仁会病院看護部 1）、同医局 2）

○ 畠山　萌子 1）、金子　由紀 1）、中鉢　有希子 1）、
但木　恵子 1）、宮下　瞳 2）、鈴木　祥郎 2）

15：20

～

15：55

血流感
染対策

C-1 感染管理ベストプラクティス「薬剤の混
合」

医療法人社団正風会石井脳神経外科眼科病院薬剤部 1）、
同看護部 2）

○ 小佐野　磨子 1）、村上　陽子 1）、菅波　志帆 2）、
伊藤　佑子 2）、斎藤　利香 2）

C-2 薬剤調製ベストプラクティス
　－安全管理の視点を盛り込んで－

秋田大学医学部附属病院 ICU1）、同 4階西病棟 2）、
同感染制御室 3）

○五十嵐　圭子 1）、保坂　京子 2）、渡邊　恵利子 3）

C-3 薬剤混合における手技統一のための工夫
北村山公立病院 ICT
○ 齋藤　朋美、片桐　啓子、大江　貴子、高橋　けい、
川井　ひろみ

C-4 薬剤混合における教育の効果
　－イラスト入りマニュアルを活用して－

北村山公立病院 ICT
○安達　重美、有路　和歌子、川井　ひろみ

C-5 末梢静脈カテーテル留置 医療法人久盛会秋田緑ヶ丘病院看護部
○佐藤　孝子

15：55

～

16：30

採血・
針刺し

D-1 採血方法変更に伴う感染管理の取り組み
　－針刺防止装置付き翼状針の採用－

永仁会病院看護部 1）、同医局 2）

○ 遊佐　晴美 1）、早坂　美智子 1）、山口　恵子 1）、
但木　恵子 1）、宮下　瞳 2）、鈴木　祥郎 2）

D-2 標準採血法ベストプラクティスバージョ
ンアップの経過

秋田大学医学部附属病院感染制御室 1）、同 4階西病棟 2）、
同 ICU3）
○渡邊　恵利子 1）、保坂　京子 2）、五十嵐　圭子 3）

教育

D-3 ベストプラクティスを用いた感染教育の
効果

山形大学医学部附属病院
○ 槙　正和、佐藤　洋子、斉藤　久美子、高橋　理佳、
小野　久実子

D-4 ベストプラクティス部会参加 3 年の効果
と課題

永仁会病院看護部 1）、同医局 2）

○但木　恵子 1）、西村　純子 1）、宮下　瞳 2）、鈴木　祥郎 2）

D-5 当院での 5 年間の感染管理ベストプラク
ティスの活用実績

箕面市立病院看護部
○梶原　加代子
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感染制御ベーシックレクチャーQ&A
話題の微生物－セラチア、薬剤耐性菌、ノロウイルスなど－

司会：矢野　寿一（東北大学大学院内科病態学講座　感染制御・検査診断学）

①セラチア

新井　和明（東北大学大学院内科病態学講座　感染制御・検査診断学）

セラチアとは、腸内細菌科に属し大腸菌やクレブシエラの仲間で、セラチア・マルセッセンスを指す。人
の腸内、流しや風呂場等の多湿環境を好み、和名では霊菌と呼ばれ、一部の菌株は赤い色素を産生する。健
康人には感染しないが、術後患者、高齢者等の易感染者での感染リスクは高まる。敗血症、肺炎、尿路感染
など多彩な病態を示し、ペニシリン系、第一世代セフェム系抗菌薬に自然耐性で効果はなく、近年他の抗菌
薬に耐性をもつ多剤耐性株が存在し、感染制御の点から重要な細菌の一つである。6年ぶりに今年 6月、三重
県のT診療所でセラチアによる院内感染集団発生があった。セラチアの性質、検出状況、薬剤感受性検査、
感染制御実践について解説する。

