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最近病院内で問題になっている
薬剤耐性菌

MRSA ﾒﾁｼﾘﾝ耐性⻩⾊ﾌﾞﾄﾞｳ球菌
VRE ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ耐性腸球菌
ESBL 基質特異性拡張型β-ﾗｸﾀﾏｰｾﾞ産⽣菌
MDRP 多剤耐性緑膿菌



市中感染型MRSA
Commmunity Associated (CA)‐MRSA

●MRSAが市中（一般社会）に拡がっている

●入院歴やMRSAの既往歴がないにも関わらず、

健常者が罹患する（外来でも検出）

●危険因子⇒皮膚接触、スポーツ選手、

受刑者、軍人、同性愛者など

●皮膚・軟部組織感染症が多い

重症肺炎による死亡例も報告されている

●比較的強い病原性を持つ

白血球崩壊毒素：PVL：Panton‐Valentine Leukocidin
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バンコマイシン耐性腸球菌
VRE: Vancomycin Resistant Enterococci 

◎バンコマイシン（抗MRSA薬）が無効な腸球菌

◎耐性機構（バンコマイシン耐性遺伝子：Van A, VanBなど）が

プラスミドによって伝播拡散しやすい

※米国ではVREからMRSAへ伝播した事例あり（VRSAの出現）

◎腸管への常在性が高く長期間定着・保菌状態となる

◎環境中でも長期間生存する

◎尿路感染症、血管内カテーテル感染症、感染性心内膜炎、

手術部位感染症などの起因菌となることがある



β‐ラクタマーゼとその分類

β-ラクタマーゼ＝β-ラクタム系抗菌薬を分解する酵素。
微生物の主要な耐性機構の一つ。

ベータラクタム系抗菌薬

ペニシリン系

セファロスポリン系

モノバクタム系

カルバペネム系

ベータラクタマーゼ

ペニシリナーゼ

セファロスポリナーゼ

カルバペネマーゼ

ESBL

Ambler分類

Class A, D

Class C

Class B
MBL

…

…

…

AmpC



ESBLs：Extended-spectrum β-lactamases
基質特異性拡張型β-ﾗｸﾀﾏｰｾﾞ

◎ペニシリン系だけでなく、セフェム系（第1～4世代）も

広く分解する（効果がない）

◎大腸菌、肺炎桿菌、プロテウスなどの腸内細菌が

産生することが多い

◎菌の接触により、耐性機構が他の菌に伝達する

◎主に尿、便、呼吸器系検体から分離させる

◎敗血症、尿路感染症、手術部位感染症、院内肺炎などの

起因菌となることがある



多剤耐性緑膿菌（MDRP）

Multi
Drug
Resistant
P. aeruginosa

薬剤
耐性の

緑膿菌

多数の



◎グラム陰性桿菌

◎水周りの環境菌
◎環境でも長時間生息
◎ピオシアニン等の

蛍光色素を産生

緑膿菌 (Pseudomonas aeruginosa)

◎尿路感染症、肺炎、手術部位感染症

◎抗緑膿菌薬を投与して治療



病院内で緑膿菌がいるところ

手術後

水回り

内視鏡

医療従事者の手

尿路留置カテーテル

汚物処理室



緑膿菌からＭＤＲＰへ

抗菌薬を使用すると必然的に発生

･ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ耐性

(DNAｼﾞｬｲﾚｰｽ変異､ﾄ ﾎﾟｲｿﾒﾗｰｾﾞ)

･ｶﾙﾊﾞﾍﾟﾈﾑ耐性(D2ﾎﾟ-ﾘﾝ減少) 

･ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ耐性(AmｐC型β-ﾗｸﾀﾏ-ｾﾞ)

周囲の細菌から耐性プラスミドを獲得

･ｶﾙﾊﾞﾍﾟﾈﾑ(blaIMP遺伝子の獲得)

ﾒﾀﾛ-β-ﾗｸﾀﾏｰｾﾞ産生

･ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ耐性(ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞｱｾﾁﾙ化酵素)

内因性 獲得型

M D R P（Multi drug-resistant P. aeruginosa)



キノロン耐性

CPFX ≧4μg/ml
カルバペネム耐性

IPM ≧16μg/ml
アミノグリコシド耐性

AMK ≧32μg/ml
感染症法により報告義務がある（5類感染症）

全国 年に1.42人／施設

宮城県 年に3.64人／施設

多剤耐性緑膿菌（MDRP）
(Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa)

2006年度の定点報告



ＭＤＲＰ（多剤耐性緑膿菌）関連記事

2004年6月29日 大阪大学病院で9人感染3人死亡

2004年9月2日 京都大学病院で11人感染2人死亡

2005年9月28日 長崎大学病院で5人死亡

2006年6月23日 埼玉医科大学病院で2004年1月から

2005年12月で167人感染11人死亡

2006年6月24日 東京都老人医療センターで

5人感染1人死亡

2006年10月17日 東京医科大学付属病院で

2006年8月、9月で5人感染4人死亡

2007年9月10日 大阪大学付属病院で4人感染1人死亡



多剤耐性緑膿菌（MDRP）
(Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa)

● 緑膿菌は日和見感染菌

● 3系統の抗菌薬に耐性（IPM・CPFX・AMK）

⇒有効な抗菌薬がない

● 尿路カテーテル感染 ⇒敗血症となることが多い

● 肺炎・手術部位感染症の起炎菌となることもある

● 近年、事例の報告があり、重篤な転帰となっている
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院内感染症として現在最も大きな問題

