
はじめに
　英国での医療のほとんどは，国民保健サービス
（NHS）の傘下にある家庭医（GP）や病院を介して
行われている。そこでの理念は，全国民が等しく良質
な医療を受けられることであり，医療内容の改善が必
要な場合，具体的に目標を定めて国を挙げて取り組ん
でいる。そのため近年では，国民のNHSおよびその
病院などに対する満足度は高まっているとされる。筆
者らは今回，ロンドンの教育病院の感染管理部門を訪
問する機会を得たが，院内感染二大疾患に対する英国
の対策を調べるにつけ，英国の医療制度そのものにま
で興味が広がることになった。

英国におけるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌
（MRSA）菌血症
　MRSAは黄色ブドウ球菌に属し，病原性自体は通
常の黄色ブドウ球菌（MSSA）と変わらないが，多く
の抗菌薬に耐性であり，治療に難渋して重症化や死亡
に至ることがある。MRSAは抗菌薬使用の増加にと
もなって増え，入院患者が感染や定着などで保菌し，
病棟環境も汚染される。MSSAと同様に皮膚，口腔や
鼻腔の粘膜などに定着し，手術部位感染，カテーテル
感染，膿瘍，肺炎などを生じるが，特に菌血症は危険
な病態である。
　MRSAは1961年に英国で世界で初めて発見され，
1970年代より世界的に入院患者での増加が始まった。
英国では1990年代初頭に，黄色ブドウ球菌感染症のう
ちMRSAによるものが 2 %程度であったが，2000年代
に入ると40%超を占め，MRSA菌血症は2003年に7,684
例に達した。そこで2004年には，2003年度（日本と
同じく 4 月〜翌年 3 月まで）と比べて2008年 4 月ま
でに，MRSA菌血症を60%減少させる目標を立てた。
2005年には，それまでのMRSA菌血症の義務的届け
出以外に，症例数だけでなく患者詳細なども届け出る

強化サーベイランスを開始し，オンラインでの即時届
け出となった。そして保健省主導で，手指衛生，保菌
者の隔離，院内環境清掃，抗菌薬適正使用その他の対
策が強化され，2007年度には4,451例に減少した。そ
れ以降も，減少は徐々に鈍化しつつも年毎に減少を続
け，2014年度には800例に減少したが，2015年度に
819例と微増した。なお，入院時MRSA保菌スクリー
ニングについては，2009〜2010年にかけて，それま
でのハイリスク者を主な対象としたものから，待機的
入院および緊急入院症例の全てを対象とすることに
なった。
　黄色ブドウ球菌菌血症のなかでのMRSAの率は，
2003年度の40%から2015年度の7.2%へとほぼ一直線に
下降した。MRSA菌血症の感染巣については任意の
報告であるが，2007年度でカテーテル／ラインが報告
例の25.6%であったが，2015年度では15.5%に低下し
た。なお，2014年に保健省は，前述の全入院症例対象
のMRSA保菌スクリーニングから，ハイリスク症例
を対象としたスクリーニングに戻している。
　2013年度のNHSプランにおいて“MRSA菌血症の
ゼロ・トレランス”として，全ての病院で発生をゼロ
にする目標が掲げられた。実際この時期に， 6 分の 1
のトラストでの報告がゼロとなった。また同時期には，
MRSA菌血症の全てにPost Infection Review（PIR）
の提出が義務づけられたが，これは，個々の症例にお
いて患者詳細や治療歴その他を詳しく検討し，回避可
能であったかどうかを厳しく問うものである。英国で
のMRSA対策は，“不可避な最小限度の症例”以外の
発生をゼロにすべく，新しい段階に入ったと言える。

英国におけるクロストリジウム・ディフィシ
ル（CD）感染症
　CDは健常小児の多くが腸管に保有し，健常成人の
一部も保有している嫌気性菌である。通常は腸管内で
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病原性を発揮しないが，特に抗菌薬を使用した場合，
他の細菌が死滅して本菌が優勢となり，病原性を発揮
する。また環境条件に強い芽胞が形成され，院内環境
で長期生存可能であり，入院患者などに経口的に侵入
して感染や定着を生じる。MRSAと同様に入院患者，
特に高齢者，免疫不全者などでリスクが高い。感染す
ると，比較的軽度の病態である水様下痢のみならず，
偽膜性腸炎，中毒性巨大結腸症，腸穿孔など危険なこ
ともおこりうる。MRSAと同様，治療に用いる抗菌
薬は非常に限られている。
　英国においては以前からCD感染症の任意届出が行
われていたが，届出数は1990年より毎年増え続け，
2007年に50,000例超に達した。そして，2004年からは
65歳以上の症例の四半期毎の集積届出であったが，
2007年より 2 歳以上の症例の即時届出強化サーベイ
ランスとなった。同年に保健省が主導する感染対策が
開始され，その年（55,498例）をピークとして毎年急
激な減少を示し， 3 年間で60%超の減少をみた。しか
し，2013年度（13,362例）以降はほぼ横ばい，あるい
は微増を示している。院内感染（入院後 3 日以上経過
してからの発生）と“市中感染（それ以前の発生）”
に分けてみると，2007年度頃には院内感染の方が多
かったが，近年では“市中感染”の方が 2 倍近く多い。
“市中感染”には真の市中感染以外に，病院以外のケ
アホームなどでの感染も含まれると思われる。
　英国のCD感染症対策では，2008年よりNHSトラス
ト（後述）毎に毎年の目標値を設定し，症例数が目標
値を超えた場合，超えた症例数に応じて金銭的制裁を
課している。以前には目標値を超えた 1 例につき
50,000ポンドであったが，今は10,000ポンドに下げら
れている。また，個々の症例でケアのミスがなかった
か，すなわち回避不可能であったか，あるいはケアの
ミスがあったか，すなわち回避可能であったかの判断
を行い，後者の回避可能例が目標値を超えた場合にの
み金銭的制裁を課すこととした。その評価のための検
討項目は多数挙げられているが，簡略化して表 1 に
示す。

