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抄録
本研究は，術後感染の費用問題を，これまでのアプローチと異なり，①術後感染が疑われれば，すべて入院期

間が廷び医療費が増大するのか。②街後感染を決定するためにCRP植， WBC数などの惑染マーカーである臨床

検査データがどの程度活用され，またそれが，術後の入読期間および費用にいかなる影響を与えているのか，い

ないのかを検討することを目的に実施した。

議後感染者一人あたりの平均超過コストが最も高い(R.Coello19933))整形外科の手術後(人工股関節置換縞，

人工藤関節置換術，大腿骨人工骨頭置換術)1患者80サンプルの診療記録，会計カードの診療報酬点数による分析

話果から以下のことが明らかになった O

争 入院期間が延長した要因を結後の治療・検査・処重などの診療報部H点数からみると抗生物質の注射・検査

がプラスの影響を 処置・手街も若干の影響を及ぼしていた。

会 入院期間が延長した要因を診療報酬点数の会計データと感染マーカーと考えられる指標からみると掠生物

質の注射・処置が影響を及ぼしていた。

③ 抗生物質の静脹注射を実施する意思決定要因は術前のWBC数9000/〆以上， 38.0oC以上の術後発熱，街後

のCRP値 5+以上であった。

キーワード:整形外科手術，街後惑染，臨床検査データ，入院期間，入院費用
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はじめに

