
【要約】入院患者の治療の状況と入院前の場所に着
目して、入院高齢者の口腔粘膜からメチシリン耐性
黄色ブドウ球菌（MRSA）の検出状況を調べた。介
護施設から入院した後に重度な疾患に対する治療を
受けた患者では MRSA 検出率（87.5%）が高かった。

【仮説】薬剤耐性菌の感染は、抗菌剤の使用による
発生、抗菌剤の多用による選択的増殖、その後の水
平感染という過程でおこる。

そこで、入院高齢者の MRSA の感染は、疾患の状
態（重症度、治療内容）や、入院前の生活場所、つ
まり在宅だったのか、施設だったのかで影響をうけ
るのではないかと考えた。

【目的】　易感染性高齢者における入院前の場所、
および治療の内容別の MRSA の分布を明らかにし、
口腔領域からみた高齢者の感染症対策について検討
した。

【対象および方法】入院高齢者の口腔内の MRSA
検出率を、疾患の治療度別と、入院前に生活してい
た場所、在宅であったのか、施設であったのかに着
目して調査した。
対象者は、平成22年4月から平成23年9月に鳥取
市立病院歯科を受診し、口腔粘膜上の細菌検査を受
けた153名とした。
この153名を疾患の治療度によって、以下のように
分類した。
・初期評価群：虚弱が進展し誤嚥性肺炎が疑われる

患者
・重症治療後紹介群：急性期疾患治療の過程で誤嚥

性肺炎のリスクが生じた患者
・がん化学療法群：がん化学療法群を予定または実

施している患者
口腔内 MRSA の検出は口腔粘膜上の唾液と細菌を
スワブ法で採取し、培養法で行った。

演  題

101

易感染性高齢者における病院入院前の場所および
治療内容に着目した口腔内MRSAの分布調査

発　表　者 金盛　久展 岡山県　新庄村国民健康保険歯科診療所

共同研究者 磯田　恵理子、鷲尾　憲文、澤田　弘一
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【結果】

結果1　疾患の治療度別の検出率を示す。
がん化学療法群0%、初期評価群27.7%、重症治療
後紹介群44.2% と高くなるが、有意差はなかった。

結果2　入院前の場所別の MRSA 検出率を示す。
初期評価群では在宅27.7%、施設27.6% でほぼ同
じ値であった。
重症治療後紹介群では、在宅34.2%、施設87.5% で、
重症治療後紹介群のなかでは施設からの入院患者の
ほうが高い検出率であった。

【考察】

考察1
結果1より疾患の治療度別の検出率で、重症な疾患
に対する急性期治療を受けている患者の方が、口腔
内からの MRSA 検出率は高かった。
重症な疾患に対する急性期治療を受けている患者は、
退院時には口腔内に MRSA が存在していることが
あり、退院後の在宅や施設において標準予防策の遵
守が必要であると考える。
一方、入院後の抗菌療法を含めた治療を受けた過程
で考えられることとして、①新たに MRSA が発生
した可能性と、②保菌されていた MRSA が選択さ
れ増殖した可能性が考えられる。

本研究対象 

治療 開始前 治療中 

口腔内細菌検査を実施した６５歳以上の入院患者  153人 

重症治療後紹介群 初期評価群 がん化学療法群 

誤嚥性肺炎の 
疑いのある患者 

脳血管疾患など 
高度な医療を 

受けた後の患者 

がん化学療法を 
予定または実施 
されている患者 

9人 43人 101人 

平均年齢78.7歳 平均年齢86.3歳 平均年齢83.7歳 

結果２  場所別MRSA検出率 

• 初期評価群では入院前場所に関わらず検出率は，ほぼ同じであった。 
• 重症治療後検査群では施設からの入院した患者は，在宅から入院し

た患者に比較して入院後に重症な疾患治療を受けた後のMRSA検出
率が高かった。 

有意差あり 
（P<0.05） 

（がん化学療法群は除外） 

（chi-square test： p<0.05） 

結果１ 群別MRSA検出率 

口腔内の抗菌剤耐性菌の検出率は， 

重症な疾患に対する急性期治療を受けている患者ほど，

検出率が高かった。（有意差なし） 

易感染性高齢者における入院前の場所および治療別のMRSA 

の分布を明らかにし、感染症対策について検討すること． 

目的 

方法 
  高齢な患者の口腔内MRSAの検出率を以下の項目で調査する 

• 疾患の治療度別 

• 入院前に生活していた場所別（自宅，施設） 

鳥取市立病院 

病院 施設 

自宅 

急性期病院 
入院 

病院歯科 

• 高齢者などの疾病を持つ患者 
• 口腔管理を行なう 
• 地域完結型 急性期病院内 

歯科受診 

• 健康な人を対象 
• 治療を主とする 
• 施設完結型 

一般歯科 
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考察2
結果2より初期評価群では入院前の場所によって検
出率に差がなかった。
また、施設から入院した患者は、在宅から入院した
患者に比較して、重症な治療後では口腔内からの
MRSA 検出率が高かった。
鳥取市立病院では、施設から入院した患者と在宅か
ら入院した患者の感染対策は同等である。
以上のことから、考察1の①②については、重症な
治療後に保菌していた MRSA が選択的に増殖した
ことが推察される。
つまり、施設入所者の方が在宅よりも MRSA の保
菌している割合が高かったことが伺える。
そして、施設入所者が保菌率が高かったのは、入所
前の保菌、入所後の水平感染の可能性が考えられる。

