
近年、抗菌薬に対する薬剤耐性(AMR)は世界的な問

題となっている。本邦においても 2016年に 6つの分野

(普及啓発・教育、動向調査・監視、感染予防・管理、

抗微生物剤の適正使用、研究開発・創薬、国際協力)に

関する行動目標を掲げた AMR対策アクションプラン

(以下 AP)が策定された。指標として、薬剤耐性菌は

S. aureus・ S. pneumoniae・ E. coli・ K. pneumoniae・

P. aeruginosaの 5菌種、抗菌薬使用量は静注薬と経口

薬にそれぞれ目標値が設定され、戦略に基づいた様々

な対策が実施されてきた。今回は、大学病院の立場か

ら現状をお話しする。

当院は病床数 697床の第二種感染症指定医療機関で

ある。AP策定前年の 2015年 11月に抗菌薬適正使用支

援チーム(AST)が組織され、感染制御チーム(ICT)と共

に様々な活動を行ってきた。その結果、当院の薬剤耐

性菌に関する各指標は以下の通り推移している。

① S. aureus (メチシリン)：改善傾向

② S. pneumonia (ペニシリン)：ほぼ横ばい

③ E. coli (フルオロキノロン)：悪化傾向

④ E. coli・ K. pneumoniae (カルバペネム)：横ばい

⑤ P. aeruginosa (カルバペネム)：横ばい

これらのうち(ほぼ)目標達成は 3項目という状況で

あった。S. aureusのメチシリン耐性率の低下は入院患

者からの分離株で顕著であり、手指消毒や接触予防策

といった感染対策の効果が現れたものと考えている。

血液や髄液からのMRSAの検出も年々減少しており、

抗MRSA感染症治療薬の適正使用に関与している。

一方で、未達成の 2項目に対する対策が誤っていた

という評価はしていない。S. pneumoniaeのペニシリン

は、感染症法上の非感性基準が CLSIの髄膜炎におけ

る基準(MIC≧0.125㎍/mL)と同じである。そのため半数

近くが非感性となっているが、髄膜炎以外の基準

(MIC≧4㎍/mL)では 5%未満であり、治療上問題となる

ことは少ない。また、E. coliのフルオロキノロン耐性

率は特定のサブクローンの拡散による影響が大きい。

厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業(JANIS)の

公開情報でも同様の結果であり、今後は抗菌薬適正使

用以外の対策も検討する必要があるかもしれない。

静注抗菌薬使用量は、2013年と比較して抗菌薬使用

密度(AUD)が約 7%増と目標は未達成であった。

AST活動開始前と比較して、PK/PD理論に基づいた適

切な介入が可能になったことが一因と考えている。病

院の性質上、広域スペクトル抗菌薬を使用せざるを得

ない場面も少なくないが、『必要な症例には適切な用

法・用量を、不要な症例には積極的に投与中止や de-

escalationを提案する』ことが重要である。実際に、治

療への介入や各種マニュアルの整備により不適切投与

例は減少しており、P. aeruginosaのカルバペネム耐性

率が目標を概ね達成できていることに繋がっていると

思われる。

2020年で当初の予定である 5年間が経過した。その

成果を検証し、今後の対策を進めるうえで微生物検査

室や臨床検査技師に求められることは何か、ご参加の

先生方と一緒に考えてみたい。連絡先：0859-38-6825
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【はじめに】

