
 

 

動物病院における MRSA 院内感染対策マニュアル 
第 2 版 発行 2017 年 3 月 23 日 

 

本マニュアルは、伴侶動物医療におけるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）の分離報告を

受け、動物病院での MRSA 院内感染を防ぐために策定されたものである。しかし、院内感染は

MRSA に限定されず他の細菌でも起こりうるものであることから対象細菌は広く考慮する必要

がある。本マニュアルに記載された事項を遵守の上、各病院の特殊性を勘案したさらなる対策を

実施していただきたい。 

 

 

 

 

さっぽろ獣医師会  MRSA 検討委員会 
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さっぽろ獣医師会について 

さっぽろ獣医師会は、北海道札幌市周辺9市町村（札幌市、千歳市、恵庭市、北広島市、江別

市、新篠津村、当別町、石狩市、小樽市）に在住する（公社）北海道獣医師会の会員約750名

で構成する任意団体として、平成25年4月に北海道獣医師会が公益社団法人化する直前の3月

に、旧北海道獣医師会石狩支部の組織替えにより誕生しました。 

北海道内の他の地区と異なり、人口の多い札幌圏にあるため小動物開業関係の会員が4割以上

を占めること、2つの獣医系大学（北海道大学、酪農学園大学）や官公庁（北海道庁本庁ほか）

をかかえるうえに関係する団体・組織や一般の会社等の本所・本部も多いことから、会員の職

種構成が多岐にわたる特徴があります。 

事務局を札幌市西区の北海道獣医師会館内におき、会員の親睦と福祉向上を第一に掲げなが

ら、獣医学術の振興・普及、動物の保健衛生と福祉の増進、畜産の振興、公衆衛生の向上など

多岐にわたる事業を会員の協力を得ながら実施し、さらに北海道獣医師会が実施する各種事業

に協力しています。 
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「動物病院MRSA院内感染対策マニュアル」の改訂によせて 

 

さっぽろ獣医師会 

会長 田島 誉士 

  

前回発行した本マニュアルは、平成20年度に会員の小動物病院を対象に実施したメチシリン耐性ブ

ドウ球菌（MRSA）の疫学調査をもとに作成されました。その際の小動物病院におけるMRSA陽性

率は、ヒト医療におけるそれを上回っていたことから、講習会の開催やマニュアル作成によって院内

感染防止の普及・啓発に努めました。特にそのマニュアルについては、多くの方々にご覧いただき高

い評価を得ておりました。 

それから8年が経過した平成28年度に、感染状況がどのように改善されているかを検証するため、

再度疫学調査を実施しました。その結果、MRSA陽性率の低下が認められ、マニュアル作成の効果は

あったと思われました。しかしながら、ヒト医療における感染陽性率と比較すると、前回同様に上回

っていたことが明らかになり、引き続き院内感染防止の普及・啓発に努める必要を強く感じていると

ころです。 

今回は、平成28年6月から翌年1月にかけて、前回同様に酪農学園大学とさっぽろ獣医師会の会員

小動物病院45病院の協力を得て、獣医師・動物看護師・その他スタッフ・環境材料の延べ351検体

について検査し、病院単位のアンケート調査も併せて実施しました。前回調査においては、MRSA感

染が確認された動物は犬2頭のみであり、それもヒト由来である可能性が強く疑われました。そこで

今回の調査では、動物は検査対象から除外し、その他のスタッフを加え、さらに環境材料は採材場所

を特定するとともに感染経路追跡のために全検体の遺伝子レベルでの解析も実施しました。 

検査結果では、前回と直接比較可能な獣医師および動物看護師204検体を見てみますと、21検体

10.3%からMRSA が分離されました。前回調査における14.5%と比較すると4.2ポイントの改善が

みられたものの、さらなる改善の必要性が認められました。 

また、一部の小動物病院において院内感染が疑われる例もみられ、平行して行われたアンケート調

査結果ではマニュアルの周知が遅れているとの指摘もありました。動物病院関係者全員で病院内の環

境整備に配慮し、獣医療に関わるものとして衛生管理に対する意識を改革していくことが求められて

いることが再認識されました。 

今回の改訂版では、時代の流れとともに現状に合わなくなっている箇所を修正し、不足を追加しま

した。この改訂マニュアルが院内感染防止の普及・啓発に大きく役立つことを期待し、それらの対策

を動物病院で確実に実行頂けることを願っております。 
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動物病院におけるMRSA院内感染対策マニュアル 

  本マニュアルは、伴侶動物医療におけるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）の分離報告を受け、

動物病院でのMRSA院内感染を防ぐために策定されたものである。しかし、院内感染はMRSA に限定さ

れず他の細菌でも起こりうるものであることから、対象細菌は広く考慮する必要がある。マニュアルに記

載した内容は、基本的事項のみに限定している。本マニュアルに記載された事項を遵守の上、各病院の特

殊性を勘案したさらなる対策を実施していただきたい。 

 

 

Ⅰ. 感染防止の基本的な考え方  

 

１．院内感染の定義 

院内感染とは、動物病院内で病原微生物によって引き起こされる感染症であり、離院後に発症し

ても、訪院中の感染であれば、院内感染となる。従来、医療分野で汎用された言葉であるが、動物

病院でも適用される。 

 

２. 院内感染防止の重要性 

近年、MRSA等の薬剤耐性菌のヒトにおける院内感染の報告が相次ぎ、医療における感染症対策

が重要な課題となっている。一方、動物病院においてもMRSA が高頻度に分離されており、動物

のみならず動物病院スタッフ等を巻き込んだ複雑なMRSA感染経路が想定されている。 

したがって、動物病院における院内感染（以下院内感染）対策は獣医学的にも社会的にも重要な

問題と考えられる。 

 

３. 院内感染対策の基本 

（１）院内感染対策については、常に最新の情報を収集し、スタッフ共通の認識とする。 

（２）普段の衛生管理の励行は重要な院内感染対策となる。 

（３）感染症発生時は、速やかに具体的な対応策を実施する。 



 

- 4 - 
 

  １）個々の感染症例は、化学療法を熟知して耐性菌が出現しないように治療する。 

  ２）感染症の治療に際しては、周辺への感染の拡大を防止しつつ、適切に実施する。 

３）集団発生あるいは異常発生が考えられるときは、大学等の専門機関と連絡を密にして対応す

る。 

４．対象とする病原体 

本マニュアルの対象とする病原体は、基本的にMRSA とする。しかし、他の病原微生物にも応用

可能である。 

 

