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医療施設内の設備や機器を感染源とする院内感染

林　俊治

北里大学医学部微生物学

   院内感染とは医療施設内で新たに病原体に感染することである。院内感染の制御は医療施設に
とって重要な業務である。メチシリン耐性黄色ブドウ球菌などの病原体は，ヒトからヒトへと伝播

し，院内感染を起こす。このタイプの院内感染は接触予防策によって比較的簡単に制御することが

できる。一方，レジオネラ菌，緑膿菌，セレウス菌，アシネトバクター・バウマニ，セレウス菌な

どの病原体は，これらに汚染された病院施設や医療機器からヒトへと伝播する。これらの病原体に

よる院内感染は制御するのが難しい。このタイプの院内感染を制御するためには，病原体に汚染さ

れた物品を見つける必要がある。その方法としては，病院疫学と細菌学的環境調査が有用である。

しかし，日本ではこの分野の専門家が非常に少ない。したがって，これらの専門家の育成が必要で

ある。
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はじめに

   院内感染 (nosocomial infection) とは，病院などの医

療施設に入院後，新たに病原体に感染することと定義

されている 1。類似の用語として，医療関連感染

(healthcare-associated infection) や病院感染 (hospital

infection) という言葉も使われる。大規模な院内感染が

起きれば，入院制限などによって医療活動に大きな支

障がでる。さらに，その対策に直接必要な経費のみな

らず，訴訟対策や風評被害などによって，医療施設の

経営に大きな打撃を与える。したがって，院内感染の

制御は医療施設の運営における重要な業務のひとつと

なっている。

   院内感染を制御するためには，病原体の感染源と感

染経路を十分に認識したうえで，対策を練る必要があ

る。従来，院内感染の感染経路として重視されてきた

のが，ヒトからヒトへの微生物の伝播である2。具体的

には，直接の接触や飛沫などを介して患者間で病原体

の伝播が起きる。患者と医療従事者の間で病原体の伝

播が起きる場合もある。一方，医療施設内の設備や機

器が病原体に汚染され，これが感染源となって発生す

る院内感染がある3。このように物品からヒトへと病原

体が伝播される形式の院内感染は制御が難しく，今後

その重要性が増してくるものと思われる。本稿では，

この物品を感染源とする院内感染の具体例を紹介し，

その特徴および対策について解説する。

院内感染における感染源と感染経路

1. ヒトを感染源とする院内感染

   医療施設の中では様々な病原体が，患者から患者，

医療従事者から患者，患者から医療従事者へと伝播さ

れる2。この場合の感染源は病原体を保菌する患者や医

療従事者である。このようにヒトからヒトへ伝播する

院内感染に対しては，保菌患者の特定およびその隔離

が重要である4。さらに，保菌医療従事者の就業制限が

必要な場合もある。感染経路としては，接触感染，経

口感染 (糞口感染を含む)，飛沫感染，空気感染，体液

暴露による感染などが挙げられる。これらの中で最も

重要なものは，手指などの接触による感染であり，こ

のような感染を制御するためには，手指衛生の励行お

よび個人防護具の使用といった接触予防策が有効で

ある5。

   ヒトからヒトへ伝播して院内感染を起こす微生物を

表1左側にまとめた。このなかで最も重要なものは，メ

チシリン耐性黄色ブドウ球菌methic i l l in- res is tant

Staphylococcus aureus (MRSA) である6。これらの微生

物はいずれも，病気を起こさない状態で，ヒトに定着

することができる。その結果，無症状の保菌者が感染

源になることがある。

2. 物品を感染源とする院内感染

   医療施設内の設備や機器が病原体に汚染され，そこ

から患者へと病原体が伝播される形式の院内感染があ
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る3。この場合の感染源は病原体に汚染された物品であ

