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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

おります。特に今年度は、新型インフルエンザが日本を含め世界的に大流行の

状態となりました。岐阜県においても、非常に多数の患者さんが外来受診をさ

れ、500 人以上の方が入院治療を受けられました。それぞれの医療機関で外来・

入院診療を実施いただく中で、院内感染対策にも今まで以上に細心の注意を払

っていただいたものと拝察し、これまでの関係者の皆様のご努力に対し、心よ

り感謝申し上げます。 
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２１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、新型インフルエンザや肝炎など個別の病原体への対応のほか、医療手技上

の問題点、器材等の使用・消毒方法、環境整備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・

文献や図表等も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。  
最後になりましたが、本事業に全面的に御協力いただきました岐阜大学医学

部附属病院長の森脇久隆教授様、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 22 年 3 月 
岐阜県健康福祉部医療技監 平山宏史 
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Q1 FLU 欠席期間 

当市におきましては未だにインフルエンザがかなりの流行を示しております。これに

つきまして会員から問い合わせがあり、簡単には回答を出せないことでありましたので、

貴会としてのご意見をいただけたら幸いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 問題はインフルエンザ感染症において、学童に対して出席停止を解除することにつ

いてその判断をいつ頃どのような根拠で行ったらよいかということです。もちろんインフ

ルエンザは、学校保健法第二種の感染症で、解熱した後２日を経過するまで幼稚園・

保育園や学校では、出席が停止になりその後の出席は認められるのが通例です。し

かしご承知のごとくタミフル、リレンザなどの使用により解熱が早くなる傾向があり、発症

３日目にはすでに解熱後２日を経過してしまい担当医師が家族から登園、登校許可を

求められるということはよく経験することです。 

しかしその時期にはまだウィルスの排泄がかなりあるだろうとする意見もあるように聞

き及びます。学校によってはタミフル、リレンザ服薬中は出席を認めないとしているとこ

ろもあるようですが、学校保健法の立場とどちらをとるか、家族とトラブルになることも考

えられます。 

このような場合どのような対応をしたらよいかにつき、小児科医会などご専門の意見

を教えていただけましたら幸いと思います。 

 

A1 

 現場での実情を反映した質問だと思います。 

 まず、学校保健法は法律ですので、その文言に従えば、抗インフルエンザ薬使用の

有無にかかわらず、解熱後 2 日間は出席停止ということでよろしいと思います。 

 典型的なインフルエンザの臨床経過は自然経過で見れば有熱期間は 5 日間程度、

その後 2 日出席停止すれば、結果的には約 7 日間欠席となります。発症から 7 日間で

他人に感染させる力は失われるという事実から、このような対応になっていると思われ

ます。 

 一方、抗インフルエンザ薬を用いれば、うまくすれば発症翌朝までにはすっかり解熱

する場合もあります。確かにこのような臨床経過の方でも、数日後あるいは 1 週間後に

もウイルス排泄が持続しうるというデータはありますが、実際にそのタイミングで他人へ

の感染力が持続するか否かのデータはないと思います。 

 個人的な考えですが、解熱が得られるということは、生きたウイルスの量はゼロではな

いにせよ、極めて減少した状態になるということと思いますので、たとえ PCR などでウイ

ルス排泄の持続が確認できたとしても、感染性は極めて低い状態にはなっているもの

と推察しています。 

 以上を踏まえたうえでの判断として、冒頭に述べましたように、学校保健法の文言を

そのまま採用して、「解熱後 2 日以上経過すれば登校可能」と判断されるのが妥当で
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はないかと思います。ただし、確かに発症後 1 週間程度はウイルス排泄が持続しうるた

め、抗インフルエンザ薬使用の有無にかかわらず、登校許可の条件として、発症から

少なくとも 7 日間は学校内でマスク常用を指示していくことを提案します。咳などの症

状がそれ以上の期間継続するようでしたら、その間はマスクの着用を続けるよう指導す

べきと思います。 

 以下のまとめを参考にしてください。 

 

  

Gifu University Hospital

CNI

①自然経過でみて数日間発熱が持続しても，早期に抗ノイラミニダーゼ阻害薬
を使用し解熱したとしても，いずれも約7日間はウイルスを排泄しうる

②抗ノイラミニダーゼ阻害薬の解熱効果は素晴らしいが，その後の咳や上気
道炎症状を抑える効果はあまりないため，残存ウイルスは飛沫感染しうる

③発熱中はウイルス排泄も多いため仕事や学校は休み，自宅安静とする

④家族の感染対策は患者との接触を極力避け，1～2ｍ以内で接触する場合
は患者または家族，あるいは両者がマスクを着用することがもっとも大切で
，手洗い，うがいも重要

⑤解熱後は食欲も増し，仕事や学校に復帰できるような体調になることが多い
が，①，②の理由で感染対策上注意が必要

⑥解熱後の職場復帰や登校許可には，残存したウイルスの咳による飛沫感染
防止のため，発症後7日間のマスク常時着用を条件としなければならない

⑦咳が長引く場合は，発症後7日を過ぎていてもマスクの着用をすべき

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ罹患後の注意＜感染対策＞

 
 

Gifu University Hospital

CNI

学校でのｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対策
(1)流行ｼｰｽﾞﾝの予防対策

「手洗い」「マスク」「うがい」「ワクチン」

「流行情報収集」「流行時は外出を控える」等

(2)職場で発生したら
「まずは帰宅、自宅安静」「即、医療機関で診断、治療受ける」

「発生情報共有を忘れずに」(潜伏期間＝1～3日；非常に短い)

(3)登校後の対応
「解熱後2日経過したら登校可能」「ただし最低7日間はマスクを常用」

(4)新型インフルエンザ発生に備えて
「普段から日用品の備蓄(地震や災害にも対応)」
「マスクも準備」

(5)注意：「インフルエンザは人類最大の致死的感染症!!!」
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Q2 新型インフルエンザ対策 (pdm(H1N1)2009 出現前) 

抗イ薬および PPE 備蓄の考え方 

 

現在、当院において「新型インフルエンザ行動計画」を作成しております。そこで、

抗インフルエンザ薬や PPE の備蓄について、どの程度行っておけばいいのか見当が

つかず困っております。県の行動計画によると県民の 8.3％を備蓄目標になっていま

すが、医療機関としてはどのように考えたらいいのか教えてください。 

 

A2 

 まず、「行動計画」は国や県が策定しているものなので、各医療機関では「マニュア

ル」という形で作成されたほうが、社会的にも評価されると思います。 

① 抗インフルエンザ薬 

・まず県の備蓄は県民の 45％です（別添の 新の行動計画をご覧ください。国の行

動計画も H21 年 2 月に 新のものに改訂になっています。8.3％という数字がどこ

から出てきたかわかりませんが、45％です）。従って少なくとも 90 万人以上になり

ます。それを用い、流行状況を勘案し、医療機関（感染症指定医療機関が優先と

なります）の発注状況を流通業者と連携しあいながら適宜備蓄分を市場に流通さ

せるということになります。したがって、ほぼ十分な量が確保できていることは確か

です。 

  ・ただし、各医療機関がどの程度備蓄するかは規定されていません。考え方として

は、普段の通常在庫分＋職員人数の予防投与（治療量の半分量を 7－10 日分）

可能な分を加えて在庫とされることはひとつの考え方かもしれません。そうしてお

けば県の備蓄分も流れてくるまでの当座の患者対応用にもなるでしょう。 

② PPE 

・感染症指定医療機関でない医療施設が新型インフルエンザ対応をする場合は、

人工呼吸管理をしなければならない肺炎や重症患者に、それぞれ対応することは

想定しなくてよいように思います。したがって、外来診療を安全に行うためには、と

にかくサージカルマスクと未滅菌手袋、ゴーグルなどをできる限り多く持っておくの

が現実的です。 

・PPE 必要数計算ソフトを住友 3M 社が提案しておりますので、担当者に連絡して

必要数を出してみるというのはどうでしょうか。 

・鳥インフルエンザの場合の次頁の図にもありますように、Full Barrier Precaution

は貴院も県に要望された（無料）と思いますが、その数で必要十分と思います。 
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Gifu University Hospital

CNI

医療施設における鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA/H5N1感染対策(WHO,2007)

患者

急性呼吸器症状でﾄﾘｱｰｼﾞ

曝露歴の聴取

H5N1検査(検体採取)

H5N1が確定した患者

小児≦12歳

発症から21日間継続

入院治療

成人＞12歳

解熱から7日間継続

標準予防策＋飛沫予防策

ｽﾀｯﾌはｻｰｼﾞｶﾙﾏｽｸとｺﾞｰｸﾞﾙ
患者にｻｰｼﾞｶﾙﾏｽｸ
可能なら患者は離れた場所に誘導
(Seasonal Influenzaと同じ)

Full Barrier Precaution

可能なら陰圧個室
あるいはｺﾎｰﾄ
ｽﾀｯﾌはﾊﾞﾘｱﾌﾟﾘｺｰｼｮﾝ
(手袋,ｶﾞｳﾝ,ｺﾞｰｸﾞﾙ,ﾏｽｸ)
(ｴｱﾛｿﾞﾙ発生時はN95ﾏｽｸ)
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Q3 HB ワクチン対象者血清検査判断基準 

 

HB ワクチンの職員接種の基準ですが、再接種の場合は、抗体価で対象をしぼって

いますか？その基準を教えてください。＜30 だと対象者が増えてしまうので、＜10 にし

たいのですが、大学ではどのように判断されていますか？ 

 

A3 

① HB ワクチンを一度も接種していない者について 

CDC でも国立大学附属病院感染対策協議会のガイドラインでも、またもちろん当

院の基準でも、いずれも HBs 抗原陰性で、なおかつ HBs 抗体＜10mIU/mＬの者が

対象となります。＜30 という基準は聞いたことがありません。１シリーズ 3 回接種の既

往が明らかではなく、この対象となった職員には、全員接種を完遂するようにしなけ

ればなりません。 

 

② HB ワクチンを過去に 1 シリーズ（3 回）接種したが HBs 抗体陽転しなかった者 

もう１シリーズ接種すると陽転化するチャンスがあります。初回シリーズ接種の際も

同様ですが、接種のスケジュール（1 回目、4 週間後に 2 回目、その 20 週間後に 3

回目）を厳密に守ったほうが抗体獲得率は高くなります。 

 

③ HB ワクチンを過去に 2 シリーズ以上接種したが HBs 抗体陽転化しなかった者 

残念ながら、これ以上のワクチン接種をするメリットはなく、そのような者は

「Non-Responder」と認識してもらって、個人予防具や安全機材を適切に使用するな

どで血液・体液曝露事故を予防するとともに、もし不幸にも曝露を受けた場合は、48

時間以内にガンマグロブリンを投与し、1 ヵ月後、2 ヵ月後にもガンマグロブリンを追

加すれば発症はしません。 

 

④ 過去に HB ワクチン接種によって、HBs 抗体陽転化した者 

約半数は 7 年以内に HBs 抗体＜10mIU/mL（陰性化）してしまいますが、これら

の陰性化した者に対して、原則として再接種の必要はないとされています。30 年以

上にわたるエスキモーの経過観察にて、再接種しなくても発症はしない、すなわち

実際に過去に感染した者はもちろんのこと、ワクチン接種により、過去にHBs抗体が

陽転化した者は、一生 B 型肝炎は発症しないということです。 

したがって、過去に抗体陽転化した職員の血液検査も不要ということにはります

が、私自身の考え方として、医療機関での針刺し事故など、ウイルス曝露量が多い
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環境でもはたしてそうであるか否かは不安なところがわずかながらあります。また、過

