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新生児医療における感染症の現状と
病棟内迅速検査の有用性

名古屋大学医学部附属病院周産母子センターNICU

早川昌弘

第12回日本検査血液学会学術集会
ランチョンセミナー９

新生児医療とは

 新生児医療は、病的新生児、早産・低出生体
重児に対する医療である。

 新生児医療は成人領域の集中治療に比べて
緊急性が高いことがある。

 新生児集中治療室（NICU）は、呼吸管理や循
環管理をなどの集中治療を24時間体制で行
う施設である。

 急性期を過ぎた患者を長期にわたりNICUで
管理することがある。

早産・低出生体重児の病気

疾病は各臓器の未熟性に起因する。

 呼吸器

 循環器

 消化器

 血液・代謝

 感染症

 その他
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本日の内容

 感染症の観点からみたNICUの特徴

 新生児医療における感染症の現状

 感染症の実際

臨床症状、行うべき検査、検査結果の解釈

 未熟児・新生児の採血

採血方法

微量検体の信頼性

感染症の観点からみたNICUの特徴

 易感染性で重篤化しやすい。

 無菌状態で出生するため、細菌が定着しや
すい。

 早期からの母乳保育が困難な場合があり、
母乳が有する抗微生物作用、免疫割賦作用
が期待できない。

 緊急時は、手指衛生が不十分になりやすい。

NICUにおける感染症

 中枢神経感染：髄膜炎 硬膜下膿瘍

 気道感染：肺炎、肺膿瘍

 血液（血流）感染：敗血症、カテーテル感染

 腸管感染：細菌性腸炎、カンジダ腸炎

 尿路感染：

 骨髄炎：

 皮膚感染：膿痂疹

ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群

 眼感染：



3

周産期センターにおける病院感染

 NICU7施設から、871名（男児：465名、女児：
406名）の感染症データを収集

 起炎菌、感染部位、リスク因子について検討

 感染症例における死亡率を検討

Babazono A, Kitajima H, Hayakawa M, et al. 

Risk factors for nosocomial infection in the neonatal 

intensive care unit by the Japanese Nosocomial

Infection Surveillance (JANIS).

Acta Med Okayama 2008;62(4):261-8.

病院感染の発生頻度

出生体重 症例数 感染者数 頻度％ （95％CI）

男児 ～1000g 55 18 32.7 （29.4～36.5）

1000～1500g 54 6 11.1 （8.0～15.4）

1500g～ 356 15 4.2 （3.7～4.8）

男児全体 465 39 8.4 （8.0～8.8）

女児 ～1000g 44 7 15.9 （12.0～21.0）

1000～1500g 41 2 4.9 （1.8～13.0）

1500g～ 321 10 3.1 （2.6～3.8）

女児全体 406 19 4.7 （4.2～5.2）

合計 871 58 6.7 （6.4～6.9）

病院感染の起炎菌

ﾌﾞﾄﾞｳ球菌 18（46.2） 8（42.1） 26（44.8）
MRSA 9（23.1） 6（31.6） 15（25.9）
MSSA 1 （2.6） 1（5.3） 9（15.5）
CNS 8（20.0） 1（5.3） 2 （3.4）

大腸菌 4（10.3） 1（5.3） 2 （3.4）
GBS 1 （2.6） 1（5.3） 2 （3.4）
腸球菌 1 （2.6） 1 （5.3） 2 （3.4）
Klebsiella 1 （2.6） 1（5.3） 2 （3.4）

・
・

39（100） 19（100） 58（100）

男児（％） 合計女児（％）
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病院感染のフォーカス

敗血症 11（26.8） 3（15.8） 14（23.3）

肺炎 ４（9.8） 3（15.8） 7（11.7）

中枢神経系 ４（9.8） 1（5.3） 5（8.3）

SSSS 5（12.2） 0（0.0） 5（8.3）

菌血症 2 （4.9） 1（5.3） 3（5.0）

その他 15（36.6） 11（57.9） 26（43.3）

合計 41（100） 19（100） 60（100）

男児（％） 合計女児（％）

病院感染のリスク因子 Odds比

Odds比 95％CI

性別
男児 1.86（1.04～3.35）
女児 1.00

体重
～1000g 8.82（4.80～16.2）
～1500g 2.35 （1.02～5.38）
1500g～ 1.00

処置
人工換気療法 2.35 （1.02～0.38）
中心静脈カテーテル 1.49 （0.82～2.72）
臍動脈カテーテル 0.87 （0.34～2.56）
臍静脈カテーテル 1.46 （0.60～3.54）
尿道カテーテル 1.34 （0.69～2.60）

MRSAのリスク因子 Odds比

Odds比 95％CI

性別
男児 1.28 （0.43～3.75）
女児 1.00

体重
～1000g 42.88（9.35～196.76）
～1500g 7.25 （1.00～13.9）
1500g～ 1.00

処置
人工換気療法 0.78 （0.26～2.35）
中心静脈カテーテル 0.97 （0.33～2.85）
臍動脈カテーテル 1.33 （0.34～5.23）
臍静脈カテーテル 0.84 （0.17～4.10）
尿道カテーテル 1.01 （0.33～3.26）
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病院感染症例の死亡率

