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★はじめに 

 

近年、様々な病原体による院内感染が社会問題となることが多くなってきて

おり、先般の多剤耐性アシネトバクターによる大規模な院内感染事例の発生は

記憶に新しいところです。またこれまで、海外で感染が拡大していることが報

告されていた NDM-1 や KPC 型のカルバペネマーゼを産生する多剤耐性菌が、

国内の医療機関においても、感染や保菌事例が確認されるようになってきてお

ります。今後は、こういった多剤耐性菌による院内感染対策がますます重要と

なってまいりますが、インフルエンザやノロウィルス、結核、肝炎など一般的

な病原体による院内感染対策も疎かにしてはなりません。 
岐阜県では皆様方のご協力を得て、平成１７年度より院内感染対策事業を実

施しておりますが、その一環として県の委託により岐阜大学医学部附属病院生

体支援センター内に院内感染相談対策窓口を設置していただいております。 
本冊子は、この院内感染相談窓口に対して県内医療機関から寄せられた相談

事例のうち平成22年度分をまとめていただいたものです。内容を拝見しますと、

個別の病原体への対応や医療手技上の問題点、器材等の使用・消毒方法、環境

整備、患者の療養生活のほか、ICT 活動など多岐に及んでおります。非常に悩

ましい相談事例が多く寄せられておりますが、関連するガイドライン・文献や

図表、写真等も豊富に混えて非常にわかりやすく、かつ具体的に親切な回答を

いただいており、医療現場で院内感染対策に取り組まれる皆様方に大いに参考

になるものと思います。これまでの事例集と併せてこの冊子が有効に活用され、

県内医療機関の院内感染の予防に寄与することを期待するものであります。  
後になりましたが、本事業に全面的に御協力いただきました岐阜大学医学

部附属病院長の岩間亨教授様、同院生体支援センター長の村上啓雄教授様、深

尾亜由美看護師長様ほか関係者の皆様方に深く感謝申し上げます。  

 
平成 23 年 3 月 
岐阜県健康福祉部次長 平山宏史 
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Q1 結核治療中排菌患者の管理 

TB の判断のことですが一定期間抗結核剤を投与された後の患者が自宅療養から

入院され、入院時の検査で塗抹陽性となった場合、死菌の可能性は高いと思います

が、培養の結果が出るまではやはり個室隔離、N95 を継続すべきでしょうか？また耐

性結核菌はどの程度存在するのでしょうか？ 

  入退院を繰り返す患者の多い当院では、結核や肺炎対策がほんとに重要です。

ICN もいない当院では 1 例 1 例の対応が悩みです。 

 

A1 

TB 死菌である場合と、非結核性抗酸菌症で生菌である場合とあると思います。 

 

一般に多剤耐性(2 剤以上の)でない限り、アドヒアランスに問題なく、予定通り内服

ができていることが確認できれば、通常喀痰塗抹（「まつ」はてへんです）陽性排菌患

者でも約 2 週間で感染性は消失します。今回は再発結核なのか、治療をしっかり受け

ていたか、あるいはその期間などが不明ですが、感受性の結核菌排菌患者であったと

すればおおむねおっしゃるように死菌である可能性が高いとは思います。 

 

対応としては喀痰塗抹陽性であれば、まずは個室管理で空気予防策をとり、培養結

果は早くても 2～3 週間かかりますので、塗抹陽性検体を用いて、結果が遅くとも 48 時

間以内に判明する PCR 検査を実施すればよいと思います。ここで TB 陰性であれば、

空気予防策を緩めることを考慮して結構です。とくに MAC-PCR 陽性に出れば、もう大

部屋でも構わないと思います。まずは PCR 検査を実施してください。 

 

なお、薬剤耐性の頻度は以下が参考になります。初回治療であればすべての抗菌

薬に感受性である確率は約 90％ですが、再治療例ですと 60％以下になります。全体

的には多剤耐性は 2％前後となり、0.5％はほとんどすべての薬剤に効かない超多剤

耐性株となります。実際の臨床現場では、大きな頻度ではありませんが、眼の前の患

者さんが耐性か否かは、培養株で判定するため、かなり時間を要します。難しいです

ね。次頁の資料を参考にして下さい。 

 

いずれにせよ、1 例 1 例の症状や所見などの臨床経過、X－P や CT 所見、喀痰塗

抹・培養・PCR 検査および QFT などを包括的に分析して対応を決めるしかない点では、

どの規模の施設も同じと思います。 
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Q2 清拭タオルの取り扱い 

当院では、普段より清拭車を使用していますが、日常業務の中で、介護士が 13 時

頃濡らしたタオルを丸め、清拭車に詰めておきます。 

そして夜勤帯の介護士が 3 時に電源を入れ保温をはじめます。タオルを使用するの

は 6～10 時の間です。 

それについて、濡れたままのタオルを数時間放置することが、菌の増殖になるので

はという意見がでました。 

高温になるので大丈夫では。という意見もあります。 

そういったことで的確なご意見を頂きたいです。宜しくお願いします。 

 

A2 

清拭タオルの放置が、菌の増殖になるのではとのことですが、確かに時間の経過と

ともに微生物の数が増加すると考えますが、清拭車の加温時に沸騰させれば細菌は

死滅します。ですから、沸騰させればほぼ問題ないと思います。一方、芽胞菌（バチル

ス・セレウス）などは、高温に強いため死滅できません。よって、これらは清拭タオルに

残る可能性があります。バチルス・セレウス菌は自然環境に生息しており、例えば、ホ

テルの洗濯済みのタオルや寝具、家の洗濯・乾燥済みの物にも存在する菌であり、通

常問題になることはありません。 近、清拭タオルのバチルスのアウトブレイクの報告

（急性期病院）が時々見られますが、かと言って、どれだけ存在したら問題かは結論が

出ていません。特に、急性期病院以外で問題になることはないと思われます。よって、

清拭タオルに付着していても問題ないと考えます。 

 

13 時に作成、夜中にスイッチを入れ、翌日の午前中に使用するという時間において

は、沸騰を条件にすれば、問題はないのではないでしょうか。当院も、ほぼ同じような

運用方法です。ただし、1 点追加ですが、濡らす前の清拭タオルはきれいな物を使用

する必要があります。時々、洗濯して脱水したもので清拭タオルを作成する場合がある

かと思いますが、これらはカビの原因になります。必ず、洗濯、乾燥させたものを用い

ることが重要です。 
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Q3 尿道カテ 気管吸引チューブ 関節内注射消毒 

1. 尿道留置カテーテルを挿入している方で、導尿パックに溜まっている尿を、導尿

パックの排液口から尿を回収する場合に、アルコール面で清拭することは必要な

のでしょうか。カテーテルがなかなか交換できない場合や、尿に浮遊物が多く、つ

まりやすい場合もアルコール綿で清拭する必要があるのでしょうか。 

 

2. 尿路感染をすでにおこしている患者さんの場合は、定期的にバルンを交換する必

要があるでしょうか。 

 

3. 当院では、吸引する際にチューブの内側を洗浄する滅菌水とチューブを浸漬・消

毒・保管する容器を準備して吸引しています。チューブを浸漬・消毒・保管容器に

は消毒液（ハイジール）を使用しています。そこで、消毒液を入れる際、滅菌され

た注射器で消毒液を入れていますが、どこまで清潔にすればいいでしょうか。 

 

4. 関節内注射の消毒方法について、当院では、穿刺部をイソジン消毒して注射液を

入れたあと針を抜いてもう 1 度イソジン消毒しガーゼで拭いてフットバンを貼ってい

ます。このような方法でよいでしょうか。 

 

A3 

1.  排液バッグの尿を廃棄する時、排出口が排液容器に接触することにより微生物

汚染を受け、尿路感染の原因となることが知られています。排出口をアルコール

綿で清拭消毒することにより、尿路感染が減少したという明確なエビデンスはあり

ません。しかしアルコール消毒によって排出口の微生物汚染を防ぐことができ、尿

路感染のリスクを下げることができると考えられます。しかし、製品によっては劣化

の問題でアルコール清拭はしないように明記されている製品もあります。 

対策としては、尿が残っている状態だと微生物が増殖する可能性が高まるため、

尿廃棄時はその都度、排出口を除去する必要はありますので、なんらかの方法で

見える汚染は拭きとることが望ましいと考えます。アルコール消毒により尿路感染

が減少するというエビデンスがはっきりしていないため、アルコール綿で拭くか、清

潔な不織布で拭くかは、各施設で決定するとよいかと思います。一般的には、ア

ルコール綿で拭いている施設も多いかと思います。 

なお、尿廃棄時に使用する排液容器は個人使用が望ましく、異なる患者間で

使いまわす場合は適切に処理された容器を使用する必要があります。適切な処

理とは①ベッドパンウォッシャーによる熱水消毒もしくは②洗浄後、次亜塩素酸ナ
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トリウム溶液に浸漬消毒することを指します。また交差感染防止には処置時の手

袋・ビニールエプロンの装着徹底、処置前後の手指衛生の徹底も必要です。 

 

2.  尿道留置カテーテルの定期的な交換に尿路感染予防の効果はありません。そ

ればかりか定期交換により尿道損傷のリスクが高まり、またカテーテルを挿入する

際に膀胱内に直接細菌を押し込み、尿路感染のリスクを高めることになります。よ

って尿道留置カテーテルに定期交換の必要はありません。ただし、浮遊物によっ

て、尿の流出が妨げられている場合は交換が必要です。また、重度の尿路感染

症を発症している場合は、尿道留置カテーテルに付着しているバイオフィルムを

減少させる目的で交換した方がよい場合もあります。 

一方、ご質問の事例ではすでに尿路感染を発症しているということですので、

「交換」ではなく「抜去」できないかご検討ください。多くの場合、抜去により細菌尿

は消失します。治療上、抜去が困難な場合は、留置期間が長期間である、カテー

テルに閉塞がみられる、尿中に浮遊物が多くみられるなどの場合に交換をご検討

ください。尚、交換の際はカテーテルの閉鎖を破ることによって尿路感染のリスク

が高まりますので、カテーテルと排液バッグは接続をはずすことなく一式を交換し

てください。 

 

3.  気管内吸引カテーテルは単回使用が原則です。やむを得ず繰り返し使用する

際は、以下の点に注意する必要があります。 

使用後の吸引カテーテルは、消毒薬に浸漬する前にアルコールガーゼで外側

を清拭し、滅菌水を吸引してカテーテルの内腔を十分に洗浄します。痰や分泌物

など有機物が残留していると十分な消毒効果を得ることができず、また消毒薬自

体が微生物汚染を受け感染源となり得るからです。カテーテルと消毒薬は少なくと

も 24 時間以内での交換が必要です。滅菌された注射器を用いて薬液を注入する

必要はありませんが、埃などの混入を防ぐために蓋付きの容器の使用が望ましい

でしょう。また消毒薬の微生物汚染リスクを低下させるために、0.1％ベンザルコニ

ウム塩化液に 8～12％のエタノールを添加した消毒薬の使用が有効だとも言われ

ています。吸引洗浄用の滅菌水は汚染を受けやすいため、頻回に交換する必要

があります。消毒薬に浸漬した吸引カテーテルを再使用する際は、毎回滅菌水で

洗浄するか、カテーテルの外側をアルコール綿で消毒します。その際、アルコー

ル残留による気道刺激に注意が必要です。 

これだけの手間を考えると、気管内吸引カテーテルを単回使用に切り替えるこ

とに力を注ぐほうが意義はあるように思います。ぜひご検討ください。 
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4.  注射部位の消毒にポビドンヨード（イソジン）は適していると考えられます。しかし