去に確実にワクチン接種を１シリーズ（3 回）実施した上で、HBs 抗体陽転化している

ことが正確に分からない職員もいますので、実際に当院では毎年職員全員に HBs

抗体検査を実施し、上記＜10mIU/mL の陰性結果が得られた者には、ブースターと

して 1 回のみ再接種を実施しています。ただし、このことを職員に周知するにもかか

わらず、再接種を希望しない、あるいは再接種のチャンスを逃した者は、再度呼び

かけてまで接種完了しなければならないことはないと思いますので、そのような場合

は次年度の血液検査の結果でまた呼びかけるように、すなわち 1 年に 1 回のみ再接

種の段取りをし、漏れてしまった職員があっても問題はほとんどないと考えていま

す。 

 

⑤ 以下の資料を参考にしてください。 

 

(a)2009 年 5 月 25 日発表： 

「日本環境感染学会院内感染対策のためのワクチンガイドライン 第 1 版」 

http://www.kankyokansen.org/other/vacguide.pdf 

 

(b)2004 年 1 月発刊： 

「国立大学医学部附属病院感染対策協議会病院感染対策ガイドライン(第２版）) 

http://kansen.med.nagoya-u.ac.jp/general/gl2/gl2.html 
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Q4 感染対策全般に対する問い合わせ 

 
透析の穿刺時の消毒方法について質問します。 
1. 現在は穿刺前に、イソジン消毒で皮膚が荒れない患者は全員イソジン、ハ

イポを行い、穿刺しています。イソジンで皮膚が荒れた人は、酒精綿（ア

ルウェッテイ One エタノール 80％）で消毒し穿刺していますが全員、酒

精綿（アルウェッテイ One エタノール 80％）ではいけないでしょうか？ 
2.  穿刺時、清潔手袋を使用していますが普通の手袋ではいけませんか？ 

 

A4 

 

①� 穿刺部の消毒について 
「感染と消毒」という HP に記載されていた Q＆A は以下です。結論から

言えば、アルコールでも問題ないと思います。 
透析穿刺時の皮膚消毒法は、注射部位やカテーテル刺入部位の皮膚消毒法

に準じます。すなわち、アカなどの汚れを洗浄した後に、消毒を行います。

用いる消毒薬は、ポビドンヨード（イソジン R、ネグミン R など）、63％エ

タノール含有のポビドンヨード（イソジン R フィールド、ポピヨドン R フィ

ールドなど）、アルコール（消毒用エタノール、70％イソプロパノール）、0.1

～0.5％クロルヘキシジン（マスキン R 水 0.5％、ステリクロン RW0.5％など）、

および 0.5％クロルヘキシジンアルコール（マスキン R エタノール、ステリ

クロン R エタノールなど）などです。いずれの消毒薬を用いても差し支えな

いでしょう（*1－9）。 
これらの 6 種類の消毒薬のうち、ポビドンヨードは消毒部位がよく分かる

といった利点があり、汎用されています。ただし、本薬は速効性ではないの

で、塗布後に１～２分間放置しておくのが望ましいでしょう。 
63％エタノール含有のポビドンヨードは、ポビドンヨードに比べてより強

い殺菌効果と速やかな乾燥化が期待できます。 
アルコールはポビドンヨードとともに汎用されています。本薬は殺菌効果

の発現がポビドンヨードに比べて速やかで、かつ速乾性です。 
一方、クロルヘキシジンでは、グラム陽性球菌に対する優れた抗菌効果と、

本薬の皮膚吸着による抗菌力の持続効果が期待できます。 
また、0.5％クロルヘキシジンアルコールは、クロルヘキシジンの効果に加

えて、アルコールの速やかな殺菌効果が期待できます。 
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なお、63％エタノール含有のポビドンヨード、アルコールおよび 0.5％ク

ロルヘキシジンアルコールでは引火性に対する注意が必要です。 

 
  参考文献 
1.. Garland JS et al:Comparison of 10% povi-done-iodine and 0.5% 

chlorhexidine gluconate for the prevention of peripheral intravenouscatheter 

colonization in neonates:a prospective trial,Pediatr Dis J14,510-516,1995. 

    2.. Humar A et al:Prospective randomized trial of 10% povidoneiodine 

versus 0.5% tinctu-re of chlorhexidine as cutaneous antisepsis for 

parevention of central venous catheter infection,Clin Infect 

Dis31,1001-1007,2000. 

    3.. Traore O et al:Comparison of in-vivo antibavterial activity of two 

skin disinfection procedures for insertion of peripheral catheters:povidone 

iodine versus chlorhexidine,J Hosp Infect44,147-150,2000. 

    4.. Maki DG et al:Prospective randomised trial of 

povidone-iodine,alcohol,and chlorhexidine for prevention of infection 

associated with central venous and arterial 

catheters,Lancet338,339-348,1991. . 

    5.. Mimoz O et al:Prospective,randomized trial of two antiseptic 

solutions for prevention of central venous or arterial catheter colonization 

and infection in intensive care unit patients,Crit Care 

Med24,1818-1823,1996. 

    6.. Clemence MA et al:Central venous catheter practices:results of a 

survey,Am J Infect Control23,5-12,1995. 

    7.. Elliott TS et al:Guidelines for good practice in central venous 

catheterization,J Hosp Infect 28,163-176,1994. 

    8.. 水口 潤：シャント感染こうすれば防げる！ 透析ケア 8，22-26，

2002. 

    9.. 田中恵梨子、他：穿刺部位の消毒方法。透析ケア 12，230-231，2006. 
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②� 穿刺部の消毒について 

 

新・院内感染予防対策ハンドブック 編集：国立病院機構大阪医療センタ

ー感染予防対策委員会・ICHG 研究会 南江堂 ｐ68 では、 

 

穿刺の手順 

(a) 衛生学的手洗いをする。 

(b) 未滅菌手袋とプラスチックエプロンを着用する。血液の飛散が予測

される場合はゴーグル、サージカルマスクを着用する。 

(c) 腕の広い範囲を 10％ポビドンヨード液で消毒する。 

(d) 穿刺時は清潔な未滅菌手袋を着用する。 

 

と記載されています。したがって、清潔な未滅菌手袋でよいと考えます。 
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Q5 口腔ケアと挿管チューブ固定絆創膏の交換頻度 

 
VAP に関連したケアについて（ICU に勤めております。） 
 

今、マウスケアは 3 回/日行っておりますが、その時挿管チューブのテープ交換も行

っています。しかし、テープによる表皮剥離がある患者さんのみ、1 回/日のテープ交換

にしています。一昨年、このテープ交換のトラブルを改善したいと研究を行ったスタッ

フもいます。張り方、はがし方の統一、皮膜材の使用といったことで改善がありましたが、

満足するところまではいっておらず、全ての挿管患者さんのテープ交換を 1 回/日にし

たいという思いがスタッフの中から出てきています。 
自分はリンクナースとして、『テープ交換をしなくても、口腔ケアの質がおちないか

⇒VAP リスクとならないか』ということを調べることになり、自分なりに調査はしましたが、

皮膚ケアの分野では、テープは 1 回/日といわれてきていることがわかりました。また、

感染や呼吸器ケアの分野では VAP 予防の 1 つとして口腔ケアは必要ということはわか

りました。 
では、どういうやり方が正しい口腔ケアだろうと嚥下摂食の分野からみるとやり方とし

て載っているのはテープ交換を含む方法になります。また、頻度はというと、1 回から 4
回以上とばらばらです。 

結局、4 回と言っているところは 4 回もテープを交換するのだろうか？～というところ

まできましたが、自分の中でまだ納得できていません。 
考え方の方向がまちがっているのか、情報が不足しているのか、アドバイスをよろし

くお願いします。 

 

A5 

  

以下は、皮膚排泄認定看護師と重症集中ケア認定看護師からの皮膚の管理と口腔

ケアについての見解です。 

  

（皮膚排泄ケア認定看護師より） 

 

・ スキンケアの視点からは、テープ交換は 1 日 1 回を目安にすべきと考えます。なぜ

ならば、この場合の固定される絆創膏は、粘着も決してマイルドなものが使用され

ているわけでもないので、1 日３～数回の交換は、剥離刺激がかかりすぎると思わ

れます。 

・ 口腔ケアによって、剥がさないといけないのであれば、極力剥がさないような固定

の仕方、もしくは緩んだ口の近くのみの交換、なるべくはがれない口腔ケアの仕方

など工夫が必要と思います。皮膜材のほかには、デユオアクテイブ CGF を土台と
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して貼付し、これは交換せず、テープのみ交換していく（デユオアクテイブは緩ん

できたら交換）という方法もあります。 

・ また剥がし方にも注意する必要があり、かならずサニーナか剥離材を使用するな

どの工夫が必要と思われます。 

・ テープの種類もいろいろあるとおもいます。 

・ 基本的には、必要な口腔ケアは、実施されるべきと考えます。 

  

（重症集中ケア認定看護師より） 

  

・ 口腔ケアは通常、口腔内の細菌数の増殖状況からも 4 時間～8 時間毎には必要

といわれています。（回数、時間にまだエビデンスがないです。） 

・ ただし、毎回同じような口腔ケアが必要であるかというと、現在では、1 日 1 回、徹

底的な口腔ケアができるのであれば、それ以外では、ケア内容を簡略化したもの

でも OK と考えられていることが多くなりました。 

・ 1 日 1 回の徹底したケアとは、挿管チューブの固定を外し、口腔内をオープンにし

た状態でプラークフリーを目指したケアを行なうことです。歯牙のある患者さんの

場合、必ずブラッシング（できれば歯間ブラシも用いて）し、流水を用いた洗浄する

こと等です。そして、必ず保湿をすること、これは、次の口腔ケアを簡略化するた

めにも必要です（3M のジェルなどを使用）。 

・ チューブの固定方法も、抜けない固定が重要ではありますが、口腔内が見えない

ほどテープを巻くのは過剰である気がしますし、バイドブロックを併用しているので

あれば、チューブとバイドブロックを一緒に巻きつける固定はお勧めしません（舌

でバイドブロックを押し出すと、チューブが一緒に抜けてしまう恐れがあるため）。 

 

以上を参考にして、スタッフのコンセンサスが得られる案を検討されてはいかがでし

ょうか。感染対策上は、VAP サーベイを実施、感染率の評価をしながら、口腔ケアに

問題があれば、改善ということになります。 
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Q6 高齢者施設利用者のツ反 

 
介護福祉施設および介護保健施設への入職者または新規利用者に対して、ツ

ベルクリン検査を必ず実施する必要があるのでしょうか？現在は実施をしてい

ますが、当施設の看護師より問い合わせがありました。 

 

A6 

  

この件に関しては、過去の Q&A で主に職員に対する必要性（＝不必要性）につい

て回答してありますが、今回の施設利用者にとっても同じことが言えます。すなわち、

ツベルクリン反応は BCG接種を広く実施しているわが国において、実施の有用性はご

く限られています。すなわち、他人に感染性のある結核か否かを鑑別することはツベ

ルクリン反応検査ではできないため、一律に入所時や新規利用時に実施するべきで

はないと言えます。理由は以下の通りです。 

  

① 結核に現在感染、過去の感染で現在は感染性のない、陳旧性のもの、BCG 接種、

非結核性抗酸菌症（NTM 症）のいずれでも陽性になること。 

② 既感染者や BCG 既接種者においては、ツベルクリン反応は繰り返し実施すれば、

次第に反応が増強することがある（ブースター効果）ので、結果の数値（発赤径や

硬結径など）の絶対値で結果を判断できない。（絶対値が高ければ高いほど、疑

いが強いわけではない） 

③ ツベルクリン反応の皮内注射は、意外に難しく、術者の技術によって結果が左右

される場合がある。 

  

