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ABSTRACT

We performed a questionnaire survey to evaluate awareness of nosocomial infection on

nurses in Lao People's Democratic Republic ( Lao PDR) and Okinawa Prefecture. A com-

parative study was done between the two different geographical locations. In Lao PDR, the

practice status of the standard precautions and changes in Staphylococcus aureus were also

surveyed, and the present status with its related problems were evaluated. Most of the
nurses m both countries considered that hand washing is an important measure but nurses

must play a vital role m the prevention of nosocomial infection. During their work, 92%

nurses in Lao PDR and 65% nurses in Okinawa were always aware of nosocomial infection.

The use of gloves among nurses when necessary, was observed 88% and 88.7% in Lao PDR

and Okinawa respectively. Of the nurses in Lao PDR, 97% used a mask during care for pa-

tients with tuberculosis, 3% used a mask when it is available. The practice status of the

standard precautions in the nurses in Lao PDR was evaluated by the 1-to-l observation

method. The rates of hand washing practice (when it was necessary) were 0%-60%, show-

ing marked individual differences. Concerning hand washing such an incorrect procedures,

short time, use of unclean towels, and contact with unclean surfaces after hand washing

were frequently observed. The use of gloves, masks, and gowns was not investigated as be-

cause of the articles were required m a few situations. We have performed monitoring sur-
veys of Staphylococcus aureus in Lao PDR since 1993, and observed MRSA isolation since

2001. Some of the isolated MRSA strains showed the same genotypes, suggesting the early
MRSA contamination status in the hospitals in Lao PDR. Continuation of careful monitor-

ing of MRSA is necessary. The necessity for improvement of equipments/materials for
hand washing and provision of health education regarding the importance of systematic

infection is needed for nurses in Lao PDR. Ryukyu Med. J., 25(1,2)1-8, 2006

Key words: Nurses awareness, Nosocomial infection, Standard precaution, Developing

country, Staphylococcus aureus

はじめに

院内感染は近代医療が抱える重大な問題であり,患者

との接触が最も密である看護師が院内感染を正しく意識
し,対策を実施することが重要である.また,今日,世

界の距離は短縮され,新興・再興感染症,薬剤耐性菌は
国際的な問題となってきている.ラオス国は近年,国際
支援を目的とした先進国との交流が増加しており,それ

に伴い,先進国から薬剤耐性菌が持ち込まれる可能性が

ある.ラオス国内でも抗生物質の輸入及び使用量は増加
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Table 1 Outlines of hospitals in Lao PDR

Hospital National M Civic S Friendship Military Police

Established year　　　　　1910　　　1956 ( reconstructed in 2001)

The number of bed　　　　　　　450

The number of all staff　　　　　570

(the number of nurse)　　　(409)

Nurse/bed 0.9

Outpatient/ month　　　　　7,800

1987　　　　　1976　　　　1982

150　　　　　　　400　　　　　100

233　　　　　　　459

133　　　　　　289)

Oi 0.7

5,681　　　　5,850

115

(47

0.47

1,200

Table 2　0utlines of hospitals in Okinawa

Hospital O C M

Characteristics of hospital General hospital

The number of bed　　　　　　　　　　365

The number of nurse　　　　　　　　　　300

The number of doctor　　　　　　　　　　60

For rehabilitation For rehabilitation

l14　　　　　　　　　　　　　　　　287

90

10　　　　　　　　　　　　　　　　　9

傾向にあり,ビエンチャン市で2001年に初めて患者か

らMRSAが分離されている1-2)今後,薬剤耐性菌の
流行が懸念され2),早急に,ラオスの医療者が現地に合っ
た適切な感染対策を講じ,実施する必要がある.本研究

の最終目標は,ラオス国の医療従事者が自国に合った適

切な院内感染対策を実施することである.その基礎資料
作成のために,ラオス国ビエンチャン市5市中病院と沖
縄県3市中病院の看護師の院内感染対策に対する意識の

比較,およびラオス国の標準予防策の実施状況と

MRSAの動向を調査して現状と問題点を検討した.

1.ラオス国概要

ラオス国はインドシナ半島の中央にあり(Fig.1 ),

中国,ベトナム,カンボジア,タイ,ミャンマーの5カ

国と国境を接している.首都はビエンチャン市,人口は

560.9万人(2005年現在), GDPは-人当たり402ドル,

基幹産業は農業である.

2.研究方法

1)意識調査

ラオス国ではビエンチャン市5市中病院の看護師151
名,沖縄県では3市中病院の看護師223名を対象に2003

年8月から10月に,留め置き法による質問紙調査を実
施した.調査の趣旨に理解が得られた者を対象とした.