MRSA MDRP

な
し

バンコマイシン

タゴシッド

ハベカシン

ザイボックス

その他？



緑膿菌の感染源・感染経路
医療従事者の手
内視鏡
尿バッグ、汚物処理室
水周り

流し、排水口
花用の水
果物・野菜
洗面器、ハンドクリーム、
ひげそり、手拭い、
爪用ブラシ、風呂
ネブライザー Ignazzo Vol. 2, p. 2

接触感染



緑膿菌によるアウトブレイク

PubMed (1980-2008)
「Pseudomonas aeruginosa」+「outbreak」に関する77報告のうち、

原因を検討されている43報告

24%

24%

16%

16%

9%

2%
9%

薬剤

清掃 その他

内視鏡

水周り

職員の手指

医療器具



緑膿菌、MDRPにおける感染対策

緑膿菌は水周りを含む環境に広く生息する●

入院患者の多くに、保菌者がみられる●

手指衛生および標準予防策の遵守を行う●

医療器材など共有物品の適切な管理を行う●

抗菌薬の適正使用を行う●

地域における感染対策・教育・啓発を行う●
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尿路カテーテル
感染対策

□ 尿 閉

□ 開放性の創傷・褥瘡が尿路近傍にある
□ 術直前・直後
□ ターミナルケア

1. カテーテル留置を最⼩限にする
□ 重症患者における詳細な尿量測定

上記の項⽬に合致しない場合には、直ちに抜去する

感染症対策

2. カテーテルを取り扱う際には適切な防護具を着⽤する
病室・汚物処理室などで尿を取り扱う際には感染が
あるなしに関わらず
□ ⼿袋とエプロン or ガウンを着⽤
□ 患者毎に防護具の交換
□ 患者毎に⼿洗い

伝播対策



1. 東北大学病院の取り組み

2. 東北感染制御ネットワークの取り組み

多剤耐性緑膿菌(MDRP)
に対する実際の感染対策



1. 東北大学病院の取り組み



MDRPに対する感染対策

早期発見
早期対応

◎微生物検査の適切な実施、抗菌薬適正使用、
標準予防策、ICTラウンドの実施

◎転入院時全尿路カテーテル挿入患者
に対するスクリーニング検査の実施

◎保菌も含めMDRP検出全症例に対する
接触感染対策の実施

◎MDRP検出時におけるICTによる
感染症・感染対策の評価・実施

◎MDRP検出時における教育用・院内転棟時
申し送りシートのカルテ添付
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病原体検出シート①
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病原体検出シート②
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病原体検出シート③



2. 東北感染制御ネットワークの取り組み



仙台市

仙台市感染症発生動向調査情報(月報) 平成20年7月分集計より引用

患者数の推移（月別定点当たり発生報告数）月別定点当たり報告数



性別定点当り月間報告数

定点当たり月間報告数

宮城県

宮城県感染症発生動向調査情報（月報）2008年 6月より引用

宮城県

全国



「宮城県（東北感染制御ネットワーク：旧宮城感染コントロール研究会）におけるMDRPへの取り組み・対応」より引用

2 施設 → 2003 年がピークで以下減少
6 施設 → 2004 年がピークで以下減少
5 施設 → 2005 年がピークで以下減少

検体の多くは尿検体
定着例が多い



●標準予防策・接触伝播予防対策の徹底

●尿路感染防止対策

尿道留置カテーテル管理などのマニュアル改定

●環境整備(特に汚物処理室)

畜尿する際の手順、手技の見直しなど

●職員への教育啓発

●抗菌薬適正使用

宮城県におけるMDRP感染対策
～成果に結びついた具体的な対応～

「宮城県（東北感染制御ネットワーク：旧宮城感染コントロール研究会）におけるMDRPへの取り組み・対応」より引用



処置①

◎多剤耐性緑膿菌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、

｢一処置一手洗い｣を徹底する

◎長袖ガウンを使用する

◎患者毎に手袋交換し、ディスポーザブル

製品を使用する

◎標準予防策に基づいて、耐性菌が検出さ

れなくても、適切な感染対策を実施する

長袖ガウン



処置②
◎汚物処理室でもエプロン・ガウン、手袋を使用する

◎バケツに入れた尿を運ぶ際は交差感染を防ぐため、患者毎に汚物
室へ戻り、動線を一本化する

◎排尿容器の個人専用化

◎標準予防策に基づいて、耐性菌が検出されなくても、適切な感染
対策を実施する

尿回収カート オムツ回収カート



環境整備
◎浴室、シャワー室、トイレなどの

水回りの汚染に十分注意する

◎手摺やドアノブなどは、

1日1回程度アルコールで消毒する

MDRPは手指を介して伝播するため、
手が触れる所の環境整備が重要である



サーベイランス体制の整備

◎積極的な微生物検査の実施

◎外来・病棟において、尿路感染症患者についてモニ

タリングを行い、疑い患者が発生した際には積極的

に培養検査を行う

◎緑膿菌に対するカルバペネム薬、キノロン薬、アミノ

グリコシド薬の感受性のモニタリング・サーベイランス



職員教育

◎医師・看護師だけでなく、

事務員・清掃職員も対象

にする

◎日常の啓発活動に加えて、

院内勉強会などを積極的

に行う



感染制御の基本＝標準予防策の遵守

感染症ある・なしに関わらず
⼿洗い、⼿袋、ガウン着⽤



http://tohoku-icnet.ac へGO!
東北感染症危機管理ネットワーク ＨＰ

NEW

http://tohoku-icnet.ac/
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