最近痛読における塁療リスクのひとつとして，院内

感染の実態とその予防策が社会的に注目されている o

医療技術の進歩と疾病構造の変化に伴い，感染源や感

染経路は被雑になってきており，死亡例も多数報告さ

れているc 院内感染の防止と患者の塁療 1)スク低減が

病院医療の緊急課題となっている。

術後感染の費用について，散米では， 1970年代から

錆後の感染者・非感染者の費用比較研究が被数行われ，

惑染者は入院日数の廷長から費用が高くなることが報

告されている (W.Green19771)， S.Brachman 19802) ， 

RCoello 19933) ，他多数)。一方 わが国で法院内感

染対策専門医療者の設置による感染防止効果や，感染

訪止のためのディスポ製品・消毒剤等の費用に関する

研究(藤井19984)，今和泉19955)， 111島19946)，~也)は
あるものの，治療費用の実態や感染予防対策の経費と

その効果についての研究は，病院収入および原錨に与

える影響の研究(飯島19987))立どわずかに過ぎ主い。

また，その先行研究においても術後感染の基本的問

題を入読期間の延長イコール読後感染コスト増大の基

本的問題としてとらえ，投薬や検査などの感染に対す

る医療的対応のどの部分が入読期慢の延長・~療費の

増大を招いているのか必ずしも明確にはされていない。

感染に対する塁療的対花、はあくまで医師の産学的判

断に基づく決定に荻存されるため 結果として当該感

染に医師がどのような対花、策をとるかにおいて，医療

費の増大状況も変イとするのではないかという問題意識

を持った。

そこで，本研究は，倍後感染の費舟問題を，これま

でのアプローチと異者り，①術後感染が発生すれば，

すべて入続期間が延び医療費が増大するのか。②衝後

惑染を決定するために白血球数(Whiteblood cell :以

下WBC数とする)， C反広、性蛋白f直(Creactive protein 

:以下CRP値とする)など感染マーカーである臨床検査

データがどの程度活用され またそれが，術後の入院

期間および費用にいかなる影響を与えているのか，い

ないのかを検討する。さらに，その問題を医療に携わ

る医師の治療選択の意思決定としてとらえ，雲師が術

後感染ワスクをどのようにコントロールしようとし，

その結果どのような医療費が発生しているのか，もし

くは抑制しているのかを分析することにした。

具体的には@街後臨未検査データなど感染の指標が

1つ以上あり，入院の延長したサンプんを術後感染症

の疑いのある患者と仮定し，②患者の治療に要した日

数に影響を与える検査・治療項目および費目を，統計

的に分析することを通して，間接的に篠後感染が疑わ

れる患者の費用構造の検討をおこなった。

Z 研究方法

1 対象

(1)惑染者一入あたりの平均超過コストが最も高い

(RCoello 19933 ))整形外科の手街後患者

(2)対象病読:公的総合病院整形外科(病床数:446 

床，整形外科病棟務床数:59床〉病棟

(3)対象症例J:1998年 1月から1999年 8月の期間に

入退院して人工股関節賓換術・人工膝関節置換箭

および大腿脅人工骨頭置換術の適応となった患者

85剖

2 語査方法

(1)診療記鋸から，入院期間，年齢・性別等の諸島

性，子衝に関連する項 EJ，疾病予防センター

(Centers for Disease Con仕01and Prevention :以下

CDCとする)の定義(表 1 小林寛伊編:感染制

御学.へるす出版， P270-272より抜粋，改変，

19968 ))と，箭後 1週間以内に 3日間以上の

38.0
0

C以上均体温上昇および2週百以降 1日間以

上の38.0
0

C以上の体温上昇がみられた場合(以下

発熱とするに整形外科手術後の感染マーカーと

考えられる臨床検査データWBC数9000/〆以上，

C豆P値 5+以上示した患者〈桜井19839)，宮川

198610) 11) )等を揺出した。

表 1 疾病予訪センター(C0 C)による手術部位感染の定義と診酷基準(1992)
(小林実伊編:感染制御学.へるす出版， P270-272より抜粋，改変， 1996) 

手箭部位惑染の定義
1.境関部手鏑蔀感染(史書のみ 又は皮下組識まで発生する感染〉
2.深部切開部手術部位感染(深部軟部組職まで発生する感染)
3.臓器・体腔手備部位感染(手街中に開放又は操作された窃関部とは異なる部位，どの解剖学的部位にも及ぶ)

診断基準
1.術後30日以内に発生した感染
2. ドレーンからの排援がある場合
3.無菌的に採取された組識又は穆出液から微生物が分離された場合
4.容痛または圧痛，局所の腫張，発赤，発熱立ど感染の署長候またiま痘状が一つでもある，または培養で陰性であって也外

科医が表面切開部を慎重に離関させた場合
5.切開部の培養が陰性であっても，発熱(38.00C以上)，局所痛，豆諸のうちどれか一つ徴候または症状があった時で，自

然離関または外科室が慎重に深部毘関部を難解させた場合
6.外科室が手衝部位感染と診断した場合
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(2)費用に関しては，会計カードから項目別に診療

報酬点数を集計し，投薬・注射については抗生剤

を，建置に関して法尿路系・呼吸器系・創部系に

分類し.検査は検体・生体検査に分け費用を抽出

したハ

(尚，診療記録・会計カードの関震については病

院長に患者を暫定しない旨を伝え，承諾を得た)

上記サンプルにより作成したデータベースから，欠

損データを排除した計80サンプルを分析対象とした。

3 分析手法

(1)各術式の入院日数と発熱ー CRP値， WBC数の

感染を疑わせる指標および抗生言語の注射，検査，

延置との関係を分析した c

(2)①術後平均入院日数に対する各個票の柔離実

数，(2)発熱， CRPf!痘， WBC数などの指標の結果，

③託生剤の投薬および注射，手術，検査，処璽，

放射線治療の各診療報酬点数，主力テーテルの留
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置日数，について分析のためのインデックス(ダ

ミー変数および対数変換〉を作成し，当該病棟の平

均的街後入院日数よりも 8日以上入院日数が廷長

する要因をパイナワープロピット法で推計した c

説明変数は会計データのみと会計データ，臨床検

査データとしたっ分析は統計解析パッケージSPSS

および計量経済パッケ-:?E-viewsを用いた。

E 結果

1 各衛式の語属性と感染リスクファクター・惑染の

指標となるデータおよび科EBjlj診療報醜点数

80サンプルの内訳をみると 人工殻関節置換箭40サ

ンプル，人工膝関節量換術12サンプル，大腿骨骨頭置

換能28サンプル，で男性 9サンプル，女性71サンプル

で平均年齢は63.9:t11.6義であった。

街前・術後臨床検査データ 科目別診療報酬点数は

表 2に示すとおりである。

表 2 各筒式の諸属性と語家検査データ・診療報醗点数

人工設関節童換街 人工膝関部震換街 大腿骨人工骨頭量換篠
サンプル数 40 12 28 
男性 6 O 3 
女性 34 12 25 
平均年齢 59.9土10.9 74.5土5.6 60.8土10.1
入院期間 55.7::t:9.1 40.6土12.2 61.7:t16.9 
術後入院薦問 48.9:t8.8 34.0土10.0 54.2土15.8
街前発熱 O G 。
術刷明CI居RWPぱご値以数内I/鋭発+X以熱拍μ日上m数i。l 

