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AMR・医療関連感染症のサーベイランス

　齊藤　AMR・医療関連感染症が非
常に重要だということで、その対策の
一つとしてサーベイランスについてう
かがいます。
　代表的な医療関連感染サーベイラン
スにはどういったものがあるのでしょ
うか。
　坂本　医療関連感染サーベイランス
は大きくアウトカムを見るものとプロ
セスを見るものに分けられます。アウ
トカム、すなわち発生した感染症をみ
るサーベイランスの対象には、侵襲性
の高い医療器具に関連して起こる、例
えば中心ライン関連血流感染や尿道留
置カテーテル関連尿路感染、人工呼吸
器関連肺炎などがあります。あとは、
手術部位感染、MRSAやクロストリジ
ウム・ディフィシルといった特定の病
原体による感染症などがあります。
　齊藤　まず医療器具関連感染ですが、
３つに分かれているのですか。
　坂本　これらは疾病負荷が高い医療
関連感染の代表です。すなわち起きて
しまうと入院が長期化したり、重症化

したり、場合によっては死亡リスクが
高くなることが知られています。
　齊藤　その３種類が中心静脈ですか。
　坂本　そうですね。まずは中心ライ
ン関連血流感染。中心ラインとは中心
静脈カテーテルや末梢挿入型中心ライ
ン（PICC）のように先端が大血管内
または右心房近くに留置されるカテー
テルのことを指します。
　齊藤　それから尿路カテーテル、そ
れから呼吸。
　坂本　そうですね。尿道留置カテー
テル関連尿路感染と人工呼吸器関連肺
炎。
　齊藤　その感染症と、また場合によ
ってはAMRがどうかというようなこ
とですか。
　坂本　これらの医療器具関連感染の
20～50％は、薬剤耐性菌により引き起
こされています。また、これら以外に
疾病負荷が高い医療関連感染として
MRSAによる菌血症があります。クロ
ストリジウム・ディフィシルは薬剤耐
性菌ではありませんが、抗菌薬の使用

に関連した腸炎を起こします。
　齊藤　そういったものが代表的な菌
ですね。それから、薬剤耐性菌の感染
症自体も。
　坂本　そうですね。薬剤耐性菌は
様々な種類がありますが、近年は効果
的な抗菌薬が限定されるものが出現し
ていますので、それらの検出頻度を見
るサーベイランスもあります。
　齊藤　このサーベイランスはある程
度大きい病院では行っていくことが望
ましい、ということでしょうか。
　坂本　世界保健機関（WHO）が出
している「医療関連感染予防のための
中核要素に関するガイドライン」では、
８つの中核要素の一つに医療関連感染
サーベイランスが挙げられています
（表１）。そして医療機関に対し、感染
対策を評価、改善し、薬剤耐性菌によ
るものを含む感染症のアウトブレイク
を早期発見するためにサーベイランス
を行い、その結果をあらゆる関係者と
共有することが推奨されています。し
たがって、特に急性期医療を提案する
病院ではサーベイランスを行うことが
望ましいと考えられます。
　齊藤　大学病院とか公立病院、そう
いった大きい病院ということですね。
　坂本　ある程度の病床数をもち、侵
襲的な処置を比較的頻繁に行うような
病院では医療関連感染のリスクがある
と思いますので、評価は必要と考えま
す。

　齊藤　WHOから推奨されています
が、強制されてはいないのですか。
　坂本　今の日本の医療に関する法律
や診療報酬をみますと、アウトカムサ
ーベイランスの実施や報告について強
制力を持たせる体制はほとんどないと
言っていいと思います。
　齊藤　そうすると、レベルの高い病
院がレベルを維持する、あるいは示す
意味で、こういうことを行っていくと
いうことですね。
　坂本　病院の中で起きる医療関連感
染の発生率、つまりアウトカムを評価
しようと思うと、病院が自主的にその
ための時間やお金を割いて行わなくて
はならないのが現状です。
　齊藤　実際、日本ではどの程度行わ
れているのでしょうか。
　坂本　感染管理認定看護師が勤務す
る病院で行われている感染対策の種類
や頻度を明らかにするために、私たち
は２回にわたって調査を実施しました。
１回目は2012～2013年にかけて、２回
目は2016～2017年にかけて行いました。
その結果、中心ライン関連血流感染
（CLABSI）サーベイランスを行ってい
た病院がだいたい７割ぐらい。カテー
テル関連尿路感染（CAUTI）に関して
は５割弱。人工呼吸器関連肺炎（VAP）
は３割程度でした。この割合は、第１
回調査と第２回調査でほとんど変わっ
ていないのです（表２）。
　齊藤　2012年と2016年であまり変わ
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らないということで、新規参入してい
る病院があまりないということですか。
　坂本　サーベイランスを以前から行
っている病院ではおそらく継続的に実
施されているでしょうが、実際に存在
するリスクに見合うように対象を拡大
できていない現状をうかがわせるデー
タです。
　齊藤　これは強制ではない、自主参
加だということで、臨床家の意識とし
てそこまで到達できていないというこ
とでしょうか。
　坂本　サーベイランスの重要性に関
する認識は、特に急性期病院では10年
前あるいは20年前に比べると今ははる
かに浸透していると思います。ただ、
ほかの感染対策にかかる時間が非常に
多いとか、大きな病院でも感染対策の
専従者が１人しか配置されていないと
いったことがあり、行おうと思っても
時間や人員が足りなかったり、サーベ
イランスの優先順位を上げるインセン

