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【はじめに】 

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（methicillin‐

resistant Staphylococcus aureus：以下MRSA)は現在

も重要な医療関連感染（healthcare-asso-ciated 

infection;以下HAI）の原因菌の一つである。当院では

過去に検出菌に対して個室隔離を試みたり、MRSA感染

がはっきりしなくても治療を行っていたケースがあっ

た。しかし、労力の割に必ずしも効果があったとはい

えない現状があった。抗MRSA薬の適正使用を促すため

には、適応症例、使用量、投与期間の問題がないのか

どうかを確認する必要がある。当院では2006年より感

染対策チーム(Infection Control Team；以下ICT）が

結成されたのを契機に、週に1回の抗菌薬適正使用の

ラウンドを実施してきた。同時に薬物血中濃度モニタ

リング（Therapeutic drug monitoring;以下TDM）の測

定を開始し1）、抗MRSA薬の使用量と投与期間に主眼を

おいてサーベイランスに取り組んできた。今回、MRSA

検出サーベイランスデータと抗 MRSA 薬の使用量の推

移を比較しながら、ICT 活動および取り組んできた対

策の効果について考察する。 

 

【対象と方法】 

期間は2003 年～2011 年の9年間で、保菌者か感染

症患者かを区別せず、当該月に検出されたMRSAが陽性

または抗MRSA 薬（バンコマイシン、テイコプラニン、

アルベカシン、リネゾリド）を使用中の全入院患者を

対象とした。尚、MRSA 発生率および感染率は、ICT 発

足の2006 年～2011 年の6年間のデータを後ろ向きに

調査した。 

１． データ抽出方法 

検査・薬剤情報の2次的活用として専用データベ

ース（以下DB）に集積された細菌検査結果データ

を用い、DBから以下の1）～3）を抽出した。 

1） MRSA検出数 

函館市医師健診検査センターへ検体を提出

し、分離増殖培養にて検出された MRSA を月

別に算出。同一検体、同一患者で1カウント

とした。 

2） 抗MRSA薬投与日数（累積） 

抗 MRSA 薬の 1 日投与量に関わらず、患者 1

人に抗 MRSA 薬を投与した日数を累計し、延

べ日数で表した 

3） MRSA発生率、感染率 

米国疾病予防管理センター（CDC）のNational 

Nosocomial Infections Surveillance（NNIS）

システムの薬剤耐性菌サーベイランスの定

義2)を参考に、以下の方法で算出した。 

 

                MRSA検出数 

新入院患者数 

MRSA検出数：保菌者か感染症を起こした患者を区別

せず、当該月に検出された件数。同一検体、同一患

者で複数回の検出は1カウント。 

 

 

MRSA 感染数：抗MRSA 薬を投与した患者のうち、投

与日前後1ヶ月以内にMRSAが検出された患者数。 

２． 抗菌薬適正使用を促すための取り組み 

1996 年～MRSA 検出症例の手作業によるデータ収

集。抗MRSA検出症例の検討会を開催（1回/月）。

2006年～抗菌薬適正使用ラウンド開始（1回/週）。

2008 年～リネゾリド（LZD）採用に伴い使用適応

症3)を明文化。 

TDM運用開始。 

2009年～MRSA感染対策、標準予防策・感染経路 

別予防策マニュアル改訂。 

感染対策定期教育研修開始。 

 

【結 果】 

2003年から2011年までの間において、当院のMRSA

検出数は約1,000件の減少を認めたが、抗MRSA薬累積

投与日数は年により 78～1,500 日の変動がみられた

（図1）。 

MRSA 発生率および感染率の推移をみると、TDM を開

×100（％） (1)MRSA発生率： 

(2)MRSA感染率： ×100（％） 
MRSA感染数 

新入院患者数 
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始した2006年以降2011年までの間で、MRSA発生率は

2.5％～1.4％、MRSA 感染率は1.0～0.5%と明らかな漸

減傾向を認めた（図2）。 

 