ポビドンヨードは消毒効果が発現するまでに２分ほどの接触時間が必要です。し

たがって消毒後ただちに穿刺する、ガーゼで拭き取るという行為は十分に消毒効

果が得られていないことを意味します。消毒後２分も待てないということであれば、

アルコールの使用が勧められます。アルコールは速効性・速乾性があり、短い接

触時間で十分な消毒効果が得られます。またポビドンヨードの使用にこだわるの

であれば、アルコール含有のポビドンヨードの使用も勧められます。こちらも速効

性・速乾性が期待できます。 

なお、穿刺後の注射部位消毒の必要性について記載された文献は見つけられ

ませんでした。穿刺後、速やかにドレッシング材を貼付できるのであれば、省略し

ても差し支えないのではないかと考えます。 
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Q4 N95 マスク性能比較 

N95 マスクについて教えてください。 

先日、当院の感染対策委員から、じゅうろくプラザであった岐阜院内感染対策検討

会でカモノハシ型マスクは、透過性が高いと言われたと報告がありました。 

当院は A 社のカモノハシ型マスクを使用しています。 

B 社のドーム型に比べると約半額です。カモノハシ型は、構造的に不良なのかフィッ

トのさせ方に問題があって、気をつけてきっちりと使用すれば問題ないのかを教えてく

ださい。 

 

A4 

確かに、先日の検討会の特別講師は、口ばし型のは、漏れが多いと話されました。

実際に、フィッティングテスターという機器を用いて調べたところ、そのような結果であっ

たと言われていました。他にも同様の結果が出ていて、N95 マスクの漏れ率試験では、

口ばし型：A 社の物が一番、漏れ率が多かったという結果を出されました。うまく顔と密

着せず、隙間ができるのが、その要因です。付け方を工夫すれば、問題ないのかどう

かはわかりませんが、気をつけて装着しないと、かなり漏れるというのはリスクかと思い

ます。 

 

一方、B 社の製品については、カップ型と折りたたみ式三面構造の物とがあります。

値段は同じです。当院で先日、この 2 種類について、フィットテストキットを使用し、漏

れ検査を実施したところ、折りたたみ式の方が漏れが少なかったという結果でした。折

りたたみ式のものは、幅広い顔のサイズに対応できることが隙間の少なさにつながって

いるかと思いました。カップ型もコツをつかめば、漏れなく装着できるのですが、折りた

たみ式の方がよい感触でした。現在当院は、カップ型を購入していますが、価格が同

一なため折りたたみ式に変更する予定です。 

 

A 社も、上記の研究結果は認識していて、もしかしたら改善されたかもしれませんし、

現在、どこまで問題かはわかりません（研究は 3 年以上前）。一度、フィットテストキット

でスタッフがはめたところの実際の漏れを確認されてはどうですか？当院にありますの

でお貸しすることは可能です。実際に使用する上で、あまりに、漏れが多いようでした

ら、値段の問題があっても変更されることをお勧めします。 
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Q5 酸素吸入加湿と ICT ラウンドシート 

1. 酸素吸入時の加湿について、感染対策の面から微量の酸素吸入については加

湿はしなくてよいとしていますが、何 L から加湿するのかスタッフによって認識が違

っています。そこで何 L から加湿するのか教えてください。 

 

2. 感染対策委員会で定期的に院内ラウンドを行っていますが、チェックポイントがは

っきりしていません。チェック表など参考文献があれば教えてください。 

 

A5 

1. 酸素吸入の加湿について 

・AARC（American Association for Respiratory Care：アメリカ呼吸療法学会）のガ

イドラインでは、「酸素加湿の有無により患者の自覚症状の差はない」といった根

拠をもとに、4L／分以下での酸素加湿は不要となっています。 

 

2. 感染対策ラウンドのポイント 

参考図書を以下に示します。 

・ICT のための院内ラウンドマニュアル、洪愛子、メディカ出版 

・INFECTION CONTROL 2009年9月号の特集に「ワンランク上のラウンドテクニッ

ク」があります。 

近の、当院の看護部感染対策委員会で実施しているラウンドチェック表と  

ICTでのラウンドチェック表を添付します。毎年、いろいろ変えています。結果も含

め、いろんなタイプのものを送ります。ラウンドは、その時々に強化したいことを決

めてやらないと、膨大なチェック表になってしまうので、その都度、変えています。

「平成 21 年度ラウンド表：添付」は、ICT で一斉に回った時のものです。環境チェ

ックが主で、一番シンプルではあります。手技チェックまでは、この表で目的には

していません。 
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・チェックリスト「⾶沫資料 1」 

標準予防策+飛沫感染予防策チェックリスト（　　　月　　　　日） 部署

実施者

結果（○×） コメント

可能な限り個室管理としている

病室入口にマスクが設置してある

入室時マスクを着用している

痰など飛び散る可能性がある場合はゴーグルを着用している

病室に個人用防護具（手袋、マスク、エプロン、ゴーグル）が設置
されている

必要時ミッペールが設置されている

病室内およびベット周囲は整理整頓されている

病室内またはベットサイドに滅菌物が置かれていない（吸引カテー
テルは除く）

濃厚接触時は手袋・エプロンを着用している

手袋は一行為ごとに交換されている

手袋をはずした後は手指衛生が実施されている

全スタッフが飛沫感染予防策実施していることを認識している
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・チェックリスト「⼿指衛⽣タイミング資料 2」 

１．手指衛生のタイミング

必要場面
数

実施回
数

コメント

基本 見た目に手が汚れている時

業務開始前

業務終了後

休憩前

休憩後

自分のトイレの後

食事 給食を配膳、食事介助の前

経管栄養取り扱い時

点滴・注射 点滴混合時

手袋をはずした直後

患者毎に点滴、注射の前

採血 採血前

手袋をはずした直後

清潔ケア 患者清潔ケアの前

患者清潔ケア後

排泄ケア オムツ交換時

患者排泄介助時

尿・ドレーンなどの抜水時

手袋をはずした直後

環境 シーツ交換後

環境整備・部屋移動など清掃後

手袋をはずした直後

創傷処置 患者毎にガーゼやドレッシング剤除去の前

ガーゼ除去後、手袋をはずした直後

創傷処置時

創傷処置後手袋をはずした直後

吸引 気管吸引前

気管吸引後手袋を外した直後

検温 患者毎の診察・検温など患者に直接接触する前

患者毎の診察・検温など患者に直接接触した後
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・チェックリスト「PPE 資料 3」 

手袋の着用について（両手） 必要場面数 実施回数 コメント

ガーゼなど除去時

創傷・褥瘡処置時

感染症患者に接触時

皮下・筋肉注射時（インシュリンなど）

サーフロ留置時

サーフロ針等抜去時

採血時

血糖測定時

吸引時

ドレーン・尿バック抜水時

ストーマ処置時

オムツ交換時

汚染されたリネン交換時

医療器具などの洗浄時

環境整備時

呼吸器回路内の水廃棄時

汚染されたものにふれる時

手に手あれや傷があるとき

正しい手袋の着脱方法をしている

エプロン、マスク、ゴーグル着用につい
て（必要に応じたものを選択して実施し
ていること）

必要場面数 実施回数 コメント

感染症患者への濃厚接触時

ドレーン・尿バック抜水時

飛び散る可能性のある処置時

吸引時

マスクを正しく装着している

着脱順序が正しい

エプロンを正しい方法で脱ぐことができる
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・チェックリスト「病棟ラウンド資料 4」 
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・チェックリスト「廃棄物資料 5」 

廃棄物処理 結果（○×） コメント

分別表が廃棄場所近くの目に付く場所に掲示してある

ごみは分別表にしたがって廃棄されている

ミッペールは8分目以上入っていない

ミッペールに紙ごみが混入していない

ミッペール、携帯用廃棄箱にリキャップした針が混入して
いない

血液製剤はミッペールに廃棄されている

携帯用廃棄箱の蓋は閉まっている

廃棄箱の周囲が散らかっていたり、容器からはみだした
りしていない

携帯用廃棄箱にはシリンジ・針以外入っていない
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・チェックリスト「病棟相互ラウンド」 
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・チェックリスト「病棟相互ラウンド実践」 
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・相互チェック 2 ⽉(1)「病棟相互ラウンド実践」 

院内ラウンドチェックリスト（　　　月　　　　日）

判　　A:できている

定　　B:ほぼできている。しかし不備がある

基　　C:できていない。感染対策上の問題として早急に改善が必要

準　　D:該当なし

＜処置の多い・又は接触感染防止対策中の個室＞ 評価 備考

各病室に速乾性手指消毒剤が設置してある

必要な個人用防護具（手袋、マスク、エプロン、ゴーグル）が設置されている

病室内は、余分なものが持ち込まれず、整理整頓されている

患者のオーバーテーブルの上が整理されている

洗面台の上が清潔に管理されている（余分なものが置かれていない・乾燥している）

滅菌物と未滅菌物が混在して置かれていない

＜廃棄物処理（スタッフステーション）＞

ミッペールは、8分目以上入っていない

ミッペール・携帯用廃棄箱にリキャップした針が混入していない

携帯用廃棄箱の蓋は閉まっている

携帯用廃棄箱は8割以上入っていない、容器からはみだしたりしていない

＜スタッフステーション＞

スタッフステーションの机の上が整理されている

ナースカリートは、清潔物品と不潔物品が交差しないよう段を区別して使用している

衛生材料、薬品棚などの扉が閉められている

薬剤調合台は、整理整頓されており余分なものが置かれていない

薬品用冷蔵庫に検体・飲食品などが入っていない

流し台周囲は、整理整頓され乾燥している

洗い場は、清潔・不潔を区別して使用している

＜処置室等＞

回診車は、整理整頓され清潔が保たれている

回診車は、清潔物品と使用後の物品や器材が交差しないよう配慮されている

回診車の共有物品（ハサミやマジック）は、適切に管理されている

消毒薬には、開封日が記載され、期限内に使用されている

滅菌物、衛生材料の棚の扉は閉まっている

＜汚物処理室（洗浄室）＞

流し台周囲は、整理整頓され乾燥している

個人用防護具（手袋、マスク、エプロン、ゴーグル）が設置されている

流し、汚物槽は清潔で飛びはねがない

流し台の近くに清潔物品が置かれていない

スタッフの観察調査
＜身だしなみ（最低5名観察、○人中できている人の人数を記入）＞

髪の毛が肩につく場合束ねている

束ねた髪が長すぎる事がない

長い前髪はピンなどでとめてある

爪はのびていない

ポケットの中に患者に使用するものが入っていない

その他気づいた点があれば記載してください（工夫している点、見習いたい点、改善した方が良い点など）

　　　　/   　　　人中

部署：（　　　　　　　　）

実施メンバー：

　　　　/   　　　人中

　　　　/   　　　人中

　　　　/   　　　人中

　　　　/   　　　人中
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・相互チェック 2 ⽉(1)「病棟相互ラウンド結果表 1」 