ロンドン大学病院（UCLH）での状況 
―2014年度―
　ロンドン大学病院（University College London Hos-
pitals = UCLH）とは，今回訪問したUniversity Col-

lege Hospital （UCH）を中心とし，他の複数の病院と
ともに一つのNHSトラストを形成する複合体であり，
全体で約1,100ベッドを有する。英国では，予算の獲
得から配分，事業計画やアクションプラン設定，自己
評価，会計報告，情報提供などはトラスト単位で行い，
院内感染管理についてもトラスト毎にまとめて公開す
る。以下に，UCLHから出された2014年度の院内感染
に関する報告書を基に述べる。
　院内感染とされるMRSA菌血症は 3 例，MSSA菌
血症は23例みられた（後者のトラスト内部での目標値
は27例未満）。2006〜2014年度の期間で経年的にみる
と，MRSA菌血症は年を追う毎に減少していたが，
MSSA菌血症では前半の数年と比べて後半の数年で軽
度の減少が見られたのみである。入院時MRSA保菌
スクリーニングにおける陽性率は月により異なるが，
0.73〜2.27%であった。
　CD感染症は109例報告されたが，うち74例は回避不
可能であり，35例が回避可能と判定された。後者の目
標値は71例未満であったので，目標を達したと言える。
他のトラストと比べて発生が多いが，悪性腫瘍患者な
どを多く扱うためと考えられる。回避不可能例の殆ど
は抗菌薬が必要で，UCLHの基準を遵守した抗菌薬処
方および投与が行われた。回避可能例については，要
因として感染源症例の隔離の遅れ（ 2 時間超え），便
観察チャート不完全，便採取の遅れ，環境清掃不十分
などが挙げられた。
　緑膿菌菌血症は最近やや減少傾向で，大腸菌菌血症
は殆ど横ばいであった。2010〜2014年におけるICUで
の緑膿菌菌血症の中で，カルバペネム耐性菌の年度毎

表 1　NHSにおけるCD感染症患者チェックリストの要約

・CD感染症のリスク因子はあるか？（プロトンポンプ拮抗薬，
炎症性腸疾患，消化管手術／腫瘍，他）
・便の観察や下痢の認識に問題がなかったか？
・感染源となる患者があったか？あったとすれば，いつ隔離が行
われ，いつ便検査を行ったか？
・感染源となる患者の隔離期間は？隔離の解除は何を指標に行っ
たか？
・�今回のCD感染症診断の前3カ月間における患者の居住場所は？
（自宅，病院，ケア施設など）
・�以前にもCD感染症の診断がついたことがあれば，その詳細は？
（適切に治療がなされたかなど）
・過去3カ月間の抗菌薬投与は？それは適切であったか？
・今回の抗菌薬治療は？それは適切であったか？
・�今回のCD感染症の発生に関係する場所の清掃に，問題はなかっ
たか？
・組織レベルでの問題はなかったか？（教育，コミュニケーショ
ン，記録など）
・組織において，下痢患者の対応プロトコールはあるか？
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割合はほぼ10%前後であった。手術部位感染（SSI）サー
ベイランスでは，術後30日間（埋め込み人工物がある
場合には 1 年間）追跡を行うが，SSI発生率は，手術
件数が年間2,000例超と最も多い帝王切開で0.89% （国
レベルでは3.77%），膝関節置換術および大腿骨頚部修
復術ではゼロであった。ただし，大腸や小腸の手術で
は国レベルでの感染率より高かった。　　