②薬剤耐性菌

金森　　肇（東北大学大学院内科病態学講座　感染制御・検査診断学）

現在、問題となっている薬剤耐性菌には、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）、バンコマイシン耐性
腸球菌（VRE）、基質拡張型β - ラクタマーゼ産生菌（ESBLs）、多剤耐性緑膿菌（MDRP）などがある。特
に最近は、MDRPが話題になっている。MDRPは、カルバペネム系、フルオロキノロン系、アミノグリコシ
ド系の 3系統の抗菌薬に耐性を獲得した緑膿菌のことで、感染症法において 5類感染症定点把握疾患に規定
される。現状では、MDRP感染症に有効な抗菌薬は極めて少ないものの、保菌であることも多いため、治療
すべき感染症かどうかの判断が求められる。また、MDRPは医療従事者の手指を介した交差感染が主な感染
経路であり、手指衛生をはじめとする標準予防策の徹底が重要である。

③ノロウイルス

八田　益充（福島県立医科大学　感染制御・臨床検査医学）

ノロウイルスは、乳幼児から成人に至るまでの幅広い年齢層に、おう吐・下痢を中心とした胃腸炎症状を
起こすウイルスである。ここ数年、カキなどの二枚貝を介した食中毒の原因として、また学校や病院、老人
保健施設などでの施設内集団発生事例の原因ウイルスとして、ノロウイルスは注目を浴びている。しかしそ
の一方で、その社会的な影響の大きさから、予防対策の構築が強く求められている。
このセッションでは、一般的なノロウイルスの特徴や予防対策などについて解説し、また実際に起こった
アウトブレイクのケースを基に、実際の対策上で重要と考えられたポイントなどについても例示していきた
いと思う。
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ランチョンセミナー 2
チーム力と感染制御－微生物検査情報の活用－

座長：高橋長一郎（山形大学医学部附属病院検査部）
演者：犬塚　和久（JA愛知厚生連　安城更生病院）

Cross functional team
クロスファンクショナルチームは、全社的・部門横断的なテーマについて検討し、解決策を提案すること

を目的として、複数の部門や職位から、多様な経験・能力を持ったメンバーを集めたチームのことを言います。
日本では日産自動車のカルロス・ゴーン社長が日産リバイバルプラン策定に際してクロスファンクショナル
チームを活用したことによって有名になりました。
チームとは、その構成員がそれぞれに個人責任と同時に相互責任をも担っているもので、自分の業務を遂

行するためだけでなく、チームの全体としての活動を最大化させるために、積極的な情報の共有や意思決定
がなされることから、チームの成果はそれぞれの構成員の業績達成能力の総和よりも大きくなることを期待
して活動することが必要です。
感染制御に対する ICTの活動も、まさに同じ目標を達成するためのクロスファンクショナルチームといえ

ます。

広い視野での感染の監視
臨床側は、所属する診療科や診療グループ内での患者集団の異常を察知することは可能ですが、病院全体

で起こっている感染アウトブレイクについて監視できるわけではありません。しかし検査担当者は分離菌情
報をいち早く、かつ全体を把握できる立場であるため、その役割は重要です。当院が日ごろ取り組んでいるサー
ベイランスの特徴は、速乾性手指消毒剤（MHS）の使用量とMRSAの発生率を関連付けて監視する点です。
MHS使用量の増減は、MRSAの発生率のみならず接触感染の拡大にも大きく左右されるため、このサーベイ
ランスの意味は大きいと考えます。また、検査部門は高感度に病院全体の耐性菌分離状況・特定菌のアウト
ブレイクの監視体制と職種横断的に集まった専門性を生かした活動を確立することが重要です。
医療関連感染管理に必要な体制を、すべて整備することができる施設は限られています。そのため必要と
なる項目に関して、職種間の相互理解・情報共有・連携を円滑に行なうため、それぞれの高い専門性を尊重し、
職種横断的な柔軟性のある組織力が効率的な感染制御につながります。視野を広くして地域の医療機関や介
護などの施設間での連携を図り、目的にあった感染対策を効率的に行なうことが必要であると考えます。
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ランチョンセミナー 5
手荒れをあきらめていませんか

