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【VREに関する基本的な知識】  

１．耐性菌「バンコマイシン耐性腸球菌：VREについて 

耐性菌って何だろう？  

 

 

 

 

 

腸球菌って何だろう？  

 

 

 

 

 

 

 

ある抗生物質が効かなくなった腸球菌―バンコマイシン耐性腸球菌― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抗生物質が効かない菌の事です。 今回、当院で対応している耐性菌は、「ある抗生物質が

効かなくなった腸球菌」です。 

腸球菌は、読んで字のごとく「腸」の中に住んでいる球状の菌です。  

通常、腸管内に「常在」する菌で、普段から腸の中に住んでいて、 

消化・吸収など、良い働きをしている「善玉菌」です。体の中に住 

んでいても、体に対して悪いことをせずおなかの痛みや下痢の原因 

になることはありません。 

 

腸の手術をしたり、化学療法などで抵抗力が落ちている時に腸に傷がついたりする

と、体の中に腸球菌が入り込んで、「膿瘍」や「敗血症」、「尿路感染症」という病気の原

因となることがあります。この時には抗生物質を使って治療をしますが、腸球菌に最も効

果があると言われているのがバンコマイシンというお薬です。 

「バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）」とは、善玉菌である腸の中にいる細菌が、バンコマ

イシンという抗生物質が効かなくなる性質（これを「耐性」と呼びます）を獲得した菌で

す。 

バンコマイシンに対する耐性を獲得した場合でも、通常は何も症状がありません。おな

かが痛くなったり、下痢したり、そういった病気の原因になるわけではありません。 

 

 

 



２．VREに関する検査方法や、結果の解釈について 

VREの検査は、どんな方法ですか？ 

 

 

 
 

 結果がわかるまでにどれくらいかかりますか？ 

 

 

 

VRE検査の結果はどのように考えればよいのですか？  

 

 

 

 

 

 

VRE検査が陽性の場合は、治療が必要なのですか？  

 

 

 

症状がなくても、ずっとおなかに菌はいるのですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

便を採取するか、綿棒を肛門に挿入し肛門の内側をぬぐいます。 

約３～4日間です。 

陰性の場合、検査の時点で、また検査能力の範囲では便中に VREが検出されなかった、と

いうことを示します。少量の VREが存在しても検出されないことがあります。 

陽性の場合は、その時点で便の中に VREが検出されたので、腸の中に常在菌として VREが

いることを示します。 

陽性の場合でも、無症状であれば治療はしません。 

ずっといる方もいれば、自然に排泄される方もいます。  

基礎疾患等ある場合は、ずっとおなかにいる場合が多いです。  

健康な方、抵抗力がある方の多くは、自然に排泄されて、検出しなくなることがあります。 

すぐに検出されなくなる場合もあれば、時間を要する場合もあります。また、いったん検出さ

れなくなっても、体調の変化により、再度検出することがあります。また、健康な方でもずっとお

なかにいる場合もあります。 



症状がないうちに、抗生物質で体内の耐性菌を消すことはできませんか？  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRE検査が「陰性」の場合は、心配はいらないの？  

 

 

 

 

 

 

 

 

3．この耐性菌がどんな病気を引き起こすの？また、どんな治療をするの？  

VREが原因となる病気 

 

 

 

 

 

VREによる病気が発生したら、どんな治療をするの？  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無症状のうちに効果のある抗生物質を使った場合、次に検出されるのはその抗生物質が

効かないタイプの菌となってしまいます。つまり、細菌は自分が「生き延びるため」に、抗生物

質に耐性を獲得する性質があります。そのような状況で本当に感染症を起こした場合、使え

る抗生物質が少なくなります。無症状の時に抗生物質を使用するのは良くないため、原則お

薬を使用することはありません。  

また、多くの抗生物質は、大腸に届く前に体に吸収されてしまうため、大腸の中に常在す

る細菌まで、十分な量の薬が届きません。こういった不十分な治療をした場合に、細菌がさら

に耐性を獲得する可能性が高くなります。 

基本的には、心配はありません。さらに、最も予防効果がある「手洗い」を、タイミングよく実

施していれば全く心配はありません。  

ただし菌の性質上、陰性の場合であっても「その時点では VREが便からは検出されなかっ

たということ」を示します。 

現在、耐性菌は病院だけではなく、市中にもたくさんいることがわかっていますので、手洗

いの習慣化は重要です。 

腸球菌は、日常生活の中では病気を引き起こすことはありません。 しかし、手術や免疫

が下がる治療等を実施した場合「膿瘍」・「敗血症」・「尿路感染症」などの病気の原因になる

こともあります。 

医師は抗生物質を使って治療しますが、VREの場合は、腸球菌に本来効果があるとされ

ているバンコマイシンという抗生物質が効きませんので、初めからバンコマイシン以外のお薬

で治療を行います。 

 