一方、クォンティフェロン検査（QFT）は BCG や非結核性抗酸菌症では陽性になら

ないものの、現在排菌性であるか否かは鑑別できませんし、現在実施されているキット

は安定性に問題があり、さらにコストも高いことがあり、こちらも一律に実施することに問

題はあります。 

  

要するに、施設利用にあたって、その患者が現在排菌性肺結核や喉頭・気管・気管

支結核を持っているか否かが施設管理上 大の注意点ですので、これらをスクリーニ

ングするために行うことは以下の通りです。 
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① 入所時や施設利用開始時に、全員の胸部 X-P 検査を行う。（呼吸器専門医と連

携して、必ず専門家による読影診断を行う。） 

② 自覚症状の有無のチェック：咳、痰、血痰、微熱や発熱、体重減少など。 

③ ①または②、あるいは両方の異常所見がある方は、利用を控えていただき、呼吸

器科を紹介して施設利用可能か否かの診断をもらってから利用してもらう。 

④ 胸部 X-P 検査は自覚症状が発現すればその都度、自覚症状がなくても 低でも

半年に１回程度は実施すべきである。 

  

繰り返しますが、入所時にツベルクリン反応を行っても、入所の可否を判定できる医

療従事者はひとりもいないので、やっても意味がないというのが結論となります。 

  

なお、当院では職員も入院時も特別な理由(気付かれないままに感染予防策を取っ

ていなかった状態で、排菌性肺結核を診療継続してしまった場合の接触者検診）がな

い限り、ツベルクリン反応は実施していません。 
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Q7 HCV 暴露事故後の対応 

 

針刺し事故対策後の対応について 

 

現在当院のマニュアルでは、HCVAb（＋）患者に対しスタッフが針刺し事故を起こし

た場合、対象スタッフが HCVAb（－）であれば 

  直後に採血（検査項目 ALT AST LDH T-Bil ALP HCVAb） 

  ６ヶ月目まで毎月 上記と同様検査を実施 

  ９ヶ月目に再度上記検査を実施 

HCVAb が陽性化すればその時点で治療開始 

  ９ヶ月目に HCVAb の陽性転化が無く、肝機能障害の所見も無ければ終了 

としています。 

今後マニュアルを見直すにあたり患者が HCVAb（＋）であった場合、患者に同意が

得られれば HCV-RNA 定量（RT-PCR）を追加検査し、PCR で HCV が検出されなかっ

た場合にはスタッフの検査は中止とし、経過観察とする。と変更したいと考えますが、

いかがでしょうか？  

 

A7 

 

ご提案も一つの考え方として正しくないわけではありませんが、以下の点で現行の

方法にとどめられたほうがよいと判断します。なお、採血は 1 か月毎のフォローはベスト

ですが、潜伏期を考えれば毎月は 3 か月目まででもよいと思います。ちなみに当院で

は現在は 1，3，6～7 ヶ月目に採血し治癒判定しています。 

 

① HCV-RNA の検査感度はずいぶん改善されているものの、測定限界があるため、

HCV-RNA 陰性であれば絶対 HCV が存在しないことの証明にならないこと。要す

るに HCV-RNA が陽性であれば必ず生きた HCV は存在することの証明ができま

すが、逆に陰性であっても生きた HCV がごくごく少量存在する場合があり、HCV

が存在しないことを証明できません。 

② HCV-RNA はコストがかかりますし、院内でできないなど事務的にも少し煩雑で

す。 

③ HCV-RNA 抗体価が 10 以下であればおそらく HCV-RNA も陰性に出ることが多い

ですから、HCV-RNA を測定しなくてもおよその判断はできます。ただしこの場合
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①のように、HCV 抗体価の絶対値でその後の経過観察採血計画を変えることはあ

りません。 

④ 以下に当院のガイドラインの抜粋および経過観察個人票をお示ししますので、参

考にしてください。 

 

４．２ HCV 

 

① 時間内の対応 

ａ．問診後，まず受傷者の HCV 抗体および AST, ALT, ALP, LAP, γ-GTP を大

至急検査（オーダ時コメントで「針刺し血清保存」と入力）すべく採血する。 

 

ｂ．以後は採血検査（HCV 抗体および AST, ALT, ALP, LAP, γ-GTP（すべて

院内検査））にて経過観察する。（1,3,6,および 9 ヶ月後に採血）採血は交付

された診療計画票に基づき、受傷者自身が担当医に「HCV 針刺し○ヶ月後

の採血」と依頼する。結果は医師・看護師の場合は自己管理し，異常があれ

ばすぐに担当医に連絡すること。もちろん自覚症状が現れた場合は，定期外

の診療を行う。医師・看護師以外の受傷者は採血結果を担当医から説明す

る。いずれの診療後も１F 会計窓口に行き、労災である旨申告する。経過観

察中の勤務制限はないが，自己管理に心がける。 

 

→9 ヶ月後の採血で治癒判定する。 

 

② 時間外の対応 

ａ．問診のみ行う。採血や特別な処置は不要である。 

 

ｂ．次の平日午前中に第 1 内科（血液・感染症内科/消化器内科）で担当医

（村上啓雄、鶴見寿、一般外来担当医（優先順位））の診療予約を行い、メ

ッセージなどで針刺し事故があった旨が担当医へ伝達できるようにする。 

 

ｃ．以後の対処は時間内４．２－①－ａ．b．に同じ。 
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  ③ C 型急性肝炎を発症した場合 

ａ．AST, ALT の上昇が見られ，HCV 抗体陽性化するか、追加で行う

HCV-RNA が陽性になったら C 型急性肝炎の発症であり，速やかにイン

ターフェロン＋リバビリン療法を受ける。 

 

ｂ．通常の C 型慢性肝炎に対する治療に準拠し、インターフェロン投与は，

初の 2 週間は連日，以後週 3 回投与し 1 ヶ月で投与終了する。 初の

2 週間は入院の上行い，以後は外来でも可能である。薬剤投与中は休務

ないし勤務制限の必要が出る。投与終了後は勤務制限はないが，自己管

理に心がける。その後の経過観察および治癒判定は担当医のもとで慎重

に行う。 

 

   ④ 補足 

ａ．なお，HCV は Multi-strain Infection がまれではないため，受傷時点で

すでに HCV キャリアであっても，汚染血液中の HCV がすでにもってい

る HCV と異なる株である場合は新たに入った HCV 株による重複感染を

おこしうる。このため，受傷前に HCV キャリアであることが確認できた場合

でも事故後の肝炎の発症，増悪には慎重に対応する必要がある。（詳細

なウイルス学的分析が必要。 
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HCV 針刺し等事故診療計画票 

所属（          ）氏名（                  ）事故日（  年  月  日） 

★C 型急性肝炎発症確率は（ 3％ ） です。しっかり自己管理を！ 

（１）受傷日あるいは初診時に行うこと 
事項 内容 チェック 

①診療 問診、汚染源患者感染症情報票、本計画票交付  

②採血 検査部受付→採血室  

③会計 １F 会計窓口で「労災針刺し」と申告（支払い不要）  

④EPI-Net 提出 １F 会計窓口で受け取り、後日生体支援ｾﾝﾀｰへ提出  

⑤労災手続き 医学部本館１F 人事係、汚染源患者感染症情報提出  

 
（２）処置記録 

IFN ①    年  月  日～    年  月  日 

リバビリン ①    年  月  日～    年  月  日 

 
（３）採血結果記入表（自己管理） 

 HCV 抗体 
（第３世代）

AST ALT ALP LAP γ 

-GTP 
  

事故直後 (  ･  ･  )         

1M 後    (  ･  ･  )         

M 後    (  ･  ･  )         

3M 後    (  ･  ･  )         

M 後    (  ･  ･  )         

M 後    (  ･  ･  )         

6M 後    (  ･  ･  )         

9M 後    (  ･  ･  )         

★ なお，経過観察は受傷者自身で担当医（村上啓雄：PHS ７８０４）へ連絡して診療

予約および採血オーダを依頼してください。「HBV 針刺し○月後の採血」と申告して

ください。自分の患者 ID を言ってもらうと助かります。採血が終わったら、必ず１F

会計窓口へいってください。結果はこの表に記入し自己管理します。 

★ 異常があればただちに担当医に連絡してください。自覚症状が出ても同様です。 

★ 事故後に転勤・退職した場合も原則として当院で経過観察，事務手続きを行

います。それが困難な場合は医学部総務課人事係にて相談してください。 
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Q8 CV 挿入時の感染対策について 

 

当院では、現在機能評価に向けて業務の見直しをしているところです。ＣＶ挿入時

の感染対策についてお尋ねします。貴院では、どのような対策がとられているかお聞

かせ下さい。 

施行は全て手術室で行なっているのでしょうか？当院では、病室で行われることが

多く、感染対策について見直していくところです。 

 

A8 

 

CV の挿入は、手術時であれば手術室で実施しますが、その他は通常、病棟で実

施します。病棟で実施する場合は、病室で実施することもありますが、処置室が多いと

思います。理由は、処置室の方が広いためだと思われます。 

 

感染、環境の清浄度に左右されるよりは、バリアプレコーション（無菌野の大きさ）に

左右されますので、マキシマルバリアプレコーションの実施が も重要な感染対策で

す。ですので、必ずしも手術室で実施する必要はないと考えます。 

 

その他、CV 挿入時の感染対策としては、以下を参考にしてください。 

 

① 術者が滅菌手袋を装着する前に手指衛生を遵守（衛生的手洗いもしくは手指消

毒）する。 

② 挿入部の消毒は広範囲に実施し、ポビドンヨードで消毒する場合は、2 分以上乾

燥させる。 

③ カテーテルは必要 小限のルーメン数を選択する。 

④ 挿入部の除毛が必要な場合は、剃毛は行わずサージカルクリッパーを使用する。 

⑤ 挿入部を清潔にする（挿入前にシャワー浴あるいは清拭）。 
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Q9 リンパ節生検標本の取り扱い 

 

リンパ節結核の疑い患者が本日生検で、リンパ節を採取する予定です。採取したリ

ンパ節標本に割を入れるのには何処で、どのような防護で行ったら良いでしょうか？ 

  

当院ではホルマリンの問題で、全ての切り出しは病理検査室で行うことに決定しまし

た。しかし、その組織は、PCR を採取した後に液体窒素で固めたり、リンパ腫の精査な

どをしたりしないといけないようです。そのような理由で、PCR 用の検体を採取したあと、

ホルマリン固定をするということでした。 

  

したがって、このような場合手術室で PCR 用の組織採取をするべきか、直ぐに病理

検査室へ持っていき、そこで行うかで迷っています。消化器の医師は、手術室でと言

われます。当院の手術室での切り出しは、手術室に入ったすぐ横の汚物処理室でした。

もしそこで行うなら、N95 マスク着用と窓をあけるのが精一杯です。それに直ぐに病理

検査室に持っていく場合、手術室とは反対側の一番遠い場所まで、検体を運ばなくて

はいけません。 

 

採取した組織は直ちに PCR 用として処理しなくてはいけませんか？ 

  

また、病理検査室には安全キャビネットがありますが、病理の医師は、それ相応に

対処していただけるようです。 

  

方法は 2 通りと考えました。 

① 手術室で N95 マスクと換気を行い、割を入れたあとホルマリン固定し、病理検査室

に持っていく。 

② 手術室で取り出した後、生食ガーゼで覆い、タッパーなどで密封し、病理検査室

へ持っていく。 

  

病理の医師は、上記提案の根拠となるようなエビデンスがほしいようです。いかがで

しょうか？ 
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A9 

 

リンパ節結核の生検手術を行う際は、通常の手術室で通常の術衣、マスク、でよろ

しいと思います。切り出す際も、リンパ節という実質臓器に割を入れるのみなので、リン

パ節の中に生きた結核菌がいたとしても、切っただけで飛沫核が飛ぶことはないと思

いますので、通常のサージカルマスクで行えばよいし、神経質になる必要はないと思

います。 

  