ティブもないという状況があるのでは
ないでしょうか。
　齊藤　アメリカや諸外国ではどうな
のですか。
　坂本　北米またはヨーロッパのEU
加盟国、さらにアジアの中でも先進的
な取り組みをしている国々では国のベ
ンチマーク、つまりナショナルベンチ
マークを持っており、データを公開し
ています。
　齊藤　サーベイランス実施率も日本
よりもよいのでしょうか。
　坂本　先ほどご紹介した調査で用い
たものと同じ調査票を用いて米国とタ
イでも調査を行っています。これらの
国々では実施率が90％を超えています
（表２）。感染症の種類によっては100
％に近い実施率でした。
　齊藤　日本では低いということにな
りますか。
　坂本　中心ライン関連血流感染に関
しては７割に達していますが、大きな

表１　医療関連感染（HAI）予防のための中核要素 1）を基に作成

中核要素 勧告

１．IPCプログラム 【病院】効果的IPC活動を通してHAIを予防し、AMRに対抗するために、各急性期医
療施設において、訓練を受けた専属のチームがIPCプログラムに所属していること。

【国家】効果的なIPC活動を通してHAIを予防し、AMRに対抗するために、目的、
機能および活動が明確に定義された、積極的かつ独立した国家レベルのIPCプログ
ラムが確立されていること。国家的IPCプログラムは、他の関連する国家的プログ
ラムおよび専門機関と連携すること。

２．IPCガイドライン HAIおよびAMR予防のために、科学的根拠に基づくガイドラインを開発し、実行す
ること。実行が成功するには、ガイドラインの勧告について関係する医療従事者に
教育と研修を行い、勧告の遵守状況をモニタリングする必要がある。

３．IPC教育と訓練 【病院レベル】HAIとAMR予防のために、全医療従事者を対象に、チームおよび業
務に基づく戦略を用いて、参加型の、臨床におけるシミュレーション訓練を含む
IPC教育を実施すること。
【国家レベル】国家的IPCプログラムは、その中核機能の一つとして、医療職の教育
と研修を支援せねばならない。

４．感染症サーベイラ
ンスと感染対策の遵守
状況に関する評価

【病院レベル】IPC対策を導き、アウトブレイクを発見するために、AMRサーベイラ
ンスを含むHAIサーベイランスを実施し、その結果を医療従事者と他の関係者へ、
また国家的ネットワークを通してタイムリーにフィードバックすること。
【国家レベル】HAIとAMR予防のために、タイムリーなデータのフィードバックとベ
ンチマーキングのための活用が可能な国家的HAIサーベイランスプログラムとネッ
トワークが構築されること。

５．多角的戦略 【病院レベル】HAIとAMRを予防し、実践を改善するために、多角的戦略を活用し
たIPC活動を実行すること。※多角的戦略には、推進者（champions）やロールモデ
ルの活用を含む。
【国家レベル】国家的IPCプログラムは、全国または地域レベルでの多角的戦略を通
して、IPC活動を調整また推進すること。

６．IPC実践とフィード
バックのモニタリング／
監査

【病院レベル】HAIおよびAMRを予防また制御するために、IPC基準に沿った実践に
ついて定期的なモニタリング／監査およびタイムリーなフィードバックを実施するこ
と。フィードバックは全ての監査対象者およびその関係者を対象に行う必要がある。
【国家レベル】プログラムの目標や目的に沿って実施されている活動や準拠している
基準を明らかにするために、国家的IPCモニタリングと評価プログラムを確立する
こと。手指衛生実施率のモニタリングとフィードバックは、国家レベルの主要なパ
フォーマンス指標と考えねばならない。

７．業務量、人員配置、
病床稼働率（急性期病
院に限る）

HAIリスクとAMR伝播を防ぐため、以下を遵守すること。
（1）病床稼働率は施設のキャパシティ（病床数）を超えないこと。
（2）業務量に見合う医療従事者数が配置されていること。