6 2 1 
街目Ij 2 l 1 
街後 自 15 8 8 
1 8 14 2 7 
2 8 5 2 6 
38 4 O 5 
4 8 2 G 。
58 1 O 1 
6 D O O l 
街後 2W以内発熱百数G日 37 12 27 
1 8 2 G l 
2 8 1 O O 
38 1 O O 

術後 lW以降降内内内内テ明CCCCWルRRRR司B捕B阿P刊PKぱここ直画直λ古数数55日II99四0++++数冊回以以以以//μ〆上上上卜E以以

25 8 17 
街後 lW以 40 12 26 
街後 2W以 8 1 2 
衝後 2W以 23 6 16 
街後 lW以 上 8 2 5 
衝後 2W以 上 4 O O 

重留東置カ日数ァ一
5.6:t1.6 3.2:t0.9 5.7:t1.5 
6.9:t1.8 2.6:t0.8 7.0:t1.5 

投薬(全体〉 2894.1土3685.2 2500.8:t2076.4 3392.0土4300.。
投籍生剤) 249.3:t483.7 302.0:t227.2 116.6:t 132.5 
注 体荊〉 8843.2:t4676.4 7386.9土4358.0 5114.1:t2576.9 
注生) 3048.8:t1719.9 2668.8:t 1293.2 3a7.1:t1797.0 

処量全審
747.8土211.5 1440.0土265.5 781.2:t177.3 

処創 457.2:t 125.0 666.8:t292.3 407.4:t107.1 
処置呼吸器系) 74.4:t170.3 39.1:t63.3 117.8:t71.9 

匙手置簡(・尿蘇路酔系) 15.3:t59.8 13.5:t44.6 6.0:t31.4 
150769.2:t23913.4 124497.1土2558.6 164151.2 :t34987.1 

検査(全体〉 5234.3土3028.5 4813.7土1822.3 5263.4:t2∞0.6 

1響
396.1 :t2272.2 3974.1土1453.8 4216.5:t1630.7 
986.0土1662.9 830.8土501.1 1050.6:t917.3 
2330.3:t1244.8 1651.2:t714.6 2383.2:t1ω8.7 
4303.8:t 1612.9 3137.7土949.5 5065.5:t1651.3 

入院料 51545.4:t9577.7 お808.3:t11828.7 58818.1:t 14279.6 
重学菅理科 21631.2:t2846.1 18462.2土3483.0 23435.4 :t5383.5 
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2 各衛式の疑惑染者と非感染者の入諜期間の関係

整形外科子街後の感染を疑う臨床検査データから，

術後 1週間以内に 3日間以上38.O"C以上の発熱および

2週日以降 1日間以上38.00C以上の発熱がみられた場

合， WBC数9000/〆以上， CRP値 5+以上を感染が疑

われる患者と定義し 各術後患者を感染が疑われる者

と非感染者に分類した。各範式の臨床検査データ各々

が示す感染が疑われる者のサンプル数は表 3のとおり

である(重複サンプル数)。

表 3 感染指標データで感染が疑われる者の数

術後体温 WBC数 Cまpfl重5+いとと 38.00C以上 9000/〆以上 以上

人工股関節置換街
7 10 28 

引=40

人工膝関節霞換街
O 2 8 

討=12

大麗骨人工骨頭

量換術 7 5 17 
N=28 

一一

各街式における各々の感染の指標データで，感染が

疑われる者と非感染者の平均入院期間を t検定により

比較したところ，入続期間に有意な差はなかった(表

4 )。

表 4 感染詣棲データ別惑染が疑われる者・非

感染者の平均入震期間

寵式 感染撞標データ 悪染が疑われる者の入毘期爵 ~~感染者の入院期間

人工設罷 術後体這38.0'C以上 約75::t7. 54 48.67:t9.32 

艶董換能 WBC数き∞0/，μiJJ.上 47.8::t9.14 49.26::t8.97 

CRP~重 5 十政上 48.61:t9虫 49.54土6.58

人工藤霞 指後体這38.0'C立上 34.0:t9.98 

艶量喪蕎 WBC数き縦/μt立上 22.0土7.07 36.4土8.82

CRP1直5+誌上 34.38::t1O.93 33.25::t9.25 

大麗骨 荷i主体這38.0'(長上 59.29土16.22 52.52:t15.64 

人工骨頭 WBC齢繊/μt以上 56.4土8.34 53.74土17.06

重要能 CRP11直5+法上 57.12土18.32 49.73土9.88

また，臨床検査データをまとめ各術式で感染が疑わ

れる者と非感染者を分類し t検定を用い平均入院期

間を比較したが有意な差はなかった(表 5L

表 5 惰式別感染が疑われる者と非感染者の衝

後平均入院期間

7「ぞ 感染が疑われる者
非感染者(n=21) 