 

 

・相互チェック 2 ⽉(1)「病棟相互ラウンド結果表 2」 
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・相互チェック 2 ⽉(1)「病棟相互ラウンド集計」 
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・相互チェック 2 ⽉(1)「グラフ」 
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・相互チェック 2 ⽉(2)「⼀般病棟」 

平成21年度　院内ラウンドチェックリスト

部署

（　　　）
1 ミッペイルに紙くずや可燃ごみを捨てていない

2 ミッペイルにペットボトルや缶類を捨てていない

3 ポリ容器、点滴プラボトルがミッペイルに捨てていない

4 ミッペイルは8割程度で処理されている

5 ミッペイルの中にリキャップした針が捨てられていない

6 ごみ箱の近くに分別表が提示してある

1 消毒薬や滅菌蒸留水、インシュリン等、開封日が記載されている

2 消毒薬は開封後、適切な期限内に消費している（目安；ネグミン液、アルコールは１ヶ月）

3 消毒薬は開封後、適切な期限内に消費している（目安；ザルコニン、ステリクロンは１週間）

4 滅菌蒸留水は開封後、適切な期限内に消費している（目安；1日））

5 インシュリンは開封後、適切な期限内に消費している（目安；1ヶ月）

6 薬品冷蔵庫・冷凍庫に食品が入っていない

7 薬品冷蔵庫・冷凍庫に検体が入っていない

8 薬品が床に置かれていない

9 アルコール綿の使用は適切か(血管にアクセス時は単包、開封日時の記載、開封後の使用期限）

1 必要な場所にフェイスシールドを常備している

2 必要な場所に手袋・エプロンが常備されている

1 点滴調剤台は清潔に管理されている

2 点滴調剤台の上のシャーパックに患者に使用した針が入っていない

3 スタッフステーションの机の上が整理されている

4 水はねが予測されるところに、清潔な物が置かれていない

5 流し台前の処置台が整理整頓されている

6 水周りは清潔に保たれている（タオルを敷いていない・清潔不潔のゾーニングがされている等）

7 ナースカリートの清潔、不潔のゾーニングがされている

7 交換車の上に滅菌物が置かれていない

8 交換車の上は清潔に保たれている

9 滅菌物はすべて棚に保管されている

9 水周りは清潔に保たれている（タオルを敷いていない・清潔不潔のゾーニングがされている等）

10 水はねが予測されるところに、清潔な物が置かれていない

11 洗浄室は、清潔と不潔のゾーニングがされている

12 洗浄室に滅菌物が置かれていない

1 手洗い設備付近の壁に衛生学的手洗いの適切な手順と方法の啓発ポスターなどを貼っている

2 手洗い設備に石鹸、ペーパータオル、ハンドクリーム、速乾性擦式消毒剤、ゴミ箱が設置されている

3 ナースカリートや交換車の上に速乾性擦式消毒剤が設置されている

す

べ

て

そ
の
他

手

指

衛

生

医
療
廃
棄
物

薬
剤
の
管
理

気になった点、良かった点等

ナ

ー

ス

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

ナ
ー

ス
ス
テ
ー

シ

ョ
ン

処

置
室

環
境

P

P

E

洗
浄
室

ナ

ー

ス

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

Ａ：適切に行なわれている、あるいは十分である。

Ｂ：適切に行なわれているが改善が必要、あるいは十分ではない

Ｃ：不適切である、あるいは行われていない

Ｄ：該当なし

評価基準
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・相互チェック 2 ⽉(2)「⼿術室」 

平成21年度　院内ラウンドチェックリスト

部署

（　　　）
1 消化管より抜去後すぐにガーゼやワイプでスコープの外表面の拭き取りを行っているか

2 200ｍｌの酵素系洗浄剤を吸引して吸引チャンネル内の洗浄を行っているか

3 送気・送水チャンネルアダプタを装着し、送気送水を行っているか

4 適宜漏水テストを行っているか

5 スポンジなどを利用し、スコープの外表面の洗浄を行っているか

6 附属部品をはずし、内径に適応したブラシを用いて洗浄しているか

7 吸引チャンネルを専用ブラシでブラシングを３方向に行っているか

1 症例ごとに高水準消毒薬を使用し消毒しているか

2 薬液の浸漬時間が守られているか

3 薬液の有効濃度と使用期限を厳守しているか

スコープ内部の全ての管路に対して適切な洗浄チューブを使用しているか

自動洗浄消毒装置のフィルタ類の交換は定期的に行っているか

自動洗浄消毒装置がプログラム通りに作動しているかを確認しているか

1 処置具を超音波洗浄器で30分間洗浄しているか

2 生検かんしなど超音波洗浄後に潤滑剤を塗布しているか

3 処置具はオートクレーﾌﾞ滅菌されているか

4 滅菌後の処置が乾燥状態で扉のある保管庫に収納されているか

5 送水ボトルは毎日洗浄・乾燥されており、週1回はオートクレーブ滅菌されているか

1 スコープはアルコールフラッシュを行い乾燥させてから保管しているか

2 スコープの保管の際、吸引栓やかんし栓などをはずした状態で保管しているか

3 スコープは清潔な保管庫にハンガーに吊るした状態で保管されているか

1 スコープの洗浄・消毒時にマスク、ガウン、手袋、ゴーグルなどの個人防護具を着用しているか

2 内視鏡の洗浄・消毒に関するマニュアルがあるか

3 消毒効果を証明するために、年1回無作為に抽出したスコープの細菌培養検査を実施しているか

9 スコープの洗浄・消毒の記録を行っているか

改
善
策

保
管

そ
の
他

自

動

洗
浄

ス
コ
ー

プ
の
洗
浄

ス
コ
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プ
の
消
毒

処

置
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取
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扱
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Ａ：適切に行なわれている、あるいは十分である。

Ｂ：適切に行なわれているが改善が必要、あるいは十分ではない

Ｃ：不適切である、あるいは行われていない

評価基準
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Q6 CV 管理と手袋のパウダー 

① 当院ではＣＶ管理は、週２回・・・カテ刺入部をイソジン消毒し滅菌ドレッシング材を

貼っています。そのうち１回はルート交換しています。末梢点滴は、未滅菌ドレッシ

ング材を使用していますが、ＣＶ管理では滅菌ドレッシング材を用いた方がよろし

いのでしょうか？ 

 

② 手袋のパウダー付とノンパウダーを比べて、パウダーの付着・洗い残しなどにより

感染リスクが高くなることはないでしょうか？ 

 

A6 

① CDC ガイドラインでは、CV の刺入部の管理は、透明の滅菌ドレッシングの場合、

よれたり剥がれたりしなければ、1 週間に 1 回の交換でよいとされています。一方、

ルートに関しては、「72 時間以内の交換の必要はない」と記載されており、この記

載から判断しますと、ルートは週に 2 回交換する必要があります。 

末梢静脈カテーテルのドレッシング材も、滅菌ドレッシングが推奨されています。

未滅菌の場合でも、病原微生物が付着しているわけではないので、感染に至るこ

とは少ないと予測されますが、何かあった場合に、未滅菌使用を問われる可能性

があることを病院が承知の上で使用する必要があるかと思います。 

 

② パウダー付きですと、アルコールでの手指消毒ではなく、流水と石鹸での手洗い

がその都度必要になります。「眼に見える汚れがある場合は、流水と石鹸で手を洗

う」を遵守すれば、感染のリスクが高くなることはないと言えます。ですが、以前に

行われた手袋とパウダーのセミナーでは、パウダーの不利益について以下のよう

に説明されていました。 

・ グローブパウダー＝改良性コンスターチ＝USP 吸着性ダスティングパウダー

＝20 分以上の煮沸にも耐え、24 時間以上分解せず浮遊 

・ 手袋に穴が空いていると、パウダーが生体内に混入することがある。（呼吸器

合併症、創傷治癒の遅延や合併症、感染の危険の増大への影響がある） 

・ パウダーが感染リスクを増長させる機序－皮膚炎：皮膚バリアの破綻、感染に

対する抵抗力の低下、細菌の担体となる、未滅菌のパウダーは細菌の培地と

なる。 
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また、感染と消毒というＨＰの Q&A には、以下のような回答がありました。 

＜質問＞ 

NICU 等でパウダー付の手袋を頻回に交換し使用しています。近くに流水設備

がない現場で手洗いに代えて速乾性手指消毒剤でパウダーの付着した手指を

消毒することにしたいのですが、問題でしょうか。 

 

<回答> 

流水洗浄ということは、手袋を脱いだ後の手洗いと考えます。パウダーは、コ

ーンスターチだと思いますが、コーンスターチは、腹腔内手術などの際しては、術

後癒着の原因となり、滅菌手袋の表面は十分に生理食塩水などで拭い取ってか

ら手術に入るのが原則です。しかし、NICU で、パウダーが腹腔内等に入る可能

性は無いと思います。単に、手袋を脱いだ後で、手指に過剰に付着しているパウ

ダーを除去する目的であれば、ウエットタオルで拭い取ることで良いでしょう。そ

の上で、手指消毒を擦式消毒でおこなうことで可とします。 

しかしこれとは別に感染制御の観点から、手洗い設備のない NICU は問題で、

病床数にあわせた必要数の手洗い設備を改造設置することは、目に見える汚染

が手指表面にある時の手洗い、汚染物洗浄、その他の為の緊急課題でしょう。ま

た、手洗い設備の排水口は、グラム陰性桿菌などによる汚染は必発で、飛沫の

跳ね返りのない流しの採用、配水管を乾燥させて非使用時湿潤を好む菌の死滅

をはかる工夫（ドーナツ型のヒーターが市販されています）なども必要です。排水

口を消毒しても、湿潤であれば直ぐにまた菌が生えます。いずれにせよ、手を洗

っている筈が、跳ね返りで汚染するようなことのないよう留意が必要です。小林寛

伊（東京医療保健大学 学長）2005 年 11 月 

 

費用の問題がありますので、上記を勘案してご検討ください。 
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Q7 CV 留置中の入浴 

中心静脈カテーテル留置中の患者さんの入浴について、現在は、へパリン生食で

ロックしてフィルフィックスを貼り入浴していますが、この方法でよいのか、シャワーにと

どめておいたほうがいいのか教えてください。 

 