８．病院におけるIPC
のための環境、物品、機
器（急性期病院に限る）

患者ケア活動は、HAI/AMR対策を促進するような清潔／衛生的な環境で実施する
必要がある。これには衛生的な水や、IPCのための適切な物品、機器、サービスの
提供を含む。適切な手指衛生を実施するための物品や機器が、ケアを提供する場所
で活用可能であること。

IPC：感染予防と管理　Infection Prevention and Control
AMR：多剤耐性　Antimicrobial Resistance
HAI：医療関連感染　Healthcare-associated Infection

表２　医療器具関連感染サーベイランスを実施する病院の割合：
　　　日本、タイ、米国における全国調査に基づく比較 2）～4）を基に作成

日本  第２回調査 4）

回収率65％
（940/1456施設）

2016年５月～
2017年１月

日本  第１回調査 2）

回収率71％
（685/971施設）

2012年４月～
2013年１月

タイ 3）

回収率87％
（212/245施設）
2014年１～11月

米国 3）

回収率71％
（403/571施設）

2013年５月

CLABSI 70.9％ 66.9％ 91.5％ 97.9％

CAUTI 47.8％ 34.9％ 96.6％ 97.6％

VAP 30.7％ 31.4％ 91.5％ 96.4％
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らないということで、新規参入してい
る病院があまりないということですか。
　坂本　サーベイランスを以前から行
っている病院ではおそらく継続的に実
施されているでしょうが、実際に存在
するリスクに見合うように対象を拡大
できていない現状をうかがわせるデー
タです。
　齊藤　これは強制ではない、自主参
加だということで、臨床家の意識とし
てそこまで到達できていないというこ
とでしょうか。
　坂本　サーベイランスの重要性に関
する認識は、特に急性期病院では10年
前あるいは20年前に比べると今ははる
かに浸透していると思います。ただ、
ほかの感染対策にかかる時間が非常に
多いとか、大きな病院でも感染対策の
専従者が１人しか配置されていないと
いったことがあり、行おうと思っても
時間や人員が足りなかったり、サーベ
イランスの優先順位を上げるインセン

ティブもないという状況があるのでは
ないでしょうか。
　齊藤　アメリカや諸外国ではどうな
のですか。
　坂本　北米またはヨーロッパのEU
加盟国、さらにアジアの中でも先進的
な取り組みをしている国々では国のベ
ンチマーク、つまりナショナルベンチ
マークを持っており、データを公開し
ています。
　齊藤　サーベイランス実施率も日本
よりもよいのでしょうか。
　坂本　先ほどご紹介した調査で用い
たものと同じ調査票を用いて米国とタ
イでも調査を行っています。これらの
国々では実施率が90％を超えています
（表２）。感染症の種類によっては100
％に近い実施率でした。
　齊藤　日本では低いということにな
りますか。
　坂本　中心ライン関連血流感染に関
しては７割に達していますが、大きな

表１　医療関連感染（HAI）予防のための中核要素 1）を基に作成

中核要素 勧告

１．IPCプログラム 【病院】効果的IPC活動を通してHAIを予防し、AMRに対抗するために、各急性期医
療施設において、訓練を受けた専属のチームがIPCプログラムに所属していること。

【国家】効果的なIPC活動を通してHAIを予防し、AMRに対抗するために、目的、
機能および活動が明確に定義された、積極的かつ独立した国家レベルのIPCプログ
ラムが確立されていること。国家的IPCプログラムは、他の関連する国家的プログ
ラムおよび専門機関と連携すること。

２．IPCガイドライン HAIおよびAMR予防のために、科学的根拠に基づくガイドラインを開発し、実行す
ること。実行が成功するには、ガイドラインの勧告について関係する医療従事者に
教育と研修を行い、勧告の遵守状況をモニタリングする必要がある。

３．IPC教育と訓練 【病院レベル】HAIとAMR予防のために、全医療従事者を対象に、チームおよび業
務に基づく戦略を用いて、参加型の、臨床におけるシミュレーション訓練を含む
IPC教育を実施すること。
【国家レベル】国家的IPCプログラムは、その中核機能の一つとして、医療職の教育
と研修を支援せねばならない。

４．感染症サーベイラ
ンスと感染対策の遵守
状況に関する評価

【病院レベル】IPC対策を導き、アウトブレイクを発見するために、AMRサーベイラ
ンスを含むHAIサーベイランスを実施し、その結果を医療従事者と他の関係者へ、
また国家的ネットワークを通してタイムリーにフィードバックすること。
【国家レベル】HAIとAMR予防のために、タイムリーなデータのフィードバックとベ
ンチマーキングのための活用が可能な国家的HAIサーベイランスプログラムとネッ
トワークが構築されること。