飛沫核は、患者の気道から咳やくしゃみ、会話などで放出された飛沫が生じないと

できないものです。組織にメスを入れるだけでは生じないと思います。 

  

ただし、肺結核で亡くなられた患者の病理解剖の際の肺組織を切り出す際は、特に

空洞を切り出す場合など、内部の圧がかかっていて、結核菌を含んだ内容物が飛散

する場合がありますので、N95 マスクが必要になりますし、脊椎カリエスなど、骨を削っ

てミストが飛散する場合も同様でしょう。病理検査室内や細菌検査室内では、標本をホ

モジネートするような場合にも、やはり N95 マスクが必要でしょう。 

  

まとめますと、リンパ節生検の標本を PCR のために簡単にメスで割を入れるのみで

は、通常のマスクでやってもよいが、オペ室あるいは隣室で標本のプレパレーションを

することはどんな場合でも好ましいことではないので、PCR 検査用の検体提出～病理

検査の一連を検査室にお任せする②の方法のほうがよいと思います。 
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Q10 ILI(インフルエンザ様症状患者)の外来トリアージ 

 

1. 感染対策としてやらなくてはいけないことと、やっておいた方が良いこととが、医療

者であってもバラバラになっているのではないでしょうか。あちこちから、対策とし

てすることを言われて、事務としては「船頭多くて船が進まず」状態になることもし

ばしばです。看護職はノロウイルス関連胃腸炎や結核が発生すると、パニックみた

いになっています。他の病院でも同じなのでしょうか、当院だけなのでしょうか。 

 

2. 本日の新型インフルエンザの講演のなかで、推奨される感染対策として、入り口

での来院者のスクリーニングでチェックが大切とありました。ポスターでの通知や、

総合案内での対応なども考えられますが、その具体的な方法をご教示ください。 

 

A10 

１． 

⇒医療は日進月歩ですから、診療現場でも担当者によって対応が違う（＝標準化され

ていない）のはすべての医療行為において同じことと思います。わが国においては標

準化の部分では大きく立ち遅れていましたので、20 世紀末から盛んに、あらゆる分野

のガイドラインが策定されてきており、また病院機能評価なども行われて、ずいぶん前

に進んできているとは思います。 

  

一方、ガイドラインは標準化の手法が示されても、実際の臨床現場ではそれぞれの

施設の事情に応じて、マニュアルを策定する必要があるでしょう。この部分もわが国の

医療現場では大きく立ち遅れていることと思います。患者さんから診療報酬をもらって、

サービス提供するのに、その組織にいる者同士でバラバラな認識であれば、当然患者

さんが迷惑を被ることと思います。 

  

したがって、感染制御・対策の分野においても、組織内で責任の所在と担当部署を

決めて（ICT など）対策を提案し、それを院内感染対策委員会で承認し、その結果にし

たがって、全職員が統一した認識で実践するということは、医療機関運営の基本であり、

責任であろうかと思います。貴院の事情はわかりませんが、ICT や院内感染対策委員

会の機能が「船頭多くて」では患者さんに責任をもって医療行為ができないと思われま

す。感染対策を病院一丸となって実践することは、安全で質の高い医療を提供するた

めの必要 小限の業務であるという認識をもって、病院長先生の強い指導力のもと、
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体制強化が必要な状況かとおもわれます。横着なことを申しあげましたが、是非ともそ

うなって頂きたいと思います。 

 

２． 

⇒別添の資料を参考に、ポスター・看板作成やチラシ配布することを提案します。 

 

また、自院の地域で「注意報（定点＞10）」、「警報（定点＞30）」になれば、患者・職

員や搬入業者、見舞客を含め、すべての来院者の入り口を一つにし、総合案内のとこ

ろか、それ以前のところに関所を作って、そこで、専任の職員（看護師あるいは事務

官）が ILI 症状（＝インフルエンザ様症状）の有無を確認して、患者以外で ILI 症状が

ある者はお引き取りいただき、患者やどうしても面会しなければならない理由がある方

は、適切にサージカルマスク（無償あるいは有償）で提供して、しっかり着用して院内を

動いていただけるか否かがポイント（＝トリアージ）となると思います。 

 

貴院の事情に応じて、アレンジしてください。 
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ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞが疑われる症状のある患者さんへ
(発熱、寒気、せき、のどの痛み、鼻水)

必ず、常にマスクを着用して下さい(差し上げます)。
鼻水等をぬぐったティッシュは、ゴミ箱に捨てて下さい。
手をよく洗って下さい。
呼び出し表示があるまで、静かに待合室でお待ち下さい。
(院内を必要以上に動き回らないで下さい。)
診察後はすみやかにご帰宅下さい。
ご理解とご協力をお願いいたします。

受診の際の注意点(人に症状をうつさないために)

岐阜大学医学部附属病院 感染対策チーム
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Gifu University Hospital

CNI

患者様へ

当院ではインフルエンザなどの院内感染防止のため、
咳の症状がある方または発熱している方は、病院内
では必ずマスクを着用していただくようお願いして

おります。

なお，マスクをお持ちでない方は初診受付や、各診
療科の受付でお申し出ください。マスクを提供いた

します。ご協力をよろしくお願いいたします。

 

Gifu University Hospital

CNI

Respiratory Hygiene
Cough Etiquette

①咳やくしゃみをする際にはティッシュなどで
口と鼻を押さえ、他の人から顔をそむけ、
1m以上離れる。

②呼吸器系分泌物を含んだティッシュを、
すぐに蓋付の廃棄物箱に捨てられる環境
を整える。

③咳をしている人に「サージカルマスク」の
着用を促す。

 

Gifu University Hospital

CNI

職員の皆様へ

院内での飛沫および空気感染予防のため、咳の
症状がある方または発熱している方は必ずサージ

カルマスクを着用してください！

なお、これらの症状のある方は内科を受診し早く
診断を受けて早く治療をしましょう
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Q11 QFT の意義 

 

当院は、現在職員の入職時の健診で、結核予防の観点からツベルクリン反応の検

査を行っております。検査結果から各個人ごとに医師が問診をし、BCG の接種歴や過

去の勤務歴などを確認して判断しています。 

近、院内でこの件について、クウォンティフェロンの検査をした方がいいのではな

いのかという議論になっております。 

この検査に関する必要性や有効性、また、他病院ではどのように行っているのかが

分かれば教えていただきたいと思います。 

さらに、今後この検査が普及していく可能性はあるのか教えていただけたら幸いで

す。大変お手数をお掛けいたしますがよろしくお願いいたします。 

 

A11 

 

職員の健康管理を考える上で、ツベルクリン反応は以下の理由で、すでに数年前

に発表しました国立大学附属病院感染対策ガイドラインでも推奨しないことにしていま

した。ただし、この時点ではクォンティフェロン（以下 QFT)が利用できなかったために、

添付資料に記載したように、他の方法がないという理由で、ごく限定的に接触者検診

に用いてもよいということにしていました。 

  

＜理由＞ 

① ツ反は結核以外にも、BCG 接種でも陽性になること（日本では大半の国民が幼少

時に BCG 接種をしている） 

② ツ反は結核以外にも、非結核性抗酸菌症（MAC 症など）でも陽性になること 

③ ツ反は実施する人の手技によってデータに大きなばらつきがあること 

④ 2 段階法で判定しないと、ブースター効果によって判定を誤る（誤って暴露後の感

染と診断してしまいうる）こと 

  

 その後 QFT が世に出て、次の点でツ反より有利な点があることが分かりました。 

① QFT では BCG 接種の影響を受けないこと 

② QFT では非結核性抗酸菌症のほとんどを占める MAC 症では陽性にならないこと 

③ 採血検査なので、実施者によるデータのばらつきがないこと 

④ 1 回の検査で済むこと 

⑤ ツ反のようにブースター効果でのデータ変化はないこと 
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 一方、限界もあります。 

① 検査費用が高価であること 

② 採血後の検査室での検査手技が若干煩雑で手間がかかること 

③ 採血したら即日検査室で検査を行う必要があること 

④ 院内で実施するには設備投資が必要なこと 

⑤ 院外であれば採血時間等の制約を受けること 

⑥ ツ反と同様に新しい結核か、陳旧性の古い結核かの鑑別ができないこと 

  

以上を総合すれば、現時点で QFT は絶対的な有利性はないものの、コスト面を除

けば、潜在性結核診断においてツ反に比べればはるかによい検査と言えます。 

  

別添の日本結核病学会使用指針等にも有りますように、今後は 

① ツ反は廃止 

② 結核病床がある施設など、リスクの高い施設では入職時に基礎値として行うとよい 

③ コストがかかるので、結核病床を持たない病院でも余裕がある施設では実施する

とよいこと 

④ 暴露した職員が少数であれば、暴露 8 週間後をめどに 1 回検査して、潜在性結核

診断を行うこと 

⑤ 暴露した職員が多数であれば、ツ反発赤 10mm 以上あるいは 20mm 以上で行い、

陽性の者を QFT で確認して潜在性結核診断を行うこと 

⑥ 患者の結核診断が遅れるなど結果的に長期暴露であったり、すでに感染拡大が

明らかである場合や、免疫状態にリスクのある職員であれば、暴露直後と 8週間後

の 2 段階で QFT を行ってもよいこと 

 などを国立大学のガイドラインにも盛り込むつもりです。 

  

なお、H21 年 7 月からは QFT の改良版（現行；第 2 世代、新製品；第 3 世代で感度

向上、手技簡便化、データ安定化）が発売され、さらに信頼性が高まったと思われま

す。（少しトラブルがあり今現在は出荷が見合されていますが、そのうちに出てくると思

います） 

  

いずれにせよ、ツ反を入職時の検診で行うことは廃止でよろしいと思います。入職

時も QFT をやっておくのか？また接触者のみに行うのかは病院の事情にもよるところ

ですが、理想を言えば陳旧性の職員を入職時にスクリーニングできるので、入職時も

やることには大いに意味があると思います。第 3 世代が本格的に各検査会社に導入さ

れる、あるいは院内で検査技師さんが特別な手技なく簡便に実施できることが確認さ

れれば、当院でも導入し実施したいと考えています。 
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Q12 TB 接触者検診 抗菌薬使用調査等 

 

1. 現在、スタッフの接触者検診として、接触後 2 ヶ月後にツ反を実施し、強陽性であ

った場合 QFT にて精検としていますがいかがでしょうか。なお、採用時にはツ反、

QFT とも実施していません。 

 

2. スタッフ接触者検診で QFT 陽性となった場合、予防投与を実施すべきか。 

 

3. 結核接触者検診の手引きには、若年者の QFT 要請率は 10％以下とありましたが、

医療スタッフに限定した場合の陽性率はどのくらいでしょうか。 

 

4. 入院患者および退院後の当院通院患者に対し接触者検診を行った場合、病院の

負担としていますが、これは仕方がないのでしょうか。 

 

5. 抗菌薬の使用量調査を実施したいのですが、効果的な方法はありますか。また、

効果的な介入方法は。 

 

A12 

 

1. ⇒A11 参照。 

 

2. ⇒すでに採用時や過去のデータで QFT 陰性が確認されていて、排菌患者に暴

露したことが明らかな場合の接触者検診で陽転化したものは原則「潜在性結核感

染」と診断し、化学予防（＝今はこの言葉は使用せず、「潜在性結核治療」と申し

ます。）を実施します。その他、接触後に 1 回のみ QFT 陽性の場合はケースバイ

ケースです。胸部 X-P や過去の既往、臨床症状や暴露の期間、全体的に予想さ

れる陽性率との格差など、すべての因子を材料に総合的に判断しなければなりま

せん。新しい感染か、過去の感染が持続陽性か判定できないからです。ツ反より

は悩ましさがずいぶん少ないものの、実際にはこういうことがあるので、予算化でき

れば採用時一律に実施（あるいは採用時提出の健康診断書に項目を加えるか）

が望ましいところです。 

 