病院感染症例 MRSA感染症例 非感染例

患者数 58 15 813

死亡数 6 3 17

死亡率 10.3％ 20.0％ 2.1％

5.4（2.0～14.3）11.74（3.0～45.3）reference

現状のまとめ

 7施設のNICUにおける病院感染は871例中58
例（7％）であった。

 リスク因子は、男児、極低出生体重児、人工
換気療法であった。

 MRSA感染症は、超低出生体重児がハイリス
ク因子であり、高い死亡率と関連があった。

感染症の症状

 病初期は非特異的である。

活気がない。

哺乳が不良。

経腸栄養の消化が悪い。

 バイタルの変化に注意

体温の変化：発熱、低体温

呼吸の変化：多呼吸、無呼吸

心拍の変化：頻脈、徐脈
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感染症を疑う検査結果

 誘因がない突然の高血糖

 代謝性/混合性アシドーシス

 急激なビリルビンの上昇

 白血球増多・減少

 血小板減少

 CRPの上昇

感染症を疑った時の検査

 血算（血液像も含めて）

 血液生化学

 炎症反応性蛋白（CRPなど）

 尿検査

 各種培養

 Gram染色

 髄液検査

検査結果の例

AST 120 IU/L
ALT 100 IU/L
LDH 1050 IU/L
BUN 32.1 mg/dL
Cr 2.3 mg/dL

pH 7.019
PCO2 75.6 mmHg
PO2 85.0 mmHg
BE ‐7.5 mmoｌ/L

WBC 3100 / μL
桿状核球 15%
分葉核球 25%
リンパ球 40%

RBC 249万 / μL
Hb 8.0 g/dL
Ht 25.0 %
Plt 0.4万 / μL

CRP 0.15 mg/dL

異常値はどれ？
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感染時の血算

 白血球増多：15000～20000/μL以上

 白血球減少：5000/μL以下

 I/T比（好中球全体の中の桿状核球の割合）：
0.2以上

 血小板減少：100000/μL以下

桿状核球 分葉核球

血液生化学

 AST、ALT、LDHは調べること。

 超重症の場合は、全身性炎症反応症候群
（SIRS）を念頭において、フェリチンをしらべる
とよい。

C反応性蛋白質（CRP）

 CRPは急性期反応物質であり、炎症・感染に
伴い6～8時間の応答時間で上昇する。

 敗血症発症の12～24時間後のCRPの陽性的
中度は7～43％であるが、陰性的中度は97～
99.5％である。
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APR（Acute Phase Reactants）

 CRP、α1-アシドグリコプロテイン（α1AG）、ハプ
トグロビン（HP）を測定し、スコア化したもの

0点 感染症否定的
1点 フォロー
2点：α1AG+HP フォロー
2点：CRP+α1AG 感染症検索
3点 感染症

尿検査

 一般検査はパック尿でよい。

 培養を行うときは、理想的には膀胱穿刺であ
るが、パック尿やカテーテル尿でおこなってい
るのが現状である。

細菌培養

 血液培養

 気管支採痰培養

 カテーテル先端培養

 髄液培養

 便培養

 皮膚培養

 尿培養

http://images.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.niaes.affrc.go.jp/magazine/112/mgzn11209.jpg&imgrefurl=http://www.niaes.affrc.go.jp/magazine/112/mgzn11209.html&usg=__AeoFRAJ5vmrRvdu8rVZDba_GJ-w=&h=371&w=400&sz=19&hl=ja&start=6&um=1&tbnid=070DtFf3prAgTM:&tbnh=115&tbnw=124&prev=/images?q=%E7%B4%B0%E8%8F%8C%E5%9F%B9%E9%A4%8A+%E5%9F%B9%E5%9C%B0&hl=ja&rlz=1T4GZAZ_jaJP238JP238&sa=N&um=1


9

Gram染色

 採痰、胃液、便のGram染色をすることで、起
炎菌を推測することができる。

髄液検査

 中枢神経感染症の鑑別のためには不可欠で
ある。細菌性髄膜炎、ヘルペス感染症を見逃
してはいけない。

 状態がわるい児ほどやらねばならないが、ル
ンバールもちょっと侵襲的である・・・。

新生児の採血方法

 足底（踵）採血

 静脈採血

 動脈採血
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足底（踵）採血

 血管をつぶさずに採血できる。

 少量の採血の際に多用される。

 溶血や凝固をおこしやすい。

 手技的に熟練を要し、採血結果の解釈にも
注意が必要である。

静脈採血

 手背の静脈を注射針で穿刺しておこなう。

 血管内の血液量が少ないため、採血管での
採血はできない。

動脈（ライン）採血

 ヘパリン含有ルートのため、凝固系検査に影
響を与える。

 重症患者の急性期に留置される動脈ラインを
利用して採血をする。
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NICU入院児の採血における特殊性

 循環血液量が少ない。

 急性期は採血回数が多くなる。

 痛みから頭蓋内出血をきたすことがある。

新生児科医としては

 感染症の症状が非特異的であるため、「なん
か変だな」と思ったら、スクリーニング的に
CBC、CRPを検査をして、その場で結果を知り
たい。

 採血量はできるだけ少量としたい。

自動血球計数CRP測定装置 Microsemi LC-667CRP

自動血球計数CRP測定装置 Microsemi LC-667CRP

 検体量＝全血18μL

 測定時間＝約4分

新生児の微量採血と
迅速検査に有用な器機
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まとめ

 新生児医療ではその特殊性から感染症に非
常に注意をせねばならない。

 血液検査は微量採血が原則である。

 新生児医療の現場では、微量検体で感染症
を迅速かつ正確に評価できる機器が有用で
ある。


