
ベトナム拠点（バックマイ病院）施設
間連携強化と周術期医療における

人材育成（2018-19)

NCGMセンター病院 麻酔科 前原康宏

ICU 岡本竜哉、米廣由紀

大腸肛門外科 出口勝也

手術室 屋良友花里

NCGM国府台病院 麻酔科 東 俊晴

ベトナム拠点（バックマイ病院）施設間連携強化と周術期医療における人材
育成（2018-19)
ベトナム バックマイ病院の周術期における患者管理、成績向上を目的に周
術期チームとしてアプローチするプロジェクトを実施しました。
専門家という立場で訪越したプロジェクトメンバーは以下の通りです。
NCGMセンター病院 麻酔科 前原康宏

ICU 岡本竜哉、米廣由紀
大腸肛門外科 出口勝也
手術室 屋良友花里

NCGM国府台病院 麻酔科 東 俊晴
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実施体制

研修目標

国立研究開発法人
国立国際医療研究センター

麻酔科・ICU
（東京都新宿区）

ﾊﾞｯｸﾏｲ病院
（ハノイ）

麻酔科・ICU専門家派遣

研修生受入

連携

NCGM国府台病院

ベトナム北部地域手術・
ICU関連医療者

セミナー実施

専門家派遣
6月専門家派遣3名 （麻酔科医師、ICU医師、看護師）
12月専門家派遣4名（麻酔科医師2名ICU医師、大腸外科）

（看護1名）
1月周術期に関するセミナー開催
研修生受入
10月研修生受入(麻酔科医師,ICU医師各1名、看護師2名）

①WHO手術安全チェックリストの確実な実施
②VAPバンドルの実施および報告
③術後創部感染（SSI）予防のための予定手術前60分以内の抗菌薬投与の実施
④術後の患者の疼痛評価、バックマイ病院内での疼痛管理講習会
⑤鎮痛法としての超音波ガイド下 硬膜外ブロック・末梢神経ブロック手技会得
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麻酔科・手術室関連での改善事項例

手術患者確認の確実化
（リストバンド）

WHO安全な手術のための
チェックリストの導入と確実な実施

硬膜外麻酔の実施

超音波ガイド下末梢神経ブ
ロックの実地研修・手技取得

麻酔科・手術室関連での改善事項例（成果の一部）を示します。
・ 手術患者確認の確実化（リストバンド）
・ WHO安全な手術のためのチェックリストの導入と確実な実施
・ 超音波ガイド下末梢神経ブロックの実地研修・手技取得
・ 硬膜外麻酔の実施
などが大きな成果として確認されました。
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周術期チームの麻酔科・OR・大腸肛門外科関連での活動、成果

1) 本邦研修（研修生の受入）
・麻酔科：医師1名、麻酔看護師1名, ICU:医師1名、ICU看護師1名
・SSI予防についての講義、および理解度テスト正答率

：プレテスト77.5%・ポストテスト95%

2) 現地研修（NCGM国府台病院麻酔科東部門長派遣）
・現地研修での対象者： 麻酔科：医師10名、看護師10名
・麻酔科医師が80％理解し、口頭試問正答80％

3)バックマイ病院における研修者の活動：疼痛管理
BMH内での手術室Ns、ICUNs、外科病棟Ns：60名参加

4) 周術期セミナーを実施
麻酔科医、ICU医師、周術期関連スタッフを対象
参加者 215名 セミナーの満足度 94%

周術期チームの麻酔科・OR・大腸肛門外科関連での活動、成果を示していま
す。
1) 本邦研修（研修生の受入）
・NCGMセンター病院および国府台病院麻酔科・手術麻酔およびﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸで
行うエコーガイド下神経ブロック手技の見学、疼痛管理に関する講義、技術
指導、
・周術期管理（特に疼痛管理）のチーム医療の重要性の講義・見学（東邦大
学医学部大森医療センター）
・術後感染性合併症（VAP、SSI）の予防対策、調査法の講義、指導 1）本邦
研修参加者
・麻酔科：医師1名、麻酔看護師1名, ICU:医師1名、ICU看護師1名
・SSI予防についての講義、および理解度テスト正答率：プレテスト77.5%・
ポストテスト95%

2) 現地研修（NCGM国府台病院麻酔科東部門⾧派遣）
手術麻酔およびﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸで行うエコーガイド下神経ブロック手技の講義、技
術指導