る。このように物品からヒトへと伝播していく院内感

染に対しては，保菌者の隔離，手指衛生の励行，個人

防護具の使用といった対策があまり効果を示さない。

このような院内感染を制御するためには，汚染物品を

見つけ，その廃棄もしくは消毒を行う必要がある。汚

染物品から患者への感染経路は，その物品の機能に

よって決まる。通常は汚染物品に接触することで感染

するが，空調設備が汚染された場合は飛沫を介して感

染が起きる。

   物品からヒトへと伝播して院内感染を起こす微生物

を表1右側にまとめた。このなかで最も重要なものは，

緑膿菌Pseudomonas aeruginosaである7。これらの微生

物は，ヒトに定着することもできるが，自然環境や病

院環境の中に生息していることの方が多い。例えば，

緑膿菌は洗面台や浴室の排水口から検出されることが

多い。蛇口周辺が緑膿菌に汚染されていることもある。

3. 混在型の院内感染

   同じ病棟でディフィシル菌Clostridium difficileによる

偽膜性大腸炎が連続発生することがある8。これは明ら

かに院内感染である。感染源としては，便中に本菌を

排菌している感染患者が考えられる。しかし，糞便の

廃棄管理を徹底しても，本菌による院内感染を制御で

きないことがある。一方，本菌の芽胞が病棟を汚染

し，病棟環境そのものが感染源になっている可能性が

ある。本菌による院内感染はヒトを感染源とするもの

と物品を感染源とするものが混在する形で成立してい

るものと考えられる。このようにヒトと物品の両者を

感染源とする微生物を表1中央にまとめた。

物品を感染源とする院内感染の実例

1. レジオネラ菌Legionella pneumophila
   レジオネラ菌は土壌や自然環境の水の中に生息する

グラム陰性の桿菌である。本菌に汚染された水がエア

ロゾルになり，これをヒトが吸入することでレジオネ

ラ症が起きる9。本症の病型には，インフルエンザに類

似した予後良好のポンティアック熱と重症のレジオネ

ラ肺炎 (在郷軍人病) がある。本菌がヒトからヒトへ感

染することはほとんどない。

   水を使用する設備や機械がレジオネラ菌に汚染され

ることがあり，これが原因で発生した院内感染の事例

が欧米で報告されている。その最初の事例は1977年に

米国Wadsworth Medical Centerで発生したもので，患者

だけでなく職員の中にも発症者がいた10。この時の感

染源は空調の冷却水であったと推定されている。その

他にも，飲用水，浴室で使用されていた水，製氷機，

ネブライザーなどが感染源となった例が報告されてい

る11-14。水中出産でレジオネラ菌に新生児が感染した例

もある15。日本では2000年に名古屋大学医学部附属病

院で循環式浴槽の汚染が原因でレジオネラ症の院内感

染が起きている16。循環式浴槽はレジオネラ菌に汚染

されやすく，この形式の浴槽を医療施設で使うことは

避けるべきである。

   新生児室で使用されていた加湿器がレジオネラ菌に

汚染され，本菌を含むエアロゾルが室内に噴霧される

ことで，レジオネラ症の集団発生が起きた事例が欧州

で報告されている17,18。日本でも同様の事例が1996年に

慶応義塾大学病院のNICUで，2002年に福島県内の乳児

院で発生している19。加湿器は恒常的に湿潤状態にあ

る器械であり，清掃や消毒を怠ると，様々な細菌に汚

染される。さらに，汚染された加湿器から噴霧される

エアロゾルは細菌を含んでいる。したがって，感染管

理の視点からは，病棟内における加湿器の使用は避け

るべきである。しかし，冬季には病室の乾燥を訴える

患者も少なくなく，危険性を承知のうえで加湿器を使

わざるをえないことがある。そのような場合は，加湿

器の洗浄および消毒を頻回に行う必要がある。また，

超音波式の器械ではなく，熱による殺菌効果が期待で

きる加熱式の加湿器を使用すべきである。

2. セレウス菌Bacillus cereus
　セレウス菌はグラム陽性の大型桿菌であり，芽胞を

表1.  院内感染を起こす病原体と感染源

ヒトも物品も感染源となる病原体
主にヒトが感染源 主に物品が感染源

となる病原体 となる病原体
ヒトの方が重要 ヒトも物品も重要 物品の方が重要

黄色ブドウ球菌 腸球菌 ディフィシル菌 セラチア菌 セレウス菌

表皮ブドウ球菌 コリネバクテリウム ケジラミ ノロウイルス レジオネラ菌

結核菌 クレブシエラ ヒゼンダニ 非結核性抗酸菌

大腸菌 ロタウイルス 緑膿菌

インフルエンザウイルス 結膜炎起因ウイルス 非発酵グラム陰性桿菌

アシネトバクター
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形成することができる。本菌の芽胞は耐熱性であり，

