
院内感染対策（環境整備巡回）におけるATPふき取り検査の効果的な活用事例
〜ATP 検査を現場改善に活かす、効果的なフィードバック方法を検討〜

社会医療法人雪の聖母会・聖マリア病院

社会医療法人雪の聖母会・聖マリア病院（福岡県久留

米市津福本町 422、島弘志病院長、http://www.st-mary-

med.or.jp/）は、昭和 28 年の設立以来（昭和 23 年に井手

医院として開設、昭和 27 年に「医療法人雪ノ聖母会」を設

立）、「常に地域住民や連携する医療機関に信頼されるよう

な病院を目指す」という理念の下、現在は地域医療支援病院、

地域災害拠点病院、救命救急センター、総合周産期母子医

療センター、地域がん診療連携拠点病院として、地域医療

への貢献に努めている。

同院では、環境整備巡回において ATP ふき取り検査（以

下、ATP 検査）を効果的に活用しており、その取り組みの

一部を 2 月 14 〜 15 日に東京・品川の高輪プリンスホテル

で開催された第 29 回環境感染学会・学術総会において、「環

境整備巡回のフィ−ドバック方法の変更とその効果」と題し

て発表した。

本稿では、学会発表の内容を中心に、同院の感染対策に

おける ATP 検査の活用について医療の質管理本部の本田順

一氏（本部長）にうかがった。（編集部）

ATP 検査の結果が効果的に
フィードバックできていなかった

—— はじめに環境整備巡回に ATP 検査を導入した経緯に
ついてうかがいます。

本田　私自身は 10 年以上前から ATP 検査を使用していま

した。感染対策では、一般的に環境のふき取りサンプルを

培養して、その菌数を示しますが、どうしても培養に数日か

かってしまいます。そのため、検査結果を現場にフィードバッ

クするまでに、相当な時間が経ってしまいます。数日経って

から「あの時のあの場所の検査結果は……」と伝えても、そ

の効果は薄いものにしかなりません。

そのため、当時から「菌はタンパク質が残存している箇所

で増殖する。たとえ環境に菌がいても、そこにタンパク質が

残存していなければ、菌が増殖する可能性はない。つまり、『タ

ンパク質の残さがないこと』を、環境整備巡回の時にチェッ

クできれば、効果的な感染対策になるはずだ」「培養法では

なく、環境の清浄度を迅速にチェックできる方法はないか？」

と考えていました。そんな時、ハンディタイプの ATP 検査装

置が販売されていることを知り、すぐに購入しました。

ATP 検査では、菌を測るわけでも、タンパク質の残存を

チェックするわけでもありませんが、10 秒程度で環境の清

浄度（汚染度）が数値化されるので、その場で検査結果の

フィードバックができます。これまでの経験から言って、「そ

の場でフィードバックできる」と「フィードバックまでに時間

がかかる」では、現場の「受け止め方」がまったく違います。

ですから、私が ICT（感染制御チーム、Infection Control 

Team）として巡回をしていた時は、ATP 検査の測定装置を

持ち歩いて、いろいろな箇所をふき取り、その場でデータを

示していました。

——ATP 検査の長所として感じたことは。

本田　（結果がすぐにわかるので）その場ですぐに結果の

フィードバックできることと、結果が数値で示されることです。

例えば、目の前で高い数値が示されれば、現場はまずは

びっくりします。もちろん、ATP 検査では、「どれくらいの汚