質問紙はCDCガイドライン等3,4,8)から独自に作成し
た.調査内容は基本的属性,院内感染に対する勤務中の
意識,感染対策における看護師の役割と手洗いの重要性,

感染予防策としてのマスク・手袋・ガウンの装着に関す

る自己認識について質問した.ラオス国の看護師に対す
る質問紙は現地医療従事者らの協力で翻訳し,バックト
ランスレイションで内容を確認した.

2)実態調査

2004年8月に観察法で調査した.対象は意識調査を
行ったラオス国5病院の中の2病院の看護師それぞれ8
名,計16名だった.対象者には事前に説明して協力を

得た.調査内容は手洗い・マスク・手袋・ガウンが必要

な状況とそれらの実施回数だった.手洗いは,交差感染
のリスクレベル・看護行為の前後・手指洗浄方法に分類
して記録し,さらに手技・時間・ふき取り・手洗い後の

不潔面との接触の有無を観察し記録した.観察方法は,

1人の観察者が1人の看護師の業務を約2時間観察し,
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Table 3　Demographic data of Laotian nurses who answered the questionnaire

ital National M Civic S Friendship Military Police
Numbers

Male/Female

Age

【 median】

Years as a nurse

【 median】

Wards

45

2/42

22-53【 34.9】

1-35【 13】

ICU

Pediatrics

Infection

General

Surgery

Internal

Tuberculosis

International

40

6/34

-49【32.5】

1--9&1ZiO【10】

ICU

Pediatrics

ER

Surgery

Medicine

OB-GYN

30　　　　　　　　　　21　　　　　　　　　15

1/26　　　　　　　4/17　　　　　　　1/14

22-42【 31.3】　　　22-46【 31】　　　31-47【 39.8】

1-23【 9.2】　　　1-18【 7】　　　5-27【 15.2】

Pediatrics

Internal

ER

OB-GYN

Bram surgery

DOP

Digestive
C-vascular

Surgery

Urology

Internal

( for officer)

OR

GYNi

DOP

Internal

(for police)

( general)

Table 4　Demographic data of Okinawan nurses who answered the questionnaire

Hospital O C M
Numbers

Male/Female

Age

【 median】

Years as a nurse

【 median】

120

10/110

21-55

【 35】

0.5-33

【 ll.3】

45

6 /34

22-52

【 40.2】

5-29

【 16.3】

,i8

6/52

22-60

【 3.7】

0.5-35

【 12.2】

記録方法は独自に作成した観察記録表を使用した.観察

記録表は公的ガイドラインをまとめた文献.5-6)から独自

に作成した.観察者は本教室の教員1名と学生4名であ

り,プレテストを行って判断基準を統一し,この調査を

実施した.

3.結　果

1)意識調査

質問紙の回収率は沖縄県50.5%,ラオス国100%であっ
た.調査対象施設の概要をTables1 ,2に示した.ラオ

ス国の5市中病院はビエンチャン市の基幹病院である.
国立M病院はラオスの医療の中核と教育を担う代表的
な総合病院である.市立S病院は2001年に日本の支援

で近代的な病院に改築されている.フレンドシップ(ミッ

タパップ)病院は旧ソ連の支援で建てられた施設だが医
療設備は質・量ともに非常に不足している.軍病院は軍

人とその家族,警察病院は警察関係者のための施設であ
る.沖縄県の0病院は総合病院, C病院とM病院はリ

-ビリ型の施設である.対象者の概要はTables3 ,4に
示したとおりである.

「院内感染について考えたことはあるか」という質問
では(Table5 ), 「勤務中は常に考えている」者は沖縄

県が65%,ラオスが92%で,両国間に27%の差が見ら

れた. 「院内感染対策における看護師の役割は重要か」

「院内感染対策として手洗いは重要か」という質問では,
両国の対象者全員が「非常に重要」 「重要」と答えてい

た. 「血液・尿便などに触れる可能性がある際に手袋を
装着するか」という質問では「必要時装着する」者の割

合は沖縄県　3.7%,ラオスが87%,また,残りの者は
「あれば装着する」と答えていて差がなかった.マスク

の装着については沖縄県では「感染症患者ケアの際に装
着するか」,ラオスでは「結核患者ケアの際に装着するか」

と質問した.沖縄県では「感染症患者ケアの際にマスク
を着用する」者が78.2%, 「あれば装着する」が19.1%,

「装着しない」が2.7%だった.ラオスでは「結核患者ケ
アの際,マスクを装着する」が97%, 「あれば装着する」

が3 %, 「装着しない」と答えた者はいなかった. 「感染
症の患者と濃厚に接触する際にガウンを装着するか」と

いう質問では「必要時装着する」者が沖縄県33.5%,ラ
オスが65.3%で,ラオスの方が高い値を示していた.各
質問項目と年齢・経験年数・病棟との関連は見られなかっ
た.