100℃の加熱にも耐えることができる。さらに，この

芽胞はアルコールを含む多くの消毒薬に耐性である。

セレウス菌は食中毒の原因菌としてよく知られている

が，免疫抑制状態の宿主に菌血症や眼房炎を起こすこ

ともある20。

　医療施設で使用されていたリネン類がセレウス菌に

汚染され，これが感染源となって院内感染が発生した

事例がある。自治医科大学附属病院で2006年の夏にセ

レウス菌による菌血症が連続発生した21。感染源の特

定を目的に，院内の環境調査を行ったところ，タオル

やシーツといったリネン類から多数のセレウス菌が検

出された。さらに調査を進めると，リネン類の洗濯に

用いていた洗濯機がセレウス菌に高度に汚染されてい

ることが判明した。リネン類の洗濯に用いられる洗濯

機は連続式洗濯機 (図1) と呼ばれる大型の機械で，80℃

の熱水で洗濯を行うことができる。通常の細菌であれ

ば，この熱水で死滅するのだが，セレウス菌の芽胞は

耐熱性であるため生き残ることができる。さらに，連

続式洗濯機は水を回収して何回も再利用するため，内

部に大量のセレウス菌が蓄積していったものと考えら

れる。同様の院内感染事例は，2005年の夏に新潟大学

附属病院で22，2013年の夏に国立がんセンター中央病

院で発生している。いずれも夏季に起きている。これ

は夏季の気温がセレウス菌の増殖に適しているからで

ある。また，リネン類のセレウス菌汚染が原因となっ

て術後髄膜炎を起こした事例が英国から報告されてい

る23,24。

3. 緑膿菌Pseudomonas aeruginosa
   緑膿菌はブドウ糖非発酵のグラム陰性桿菌であり，

代表的な日和見感染菌である25。緑膿菌の感染源とし

ては，ヒトの場合も，物品の場合もあるが，患者が散

発的に発生する場合は，物品が感染源となっている可

能性が高い。また，接触予防策が効果を示さない場合

も，物品が感染源であると考えるべきである。緑膿菌

は乾燥に弱いため，本菌に汚染される物品は恒常的に

湿潤状態にあるものが多い。

   緑膿菌は多くの抗菌薬に自然耐性を持つうえに，新

たな薬剤耐性を獲得する能力も高い。近年，カルバペ

ネム・アミノグリコシド・キノロンの全てに耐性を示

す菌株が出現しており，これを多剤耐性緑膿菌 multi-

drug resistant P. aeruginosa (MDRP) という26。現在日本

で認可されている抗菌薬の中にMDRPを確実に除菌で

きるものはない。したがって，本菌による感染症の治

療は難しく，臨床上の大きな問題となっている。

   医療施設内の設備や機器がMDRPに汚染されること

があり，これが原因となって発生した院内感染の事例

がある。大阪大学医学部附属病院で2004年にMDRPに

よる感染が連続発生した。この事例では，経食道エ

コーがMDRPに汚染されており，この汚染機器を用い

て検査を行った患者にMDRP感染が発生していた27。ま

た，2005年に長崎大学病院においてMDRPによる院内

感染が発生した。この事例では，蓄尿瓶の保管エリア

がMDRPに汚染されており，蓄尿瓶を介して本菌が拡

散したと推測されている。これら以外には，気管支鏡

や人工呼吸器が感染源として疑われた事例が報告され

図1.  自治医科大学附属病院で発生したセレウス菌による院内感染の原因となった連
続式洗濯機
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ている28,29。