3. ⇒全体で約 10％です。年齢が高くなればなるほど陽性率も高いです。添付資料

(左上スライド）参照。 



- 51 - 
 

 



- 52 - 
 

4. ⇒すべて保健所と相談してください。原則 G(3)号以上での塗抹陽性排菌患者だ

と、保健所の接触者検診命令が出て、職員、患者家族等ともすべて公費負担に

なります。それ以下の場合は本当はやらなくてもよいのですが、ガフキーの号数も

必ずしもあてにならないので、当院では G(1)、（２）相当でも、一応接触者検診の

要否を検討します。結核診断までが遅れて暴露期間が長い。咳がある。空洞な

X-P、CT 上いかにも排菌しそうなニュアンスなどがあれば実施を考えます。保健所

の命令がなければ、すべて病院負担としています。 

 

5. ⇒薬剤部がすべての抗菌薬の使用状況はすぐ把握できると思います。診療科別

に出してみてください。使用量を各抗菌薬で一律に考えるのは難しいのですが、

当院では便宜上、抗菌薬の g 数でカウントしています。その他、バンコマイシン、タ

ゴシッド、ハベカシン、ザイボックスの抗 MRSA 薬のみで結構ですので、すべての

使用例について、適正かどうか（MRSA が臨床材料から実際検出されているか否

か。その MRSA は臨床的にきちんと感染症の起炎菌として診断できているか＝保

菌ではないことが確認できているか。投与方法、タイミング、点滴時間、投与経路

は適切か。など）をエクセル表にして、月ベースで会議資料とされても、それをきっ

かけに介入すれば適正使用につながる可能性があります。 近当院では、連続 2

週間以上使用の場合は薬剤部から自動的にアラームをメッセージで電子カルテ

上に表示して、このまま継続してよいか否かを主治医が自主的に再検討できるよう

なシステムにし、その後何らかのアセスメントの上継続されたか、変更されたか、中

止されたかの経過観察を薬剤部がやってくれています。 
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Q13 PC キーボードの環境整備 

 

当院では、毎月病棟ラウンド時に環境汚染度（清浄度）をチェックするために、キッ

コーマンのルミテスターで検査をしています。その中で、パソコンのキーボードの汚染

度が、いつも高い数値を示しています。アルコールティッシュで時々清拭していますが、

低くはなりません。 

  そもそも、パソコンキーボードの消毒は必要でしょうか？アルコールティッシュで良い

のでしょうか？汚れた手でパソコンを操作すれば、すぐに汚染されます。環境なので、

特に消毒は必要ないのでしょうか？ 

 

A13 

  

 PC のキーボードやマウスは Frequent Hand Contact の環境表面の中でも も頻繁に

人の手が触れるところです。人の手は絶対無菌ではないので、キーボードやマウスの

検査をしても安全という結果は絶対得られないはずです。また、キーボードは消毒薬

で消毒できるような形状をしていませんし、電化製品ですから適切な消毒薬もありませ

ん。米国では 1 日 1 個のディスポキーボードも考案されていましたが、現実的ではない

でしょう。キーボードカバーを毎日交換して、そのカバーを消毒する手もありますが、消

毒したてのキーボードカバーでも次の一瞬に誰かが触れれば、その瞬間に消毒の意

味がなくなります。 

  したがって、キーボードの消毒を考えるより、それに触れる人の手をしっかり 1 処置

の前後でそれぞれ 1 手洗いすることを遵守することが現実的で、しかも適切な感染対

策です。これはほかの Frequent Hand Contact の環境表面(ドアノブなど）の環境整備に

ついても同じことが言えます。ドアノブは消毒薬で環境整備可能ですが、厳密にいえ

ば手を触れた毎に消毒する必要が出てきますので、現実的には無理です。 低1日1

回、この環境表面は Frequent Hand Contact なので注意しましょうという感染対策遵守

の気持ちを共有するために環境整備するということだと思います。もちろん体液などで

汚れた場合はその都度消毒薬で環境整備する必要はありますが。病原性微生物が自

力で環境表面から患者さんの体に到達することは絶対にあり得ません。要するに接触

感染は人の手からですから、人の手がしっかり手洗いされていれば接触感染の交差

感染経路は断たれるという考えを、皆が共有し、毎日確認しあう、その結果手洗い遵

守を行うことこそ重要です。キーボードやマウスは患者さんにとって病原性微生物が絶

対付着しているものなのであるという意識を皆さんが持っていただくこと、すなわち「医

療従事者の認識の消毒」こそ大切と思います。 
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 Q14 インフルエンザ患者の ICU 管理 

  

当院では重症化したインフルエンザ患者の加療のため、ICU 内に個室を 3 室用意

するように話を進めていますが、一部の医師から易感染性患者を複数入室させている

ICU にインフルエンザ患者を入室させるのは如何なものかとの意見があります。 

  

ICU に準備している 3 室は陰圧室となっていますが、室内天井より屋外に単に排気

を行うだけであり、ヘパフィルターなどのウイルス除去装置は設置されていません。患

者に使用するレスピレーターの呼気は個室内へ排気され、屋外へ排気するダクトはあ

りません。ただし、フィルターを含む２重のウイルス除去がなされるため、インフルエン

ザウイルスの拡散は防止できるとのことです（臨床工学士談）。3 室には前室はなく、他

の ICU のベッドと同じフロアを共用している状態です。 

  

看護スタッフはインフルエンザ患者が入室すれば、専属を充てる予定ですが、カル

テ記入や書類書きなどの業務を行う中央ナースステーションは共用となります。一部の

医師は特にこの点について ICU にインフルエンザ患者を入室させることに疑念を抱い

ています（スタッフを介した他の患者への院内感染を危惧しています）。 

  

大学病院とは異なり、古い施設で対応していかなければならない状況下で、色々工

夫して重篤なインフルエンザ患者を入院加療しなければなりませんが、多くの医師の

コンセンサスを得るため、以下の 2 点についてご教授ください。 

  

 １．上述の状態の施設（ICU）で重篤なインフルエンザ患者を受け入れてもよいのか。 

  

 ２．看護スタッフは専属を配置するとしても、カルテ記入や書類書きなどの業務を行う 

 スペースを共用としてもよいのか。共用とするなら、何らかの工夫（対策）がいるのか。 

 

A14 

 

人工呼吸が必要な重症例では、ICU/HCU などの集中治療室で管理するのは当然

至極のことと思います。インフルエンザは飛沫および接触感染ですから、個室さえ準

備できれば特別な空調は不要です。貴院でご準備されている個室は簡易的なもので

はありますが、強制排気できることからむしろ理想的な環境です。医療従事者はサー
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ジカルマスク、手袋、ビニールエプロンを着用しケアに当たればよいと思います。さら

に血液、体液が飛散するような処置はゴーグルやフェイスシールドが必要でしょう。 

 ただし人工呼吸管理を行えば、まず気管内挿管時に飛沫が大量発生する可能性が

あり、この際はサージカルマスクでなく、N95 マスクを一時的に使用すべきとされます。

気管内挿管後の人工呼吸管理中には、気管内吸引の際に飛沫が大量発生する可能

性があるため、閉鎖式吸引回路を使用すべきです。患者さんの呼気はバクテリオフィ

ルターを必ず通過してから排気されますので、問題ありません。 

 いずれにせよ、インフルエンザウイルスは長時間空気中に浮遊するために他人へ伝

搬する空気感染ではありませんので、部屋にヘパフィルターや厳密な陰圧空調は不

要です。 

 

 一方、接触感染対策ですが、たとえどのような疾患患者でも ICU で個室管理をしな

ければならないような患者の部屋から出る職員が手袋を脱ぎ、直後に手洗いするのは、

絶対行うべき行為であり、これができない職員は ICU で勤務してはいけないと思いま

す。これさえすれば、職員が共通して触れる Frequent Hand Contact の環境表面にウイ

ルスが運ばれることはあり得ないはずです。もちろん現場のケア量の莫大さ、業務の忙

しさは理解していますので、現実には 100％遵守できていないことは十分わかっている

つもりです。百歩譲って手洗いが不十分な状態で、医療従事者に付着したウイルスが

カルテやパソコンの表面に付着したとして、次にその表面に触れた職員が他の患者さ

んの鼻腔や咽頭にウイルスを直接運ぶことはまず考えられません。おそらく他の患者

さんの粘膜面や傷口に触れる前に手洗い、手袋着用をされるでしょうから。（ただし、

次の職員が不用意に素手を自分自身の鼻・口や眼に直接触れるような行為をすれば

その職員に感染が成立するかもしれませんけれど。）でもこれもされないということが日

常茶飯事になっているようであれば、貴院の ICU で勤務される職員はプロではないと

いうことになってしまいます。不適切な表現で恐縮ですが、貴院のような施設の ICU で

インフルエンザと分かっている患者さんを個室管理する場合に、手洗いや手袋など、

接触感染経路が断たれるための感染予防策が全く守られないなどのことは想像もつき

ません。 

 したがって、以上のことを勘案すれば、先生の考案されている管理方法で全く問題

ないと思われます。ICU に入室する患者さんは病棟で管理している患者さんに比し、

MRSA などのリスクは極めて高いものの、インフルエンザの感染リスクは一般病棟の患

者さんと差はないと思います。ICU で危惧されている心配は、一般病棟で管理する場

合も全く同じであることを申し添えておきます。 
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Q15 新型 FLU 環境整備と換気・加湿の要否 

 

 新型インフルエンザ感染対策について質問があります。 

  

IDSC の記載によると 

① ドアノブ等の高頻度接触部位については、アルコール等を用いて適宜清拭を行う

ことで接触感染の機会を減らすことが期待できる。とありますが、通常の清掃程度

では不十分でしょうか？ 

② 換気状況を含めた施設環境の整備が重要である。とありますが、窓の開閉および

局所的な換気扇の活用について、どの程度行えばよいのでしょうか？ 

③ 今後、秋冬にかけて湿度低下に対して加湿器の有用性はいかがでしょうか？ 

夏場でも強い感染力が見られたことを考えると、あまり意味がないのでしょうか。 

 

A15 

 

① ドアノブなどの高頻度接触表面については、病原微生物が付着していないことは

理想ですので、環境整備をしたほうがよいことは確かです。ただし現実問題として、

全く滅菌されていない人間の手が高頻度に触れる(＝Frequent Hand Contact)の

ですから、たった今適切な消毒薬を用いて環境整備しても、次の瞬間人間の手

が触れれば、その表面に誰かにとっては病原性をもつ微生物が付着していること

は十分考えられます。したがって、環境整備の理想は手で触れた人が、必ずその

場で触れた毎に行うこととなりますが、無理です。またそれができないのですから、

環境表面に病原微生物が常に付着しないようにすることは不可能なことです。 

環境表面化から病原微生物が蒸発して空気中に浮遊して感染性を示すことは

ないのですから、触れる手が誰かに運ばなければ病原微生物は人から人へと移

り渡れないわけで、結局患者さんの肌に合法的に直接素手で触れることのできる

医療従事者の手に病原微生物が付着していなければ、感染経路は断たれ、感

染対策として適切となります。要するに、手洗いの遵守のほうが、環境整備より力

を注ぐべき対策というのが結論です。 

ただし、確かに高頻度接触環境表面はその他の環境表面より大量の病原微生

物が付着している可能性が高い場所であることを、医療従事者で認識しあうため

にも、頻度にベストはありませんが、時間を決めて 1 日必ず 1 回とか(ホテルのハウ

スキーピングのように)、交代勤務時間帯毎に 1 回とか施設内で取り決められれば
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良いと思います。せっかく環境整備するのであれば、インフルエンザウイルスにも