現地研修での対象者
・麻酔科：医師10名、看護師10名
・麻酔科医師が80％理解し、口頭試問正答80％
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3) バックマイ病院における研修者の活動
・本邦・現地研修者によるBMH内での手術室Ns、ICUNs、外科病棟Nsへの疼
痛管理についての講義施行。60名の参加。
・日本及び現地で学んだ疼痛管理技術：3種類の神経ブロック手技について
標準手技書を作成する。
・日本及び現地で学んだ麻酔科医師が、①の3手技をバクマイ病院で麻酔科
医５０名以上へ伝達講習をする。
・日本及び現地で学んだ麻酔科医師5名が、BMHで神経ブロック10例以上に
実施する。（各医師毎に症例数を集計する）

4) バックマイ病院において北部ベトナム・ハノイ地域の麻酔科医、ICU医師、
周術期関連スタッフを対象に周術期セミナーを実施

2019年 参加者 215名 セミナーの満足度 94%

が数字で示される成果となりました。
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The effect of care bundle program to reduce 
ventilator-associated pneumonia in

intensive care unit in Vietnam

Background: Ventilator-associated pneumonia (VAP) is a frequent hospital acquired
infections among intensive care unit patients. The US Institute for Healthcare Improvement
(IHI) and the Japanese Society of Intensive Care Medicine have each proposed a “care
bundle” approach for VAP prevention. Many other methods have been reported to be
effective in preventing VAP. We made a unique bundle of 10-elements covering these
contents and analyzed the VAP prevention effects as a retrospective observational study.

Methods: All mechanically ventilated patients admitted to the general intensive care unit,
Bach Mai Hospital between 2018/9 and 2019/6 were retrospectively followed for VAP
development according to the CDC ventilator associated events (VAE) criteria. In
September 2018, a 10-element VAP care bundle was implemented. The bundle compliance
of each element and VAP incidence were then followed.

Conclusions: This study suggests that care bundle approach can reduce the incidence of
VAP. To further improve the VAP incidence, it is necessary to improve the quality of each
element in the bundle. In order for the bundle to be widely used, special additions to
medical fees related to the implementation of the bundle by the government are also
required.

Tatsuya Okamoto, Yuki Yonehiro, Chieko Matsubara, Masahiko Doi
Toshiharu Azma, Yasuhiro Maehara

人工呼吸器関連肺炎（VAP）は挿管・人工呼吸管理開始後72時間以降に発症
する肺炎と定義され、ICUにおける院内感染では最も頻度が高く死亡率も高
い。ベトナム国 Bach Mai Hospital (BMH) では VAP が大きな問題となって
おり、当院は国際展開推進事業として VAP 対策に取り組んでいる。
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1) hand hygene, 2) head-of-bed elevation 30-45º, 3) oral care with chlorhexidine, 4) avoid oversedation,
5) proper breathing circuit management, 6) appropriate maintenance of endotracheal tube cuff
pressure, 7) closed system and subglottic suctioning, 8) daily assessment for extubation, 9) early
ambulation and rehabilitation and 10) peptic ulcer and deep vein thrombosis prophylaxis.

米国医療改善研究所および日本集中治療医学会は、遵守すべき予防対策5項
目を VAP 予防バンドルとして提唱している。今回我々は、声門下吸引、適切
なカフ圧の維持、早期離床など、これらのバンドルに含まれないが有効とさ
れる予防策を網羅した VAP 予防バンドル 10 項目を新たに定め、BMH およ
び当院 ICU において挿管・気切患者における遵守率、および臨床効果を解析
した。
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The total bundle compliance rate was 80.8%.  There were four elements with poor compliance rates 
(element 4, 7, 8, 9) and the compliance rates were 63.3%, 28.6%, 72.6%, and 69.4%, respectively.  
The other six elements had a compliance rate of over 90% (A).  The VAP incidence in the group with 
high total bundle compliance (≥ 75%) was 11.0%, which was lower than in the group with low total 
bundle compliance (<75%, 21.8%) (B). 
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Total compliance ≥ 75%
VAP rate 11.0%

Total compliance < 75%
VAP rate 21.8%

p = 0.121

VAP bundle compliance and its prevention effects

VAP 予防バンドルの全体遵守率は 80.8% であった。過鎮静回避、声門下吸引、
毎日のウィーニング、および早期離床の４項目で遵守不良例がみられた。全
体遵守率が高いほど VAP の発生率が少なく、かつ発症が遅くなる傾向が認め
られた。
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Of the four items with a 
compliance rate of less than 90%, 
two items (element 8, 9) improved 
over time (A).
The VAP incidence hardly 
improved from September 2018 to 
January 2019. Therefore, in 
February 2019, we made further 
improvements in the two elements 
of breathing circuit management 
and oral care. As a result, a 
significant improvement in the VAP 
incidence was observed (B).