座長：白石　　正（山形大学医学部附属病院　薬剤部）
演者：菊地　克子（東北大学病院　皮膚科）

毎日の家事に加え、手術前の手洗いや処置前後の擦り込み式アルコール消毒剤での手指の消毒による手荒
れ・手湿疹に悩んでいる医療従事者は少なくありません。医療従事者の手湿疹は職業病であるといえるでしょ
う。特にアトピー性皮膚炎などアトピー素因を持つ場合に手湿疹が発症しやすいようです。手湿疹の病変部
には健常皮膚に比べて多くの細菌が付着していることがわかっています。残念なことに殺菌を目的に使用す
る手指消毒剤により手湿疹を起こし、そこには多くの細菌が付着する結果になってしまうのです。
リピジュア®という生体のリン脂質に類似した構造のポリマーは、生体親和性が高く、皮膚に外用で投与し

た場合、高い保湿能を有し、刺激物質による皮膚刺激性を抑制することがわかっており、化粧品の原料など
に一般的に使用されています。リピジュア®を配合した擦り込み式アルコール手指消毒剤が皮膚にやさしく使
えるかどうか健常人ボランティア 36 人と NICU勤務看護師 4人を対象に試験を行いました。リピジュア®を
配合したアルコール消毒剤と配合しないアルコール消毒剤（対照品）を用いて、ボランティアは 1日 10 回、
看護師は通常勤務で使用する回数だけ刷り込み消毒を行い、それぞれの消毒剤を 2週間ずつ使用するクロス
オーバー試験を実施し、手の皮膚へ対する傷害の程度を機器計測により客観的に評価し、2つの消毒剤を比較
しました。その結果、リピジュア®配合手指消毒剤は対照品に比べ角層水分量が低下せず、また皮膚バリア機
能を修復する可能性が示唆されました。対象者アンケートでは、リピジュア®配合消毒剤のほうがしっとり感・
手指へのやさしさ感が高く、使用時の刺激感・痛みが少ないという結果でした。これらの結果から、リピジュ
ア®配合手指消毒剤は、手荒れに悩む医療従事者にとってより好ましい手指消毒剤であることが示されました。
本講演では、今回の試験結果を踏まえ、医療従事者の手荒れ予防策・ハンドケアについても考えてみたい
と思います。
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感染制御ベーシックレクチャー　Q＆A
感染制御におけるキーポイント：－標準予防策など－

司会：山本　夏男（東北大学大学院内科病態学講座　感染制御・検査診断学）

①標準予防策・感染経路別（接触・飛沫・空気）予防策

演者：青柳　哲史（東北大学大学院内科病態学講座　感染制御・検査診断学）

昨今、市中において SARS や新型鳥インフルエンザウイルスによる新興感染症が社会問題となり、病院内
ではMRSAやMDRPといった薬剤耐性菌による感染症が問題となっている。こうした背景より、地域住民、
患者および医療従事者を包括した感染予防対策が一層重要となる。
標準予防策とは、米国疾病予防センター（CDC）が 1996 年に提唱した、「患者の感染症の有無に関わらず、

病院でケアを受けるすべての患者に適応する予防策」で、医療に関わるすべての人にとって危険な血液や体
液によって媒介される感染症の予防である。このことで、医療従事者の保護と同時に、多くの病原体の伝播
を予防し、院内感染の減少にも寄与している。
また、感染予防の具体的対策が感染経路別予防策であるが、これは疾患別に対策を講じるのではなく、感
染症の伝播経路を感染経路別に空気感染、飛沫感染、接触感染に分け感染予防策を実施することである。い
ずれの予防策も基本は手洗いが重要となるが、各々の感染経路別に使用する個人防護具（PPE）は異なる。
今回、標準予防策と感染経路別対策について、当院で使用している教育プログラムを含め解説する。