 

Ⅱ．院内感染対策の実際 

 

１. 動物接触における感染予防 

【手指の消毒】 

（１）目的 

スタッフの汚染された手指が院内感染の元になることが多く、院内感染の防止、さらにはス

タッフの衛生管理のために行う。 

（２）手洗いを必要とする時 

１）石鹸と流水でよい場合 

①勤務のはじめと終わり、②見た目に手が汚れている場合、③食事をとるとき、④トイレの

後、⑤手袋を外したとき。 

２）消毒薬による手洗いが望まれる場合（手指消毒） 

①動物と密接に接する場合は、一診察一処置の前後、②カテーテル処置・包帯交換・侵襲的

手術などの無菌的操作を行う前後、③動物の血液・体液・分泌物・排泄物（動物の体液）で汚

染された器具、器械を取り扱った後、④汚れたリネンや感染動物のリネンを取り扱った後、⑤

廃棄物を取り扱った後、⑥掃除の後。 
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（３）手洗いの方法 

目にみえる汚れがある場合は、すぐに流水と石鹸による手洗い或いは消毒成分を含有する抗

菌石鹸と流水にて手指洗浄消毒をする。目に見える汚染がない場合には、基本的に擦り込み式

消毒用アルコール製剤を用いて手指消毒する。 

手袋着用の有無にかかわらず動物の体液またはこれらに汚染された物に触れた際は、抗菌石

鹸と流水にて手指洗浄消毒あるいは擦り込み式消毒用アルコール製剤による手指消毒をする。 

動物と接触する前や手袋をはずした直後は、擦り込み式消毒用アルコール製剤による手指消

毒をする。また同じ動物であっても他の部位の交差感染防止のため、処置やケアの間には擦り

込み式消毒用アルコール製剤による手指消毒をする。 

 （４）手洗い時の留意点 

１）動物の体液などが直接手に触れる可能性が高い場合は、あらかじめ手袋を着用することが望

ましい。手袋を使用した場合、手袋の使用中に手の表面で細菌が急速に繁殖する場合がある

のではずした後にも手洗いを行う。手が濡れたままだと感染の機会を増加させるので、手洗

いの後は、十分に手を乾燥させる。交差汚染を防ぐため手拭用タオルは使用せず、必ずペー 

パータオルを使用する。 

２）手荒れの防止を図るため、冬場は特にハンドクリームを使用する。手荒れなどの手指皮膚損

傷が生じると、黄色ブドウ球菌が定着する可能性が高くなる。 

【ガウンおよびビニールエプロンの着用】 

（１）着用の目的 

ガウンおよびビニールエプロンの着用は、スタッフから動物への感染経路を遮断するととも

に、動物からスタッフへの感染を予防する。また、動物の体液等で衣服が汚染される可能性が

あれば着用する。入院室や隔離室では、それぞれ専用のガウンおよびビニールエプロンを必ず

着用する。 

（２）着用時の留意点 

ガウン・ビニールエプロンは原則として、毎回ディスポーザブル製品を使用する。布製を使

用する場合は、定期的に消毒してから洗濯する。 
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【手袋の装着】 

（１）装着の目的 

手袋の装着は、動物の体液・粘膜・傷のある皮膚に触れる時の防御的バリアーを提供し、手

の広範な汚染を防止するためである。侵襲的手技や、粘膜・傷のある皮膚に接触する動物ケア

を行っている最中に、スタッフの手についている微生物が動物に伝播するリスクを減らす為に

装着する。また、動物の媒介物からの微生物で伝染されたスタッフの手が、これらの病原体を

他の動物へ伝播させる可能性を減らすために装着する。 

（２）手袋装着を必要とするとき 

１）清潔な手袋（非滅菌）の使用 

①検体採取時、②口・鼻腔の吸引時、③分泌物・排泄物・汚染された物品を片付ける時、④

清拭時、⑤気管内吸引時、⑥採血・静脈注射・点滴注射の際（望ましい）などの体液・分泌物・

排泄物・汚染された物品に触れるとき。 

２）清潔な手袋（滅菌）の使用 

①ガーゼ交換時、②軟膏塗布時、③粘膜部の診察時など、スタッフの手から病原体を他の動

物または他の個所に伝播させないために装着する。 

（３）手袋装着時の留意点 

１）清潔なものや他の動物に触れる時は、必ず外してから接する。 

２）高濃度の病原微生物を含んでいると思われている便などの接触した場合には、同じケア・処 

置であっても、処置の間で清潔な手袋に交換する。 

３）手袋の使用は手洗いの代行にはならない。手袋を外したら必ず直ぐ手を洗う。 

【マスクの装着】 

（１）装着の目的 

マスクの装着は、動物の体液の飛沫によるスタッフの汚染を防止するために必要であり、清

潔操作における動物へのスタッフからの汚染を防止することも目的である。 

（２）マスク装着 

１）気管内・口腔内吸引時・汚物処理・咳嗽が強い動物に接する時などの体液飛散の起きやすい
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処置時。 

２）飛沫感染する疾患の動物に接する時。 

３）清潔操作の際。 

４）スタッフに咳がある時。 

５）入院室等の掃除をする時。 

（３）装着時の留意点 

１）目に対する防御が必要な場合は、ゴーグルを装着する。 

２）咳のある動物の移送時にスタッフは必ずマスクを装着する。 

【専用履物の使用】 

（１）目的 

動物病院では動物の体液の飛散等による床の汚染が懸念されることから、履物による交差汚

染を防止することが目的である。 

（２）専用履物の使用 

診察室、入院室、手術室、隔離室等では、専用履物を使用する。専用履物は消毒薬が使用で

きる素材で作られとものとする。 

（３）使用時の留意点 

使用時には、専用履物の使用目的を十分に理解し、交差汚染が無いように注意する。履物の

定期的な消毒を義務づける。 

 

２．環境の清浄化 

（１）清掃・ハウスキーピング  

清潔で衛生的な療養環境を維持するためには、毎日の適切な清掃が必要である。 

１）診察室、廊下の清掃 

①診察室、廊下の床は掃除機（ペーパーフィルター付が望ましい）をかける。 

②その後洗剤（マイペット®など）を入れた液をつけ、モップで汚れをふき取る。 

③最後に専用のモップで消毒液により拭く。 ④良く乾燥させる。 
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２）診察台の清掃 