れが残っているのか？」「どのような種類の汚れが残っている

のか？」ということはわかりません。しかし、大きな数値が

表示されれば、大きな驚きを与えられることは間違いありま

せん。それによって、一人ひとりが「きちんと感染対策をし

なければ！」という危機感を持つようになるはずです。

また、再洗浄してから、もう一度 ATP 検査を行うことで、

測定値は下がります。「きちんと洗浄したら、測定値が 10 分

の 1 に減った」といった経験をすることで、感染対策に対す

る意識はさらに高まってくるものです。

聖マリア病院・医療の質管理本部の本田順一氏



チェックリストを用いた巡回から
ATP 検査を用いた巡回に変更

——現在、感染対策として、ATP 検査をどのように活用してい
ますか。

本田　感染リンクナース※の環境整備グループに ATP 検査につ

いて教えたところ、非常に関心を持ったようで、（ATP 検査を）環

境整備巡回に積極的に活用し始めました。

2012 年に「チェックリストを用いた巡回」に加え、「ATP 検査

による巡回」を追加しました（写真 1）。はじめのうちは、検査の

実施後のフィードバック方法として、巡回時に病棟管理者に（管

理者が不在の場合はリーダーに）検査結果を口頭で伝えていまし

た。しかしながら、後日、再度巡回を行ったところ、改善されて

いない部署が認められました。
※感染リンクナース＝リンクナースは看護師と他職種とをつなぐ（リンクさせる）とい
う役割を担う看護師。感染リンクナースは、医療施設内において ICT（感染制御チー
ム）と各病棟の看護師をつなぐ（リンクさせる）役割を担う院内認定看護師。

——改善が見られなかった部署については、どのような原因が
あると考えられましたか。

本田　原因の一つとしては、巡回時の結果を口頭でのみフィード

バックしたため、その後の病棟スタッフへの伝達が困難になって

しまい、部署全員が結果を把握できなかったのではないかと考え

ました。

また、結果は伝達したのですが、基準値や他部署の結果がわ

からないために、汚染度の比較が困難で、危機感が持てなかっ

たのではないか、とも考えました。

高頻度接触面に対する衛生意識の向上が狙い！

——そうした考察を踏まえて、「各部署へのフィードバックの方法
の検討が必要である」と考えたわけですね。検討の経緯につい
てうかがいます。

本田　図 1に示すようなスケジュールでフィードバック方法を見直

すことにしました。まずは平成 24 年 4 〜 6 月にかけて、全 26

部署で ATP 検査を実施しました。検査箇所は①ベッド柵、②テ

レビのリモコン、 ③ナースコール、 ④注射作成台、 ⑤ PC マウ

ス——の 5 カ所です（検査風景の一例を写真 2、写真 3に示す）。

なお、ふき取る担当者や、ふき取り方法によって結果がバラ

つかないよう（常に同一条件で検査が行われるよう）、写真 4

のように 10㎝四方に切り抜いた紙を使用して、縦 10 回およ

び横 10 回ふき取りました。

聖マリア病院の外観。総病床数は1295床（一般病床1129床、
療養病床 100 床、精神病床 60 床、感染病床 6床）

感染リンクナースの環境整備グループとして、平成 24 年 6月
〜 8月の ATP 検査の活用に携わった馬場千草氏、梶原真奈美
氏、渋川知佳氏、山田安紀子氏（左から）。第 29 回環境感染
学会・学術総会では渋川氏が演者として発表した