②院内ラウンドのチェックポイント（リスク評価に基づく対応）

演者：遠藤　史郎（東北大学大学院内科病態学講座　感染制御・検査診断学）

施設内ラウンドの目的は、施設内における感染症の伝播リスクを、現在、認められているエビデンスに基
づいて、可能な限り低減することにある（ゼロにはならないことを知っておくことも重要である）。
病棟においてはスタッフステーションや汚物処理室などにリスクが多く潜んでいると考えられている。具
体的には、スタッフステーションの点滴調整台の状況、各種薬液の保管状況、シンクの状況など。汚物処理
室では個人防護具の設置や手洗い設備の状況などが問題となる。一方、外来においては、外来ブース（診察室、
救急外来、採痰室も含める）、内視鏡室などにリスクが多く潜んでいると考えられている。具体的には外来ブー
スにおける咳エチケットの状況、救急外来での初療時における個人防護具の状況など、内視鏡室においては、
換気の状況や消毒液の管理などの問題がある。
施設によっては、マンパワーの問題、構造上の問題など、様々な要因もあり、一律に対策を行うことが難
しい状況があることも事実である。したがって、施設内ラウンドを行う際には、実際の現場での感染リスク
を考慮した上で、エビデンスに基づき、各施設や部門の状況に合わせた対策を講じることが重要である。
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ランチョンセミナー 3
抗菌薬の適正使用

座長：武田　博明（社会福祉法人　恩賜財団　済生会山形済生病院　統括診療部長）
演者：徳江　　豊（群馬大学医学部附属病院　感染制御部）

抗菌薬の適正使用は、効果を最大に、副作用を最小に、耐性菌を選択しない、コストを最少にすることの 4
因子を満たす薬剤の選択を目標にする。そのために、診断に必要な質のよい検体を提出すること、起炎菌を
推定し、抗菌薬の体内動態（PKパラメーター）および抗菌活性（PDパラメーター）を理解して、第一選択
薬を十分な投与量で最適な投与法により投与することが重要である。また、原因菌が特定できない場合には、
地域や診療科毎の薬剤感受性データに基づいて抗菌薬を選択する必要がある。モンテカルロシミュレーショ
ンは、母集団の薬物動態パラメーターの分布と臨床分離菌における抗菌薬のMICの分布に従って、擬似的に
数千例の患者集団に抗菌薬を様々な用法用量で投与したときのパラメーターを算出することにより、対象と
なる集団において有効性が得られる確率が予測できる統計学的な推定方法である。
起炎菌が不明な敗血症に対しては Surviving Sepsis Campaign のガイドラインがよい指針になる。具体的
には、1）Septic shock と診断したら可能な限り早期に、1時間以内に抗菌薬療法を開始するべきである。2）
抗菌薬療法前に適正な培養を行うべきであるが、速やかな治療を妨げてはいけない。3）Empirical therapy
としては、推定されるすべての病原微生物に抗菌活性を持ち、感染部位に十分な濃度が到達する薬剤を選択
する。4）抗菌薬レジメの抗菌活性は適切か否か、耐性菌出現防止、毒性減少、医療費抑制について常に再評
価する。5）緑膿菌感染を考慮した併用療法をする。6）Empirical 併用療法は 3-5 日以上継続しない。7）感
受性プロファイルが判明したら最も適切な単剤治療にDe-escalation すべきである。8）一般的な治療期間は
7-10 日間だが、臨床的改善が不十分、排膿できない感染巣、好中球減少を含む免疫不全の場合は、治療期間
の延長が容認される。9）原因が感染症によるものでないと判明したら速やかに抗菌薬を中止し、抗菌薬耐性
菌による感染を防止し、薬剤関連副反応の出現を最小限にする。以上の項目は、他の多くの感染症治療にお
いて有用な指針である。
抗菌薬の適正使用のみならず、薬剤耐性菌の蔓延を防ぐためには、常に耐性菌の出現に留意し、病院感染
対策を遵守し、その拡散を防止することが肝要であることを強調しておく。
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ランチョンセミナー 6
変わりつつある手術部位感染（SSI）対策　－手技、管理、抗菌薬－