【考 察】 

厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業（検査

部門）が情報公開している結果を見ると、2011年年報

では参加登録 549 医療機関における MRSA 分離率は

8.77％で、他の薬剤耐性菌と比べても最も多く分離さ

れており 4)、当院に限らずどの医療機関においても日

常的に取り組むべき問題の一つとなっていることがわ

かる。また、近年では市中型の MRSA（community 

acquired MRSA;CA-MRSA）が分離され注目されている。 

当院は533床（2013年5月1日付）の急性期病院で

あり、在院日数は2003年の17.1日から、2011年には

12.5日と4.6日短縮されている一方、新入院患者数は

2003年が11,520人であるのに対し、2011年には12,408

人と9年間で888人増加している。今回のサーベイラ

ンスでは、このような背景から持ち込み入院もあり得

ることを考慮し、保菌・感染症の区別は行わず、デー

タ収集を行った。 

当院におけるMRSA 検出数は2003 年から2011 年に

かけて概ね減少傾向で、9 年間で約 1,000 件減ってい

る。これに対して抗MRSA薬累積投与日数には一定の傾

向がみられない（図1）。2003年と2010年のMRSA検出

数および抗 MRSA 薬累積投与日数を比較してみると、

2010年のMRSA検出数は2003年の約3分の1まで減少

している。ところが、抗 MRSA 薬累積投与日数は 2003

年より 2010 年の方が多くなっている。2010 年の方が

TDM 実施により、適切な投与量を十分な投与期間で行

っていると考えられるので、2003 年は抗 MRSA 薬の投

与量が少なかったことが推測される。 

当院の松崎らのICT 廻診と抗MRSA 剤の TDM につい

ての報告では5）、2006年より疾患別の治療期間の目安

を明示した上でICTが介入し始めた。その2年半後に

は全ての抗MRSA薬使用患者に対し、細菌検査とTDMを

実施する体制を整えることができている（図3）。以降、

ICTラウンドとして継続され、主治医の理解・協力やホ

ーソン効果も影響し、結果として患者個々に見合った

十分な投与期間や投与量が遵守できているものと考え

る。実際にMRSA発生率および感染率の減少の推移を検

討してみると、2006 年から 2011 年までに発生率は

1.0％強、感染率は0.5％の減少がみられる（図2）。こ

れは年間当たりの新入院患者数を概ね 12,000 人と考

えると、MRSA発生患者が年間約120人、MRSAの治療を

要した件数は年間約60件減少したことになる。このよ

うに MRSA 発生率と感染率が減少してきた背景には、

TDM を実施することで有効血中濃度にコントロールが

可能となったこと、リネゾリド（LZD）の使用適応症2）

の提示、薬剤師を中心に専門的に介入できたことで適

正使用が推進され、感染症の適正治療、抗MRSA薬の耐

性化防止に貢献できたものと考える。 

HAIとしてのMRSA対策は、標準予防策をベースとし

た接触感染予防策が必要となるため、その周知や教育

は大切である。標準予防策、感染経路別予防策6）の教

育研修、院内の環境整備といった日常的な感染予防対

策の取り組みが、MRSA感染拡大防止に寄与しているも

のと考える。 

サーベイランスの実践は、HAI を減少させるために

不可欠である7）。当院におけるMRSAサーベイランスは、

1996年より開始されていたが、当初はICTメンバーが

個々に手作業でのデータ収集を行い、感染に関するDB

の作成に膨大なエネルギーを費やしていた。そこでデ

ータ収集をより効率的に収集できる手段として、2003

年にオーダリングシステムを、2006年にはシステム係

職員と連携し、院内におけるDBから自動的に感染に関

するデータを抽出するシステムを整えた。これにより、

ICT の業務改善がなされ、タイムリーに臨床へデータ

還元ができるようになった。その結果、患者に対して

は、より安全で有効な治療が受けられる体制が整いつ

つある。今後も得られたデータをもとに継続した ICT

活動を行い、患者ケア・治療へ貢献していきたい。 
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図1： MRSA検出数と抗MRSA薬累積投与日数の年次推移 

図2： MRSA発生率・感染率の推移 

MRSA発生率：MRSA陽性検出数÷新入院患者数×100 

MRSA感染率：MRSA感染数÷新入院患者数×100 
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図3： 当院における抗MRSA薬使用患者数と細菌検査・TDMの動向 