①診察台は動物ごとに消毒薬で清拭する。 

②診察台が汚れている場合は汚れを拭き取りさらに消毒薬で清拭する。 

  ３）入院室 

①床やケージは丹念に汚れを拭き取り、さらに消毒薬で清拭する。 

②ドアノブも消毒薬で清拭する。 

４）隔離室 

①床やケージは丹念に汚れを拭き取り、さらに消毒薬で丹念に清拭する。 

②ドアノブも消毒薬で清拭する。③掃除の最後に実施する。 

（２）リネン（診療に使用するタオルなどの布製品）・洗濯 

１）リネンの取り扱い 

①動物の体液で汚染されていると判断されるリネンは感染性リネンとして取り扱い、消毒後

に洗浄する。 

②感染性リネンの取り扱いの際は手袋を装着する。場合によってはガウン・エプロンが必要

である。 

③便などが大量に付着した場合は簡単に落とし、消毒後に洗浄する。なお、状況によっては

破棄する。 

④使用済みガウンは基本的に消毒後に洗濯する。 

（３）医薬品の微生物汚染防止 

１）医薬品の分割使用は原則的に行わない。 

２）生理食塩液や5％ブドウ糖液などの注射剤をもし分割使用するのであれば、冷所保存で24

時間までの使用に留める。 

 

３．抗菌薬投与 

使用される抗菌薬の種類と量が院内感染の様相に大きな影響を与えていることはよく認識されて

おり、合理的な抗菌薬の使用に改めていくことは院内感染対策のうえで大変重要である。 
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また、多剤耐性菌では、耐性形質のいずれの抗菌薬の使用でも選択されることを認識する。 

（１）対象微生物と対象臓器の組織内濃度を考慮した適正量の投与をおこなう。分離微生物の薬剤感

受性検査結果に基づく抗菌薬選択をおこなう。 

（２）第3世代セファロスポリン剤やフルオロキノロン剤等の第二次選択薬は、第一次選択薬が無効

な場合に使用する。 

（３）細菌培養等の検査結果を得る前でも、必要な場合は、経験的治療empiric therapyをおこなわ

なければならない場合がある。 

（４）特段の理由が無い限り、同系統の抗菌薬を長期間連続使用することは厳に慎まなければならな

い。 

（５）MRSA を保菌しているが、無症状の症例に対しては、原則的に抗菌薬の投与による除菌はお

こなわない。 

 

４．薬剤耐性菌をふやさないために 

（１）抗菌剤を使用する症例は、必ず細菌感染症であることを的確に診断すること。 

（２）治療前に病変部塗抹標本を作製し、グラム染色を行って原因菌の推定をおこなうこと。 

（３）治療は原因菌に抗菌力を示す抗菌スペクトルの狭い抗菌薬を使用すること。 

（４）抗菌剤の特性を考慮し、病変部に確実に分布する投与方法を選択すること。 

（５）慢性感染症や再発症例は薬剤感受性試験を行い、原因菌に対して抗菌スペクトルを有する抗菌

剤を使用すること。 

（６）病院内における薬剤耐性菌サーベイランスを定期的に行い、当該病院における抗菌剤選択の基

礎データをとること。 

（７）抗菌薬の予防的な使用はなるべく避けること。 

 

5. 動物の隔離 

（１）入院動物については、原則として入院前にMRSA の保菌検査を実施し、陽性である場合は隔

離室に入院させる。 
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（２）手術創は特にMRSA感染を起こしやすいことから、十分な感染防止対策を実施する。 

 

 

Ⅲ．消毒薬の種類と選択 

 

１．消毒薬の使用上の注意 

消毒効果に影響する因子として、消毒対象物に付着する有機物、消毒剤の使用濃度、温度、接触

時間、対象物の物理的かつ構造的特性、PH（水素イオン濃度）などがある。消毒薬には、それぞ

れ多くの特性があり、よく理解して正しい用法を守って使用する。 

 

２．消毒薬を扱う際の注意点 

（１）保存容器（噴霧器など）は、定期的に滅菌処理をする。または滅菌精製水で十分洗浄し、乾燥

する。 

（２）希釈に用いる水は、決められたもので希釈する。粘膜、創傷部位に用いる場合は精製水を用い

る。 

（３）調整量は、必要とする量だけ調整するのが原則。 

（４）濃度は、それぞれの消毒薬に決められた基準濃度を守る。 

（５）希釈液の交換は、希釈した消毒薬は経時的に効果が低下するので、使用時に新しいものと交換

する。特に有機物の混入で失活する消毒薬に留意する。 

（６）表示と保存は、事故防止や他の製剤との区別のため、名称・濃度・調製日などわかりやすい表

示をして誤使用を防止する。また、保存場所を定める。 

（７）廃棄処理は、使用済みの消毒薬をそのまま下水に廃棄すると種々の問題を引き起こすことがあ

るので規定の方法で廃棄する。 
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Ⅳ．感染性医療廃棄物の取り扱い 

感染性を有するあるいは有する可能性のある医療廃棄物を「感染性医療廃棄物」という。感染性

医療廃棄物の「適正な処理」を推進するために、分別、収集、保管、輸送、処理を確実に行う。 

 

１．分別 

感染性医療廃棄物は他の非感染性廃棄物と分別する。感染性の部分が非感染性の部分と分けられ

る場合は、可能な限り分離する（例えば、点滴用の翼状針と点滴ボトル）。容器は医療廃棄物専用

容器（耐貫性容器）を使用する。鋭利でないものに関してはダンボールの容器を使用する。 

 

２．保管 

感染性医療廃棄物は他の廃棄物と区別して、できるだけ短期間のみ保存する。保管場所は、関係

者以外が立ち入れないように配慮する。また、収集場所には「感染性医療廃棄物」の表示を見やす

い位置に掲げ、取扱注意事項を記載する。 

３．施設内処理 

感染性医療廃棄物は、必要に応じ滅菌装置で滅菌ないしは薬剤による消毒をしなければならない。 

 

４．廃棄 

専門業者に連絡を取り、適切に廃棄する。 

 

 

 

2017年3月23日第2版発行 

さっぽろ獣医師会 MRSA検討委員会 

                       委員長   前谷 茂樹 

                        委員   玉井  聡 

                             北島 哲也 

                             近藤  勤 

                      アドバイサー 高橋  徹（北海道獣医師会会長） 

                      アドバイサー 田村  豊（酪農学園大学） 
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付録 1  MRSA基本情報 

 