座長：渡辺　　彰（東北大学加齢医学研究所抗感染症薬開発研究部門）
演者：竹末　芳生（兵庫医科大学　感染制御学）

一般外科領域のみならず、インプラント手術の多い整形外科や心臓外科領域において、現在なおMRSA
による SSI は大きな問題となっている。米国ではMRSA 保菌者対策として、PCR を用いた active　
surveillance が行われている。また周術期ケアーによる SSI 対策としては医療保険サービスが中心となってサ
ポートする Surgical Care Improvement Project（SCIP）が行われている。
1． 術中保温：低体温が SSI 率を増加させると報告されており，これは血管収縮が，創への酸素供給を減少させ，
白血球の貪食能を損なうためと考えられている．

2． 除毛：米国では、術当日除毛が推奨され、バリカンによる除毛が手術室で行われることが多い。しかしメ
タ分析で SSI を減少させたとの証拠はない

3． 血糖管理：SSI 予防のためには、術後 48 時間、血糖 200mg/dl 以下とすることが必要とされており、イン
スリン皮下注（sliding scale 法）ではなく、持続血管内投与で管理を行うことが勧められている。ICUに
おける重症患者では 150mg/dl 以下での管理が推奨されている

4． 手術時手洗い：ブラシは爪、指間にのみ用いる。最近、ブラシを使用せず、擦式アルコール製剤単独の手
洗いも普及しつつある。

5． 予防抗菌薬：執刀時に充分な殺菌作用を示す血中，組織中濃度が必要であり，麻酔導入直後に投与する．
また長時間手術では抗菌薬の術中再投与が行われる．MRSA流行時にはMRSA保菌者に対しバンコマイ
シン予防投与も考慮する。

6． 消毒剤：消毒薬は好中球、線維芽細胞などに有害で創傷治癒障害をおこすことが知られている。創閉鎖時
に筋膜や皮下脂肪に消毒薬を用いるべきではなく、生食で洗浄を行う。

7． 術前クロルヘキシジン・シャワー：細菌数は減少させるものの、SSI に対する効果は立証されていない。
8． 術後重症感染発症時のDe-escalation 療法：セプシスなどの重症感染ではまずカルバペネムなどの広域抗
菌薬を選択し、3日後の培養結果や臨床経過から可能なら狭域抗菌薬に変更する。
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日本感染管理ネットワーク東北支部・発足記念講演会
サーベイランスデータの活用法

※日本感染管理ネットワーク会員の方に限定しております。

座長：菊池ひで子（国立病院機構　仙台医療センター）
　　　残間由美子（財団法人 宮城厚生協会　坂総合病院）
演者：操　　華子（ 国際医療福祉大学小田原保健医療学部　看護学科／

国際医療福祉大学大学院　医療福祉学保健医療学専攻　看護学分野） 

サーベイランスとは、「公衆衛生の実践の計画、実施、評価を行うために不可欠なアウトカムに特定したデー
タを継続的に、体系的に収集、分析、および解釈をすることである。そしてこれらのデータを知る必要のあ
る人々に適切な時期に情報を提供することも含む」と定義されている。このサーベイランス活動の有効性が
感染管理の領域で注目をされ始めのは、1970～1980 年代に実施された SENIC の研究結果が発表された頃か
らである。その後、日本においても医療関連感染サーベイランスが積極的に実施され、医療の質の向上にお
いて重要な役割を果たしてきている。
しかしながら、感染管理担当者の時間のほとんどをサーベイランスデータ収集に費やしてしまい、膨大な
データをどのように分析してよいか困惑してしまっている現状があることも否定できない。データを収集し
たならば整理をし、解釈をしなければならない。そして、データを共有すべき人々にその結果を理解しやす
い形で伝えなければならない。また、サーベイランスデータは導入をした感染対策の効果を評価する指標で
もある。では、どのようにサーベイランスデータを活用していくとよいのだろうか。医療統計学ならびに疫
学の基礎を復習しつつ、本講演の中で皆様と考えていきたいと思っている。
 




