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新病院設立にあたってのMRSA感染予防対策の変化とその成果

発 表 者 山田 真也 （富山県：金沢医科大学氷見市民病院）

共同研究者 水野 宅郎、谷畑 祐子、中澤 佑介
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新病院設立にあたってのMRSA感染予防対策の

変化とその成果について発表します。
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現在、MRSAの罹患予防として全国では対象患

者隔離をはじめ多くの感染予防策が実施されて

います。
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方法です。調査期間ですが、新病院移転となっ

た２０１１年９月以前の１７ヵ月間と移転後の１７カ月

間を調査期間とし、レトロスペクティブに

MRSA罹患患者の特徴罹患率を比較しました。

また、当院 ICTがかかげた４項目を実施された

時期で２つに分け、移転後の発症率の比較を行

いました。
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実際に ICTが追加した感染対策項目です。

��は、病室毎にシンクおよびエプロン装着器
具、手袋を壁に設置する器具を新病院建設の際

に取り入れました。これは９月からの実施とし

ました。一方��は２０１２年の４月からの開始と
なり、新人社員が入社した時期をスタートとし

２０１２年４月から４項目すべてが実施されている
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と考えました。
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�の写真はシンクです。�は手袋、エプロンの
設置器具です。�は新人だけでなく、病院スタッ
フ全員に感染症に対する知識をつけてもらおう

と外部から感染の専門家を呼んで講義を受けて

いる風景です。
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患者背景です。旧病院期間の１７ヶ月間で入院患

者総数は４，１１０名、新病院になってからの１７ヶ月

間で４，５１３名でした。
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罹患患者の男女比です。旧病院と新病院で大き

な差はありませでした。男性が約６割、女性が

約４割を占めています。
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次に罹患患者の年齢層の比較です。旧・新病院

ともに７０歳以上が８０％の割合を占めていること

がわかります。
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診療科別の比較です。旧病院と新病院での傾向

は変わっていませんが、内科での発生が６０％以

上を占めています。当院では老年の受診者が多

く、高齢医学科、総合診療科でのMRSA発生件

数が多くみられたことも反映していると思われ

ます。
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病棟ごとに比較したMRSA発生率の変化のグラ

フです。新病院になってから、内科病棟での

MRSA発生率が優位に低下していることがわか

りました。
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検体別のMRSA検出率を比べたものです。旧病

院新病院ともに喀出痰、吸引痰をあわせた項目

が圧倒的に多いことがわかりました。その傾向

は新旧どちらの病院でも差はみられませんでし

た。
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MRSAの発生率と持ち込み率の比較です。発生

率に関しては新病院になってから優位に低下し

ています。持ち込み率に関しては、優位差はあ

りませんでした。
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また、MRSAに対する感染対策とMRSA発生率

を感染予防対策が導入された時期を分けて細か

く調べたところ、新病院移転後の��導入後移
転前と発生率は優位に低下し、さらに、２０１２年

４月から予防策�～�がすべて実施された期間
と比べたところ、感染予防��だけの期間より
も優位にMRSA新規発生率は低下したことがわ

かりました。
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新病院に移転しMRSA感染予防対策を新しく実

施したことにより、MRSAの発生率は優位に減

少しました。
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臨床データから血漿BNP値を推測する試み

発 表 者 齋藤 めぐみ （大分県：国東市民病院）

共同研究者 小野 結香、小俣 健、崎野 正博、橋本 裕子、野邊 靖基
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【背景】

ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド（以下 BNP）

は、主として心臓の心室から分泌され、血管の

拡張作用、利尿作用をもち、体液量や血圧の調

節に重要な役割を果たしているホルモンです。

血漿 BNP濃度は、心不全時にはその重症度に

応じて著明に増加し、心不全の病態把握に重要

な意義を持っています。

しかしながら、血漿 BNP値は、スライドに示

します種々の因子や検体処理により変動し、さ

らには、心臓病以外の疾患でも影響を受けると

言われます。
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臨床データを用いて血漿 BNP値を良好に推測

できれば、相互補完的に心不全の病態を評価で

きると考えます。それに加えて、血漿 BNP値

の変動要因を考察する上でも大きな手助けにな

ると予想されます。そこで今回、種々の臨床デー

タと血漿 BNP値との関係を重回帰分析を用い
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