有効なアルコール不織布などを用いられてはいかがでしょうか。 

 

② 特殊な状況以外は、通常の外来や入院診療の中で空気感染することは有りませ

んので、個室やコホーティングさえ確保できれば、特別な空調はいらないと思いま

す。ただし、室内の温度や湿度が極端に低下しない程度に定期的に空気を入れ

替えることは、ニオイやアメニティーの意味で必要なことと思います。冬場に窓を

開放するのもいかがかと思いますので、通常換気扇が部屋にあることが現実的対

応でしょうか。新しい建物であればまず換気扇が付いていると思いますが、古い

建物ではそうでもないのでしょう。もし窓を開けるしか換気できないのであれば、空

気感染ではないのですから廊下側の入り口の扉を開放しておけばよいですね。

真夏や真冬に廊下と病室内の極端な温度差がないことが必要です。 

 

③ 実際の病室内湿度を測定されることをお勧めします。これも新しい建物であれば、

中央給気ダクトからの加湿を行っていることがあります（当院など）。感染対策上加

湿をしなければならないというエビデンスはないとは思われますが、実際に極端に

低ければ加湿が必要かもしれません。理由として、乾燥しすぎると人の鼻腔・咽頭

粘膜も乾燥し、正常な粘膜機能が低下する可能性があること、また飛沫感染が成

立する瞬間、すなわち発病者が咳やくしゃみをした際に、空気が乾燥しすぎてい

れば比較的長距離到達しやすい（これはあくまで個人的な見解です）かもしれな

いことが考えられます。ただし、水のみ超音波で霧にするタイプは避けるべきです。

ただし、加温加湿器は製品によっては吹き出し口で手をやけどする場合がありま

すので注意が必要です。 

 

今回は、必ずしも根拠に基づいていない回答ですので、御意見もあろうかと思います。

ご不明の点はまた御連絡、御指摘ください。 
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Q16 インフルエンザ患者部屋の換気 

 

先日 院内の看護師対象に ICD としてインフルエンザの講義をした際に次のような

質問が来ました。 

 

インフルエンザ患者が入院した場合、換気はどうしたらいいかとのことです。個室に

入っている場合と、大部屋で（例えば 4 人部屋のうちの一人とか）は各々いかがでしょう

か？  

 

A16 

 

換気は不要です。飛沫感染ですから、空気中に飛沫核が浮遊しないため換気不要

となります。現実的には個室管理が望ましく、それが難しければ大部屋にインフルエン

ザ患者を集める（コホーティング）がよいと思います。4 人部屋で 1 名のみインフルエン

ザというのは可能な限り避けるべきです。ただし、もし行ってもカーテンを常に閉めて

おけば、この場合も原則として換気は不要です。飛沫感染の成立は限定的で、患者

がマスクをせず、咳をした瞬間に 2ｍ以内の距離に対面していれば伝搬しますが、そう

でなければさほど神経質になる必要はありません。成田の検疫で発症がわかった人の

隣の席に座っていた人で発症した人はいなかったことが説得力ある証拠と思います。 

しかしながら、大部屋でインフルエンザ患者が自分のベッドのカーテンを閉めっぱ

なしでしかも咳をしているなどのことが他の 3 名の患者に与える印象は適切なものでは

ないと思いますので、そのようなベッド配置はやるべきではないと思います。 

 

送っていただいたスライドのなかで、マスクと粒子の大きさのスライドは誤解を招かな

いように（インフルエンザウイルス予防にサージカルマスクでは目が粗すぎるという誤解

を招かないように）、スタッフに説明してください。 
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Q17 キーボード対策 

  

当院もまもなく電子カルテが導入されます。ナースの端末がノートパソコンなのです

が、キーボード汚染による感染拡大が懸念されます。もちろん触る前にアルコールジェ

ルによる手指消毒が必要でしょうが不完全な乾燥で濡れてパソコン本体が壊れるのも

心配です（特にノート型は）。既に導入されている病院ではどのようにしていますか？ 

 

A17 

  

当院でも 5 年前の開院時にかえって MRSA が過去 高数に増え、環境調査をしま

した。キーボードからは MRSA は出なかったものの、表皮ブドウ球菌や環境菌などが

マウスも含め電子カルテ、電話器など Frequent Hand Contact の環境表面から多数分

離され、とくにシリンジポンプからは MRSA も検出されました。 

だからと言って、環境整備や消毒は完璧には無理です。米国ではディスポのキーボ

ードを1日1回交換している施設もかつてありましたが、現実的ではありません。キーボ

ードやマウスに触れる前に手を洗うことも大切ではありますが、キーボードを無菌的に

はできないわけですし、キーボードやマウスに触れたら、その自分の手が汚染されたと

意識することをみなで確認し、触れた後に手洗いを必ず行う。触れたあとに手を洗わ

ずに患者の皮膚に触れてはいけない。またその素手で処置をしてはいけないというこ

とを徹底遵守することが重要と考えます。キーボードやマウスは消毒薬を使用するのも

無理です。ディスポのキーボードカバーやサランラップでのカバーを行う施設もありま

したが、あまり意味がないと思います。 

マウスパッドはその底面と机面の間にカビなどが生えやすいです。時々注意する必

要があります。また机面にラミネート加工した書類（注意書きなど）を長期放置するのも

危険です。またキーボード自体にセロテープで注意書きなどを貼るのも禁止されるとよ

いと思います。 
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Q18 病理迅速検査担当者の結核接触者検診について 

  

庶務課事務職員から質問します。今回、現場から、病理の切片から結核が出たので、

該当職員の接触者検診をしてほしい旨の申出がありました。「転移性肺腫瘍を疑い、

病理検査の迅速にて、細菌を吸い込む可能性が高い」 ことを理由としています。 

  しかし、当院の感染対策委員長は、感染のリスクはほとんどないのではないか、 

との見解であり、感染相談窓口へ照会させていただくことにしました。 

接触者の該当とするかしないか、ご教示いただくようお願いいたします。 

 

A18 

  

接触者検診の対象になる場合（＝空気中に飛沫核が浮遊する可能性がある場合）

は、 

① 患者の 3 日間連続で行った喀痰の塗抹検査で 1 回でも陽性になり、かつその検

体の PCR 検査で結核菌が証明された場合 

② 病理解剖の際の肺の切り出しの際に、空洞性病変などに割を入れた瞬間に空洞

の中に浮遊していた飛沫核が空気中に飛び出す場合 

③ 細菌検査室で、患者から採取した臨床材料を細菌検査のために処理する場合に、

正しくドラフトチェンバーの中で行わなかった場合 

などです。 

  

一般に結核菌を含んだ痰、組織分泌液、膿などでも、そのまま空気中に放置しただ

けでは結核が空気中に蒸発して飛沫核になることはありません。 

  

今回のケースではご判断の通りで結構と思います。腫瘍性病変を疑って、腫瘍の塊

にメスを入れただけで結核菌を含む飛沫核が空気中に浮遊することはないと思われる

ため、したがって、接触者検診の対象にしなくてよいと思います。  

  

もちろん病理組織標本を取り扱う際は、臓器に付着している患者体液、血液が飛散

する可能性があることから、手袋、マスク、フェイスシールドを着用して普段から作業を

しておられることとは思います。むしろこの機会にそれらの作業手順の遵守の点検をし

っかりされることが重要と思います。 
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Q19 採血時の手袋 

 

外来の中央採血室など、1 日に何十、何百人の採血を行う所での手袋の取り扱いで

すが、患者毎に交換するのでしょうか？ 

手袋装着→患者 A 採血→手袋を外す→手洗い→手袋装着→患者 B 採血・・・・・ 

というサイクルが机上では 良だとは思いますが岐阜大学病院の中央採血室ではど

のようにやっていますか？ 

 

A19 

 

当院では、中央採血室でも患者毎に手袋を交換しています。以前、検査部では「採

血者が多いので待ち時間をなくすために手袋は変えられない」とのことで変えていな

かったのですが、患者からクレームがあり、その後は患者毎に交換をすることを納得さ

れ、実施されています。ただし、現状では、毎回、手指衛生は実施できていないと思い

ます。手袋を交換するのがやっとという感じです。 



- 62 - 
 

Q20 超音波検査時の尿道カテクランプによる膀胱充満の是非 

 

尿道カテーテルを使用している患者で血尿がある時、膀胱又は婦人科臓器の超音

波検査を依頼されることがあります。それらの臓器を検査するには膀胱を充満させな

いと検査できません。 

したがって、カテーテルを鉗子でクランプし尿が膀胱に貯まるまで待って検査します。

この方法は尿路感染の観点からすると行ってもよい方法なのかどうか疑問です。 

 

A20 

 

尿路感染の観点からは、尿が常に流れていることが重要ですので、クランプはよい

行為ではないのですが、検査上必要であればやむを得ないかと思います。実際、クラ

ンプ時間はどれくらいの時間になりますか？貯まる時間は人によって異なると考えられ

ますし、予測も難しい部分があろうかと思います。クランプ時間は長いほど感染のリスク

は増すと考えます。 

一方、当院の ICT メンバーの泌尿器科医師に聞いたところ、長期留置患者であれ

ば、「すでに尿路感染を引き起こしていると考えられ、あまり気にすることはない」「クラ

ンプして貯まるのを待つのは現実的ではなく、必要であれば生食を注入する」「そもそ

も、何の目的で実施するのか。そんなに、膀胱に貯めてエコーをすることもない。」との

ことでした。 
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Q21 結核患者使用の食器消毒方法 

 

管理栄養士をしていますが、結核の疑いなど出た場合食器は共有でいいですか？

熱風 90℃にて 50 分くらいの消毒はしていますが、以前は結核に関してはディスポの

食器を使っていたのですが、いかがでしょうか。 

 

A21 

 

食器は共有でかまいません。結核の感染経路は空気感染です。仮に食器に多量

に結核菌が付着していたとしても、食器に付着した結核菌が空気中に舞うことはありま

せん。ですので、湿性生体物質は感染の可能性のあるものとして扱うという標準予防

策として、既に貴施設で実施していらっしゃる熱風 90 度 50 分という、一般の方と同じ

扱いで構いません。 
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Q22 CDAD 対策 

 

当院では、8 月以降クロストリジウムディフィシル関連腸炎による下痢の患者が、月に

2 名ほど出るようになりました。 

以前は月に 1 名位で、発症者の無い月もありました。そこでマニュアルに添って、 

①個室管理 

②石鹸による流水の手洗い 

③汚物処理時における感染予防の徹底 

④接触感染予防策の徹底 

⑤次亜塩素酸による環境の清掃等 

を指導していますが、なかなか減ってきません。 

○手洗いのチェックシートを作成する。 

○イソジンによる手洗いなどを行ったらどうか。 

という意見もありますが、スタッフ全員への共通意識の徹底等にも苦慮しております。 

お部屋の入り口に感染者であることをあからさまにすることは、個人情報の点から当

院では行っておりません。岐阜大学では具体的にどのような対策を行っていますか？  

 

A22 

 

当院のマニュアルを添付します。不備があるかと思いますが、現状はこのようにやっ

ております。 

  その他、医療施設における消毒と滅菌のための CDC ガイドラインは、CD の感染率

が高い病棟や流行時における環境表面の消毒については、日常的に 0.5%次亜塩素

酸ナトリウムを使用することを推奨しています。当院でも、発生率が高い病棟が 1 ヶ所

ありますが、病棟の全てのトイレを日常的に 0.5%次亜塩素酸ナトリウムで清掃していま

す。あとは、流水と石鹸を用いた手洗いの徹底をしています。 

  当院では、症状があるうちだけ個室管理で接触予防策を実施しています。ある国立

大学病院は、入院期間中ずっと予防策をするそうです。保菌状態は退院まで継続す

ると考えられるため、他人への排菌・感染性が持続するというのが理由です。当院では、

個室の数が限られていますし、業務量的にも限界があることから、保菌者についての

対策は徹底できていません。また、保菌者をすべて特定するのも難しく、感染防止に

は限界があろうかと思います。 
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なお、病室入り口における感染防止の表示については、本人の許可を取った上で、