世界中で増加している薬剤耐性菌について、2015年
5月世界保健機構（WHO）で「薬剤耐性(AMR)に 関

するグローバル・アクション・プラン」が採択された。

AMR対策を推進させるため、2016年～2020年の 5年
間で実施すべき項目をまとめた「AMRアクションプラ
ン」の当院での取り組みと成果報告を行う。また薬剤

師とも連携し、薬剤耐性菌検出率と

AUD（Antimicrobial use density）についてまとめた

ので報告する。そして、高知県内の薬剤耐性菌と抗菌

薬使用量の関係を調べるために発足した「高知県感染

対策サーベイランス」の紹介も行う。

【当院での取り組み】

抗菌薬適正使用（Antimicrobial Stewardship:AS）に

向け、迅速な同定・感受性報告や AST（Antimicrobial 
Stewardship Team）との連携がさらに必要と考え下記を
実施した。

１． ASTとしての取り組み
血液培養陽性時の介入

血液培養陽性時には ICD・ AST担当薬剤師と
情報共有し、培養結果を確認後 de-escalationな
どを推進する。

　２．細菌検査室の取り組み

血液培養の直接同定法の実施

2016年 7月より血液培養の直接同定法を実施。
最終結果報告が翌日に可能となり、抗菌薬適正

使用に寄与できている。2021年 6月からは質量
分析器を導入し、菌名報告は血液培養陽性当日

に行っている。

【耐性菌検出率と AUD（Antimicrobial use density）】

抗菌薬使用量と薬剤耐性菌検出率との関連を調査する

ため、薬剤師と協力し各抗菌薬の AUDと耐性菌の関係

について調べた。AUDは下記の計算式で算出した。

AUD＝{抗菌薬の月間使用量（g）/抗菌薬規定一日投与

量（g）×延べ入院患者数}×1000

１．MRSA検出率と VCMの AUD

MRSA検出率は 2017年以降増加傾向であり 2020年

は 44.6％だった。VCMの AUDは 6.0～7.7で、

MRSA検出率と AUDに強い相関(ｒ=0.81）が見られ

たが、抗菌薬使用の増加により MRSA検出率が増加

しているのではなく、MRSAによる重症感染症例増

加に伴うものと考えられる。VCM使用例での不適

切使用はなかった。

2．大腸菌のフルオロキノロン耐性率

フルオロキノロン耐性率は 32.6％→35.4％→37.0％
→37.3％→36.0％と 2018をピークに増加していた
が、2019年以降は減少している。LVFXの AUDは

19.3～21.4で、LVFX耐性率と AUDに弱い負の相関

が見られた(r=-0.37)。

3．大腸菌・肺炎桿菌のカルバペネム耐性率

大腸菌のカルバペネム耐性率は 0.0～0.4％、

MEPMの AUDは 9.6～16.6で、耐性率と AUDに相関

は見られなかった(r=0.004)。肺炎桿菌のカルバペ

ネム耐性率は 0.4～1.3％で推移しており、カルバ

ペネム AUDとの相関は見られなかった（r=0.095）。

 4．緑膿菌のカルバペネム耐性率

IPM耐性率は 6.0～10.6％、MEPM耐性率は 4.4～

6.0％の間で推移していた。MEPMの AUDは 9.6～

16.6で、耐性率と AUDに弱い正の相関が見られた

(r=0.36)。

【考察】

当院での耐性菌検出率と AUDに明らかな相関を認

めるものはなく、抗菌薬使用量増加が耐性菌検出

増加につながっていなかった。しかし今回検討に

用いた AUDのみの評価では、結果の解釈に限界が

ある。そのため DOT（Days of therapy）も用いた

AUD/DOTを算出することにより、その増加が一日

用量の変化のみによるものか、あるいは投与日数

や投与症例数が増加しているのか判断することが

出来るので、今後の課題にする。また薬剤耐性菌

は、自施設のみではなく地域全体で取り組むべき

問題であり、今後は地域サーベイランス等が重要

になると思われる。

【高知県感染対策サーベイランス研究会の紹介】

　高知県内の薬剤耐性菌検出状況と抗菌薬使用量

を調査するため、臨床検査技師と病院薬剤師が協

力し、2016年４月「高知県感染対策サーベイラン

ス研究会」を立ち上げた。本研究会を通じて、高

知県の地域サーベイランスの現状を紹介する。詳

細は当日報告する。

非会員共同研究者：高橋佐和、中野克哉（近森病

院薬剤部）、石田正之（近森病院　感染症内科）
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1980年代以降、抗菌薬の不適切な使用などにより世
界的に薬剤耐性菌が増加する一方で新しい抗菌薬の開