A7 

中心静脈カテーテル留置患者のシャワー浴の是非については、明確なエビデンス

がありません。接続部の操作時に微生物が混入するリスクがありますので、しない方が

よいとも考えられますが、QOL の問題もありますので、清潔操作を遵守すれば、実施

可能と考えます。 

 

当院でも、へパリン生食でロックしてフィルムを貼って入浴しています。この手技をよ

く実施する血液内科の患者さんで、CR－BSI サーベイランスを実施し、経過を観察し

ていますが、シャワー浴を実施する患者で感染が増加するということは今のところ見ら

れていません。 

 

当院の基準書を添付しますのでご参考にしてください。
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平成 17 年 10 月１日作成 
平成 18 年 10 月１日改訂 

Ⅴ－9． シャワー浴時の中心静脈カテーテル管理手順 

 
Ⅰ．目標 
１．患者は感染徴候を示さない。 
２．中心静脈内カテーテルが閉塞しない。 
３．中心静脈内カテーテルが抜去されない。 

 

 
Ⅲ．手順  （※）ヒント （☆）論理的根拠 
１．患者にシャワー浴時刺入部に湯を直接かけな

いよう指導する 
（※）患者の理解度、行動状況を確認する。 
（※）水圧による保護シートの剥がれを予防 

する｡ 
２．輸液ラインは閉鎖式回路を使用する。 （☆）陽圧フラッシュが可能であり、血液の逆流

を防ぎ、閉塞を防止する。 
（※）フラッシュの量＝（カテーテルの容量＋付属パー

ツの容量）×２ 
（※）陽圧フラッシュは、閉鎖回路専用器具 

の先端からヘパリン入生食を注入し、 
残り 0.5～1cc になったら注入しなが 
らカニューラを抜く方法であり、血液の逆

流を防ぐことができる。 

Ⅱ．必要物品  

１．透明シャワープロテクター(幅 15 ㎝) 
２．ヘパリン Na ﾛｯｸｼﾘﾝｼﾞ 10Ⓡ 
３．アルコール綿 
４．ネグミン液Ⓡ、ネオ・パールⓇ、スワブスティックⓇ 等 
５．閉鎖回路専用器具（ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝｻｲﾄⓇ、ﾆｰﾄﾞﾙﾚｽｶﾆｭｰﾗⓇ、ねじ式ロックⓇ）    

＊必要時 
・IV3000Ⓡ 
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３．シャワー浴時は、原則として輸液を中止し、

  輸液ラインをはずす。閉鎖回路専用器具を 
  用い、ヘパリンロックする。 
 

（※）シャワー浴中の輸液トラブルを 小限 
にする。 

（※）輸液ラインを接続したままシャワー浴 
をする場合は、ライン全体にシャワー 
がかからない工夫をする。 

（※）はずした輸液ラインは、ルート交換日 
以外再度接続し使用する。はずした 
輸液ラインの先端は、新しいねじ式ロック

を装着しておく。 
（☆）閉鎖式回路の接続をはずし、シャワー 

浴を行っても、血流感染の増加はみられて

いない。 
 (当院 C-V サーベイランスの結果より) 

４．刺入部の保護シートが剥がれていないか確 
  認する。剥がれている場合は、ネグミン消 
  毒し乾燥させ、保護シートを貼り替える。 

 
 

５．保護シートが貼付されていないルート部分 
  を､透明シャワープロテクターで IV3000 と

重ならないように注意して、 
  保護する。 
 
 
 
 
 
 
 
６．シャワー浴後、透明シャワープロテクター 
  をはずし、ルートが濡れていれば水滴を拭 
  きとる。 

（※）プロテクターを取り除く時、IV3000 に外力

が加わらないため、 
   静脈内カテーテルが抜去されない。 
 刺入部 
                        テガダーム 

 
 

       透明シャワー 
            プロテクター 
 

７．保護シートが剥がれていないか確認をする。

  剥がれていれば､張り替える｡ 
（※）感染徴候の確認を行う。 

８．カテーテル接続部をアルコール綿で消毒し 
  輸液ラインをつなぐ。 

 
Ⅳ．参考文献 

１）コメディカルのための静脈・経腸栄養ガイドライン：日本静脈経腸栄養学会 南江堂，P212－
226 ， 2000，7． 

２）金山正子ほか：入浴・シャワー浴，月刊ナーシング，17(4)，1997． 
３）操華子：治療・処置に伴う感染と感染予防，月刊ナーシング，17(6)，1997． 
４）石川治美：血管内留置カテーテル関連感染を予防するインターリンクシステム，月刊ナーシン

グ，20(10)，2000． 
５）宮坂勝之：輸液Ｑ＆Ａ 感染予防とリスクマネージメント，エキスパートナース，16(12)，2000．

 



34 
 

Q8 感染性廃棄物取り扱い 

① 感染性廃棄物の扱いについて、感染症（-）例の血液が付着したガーゼなどは非

感染性として扱ってよいでしょうか。環境省のマニュアルでは非感染性と解釈で

きそうですが？ 

 

② 当院では、明らかに結核感染既往（-）の職員の結核疑い患者さんへの就業制限

を行っています。この基準を順守すると体制上困難な場合もあり、N95 マスクを着

用して業務に就くことを検討していますが、やはり感染対策上問題でしょうか？  

 

A8 

① 感染性医療廃棄物について 

 感染症（－）の血液が付着したガーゼを一般ゴミに廃棄してよいかについては、ま

ず、標準予防策の観点からは、全ての患者の湿性生体物質は感染の可能性のある

物と考えた場合、感染症の有無に関わらず、分別を考えた方がよいかと思います。 

 

次に問題なのは、どこまで汚れたら…の判断です。生理パットなどは家庭から一般

ゴミで廃棄されますし、矛盾を感じるところです。 

 

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルでは、 

＜一般廃棄物＞  

 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、

その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの  

＜感染性廃棄物＞  

 医療関係機関等から生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原

体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物  

 感染症法の 4 類および 5 類の患者においては、全ての湿性生体物質の付着

したものは感染性廃棄物 

 

上記の記載では、感染の恐れのある病原体を全部と捉えるのか、一部と捉えるの

かは判断に迷います。感染症法の 4 類および 5 類の患者から出たもの以外はいいの

か…と拡大解釈してもよいのかも迷います。また、どこまで付着していればの判断もで

きかねるのが現状です。当院 ICD の考えでは、滴り落ちなければいいのでは？という

意見もあります、 終処理までの間に感染が発生することがなければいいので、「袋



35 
 

が破れた場合に外に血液が出るようなことがない」「多量に他人が接触するようなこと

がない」ように廃棄されればいいことになります。 

 

ただし、このあたりは、自施設で基準を設けて廃棄しているのが現状ですので、安

全を考慮して決められてはどうでしょうか。 

 

当院では、手袋やエプロン、ガーゼなどの衛生材料の廃棄方法は、以下のように

決めました。ですので、どこまで必要かは別として、血液が見た目に付着している場

合は、どんな場合でも感染性廃棄物に廃棄しています。 

 標準予防策の患者の場合  

  湿性生体物質が付着した可能性があっても、見た目に汚れていない場合は、一

般ゴミ  

 接触予防策を実施している患者の場合  

  （感染症法の 4 類および 5 類の患者など）  

  湿性生体物質が付着した可能性がある場合は、全て感染性廃棄物としています。 

 

② 結核患者への職員の就業について 

適切に予防策を実施すれば、既往の有無に関わらず、特に就業制限を行わなくて

もよいかと思いますが、いかがでしょうか。当院では、結果については、ツ反も QFT も

実施していないので、陰性者の把握はしておらず、よって、就業に差がないのが現状

です。ただし、結核専門病院では、対応が異なってくるかと思います。 
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Q9 PPE ホルダー 

当院の実態をお知らせしますので、大学病院のきっと対策されているであろう工夫

と実態をお知らせください。 

① ナースコールで訪室し、標準予防策（SP)上、手袋が必要だと、詰め所まで走っ

て取りに戻る。または、PPE のホルダーがないので、手袋の箱を洗面台の片隅に

置いている。 

 

② SP で使用した手袋は、ワゴンがないと捨てる場所が無いので、装着したまま詰め

所へ帰るか、あるいは外して片手に持って帰る。ゴミ箱は患者の持ち込んだもの

しかないので捨てられない。大学では感染症以外の患者の病室のゴミ箱の設置

は？ 

 

③ 病室にある洗面台は、患者専用で医療スタッフが使うものではない観念が定着し

ている。したがって消毒液などは、病室には配備しない。SP 履行、手袋使用後は

どうするのでしょうか？ 

 

④ 手袋をしたまま、配膳する。または、検温・内服薬を配り、バックにたまった尿を測

定して容器に移してトイレに捨て、そのまま次の患者へ。このあたりのルールは？ 

  

昨日、ICC で、PPE ホルダーについて問題提起しましたが、コストの話で終わりまし

た。パイロットケースで成績を出そうと思っています。 

病室の感染対策上の工夫、特にレイアウトについて、及び手袋への配慮について、

具体的に学びたいと思います。 

 

A9 

当院でも現場レベルでどうやっているかは、疑問ですが、回答いたします。 

 

PPE ホルダーについては、少なくとも、急性期病院であれば各病室毎に必要と考

えます。レイアウトは理想を言えばきりがないですが、病室の入り口に設置する施設

が多いと思います。写真で添付しますが、 近では、感染は患者、家族、医療従事

者が一緒に防ぐということから、PPE 以外にペーパータオル、石鹸なども標準的に設

置するところが増えています。ペーパータオルや石鹸は、患者も医療従事者も使うそ

うです。当院は、まだペーパータオルと石鹸は病室に設置してありません。なので、

医療従事者は、ナースステーションに戻ってこないと流水と石鹸で手を洗えないのが
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問題と思っています。また、PPEをよく使用する患者さんのベッドサイドには、入口とは

別に置くようにしています。また、ナースカリートにものせています。 

 

手袋を一作業一手袋とした場合、はめたまま移動する、一連の作業を同じ手袋で

してはいけないことになりますが、個人によって、かなり技術に差があります。どこで手

袋を変えるのか、集合教育で教えますが、聞いただけでは実際の行動には結び付く

ことができていないため、個人によって方法が違っているのが現状です。 近、当院

のリンクナースは、具体的場面をロールプレイやビデオなどで可視化して教育してく

れていますが、これらは効果が見られます。現状の４．に記載されていることなどは、

この場面を具体的にどうゆう手技で感染対策をすることが必要なのかを可視化してレ

クチャーすることが有効かと思います。 

 

ゴミの廃棄場所ですが、明確な取り決めを把握していませんが、通常、ゴミが多く

でるような処置やケアの場合は、ビニール袋かトレイを持参して、廃棄するところを確

保して実施しているかと思います。手袋だけがゴミとして出る場合は、患者のゴミ箱で

もいいような気もします。 

 