2)実態調査

手洗いを含む標準予防策の実態調査はラオス国でのみ
行い, 16名の実施状況を観察できた(国立M病院8名,

市立S病院8名).対象者の概要をTable6に示した.
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Fig. 2 Nurses washing their hands.

Fig. 3 Washing hands before and after patient care.
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Table 5　Nurses awareness against nosocomial infection

Okinawa

n-223

1 ) Paying attention to the nosocomial infection

always

only taking care of the patient

not much

completely ignore

65

m

o

0

92

8

0

0

2 )The roll of nurses to prevent nosocomial infection

very important

important

not so important

not important

1.6

15.4

0

0

93

7

0

0

3 ) Importance of "washing hands" to prevent nosocomial infection

very important

important

not so important

not important

3.4

3.6

0

0

94

6

0

0

4 )Putting on gloves if you may be exposed to the patient's feces, urine and blood

yes　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17

if available ll.3

no 0

87

13

0

5 )Putting on mask while taking care of tuberculosis patient

yeS

if available

nO

78.2

19.1

2.7

97

*

0

6 )Putting on gown as you clean a patient's body or change their clothes

yes　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33.5

if available

n0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18.5

65.3

33.4

1.3

Table 6　Demographic data of Laotian nurses for observational study

hospital M

Numbers

Male/Female

Age【 median】

Years as a nurse【 median】

Wards

8

0/8

29-40 【 35】

-20 【 12.5】

ICUC for adult)

ICU(pediatrics)

Recovery room

OB-GYN

C-vascular

Time observed / a nurse【 median】　　　50-260 min.【 135 min.】

8

1/7

25-40 【 31.5】

3-18 【 10】

ICU

・K

Surgery

OB-GYN

Internal

60-200 min.【 100 min.】

本研究では,手洗いが必要な状況に対する手洗いの実施　　( 1 )手洗い実施率

回数を百分率で表し, 「手洗い実施率」と定義した.今　　　病院別の手洗い実施率の中央値はS病院15%, M病
回,マスク・手袋・ガウンの装着については,観察され　　院2.2%で若干S病院が高いものの,全体として低い値

た必要な状況,実施回数ともに僅かだったため,手洗い　　だった(Fig.2 ).手洗いの実施率と年齢・経験年数・
についてのみ検討した.　　　　　　　　　　　　　　　　病棟・観察時間との間に関連は見られなかった.対象者

16名の手洗い実施率は, 0 %が5名　　-20%が6名,

(%)
Laos

n-151
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Table 7　Hand washing procedure

Hospital

Procedure ォ

n-4

Total

Incorrect procedures

Washing less than ten seconds

Use of unclean towels

Contact with unclean surfaces after hand washing

4

*

1

o

4

i¥

4

3

Fig. 4 Mahothot病院とSethathirat病院における調査結
果の報告・検討会

ラオス国の2病院で意識調査と実態調査の結果を報告し,

参加者全員で院内感染対策における問題について検討した.

21-40%が1名　41%以上が4名と個人差が大きく,
12名の実施率が40%以下だった.交差感染リスク別の
手洗い実施率は,リスク別に手洗いを観察できた対象者

が,全体で僅か3名だったため分析しなかった.手洗い

を実施した11名中3名は看護行為前のみの実施, 4名
は看護行為後のみの実施, 4名は看護行為前よりも後の

実施率が高かった(Fig.3 ).使用洗浄剤別では手洗い
を実施した11名中,速乾性手指消毒剤を使用したのはS

病院の2名のみで,残りの者は石鹸を使用していた.
(2)手洗いの適切性
調査中に2回以上,手洗いを行っていた8名について,

適切に手洗いが行われていたかを4つのポイント,すな

わち手技,時間,ふき取り,手洗い後の不潔面との接触
について検討してみた(Table7 ).全員に「不適切な手

技」, 6名に「短時間での実施」, 5名に「不潔なふき取
り」, 5名に「手洗い後の不潔面との接触」が観察され
た.

3)ラオスにおけるMRSAの分離頻度

ラオスにおけるMRSAの分離頻度は共同研究者らが

行っている縦断的調査によると, 1996年に健康者から

Fig. 5検討会の様子とベストチームの表彰
ラオスの病院における院内感染対策上の問題とその対処

策について, 「プレーインスト-ミング法」で意見を出し

あい,検討した.

1株(1/82), 1997年に非感染者から1株(1/97)分離
された1'.その後,患者からの分離が2001年に2株(2/
167), 2002年に4株(4/137), 2003年に3株(2/101),

2004年o株(0/71), 2005年に1株(1/84)あった1).
2001年の分離はF病院とS病院からそれぞれ1株,
2002年はP病院から1株, S病院から3株で, 2001年
のS病院の1株と2002年の4株は遺伝子型と表現型が

同じであった.