発は減少している。2015年 5月WHO（世界保健機関）
総会で薬剤耐性に関するグローバルアクションプラン

が採択されたことを受けて、日本では 2016年 4月に
6つの分野について目標を設定し、各分野の具体的な
取り組みなどを盛り込んだアクションプランが策定さ

れた。2016年から 2020年の 5年間で取り組む具体的
な指標として肺炎球菌のペニシリン耐性率、黄色ブド

ウ球菌のメチシリン耐性率、緑膿菌、大腸菌、肺炎桿

菌のカルバペネム耐性率、大腸菌のフルオロキノロン

耐性率の目標値が設定された。

愛媛県立中央病院でもアクションプラン成果指標の

達成に向けて ICTを中心に業務を見直し、2018年 4月
に ASTが発足した。検査部では、血液培養陽性時の報
告体制を変更した。血液培養陽性時には直ちに主治医

に連絡を入れ感染症医へは翌日まとめて報告していた

が、主治医への連絡と同時に感染症医へも連絡を入れ

て感染症医がすぐに介入できるようにした。また、電

子カルテ上に記録を残すため電子カルテから血液培養

介入依頼ができるようにシステムを変更した。当院は

遺伝子検査の導入が遅れていたため、機器更新に合わ

せて mec遺伝子が検出できる遺伝子検査機器を要望し
MRSAをはじめとした耐性菌を迅速に検出できる検査
体制の構築に取り組んだ。さらに、グラム陽性球菌の

薬剤感受性検査の結果報告について、レボフロキサシ

ンの報告を中止した。薬剤部ではカルバペネム系薬に

ついて 2007年から届出制としていたが届け出なくても
オーダーできており使用量が増加していた。そこで運

用の見直しをおこない、届け出ないと依頼ができない

ようシステムを変更した。抗菌薬の長期投与患者を毎

週 ICT会議で報告し ICDによる介入を開始した。県立
病院 4病院で抗菌薬マニュアルを作成した。2020年
12月からは院内の経口セフェム薬を廃止した。ICT活
動は、血液培養を中心としたカンファレンスを ICD、
ICN、薬剤師、臨床検査技師が微生物検査室に集合し
て週に 2回実施し情報共有を開始した。一時期は新型
コロナウィルス対応でカンファレンスが中断した時期

もあったが、院内での web会議システムが整ったこと
から web形式で再開した。

成果目標の達成についての詳細な薬剤耐性菌のデー

タはシンポジウム時に発表する。

問題点や課題として、病院の規模が大きく組織改正

やシステムの変更、院内周知にかなりの時間がかかる。

また、当院は公立病院であり機器の整備に数年を要す

るため遺伝子検査など新しい機器の導入が遅い。さら

に新型コロナの受け入れ病院となったことから 2020年
はその対応でどの職種も多忙を極め AMR対策への取
り組みが難しくなった。改めて 5年間で成果目標を達
成することの難しさを痛感した。AMR対策に向けての
取り組みがそろったのが遅かったため耐性菌について

は継続してモニタリングをしていきたい。

今後は、薬剤感受性検査の報告について感染症医や

薬剤部と相談しながら Selective Reportingや Cascade 
Reportingを積極的に進めて抗菌薬の適正使用に貢献し
たいと考える。遺伝子検査についてもかなり整備され

てきたのでさらに進めていきたいが、人材の面では新

たな微生物認定技師が 6年間育っていないため後進の
育成も急務である。

連絡先 0898-32-7111（8231）
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国際的な薬剤耐性（AMR）の脅威に対して、伝播を
防ぐ感染対策と、抗菌薬の適正使用は AMRに対抗す
るうえで必要不可欠である。