１．MRSA の出現と耐性機序 

MRSA とは、Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus（メチシリン耐性黄色ブドウ

球菌）の略で、1961 年に英国で初めて報告され、1970 年代以降は世界各国でヒトにおけ

るMRSA 感染の増加がみられ深刻な問題となっている。MRSA は従来のメチシリン感受性黄

色ブドウ球菌（MSSA）とは異なり、特有な細胞壁合成酵素（ペニシリン結合蛋白）PBP2’

を作ることでメチシリン耐性を獲得した。PBP2’はmecA と呼ばれる遺伝子にコードされて

おり、mecAの転写を調節する遺伝子とともにSCC (staphylococcal chromosomal 

cassette)と呼ばれる大きなDNA 断片(SCC mec)に組み込まれている。現在では、このSCC 

mecはコアグラーゼ陰性黄色ブドウ球菌（CNS）由来と推定されている。MRSA 株からMSSA 

株へのSCCmec 転移はほんのわずかな回数しか起きないので、世界中のMRSA 出現は新しい

MRSAクローンの新規導入の多発ではなく、ほんの少数のクローン型の伝播から生じているこ

とが明らかになっている。 

院内感染型MRSA はわが国の各地の病院や高齢者施設で流行しているもので、多くは多剤耐

性を示すが、従来の黄色ブドウ球菌と病原性に差は無いとされている。一方、市中感染型MRSA 

は、１９８１年に米国で報告されて以来、世界各地で分離されるようになっている。特に

Panton-Valentineロイコシジンと呼ばれる白血球破壊毒素を産生する株が多く、病原性は院

内感染型より強い。わが国でも本菌の感染により小児が死亡している。 

MRSA は人ばかりでなく犬、猫、牛、豚および鳥類などさまざまな動物からも分離されてき

たが、詳しい解析は実施されておらず由来も明確でなかった。最近、オランダの養豚従業者の

家 族 で あ る ４ 歳 の 少 女 か ら 従 来 と は 異 な る 家 畜 関 連 MRSA （ LA-MRSA: 

livestock-associated MRSA）が分離され注目された。 

LA-MRSA の明確な定義はなされていないが、家畜に関連し、HA-MRSA 及び CA-MRSA 

の遺伝子型と区別される MRSA である(表１)。 
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LA-MRSA は短期間に全ヨーロッパの牛や家禽の農場に拡散し、人にも伝播した。したがっ

て、LA-MRSA は従来の MRSA とともに公衆衛生上も注目すべき細菌と考えられる。 

表 1．HA-MRSA/CA-MRSA/LA-MRSA の主な性状の比較 

性 状        HA-MRSA         CA-MRSA             LA-MRSA 

由来              医療施設        不明            家畜 

薬剤感受性      多剤耐性        多くの抗菌薬に感受性   多剤耐性 

SCCmec      Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型      Ⅳ、Ⅴ型         Ⅳa、Ⅴ型 

spa 型        t002               t001 or t002            t011or t034 

MLST 型       ST5                ST30           ST398 

 

２．MRSA の疫学 

MRSA を含む黄色ブドウ球菌は，ヒトの鼻腔，口腔，咽頭，皮膚，消化管の常在菌である。 

一般健康者の1%、病院職員の5％が鼻腔にMRSA を保菌する。抗菌薬投与中の患者の

MRSA保菌率はさらに増加する。また、わが国のヒトの病院では、MRSA の黄色ブドウ球菌

全体に占める割合は全国平均で約65％と高いことが知られており、MRSA感染症や健康な人

におけるMRSA の常在化が認められている。 

米国や英国でもMRSA の分離率は上昇してきており、米国においてはICUの分離株で50％、

英国でも44％と報告されている。一方、オランダや北欧の国々はMRSA の制圧に成功してお

り、オランダ、フィンランドで0.5％以下、デンマークで１％以下などと著しく低いことが報

告されている。 

MRSA の犬や猫からの分離報告は多くなされている。しかし、日本での分離率は思いのほ

か低く、犬から 0.44%（1/225）に過ぎなかった。人から分離されるブドウ球菌の大部分が

Staphylococcus aureus であるのに対し、伴侶動物では S. intermedius group（SIG）

が大半を占め、特に近年提唱された S. pseudintermedius が重要とされている。SIG は生化

学性状や遺伝学的性状が類似しており、16S-rRNA 遺伝子でも同定することは困難である。

医学領域では SIG の分離報告が少ないためあまり認知されておらず、S. aureus と性状が似 

ているために誤同定されていることがある。したがって、伴侶動物からの MRSA 分離率を調べ 

る場合は注意を要する。S. pseudintermedius は犬の膿皮症の原因菌でありメチシリン耐性を
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示す場合が多い。また人における再発性副鼻腔炎の報告があり、頻度は低いながら伴侶動物病

院に勤務する獣医師や動物看護師が保菌することがある。 

 

３．MRSA保菌者について 

MRSA の保菌者は通常、感染患者からか、もしくは日常の生活から感染を受けることが多

い（いわゆる市中感染型）。健常人がMRSA の感染を受けても通常発症することはなく、保菌

者となるに過ぎない。 

MRSA は、頭皮、毛髪、眼瞼、外耳道、鼻前庭、咽頭、体表（特にカサカサしている皮膚）、

腋窩、股間、陰部、糞便など体のあらゆる部位で検出される。特に温度と湿度条件の良い部位

では、定着傾向が見られる。 

 

４．日常の生活における注意点 

日常の生活において消毒などを行う必要はないが、毎日、入浴し体を清潔に保ち、うがいや

トイレの後に手をしっかり洗うことなどを励行することで十分である。ただし、医療行為を行

う場合や免疫力の低下した人に接する場合に注意を要する。 

（１）医療従事者がMRSA定着者の場合 

１）常日頃から鼻前庭を清潔にし、鼻毛を切り、毎朝、きちんと鼻をかむ。 

２）手指が鼻前提や顔に触れた場合には、必ず手洗い（手指消毒）をする。 

３）できる限りマスクを装着する。 

４）MRSA感染高リスク動物（ステロイド剤の投与ならびに手術を実施した動物など）との

不必要な接触を防ぐ。 

５）止むを得ずMRSA感染高リスク動物と接触する際には必ず手袋およびマスクを装着する。 

（２）家庭および病院への面会で下記のような人がいる場合 

１）大手術を受けた直後の患者（心臓・消化器等） 

２）カテ－テルや気管内挿管等による長期呼吸管理中の患者 

３）ガン、糖尿病、免疫抑制剤を投与されている患者 
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４）抗菌薬を長期に渡って投与されている人 