4．感染経路について  

VREはどのように感染するの？  

 

 

 

 

 

 

 

どのように予防すればいいの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 正しい手洗いの方法  

VREの感染は、ノロウィルスが感染する経路にとてもよく似ています。VREが含まれた便

が手について、その手で物品に触る（トイレットペーパーホルダー・水栓レバー・手すり・ドアノ

ブ・ウォシュレットのボタン・消音のボタン・手洗い場の水道の蛇口 等々）→物品から他の人

の手に付着→手洗いが不十分→口から菌が侵入し感染します。 

手は見た目に汚れていなくても病原性微生物が付着している可能性があるため、石けんと

流水を用いてきれいに洗い流す習慣をつけることが、感染対策の基本であり、最も重要な手段

といえるのです。つまり、手洗いが最も重要な感染予防対策です。 

    

 



以下、感染（VRE保菌）している場合を想定した回答です。 

1-1 バンコマイシン耐性腸球菌（VRE)とはどんな菌ですか  

1-2 VREはどのように感染（保菌）するのですか  

1-3 VRE対策は、すでに私たちが知っている感染症の対策で参考になる対策はありません

か  

1-4 VRE感染（保菌）したかどうかはどうやってわかりますか  

1-5 VREに感染（保菌）するとどうなるのですか  

1-6 そんなに怖くない細菌のことですが、なぜそんなに大騒ぎになるのですか  

1-7 VREによる感染症にはどんなものがありますか  

1-8 VREの感染（保菌）と感染症は、どう違いますか  

1-9 下痢しているのですが、VREではないでしょうか  

1-10  VREに感染（保菌）すると退院できないのですか  

1-11  VREに感染（保菌）していると言われました。消えるまで入院させて欲しいのですが  

1-12  VREに感染（保菌）した状態で退院した後、一般の人と接触して大丈夫ですか  

1-13  VREに感染（保菌）したと言われました。退院後の日常生活はどうしたらよいでしょうか 

1-14  VREに感染（保菌）したと言われました。家族や知り合いにうつりませんか 

1-15  VREが消えたかどうかはどうやったらわかりますか  

1-16  家族の検査はしてもらえますか  

1-17  VREによる感染症を発症したら、その治療費はどうなりますか  

1-18  入院する予定なのですが、うつらないかと心配です  

1-19  VREに感染（保菌）した方のお見舞いに行きたいのですが、大丈夫ですか  

1-20 「持込」とはどういうことですか。市中にも広まっているということですか  

1-21 「より厳重な感染対策」とは、何をどう変えたのですか  

1-22  手指衛生について教えてください  

1-23  今後の感染対策について教えてください  

 

 

 

 



１-1 バンコマイシン耐性腸球菌（VRE)とはどんな菌ですか❓  

腸球菌は健康なヒトの腸管にも住みついている常在菌ですが、免疫が低下した方には

感染症を引き起こすことがあります。VREは、腸球菌の中で、とくにバンコマイシンという

抗生物質が効きにくくなった細菌のことを指します。  

 

1-2  VREはどのように感染（保菌）するのですか❓ 

VREは接触感染によって広がります。VREを持っているヒト（保菌者といいます）の便か

ら排出された菌が、トイレ・トイレ周辺の物品・ドアノブ・ベッド柵などに付着し、それらの物

品や環境を介して他の人の手に付着して、その手で飲食した場合、口から VREが入って

いき、腸内に住み着き増殖します。 

腸内に住み着いて増殖し、病気の症状がない場合は「保菌」といいます。  

 

1-3  既に私たちが知っている感染症対策で VREの参考になる感染症対策はありますか❓ 

ノロウィルスによる感染性胃腸炎を参考にしてください。ただし、ノロウィルス対策を活用

するのは「便」そのものに対してです。VREは一般細菌ですので、ノロウィルス対策同様

の消毒薬を使用する必要はありません。 

施設ではノロウィルス対策は十分周知されており、「ノロウィルス同様に便の処理をして

ください」と説明すると、既知の対策ですので VREに対する恐怖感が薄れます。 

  

1-4  VREに感染（保菌）したかどうかはどうやってわかりますか❓ 

便の培養検査をするとわかります。検査方法は、便を直接採取するか直腸のぬぐい液

を培養します。  

 