AMR対策は世界的に取り組むべき重要課題の一つで
あり、2015年には世界保健機関（WHO）がグローバ
ルアクションプランを策定し、その動きをうけて我が

国でも 2016年に「AMR対策アクションプラン」が発
表された。アクションプランには６分野が掲げられて

おり、それぞれの目標が記載されている。このなかで

Antimicrobial Stewardship Team(AST)の担う役割は、
抗菌薬適正使用支援による耐性菌の制御である。抗菌

薬適正使用に関しては、医師と薬剤師の役割が大きい。

しかしながら、微生物検査室から発信される起炎菌に

関する情報は抗菌薬選択のために非常に重要な情報で

ある。また、薬剤耐性菌が発生し広がりやすい環境に

ある医療機関において感染予防・管理のためには微生

物検査による薬剤耐性菌の検出と、それに基づく臨床

判断や感染対策が必要不可欠である。

そのため、ASTにおいて臨床検査技師が大きく貢献で
きることの一つとして挙げられるのが、起炎菌の同定

と感受性結果を早期に臨床に提供することである。し

かしながら、中規模あるいは小規模病院において、早

期に起炎菌の同定が可能である質量分析装置等の機器

を持たない施設も多く、各施設の使用している機器、

人員、勤務体制を考慮しつつ、臨床に対して迅速に同

定と感受性結果を提供する工夫が必要であると考える。

当院も質量分析装置は採用されておらず、菌の同定と

感受性試験の結果は検体が提出されてから最低でも３

日は必要である。特に ESBL等の薬剤耐性菌は確認試
験のため、さらに１日必要とされる。また、微生物検

査担当検査技師の人数が多い場合、交代制で休日に検

体処理をする施設もあるが、小規模もしくは中規模病

院の場合、微生物担当検査技師の人数も少なく、場合

によっては他部署と兼任しているところも多い。その

ため休日や夜間に提出された検体の処理に関して、平

日に提出された検体よりも数日報告日数が遅れてしま

う。当院でも微生物担当検査技師は他部署と兼任して

おり日当直業務も行っているため、現状では休日に検

体処理を行うことが難しい。そこで当院の微生物検査

室では起炎菌の早期報告のために、日当直者による検

体の培養処理と、血液培養陽性時にはグラム染色結果

の報告及び血液寒天培地への培養処理を実施している。

特に血液培養陽性時のグラム染色結果を臨床に報告す

ることにより、主治医は血液培養のグラム染色結果の

報告から、ある程度の起炎菌の推測が可能となるため

抗菌薬適正使用の一助となる。しかしながら、普段微

生物検査を担当していない日当直者がグラム染色を実

施し報告することは日当直者に大きな負担となる。そ

のため、日当直者が安心して微生物検査を実施できる

ような配慮が必要であると考える。当院では、その対

策としてマニュアルの整備と形態別の標本の作成、コ

ミュニケーションアプリもしくはメッセージアプリを

利用した休日の対応を行っている。マニュアルの整備

や形態別の標本の作成により、グラム染色の結果に困

った場合に日当直者自身が作成した標本と比較しグラ

ム染色の結果を判断できるようにしている。また、コ

ミュニケーションアプリもしくはメッセージアプリの

使用により、日当直中にグラム染色や培養に関して質

問があれば、顕微鏡の写真を撮影してもらい、微生物

検査担当技師がその写真と患者情報からその後の対応

を考え、日当直者に指示している。以上の対応により、

通常勤務時間外において血液培養陽性時の早期の起炎

菌報告を可能にし、また、血液培養時には培養も同時

に実施していることから休日明けにすぐに同定と感受

性検査を実施することで、早期での起炎菌の同定と感

受性結果を臨床に提供している。しかしながら当院の

現状として、血液培養陽性検体と日当直者自身の標本

を比較することは可能だが、日当直者のグラム染色の

手技に関しては日当直中にチェックすることが出来な

いため、今後対策が必要であると考える。また、抗菌

薬適正使用のためには、微生物検査結果を正しく解釈

できるよう、より多くの詳細な情報を伝えやすい環境

