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ごあんない 

・ 来月の定期講習会 
 

基礎講習会報告 

・ 『これからの血液培養のあるべき姿』 
 

ばくとおやじの知識箱 

・ 医療関連感染サーベイランスについて 

赤木 征宏 

金 耳

池田 千賀子 

中家 清隆 

白 

赤木 征宏 ・ 細菌検査の電子カルテマスタ作成 
 

佐子 肇 バイキン Quiz 

 

（敬称は略させていただきました） 

 

 

来年１月の定期講習会は 

１月２７日（火） 大阪医療技術学園専門学校で開催いたします。
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講習会 

 
 

テーマ ： 『感染性胃腸炎の院内感染対策（仮）』 
講 師 ： 大阪警察病院感染管理センター 副センター長・ＩＣＮ 

寺地 つね子 先生 
日時 ： 平成２１年１月２７日（火） １８：３０～２０：００ 
場所 ： 大阪医療技術学園専門学校  
    （〒530-0044 大阪市北区東天満 2-1-30） 
 
評価点：専門－２０点（会員証をお持ちください） 
参加費：会員５００円、非会員３０００円 
連絡先：（財）大阪府警察協会大阪警察病院 赤木 征宏  
e-mail：akg@oph.gr.jp 

忘年会、新年会と我々医療従事者も、皆で集まって

同じものを摂食する機会が多い冬ですが、皆さんの施

設ではどの様に注意喚起し、対策を整えていますでし

ょうか？ノロウイルスのアウトブレイクは、ここ数年

新聞を賑わしていますが、未だ保険適応外で、アウト

ブレイクを抑え込むのと同時に、それに掛かる費用も

抑え込む必要があり、そして我々はそれに頭を抱え込

む・・・。 

 今回は大阪警察病院感染管理センターの寺地先生

に、感染性胃腸炎の院内感染対策を中心にご講演を頂

く予定です。皆様奮ってご参加ください。 
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9月定期講習会報告 

～これからの血液培養のあるべき姿～ 

                         北野病院 池田 千賀子 
 
微生物検査分野 9月の定期講演会は，「これからの血液培養のあるべき姿」
と題しまして，愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院の犬塚和久先生
をお招きして，ご講演戴きました。臨床に役立つ血液培養をするにはどうい
う工夫をしていけばよいかなどについて、具体的に先生のご施設での実例も
交えてお話いただきましたので，ご報告させて頂きます。 
 
●なぜ血液培養は積極的におこなわれないのか・・・ 

血液培養の陽性率が低い 
 
①採血をしてから検体を検査室まで届けるまでの時間の問題 
 →培養までの時間が長くなると検出率が落ちる 
採血はしてあるが病棟・外来に置きっぱなしなど（忙しくて検査室に届
けられない）時間外の提出でも 
 

②培養を開始して陽性・同定・薬剤感受性検査の結果がでるまでの問題 
 →臨床側が必要としている情報を迅速に報告できているか 
 
・培養陽性時の検査室側の対応 

日勤帯以外の対応は施設によってまちまちである。積極的に報告をし
ている施設では、微生物検査に携わる技師以外の当直者がグラム染色を
行って報告をしている。 
 

・勤務時間の問題 
微生物検査に携わる検査技師の勤務時間。土・日・祝日の対応を行う
（検体処理・結果報告の遅延の防止）。 
→微生物検査室をシフト勤務にすると検体処理、検査情報の対応でき
る時間が増え、業務効率の向上と質の保証が期待できる。安城更
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生病院臨床検査室では労務管理・業務管理の視点から当直性から
２交代制に改変した。 

             
●血液培養検査の成績への影響 
①採血量：なかなか理想の採血量がとれない 
・説明書には血液量/培地量が 1/10～1/20 と書かれている。 
・ＣＵＭＩＴＥＣＨの血液培養検査ガイドラインのデータでは 20～30ｍｌ
が現実的で望ましいと考える。 
 
②採血のタイミング及び回数 
・抗生剤投与前が原則 
・ＣＵＭＩＴＥＣＨの血液培養検査ガイドライン 
  ２ないし３回の実施、そのうち一回は最初の採血の直後に最初とは別の
部位から採血する（コンタミネーションの可能性を否定するため）。 