University College Hospital （UCH）訪問
　UCHの玄関を入ると直ぐのところに消毒剤ディス
ペンサーが設置されていたが，視覚に訴えるステッ
カーも貼られ，全ての人に手指衛生遵守を求めていた
（図 1 ）。病棟へ通じる扉に設置された青色の把手を
掴むと，自動的に手に消毒剤が噴出される仕掛けに
なっていた。この開発にはNHSの専門家も関係し，
実際に英国の病院で多く使われている（図 2 ）。病棟
の入り口近くに掛けられたホワイトボードには，各病
棟における手指衛生の遵守率や，直近のMRSA菌血
症とCD感染症の発生日が書き込まれていた。すなわ
ちその時点で，これらの感染症がどれだけの期間発生
していないかを示している。また院内感染ではないが，
転倒，褥瘡，薬剤に関するインシデントについても，

直近の発生日が示されていた。病院では新入職者の全
員を対象に感染管理のトレーニングを，また若い医師
を対象に抗菌薬処方についてのe-learningなども行っ
ている。
　病室の扉には，分かりやすい絵を多用して感染防御
策の種類を示したパネルが掛けられ（図 3 ），前室に
は消毒剤ディスペンサー，エプロン，手袋，環境クロ
スなどが 1 個所に整然と配置されていた。環境清掃に
は塩素系消毒薬でなく，過酢酸を含む消毒剤を用いて
いるが，これは一般細菌（MRSAを含む）の他，結
核菌や非結核性抗酸菌，芽胞（CDを含む），ウイルス，
真菌を殺滅でき，汚れがあっても効力を発揮するとの
ことである。
　環境清掃については，入室患者の病原体の危険度に
よって赤色（CD，ノロウイルス，耐性菌，他），琥珀
色（インフルエンザ，結核，他），緑色の 3 段階に分け，
清掃範囲や用いる環境クロスの種類が異なる。また個
室の使用基準に関しては，英国のACDPハザード分類，
伝播経路，伝播の程度，薬剤耐性，院内発生，他の患
者の感受性，患者が病原体を飛散させる程度などを基
にした評価ツールを作成している。病棟のパソコン
キーボードはUCLHのスタッフも開発に関係した感染

図 2　�青い把手（矢印）を掴んで引くと，自動的に消毒剤が噴出さ
れる。

図 1　�玄関を入ると直ぐに，手指衛生を行うべきことが示されてい
る。
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対応のもので，キーとキーとの間などの凹みがないフ
ラットな構造を有し，環境クロスなどで簡単に拭くこ
とができる。また，一定時間後使用した後に点灯して
清拭を促す機種もある。

考察
　一時期，英国でのMRSAはヨーロッパの中で最悪
な状況であったが，近年ではピーク時に比べて 9 分の
1 以下に大きく減少した。また，CD感染症もピーク
時の約 4 分の 1 に減少した。もちろん，国全体ではこ
れらの院内感染が大きく減少したが，地方により，あ
るいは診療部門により増加している所もあることや，
MRSA菌血症は減少したがMSSA菌血症は減少して
いないことなどの問題もあるが，院内感染管理におけ
る大きな成果を挙げたことは確かである。CD感染症
については，先進国でもいまだにコントロールできて
いない国が多い。
　英国政府が，「疾患の治療のために患者が入院する
ことで，新たに院内感染にかかることは，一人でもあっ

てはならない」と述べているごとく，政府が強力にコ
ミットし，NHSおよびその病院や診療所，患者や家
族も含めて，国中で徹底した院内感染対策を行った成
果であろう。目標に到達しない医療機関に対しては，
金銭的制裁さえ行った。UCHでも見たごとく，各病
院では視覚に訴えるステッカーやパンフレットを作成
し，病棟スタッフのみならず，患者や面会家族にも働
きかけて，全体で院内感染対策に取り組んできた。
UCLHが作成した患者向けパンフレットには，「スタッ
フが貴方を触る前に手洗いをしたかどうか不明であれ
ば，スタッフに聞いてみて下さい」とまで書かれてい
る。英国の医療の特徴として公開と透明性が挙げられ
るが，1990年代半ばに同国で，牛海綿状脳症（いわゆ
る狂牛病）から伝播したと思われる変異型クロイツ
フェルト・ヤコブ病の患者が発生し，国民の間で食に
関する不安が高まったときには，特にこのことが重要
視された。そして院内感染についても，国民を対象に
丹念な情報公開を行ってきている。
　わが国での医療においては医療機関および医療者の
自由度が高く，それぞれの考え方が尊重されていると
言える。実施した医療行為に対する健康保険からの支
払いで査定される可能性はあるが，外部から医療内容
の具体的目標設定を強いられることはない。わが国で
は英国のNHSの様に，いわば中央集権的施策を行う
ことは不可能に思える。一方，わが国の国民医療費の
4 割近くは公費で支払われていることからすると，国
や地方公共団体も医療の内容に関与する権利があると
も言える。もちろん英国の様な施策をするのは，関係
部署において多くの人員を増やし，強力な指導力を発
揮する専門家の配置も必要である。しかし，今回述べ
た英国における院内感染の取り組みは，わが国におけ
る将来の医療を考えるうえで，おおいに参考になるで
あろう。
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図 3　�個室ドアには，該当する感染経路別予防策（この場合，接触
感染予防策）が絵で示されている。
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