づくりも必須である。

今後、ASTにおける臨床検査技師の在り方として臨
床医や多職種とコミュニケーションを密にとることで

技師の持つ有益な菌に関する情報を積極的に発信する

ことにより臨床へ大きく貢献し、微生物検査技師の存

在意義を高めていくよう努力していくことが必要であ

ると考える。

浜田医療センター　臨床検査科（代表 0852-25-0505）

中規模病院における AMRの取り組みについて

◎佐藤 瑞記 1)

独立行政法人 国立病院機構 浜田医療センター 1)

シンポジウム



2015年世界保健総会において AMRに関するグロー
ル・アクション・プランが採択され、厚生労働省は

2020年の成果指標を定め、微生物の薬剤耐性率を下げ
ることは医療機関の重要事項となりました。

細菌検査室の重要性が増すなかで、何をすれば

AMR対策になるのだろうかと悩む検査技師の方も多い
と思います。

すぐに思いついたのは血液培養の採取促進でした。

当院では 2014年 10月までは血液培養自動機器がなく
２セット採取率は約 13%でした。
血液培養自動機器購入後は 2セット採取率が約 75%と
なりました。

ICNの協力もあり、採取方法の勉強会の中で 2セット
採取と採血量の順守を院内に周知したところ、2017年
以降は 2セット採取率 90%以上を維持できるようにな
りました。

また採血量順守に検査室として出来ることとして、

2014年の血液培養自動機器購入時より血液ボトルに採
血量の目安量の線を他職種にも視覚的に分かりやすい

ように記入することにしました。

近年の患者様の高齢化に伴い採血困難者が増加してい

ますが、約 9割で採血量 8~10mlを順守してくれてい
ます。

つぎに検討したのは迅速な結果報告でした。

質量分析器もなく、遺伝子検査機器もないなど当院の

ような中規模以下の医療機関の細菌検査室では迅速性

を高めるのは限界があります。

しかし、グラム染色は規模を問わずできる検査です。

古典的な検査ですが、安価で迅速性に優れています。

当院ではグラム染色結果の電子カルテ記載を迅速に行

い、喀痰であれば Geckler分類、Miller&Jones分類、尿
であれば混濁度など検体情報も記載し、典型的な染色

像があれば医師に電話連絡するようにしました。

次に耐性菌選択培地に発育があれば中間報告に耐性菌

の可能性や発育状況を記載することにより、医師が検

体提出日の翌日の検査状況を把握できるようにしまし

た。

グラム染色結果の迅速報告や、中間報告の充実化を図

ることにより、グラム染色結果を参考にした抗菌薬の

選定や、耐性菌の可能性がある場合は広域の抗菌薬を

使用し、感受性検査結果が判明しだいデエスカレーシ

ョンを行う医師が増えています。

また、上記２つのことを行うようになってから医師、

薬剤師の問合せが増加しました。

受診理由、基礎疾患など患者背景の情報を知らないと

診療に必要かつ的確な返答はできません。

しかし、問合せのたびに電子カルテから患者情報の確

認をし、検出菌、抗菌薬の話をするのは効率が悪く、

仕事量が増加するというデメリットが発生してしまい

ました。

そこで細菌検査システムのメモ欄を利用して検体提出

された全ての患者情報の必要事項を簡潔に記載するよ

うにしました。

その効果もあり、医師からの質問の際に、受診理由、

疾患名、基礎疾患などをメモ欄から瞬時に把握できる

ため、医師や薬剤師との話もスムーズに行うことがで

きるようになり、現在では診療の一助になっています。

AMR対策といえば最新技術ばかりを重視しがちです。
確かに正確性と迅速性は大切ですが、機器購入など資

金面での問題があり購入できない施設が多いと思いま

す。

当院も含めこのような中規模施設では報告内容や情報

の充実に努めることにより、ASTの一員としての役割
を充実させ、AMR対策に十分に貢献できるのではない
かと考えます。

今回は当院の取組みと、問題点、今後の課題などを報

告させて頂きます。

中規模病院でもできる AMR対策

◎澤口 千恵 1)