4. アシネトバクター・バウマニAcinetobacter baumannii
   アシネトバクター・バウマニはグラム陰性の桿菌で

あり，免疫抑制状態の患者に病原性を示し，院内感染

を起こすことがある30。重度熱傷患者が本菌に感染す

ることが多い。アシネトバクター・バウマニの感染源

としては，ヒトよりも物品の方が重要であると考えら

れている。本菌は乾燥表面で長期間生存することがで

きるため，医療施設内の様々な設備や機器が感染源に

なりうる31。そのため，本菌による院内感染が起きた

場合，感染源を特定するのが難しく，その制御に苦労

することが多い。そこで，アシネトバクター・バウマ

ニによる院内感染は最も制御の難しい感染症といわれ

ている。

   アシネトバクター・バウマニは多くの抗菌薬に自然

耐性を持つうえに，新たな薬剤耐性を獲得する能力も

高い。近年，カルバペネム・アミノグリコシド・キノ

ロンの全てに耐性を示す菌株が出現しており，これを

多剤耐性アシネトバクター・バウマニm u l t i - d r u g

resistant A. baumannii (MDRA)と呼んでいる32。MDRP

と同様に，MDRA感染症の治療も非常に困難である。

   MDRAによる院内感染の報告は珍しくないが，感染

源を特定し，その制御に成功した報告は比較的少な

い。自治医科大学附属病院の救急救命センターで2007

年から2008年にかけてMDRA感染が連続して発生し

た33。同センターの細菌汚染調査を行った結果，シャ

ワー室で使用していたウレタン製のマットレスが

MDRAに高度に汚染されていた。さらに，このマット

レスを使用していた患者にMDRA感染が多発してい

た。また，2008年から2009年にかけて福岡大学附属病

院の救急救命センターでMDRA感染の連続発生が起き

ている。この時の感染源は人工呼吸器の装着器具で

あったと推測されている。これら以外にも，医療施設

内で用いられていた電子カルテのキーボードやマウス

がMDRAの感染源だった例もある34,35。

5. セラチア菌Serratia marcescens
   セラチア菌は腸内細菌科に所属するグラム陰性桿菌

であり，赤色色素を産生するのが特徴である。病原性

は弱いが，免疫抑制状態の患者に日和見感染を起こす

ことがあり，多くの抗菌薬に耐性を示す36。本菌は土

壌や水中に生息しており，空気中から本菌が検出され

ることもある。液体石鹸，消毒薬，蓄尿瓶，ヘパリン

などが本菌に汚染され，それらが感染源となって院内

感染を起こした例が報告されている37-40。

物品を感染源とする院内感染の特徴

1. 原因となる病原体

   物品を感染源とする院内感染を起こす微生物は，医

療施設の環境中で病原性を維持した状態で生存できる

ものでなくてはならない。したがって，栄養要求性が

低く，生存可能な温度や湿度の幅が広く，消毒薬など

の化学物質に比較的抵抗性の細菌が，物品を感染源と

する院内感染を起こす。具体的には，糖発酵を行わな

い細菌や芽胞形成細菌がこのような院内感染を起こす

ことが多い。逆に，環境中で増殖することのできない

ウイルスが，物品を感染源とする院内感染を起こすこ

とは少ない。ただ，患者の吐瀉物などによって環境が

ノロウイルスに汚染され，それが感染源となって院内

感染が起きることがある41。これは，ノロウイルスが

環境中で比較的長期間生存でき，感染成立に必要なウ

イルス量が小さいからである。

2. 感染源となる物品

   様々な設備や機器が感染源になりうるが，病原体に

表2.  院内感染の感染源となる設備と機器

病原体 設備と機器

レジオネラ菌 空調装置 (特に冷却水を用いるもの)，加湿器，ネブライザー，
製氷機，温水装置 (特に循環式のもの)，ウォーターサーバー

セレウス菌 リネン用洗濯機，シーツ，タオル，風乾式手指乾燥機

緑膿菌 蓄尿瓶，内視鏡，人工呼吸器，ウォーターサーバー，浴室，

製氷機，血漿融解装置，温乳器

アシネトバクター 浴室，洗面台，電子カルテのキーボードおよびマウス，

PHS，人工呼吸器，カーテン
セラチア菌 点滴調整台

黄色ブドウ球菌 新生児保育器

ケジラミ，ヒゼンダニ ベッドシーツなどの寝具

非結核性抗酸菌 内視鏡洗浄消毒機

ディフィシル菌 トイレ，病棟が全体的に汚染されていたと思われる事例がある

ノロウイルス トイレ，病棟が全体的に汚染されていたと思われる事例がある
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よって感染源になりやすい物品は異なる。これらを表2