接触予防策の表示をしています。何の感染かがわかるわけではないので、今のところ

あまり問題にはなっていません。 

  

Contact Precautions
（接触感染予防策）

この部屋の入退室時には、以下を必ず実施！

入室時
①長袖の白衣は脱ぐ
②乾性擦式消毒剤で手指消毒
③手袋とエプロンを必ず装着

退室時
①室内で手袋とエプロンを脱ぐ
②速乾性擦式消毒剤で手指消毒

岐阜大学医学部附属病院 ICT

部屋の中での注意事項
一処置一手袋！
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クロストリジウムディフィシルが便から検出された 

患者さんおよびご家族の方へ 

 

（          ）様の便からクロストリジウムディフィシルが検出されました。日常生活におきま

してご注意とご協力をお願いいたします。 

 

クロストリジウムディフィシルとは 

クロストリジウムディフィシルは大腸に常在している菌の一種で、通常は毒を出しません。健康

な人でも大腸にこの菌を持っている人は 7－8％程度いると言われています。健康な場合は問題

ありませんが、治療による抵抗力の低下、長期の抗菌薬の使用により、消化管に常在している良

い菌の住む環境が悪くなり、代わりに悪い菌（クロストリジウムディフィシル）が増え、毒を出し、腸

炎や下痢を起こします。下痢便が何回も出る時期に感染力が強いとされています。 

さらに、このクロストリジウムディフィシルという菌は、酸素・乾燥・消毒に強いという特徴から、ト

イレ等に付着した菌は、長期にわたり生存することが可能です。よって、この菌が検出されたとき

には、他患者への伝染を防ぐため、手洗いとトイレの使用方法において注意が必要となりますの

で、以下にご説明いたします。なお、これらに関してご不明な点は主治医や担当看護師にお尋ね

ください。 

 

注意事項 

１．排便時に菌が便器やドアノブ等に付着し、

それを他者が触ることによって、菌が他者

にうつります。したがって、大部屋のトイレ、

共有トイレの使用は控えて下さい。そのた

め、この菌が検出され下痢がある場合には

個室に入っていただきます。 

 

２．トイレ使用後は、便座を除菌クロスで拭き、

医療廃棄ボックスに捨ててください。便のつ

いたパットやオムツも医療廃棄ボックスに捨

ててください。除菌クロスがなくなりましたら

補充しますのでスタッフまで声をかけてくだ

さい。 

さらに、お尻を拭いた手で触った箇所（水洗

バルブなど）も、除菌クロスで拭いてくださ

い。 

 

     

 

 

 

     

 

菌を拭い取

るように拭

きます。 
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３．トイレ使用後は、トイレ内で石鹸と流水で手を洗ってください。なお、液体石鹸のポンプは菌の

付いていないひじで押してください。トイレ内に洗面所がない場合は、まずは、除菌クロスで手を

拭き、その後洗面所で石鹸で手を洗ってください。 

 

４．パジャマに便がついた場合は、床などに置かないようにして下さい。病衣でも家で洗濯する場

合でもビニール袋に入れますのでお知らせください。 

 

５．菌の感染拡大を防止するために、医師や看護師がエプロン、手袋を着用することがあります。

ご理解ください。 

      

６．ご家族の方へ 

１） 病室を出るときには必ず石鹸で手を洗い、その後アルコール消毒剤をご使用ください。その

際、石鹸・アルコール消毒剤のポンプﾟはひじで押してください。 

２） 洗濯物はご家族の物と一緒に洗ってかまいません。ただし、便が付着している場合は、塩素

系漂白剤（水１L にハイター20ml）に 30 分つけた後洗濯して下さい。 

３） ご家族の方がオムツ交換を手伝う場合は、必ず手袋・エプロンを着用してください。また、オ

ムツは床に置かずすぐにビニール袋にいれ、医療廃棄ボックスに捨ててください。その後、必

ず石鹸で手を洗ってください。 

 

クロストリジウムディフィシル関連腸炎は、塩酸バンコマイシンという治療薬を 10～14 日服用する

ことで、改善します。その際には、これらの予防策を中止いたします。 

 

岐阜大学医学部附属病院 感染対策チーム 

 

 



- 68 - 
 

クロストリジウム・ディフィシル（CD）関連腸炎マニュアル(草稿) 

岐阜大学医学部附属病院 

 
★ 感染源は便である。 

 

★ 感染防止対策は接触感染予防策である。この対策は、下痢が頻回である時期

から、下痢が消失および CD 関連腸炎の治療が終了するまで実施する。CD は

抗菌薬の投与により、菌交代が起こり増殖した常在菌の一種である。健常人

における保菌率は 7－8％にすぎない。入院中に手指を介して環境あるいは保

菌者・感染者から伝播され、抗菌薬使用や基礎疾患などの影響により腸炎を

発症する。下痢を認めた場合、抵抗力が著しく低下している患者や抗菌薬を

長期に使用している患者においては、便培養による CD の検出、もしくはト

キシン陽性の判定以前より対策を開始することが望ましい。CD は芽胞菌であ

り、アルコールや低水準消毒（テゴー51®等）が無効である。また、乾燥に

強い菌である。したがって、通常の接触感染予防策に加え、流水と石鹸を用

いた手洗いの徹底と次亜塩素酸ナトリウムによる環境整備が特化した感染

対策である。 

 

★ 電子カルテ上の感染症表記はされない。接触の表記を確実に実施する。 

 

★ 治療 

塩酸バンコマイシン酸を 1回 0.125ｇ－0.5ｇ、1日 4回、10－14 日間経口投

与する。 

 

★ 診断 

・ クロストリディウム・ディフィシルの便からの検出またはトキシンＡ／

Ｂテスト陽性であり、臨床的に腸炎の症状を認める場合 

・ 対策を解除する場合、陰性の確認は必ずしも必要としない。 

 

２．１ 患者・家族への説明 

  

① 診断確定後、主治医が速やかに説明する。 

② 所定の説明用紙を用いて感染対策についての注意事項を説明する。 
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２.２患者配置 

 

CD は、便が感染源であり乾燥に強く環境表面に長期に生存する特殊性がある。

このため、共同トイレを介した伝播を予防する目的で、下痢が頻回でありかつ

排泄が自立している患者においては、原則、個室隔離とする。主にオムツを着

用し、看護師が排泄介助を行っている患者や日常生活自立度の低下によりポー

タブルトイレを使用している患者においては、多床室の使用も可能である。そ

の際、医療従事者の感染対策の徹底が重要である。 

 

２．３ クロストリジウムディフィシル関連腸炎の感染予防策：排泄自立 

医療従事者は、入室時、手袋・防水性エプロンを着用する。 

退室時エプロン・手袋をはずし、石鹸と流水にて手洗いを実施する。 

 

 発生時 対策中 陰性化（下痢が消失）

感染源の付着がな

い場合 

目に見える感染源が

付着した場合 

病室 個室移動 手袋・防水性エプロンまたはガウン・ビニー

ル袋を常備 (マスク･ゴーグルは必要に応じ

て準備) 蓋の開閉ができる器具に設置され

た医療廃棄物用ポリ容器を常備 

解除 

診療器具・看護用

品 

体温計･血圧計･聴診器･駆血帯は専用 専用解除 

使用した物は，ハイタ

ー®0.1％液
注 1

 で清拭し

片付け 

身体の清潔 

※洗面・整容用

具 は 私 物 を

使用，貸し借

りはしない 

 

・浴室はお湯を流す。（その後、目に見える感

染源が残っている場合には，ハイター

®0.1％液
注 2

で清拭） 

・清拭タオル：ビニール袋に入れ，病院感染

予防シール：一般を貼ってランドリーバッ

グに入れる 

制限解除 

食器類の片付-栄

養管理室 
－ 

通常通り 洗浄室もしくはトイレ

で流し返却 

制限解除 
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食器類･吸入器材

の片付－各部署 － 

洗浄後，乾燥 水 洗 後 ミ ル ク ポ ン

®0.01％液
注 ２

に 1 時間浸

漬 

制限解除 

食器類の片付-私

物 
－ 

通常通り 洗剤で洗う 制限解除 

寝具・着衣-業者 

－ 

看護師が交換する。シーツ・着衣交換後はビ

ニール袋に入れ病院感染予防シール:一般を

貼りランドリーバッグに入れる 

制限解除 

寝具・着衣-私物 

－ 

通常通り ビニール袋に入れ持

ち帰る。菌が検出され

ている便がついた場

合は、ハイター®0.1％

液
注 1

に 30 分つけた後，

洗濯する 

制限解除 

マトレス  通常通り マトレスに感染源が付

着した場合、ディスポ

手袋を着用し，水で拭

いた後，ハイター ®0.

１％液
注 1

で清拭し乾燥 

陰性化や退院の場合

ベッド清掃はディスポ

手袋を着用し，ハイタ

ー®0.１％液
注 1

で清拭し

乾燥。床は清掃業者

による通常の清掃 

排泄 

個室のトイレ、

もしくはポータブ

ルトイレを使用

－ 

１日１回以上便座・

ドアノブ等、トイレ内

の高頻度接触表面

をハイター®0.1％液
注 1

で清拭する。 

患者使用後は、便

座をその都度、除菌

クロス®もしくはハイ

ター®0.1％液
注 1

清拭す

る。 

・便が直接付着した場

合は便を取り除い

た後ハイター®0.1％

液
注 1

で清拭する。 

・ポータブルトイレ使

用の際は専用とし、

便器は、毎回ベッド

パンウォッシャーで

消毒する。 

 

部 屋 を 移 動 す る 際

は、室内のトイレをハ

イター®0.1％液
注 1

でくま

なく清拭する。 

室内の清掃      

 

    － 

・毎日清掃 (感染症担当清掃員に依頼可) 

・毎日ハイター®0.1％液
注 1

で高頻度接触表面

（ドアノブ、トイレ、床頭台、ベッド柵、オーバ

ーテーブル）を環境整備 

ハイター®0.1％液
注 1

で環

境整備(床は感染症担

当清掃員に依頼可) 



- 71 - 
 

廃棄物処理 － 

 

通常通り オムツは医療廃棄物

用ポリ容器に入れる 

制限解除 

室外への移動 
－ 

通常通り。失禁の可能性がある場合はオム

ツ着用 

制限解除 

注 1：ハイター®0.1％液は，水 1l に対し，ハイター®20ml の溶液である。 

注 2：ミルクポン®0.01％液は，水 1l にミルクポン®10ml の溶液である。 

注 3：除菌クロス®は，80％エタノール溶液を成分とする。 

 

２．４ クロストリジウム・ディフィシル関連腸炎の感染予防策：オムツ使用 

医療従事者は，入室時、手袋・防水性エプロンを着用する。 

退室時エプロン・手袋をはずし、石鹸と流水にて手洗いを実施する。 

 

 発生時 対策中 陰性化（下痢が消

失） 感染源の付着が

ない場合 

目に見える感染源

が付着した場合 

病室 クロストリジウム・ディフィシル患者が多数である場合、コ

ホート管理とする 

制限解除 

 手袋･防水性エプロン・ビニール袋を常備 

できれば，蓋の開閉ができる器具に設置

された医療廃棄物用ポリ容器を準備 

診療器具・看護用品 体温計･血圧計･聴診器･駆血帯は専用。 専用解除 

使用した物はハイタ

ー®0.1％液
注 1

で清拭し

片付け 

身体の清潔 ※洗面・整容

用 具 は 私

物を使用，

貸し借りは

しない 

※浴室使用  

 については  

 順番を考慮

する 

・浴室はお湯を流す。（その後、目に見え

る感染源が残っている場合には，ハイ

ター®0.1％液
注 2

で清拭） 

・清拭タオル：ビニール袋に入れ，病院

感染予防シール：一般を貼ってランド

リーバッグに入れる 

制限解除 
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食器類の片付-栄養

管理室 
－ 

通常通り 洗浄室もしくはトイレ

で流し返却 

制限解除 

食器類･吸入器材の

片付-各部署 － 

洗浄後，乾燥 洗 浄 後 ミ ル ク ポ ン

®0.01％液
注 ２

に 1 時間浸

漬 

制限解除 

食器類の片付-私物 － 通常通り 洗剤で洗う。 制限解除 

寝具・着衣-業者 

－ 

看護師が交換，交換後はビニール袋に

入れ病院感染予防シール:一般を貼りラ

ンドリーバッグに入れる 

制限解除 

寝具・着衣-私物 

－ 

通常通り ビニール袋に入れ持

ち帰る。菌が検出され

ている便がついた場

合は、ハイター®0.１％

液
注 1

に 30 分つけた後，

洗濯する 

制限解除 

マトレス  通常通り マトレスに感染源が付

着した場合、ディスポ

手袋を着用し，水で拭

いた後，ハイター ®0.