4 )調査結果の報告・検討会
2005年8月3日に市立S病院, 8月4日に国立M病

院で現地カウンターパートの協力を得て,両病院の看護

職員を対象に意識調査および実態調査結果の報告・検討

会を持った(Figs.4 ,5 ).参加人数は市立S病院が37名,
国立M病院が45名だった.パワーポイントを使って結

果を報告した後,物品不足にどのように対処していくか
をブレインスト-ミング形式で意見を出してもらった.

ラオス国のカウンターパートはMs. Somchay Sihalath
(Sethatirat病院看護師), Noikaseumsy Sithivong

(Center for laboratory and epidemiology医師),
Bounthan Oudom (Mahosot病院看護部長)等が参
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加した.また,ラオス国立看護学校からは井上JICA

看護教育専門官と看護教員の方々が参加した.写真に見
られるように参加者が積極的に意見を述べ,ラオ語,英
請,日本語の3ケ国語で討論を行った.

4.考　察

1)意識調査

沖縄県・ラオス国双方の看護師が院内感染対策におけ

る看護師の役割の重要性を強く認識していた.しかし,
院内感染を常に意識して勤務している者の割合はラオス
の方が高かった.この意識の差は,ラオスでは日常的に

マラリア,デング熱,結核等の感染症が発生しており,

感染症の罷患率・死亡率の高さが影響していると考えら
れる.手洗いについては双方の看護師が院内感染対策と
して重要であると意識していた. 「手袋やマスクが必要

な際に装着するか」についても双方に差がなかったが,

ラオスでは結核等感染症の発生率から考えると必要時は
必ず装着するのが望ましい. 「感染症患者と濃厚に接触

する際のガウンの装着」に関しては,ラオスの方が「必
要な際に装着する」と答えた者が多かった.しかし,

「あれば装着する」と答えた者が33.4%だったことから,
装着の必要性を意識しているが「物品」が不足している
というラオスの現状が示唆される.

2)実態調査
ラオス国の手洗い実施率は全体的に低く,必要な状況

時に手洗いを実施していない状況だった.調査した両院

とも,手洗いシンクが少ない,または不便な位置にある,

石鹸・タオルが置かれていない,速乾性手指消毒剤がほ
とんど設置されていない等,簡便に手洗いが行えない環
境が要因の一つとして考えられる.手洗い実施率に個人

差が大きかった要因としては,ラオスの看護基礎教育が

充実していない,また,両院の組織が発展途上段階にあ
り,院内教育による意識・技術の格差是正が未だ十分で
ない等が挙げられる.看護行為前後の手洗いは,対象者

全員に前後の実施率に差が見られた.手洗いの目的は

「微生物を持ち込まない,持ち出さない」ことであり,
この目的について理解が低いことが示唆された.手洗い
の適切性については,調査中に2回以上,手洗いを行っ

ていた8名全員に4つのポイント中のいずれかが適切に
行われていなかった.また,対象外のスタッフ,特に医

師に「短時間での実施」 「不潔なタオルの使いまわし」
が多く見られた.両院ともこの4つのポイントに関する

教育方法の検討が必要である. M病院では「不潔な拭

き取り」が多く見られ,手洗い後の清潔な拭き取りタオ
ルやペーパーの必要性が示唆された.以上より,両病院

とも手洗いの目的や適切な手洗い方法に関する教育の検
討,必要物品の充実など簡便に手を洗うことができる環

境の整備が必要と考えられる.しかし,現状改善には他

にも多くの潜在する要因が推測されるので,手洗い実施

率が低くなる状況の特定や手指衛生のアドヒアランスに

影響する要因についてさらに掘り下げた調査分析が必要

である.調査中にラオスの病院では,家族が密接に患者

を介護しているのをよく目にした.付き添っている家族

が医療従事者と同じ様に感染経路になる可能性が示唆さ

れ,家族-の教育も検討していく必要がある.

3)ラオスにおけるMRSAの分離頻度

2001年および2002年のMRSAの調査結果は,ラオス

の病院がMRSAによる汚染の初期段階にあることを示

している.今回,我々がラオスの病院で行った標準予防

策実施状況の実態調査から,薬剤耐性菌の流行が起きる

と感染が大きく広がる可能性が強く示唆される.

5.おわりに

今後の課題は, 1 )ラオス国における現地主導型の体系

的な感染看護教育システムの確立, 2 )院内感染対策チー

ムおよびサーベイランスシステムの確立である.ラオスの

看護師は調査結果の報告・検討会で,かなり活発な意見

交換があり,また,このような機会がもっと欲しいという

意見が多く,今後の教育方法の大きな示唆となった.
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