現実的には、手指衛生のタイミング、手袋着脱のタイミングを、現場の多重課題の

業務の中では、実施可能な妥協点を全員で確認し、方法を統一していくことが必要

です。 

 

参考までに PPE ホルダーの写真送ります。 
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個人防護具、手洗い物品（岡山大学の多床室）

 

PPEホルダー（一般病棟）

あまりきれいではありませんが
吸引などがある患者は
床頭台になどに設置してあります

人工呼吸器を装着している患者は
別の台に設置

 

（某国立大学病院の多床室） 
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PPEホルダー（当院のHCU）

入り口

部屋の中

 

ナースカリート

ペーパータオルは、のせている
病棟は少ないのですが、
下痢患者が多いような病棟は
標準でのせているようです。
本当は、部屋に設置したいと
思っています。
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Q10 HBs 抗体について 

HBs 抗体についてお聞きしたいことがあります。平成 20 年春頃 B 型肝炎ウイルス

の抗体判定が陰性ということで 7 月以降 3 回ワクチンを接種していただきました。その

後、平成 21 年 2 月の血液検査で抗体判定は陽性とのことでした。しかし、H22 年 6

月の健康診断での血液検査の結果、HBs 抗体は陰性となっていました。このまま何も

しなくてもいいのでしょうか。あるいは再度ワクチン接種の機会があれば、受けていっ

た方がいいのでしょうか。  

 

A10 

CDC では、B 型肝炎ワクチンを正しく 3 回接種した後、抗体が感染予防レベル(＞

10mIU/mL)まで上昇した responder では、その後数年で半数くらいの方が 10 以下に

減少していくものの、そのようになった場合でも追加接種は生涯不要としています。エ

スキモーの追跡調査（別添文献)に基づくものです。 

 

ただし、この論文および同じ研究者から出ている一連の論文をしっかり読んでみる

と、必ずしもそれで大丈夫とは言い切れないということを、わが国の一部の専門家間

で議論しているところです。私の意見も同様で、結局、毎年抗体価を全員に確認す

べきかどうかは別（当院では毎年実施)として、決められた間隔で定期的にチェックし、

抗体価が 10 を割ってきた職員については 1 回のブースター接種を実施するほうが今

のところ無難と考え、当院でもそのように実施しています。実際 1 回で全例 10 以上な

いし、極めて大きく抗体価が上昇します。 

 

今回のケースはHBワクチン1回のブースター接種をするようにお勧めしています。 

 

今回の健康診断の HBs 抗体データは定性検査のようですので、マイナスといって

も、まったく「ゼロ」ではなく、かすかに HBs 抗体のメモリーは残っているものの、

10mIU/mL 以下に低下した状態と考えられます。したがって、HB ワクチンブースター

接種が実施されるまでに、仮に HBs 抗原陽性血液汚染をしてしまったとしても、B 型

肝炎を発症することはまずはないと考えられますし、今すぐ直ちに HB ワクチンブース

ター接種をしなければならないという緊急性はありませんので、心配いりません。たと

え今年度接種できなくても来年度に接種すればよい程度の状況と考えられますので、

落ち着いて考えていただいて結構です。なお、追加接種は生涯全く不要として実施

していない先生、施設もわが国には存在するくらいです。ただし majority ではないと
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は思われ、正確にどの程度かはわかりませんが、多くの施設では追加接種を実施し

ていると思います。 
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Q11 精神科病院:コップ、歯ブラシ、経腸栄養ボトルの取り扱い 

当院では、精神科ということもあり、十分な感染対策がとれる設備は整っていませ

ん。質問の内容は、患者様の使用したコップや歯ブラシなどの経口に使用したものの

洗浄とケア後の手洗い、創傷や陰部などで使用した器具。血液等の付着した物の洗

浄、あるいは、処置後の手洗いの区別についてです。 

一応、汚物処理室はありますが、尿器や便器などの洗浄、嘔吐物などの処理に使

える程度のもので、実際には、コップも処置後のセッシや膿盆なども詰所内にある並

んだ２ヶ所の流ししかなく、そこで消毒したり洗ったりしています。 

そのため現在、創部や陰部等に使用した物（血液汚染も）とその後の手洗いは汚

染扱い、経口に使用した物を洗う流し台を準汚染扱いとして、区別してもらっていま

す。 

ちなみに、この準汚染流しでスタッフは注射や清潔操作前の手洗いもしています。 

（清潔操作前には、できるだけ擦式手指消毒剤の使用を奨めています。） 

唾液も本来は体液なのですが、やはり口に入るものということで抵抗があり、このよ

うな区別をしています。この方法で良いのか不安です。 

コップや歯ブラシは、現在、使用後 0.5％ヒビテン液あるいは 0.01％の次亜塩素酸

Ｎａ液（病棟によって）、毎日あるいは 1 回／W 消毒しています。（個人使用のもので

す） 

ハイリスクの患者様の多い病棟では、毎回、経管栄養のボトルは、食器用洗剤にて洗

った後、食器乾燥機（市販のもの）で、乾燥と熱消毒をしています。 

これらも、消毒の頻度や消毒薬の見直しなど病棟間でのある程度の統一を図って

いきたいと思っています。 

 

A11 

精神科領域での感染対策、大変なことと思います。以下に意見を述べます。 

 

① 洗浄場所についてですが、ご質問内容の通り、不潔な物を洗浄する場所と清潔

な場所を洗浄する場所を可能な限り分けることはよい方法と考えます。その際の

分け方としては、唾液も汚染物ではありますが、その器具が口に入るものであれ

ば清潔、排泄に使用する物であれば不潔といったように分けるのが妥当かと思い

ます。また、その２つの流し台で注意する点としては、洗浄時のしぶきが周囲を汚

染する可能性がありますので、しぶきが飛ぶ範囲には、清潔な物品を置かないよ

うな配慮が必要です。 
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② 手洗い場についてですが、基本的には、手洗い専用流しがないのであれば、清

潔な器具類を洗う流し台で洗うしかないでしょうか…。その際、手の汚れ具合で流

し台を分けることは困難かと思います。一律、清潔なものを洗浄する流しでもよい

と思います。 

 

③ コップや歯ブラシについてですが、基本的に洗浄と乾燥ができるコップなどにつ

いては、易感染患者でなければ、洗浄と乾燥で十分と考えます。歯ブラシについ

ては、当院では、患者のところから引きあげてくるような状況がないので、よいアド

バイスができないのですが、本人使用であれば、家庭と同じ扱いでよいと思いま

す。使用後に引き上げたりする場合の管理上の都合で消毒しているのでしょう

か？湿っていますし、口腔内の細菌などが付着している場合もありますし、歯肉

出血により歯ブラシに付着する場合もあるかと思うのですが、患者毎に固定して

使用するのであれば、消毒は不要です。精神科領域特有の問題とも思われま

す。 

 

④ 経腸栄養ボトルについては、洗浄と乾燥ができるのであれば、今の方法で問題な

いと思います。その際、必要なのは、充分な洗浄と乾燥です。 

 

⑤ 器具類全般に言えることですが、洗浄と乾燥をきっちり行えれば、消毒までは原

則不要です。特に 0.01％次亜塩素酸ナトリウムは、有機物で濃度が下がりやすい

ですし、きっちり浸漬できておらず消毒されているかはわからないといった状況も

多々見受けられます。 
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Q12 カテーテルロック&CF 消毒 

1. カテーテルロック 

末梢静脈カテーテルのロックについて・・生食ロックを行っています。 

中心静脈カテーテルについて・・へパリン生食ロックにしています。 

先日、医師から中心静脈も生食ロックでいいといわれました。 

中心静脈カテーテルも生食ロック可能になったのでしょうか？ 

 

2. 大腸内視鏡の洗浄・消毒について 

大腸ファイバーが 1 本しかないので、患者間は洗浄とアルコール吸引、清拭でお

こなっていますが、このままでいいのか疑問に思ったので教えてください。 

胃カメラについては、2 本あるので洗浄後、内視鏡洗浄器で処理しています。 

 

A12 

１． カテーテルのロックについて 

★末梢については 

①陽圧ロックを確実におこなえば、ヘパリンを使用する必要はない。 

②成人での末梢静脈カテーテルでは、生食を使用したロックが推奨されている。

血液採取に使用したルートでは希釈ヘパリン（10 単位/ml）を使用すべきである。 

③ヘパリンフラッシュを繰り返すと、ヘパリンや生食の過量をもたらし、血小板減少

症、血栓塞栓症、出血などの合併症を引き起こすため、好ましくない。 

 

などが言われていますが、中心静脈については、クリアカットに記載されているもの

はあまりありません。ただし、「矢野邦夫：ヘパリンロックと生食ロックに関するエビデン

ス、看護技術、vol.48、no.8、p84－87、2002.」によれば中心静脈に関しても生食ロッ

クで問題ないと言われており、県西部浜松医療センターは両方生食ロックだそうで

す。 

 

したがって「可能になったか？」という質問に対する回答はありませんが、一部の病

院で実施されているという事実はあります。個人的には問題ないと思うのですが、まだ

ポピュラーではない状況と思われます。当院は、生食ロックは末梢静脈カテーテルの

みで実施しています。各施設の判断でよろしいと思います。 

 

２． 内視鏡の洗浄・消毒について 
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セミクリティカル物品になりますので、患者に使用するたびに、高レベル消毒が必

要です。高レベル消毒とは、グルタラール・過酢酸・フタラールのいずれかでの消毒と

なります（内視鏡洗浄機はこれの内どれかです）。よって、「洗浄とアルコール吸引、

清拭…」では、高レベル消毒はなされたとは言えません。これについては、至急改善

された方がよいと思います。 

 



52 
 

Q13 手術術者の術衣とマスク 

ディスポの手術衣にはマスク付き（従来スタンダードだと思いますが）とそうでないも

のがあり、 近はマスクがないものも増えてきているそうです（安価だそうです）。その

真偽と、マスクはサージカルマスクだけでよいとか、なにかしらエビデンスがあってマ

スクなしのタイプでもよいと言われはじめているのでしょうか。岐阜大学病院はどのタ

イプですか。 

 

A13 

ガイドライン上、SSI 予防のために、マスク付き手術衣を使用した方がよいという記

載はありません。考え方としては以下のとおりです。 

 

① マスク付きの方が、術者からの落下細菌が少ないと思われますが、サージカルマ

スクをきっちりしていればよいと考えます。術中に会話が多い場合などは効果的

かもしれません。ただ、それよりも重要なことは術中に必要以上にしゃべらないな

どです。 

 

② ガウンのマスクにはフィルター効果を考えて付けてあるわけではありませんので、

マスクとしての効果はありません。よって、医療従事者の体を守るために、マスク

付きを重視するよりも、サージカルマスクが液体を通す物か通さない物か確認して、

サージカルマスクを良い物を採用した方がよいかと思います。 

 