にまとめた。一般的にグラム陰性菌は乾燥に弱く，恒

常的に湿潤状態にある物品がこれらの感染源になるこ

とが多い。レジオネラ菌は空調装置を感染源にするこ

とがある。この場合，感染経路は飛沫感染となり，院

内感染の規模が大きくなる。アシネトバクター・バウ

マニはグラム陰性菌であるが，例外的に乾燥に強く，

乾燥状態の物品も本菌の感染源になりうる。芽胞形成

細菌も乾燥に強く，消毒薬にも耐性であるため，様々

な物品が感染源になりうる。病棟全体がこれらの細菌

の芽胞に汚染されることもある。

3. 疫学的特徴

   病原体に汚染された物品が感染源となる院内感染で

は，患者が汚染物品に接触することによって感染が起

こる。したがって，その発生頻度は汚染物品に接触す

る頻度に依存し，感染症例が散発的に発生する傾向が

ある。そのため，院内感染の発生に気づくのが遅れる

傾向がある。

   ヒトを感染源とする院内感染であれば，保菌者がゼ

ロになったところで，ほぼ終息と判断することができ

る。しかし，物品を感染源とする院内感染の場合，保

菌者がゼロになっても，汚染物品を除去しない限り，

繰り返し患者が発生する。保菌者がゼロの状態が数か

月続いた後に，同じ菌による院内感染が再発すること

もある。

   物品を汚染源として院内感染を起こす病原体は，特

定の病棟に長期間にわたって居つく傾向があるが，病

院全体に拡散することは比較的少ない。病院間で病原

体が行き来する例も少ない。これは，これらの病原体

が環境菌であり，ヒトに付着して移動することが少な

いことを示している。

4. ガイドラインやマニュアルの限界

   院内感染対策を目的として，行政機関や学会より

様々なガイドラインが出されている。また，各医療施

設は独自の院内感染対策マニュアルを整備している。

しかし，物品を感染源とする院内感染に対しては，ガ

イドラインやマニュアルの遵守が有効な制御につなが

らないことが多い。これは既存のガイドラインやマ

ニュアルがヒトを感染源とする院内感染を想定して作

成されているからである。具体的には，手指衛生の遵

守や個人防護具の使用に力点が置かれている。しか

し，物品を感染源とする院内感染では，いくら医療従

事者が手指衛生に留意しても，患者が汚染物品に接触

すれば，感染が成立してしまう。同様に個人防護具の

効果も限定的である。このように，既存のガイドライ

ンやマニュアルに限界がある点も，物品を感染源とす

る院内感染の制御を難しくしている。

物品を感染源とする院内感染の制御

1. 設備や機器の管理

   病原体別に感染源になりやすい設備や機器をリスト

アップし，それらの管理方法を定める必要がある。具

体的には，定期的な洗浄や消毒をルール化し，その方

法を定めておく必要がある。例えば，ネブライザーが

感染源になる院内感染があるが，このような感染はネ

ブライザーの洗浄や消毒を定期的に行うことで予防可

能である。しかし，意外な物品が感染源になることも

あり，どのような物品をどのように管理すべきかにつ

いて，最新の情報を集める必要がある。

2. 院内感染発生時の初動体制

   院内で特定の病原体による感染が連続発生した場

合，担当者はその院内感染を制御するためのプランを

作成する必要がある。その際に重要なのは，感染源が

ヒトなのか，物品なのか，その両方を想定すべきなの

かを判断することである。この判断を誤ると，あまり

効果のない予防策を病院スタッフに強いることになっ

てしまう。この判断の参考になるのは，病原体の種類

と感染患者の発生状況である。さらに，過去の院内感

染の事例を参考にすべきである。

3. 感染源の特定

   物品が感染源となる院内感染を制御するためには，

感染源になっている物品を見つけることが何より重要

である。そのための方法として有用なのが病院疫学と

細菌汚染調査であり，この二つを組み合わせるのが最

も効果的である。

   病院疫学とは，院内感染の発生状況を統計学的に解

析し，感染患者の共通点を見つけることで，感染源を

特定していく方法である42。病院疫学は院内感染対策

だけでなく，医療安全対策を進めるうえでも有用な手

法である。しかし，日本ではこの分野の専門家が非常

に少ない。

   もうひとつの方法が細菌汚染調査である。具体的に

は，原因菌が潜んでいると予測される病棟などを細菌

学的な培養検査によって調査し，感染源を特定してい

く方法である。ただし，この調査は大きな労力とコス

トを必要とする。例えば，自治医科大学附属病院で

MDRAによる院内感染が起きた際，感染源を特定する

のに500か所近くを調査する必要があった33。また，院

内感染を起こしている病原体の生物学的特徴を十分に

考慮したうえで調査計画を作らなくてはいけない。例

えば，乾燥に弱い緑膿菌であれば，恒常的に湿潤状態

にある物品を中心に調査を行うべきである。しかし，

病院疫学と同様に，細菌汚染調査の専門家も非常に少

なく，これが物品を感染源とする院内感染の制御を困

難にしている。したがって，これらの分野の専門家の

医療施設内の設備や機器を感染源とする院内感染
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育成は急務である。

4. 感染源に対する処置

   感染源になっている設備や機器が特定されたら，そ

れらを廃棄して新しいものと交換するのが最も確実な