５）寝たきりの高齢患者 

６）重度の火傷患者・怪我の患者 

７）新生児、未熟児がいる場合 

 

５．除菌について 

健常人でのMRSA保菌者はそのことで発症することはなく、MRSA が細菌叢の中で常在して

いるだけである。したがって、通常は除菌する必要は全く無い。もし、除菌しても感染源に対

する対策が取られていない場合、効果 

は一時的であり耐性菌の出現を助長することもある。除菌はMRSA が常在している局所に対す

る消毒や抗菌薬の投与などの方法があるが、通常の健康体で病院を受診しても除菌の対象とな

らない。 

（１）除菌が行われる場合 

１）MRSA感染症が発生し、院内感染を防止する場合 

２）保菌者自身が大きな手術を受ける場合 

（２）医療従事者の除菌について 

除菌については下記の方法がある。実施にあたっては、医師の診断に基づき注意して実施

する。 

動物病院内でMRSA感染症が発生し、医療従事者の保菌がその原因として疑われる場合に

は鼻腔材料を用いたMRSA検査を行う。MRSA陽性で除菌を希望する場合にはムピロシン

軟膏で除菌する。MRSA陽性だが、何らかの理由で除菌ができない場合には、手指消毒を

動物ごとに行い、マスクを着用して手が直接鼻腔に触れないようにする等の慎重な対応が

必要である。 

（３）ムピロシン軟膏使用に際しての注意点 

鼻腔保菌者はムピロシン軟膏（バクトロバン鼻腔用軟膏○Ｒ®）を１日３回，３日間塗布

する。皮膚への使用は耐性菌を生じやすいので行わない。 
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（４）除菌の判定 

判定除菌終了後１週間を経過して、それまでMRSA を検出していた場所から3 回連続し

て培養陰性となれば，その部位から除菌できたと判定する。但し、医療従事者に除菌を行

った場合、4 週間後には26%に、６か月後には48%に再保菌がみられたとの報告がある。 

従って、除菌終了後も標準予防策を遵守することが重要である。MRSA対策の検証や、動

物のリスク、さらには職員の置かれている勤務状況に応じてMRSA検査を行う。 
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付録 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

衛生的手洗いの方法 
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付録 2 衛生的手洗いの方法 
  

衛生的手洗いと手指消毒の一例 

●流水（温水）と石鹸（ハンドソープ）を利用した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●アルコール消毒を利用した場合 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

１．まず手指を流水で

よく濡らす 

２．石鹸を手掌に適量

取る 

３．左右の手掌同士を

よく擦り合わせる 

４．手の甲を反対側の

手掌でもみ洗い 

５．指を組んで指の間

をもみ洗い 

６．親指を反対側の手

掌で包んで洗う 

７．指先を反対側の手

掌に立てて洗う 
８．手首もしっかりも

み洗い 

９．流水（温水）でよ

くすすぐ 

10．ペーパータオルで

水分を拭き取る 

１．消毒液を手掌に適

量取る 

２．左右の手掌同士を

よく擦り合わせる 

３．指先を反対側の手

掌に立て擦る 

４．手の甲を反対側の

手掌で擦る 

５．指を組んで指の間

を擦る 

６．親指を反対側の手

掌で擦る 

７．手首もしっかり擦

りつける 

８．乾くまでよく擦り

込む 
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付録 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

メシチリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）の検査 
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付録 3  メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）の検査 

 

１．MRSA 検査時期（いつ MRSA 感染を疑うか？） 

（１）膿皮症、外耳炎、膀胱炎、肺炎、膿胸、腹膜炎などの原因がグラム陽性球菌で通常の抗菌薬

が効かない場合。 

（２）細菌感染の無い術創から粘稠性のある膿汁が出てグラム陽性球菌の感染があった場合。 

（３）球菌感染の感受性検査でβラクタム系薬、フルオロキノロンなどに耐性で、ホスホマイシン、

ST 合剤、クラブラン酸－アモキシシリン、バンコマイシン、リファンピシリン、ミノマイシ

ンなどが感受性を示す場合。 

 

２．培養検査および薬剤感受性検査 

臨床検査センターなどの外注検査にて MRSA を同定するには追加検査を行う必要があるため、

依頼書の MRSA の項目にチェックを付ける。MRSA 感染を疑い薬剤感受性検査を依頼する場合

には MRSA に対して感受性の高い抗菌薬を指定する。 

外注検査の場合、イヌの臨床材料(特に膿皮症)からは、しばしば MRSA と性状が極めて類似す

るメチシリン耐性の Staphylococcus pseudintermedius (MRSP)と誤同定されることがある。

MRSP も多剤耐性であり日和見感染菌と思われるが、動物およびヒトにおける病原学的意義は不

明の点が多く残されている。 

 

３．MRSA 依頼検査 

臨床材料（MRSA 材料を含む）からの通常の細菌検査や薬剤感受性検査は、臨床検査センター

を利用する。ただし、正確に MRSA と MRSP を同定する場合は遺伝子検査が必要なのでその旨

を臨床検査センターに通知する。 
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付録 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

病院環境の消毒方法とMRSA感染動物の取り扱い 
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付録 4 病院環境の消毒方法とMRSA感染動物の取り扱い 
 

各種微生物に対する各消毒薬の選択基準（表2）を示した。MRSA に有効な消毒薬にはいくつかあ

り、消毒を行う部位により使い分けが必要である。 

 

表2 各種微生物に対する各消毒薬の選択基準 

消毒薬（一般名） 

殺 

菌 

能 

消毒部位 消毒器具 
一 

般 

細 

菌 

M 

R 

S 

A 

真 

菌 

芽 

胞 

菌 

手指 

皮膚 

粘膜 金属 非金属 環境 

グルタラール 高 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

次亜塩素酸ナトリウム 中 △ △ × ○ △ ○ ○ ○ △ 

ポピドンヨード 中 ○ ○ × × × ○ ○ ○ △ 

消毒用エタノール 中 ○ × ○ ○ △ ○ ○ ○ × 

クレゾール石けん液 中 △ △ △ △ △ ○ ○ ○ × 

塩化ベンザルコニウム 低 ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ △ × 

グルコン酸クロルヘキシジン 低 ○ × ○ ○ ○ ○ □ △ × 

両性界面活性剤 低 ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ △ × 

酸性電解水 高? ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 

高：高度  中：中等度  低：低度 ○：使用可  △：注意して使用  ×：使用不可 

○：有効   □：耐性株注意 

△：効果不足   ×：耐性 

・酸性電解水は、in vitroの成績による。  ・本表は、「MRSA消毒・除菌と治療」（最新医学社）より転写。 

 