③ ただし、医師が血液などで首が汚れないために付ける場合はあります。 

 

④ 当院は、マスク付きではありません。一部、希望する医師がおり、実際に購入する

場合もあるようです。 

 

⑤ 参考までに、当院では 近、ゴミの経費削減により、ガウンはリユースタイプに変

更しました。 
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Q14 術衣のリユース（Q13 の続き） 

「当院は 近、ゴミの経費削減により、ガウンはリユースタイプに変更しました。」 

 という回答に驚きました。リユースとは昔からあった布製のものですか？ それとも血

液は染み込まない特別な新式のものでしょうか？ 

  岐阜大学病院ではゴミの軽減削減対策で、再利用の方向に向かっている医療材

料などが他にもあるのでしょうか。これまで感染対策といえばなんでもディスポの方向

でしたが、大学が率先していただければ心強いです。 

 

A14 

手術衣のリユースについては、当院は、感染性廃棄物の廃棄容器にプラスチック

の箱を使用しているのですが、年間容器代だけで 3,000 万円の経費がかかっており、

大変問題となっております。 

 

近、リユースの手術衣を扱っている業者が増えてきており、安全性さえ確保でき

れば、そのガウンで十分と考え、 近、変更しました。使用後の術衣は、業者が回収

し、1 パックずつ滅菌されたものが納入されます。術者の使用感は「昔のより血液がし

み込まない」などの意見が聞かれています。当院は、院内に入っているハウスキーピ

ングの業者の製品を使用しています。コストは、通常、リユースのパックの方がやや高

めですが、今回採用した物は、シングルユースの術衣とほぼ同じ値段とのことでした。

必要な物はシングルユースにしつつ、エコも必要かと思っています。 

 

今年度の生体支援センターの目標は、感染性廃棄物の廃棄容器を 25％減らすこ

ととしております。しかし、実際の現場での各職員の意識改革に難渋しているところで

す。手洗い後のペーパータオルなどが感染性廃棄物用容器に廃棄してあることもよく

見られ、悩みの種です。 
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Q15 喉頭鏡の消毒方法 

喉頭鏡の消毒の件ですが、浸漬する消毒薬は、サイデックス以外で、何か、ないで

しょうか？やはり、サイデックスは使用するものに対して、慎重に扱わねば、有害では

ないか？と考えますがいかがでしょうか？ 

  

A15 

喉頭鏡の消毒についてですが、感染症の有無に関わらず、どこに使用するかで処

理方法は決定します。粘膜に使用するため、セミクリティカル物品であり高レベル消

毒になりますので、フタラール、過酢酸、グルタールアルデヒド、0.1％の次亜塩素酸

ナトリウムに 20 分以上になります。前者 3 つは毒性が強いので、作業者の健康被害

の問題がありますし、かなりすすぎをしないと、患者さまにも影響がでます。次亜塩素

酸ナトリウムは、金属腐食性がありますので、器具の劣化が懸念されます。 

 

以上より、やはり AC 滅菌が一番妥当です。半日でできますので、数がないとのこと

でしたが、数個増やされることをお勧めします。参考までに資料を添付します。 
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Q16 結核治療中患者の手術 

肺結核患者（現在は排菌なし）が手術対象の場合、手術室での対応はどのようにし

たらよいのでしょうか。 

 

 患者：70 歳 男性 

 病名：統合失調症、直腸癌 

 状況：肺結核（ガフキー7 号）にて A 病院で抗結核薬による治療開始。（4 月 9 日） 

    排菌陰性(塗抹、培養)化したため平成 22 年 7 月 13 日退院。 

    その後当院の精神科病棟に 7 月 13 日に転入院。直腸がんが見つかり手術の

対象となりました。 

    現在、結核治療としてイスコチン錠（INH）リマクタンカプセル、SM 筋注を継続 

    投与しつつ、精神科病棟（閉鎖病棟）の大部屋に入院中で病棟内では特に隔

離はしておりません。手術になれば全身麻酔で開腹手術です。 

    当院でも現在までに＜ガフキー、培養検査＞を 2 回実施して陰性でした。 

    なお、原則として結核患者は当院では手術はしていません。 

 

A16 

治療開始後 3 カ月以上経過し、転院後の塗抹(できれば 3 日間は実施すべき)およ

び培養検査も陰性であることから、手術は特別な予防策を実施せずしてよいと思われ

ます。その際、手術室の清掃なども通常の手術と同様に行えばよろしいと考えられま

す。 
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Q17 アルコール使用できない皮膚消毒方法 

アルコールが使用できない患者の皮膚消毒には何を使用したらよいでしょうか。 

 

A17 

代用薬として、着色により血管が見えにくくなることや血清カリウム値への影響など

が問題にならなければ、ポビドンヨード（イソジン®、ネグミン®など）が適しています。

その他、0.1〜0.5%クロルヘキシジン（ステリクロン®W0.1%、ヘキザック®水 W0.1%など）

が勧められます。尚、クロルヘキシジンを含浸した綿球は細菌汚染を受けやすいので、

調製後 24 時間で廃棄する必要があります。滅菌済み個包装製品の 0.025%塩化ベン

ザルコニウム綿球（ザルコニン®0.025％綿球）もあります。 
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Q18 透析時の手袋選択 

現在、透析時の穿刺時、抜針時、透析中の針先調整時は滅菌手袋を使用してお

ります。その必要性について教えてください。 

 

A18 

新・院内感染予防対策ハンドブック、南江堂、P68、2006．での記載では、穿刺時、

抜針時とも清潔な未滅菌手袋と記載してあります。したがって、滅菌でなくてもよいか

もしれません。 

その本では、穿刺時の注意事項としては、 

① 手指衛生 

② 未滅菌手袋装着し消毒など 

③ 穿刺時は、清潔な未滅菌手袋を着用 

となっていますので、いざ穿刺の際には、新しい未滅菌手袋を装着することが必須

です。 

当院では、穿刺時は滅菌手袋を装着し、抜針時、透析中の針先調整時は未滅菌

でした。 
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Q19 婦人科手術後内診時の消毒薬使用 

術前、術後 6 日目に内診を行う際、オスバン液で洗浄した後、イソジン綿球で消毒

します。効果があるのでしょうか。 

 

A19 

近の考え方で主流となってきている「創の消毒は不要で、実施するなら、洗浄」と

いう観点から言いますと、オスバン液もイソジン綿球も不要と考えます。当院の婦人科

に聞いたところ、生理食塩水で洗浄し、必要であれば、さらに何も付いていない綿球

を使用し洗うことはある」ということでした。 

以上より、消毒薬は不要と思います。以前から長くそのような方法をとっておられる

ようでしたら、指示される医師と十分話し合って、是非変更してください。 
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Q20 内視鏡検査使用薬 1 日分の作り置き 

内視鏡検査、カテーテル検査時、看護師 1 名で対応するため、朝治療が始まる前

に、その日 1 日分の薬剤を準備します（点滴やヘパリン生食）。当院の ICT より止めた

方がよいと言われましたがどこまでダメなのか、何かガイドラインのような物があれば

教えてください。 

 

A20 

INFECTION CONTROL という感染の専門誌の 2009 年 6 月号の特集「注射剤・消

毒薬の管理と感染対策」から解説します。ただし、理想的には作り置きしない方がよ

いと思います。 

 

高カロリー輸液の調剤に関するガイドライン.JJSHP.2004 の中では、「投与リスクによ

る分類」として、患者への投与形態を汚染による危険度で 3 群に分類しています。 

 

汚染リスク 1 

① 室温において保存され、調剤後 28 時間以内にすべて投与される 

② 冷蔵庫に 7 日未満保存され、24 時間以内にすべて投与される 

③ ④… 

汚染リスク 2 

① 冷蔵庫保存期間が 7 日を超える製剤、あるいは室温で保存され、調剤後 28 時間

を超えて投与される製剤 

② … 

 

上記から判断しますと、一般的に、調剤後、室温保存で 28 時間以内に使用するこ

とは許されるのではないでしょうか。日勤中に使いきるのであれば、よいと考えます。

ただし、無菌調剤を確実に行った上であるということが条件です。したがって、手指衛

生の遵守、同じ注射器で複数名の点滴を調剤しないなど、確認が必要です。 

 

カテーテル検査時に使用するヘパリンについては、当院でも朝、1 日使用分を作り

置きしています。 
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Q21 MRSA 患者部屋入り口の粘着マット 

現在、当院でも MRSA 感染者や保菌者が出てきており、隔離（コホート）をできるだ

け行っています。手袋やマスクなどの PPE と、部屋から物品や汚染物等を持ち出さな

いという事は行っていますが、実は、部屋の出入り口に消毒用のマット等を使用すべ

きか悩んでいます。粘着マットについては、細菌感染予防効果があまりないということ

ですし、精神科の患者様の特性もあり、かえって危険になることもあると考えて、使用

するのは中止しました。文献などでは、床面の細菌(MRSA)に関しては、あまり気にし

なくても良いとありましたが、精神科の患者様は、床に寝転んだり、座り込む行為も多

く、職員の靴底についた細菌が一般の廊下に付着することにより、そのような患者様

が媒介になり、交差感染するのではないかとも思ってしまいます。 

もし、有効な方法やマット等の製品がありましたら、アドバイスください。 

 

A21 

精神科の患者の特性として、部屋の床に寝ころんだとしても、部屋の出入り口に消

毒用のマットや粘着マットを敷く必要はないかと思います。医療従事者の靴の裏に付

着した MRSA が床を汚染し、そこに寝ころんだ患者の衣服に付着し、その患者が結

果的に感染に至るというより、MRSA が粘膜に直接触れるような医療従事者の医療行

為によって、保菌定着および感染が引き起こされるリスクが高まると考えます。ですか

ら、やはり、侵襲処置時（吸引手技時や、ルート類の管理）の手指衛生の徹底などが

効果的な対策です。床については、清掃で十分と考えます。当院でも小児などは、

床に座っていることが多々ありますが、特別な消毒はしていません。床の消毒や消毒

マットの設置の有効性を示した報告はないと思います。 

 

MRSA の発生状況はどの程度でしょうか？患者の背景から考えると、そんなに多く

はないように思われますが。通常の対策をとっても、MRSA が多発し、その感染経路

が床であるとアセスメントできるのではあれば、消毒マットの検討ということになるかも

しれませんが、そういった可能性は極めて低いものと考えてよいでしょう。 
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Q22 CV カテ留置部の消毒と陰部清拭タオル洗浄ボトル消毒 

CV 留置カテーテルの留置部位のケアのことです。CV 挿入時は、マキシマルバリ

アプレコーションでという、認識はしています。 

以前、インターネットで留置部位のケアを調べた時、その病院では、清潔な状態で

の、生食綿球で処置をしているとのことでした。 

しかし、やはり、健常皮膚を破綻し、カテーテルを留置しているということで、ポピヨ

ンヨード液での消毒のほうが、ベストなのでしょうか？なにか、文献があれば、教えてく

ださい。 

  そして、使用後の陰部用のタオルは、どのように扱っていますか？使用後の陰洗ボ

トルの消毒方法はどのように、されますか？ 

 