  抗酸菌、真菌類やその他培養困難な細菌による敗血症を疑う場合は検出
効率を向上させるような変法の血液培養を実施する。 

     
③培地の選択 
・好気ボトル・嫌気ボトル 
・培地によって組成が異なる培地の選択も考える 
・抗菌薬結合性樹脂（レズン）および活性炭含有培地など 
菌種によって効果があったり発育しなかったりする。 

・メーカーによって検出時間に差がある 
 →発育支持バランスのよい培地を軸に検出目的菌にあった培地を追加す
ることが必要 

 
④自動機器の利点 
・高い検出感度 
・微生物検出の確実性 
・検出の迅速化 
・簡便性 
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●血液培養実施基準（米国臨床微生物学会（ASM）推奨） 
体温＞38℃または＜36℃ 
心拍数＞90／分 
呼吸数＞20／分または PaCO2＜32torr 
WBC＞12000/mm３または＜4000mm3または未成熟細胞＞10％ 

 
 
●培養陽性後の対応 
〈グラム染色〉 
 3000ｒｐｍ１５分で真空採血管に集菌する 
 →・ごく少量の菌を見逃さない 
  ・直接塗抹では見つけられない少量の菌でも観察可能 
  ・簡易同定キットや薬剤感受性に用いるのに必要な菌量を集菌可能 
  
グラム染色でグラム陽性・陰性やある程度の形態はわかっても、より早く詳
しく確実に属（種）を推定し臨床に中間報告するには 
  
→簡易ラテックスの使用・・・S.aureus および CNS の判別 
              MRSA か否かの判別 
              S.pneumoniae及びEnterococcus属との判別 
              Streptococcus 属の判別 
 
 バイルエスクリン培地+EF 培地・・・血液培養の沈サを EF 培地、バイル

エスクリン培地の順に塗る。30 分以
内にバイルエスクリン培地が黒変す
るものが E.faecalis、少し遅れて黒
変するのが E.faecium、2 時間ぐらい
して黒変するのが E.avium。 

                 生えなければ Lactococcus、肺炎球菌
など。 

 
グラム染色の段階で推定菌を報告できれば、使用する抗菌薬を決めることが
できる。 



●まとめ 
血液培養検体を増やし臨床により役立つためには、陽性率を高めるために採
血方法や採取から輸送にかかる時間などの問題点を見直し、迅速に情報を伝
える努力をし、さらに診療に役立つ情報の提供をすることが重要であると考
える。 
 
 
, 

 医療関連感染サーベイランスについて（概要編） 
大阪市立大学医学部附属病院  

中央臨床検査部   
中家 清隆   

（はじめに） 
 10 月の定期講習会では市立豊中病院の清水潤三先生に『手術部位感染
（SSI）の対策』について大変貴重な御講演を頂きました。SSIはターゲッ
トサーベイランスの一つですが、医療関連感染サーベイランス（以下サーベ
イランス）を実施されている施設もあれば、そうでない施設もあると思いま
す。またサーベイランスを行っている施設でも感染制御チーム（ICT: 
Infection Control Team）に参加されていない場合、サーベイランスってど
のようなものなのだろう？とうい方もおられるかも知れませんので、今回は
サーベイランスについての概要を紹介させて頂きます。 
 

（サーベイランスとは） 
医療関連感染サーベイランスとは感染管理に関わる対策の立案、導入、評
価に不可欠な医療感染に関わるデータを継続的に集計、分析、解釈しその結
果を改善できる人々と共有する活動である。（米国疾病予防センター：CDC）
とされています。 
また、サーベイランスは包括的サーベイランスとターゲットサーベイラン
スがありますが、前者は病院または部門全体から発生するすべての医療関連
感染を対象とし感染率を算出するものですが、後者は特定の医療機器、処置、
身体部位、場所など対象を限定し、感染率を算出するものを言います。近年
では後者が用いられるようになっています。 
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（サーベイランスを実施する目的） 
サーベイランスを行う事によって次のような効果が得られます。 
・ 日常的な感染率の算出と感染率低下 
・ アウトブレイクの早期発見 
・ スタッフへの教育 
・ 感染対策の評価と改善 
・ 統一された判定基準を使用することによる客観的評価が可能になる 
 