方法である。廃棄が難しいものは消毒薬を用いて除菌

を行う。この際，病原体の消毒薬感受性を十分検討し

たうえで，用いる消毒薬を決定する必要がある。物品

の素材によっては，消毒薬ではなく加熱などの物理的

な消毒法を選択した方がよい場合もある。消毒に際し

て，最も困るのが芽胞形成細菌である。具体的には，

セレウス菌とディフィシル菌の消毒が難しい。これら

の芽胞は多くの消毒薬に抵抗性である。有効な消毒薬

はアルデヒド系消毒薬と過酢酸ぐらいだが43,44，これら

は毒性も強く，環境の消毒には使いにくい。このよう

な病原体に対しては，物理的な洗浄によって芽胞を除

去することも検討すべきである。

5. ガイドラインやマニュアルの改訂

   上述したように，既存のガイドラインやマニュアル

はヒトを感染源とする院内感染を想定して作成されて

おり，物品を感染源とする院内感染を考慮した内容に

なっていない。今後のガイドラインやマニュアルの改

訂にあたっては，物品を感染源とする院内感染につい

ても十分考慮したうえで作成することが望まれる。

おわりに

   物品を感染源とする院内感染は，ヒトを感染源とす

るものに比べ，認知度が比較的低かったといえる。し

かし，近年，マスコミ報道などで大きく報道される院

内感染事件の多くは，物品が感染源となるものばかり

である。逆に，ヒトを感染源とする院内感染が大きな

事件となる例は少なくなった。これは，現行の院内感

染予防策が，ヒトを感染源とする院内感染に対しては

有効であるのに対し，物品を感染源とする院内感染に

対しては効果を十分示していないことの証拠である。

したがって，このような院内感染を制御するための方

法の確立は，今後の重要な課題である。

   残念なことだが，日本の医療施設は，風評被害や裁

判に対する影響を気にするあまり，自施設で起きた院

内感染事例を論文などによって発表することを避ける

傾向がある。しかし，実際に起きた院内感染事例につ

いての知識を多くの人が共有することが重要であり，

そのためには積極的に報告を行うべきである。そし

て，それらの報告の蓄積が有効な制御法につながり，

ガイドラインやマニュアルを改訂する際の大きな助け

となる。
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Nosocomial infections caused by microbial contamination of
hospital facilities and medical devices

Shunji Hayashi

Department of Microbiology, Kitasato University School of Medicine

Nosocomial infections are infections that are acquired in hospitals. Control of nosocomial infections is an
important task for hospitals. Some microorganisms, such as methicillin-resistant Staphylococcus aureus, are
transmitted from human to human and cause nosocomial infections. This type of nosocomial infection can be
relatively easily controlled by contact precautions. On the other hand, other microorganisms, such as Legionella
pneumophila, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Serratia marcescens, are
transmitted to humans from hospital facilities and medical devices contaminated with them and cause nosocomial
infections, which are difficult to control. It is necessary for the control of this type of nosocomial infection to
detect facilities or devices contaminated with the organisms. Epidemiological and bacteriological analyses are
useful for the detection of the contamination. However, in Japan, there are a very few experts in these fields.
Therefore, it is necessary to train experts.

Key words: hospital facilities, medical devices, bacterial contamination, nosocomial infection
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