A22 

留置部のケアについてですが、現段階では、エビデンスの高いガイドラインはCDC

のガイドラインになります。そこでは、消毒となっていますから、生食のみにする場合

は、感染が起こった時に、どのように説明するかを自施設で検討した上で実施する必

要があります。確かに、生食での洗浄や清拭という病院は実在すると思いますが、エ

ビデンスがあるのは消毒となります。 

 

以下の HP に CV カテーテルの消毒 VS 消毒なしの意見交換が展開されています

ので、読んでみて下さい。 

 

http://www.wound-treatment.jp/の消毒についてという部分に、たくさん、いろいろ

載っています。正しいのか否か判断は難しいところもありますが、現在のところ皆さん

にコンセンサスが得られた考え方ではないと思います。 

 

使用後の陰部タオルの処理は、特に病棟での一時消毒などはしていません。通常

の洗濯のみです。陰洗ボトルは、当院は使用毎にベッドパンウォッシャーで熱水消毒

しています。ベッドパンウォッシャーがない場合は、次亜塩素酸ナトリウムや低レベル

消毒が必要です。それがどうしても無理な場合は、よく、洗浄するということになります

が、推奨はできません。 
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Q23 尿器の洗浄に用いる薬剤 

救命センター（ICU）で勤務しています。尿を破棄するときにはシリンダーを使用し

ていますが、現状は勤務の終了時に洗浄・乾燥させています。その洗浄時に、食器

用の中性洗剤（商品名でいうとジョイ）を使用しています。 

  

以前、当院で研究・研修を行ったスタッフがメーカーまで問い合わせをして除菌に

問題ないと返答された理由をもってそうしていますが、やはり説明があったようにサン

ポールなどの洗剤を使用した方が良いのでしょうか？ 

 

A23 

洗浄用にジョイを使用するのかサンポールを使用するのかについては、エビデンス

に基づいた明確な答えはないと思いますが、意見を述べます。 

 

考え方としては 

・ きちんとした洗浄は限りなく消毒に近づけることができるという概念から、基本は

洗浄と乾燥がきっちりできればジョイ、サンポールのどちらを使用してもよいと思

います。 

・ 洗浄を適切に行う定義としては、家庭用洗剤は医療機器には不適切という考え

方の指導者はおります。しかし実際は、家庭用洗剤を多くの病院が使用していま

す。 

・ ジョイは除菌とは記載してあるかもしれませんが消毒効果はないと思います。商

品に除菌と記載する場合、きちんとした基準がないからです。ただし、目的は洗

浄なので、家庭用洗剤に消毒効果がなくてもよいという意味ですので誤解しない

ようにすることが大切です。 

・ サンポールは酸なので、除菌と書かれた家庭用洗剤よりは消毒効果は高いと思

います。 

・ しかし、原則と立ち返ると、洗浄のみ推奨できません。ICU であれば、患者毎に

消毒しないといけません。 もリスクの高い病棟です。ガイドラインに沿って実施

すべきと考えます。瓶はそんなに高くはありません。洗浄・消毒となればいろいろ

と業務も繁雑になるかと思いますが、抗菌薬の使用が多い部署だと思いますし、

耐性菌も出やすい環境である ICU では感染対策として行うべきです。 

 

各施設で長く行われている方法を変更するのはなかなか難しいとは思いますが、

ICT や感染対策委員会でぜ是非ご検討ください。 
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Q24 C. difficile に関したコンサルト 

療養病棟に入院中で下痢を起こした患者から CD が出ました。昨日感染ラウンドで

病棟まわりをしていてたまたま結果がわかったばかりのところに遭遇して、（療養病棟

ですから薬剤は病院の持ち出しになりますし、その場合は保険も関係ないので）メトロ

ニダゾールは VCM と同等の効果で格段に安価であるからと、メトロニダゾールの使

用を推奨するコメントをカルテに記載しました。 急性期病棟に転棟という方法もあり

ますが、ちょうど満床で都合つきませんでした。主治医は製薬メーカーの学術に問い

合わせて、メトロニダゾールではなく VCM を処方しました。  

 BI/NAP1/027 に関連した重症例では VCM が推奨されているという話は知っていま

すが、海外の話ですし、この方はさほどの重症ではありません。スタッフは節約に努

力しているのにと嘆いていますが、主治医の治療方針ですし、医学的に間違ったこと

はしていませんから誰も強くは言えません。 

 また、主治医は 2 日間だけ VCM を処方してあとは経過をみてと言っているようです

が、VCM を使う必要があるのだったら細菌学的には 10 日以上使うべきだと理解して

いますがいかがでしょうか？ 

  

A24 

① 先生のご意見通り、わが国ではすでにCDADの第一選択はメトロニダゾールと決

めている先生や病院も見られます。以下にサンフォードガイドラインを示します。

ただし、現在のところ保健適応は通っていませんので、難しいところです。当院で

は倫理委員会が必要になるため、原則として使用していません。あとはご指摘の

通りやはりメトロニダゾールでカバーしきれない株もあるのでという理由も付けて

います。 

② 当該の主治医が VCM を使用したとしても、それは間違いだとは言い切れないと

思います。上記の理由です。しかしながら、諸般の事情を考慮し、貴院で倫理委

員会を実施された上で、家族の同意をとって投与されるのであればメトロニダゾ

ールを第 1 選択にされるのは適切な方法と思います。 

③ ただし当該の主治医先生が治療方法をしっかり理解されているように思えません

ので、チェックポイントを示します。 
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 まず下痢がまだ続いているかどうか？下痢が一過性であれば投与せず様子見で

も結構と思います。 

 原因となった抗菌薬投与は中止しておられるでしょうか？療養病棟なら誤嚥性肺

炎など抗菌薬投与継続の必要がある場合もあるとは思いますが、思いきれば中

止できる場合も多いと思いますが、いかがでしょうか？ 

 CD が出たというのは、トキシン A/B が陽性であったのでしょうか？トキシンが陰性

であれば治療の対象にはなりません。 

 投与すると決めたら、10 日～14 日投与が原則です。 

 VCM の投与量は通常では、0.5ｇ＝１V を蒸留水 10mL 程度に溶解し（溶かした

後も 24 時間以上安定です）、2.5mL ずつ、すなわち VCM として 0.125mg ずつ 4

回投与します。苦いので、経口投与なら単シロップを混ぜて下さい。よくある間違

いは、0.5ｇ＝１V×4 回、すなわち 1 日 2ｇを投与されてしまう先生が非常に多いこ

とです。重症例では倍量の 1 日 1ｇ程度まで増量することもありますが、通常は 1

日１V=0.5g で必要にして十分です。これであれば薬剤代も結果的にずいぶん安

くなるはずです。 

 治療の成否判定に便のトキシン A/B を用いてはいけません。くりかえし実施して

も治療の成否にかかわらずしばらくは陽性が出ます。 

 サンフォードガイドライン 2010 年版より抜粋 

表 1A 抗生物質治療の第一選択  

胃腸－胃腸炎－特異的治療－C. difficile 毒素陽性抗菌薬関連腸炎－経口

治療可能：白血球数＜15000（培養，検鏡，毒素検査の結果が得られる場合） 

経口治療可能：白血球数＜15000；血清クレアチニンの増加なし 

文献：CID 46(S1)：S32，2008 

プロバイオティクス（Lactobacillus や Saccharomyces）による C. difficile 予防に

ついては結果がまちまち（NEJM 359：1932，2008）． 

原因（菌）（通常） C. difficile 

考えられる処方 

【第一選択薬】 

メトロニダゾール500mg 経口 1 日 3 回または 250mg1 日 4 回・10～14 日 

【第二選択薬】 

VCM 125mg 経口 1 日 4 回・10～14 日 

TEIC 400mg 経口†1 日 2 回・10 日 

補足的な診断・治療法およびコメント 

可能なら抗生物質治療を中止；腸運動抑制薬は避け，水分補給，隔離． 
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近の総説では治療中の軽症患者では注意しながら腸運動抑制薬が使用で

きる場合もあるとしている（CID 48：598，2009）．しかし他の論者たちは，こうした

アプローチの安全性については十分なデータがないとしている（CID 48：606，

2009）． 

再燃率 10～20％． 

Nitazoxanide▼ 500mg 経口 1 日 2 回・7～10 日は第 III 相試験でメトロニダゾ

ール経口治療と同等（CID 43：421，2006）．  
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Q25 インフルエンザ対策 

当院の療養病棟で入院患者にインフルエンザが発生しました。迅速診断キット検

査で A 型です。病棟はすべて 3 人部屋になっており個室対応は困難です。カーテン

で仕切りサージカルマスクと手袋で対応していましたが、次の日に同室者もインフル

エンザ陽性になりました。気管切開をしていたり、寝たきりで喀痰が多かったりと、普

段から喀痰吸引を頻回に行っているような易感染患者が多く入院しております。患者

さんに反応が出る前日に職員（介護補助者）に陽性が 1 名出ております。今後院内

感染予防として、マスクは N95 マスクの対応やガウンテクニックも必要なのでしょうか。

もちろんインフル陽性者は同室ですが、他にもう 1 名同室者がおります。今現在イン

フルエンザ様症状は出ていません。易感染者が入院しているため、できるだけ当日

の担当者は 小限にして看護・介護しております。発熱の症状等の職員は勤務を控

えること、手洗い・サージカルマスクの対応でよろしいでしょうか？N95 マスクまで必要

ないでしょうか？もし使用するなら、数日着用は何日くらい継続使用 OK でしょうか？

充分な対応をしておかないと院内感染で死亡等が出ると大変なことになるのかと心配

もしながら、コスト面で無駄なことは押さえたいと考えています。 

 

A25 

1. 患者の個室対応について 

 3 人部屋で、インフルエンザ罹患患者の個室対応は困難とのことですの

で、3 人部屋でできることとしては①インフルエンザ罹患患者が完治する

までは、新たにその部屋への患者入室を制限する②患者間を 2ｍ以上

離し、患者と会話以上の行為をする場合はサージカルマスクを装着する、

などです。2 名発症しているということですが、この部屋の面会制限もし

た方がよいと考えます。 

 インフルエンザ発症患者の感染期間が終了し、潜伏期間（1～3 日）が経

過し新たな発症者がない場合は、通常通りのベッド運用を再開してよい

と考えます。 

2. マスクなどの予防策について 

 患者のケアをする医療従事者はサージカルマスクで対応し、N95 マスク

やガウンテクニックは不要です。 

 流行時期は手洗いなどの強化も必要です。 

3. インフルエンザ罹患職員の職場復帰および感染対策について 

 職場復帰は、解熱後 48 時間経過が１つの目安です。 

 発症後、3 日～7 日間ウイルス排泄すると報告されていますので、その期



69 
 

間はサージカルマスクを着用して就業して下さい。 

 インフルエンザは発症後 24 時間前より感染性がありますので、診断時に

はすでに他者へ感染させている可能性があります。できることとしては、

早期発見、早期診断、早期治療です。職員への周知徹底が必要です。 
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Q26 QFT 導入について 