５．多角的戦略 【病院レベル】HAIとAMRを予防し、実践を改善するために、多角的戦略を活用し
たIPC活動を実行すること。※多角的戦略には、推進者（champions）やロールモデ
ルの活用を含む。
【国家レベル】国家的IPCプログラムは、全国または地域レベルでの多角的戦略を通
して、IPC活動を調整また推進すること。

６．IPC実践とフィード
バックのモニタリング／
監査

【病院レベル】HAIおよびAMRを予防また制御するために、IPC基準に沿った実践に
ついて定期的なモニタリング／監査およびタイムリーなフィードバックを実施するこ
と。フィードバックは全ての監査対象者およびその関係者を対象に行う必要がある。
【国家レベル】プログラムの目標や目的に沿って実施されている活動や準拠している
基準を明らかにするために、国家的IPCモニタリングと評価プログラムを確立する
こと。手指衛生実施率のモニタリングとフィードバックは、国家レベルの主要なパ
フォーマンス指標と考えねばならない。

７．業務量、人員配置、
病床稼働率（急性期病
院に限る）

HAIリスクとAMR伝播を防ぐため、以下を遵守すること。
（1）病床稼働率は施設のキャパシティ（病床数）を超えないこと。
（2）業務量に見合う医療従事者数が配置されていること。

８．病院におけるIPC
のための環境、物品、機
器（急性期病院に限る）

患者ケア活動は、HAI/AMR対策を促進するような清潔／衛生的な環境で実施する
必要がある。これには衛生的な水や、IPCのための適切な物品、機器、サービスの
提供を含む。適切な手指衛生を実施するための物品や機器が、ケアを提供する場所
で活用可能であること。

IPC：感染予防と管理　Infection Prevention and Control
AMR：多剤耐性　Antimicrobial Resistance
HAI：医療関連感染　Healthcare-associated Infection

表２　医療器具関連感染サーベイランスを実施する病院の割合：
　　　日本、タイ、米国における全国調査に基づく比較 2）～4）を基に作成

日本  第２回調査 4）

回収率65％
（940/1456施設）

2016年５月～
2017年１月

日本  第１回調査 2）

回収率71％
（685/971施設）

2012年４月～
2013年１月

タイ 3）

回収率87％
（212/245施設）
2014年１～11月

米国 3）

回収率71％
（403/571施設）

2013年５月

CLABSI 70.9％ 66.9％ 91.5％ 97.9％

CAUTI 47.8％ 34.9％ 96.6％ 97.6％

VAP 30.7％ 31.4％ 91.5％ 96.4％
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病院でも３割程度は行っていないとか、
その他の感染症に関しても実施してい
る病院が半数に満たないということか
ら、まだまだ広げていかなくてはいけ
ないという気がします。
　齊藤　タイと比べてもかなり低いと
いうことだと、ちょっと危機的な感じ
もしますね。
　坂本　こういった疾病負荷の高いア
ウトカムに関するナショナルベンチマ
ークデータがそろっていない国は、先
進国の中ではまれになりつつあります。
　齊藤　ということは、このサーベイ
ランスを行って、各病院でデータが集
まって、それを全体的に統合すること
が、まだなかなかできていないのです
ね。
　坂本　急性期病院で国際的に広く活
用されている一定の疾患定義を用いて、
疾病負荷の高い感染症の発症率を明ら
かにし、これを１カ所に集約して広く
公開するとともに、感染対策関連の加
算に投入したお金でどの程度アウトカ
ムが改善したのか評価する取り組みが
不十分なのではないかと考えています。
　齊藤　大病院のデータをどこかで統
合する動きはあるのですか。
　坂本　現在そのようなシステムは存
在しますが、そこに参加するかどうか
は各病院の意思に任されており、改善
に意欲的な病院は自主的にデータを集
め、報告しています。それを、より多
くの病院に広げていくための人員や資

金、場合によってはITを使ったデータ
収集の支援なども必要ではないかと思
います。
　齊藤　医療情報を集める段階で個人
情報の話が出てきますが、その点につ
いてはどうですか。
　坂本　サーベイランスシステムに報
告するのは、ある期間に発生した感染
症の件数である分子データと、同じ期
間の患者数や医療器具を使った延べ日
数などの分母データに限られます。個
人を特定できるデータを報告する必要
は通常はありません。
　齊藤　これからこのサーベイランス
が日本でも行われて、国レベルのデー
タができてくることが望まれるのです
ね。
　坂本　そうですね。強く望まれると
思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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が、まだなかなかできていないのです
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　坂本　急性期病院で国際的に広く活
用されている一定の疾患定義を用いて、
疾病負荷の高い感染症の発症率を明ら
かにし、これを１カ所に集約して広く
公開するとともに、感染対策関連の加
算に投入したお金でどの程度アウトカ
ムが改善したのか評価する取り組みが
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　齊藤　大病院のデータをどこかで統
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在しますが、そこに参加するかどうか
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