1-5  VREに感染（保菌）するとどうなるのですか❓ 

VREに感染しても、多くの場合何も起こりません。それは、この菌の病原性は非常に弱

いためです。しかし、がんや白血病、免疫不全等の患者さんや、原疾患の治療で免疫能

力が低下した患者さんでは感染症（血流感染症、心内膜炎、尿路感染症、胆管炎、創部

感染症等）を起こすことがあります。  

 

1-6  そんなに怖くない細菌とのことですが、なぜそんなに大騒ぎになるのですか❓  

VREは、保菌状態では症状はありません。だから「怖くない」細菌と言われます。しかし、

症状がないために知らないうちに広がってしまうことがあります。  

  VREによる感染症が発症する場合、その患者さんは抵抗力が落ちていることが多く、重

症化することがあります。 

ご自身が保菌していた VREから発症することもありますが、他人が持つ VREが何らか

の理由でご自身にうつることもあります。「人からうつらない・人にうつさない・自分が媒介

しない」、この３原則を、私たち医療従事者も含めすべての方が注意していただかないと、

VREを保菌している人がどんどん増えてしまいます。  



私たちは、保菌している人の数を最小限にしたいため、大騒ぎしているのです。「保菌し

ている人の数を最小限にする」ための最重要かつ効果的な対策は「手洗い」です。病院に

来たら・病院から帰るとき、入院して病室に入るとき・トイレの後・食事の前には必ず手洗

いが必要です。手洗いは、VREの保菌の有無に関わらず、病院に来るすべての方が実

施すべき基本的な対策です。 

「怖くない」細菌ですが、手洗いという基本ができていない人が多いために、「部屋に入

るだけでうつる・触るだけでうつる」等で大騒ぎになっているのです。また日本は他国と比

べ、VREはまだ検出数が少ない地域に該当します。日本の医療機関では、まだ少ない菌

は少ないままにしておきたいため、より力を入れて対策をしています。そのため大騒ぎに

見えるのです。  

 

1-7  VRE感染症にはどんなものがありますか❓ 

VRE感染症には、血流感染症、心内膜炎、尿路感染症、胆管炎、創部感染症などがあり

ます。  

 

1-8  VREによる感染（保菌）と感染症はどう違いますか❓  

感染（保菌）は、「ウィルスや細菌等の病原微生物が体内に入り増殖するが、病気の症状

はない」状態です。 

感染症は、「ウィルスや細菌が体内で増殖して、熱・下痢・嘔吐等の症状が出現する」状態

です。 

  

1-9  下痢しているのですが、VREではないでしょうか❓  

VREによる症状ではありません。  

VREは下痢を発症させる菌ではありません。下痢を起こす他の原因を検索する必要があ

ります。 

 

1-10  VREに感染（保菌）すると退院できないのですか❓ 

退院可能です。 

  

1-11  VREに感染（保菌）していると言われました。消えるまで入院させて欲しいのですが… 

保菌の場合は、治療の必要がありませんので、現在の医療保険制度では、当院も含め

多くの病院では対応できません。感染症の場合は、抗生物質を十分な量を十分な期間使用

し治療を行い、感染症の症状がなくなり、再発がないことを確認できるまでは、入院治療が

必要です。  

 

1-12  VREに感染（保菌）した状態で退院した後、一般の人と接触して大丈夫ですか❓ 

全く問題ありません。  

VREは、便を介して感染するので、保菌されている方が排泄後に石鹸と流水で手洗いし



ていれば、他の方に感染させることはほぼありません。またこの菌は、病院以外の場所で

感染する可能性も少なくありません。公共のトイレでは特に注意が必要ですので、排泄後

には必ず手洗いしましょう。食事をする前にも手を洗いましょう。  

 

1-13  VREに感染（保菌）したと言われました。 

退院後の日常生活はどうしたらよいでしょうか❓ 

今までとおりで、大丈夫です。 

日常的に、下記の対策を実施していればこの菌の予防対策のみならず、インフルエンザ

やノロウィルス感染症も予防できます。自分の身を守るため・周囲の方たちを守るために

習慣化しましょう。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1-14  VREに感染（保菌）したと言われました。家族や知り合いにうつりませんか❓ 

うつることはほぼありません。もし、ご本人がおむつを使用しており、家族におむつ交換

をお手伝いいただかなければならない場合であっても、おむつ交換の後に手洗いをして

いただければ、感染することはありません。 

 この菌は、便に含まれています。便に触れることがない限り、通常の日常生活の中で

感染する可能性は、ほぼありません。  

 