（ターゲットの選択について） 
ターゲットサーベイランスでは絞り込むポイントとして、ハイリスク（感
染のリスクが高い）、ハイボリューム（頻回に実施する）、ハイコスト（感
染を発症した場合病院経営、法的責任など損失を生じる可能性がある）が
挙げられます。具体的な対象としては次のようなものがあります。 
 
場所 ：ICU、NICU、透析室など 
ﾃﾞﾊﾞｲｽ：血管カテーテル、尿路カテーテル、人工呼吸など 
手技 ：手術など 
微生物：MRSA、VRE、MDRPなど 
 

（サーベイランスのおおまかな流れ） 
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①計画 ②データ収集

③結果分析

感染の減少

④ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

 
  
 
 

【計画】 
 サーベイランスの目的、目標、対象を明確にする。 
 実施者を決める 
 方法を決める（判定基準や分母のカウント方法など） 
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【データ収集】 
 計画に基づいて感染率算出に必要なデータを集める 

【結果分析】 
 判定基準に基づき感染率の算出をおこなう。 
 ベースラインを明らかにし感染率の経時変化を調べる。 
 リスク因子を検討する。 

【ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ】 
 サーベイランス結果を報告し、スタッフと情報を共有する。 
 課題を明確にして具体的な改善策を提案する。 
 サーベイランスについての改善点があれば次回の計画に反映させる。 

 
（代表的なターゲットサーベイランスについて） 

【血管内留置カテーテル関連血流感染サーベイランス】 
Blood Stream Infection：BSI 

中心静脈カテーテルを留置して 48時間以内に発生した感染症を定義とし
ています。ターゲットの選択ですが、ﾃﾞﾊﾞｲｽを多く使用している部署や感染
リスクの高い患者がいるところを選択するとよいと思われます。感染率のベ
ースラインを算出するためには 6 ヶ月から 1 年継続的に実施するほうがよ
いとされています。血流感染の定義としては検査結果で確認された血流感染
LCBI：bacteriological sepsisと臨床的敗血症 CSEP：clinical sepsisの二
つで構成されています。 

 
【人工呼吸器関連肺炎サーベイランス】 

ventilator-associated pneumonia：VAP 

 気管内ﾁｭｰﾌﾞや気管切開などを介して持続的に呼吸をコントロールまたはアシスト

するﾃﾞﾊﾞｲｽによって 48 時間以内に発症した肺炎を VAP と定義されています。ICU など

人工呼吸装置の使用頻度の高い部署での実施が有用です。ﾃﾞﾊﾞｲｽ使用日数が 1

日増えるごとに 1％発生率が上昇すると言われています。 

 

【カテーテル関連尿路感染サーベイランス】 

catheter associated urinary Tract Infection：CAUTI 

 尿道カテーテルを留置して 7 日以内に発生した尿路感染と定義されています。ター

ゲットは使用頻度の多い部署や 3 日以上の留置患者が多い部署が有用とおもわれま



 9

す。ベースラインの算出には 3 ヶ月または 6 ヶ月、１年間の実施することがよいとされてい

ます。 

 

【手術部位感染サーベイランス】 

Surgical Site Infection：SSI 
 手術の後に発生する感染で、手術の切開創または手術で操作した臓器や体
腔に発生したものを定義しています。３０日以内に発生したものと定義され
ていますが、人工物が埋め込まれている場合は期間が１年間になります。判
定基準は感染部位の深度によって、表層切開部位、深部切開部位、臓器体腔
感染と区別されています。実施期間ですが感染率が 10～20％と考えられる
消化器外科では 50～100例以上ならよいと思われます。 
 

【耐性菌サーベイランス】 
 近年、MRSAや VRE、MDRPなどといった耐性菌が増加してきています
が、これらによる院内感染が医療問題となってきています。予後の悪化にも
つながるため、院内感染の拡大防止対策の実施は必要不可欠のものとなりま
す。サーベイランスを実施することにより、ベースラインを設定し、アウト
ブレイクの早期発見ができるようになると思います。また分離菌の検出頻度
と薬剤感受性パターンを監視する事も重要です。 
 

（まとめ） 
サーベイランスの実施により医療関連感染の発生率を減少させることは、患者さん

にとっても非常に有用です。サーベイランスを実施することで様々な経費もかかりま

すが、実際に血流感染や手術部位感染１件に対して増加する経費は数百万円になると

も言われています。サーベイランスはマンパワーが必要になる場合が多く、予算など

の問題もありますが、費用対効果的にも実施する意義は大きいと思います。また、検

査室からデータを提供するだけではなく SSI や BSI サーベイランスなどの実施に積極

的に参加していくことにより、組織横断的な連携をすることができ、チーム医療の実

現ができるのではないでしょうか。 

 