電解中性水は、MRSA殺菌に有効性が高いことが知られている。刺激性や金属腐食性が少ないため、

超酸性水よりも使用し易い。ただし、超酸性水および電解中性水共に有機物の存在により活性がすぐ

に低下するので注意して使用する。 

 

1. 病院環境の消毒法  

（１）診察台、ドア、椅子  

１）消毒用 80%エタノール（50%イソプロピルアルコールは80%エタノールに比べ有効性が

劣る）  
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２）電解中性水および超酸性電解水。  

３）ビルコン®500 倍溶液 

４）次亜塩素酸ナトリウム 100 倍液  

（２）床  

１）ヒト医療では患者が移動出来ない場所の床消毒剤として、逆性石鹸（100 倍希釈オスバン液

®など）、両性界面活性剤（100 倍希釈テゴー 51®など）が推奨されている。  

２）電解中性水および超酸性電解水  

３）ビルコン®100 倍希釈液  

４）次亜塩素酸ナトリウム 0.1%溶液  

（３）隔離室の消毒  

１）0.2〜0.5%ステリハイド®（グルタラール）により清拭する。ただし、刺激が強いので注意。

専用モップを上記の濃度のステリハイド液に十分浸漬させ、軽く絞った後に床を拭き、 5〜

10 分かけて乾燥させる。消毒開始より換気を始め、1時間以上かけて十分換気する。 

２）80%エタノールによる消毒 。火気および床の材質に注意し専用モップを80%エタノール

に十分浸漬させた後、床を拭き、5 分以上かけて十分乾燥させる。この場合、30分以上は

換気する。  

３）他にホルマリン燻蒸や高濃度オゾン（0.1%以上）の燻蒸などがあるが、毒性も強いため特

性を十分に把握した後使用する。  

（４）衣類、リネンの消毒 

下記の消毒薬に1時間以上浸漬した後に通常通りの洗濯をする。ただし、血液や膿 などの生

体成分が多量に付着している場合には、消毒前に十分水洗した後に消毒薬に漬ける。 

＜ 消毒薬 ＞ 

１）逆性石鹸:100 倍希釈オスバン®、100倍希釈ハイアミンT®など  

２）両面活性剤:50 倍希釈テゴー51®、50 倍希釈ハイパール®なと ゙ 

３）次亜塩素酸ナトリウム 0.1～0.02%溶液 

（５）医療器具はその使用目的に応じて、クリティカル、セミクリティカル、ノンクリティカルの3
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つに分類（スポルディングの分類）でき、それぞれのレベルに応じて、滅菌あるいは消毒方法を

選択する。（表3参照）  

 

表3  各種器具の滅菌および消毒方法  

分類 使用目的 対象器具 滅菌方法と使用毒薬の種類 

クリティカル器具 

微生物で汚染された場合

に極めて感染の危険性が高

い器具 

患者の組織や血管、尿路内に挿入

するもの 

手術器具 

尿道カテーテル 

内視鏡の生検鉗子 

膿盆 

ゾンデ 

傷洗浄針 

耳鏡チップ 

オートクレープ 

EOGまたはホルマリン

滅菌 

セミクリティカル器具 

粘膜や傷に接触するも

ので、微生物が存在すると

感染の危険性が生じる器

具 

・高水準消毒 

内視鏡に関連する器具 

傷に接触するもの 

・中水準消毒 

口腔、鼻腔、目、生殖器、肛門な

どの粘膜に使用するもの 

気管チューブ 

蛇管 

喉頭鏡 

バイトブロック 

体温計 

抜糸剪刀 

・高水準消毒 

グルタラール、フタラール、

過酢酸 

・中水準消毒 

0.1%次亜塩素酸ナトリウム 

80%エタノール 

電解中性水 

ノンクリティカル器具 

傷のない皮膚と接触す

る器具 

傷のない皮膚と接触するもの 

粘膜とは接触しないもの 

環境にあるもの 

聴診器 塩化ベンザコルニゥム 

クロルヘキシジン 

0.02～0.1%次亜塩素酸ナ

トリウム 

電解中性水 

 

注意事項:消毒薬の使用は、それぞれの添付文章に準拠して実施する。なお、消毒薬によって、

 人体や動物に毒性があるものや金属を腐食させるものもあることから、十分に注意して使用する。

  

2. MRSA 感染動物の取り扱い  

（１）入院治療の場合  

基本的に症状を示していない MRSA保菌動物を隔離する必要はない。しかし、この動物に手 

術をする場合は、MRSA に有効な抗菌薬などを投与して完全に除菌する。また、MRSA保菌動

物に免疫抑制療法を行う場合にも同様に対処する。  
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症状を示しているMRSA感染動物を入院治療する場合には隔離室に入院させる。隔離室入室時

および動物の取り扱い時には、帽子、マスク、手袋、およびガウンもしくはビニールエプロンを

装着し、ヒトと動物への院内感染を予防する。また、処置後には手洗いを必ず行う。入院動物の

管理者は特定のスタッフに定めるのが好ましく、そのスタッフは定期的にMRSA の検査を行う。 

（2）外来による場合  

MRSA感染動物を外来にて治療する場合には、一般外来動物への感染を防止する目的で、時間

外に来院して治療するなどの配慮が必要である。治療に当たるスタッフはマスク、手袋、エプロ

ンの装着が必要である。また、動物がヒトにも感染を起こす細菌を保有していることを飼い主に

告げる。 

この場合、一般家庭などでの飼育についての注意点を説明する。 なお、動物病院では容易に

感染および発症するような抵抗力が低下した動物が多いために 院内感染予防のしっかりとした

防御処置が必要であることを理解してもらう。  
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付録 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

動物病院でMRSA が出現したときの対応 
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付録 5 動物病院でMRSA が出現したときの対応 

 