写真 1　ATP ふき取り検査の測定装置「ルミテスター『PD-30』」
と専用試薬「ルシパックPen」（キッコーマンバイオケミファ製）



——ATP 検査の結果について。

本田　表1は検査結果のベストランキング、表2はワーストランキングです。

測定値が高い病棟に対しては、早急な環境整備の徹底を呼びかけました。

複数の病棟で、同じ箇所を測定することで、自ずと「RLU 値が高い病棟」

と「RLU 値が低い病棟」がわかってしまいます。こうした結果を各病

棟が受け止めて、「あの病棟は、こんなに低い数値になったのか。自分

の病棟でも、それを目標にしよう」という気持ちで切磋琢磨してくれれ

ば——と思っていました。

——ふき取り箇所として、上記の 5 カ所を選定した理由は。

本田　「皆が頻繁に触る箇所はどこか？」と考えました。私は「頻繁に触れ

る箇所がきれいに管理できているのであれば、自ずとそれ以外の箇所もき

れいに管理されているはず」と考えています。

PC のキーボードやマウスなどは、スタッフが頻繁に触れますが、（構造

が複雑なので）衛生的に保つのは難しい箇所です（もちろん「だから高い

RLU 値でも構わない」とは言いませんが）。ですから、私としてはキーボー

ドやマウスの ATP 検査の数値が高くても、それだけで「きちんと管理し

なければダメじゃないか！」と言うつもりはありません。大事なことは、単に

「RLU 値が高かった（低かった）」ということではなく、「皆が頻繁に触る

箇所は、感染対策では重要だ」という意識を、これまで以上に強く持って

もらうことです。実際、キーボードにラップをかけて、毎日交換することに

した部署もあります。そうした「工夫」をすることが大切だと思います。

ただし、注射作成台（点滴を作成する台）の数値が高いのは改善しな

ければなりません。私の持論として、注射作成台は「清潔区域」です。確

実にきれいにしていなければなりません。表 2のように、高い RLU 値の病

写真 2　ふき取り検査の様子①（写真は注射作成台）

写真 3　ふき取り検査の様子②（写真はベッド柵）

写真 4　10cm四方に切り抜いた紙を使用し、縦 10
回・横 10 回ふき取る（写真は注射作成台）

図 1　検査結果のフィードバック方法の見直しの経緯

箇所 ベッド柵 TV リモコン ナースコール 注射作業台 PC マウス

1 位 13 143 41 298 121

2 位 33 156 145 318 331

3 位 37 164 165 332 711

ベッド柵：要注意＝ 200RLU 以上、不合格＝ 400RLU 以上

TV リモコン・ナースコール・注射作成台・PC マウス：要注意＝ 500RLU 以上、不合格 1000RLU 以上

箇所 ベッド柵 TV リモコン ナースコール 注射作業台 PC マウス

1 位 2442 2798 4989 17880 3982

2 位 872 2525 2677 9297 2435

3 位 857 2468 2643 5037 2315

ベッド柵：要注意＝ 200RLU 以上、不合格＝ 400RLU 以上

TV リモコン・ナースコール・注射作成台・PC マウス：要注意＝ 500RLU 以上、不合格 1000RLU 以上

表 1　箇所別ベストランキング

表 2　箇所別ワーストランキング



棟が見られますが、これは「（材質が）合板のため、きちんと清

掃しても、なかなか RLU 値が下がらない」ということも影響して

いると考えています。

——ATP 検査の結果を、どのようにフィードバックしたので
しょうか。

本田　まずは ATP 検査の実施後、7 月の感染対策講習会（感染

リンクナースが月 1 回、グループごとに院内全スタッフを対象に

行っている講習会）で、環境管理グループが「正しい環境整備」

というテーマで講習を行い、ATP 検査の結果も公表するとともに、

環境整備のポイントについても説明しました（写真 5）。

さらに、講習会の後、全部署の検査結果をまとめた表を作成し

て、リンクナースに院内メールと紙面で渡しました。表では「合格」

「要注意」「不合格」を色分けするなど、自分の病棟の管理状態

が一目でわかるようにしました（写真 6）。

その後、「要注意」「不合格」があった部署には、改善策を検

討・実践してもらい、どのような改善策を講じたか報告してもらい