考察3
結果2より、重症治療後検査群では、施設からの入
院した患者の MRSA 検出率は、87.5% である。
これは初期評価群の施設からの入院した患者の
27.6% に較べてかなり高率である。

このことから、退院時に MRSA が検出されている
患者から、他の健康な入所者へ水平感染している可
能性が考えられる。

【まとめ】　虚弱な高齢者の MRSA の検出率は、全
身状態や、受けた治療で異なっていた。
さらに重症治療後歯科紹介群では、施設からの入院
患者で高かった。これは保菌されていた MRSA が
抗菌療法の過程で選択的に増殖した可能性がある。
今後、介護施設の調査を行い、水平感染を含めた適
切な感染対策に結び付ける必要がある。

【非会員共同研究者】

鳥取市立病院　田中紀章，鳥取市立病院　歯科・地
域ケアセンター　目黒道生，岡山大学大学院歯周病
態学分野　高柴正悟，岡山大学歯学部3年生　佐藤
亮介

考察２ 

・重症な治療後に保菌していたMRSAが選択的に増殖したこ
とが推察される。施設入所者の方が在宅よりもMRSAの保菌

している割合が高かったことが伺える。施設入所者が保菌率
が高かったのは，入所前の保菌，入所後の水平感染の可能
性が考えられる。 
 

初期評価群では入院前の場所によって検出率に差がなかった。 
施設から入院した患者は，在宅から入院した患者に比較して 
重症な治療後では口腔内からのMRSA検出率が高かった。 
 
・鳥取市立病院では，施設から入院した患者と在宅から入院
した患者の感染対策は同等である。 
 

結論とまとめ 

 入院高齢者のMRSAの検出率は全身状態や受けた治

療によって異なり，さらに重症治療後歯科紹介群におい
て施設からの入院患者で高かった。 
 
 これは保菌されていたMRSAが抗菌療法の過程で選
択的に増殖した可能性がある。 
 
 今後，介護施設の調査を行い，水平感染を含めた適切
な感染対策に結びつける必要がある。 

考察３ 

・退院時にMRSAが検出されている患者から，他の健康な 
 入所者へ水平感染している可能性がある。 
 今後も経時的に調査する必要がある。 

 重症治療後検査群では，施設からの入院した患者の 
MRSA検出率は、87.5%である。  
 これは初期評価群の施設からの入院した患者の27.6% 
に比べかなり高率である。 
 
 

考察1 

抗菌療法を含めた治療を受けた過程で考えられること 
 ①新たにMRSAが発生した可能性  
 ②保菌されていたMRSAが選択され増殖した可能性 

重症な疾患に対する急性期治療を受けている患者
の方が，口腔内からのMRSA検出率は高かった。 
 
   退院時には口腔内にMRSAが存在している。 

在宅や施設において標準予防策の遵守が必要である。 

一方で， 
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【Ⅰ．はじめに】　慣習として行われてきた酸素吸
入時の加湿は、近年、日本呼吸器学会の酸素療法ガ
イドライン1）では、3ℓ/ 分以下ではあえて加湿す
る必要はないとされている。また、先行研究2-5）
では、酸素加湿器の加湿水の汚染による体内感染の
危険が指摘されている。
しかし、当院では酸素流量計に、加湿水を用いて酸
素の加湿を行っているのが現状である。ところが、
スタッフの手技に統一性がなく、現行の方法に不安
の声も聞かれていた。
そこで、本研究の目的は、酸素流量計の加湿水にお
ける細菌の発生状況と管理方法の検討を行うととも
に、マニュアルを作成し、その有用性について検討
することとした。

【Ⅱ．研究方法】　研究方法は、アクションリサー
チ法である。
研究は、以下の3過程で進めることにした。まず、
酸素流量計の管理方法と手技に関する実態調査を行
い、その中から課題を抽出する。さらに、加湿水の
汚染状況を把握するため、菌の培養検査を行う。こ
れらの結果をもとに、酸素流量計の管理方法並びに
手技のマニュアルを作成し、スタッフ間で手技の統
一を図る。
1．「酸素流量計の管理方法・手技」の実態調査
　1）対象　病棟スタッフ
　2）調査内容　酸素流量計の管理方法について
　3）分析方法　単純集計
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はじめに 
 酸素療法ガイドラインでは3L/分以下は加湿の必

要はないとされている。しかし当院では、加湿水を
用いて酸素の加湿を行っているのが現状である。 

 スタッフの手技に統一性がなく、現行の方法に不
安の声も聞かれていた。 

研究目的 
 酸素流量計の加湿水における細菌の発生状況と管

理方法の検討 
 マニュアル作成  
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