 動物病院は易感染性の免疫力が低下した動物の集合している場所であり、かつ外来動物が院外か

ら院内に細菌やウイルスなどを持ち込んでくる場所でもある。このため、院内の環境管理および衛

生管理対策は一般の公共施設以上に強化しておくことが求められる。 

 動物病院では感染症の有無に関わらず、すべての動物のケアに際して一般的な予防策、すなわち

標準予防対策（スタンダード・プリコーション）を常に講じることが重要である。標準予防対策は、

動物の血液、体液（唾液、胸水、腹水、心嚢液、脳 脊髄液等）、分泌物（汗は除く）、排泄物に病

原体が含まれると考えて傷のある皮膚や粘膜からの感染を予防することで、動物と獣医療従事者双

方における院内感染の危険性を減少させる。 

 病院スタッフには十分な院内感染予防教育を実施し、日常の予防対策が取られていれば、万が一

動物病院で MRSA が出現しても慌てることなく冷静に対応でき、拡散を防止し、短期間に終息さ

せられることを周知徹底することである。 

 ただし、獣医学的知識に乏しい動物の飼い主には短期間に十分な理解を得ることは困難が予想さ

れる。獣医師、動物看護師をはじめ動物病院スタッフの総力をあげて、飼い主の不安を取り除く十

分なコミュニケーションと的確なケアを施せるよう、心掛けたいものである。 

 

 １．飼い主への告知 

 飼い主には包み隠さず、動物からMRSA が検出されたことを伝える。その際には適切な内容の

情報を提供し、MRSA に対する過度の不安を取り除くとともに、MRSA伝播防止のための理解や

協力が得られるように、十分な説明と指導を行なう。 

 また、飼い主の中には、動物への感染経路や病院施設の汚染状況、スタッフの保菌に対して不信

感を抱くケースもあると想像されるが、いずれも十分に理解を得るよう誠心誠意説明することが肝

要である。 

 更に、現状ではヒトにおいての MRSA に関する文献や情報が多いのに対し、動物に関するデー
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タや情報が不足していることを説明する必要がある。説明の要点として以下の点が上げられる。 

（１）MRSA とは何か。細菌学的な特徴やヒトでの状況などを伝える。 

（２）この時、MRSA はあくまで常在菌の一種であることを伝える。 

（３）適切な管理でむやみに恐れることはないことをしっかり伝える。 

（４）動物からMRSA が検出されたことに対して、精神的なものを含め体調不良を訴える飼い主

には念のために医療機関への受診を勧める。 

（５）ヒトの医療機関が発信している情報には冷静な記述がほとんどであるが、一部には過剰な不

安を煽るような情報もあるので注意を要する。 
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動物・家族への解説文（例） 

 

ご家族の皆様へ 

 

MRSA について 

 

○○○○動物病院 

院長 ○○○○ 

 

 あなたのペットから MRSA という抗菌薬の効きにくい細菌が検出されました。

MRSA とはメチシリン耐性黄色ブドウ球菌の略称で、多くの抗菌薬に抵抗性を示し

ます。しかし、通常の黄色ブドウ球菌にくらべて病原性が強いわけではなく、健康な

人でも数％が鼻腔にこの細菌を持っていることがわかっています。しかし、抵抗力の

落ちている動物やヒトでは、ときに創部感染や肺炎などをおこすことがあり注意が必

要です。 

 MRSA は鼻腔や皮膚に付着しやすく、動物、動物のご家族、獣医療スタッフの手

指等を介して移っていきます。病院の中には、抵抗力の落ちた動物がたくさんおりま

すので、MRSA が広がらないように、獣医療スタッフがいくつかの予防対策をとる

ことがあります。例えば、動物を隔離したり、獣医療スタッフがケアをする際に手袋

やマスク、エプロンを用いることがありますのでご了承ください。 

 MRSA の拡大を防ぐには、手洗い・手指消毒がもっとも大切です。獣医療スタッ

フも十分心がけますが、動物のご家族も、面会・ケアの前後や部屋の出入りの際には、

流水と石けんによる衛生的手洗いやアルコール製剤による手指消毒の励行をお願いい

たします。 

 MRSA には効果のある抗菌薬もあり、もし MRSA による感染症が起きた場合は

適切な治療が可能です。MRSA を持っている（保菌）というだけでは、抗菌薬によ

る治療は必要ありません。 

また、MRSA が検出されたからといって、本来の獣医療行為に何ら影響はなく、

動物に不利益になることはありません。 

 以上簡単ですが、MRSA についてのご説明をいたしました。わからない点や疑問

がありましたら、どうぞ遠慮なく動物病院の獣医師にお尋ねください。 
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２．MRSA保菌動物の飼育に関する注意点 

MRSA が検出されたことだけでは、感染しているのか保菌しているのか明らかでない。動物

の状態によっては治療が必要なことを、獣医師は飼い主に説明することが必要である。 

 （１）MRSA感染動物の飼育と看護 

１）体液や排泄物から多量の MRSA が排泄される可能性がある場合は、拡散を防止するよ

う適切に処理するよう飼い主を指導する。具体的には、素手でさわらないことや着衣への

付着防止策を講じ、汚染区域の消毒に努め、十分な手洗いを励行することである。治療の

対象となるのは、以下の場合である。 

２）本来無菌であるべき、血液、髄液、胸水、腹水、関節液から MRSA が検出された場合。 

３）消化器感染の疑いのある動物の便あるいは消化管内容物から MRSA が検出された場合。 

４）尿路感染症が疑われる動物で尿から MRSA が純培養状態または他の菌より優位に多量

である場合。 

５）呼吸器感染症が疑われる動物で、膿性喀痰から純培養又は有意に多量に MRSA が検出

される場合。 

６）褥創から純培養的に、または他の菌よりも有意に多量の MRSA が検出される場合。 

７）MRSA によると思われる症状がある場合。 

 （２）単なる保菌動物の飼育 

MRSA保菌動物に対する除菌は基本的に必要ない。健康な同居家族、同居動物への伝播

は必要以上に恐れる必要はない。基本は糞便処理を確実に行い、手洗いを励行することに

ある。その他の注意点としては、 

１）家族に免疫力の低下したお年寄りや病人がいる場合には、近づけない工夫をしてもらう。 

２）MRSA保菌動物が大きな手術や抗ガン剤治療を受ける場合には、免疫力が低下して、

MRSA に起因する症状が出る場合がある。この場合は、治療前にMRSA除菌の適応とな

ることを伝える。 
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３）MRSA保菌動物を動物病院やペットホテル等に預ける場合は、特に保菌を預け先へ告知

する義務はない。ただし、MRSA の拡散防止のための理解を得るよう伝えていただきた

い。 

 