ました。なお、具体的な改善策については、私や環境整備グルー

プから指示するのではなく、各病棟で自主的に考え、実践しても

らいました。例えば、ベッド柵については「午前と午後に 1 日 2 回、

拭き上げる」というルールは設けられていますが、具体的な拭き

上げ作業の手順については、各現場で考えてもらっています。

——改善策の事例としては。

本田　例えば、「病棟会や朝の申し送り時にスタッフに伝達を行

う」「実施する担当を、箇所ごとに決定する」「意識づけのための

媒体を作成する」「いつでも拭けるように物品の配置を工夫する」

など、各部署でさまざまな工夫を凝らしていました（写真 7）。

ちなみに、「物品を作業場所の近くに置く」という工夫は、簡

単に実行できますが、大きな効果が得られることもあります。「頻

繁に使用する物品」を遠くに置いておくと、現場の人は次第に使

わなくなっていくものです。

環境衛生管理のポイントは
「掃除」と「手洗い」に集約できる

——検査結果のフィードバック後、8 月に再度、ATP 検査を実施
しました。フィードバック前後の変化について。

本田　フィードバック前後における不合格部署の割合は、図 2の

ようになりました。ベッド柵や TV リモコン、ナースコールでは、

フィードバック後に明らかな改善が認められます。

注射作成台と PC マウスについては、改善はされていますが、

まだ不合格の部署は見られます。この理由としては、先ほど述べ

写真 6　実際にフィードバックに用いた用紙。全病棟の測定値が記
され、さらに「合格」「要注意」「不合格」で色分けされている

写真 5　感染対策講習会の様子

写真 7　改善策の一例。環境整備のポイントを書いた媒体を作成
し、ナースステーションに掲示した

図 2　フィードバック前後における不合格部署の割合



たように、作業台については材質の問題で（合板のものが

多いので）RLU 値が下がりにくいのかもしれません。PC マ

ウスについては、清掃しにくい構造をしていることが影響し

ているのかもしれません。それ以外にも、「これらの箇所が、

チェックリストで『高頻度接触面』として指定されていなかっ

たために、認識が低く、環境整備の徹底が不十分だったの

ではないか」といったことも考えられました。

いずれにしても、「ATP 検査結果を他部署と比較すること

で、自分たちの部署の現状認識ができ、（感染対策に対す

る）危機感が高まった」ということはいえると思います。環

境衛生の改善に効果があったことは間違いないので、今後

も ATP 検査を実施した環境整備の徹底に努めていきたいと

考えています。

——最後に、感染対策を構築する上で重要なポイントにつ
いて。

本田　私は「『環境整備』と『手洗い』さえしっかりしてい

れば、感染対策は完璧」と考えています。さらにいえば、「手

洗いが 95％を占める」とすら思っています。それに加え、「患

者さんの周り」「自分が働く周り」をきれいにしていれば、感

染は起こらないはずです。大胆にいえば、「感染対策のポイ

ントは『手洗い』に集約される。難しいことは何もない」と

割り切ってよいと思います。

しかしながら、実際には、その「手洗い」が確実にでき

ていないから、感染リスクがあるのです。手洗いは難しく

ないですが、それを徹底することは難しいのです。例えば、

忙しい病棟ほど頻繁に手指衛生をしなければなりません。

しかし、手指衛生を徹底すると、業務時間が圧迫されてし

まい、結果として環境整備（掃除）が疎かになることもあ

ります。そうした状況になると、「院内感染が重要な部署

ほど、手指衛生・掃除ともに疎かになってしまう」という

悪循環に陥りかねません。

だからこそ、「手指衛生の遵守率を向上させる教育と、掃

除を徹底させる教育」に取り組むと同時に、「手指衛生や掃

除がしやすい環境を整備する」という取り組みが必要になる

わけです。そうした高い衛生意識を維持するツールとして、「そ

の場ですぐに、数値で清浄度がわかる」という特長を有する

ATP 検査は、非常に大きな効果を発揮すると思っています。

——ありがとうございました。
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カテ
ゴリー No. タイトル 演者