JA徳島厚生連 吉野川医療センター 1)

シンポジウム

2015 年世界保健総会において AMR に関するグロー

ル・アクション・プランが採択され、厚生労働省は 2020
年の成果指標を定め、微生物の薬剤耐性率を下げるこ

とは医療機関の重要事項となりました。 
細菌検査室の重要性が増すなかで、何をすれば AMR
対策になるのだろうかと悩む検査技師の方も多いと思

います。 
すぐに思いついたのは血液培養の採取促進でした。 
当院では 2014 年 10 月までは血液培養自動機器がなく

２セット採取率は約 13%でした。 
血液培養自動機器購入後は 2 セット採取率が約 75%と

なりました。 
ICN の協力もあり、採取方法の勉強会の中で 2 セット

採取と採血量の順守を院内に周知したところ、2017 年

以降は 2 セット採取率 90%以上を維持できるようにな

りました。 
また採血量順守に検査室として出来ることとして、

2014 年の血液培養自動機器購入時より血液ボトルに

採血量の目安量の線を他職種にも視覚的に分かりやす

いように記入することにしました。 
近年の患者様の高齢化に伴い採血困難者が増加してい

ますが、約 9 割で採血量 8~10ml を順守してくれてい

ます。 
つぎに検討したのは迅速な結果報告でした。 
質量分析器もなく、遺伝子検査機器もないなど当院の

ような中規模以下の医療機関の細菌検査室では迅速性

を高めるのは限界があります。 
しかし、グラム染色は規模を問わずできる検査です。 
古典的な検査ですが、安価で迅速性に優れています。 
当院ではグラム染色結果の電子カルテ記載を迅速に行