A

B Disposable use of breathing circuit
Oral care without mouth wash

Improved VAP compliance and reduced VAP incidence

遵守不良４項目のうち、毎日のウィーニング、および早期離床は、経時的な
遵守率の改善を認めた。VAP の発生率は 2018/9-2019/1 まではほとんど改
善を認めなかったが、2019/2 に口腔ケア手順の改善、呼吸回路の単回使用、
ICT との協力体制の構築などといった対策強化を行って以降、VAP 発生率の
著明な改善が認められた。
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The group with VAP had a significantly worse prognosis than the group without VAP (A). In the
patients with VAP, the survival rate was improved after February compared to before January,
suggesting that oral care without mouth wash and disposable use of breathing circuit may
contribute to the improvement of prognosis. A similar trend was observed in the patients without
VAP (B).

A B

Presence of VAP and patient mortality

VAP を有する群は VAP 無しの群に比べ有意に予後不良であった。また VAP 
を有する群について、口腔ケア手順と呼吸回路を単回使用とした 2019/2 の
前後で死亡率を比較したところ、死亡率の著明な改善を認めた。興味あるこ
とに VAP 無しの群についても弱いながら同様の傾向を認めた。
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VAP Support Team（VST）

Core member（General ICU）

Link-Nurse

PTDentist

ME ICT

Surgical
ICU

CCU Neurol
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Infection
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ER Rehabili
-tation

Other
wards

Data Manager

Bach Mai Hospital 全体に VAP バンドルを普及させていくにあたり、多職種
連携の VAP サポートチームを組織し、院内教育と実践に取り組んでいく。医
療システムの違いのため日越の比較は容易ではないが、VAP 予防バンドルの
導入は、VAP の予防と院内教育において一定の効果があることが示唆された。
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周術期・VAPセミナー
バックマイ病院だけでなく、ハノイとベトナム北部地域の周術期関連スタッフが多く参加(2018, 2019)

206 名 参加 (2018)

215名 参加 (2019)

周術期・VAPセミナーは2年連続で開催され、参加人数も増加し、満足度も
94%となりました。バックマイ病院だけでなく、ハノイとベトナム北部地域
の周術期関連スタッフが多く参加しており、地域への貢献もできたと感じま
した。
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本邦研修 協力施設

NCGM中央材料部

NCGM国府台病院

国立成育医療研究センター

東邦大学医学部大森医療センター

本邦研修時の風景ですが、協力施設として NCGM中央材料部、NCGM国府
台病院、国立成育医療研究センター、東邦大学医学部大森医療センターでも
研修していただきました。
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麻酔科・手術室関連における今後の課題

①WHOチェックリストの術前抗菌薬投与実施率をさらに向上させ
る必要がある。

②術後SSI発生率を経時的にモニターする。これは、院内感染管
理部と協調して測定するように計画する。

③院内での疼痛管理へのニーズが高まっており、麻酔科医を中
心とした疼痛管理の普及と教育を推進する。そのための手技とし
て硬膜外麻酔、末梢神経ブロックの研修を行う。

④非常に多数の手術管理を安全に円滑に実施するために、手
術管理・手術機材管理のさらなる改善を図る。

麻酔科・手術室関連での今後の課題は多くありますが、特に重視したい項目
は以下の通りです。
①WHOチェックリストの術前抗菌薬投与実施率をさらに向上させる必要があ
る。（いまだ確実に実施されていない診療科に対して）
②術後SSI発生率を経時的にモニターする。これは、院内感染管理部と協調
して測定するように計画する。
③院内での疼痛管理へのニーズが高まっており、麻酔科医を中心とした疼痛
管理の普及と教育を推進する。そのための手技として硬膜外麻酔、末梢神経
ブロックの研修を行う。
④非常に多数の手術管理を安全に円滑に実施するために、手術管理・手術機
材管理のさらなる改善を図る。
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