参考文献 INFECTION CONTROL2007 年秋季増刊 感染対策の常識 完全版 

     INFECTION CONTROL2008 年春季増刊 感染対策のためのサーベイランス強力サポートブック 



 
 

細菌検査の電子カルテマスタの作成 
大阪警察病院 赤木 征宏 

 
 2007 年５月、遅ればせながら当院も電子カルテに移行しました。導入の
決定から本稼動まで、かなりタイトなスケジュールで、上や下へのドタバタ
大騒ぎでしたが、無時に移行を済ませ、その後も大きなトラブルもなく１年
を迎えました。資金が潤沢な病院では、各ベンダーのＳＥさんが我々の望む
形に仕上げてくださいますが、決して潤沢言えない病院では各科 Dr.や看護
師、技師、職員総出でマスタ作成に携わったりします（当院がそうでした）。 
 今回は、そのときに感じた私なりのマスタ作成の Tipsを紹介させて頂き
ます。 
 
【まずはルール作りと臨床サイドの要望を確認】 
 マスタを実際に作成する前にまずはルール作りとルールの確認をしまし
ょう。複数人に分けてマスタを作成するときはもちろんですが、単一個人で
作成する場合でもルールを決めておきましょう。 
 
①カタカナやアルファベットは全角か半角か？ 
②菌名を一部略して表示する場合のルール 

 
合わせて臨床の Dr.に検査材料の見直し、抗菌薬の並び順等も確認してお
くことをお勧めします。 

 
①検査材料は今までどおりで良いのか？新規に増やしてほしい材料は？ 
②画面上での抗菌薬並びは？ 
③菌名はアルファベット表記で良い？ 
 
 などなど、詳細はのちほど・・・ 
 ちなみに、当院の細菌検査室ではカタカナとアルファベットは全て半角と
しました。文字数（バイト数）の制限により、一部だけ半角となるようなこ
とがないようにするためです。 
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【菌名マスタ】 
 既存の細菌検査システムが有り、菌名がコード化されているのであれば、
それを流用しましょう。電子カルテと検査システムが別のベンダーならば、
検査システムの菌名コードと電子カルテの菌名コードを、検査システム側に
合わせておく方が、我々には使い易いはずですし、統計処理の際にもスムー
ズに行くと思います。 
 菌名が長く画面上に反映できない場合は、“biotype”“subsp.”“serovar”
“group”などから先に略す様にし、それでも収まりきらない場合は、菌の
属名を略しました。 
 
《例》 Staph. hominis subsp. novobiosepticus 
 属を明確にする為“Staphylococcus”を“Staph. ”としています。 
 
【薬剤マスタ】 
 まずは並び順を臨床サイドと相談しましょう。当院では、①ペニシリン系
②セフェム系（セファマイシン、オキサセフェム含む）③モノバクタム系④
ペネム系⑤カルバペネム系⑥アミノグリコシド系⑦マクロライド・リンコマ
イシン系⑧キノロン系⑨テトラサイクリン系⑩グリコペプチド系他の順に
なっています。これは以前の報告書の並びも考慮した結果です。ここでの
Tips は、系統毎に番号の領域を決め、その領域に余裕を持たせること、ま
た実際の並び順をイメージしておくことも大切です。 
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薬剤のコードを系統毎に余裕を持たせる理由は、新規薬剤が採用された時
にマスタ修正をし易くする為と、画面表示で系統順を維持させ易くする為で
す。連番をあてがってしまうと、新規薬剤が系統を無視して、常に下段に表
示されてしまう様なことにもなりかねません。 
 
【材料マスタ】 
 材料は保険点数表を参考に、『口腔・気道・呼吸器』『消化管』『血液・穿
刺液』といった具合にグループ化していくと良いでしょう。ここでも材料毎
に番号領域を決め、余裕を持たせておくとマスタ修正等がし易くなります。 
画面上に反映されるグループ表示は臨床に分かりやすくし、材料を細分化
し過ぎると Dr.が探すのが大変になるので、相談して程々に収めましょう。 
医事会計に反映されるグループ表示は、保険点数表に沿った表記にし、会
計課が分かり易いものにすると良いでしょう。これは他の検査項目について
も同じだと思います。 