月刊
HACCP

発行月

保健所 
（行政）

1 食品取り扱い施設における自主管理の推進 名古屋市中村保健所　青木 誠 氏 －

2 保健所における ATP ふき取り検査の活用事例 札幌市保健所　片岡 郁夫 氏 2014 年
1 月号

3 菓子製造施設におけるアレルギー対策として ATP 検査を活用 大阪府和泉保健所 衛生課　奥村 真也 氏 2014 年
4 月号

4 ATP ふき取り検査とノロウイルス対策 東京都港区みなと保健所 生活衛生課　塚嵜 大輔氏 2014 年
5 月号

5
日本食品衛生協会が推奨する

「衛生的な手洗い」の普及・啓発活動
（公社）日本食品衛生協会

公益事業部事業課　主任　中村 紀子 氏
2014 年
9 月号

給食

1 ATP ふき取り検査を活用した調理厨房の衛生管理 日清医療食品 株式会社　蒲生 健一郎 氏 2013 年
9 月号

2 学校給食の調理現場における ATP 検査を活用した衛生管理 女子栄養大学 教授　金田 雅代 先生
岐阜県学校給食会　栗山 愛子 氏

2013 年
10 月号

3
調理現場における衛生管理のポイントと
ATP 検査を用いた効果的な衛生指導の実例 相模女子大学 教授　金井 美惠子 先生 2013 年

11 月号

4 病院給食の衛生管理と院内感染対策 東京都立多摩総合医療センター 2014 年
7 月号

5 管理栄養士の養成における ATP ふき取り検査の効果的活用 実践女子大学　生活科学部
食生活科学科　准教授　木川 眞美 氏

2014 年
10 月号

外食

1 多店舗化への第一歩。リスクを増やさない衛生管理 NPO 法人  衛生検査推進協会 理事長
前田 佳則 氏

2013 年
4 月号

2
なるほど！！と言われる衛生コンサルティングに
ルシパックが大活躍 （株）くらし科学研究所　村中 亨 氏 2013 年

8 月号

3 回転寿司チェーンにおける衛生管理と衛生監査 （株）あきんどスシロー 品質管理室 課長　多田 幸代 氏 2014 年
12 月号

工場

1 ATP 測定を活用した洗浄実践ポイントの把握と清浄度改善 白菊酒造株式会社　門脇 洋平 氏 －

2 ATP+AMP ふき取り検査による豆乳製造ラインの衛生管理 キッコーマンソイフーズ株式会社　並河 孝浩 －

3 ATP 測定による簡易・迅速な製品検査の導入事例 守山乳業株式会社　蓜島 義隆 氏 2013 年
8 月号

4 髙島屋における品質管理と ATP ふき取り検査の活用事例 株式会社 高島屋　土橋 恵美 氏 2013 年
12 月号

5 キッコーマン食品の品質管理体制 キッコーマン食品株式会社 生産本部品質管理部　小川 善弘 2014 年
5 月号

6 ATP ふき取り検査による豆乳製造ラインの衛生管理 キッコーマンソイフーズ株式会社 
茨城工場 品質管理グループ　矢沼 由香 

2014 年
6 月号

7
ATP 拭き取り検査を活用した
衛生管理指導と洗浄・殺菌操作の改善事例 三重大学大学院教授 福崎智司先生 2014 年

8 月号

医療

1 ノロウイルス対策と感染管理ベストプラクティス 防衛医科大学校 防衛医学研究センター 教授　加來 浩器 先生 2014 年
2 月号

2 感染管理の基本は適切な手指衛生から 日本歯科大学東京短期大学 2014 年
2 月号

3 環境衛生管理の検証における ATP 検査の効果的な活用事例 馬見塚デンタルクリニック 2014 年
2 月号

4 児童対象の感染管理セミナーで ATP 検査を効果的に活用 川崎市立多摩病院
（指定管理者：学校法人聖マリアンナ医科大学）

2014 年
11 月号

5
院内感染対策（環境整備巡回）における
ATP ふき取り検査の効果的な活用事例 社会医療法人雪の聖母会・聖マリア病院 2015 年

2 月号

その他
1 酪農現場における ATP ふき取り検査の活用事例 北海道デーリィマネージメントサービス有限会社　榎谷 雅文 氏 2014 年

1 月号

2 ATP 測定を利用した迅速衛生検査 キッコーマンバイオケミファ株式会社　本間 茂 2014 年
3 月号
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