(n =59) 
術後平均入院期間

術後平均入院期間

人工股関節置換倍
48.23土9.55 51.44土6.78
(n =31) (n = 9) 

人工膝関節置換能
33.38土9.21 33.75土8.54
(n = 8) (n = 4) 

大腿脅人工骨頭 56.70:t 16.87 48.∞:t11.15 
置換翁 (n =20) (n = 8) 

3 疑惑染者と非惑染者の診療報酬点数の関係

各術式の疑感染者と非感染者の診療報酬点数(抗生

言語の注射，処置，換査)の関係をみた結果.人工股関

節置換衝の患者で惑染が疑われる者の検査と人工膝関

欝置換衝の患者で惑染が疑われる者の託生育j注射の診

療報醗点数が有意に多かった(表 6)。

表s 術式別感染が疑われる者と奔感染者の診

療報酬点数の関係

術式 診察報調点数 感染が疑われる者の点数 ~~感染者の点数 P鐘

人工設関 抗生前詮射 3249.4士1920.3 2468.9土820.3

欝置;発信 建費 748.1::t212.0 738.1:t244.7 

験査 5806.1土3286.6 3414.1::t1130.5 O.剖21合会

人工接関 抗生斉註射 3190.0土1313.5 1851.8::t453.。0.0409* 

皇宮霞換能 処賓 1422.9::t289.。 1452.2::t204.2 

検査 4579.4::t1741.6 5139.8::t 1952.4 

大躍骨 抗生剤詮射 3240.0:tお24.3 3617.3:t2羽0.2

人工脅頭 処霊 7434.0土150.8 859.0::t215.4 

量換前 検査 5102.0:t21日5 6165.3 :t2002.0 

会:P<O.05“: P<O.01 

街式を関わず，感染が疑われる者と葬感染者全体の

診療報酬点数の関鋒を t検定で比較したが，抗生駕の

注射，処置，検査すべてにおいて有意な差はなかった

(表 7) c 

表 7 感染が疑われる者と非惑染者の診療報醗点数

ヰ寸 感染が疑われるれる者 非感染者
(n =59) (n =21) 

抗生南注射点、数 3238.2:t:1971.2 2788.8土1482.0

処重点数 838.2::f:308.7 920.2::f:345.7 

検査点数 5401.1:t:2761.9 4790.9:t:2029.4 
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4 入院期間延長サンプんと診療報酬点数および感染

指標データの関係

調査対象病院の医師から e 当該病院における各信式

の平均的な告後入院日数を確認し(へ工授関節置換術

記日.人工膝関節置換街23日，大腿骨人工骨頭歪換術

42H) .各信式の平均的結後入院日教を超過したサン

プjしを抽出し.入院珪長サンプjしとした r ただし.平

均入院H数を'7El超過した場合までは‘伺らかの錯乱

要因による鵠然性が関与している可能性もあるため

本研究では. R El超過の+ンブjしを入院延長サンフ)し

として定義し. 8日以上=1. 7日以下=0 (平均入

院け数以下三 fTむ)の二位変数を作嘆して，これを患

丹、つ入院期間に関する医師の意思決定結果とした そ

して この意思決定に影響を配ました診察報酬点数お

よび忠清指標データがあるかどうかを検討するため

に‘プロビ/ト・モデルによる推定を行会った

説明変数が診療報酬点数のみの場合，抗生剤注射お

よび検査の診療報醗点数は入院日数の延長に有意にプ

ラスの影響を与えており.また子街の診察報酬点数も

入院日数延長に若子プラスの影響を与えていた(表 8L

表 8 ~障の入院期間決定に影響を及ぼす国子 (1 ) 

{被説明変数=入髭期間の延長状況〉

変数セット=診察報酬点数のみの場合

回婦係数 p-f連

1.103792 I 0.2697 

0.873942 

-0.279927 0.7795 

技生剤(注射) 2.558452 。β1505*
建置 1.537359 0.1242 

1.902301 0.0571 (*) 