 
《例》PCR-MAC → ﾏｲｺﾊﾞｸﾃﾘｳﾑｱﾋﾞｳﾑ・ｲﾝﾄﾗｾﾙﾗｰ核酸同定精密検査 
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 材料によって検査可能な項目が当然異なってきます。検査材料毎の検査可
能な項目一覧を早い段階で作成しておきましょう。これは後々、院内のマニ
ュアルにも必要となってくると思われます。 

 
 
【検査項目マスタ】 
 材料マスタと説明が被りますが、電子カルテ上では臨床サイドが何の項目
か分かり易い名称をつけ、医事会計には会計課が分かりやすい項目名を電文
する様に考えましょう。『材料マスタ』も『検査項目マスタ』も検体採取用
のラベルに反映される部分があると思います。小さなラベルには表記する限
界があると思いますので、その表示にも注意をしましょう。採取容器は看護
師さんが用意することが多いと思いますので、看護師さんが「何の検体」で
「何の項目」か分かるような表示にしましょう。 
 
《例》 C. difficile toxin A/B → C.D. toxinAB 
 ～～～ﾄﾞﾚｰﾝ排液 → ～～～D排液 
 ～～～ﾄﾞﾚｰﾝ先端 → ～～～D先端 
  
 「～～～ﾄﾞﾚｰﾝ排液」「～～～ﾄﾞﾚｰﾝ先端」は「～～～ﾄﾞﾚｰﾝ」でラベル表示
が切れてしまう為、苦肉の策です。 
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【報告書】 
 電子カルテになれば検査室からの報告書は要らなくなるのですが、患者様
が他院に移られる場合などに、印刷したものを手渡す必要があったりします。 
電子カルテからでも印刷が可能だと思いますが、一応、印刷したものをチェ
ックしておきましょう。 
 当院の場合はオーダ日、採取日、受付日、報告日が印刷されるのですが、
デフォルトでの並びが上記の順では無かった為、修正をお願いしました。こ
ういった細かな点は、SE さんだけだと気がつかなかったりする様なので、
現場の人間のチェックが必要だと思います。 
 
 
 
【あとがき】 
 電子カルテ導入後に２施設ほど当院のシステムを見学に来られ、質問等を
受ける機会があったのですが、説明をちゃんとする時間は殆ど無く、それを
きっかけに今回の原稿案を思いつきました。ちなみに当院ではＩＢＭ社の電
子カルテシステム、微生物検査室はシーメンス（旧デイド・ベーリング）社
の検査システムを使用しています。あくまで、私個人の考えでの Tipsです
ので、それが正しいかどうかはさておきです。これから電子カルテ導入予定
の施設の方々に、何らかのたしになれば幸いです。
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佐子 肇 

 
 
 

【問題】急性骨髄性白血病（AML）に合併した肺
接合菌症患者の気管支洗浄液から接合菌を検出
した。本菌は PDA 培地に速やかに、灰白色のケ
カビ状で、シャ－レ一面に発育した。スライド
培養法では、胞子嚢柄の分岐性（＋）、Stolon（不
明）、rhizoid（不明）、Collumella（キノコ型 ）
及び Colar（＋）、胞子嚢胞子が真珠様に認めた。
発育至適温度は 35℃（＋）、42℃（－）であった。
以上の結果から Mucor sp.を同定した。 
次のスライド培養から Mucor sp. はどれでし
ょうか？ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１ （２） ×

（３） ×400 （３） ×２00 

） ×400 200
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答え：（１） 
（２）：Rhizopus ,（３）：Rhizom
 
 
 

 

ucor ,（３）：Absidia ( Mycocladus corymbifera )

短い→：Collumella（キノコ型 ） 
中間の→：Colar（えり状に残った胞子

嚢膜の一部） 
長い→：胞子嚢胞子（ 大きな真珠様 ）

 
 
 
 

 
 
 
 今年も残すところあとわずかです。風邪ひかないよう、インフルエンザにならな
いよう、ノロウイルスにかからないよう、「うがい」「手洗い」をきっちりしましょ
う。略して「うがらい！！（出展：笑い飯）」・・・良いお年を・・・。 

赤木 征宏 2008.12.07 
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