い、喀痰であれば Geckler 分類、Miller&Jones 分類、尿

であれば混濁度など検体情報も記載し、典型的な染色

像があれば医師に電話連絡するようにしました。 
次に耐性菌選択培地に発育があれば中間報告に耐性菌

の可能性や発育状況を記載することにより、医師が検

体提出日の翌日の検査状況を把握できるようにしまし

た。 
グラム染色結果の迅速報告や、中間報告の充実化を図

ることにより、グラム染色結果を参考にした抗菌薬の

選定や、耐性菌の可能性がある場合は広域の抗菌薬を

使用し、感受性検査結果が判明しだいデエスカレーシ

ョンを行う医師が増えています。 
また、上記２つのことを行うようになってから医師、

薬剤師の問合せが増加しました。 
受診理由、基礎疾患など患者背景の情報を知らないと

診療に必要かつ的確な返答はできません。 
しかし、問合せのたびに電子カルテから患者情報の確

認をし、検出菌、抗菌薬の話をするのは効率が悪く、

仕事量が増加するというデメリットが発生してしまい

ました。 
そこで細菌検査システムのメモ欄を利用して検体提出

された全ての患者情報の必要事項を簡潔に記載するよ

うにしました。 
その効果もあり、医師からの質問の際に、受診理由、

疾患名、基礎疾患などをメモ欄から瞬時に把握できる

ため、医師や薬剤師との話もスムーズに行うことがで

きるようになり、現在では診療の一助になっています。 
AMR 対策といえば最新技術ばかりを重視しがちです。 
確かに正確性と迅速性は大切ですが、機器購入など資

金面での問題があり購入できない施設が多いと思いま

す。 
当院も含めこのような中規模施設では報告内容や情報

の充実に努めることにより、AST の一員としての役割

を充実させ、AMR 対策に十分に貢献できるのではな

いかと考えます。 
今回は当院の取組みと、問題点、今後の課題などを報

告させて頂きます。 



はじめに

抗微生物薬の不適切な使用等を背景として薬剤耐性

菌は増加しており、我が国では 2016年から 2020年の
期間で薬剤耐性（AMR）対策アクションプランが計画
され、様々な対策がなされた。そして計画期間の区切

りを迎えた今、薬剤耐性（AMR）対策アクションプラ
ンの効果を評価することは今後の対策を行う上で重要

である。今回、我々は検査センターとしての薬剤耐性

（AMR）対策アクションプランにつながる取り組み内
容と薬剤耐性菌調査の結果を報告する。

取り組み内容

弊社は岡山県を中心として地域に密着した検査セン

ターである。院内感染対策支援として耐性菌を含む検

出菌状況のレポートや感受性レポート、アンチバイオ

グラムを作成しユーザーへ提供している。また、結果

報告のタイミングで耐性菌の検出状況の一覧を必要と

するユーザーへ当日中に FAX報告を実施しており、迅
速な耐性菌の報告を行っている。インターネットで利

用できる B-Report（Web参照システム）は施設にて結
果参照が出来る他、検出菌の様々なパターンでのデー

タ集計及びグラフ化、アンチバイオグラムなど利用す

る施設に合った院内感染対策に関する集計や資料の作

成が出来るツールとなっており、厚生労働省院内感染

対策サーベランス（以下 JANIS）へ提出するデータフ
ァイルの作成も可能である。さらにユーザーへ向けて

院内感染対策や薬剤耐性菌についての講演会を実施し

情報を提供している。

検査センターとして、迅速に耐性菌検出の報告を行

うこと、施設ごとに院内感染対策の対象菌が異なる為、

その施設に適した院内感染対策に有用な情報を提供し

活用してもらうことが重要だと考える。

薬剤耐性菌調査結果

対象期間は 2015年から 2020年の入院・外来患者に
おけるMRSA及びMDRPの分離率（各耐性菌分離患
者数÷年間総患者数×100）とMRSA及びMDRP、
ESBLs産生菌（Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Proteus mirabilis）の分離頻度（各耐性菌分離患者数
÷各菌種総分離患者数×100）を調査した。詳細な結果

やグラフはシンポジウムで示す。

調査結果からMRSA及びMDRPの入院患者の分離
率は減少しており、一定の院内感染対策の効果がある

と言えるが、2020年の入院患者におけるMRSAの分
離率（12.6％）は JANISの全国（6.41％）、岡山県
（7.63％）どちらの数値も上回っており、持続的な対
策が必要である。2020年の入院患者における
ESBLs産生菌の分離頻度は E.coli（42.1%）、
K.pneumoniae（24.3%）共にピークとなっており今後の
動向を注意すべきである。外来患者においても年々増

加していることから市中での広がりを考慮した上で入

院時の院内感染対策が必要である。

JANISでは病床数 200床以上のMRSA分離率に比べ、
病床数 200床未満のMRSA分離率の方が高いデータが
あり、病床数の少ない施設での院内感染対策の強化が

重要と考える。病床数 200床未満の施設が多数を占め
る検査センターとして、いかにユーザーに院内感染対

策の啓蒙と情報提供をしていくかが今後の課題である。

まとめ

　院内感染対策は施設ごとに問題となる耐性菌が異な

り、必要な情報も異なる。B-Report（Web参照システ
ム）を活用することによって時間を問わず、検査結果

の参照、院内感染対策に必要なデータの抽出やグラフ

化が可能になり、よりタイムリーで集中的な院内感染

対策支援が可能となった。今後も院内感染対策支援及

び情報発信を継続的に行うことが重要と考える。

連絡先－086-427-2310

検査センターとしての薬剤耐性（AMR）対策アクションプランへの取り組み

◎岸上 知由 1)

株式会社 岡山医学検査センター 本社ラボ 1)

シンポジウム