2.043992 0.0410 * 

R-squared 0.2974 * : P<0.05 
む)glikelihood -42.1641 * * : P<O.Ol 

説明変数が診察報酬点数と感染指標データの場合を

みると.診療報酬点数時のみの場合と同様に抗生誕の

注射の診療報部H点数は入院日数に有意にプラスの影響

をー検査の診療報醗点数も人民日数に若子の影響を与

えていたr しかし，それ以上に処置が有意なプラス影

響となっていたc また 投薬・子術費は入院日数に対

して統計的に有意な影響を与えていなかったこさらに.

備後の感染指標データについてみれ迂.発熱 'WBC

数 'Cまpfl重の検査結果は 統計的に在意な影響を与え

ていなかった(表 9) c 
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表 9 医師の入蔑期間決定に影響を及ぼす因子(2)

(被説明変数=入院期間の廷長状況)

変数セット=診察報酬点数+感染指標データ

説明変数 回帰保数 P-fi産

(抗生剤〈与薬j -0.0175961 i 0.532207 

;抗生司H注射) 0.278304 0.061988 * 

;処霊 0.498745 0.037912 * * 

;手術 0.262159 0.220535 

ト検査 な228093 0.109295 

部if愛体温38.0'C以上 0.039673 R10ふ436405 
i術前¥VBC数90001〆以上 0.110034 8910 

;術後WBC数9∞0/〆以上 -0.128438 0.478120 

j術後C貯 S+以上 -0.042183 I 0.759330 

R-squared 
1ρg likelihood ]**:p<0.01 

そこで.抗生前の注射点数と惑染指標データとの関

連をみると，話j後発熱・術前WBC数が抗生浄jの注射

点数の理加に有意にプラスの影響を与えており，街後

CRP値も若干影響を与えていたことが明らかになった

(表10)c

表10 抗生剤{注射)点数増加と惑染指標データ

の関連

臨床検査データ 回帰係数 P-値

前後体温38.00C以上 0.01084 * * 

i術前CRP値 1十以上 10.0218 0.90614 

訴I前WBC数9側 /μt以上卜0.54822 0.03002 * * 

術後昭仁数附μt以上 I~.~~肝 0.17864 

i街後CRP11直5+以上 0.18978 0.10542 (*) 

;LEミ--squared J i 04754 
* : P<O.l 
* * : P<O.05 

E 考察

手術目的で入院している患者に抗生南を投与する目

的として一般的に泣.CD箭前・街中の予防的投与，②

読後感染徴候はみられないが予防的投与，C]感染の徴

{長・診断が下された時.が考えられる c 術後感染が疑

われた患者に対して，抗生斉tl投与を産部が選択的に行

った場合，説明変数を診療報酬点数のみ，さらに診療

報醗点数と臨床検査データの両者において，抗生斉tlの

注射による投与が入院日数の延長に寄与していること

が明らかになった。

また，処置も同様に入院日数の延長の要因と立って

いた。会討カードの衝後処置の内訳法，酸素吸入・術

-13-
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議創傷延置・ドレナージ・注射用水などであった。酸