1-15  VREが消えたかどうかはどうやったらわかりますか❓ 

便を採取、もしくは綿棒で肛門の内側をぬぐったもので培養検査をします。その検査で菌

が生えてこなければ「陰性」と判断します。「少なくなった」ことは証明できますが 本当に「消

えた」とは判断しがたいのが現状です。  

検査でいったん「陰性」になっても、体調によって再度検出されることがあります。そのた

め、保菌者が日常生活中に、「消えたかどうか」を調べる検査は、一般的に実施しないこと

が多いです。  

 

1-16  家族の検査はしてもらえますか❓ 

当院では対応しておりません。 

・手洗い：食事前、トイレ後には石けんと流水で手洗いをしてください。  

・入 浴：出来るだけ入浴し、体を清潔にします。（シャワーも可）浴槽には体を洗ってか 

ら入りましょう。  

・食 事：制限はありません。 

・洗 濯：便や尿で汚れがある場合は、下洗いすれば、家族の洗濯物と一緒に洗っても 

差し支えありません。（水流と洗剤で洗い流されます）洗濯物は、よく乾燥させ 

てください。 

・運 動：制限はありません。 



健康な方が何かを疑って検査することを「スクリーニング検査」といいます。この検査は保

険診療外ですので、医療費は 10割負担となります。保険診療外の検査ということを念頭

に、検査を希望される場合は、かかりつけ医にご相談ください。  

 

1-17  VRE感染症を発症したら、その治療費はどうなりますか❓  

保険診療です。 

その治療にかかる費用については、通常とおり、定められた保険点数の請求をさせてい

ただきます。なお、保菌状態では治療は不要ですので、治療費はかかりません。  

 

1-18  入院する予定なのですが、うつらないかと心配です。  

ご心配をおかけして申し訳ありません。当院では、外部専門家による対策会議の意見も参

考にして、職員および患者さんの手洗いの徹底・環境清掃の強化・新規入院患者さんの保

菌検査など、今まで以上に厳重な感染防止対策に取り組んでおります。  

 

1-19  VRE保菌者のお見舞いに行きたいのですが、大丈夫ですか❓  

全く問題ありません。VRE保菌による面会制限はありませんが、ご面会の際には、入室前・

出室後に病室前の手指消毒薬での手指の消毒や、流水と石けんでの手洗いの実施をお願

いいたします。ただし、患者さんご本人の状態、また他疾患流行期には面会をお断りすること

もあります。 

  

1-20 「持込」とはどういうことですか❓市中にも広まっているということですか❓ 

入院から 48時間以内に、何らかの菌が検出された場合を「持込」といいます。ただし、48

時間以内に検査しない限り「持込」であるかを判断するのは難しいです。VREはすでに市中

に、広まっていると考えられます。国内での VREは、MRSAや他の耐性菌ほど広がっていま

せん。入院直後の検査で「持込」と判断されるケースが増えてきており、すでに市中に広まっ

ている可能性があります。  

 

1-21 「より厳重な感染対策」とは、何をどう変えたのですか❓  

当院では、VRE発生以後、以下のことに取り組んでおります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・職員の接触感染予防策の再教育と検証  

・患者さんに対する手洗いと便座消毒のお願い  

・面会者に対する手洗いのお願い  

・トイレやベッド周囲をはじめとする環境清掃の強化  

・保菌者を早期に把握するためのスクリーング検査（保菌調査）  

・抗生物質を適正に使用する  

・VREを保菌しやすい要因の分析（将来の対策に生かす） 



1-22  手指衛生について教えてください。 

手指衛生には、流水と石けんによる「手洗い」と、アルコールが含まれた手指消毒薬によ

る「手指消毒」の 2種類あります。目に見える汚れがある場合には、「手洗い」が推奨されま

す。目に見える汚れはないけれど、処置やいろいろな物品に触った後には「手指消毒」をし

ます。手指消毒に際して、消毒薬ノズルを下までしっかり押すと、定められた １回量が出ま

す。その量を手に取り、手のひら・手の甲・指先・指の間・手首にしっかり擦り込んでくださ

い。  

 

1-23  今後の感染対策について教えてください  

VREスクリーニングによる保菌者の早期把握、保菌者からの伝播予防、手指衛生、環境

整備、抗生物質の適正使用、VRE保菌者とその家族へ接触予防策と手指衛生のお願いな

どを徹底していきます。  

 

 

 

 