少し前に当院の医事課長が結核患者発生報告の際、保健所から「結核患者の接

触者健診に QFT 導入を前向きに検討してほしい」と指導されたそうです。これまでは

それほど積極的には言われなかったのに、そのような指導を受けたということで、ICC

会議に提言してほしいと頼まれました。病院としては費用の問題もあり、消極的な姿

勢です。病院長からは他の病院の現状を調べてくれといわれ、今回質問さていただ

いている次第です。 

１年ほど前には QFT は未導入とお伺いしましたが、現在はいかがでしょうか。ちな

みに現在当院には常勤の呼吸器内科医師はいません。少し前の接触者健診では、

レントゲンチェックで引っかかった職員に念のため QFT を実施したら陽性となりました。

当然ベースラインは取ってないので今回の接触での感染かどうかはわかりません。 

  QFT は感度が高く有用だとは思うのですが、費用の問題、ベースラインの問題、外

注の検査ゆえに検体提出のタイミングや手順を統一・徹底できるかなど、導入には多

くの課題があります。 

  

A26 

QFT はご存じの通り、①BCG の影響を受けにくい②ブースター現象は起こさない

③24 時間程度で判定可能などの長所がある一方、検査費用はツ反と比較すると高

価（5000 円～10000 円？）というものです。ただし、 近の感染と過去の感染を判別

できないため、陽性時の判断は慎重に行う必要があります。結論から言いますと、接

触者検診では、QFT は必須の検査になってきていると考えます。すでに多くの病院

が実施していますし、すべきということです。 

  

どこまで実施するかというと、日本結核病学会予防委員会は、新採用職員検診とし

て QFT を実施し、ベースラインとすることを推奨しています。しかし、検査費用の問題

から、一律に実施しているところは少数です。しかし、自分の知る限り、徐々に実施す

る施設が増えています。それらは、比較的規模の大きな病院が多いので、費用もそ

れなりに捻出できるのだと思いますが、実際の導入されている方達の話では、ベース

ラインが陽性と出た場合の取り扱いが難しいと言っています。 

  

一律に実施しない場合の方法としては、活動性結核患者が発生した場合、2 週間

以内に濃厚接触者の QFT を実施しベースラインとし、判定が陰性の場合、改めて 3

カ月後に接触者検診の QFT を実施します。もう少し省略した方法では、3 カ月後の接

触者検診のみ QFT を実施します。当院は現時点では、3 カ月後のみ QFT を実施し



71 
 

ています。昨年、国立大学の協議会の看護師部会でこの話題が取り上げられ、各施

設どうしているかといことでは、接触直後と 3 カ月後に QFT 実施が多かったと思いま

す。貴院での検討の際、費用のことが問題と記載してありましたが、年に何人くらい接

触者が発生するかはわかりませんが、これくらいの費用は、財政圧迫するほどでもな

いと思うのですがいかがでしょうか？また感染者を見逃し、結果的に発症者が出れば、

病院としてはそれこそ検査費用とは比べ物にならないくらいの大損害が出てしまいま

す。保険としてはさほど高いものではないという考え方は十分成り立つと思います。 

  

【以下は ICD 補足説明】 

 追加資料として、近日公表される国立大学附属病院感染対策協議会ガイドライン

の改訂版の抜粋を以下に示します。世の中の趨勢は QFT 推奨です。とくに第 3 世代

が出て、より精度がアップし、検査手技もやや簡便化していますので、追い風と思い

ます。 

  
★★★ 
4.1.2 QFT 検査 

① 新採用職員（医師、看護師、助産師、薬剤師、放射線技師、診療検査技師、

理学療法士等、患者と直接接し診療行為を行う職種）には、ツ反の代わりに QFT

検査を実施し、ベースラインとなる IFN-γ値を把握すること推奨する。(BⅢ) 

② 結核症患者を診療する可能性が高い部署の医療従事者には、1 年に 1 回、定

期的に QFT 検査を実施することを推奨する。(BⅢ) 

③ 活動性肺結核症患者と接触のあった医療従事者には、定期外検診（結核菌感

染の診断のための接触者検診）として、最終接触から 10〜12 週間後に QFT 検

査を実施する（ベースラインがない場合は曝露直後にも QFT 検査を実施する）。

(AⅢ) 

④ 結果が「陽性」の者には肺結核症等についての精査を行い、発病が否定され

れば潜在性結核感染症と診断し、INH による治療を行うことを検討する。(AⅡ) 

⑤ 最終接触から 10〜12 週間後の QFT 検査で「判定保留」の者は、1 カ月間後

に改めて QFT 検査を実施することを考慮する。(CⅢ) 

【解説】 

 日本結核病学会・予防委員会の「クォンティフェロン TB-2G の使用指針」の記載を

参考とする 37)。しかし、この指針が発表されたのは 2006 年であり、その後 QFT 検査

はクォンティフェロン TB-2G から第 3 世代 QFT 検査であるクォンティフェロン TB ゴー

ルドへ発展した。また、このガイドラインは国立大学附属病院感染対策協議会のも

ので、特定機能病院で利用されることを念頭においている。すなわち、移植医療など
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に代表される高度先進医療を担っていたり、がん診療連携拠点病院となっていたり、

免疫能が低下した患者の診療にあたっていたりしていることを考慮した。 

 医療機関で勤務する医療従事者は、結核菌感染のリスクが高い。女性看護師は、

一般の同世代女性と比べて約 4 倍の結核罹患率である 38)。また、ひとたび結核症を

発病すると、他者へ感染を及ぼす可能性も高く、一般の人より高い健康管理が求め

られる職種である。国立大学附属病院感染協議会のガイドラインでは、新採用時に

QFT 検査を実施し、記録に残すことを推奨する。QFT 検査は費用のかかる検査であ

る。しかし、先述のように特定機能病院は、よりレベルの高い職員の感染管理を行う

ことが求められることを考慮した。 

 QFT 検査が実際に利用される場面として、医療従事者の健康管理や定期外検診

（結核菌感染の診断のための接触者検診）がある。日本結核病学会・予防委員会の

「クォンティフェロン TB-2G の使用指針」でも、ツ反に代わって、QFT 検査を実施する

ことを推奨している 37)。QFT 検査は、最近の結核菌感染だけを検出するものではな

い。図 1 は結核研究所結核疫学情報センターのデータを元に作成した 2010 年の推

定結核既感染率である。各世代で異なるが、ある程度の割合で結核既感染者が存

在する。既感染者であるのか、診療行為中に結核菌に感染したのかということは、

医療従事者の健康を考える上でも、病院の感染管理体制を検討する上でも重要で

あり、努めて QFT 検査のベースラインを記録するべきである。 

 新採用職員（医師、看護師、助産師、薬剤師、放射線技師、診療検査技師、理学

療法士等、患者と直接接し診療行為を行う職種）には QFT 検査を実施し、ベースラ

インとなる IFN-γ 値を把握することが望ましい（毎年、結核症患者の届出がある病院

では、とくに推奨する）。結核病棟や救急部門など、結核症に曝露するリスクが高い

部署の医療従事者には、1 年に 1 回、定期的に QFT 検査を実施する。これら以外の

医療従事者には、定期的に QFT 検査を実施することを推奨しない。医療従事者の

健康を確保し、結核症の医療関連感染を予防する手段として、1) 定期健康診断で

の胸部レントゲン撮影を必ず実施することの徹底、2) 活動性肺結核症患者と接触

があった場合や原因のわからない咳・痰が 2 週間以上持続する場合は、病院の健

康管理担当者もしくは感染管理担当者に申告すること、3) 結核症患者が発生した

場合、病院の管理者および感染管理担当者は、定期外検診が円滑に実施できるよ

う協力することなどが挙げられる。 

 QFT 検査を使用した定期外検診の手順を図 2 に示す 39)。活動性肺結核症患者と

接触のあった医療従事者には、定期外検診として、曝露直後（曝露時点での医療従

事者のベースラインの IFN-γ値となる）と最終接触から 10〜12 週間後に QFT 検査を

実施する。結果が「陽性」の者には活動性肺結核症等についての精査を行い、発病

が否定されれば潜在性結核感染症と診断し、INHによる治療を行うことを検討する。

なお、成人では、結果が「陽性」であっても最近の感染とはいえない可能性があり 40)、
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潜在性結核感染症に関する解釈は慎重に行う。最終接触から 10〜12 週間後に

QFT 検査で「判定保留」の者は、1 カ月間後に改めて QFT 検査を実施する。これは、

日本結核病学会の指針には記載されていないが、医療従事者の結核菌感染の診

断は慎重であるべきものと考えるからである。 

 QFT 検査の重要な役割は、潜在性結核感染症者を発見することといえる。以前は、

「化学予防を行い、結核発症を予防する」という言い方をしたが、「潜在性結核感染

症は積極的に治療する」と考え方に変わったことにも注目して欲しい。 
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Q27 点滴プライミングのタイミング 

現在、私の勤める病院では、ミキシングの後ルートへのプライミングを先端まで行い

患者さんのところへ運んでいます。 

プライミング後、すぐ投与できない時があるためですが、先端部分からの液だれで

菌の繁殖があるのではと指摘を受け、プライミングを接続直前患者のベッドサイドで

行ってはという意見がでました。 

しかし、スタッフから実際どれくらいで菌が繁殖するものなのか、ベッドサイドは逆に

不潔な気がするなど意見が聞かれ質問にたいしてエビデンスがはっきりしないため、

どう対処するべきかが、分かりません。 

 ・プライミングのタイミングと、それに対するエビデンスがあれば、教えてください。 

・参考資料などがあれば、紹介してください 

  

A27 

点滴のプライミングのタイミングについては、残念ながら、明確なエビデンスはあり

ません。直前に実施した方が感染率低下が得られるというデータが出せない以上、

特別な記載が出ることはないでしょう。記載するまでもなく、汚染しないようにすること

は常識という捉え方かと思います。 

 

できるだけ、接続直前にプライミングした方がベストではあると思いますが、大切な

ことは、「①汚染された手指で接触しない」「②液だれしている部分とテーブルなどが

接触しない」などに気を付け、ルート内に微生物が侵入しないようにすることだと考え

ます。ベッドサイドでできれば、②は防ぐことができるかもしれませんが、あらかじめ事

前にプライミングしても汚染はないかもしれません。参考までに、当院では、ベッドサ

イドでプライミングはしていません。事前にナースステーションで実施しています。 

 

実際に、プライミングをして、汚染されそうな状況がどのようにあるのでしょうか？そ

のあたりの手技の確認を行って改善できないようであれば、ベッドサイドでという提案

もあるかもしれません。 
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