素吸入・注射用水は長期爵使用されているケースは少

なく，翁後創傷処霊・ドレナージの期間がコストに影

響を与えていた。処置も抗生剤投与と同様に予防的に

実施されるが，感染の危険性や徴候が現れた時点で医

師が処賓の延長を選択し意思決定した場合，入院E数

の廷長に寄与することが示された。

臨床検査データにおいては，入院吉数の延長と何ら

関連していなかった。発熱 .WBC数・ CRP値は感染

の一つの指標とはなるが 感染の診断をつけるために

;ま一つの指標のみではなくいくつかの指標を基にする

ことが多い。そのため単独の検査結果のみでは入院日

数の延長に影響を及ぼすまでには至らなかったものと

考えられる。衝後惑染による費用の増大は，感染予防

対策としての抗生剤投与(注射)および処置に伴う入院

期間の延長によって引き起こされているということが

わかった。

さらに，抗生剤の注射点数の増加と感染指標データ

の関連の結果から，備後CまPfl重が 5+以上も多少の関

連傾向がみられたものの，信後の感染指標データが，

発熱という最も穂積な方法を強いて，街後惑染の予防

についての有力なシグナんとして機能していないこと

が示唆された。感染マーカーと考えられる臨床検査デ

ータのCRP植・ WBC数の異常値や発熱は子備後早期

に関しては手簡による侵襲に対する全身所克の一つに

みなされることが多い。そのため感染の徴候ととらえ

られにくいこと，また時期的に抗生剤の予防的投与と

一致するため費用の増加に繋がらなかったものと考え

られる。

血液検査と異なり 熱に関しては経日的に示される

ため，侵襲の期間と考えられない時期の発熱は簡易に

察知でき早急な対定、が可龍である。このことが術後感

染の治療としての抗生剤の注射費増加に結びついたも

のと思われる。術後感染の徴候を察知するもしくは感

染が生じた早期の時点で治療を実施することは重要で

ある C もちろん締後感染を予拐することが最高の条件

でるるが，産療の進歩じより手錆対象者の!揺が広がっ

てきていることや技生剤に対する新たな耐性菌の出現

など不確定要素を考えると備後惑染を皆無iこすること

は層難であると言えよう。備後感染において疑わしい

もしくは診断する場合 CDCにおける感染判断基準

はるるものの，すべて基準に当てはまるものではない。

臨床検査で単独のデータが同じ異常誼を示しても，他

のデータの値によって対応が変わってくることが多

い。現にCDCでは「室師の診断Jという基準もある

ように幅広い基準となっている。定義はあるが，結局

惑染と診断し治療を行うのは担当匿師の裁量権に任さ

れている部分が大きいことから対応の程遠が出てくる

ことは当然のことといえよう C 衝後惑染による入読日

数の廷長を最小限にとどめるためには，予防策を第一

に考える一方で，医師の前後感染徴候発見の平期判断

と治療が必要になってくると考えられる c

今回の調査から，抗生斉tlの注射および処置の医療投

入が，入院期間の延長，すなわち医療費の上昇要留に

はなっている可撞性が示唆された。

さらに，医師は術後感染の予防よりも，発生後の治

療により専念するような毘療選択を行うこと，ただし

そのよう主選択の結果，すべての医療行為が塁療費上

昇に寄与するのではなく，専ら抗生前の注射による投

与および処置が大きなファクターであることがわかっ

たc

おわりに

今回の調査から以下のことが明らかに立ったc

① 入院期間が延長した要因を街後の治療・検査・

拠霊などの診療報酬点数からみると抗生離の注

射・処賓が影響を及ぼしていた。

② 入読期間が延長した要因を診療報醗点数の会計

データと惑染マーカーと考えられる指標からみ

ると抗生剤の注射・処霞・検査が影響を及ぼし

ていた。

③ 抗生斉tlの注射を実施する意思決定要国は倍前の

WBC数9000/〆以上，術後の38.0
0

C以上の発熱，

術後のCRPfl直5十以上であった。

本研究は1998年度「財団法人 屋療科学研究所jの

研究助成金によって実施された。
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Abstract 

In this study a new approach to the cost problems of postoperative infection is taken to discuss (1)迂allextended 

duration of hospitalization and the increased medical costs are due to the occurrence of postoperative infection， and 

(2) to what extent the data of clinical tests as infection markers， for example CRP or WBC， are used to detennine 

postoperative infection， and whether or not this has some influences on the length of stay in the hospital after 

surgery and the cost. 

The average excess costs per postoperative infected patient in orthopedics is the highest (RCoello 19933))， so 

sample clinical records of 80 patients after orthopedic operations (replacement surgery of hip joint， knee joint and 

caput) and the medical fee scores of the accounting cards were analyzed.官leresults were as follows 

(1) Examining the clinical fee scores of treatment， tests and procedures shows the influences of intravenously 

antibiotic， procedures， operations and tests on the factors of extended duration of hospitalization. 

(2) Examining the accounting data of the clinical fee scores and the data of laboratory tests as infection marlぽ rs

indicates that the factors of extended length of stay in the hos予italare under the 注目uenceof antibiotic 

intravenous injections， procedures and tests. 

(3) The factors in decision making for intravenously antibiotic are the preoperative number of white blood 

corpuscles (more than 90∞/μl)， postoperative fever (over 38
C

C) and postoperative C豆P(over 5+) 

Key words : orthopedics surgery， postoperative infection， data of 1ぬoratorytest， duration of hospitalization， 

hospital costs 
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