３．従業員や病院環境の MRSA 検査 

MRSA が検出された病院環境や従業員の数は動物病院の衛生環境の指標となる。すなわち

MRSA に特定せずに院内感染対策サーベイランスとして病院環境の環境微生物検査は定期的

に行うことが望ましい。 

従業員の定期的な MRSA 検査の必要性は議論の余地がある。確かに MRSA 伝播の中心は医

療スタッフを介しておこなわれる。しかし、MRSA に限らず従業員の保菌状態という個人情

報の取り扱いの難しさも含め、感染症ハラスメントを引き起こすような状況を作りかねない危

険性も含んでいる。院内感染対策サーベイランスの一環として実施する際には、十分な従業員

教育と理解の上でおこなうことが肝要である。 
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付録 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

マニュアル本文中記載の消毒薬の規格および薬価 
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 付録 6  マニュアル本文中記載の消毒薬の規格および薬価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成 分 製品名 規格 参考価格 特 徴 

エタノール 

消毒用エタライト

液
®
 

５００ＭＬ 

５Ｌ 

１０Ｌ 

１６Ｌ 

315 

3,150 

6,300 

10,080 

エタノール76.9〜81.4vol%を含む。添加物として

イソプロパノールを含む。無色澄明の液で特異な匂い

がある。イソプロパノールを含めたため、エタノール

単剤と比較して酒税の関係で割安。 

消毒用エタライト

Ｂ液
®
 

５００ＭＬ 

５Ｌ 

１０Ｌ 

１６Ｌ 

315 

3,150 

6,300 

10,080 

 エタノール76.9〜81.4vol%を含む。添加物として

イソプロパノール、青色１号を含む。淡青色透明の液

で特異な匂いがある。イソプロパノールを含めたため、

エタノール単剤と比較して酒税の関係で割安。 

複合次亜塩素酸 
アンテック ビル

コンＳ
®
 

１ＫＧ 

５ＫＧ 

１０ＫＧ 

4,800 

9,500 

17,800 

 ピンク色の粉末でレモン芳香臭。溶解後の溶液はほ

ぼ無臭で鮮やかなピンク色。phは2〜4（希釈倍数に応

じて） 

グルタラール製剤 

ステリハイド２Ｗ/

Ｖ％液
®
 

１Ｌ 

５Ｌ 

900 

2,720 

 グルタラール2W/V%濃度液に添付の緩衝化剤を溶

かして使用する用時調整の組み合わせ医薬品。特異臭

のある無澄色明の液（ph3.8）。緩衝化剤は淡赤色の

粉末。用事調整したものは特異臭のある赤色澄明の液

（ph8) 

ステリハイド２０

Ｗ/Ｖ％液
®
 

５００ＭＬ 

 

2,390 

 

 グルタラール20W/V%濃度液に添付の緩衝化剤を

溶かして使用する用時調整の組み合わせ医薬品。刺激

臭のある無色〜淡黄色澄色明の液。緩衝化剤は淡赤色

の粉末。用事調整したものは特異臭のあるとう赤色澄

明の液（ph8) 

ベンザルコニウム

塩化物 

オスバン１０％消

毒剤
®
 

１００ＭＬ 

５００ＭＬ 

２０Ｌ 

65 

330 

13,200 

 無色〜淡黄色澄明の液で、特異的な匂いがある。振

ると強く泡立つ。 

逆性石鹸液（ベン

ゼ ト ニ ウ ム 塩 化

物） 

ハ イ ア ミ ン 液 １

０％
®
 

１０００ML 1,250  無色澄明の液で、においはない。 

アルキルジアミノ

エチルグリシン塩

酸塩 

テゴー５１消毒液

１０％
®
 

５００ML 

３Ｌ 

４Ｌ 

１０Ｌ 

１８Ｌ 

385 

2,310 

3,080 

7,700 

13,860 

 帯黄色の粘性な液で、わずかに特異なにおいがある。

pHは7〜９（水溶性1→10）。医療施設の床消毒によ

く使用されている。 

フタラール製剤 ディスオーバ
®
 

３．８Ｌ 

 

8,000  淡青色澄明の液で、においは無いか、又わずかなア

ルデヒド臭がある。pHは7.2〜7.6 

ベンザルコニウム

塩化物 
ウエルパス

®
 

１００ML 

３００ＭＬ 

５００ＭＬ 

１Ｌ 

５Ｌ 

750 

1,740 

2,540 

4,750 

16,290 

 ベンザルコニウムとエタノールを含有する無色澄明

の液で、芳香臭を有する。手指に噴霧して手もみして

使用 

グルコン酸クロル

ヘキシジン 
ヒビスコール液Ａ

®
 

２００ＭＬ 

５００ＭＬ 

*６００ＭＬ 

１Ｌ 

*１Ｌ 

５Ｌ 

１６Ｌ 

880 

2,200 

2,200 

3,690 

3,690 

16,500 

49,500 

 グルコン酸クロルヘキシジンとエタノールを含有す

る無色澄明の液で特異な臭い（エタノール臭）がある。

手指に噴霧して手もみして使用 

 

規格欄の*印はデスポ－ザブル容器の製品 
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おわりに 
 

 このマニュアルの第一版が発行された2009年の北海道石狩管内の動物病院では、MRSA感染の蔓延

が認められており、その原因として、獣医療関係者の感染症伝播が危惧されました。それまでの獣医療

ではウイルス感染の防除が主体であり、MRSA のように病原体が医療スタッフに定着する伝播様式は

防御ができていなかったのが原因でありました。MRSA の伝播防御には環境消毒のみならず手洗いや

診察器具の消毒などの日常業務の抜本的な作業方法の変更が求められることから、このマニュアルの作

成に至りました。 

獣医療分野では、まだこのようなマニュアルの存在はなく、ヒト医療のマニュアルを参考にしながら、

我々の現場に合うように制作しております。MRSA感染の治療については獣医療ではまだ十分なエビデ

ンスが無いため、ここでは取りあげておらず、今後の研究に期待するところです。 

現在はヒト医療や獣医療ともに多剤耐性菌の蔓延が非常に問題となっており、「One world ,One 

Health」の概念の提唱もされ、獣医療にも多剤耐性菌の対策が求められています。多剤耐性菌対策には

抗菌薬の使用の是正のみならず、本マニュアルにあるような臨床現場での衛生的作業の実行が求められ

ます。このマニュアルがMRSA対策のみならず多剤耐性菌対策に広く役立てられ、人と動物の健康維持

に寄与できることを願っています。 

さっぽろ獣医師会MRSA検討委員会委員長 前谷 茂樹 
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