１％液
注 1

で清拭し乾燥 

陰性化や退院の場

合は、ベッド清掃は

ディスポ手袋を着用

し，ハイター®0.１％

液
注 1

で清拭し乾燥。床

は清掃業者による

通常の清掃 

排泄 

－ 

 ・紙オムツなどはビニ

ール袋に入れ汚物処

理室の医療廃棄物専

用ポリ容器に入れる 

 

制限解除 

室内の清掃 

－ 

毎日清掃 (感染症担当清掃員に依頼可) 

毎日ハイター®0.１％液
注 1

で高頻度接触表

面（ベッド柵、床頭台、オーバーテーブ

ル）を環境整備 

ハイター®0.1％液
注 1

で

環境整備(床は感染

症担当清掃員に依

頼可) 
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廃棄物処理 
－ 

通常通り 医療廃棄物用ポリ容

器に入れる 

制限解除 

室外への移動 
－ 

清潔なオムツに交換し移動 制限解除 

注 1：ハイター®0.1％液は，水 1l に対し，ハイター®20ml の溶液である。 

注 2：ミルクポン®0.01％液は，水 1l にミルクポン®10ml の溶液である。 

注 3：除菌クロス®は，80％エタノール溶液を成分とする。 
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Q23 排液カップ 

 

当院では現在排液カップの使用は、救命センターでは個人専用として使っておりま

す。しかしながら、一般病棟では患者数が多いことや、外科系病棟ではドレーン類な

どで排液数も多いこともあり、排液孔をカップにつけないように排液し、水洗いだけで

使いまわしをしている現状です。排液カップのこの現状についてはいつも問題になっ

ておりますが、改善策が得られないままになっております。 

  

そこで、ディスポーザブルの排液カップもあるとのことですが、ディスポーザブルを使

用しない場合の管理方法はどのようにすべきなのでしょうか？ 

 

A23 

 

排液カップを患者間で使い回す場合は、消毒する必要があります。消毒する時間

がないため水洗いのみになっているとは思います。水洗いだけでは、十分微生物は除

去されていませんので、排液時に排液孔をつけないようにしたとしても、液のしぶきが

排液孔に付着する可能性がありますので、交差感染の可能性があります。「現在、感

染は起こっていないのではないか」という思いから、どこまで必要？と考えるかもしれま

せんが、VRE や MDRP が伝播してからでは遅く、尿や便は処理時に環境を汚染しや

すいため、一旦拡がってしまうと終息にかなりの労力を要することを理解すべきです。 

  

したがって、時間、費用等を考えて改善策を立てるしかないのではないかと思いま

す。当院では、ドレーン類で排液量が少ない場合は、紙コップで排液し、終了後廃棄

しています。使いまわす場合、お金がない、時間がないのは重々承知の上、以下の方

法等をご検討ください。それ以外の方法はご提案しかねます。 

  

排液カップを多く購入し、消毒し使いまわしする。消毒方法は以下です。 

 ａ：ベッドパンウォッシャーを購入し、熱水消毒 

  ｂ：洗浄後、次亜塩素酸ナトリウムで浸漬 
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Q24 CV ヘパロック 

 

当院では CV 留置中、ダブルやトリプルルーメンが入っている場合に、使用していな

いルート（まだ使用する見込みがある場合）ヘパリンフラッシュをワンルート 10mL で 1

～3 回／日施行しております。フラッシュの方法は病棟毎に違い統一されていません。  

また、手技についても特に決まりはなく、注入するだけです。以前、何かに資料で、

CV ヘパリンフラッシュする場合は、管内に停滞している液を吸引した後で、ヘパリンフ

ラッシュすべきということを目にしたことがありました。残念ながらその資料が見つかりま

せんでした。 

そこで、CV のへパフラッシュについて、回数や量、手技についてどのようにすべき 

でしょうか？ちなみに当院では、シャーウッドのセイフアクセスを使用しています。 

 

A24 

 

「CV ヘパリンフラッシュする場合は、管内に停滞している液を吸引した後・・・」につ

いては、文献および記載したものは見つけられませんでした。セイフアクセスを使って

おられるということであれば、外部との交通は三方活栓より少ないですし、汚染の頻度

は少ないと考えることができるかと思います。この手技を徹底するかの明確なエビデン

スはないと思いますので、あとは施設で手技を選択することになります。 

  

参考までに感染と消毒という HP には、以下のような事例に Q＆A があります。 

  

Q ： シュアプラグの管理は、使用後アルコール消毒し、必ずヘパリン或は生食でロ

ックすべきですか？菌を押し込む機会になり危険では。シュアプラグの構造上死腔が

ある為、脂肪乳剤などに限るべきですか？ 

A ： シュアプラグからの薬剤注入後にヘパリンロック（ヘパリンフラッシュ）や生食ロ

ック（生食フラッシュ）などを行うおもな目的は、配合変化を防ぐためです。すなわち、

シュアプラグから注入する薬剤と主液ルートの薬剤との配合変化や、シュアプラグか

ら注入する薬剤とその後にシュアプラグから注入する薬剤との配合変化を防ぐためで

す。シュアプラグの死腔などに残留した薬剤を生食などで洗い流しておくと、その後に

注入する薬剤との配合変化を未然に防止できるのです。したがって、フロセミド（ラシ

ックス R 注）、フェニトイン（アレビアチン R 注）、オメプラゾール（オメプラール R 注）、メ

チルプレドニゾロン（ソル・メドロール R 注）およびチアミラール（イソゾール R 注）など
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の配合変化が生じやすい薬剤をシュアプラグから注入する場合には、その前後の生

食ロックが必須といえます。なお、主液ルートの薬剤との配合変化が生じる場合には、

主液ルートを一時的にストップする必要があります。また、血液製剤（アルブミン、グロ

ブリン）や脂肪乳剤（イントラリポス R 注、ディプリバン R 注）などの細菌増殖が生じや

すい薬剤をやむを得ずシュアプラグから注入する場合にも、その後の生食ロックが必

要です。一方、その他の薬剤をシュアプラグから注入する場合では、その後の生食ロ

ックなどは必ずしも必須ではありません。 

回答者：尾家 重治先生 （山口大学医学部附属病院 薬剤部） 

  

ロック回数についても明確にエビデンスとともに記載されているものはなく、通常 8 時

間毎と記載されている雑誌もありますが、12 時間毎、24 時間毎、それぞれ閉塞率に問

題がないという文献も報告されています。これも、自施設で選択するしかないのではな

いでしょうか。ちなみに当院は使っていないルートのフラッシュは 1 回／1 日です。 

  

その他、ロックやフラッシュという手技は、感染の危険性があるということを念頭に、

手指消毒の重要性や、接続部の消毒の徹底の確認が必要です。この部分が一番重

要ですが、できていない場合があります。また、明らかに三方活栓や、閉鎖式の場合

はそのアクセス部分の液が目に見えて汚れている場合（輸血の後の血液があるなど）

には、洗い流すことが必要になります。 
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Q25 手術室感染対策 （MRSA と一足制） 

 

当院では全麻の手術前は MRSA検査をしていただくよう依頼しています。MRSA 患

者の手術室へ入室は、その日の 後にしております。さらに厳重にガウンテクニックを

している状況です。 

手術室は空調が管理されているので、そのようなガウンテクニックは必要ないと考え

ています。大学病院はどのようにされていますか？ 

また、次の点についても教えていただけますでしょうか？ 

1. 手術患者の術前の MRSA 検査をどの対象に実施しているか？ 

2. MRSA 患者手術時の感染対策は、特別に何か行っているのか？ 

3. 手術室は 1 足制か？（スリッパの履き替えは行っていないか？） 

 

A25 

 

1. 手術患者の術前の MRSA 検査 

⇒心臓血管外科の術前のみ実施しています（取り決めではそのようになって

いますが、必ずしも全例で行われているわけではありません。）。 

 

2. MRSA 患者手術時の感染対策は、特別に何か行っているのか？ 

⇒接触予防策を実施しているのみです。 

 

3. 手術室は 1 足制か？（スリッパの履き替えは行っていない） 

⇒一足制です。 
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Q26 手荒れ職員の手洗い＋ゴーグル着用必要性 

 

現在感染防止委員会に所属しています。私の部署では、現在手指衛生と、汚染物

を取り扱う時の個人防御具の使用の強化を目標として取り組んでいます。 

  

そこで、いくつか相談・・・質問があります。 

  

1. 手指衛生を積極的にスタッフに実施してもらうために、速乾性手指消毒材を個人

持ちにし、毎月使用量を測る事でなんとなくスタッフの意識も高まってきました。し

かし、アトピーで手あれがどうしても治らないスタッフがいます。アルコール過敏で

もあるため今は手洗いをしっかり実施しています。しかし 1 行為 1 手洗いにはなり

ません。そのようなスタッフにはどのように指導していけばいいのでしょうか？ 

 

2. 個人防御具の強化として、まずは排泄物を取り扱うときに重点をおいて実施して

います。定期的にバルーン等から尿量を測定する事が多いのですが、そのときに

どうしてもゴーグルをはめる事を多くのスタッフが忘れてしまいます。また、面倒くさ

いと言ってエプロンを着用していないスタッフも時々見かけます。実際、尿を破棄

する際にどのくらい衣類や顔面に飛び散るのでしょうか？ 

 

もちろん“ピン”とはねてしまった時のためにゴーグルをはめる事もスタッフは分かっ

ているとは思うのですが、スタッフは皆自分を過信していると思います。私に限っては

ない！と・・・ 

 今度勉強会をするのですが、なにか良い資料等ありましたら紹介していただけませ

んか？ 

  

A26 

  

1. アルコール過敏や手荒れのある人の手指衛生について 

なかなか良い方法はないです。当院では、皮膚炎を起こしている場合は、綿の手袋

をし、その上にニトリルやラテックスなどのプラスチック手袋より破れ難い手袋をして、そ

の上からプラスチック手袋をして作業をし、適宜交換、および場合によってはニトリル

やラテックス手袋の上からアルコール消毒をするなどして手洗い回数を少なくするとい

う方法を取ることがあります。 
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2. 個人防護具の徹底について 

実際尿を廃棄する際、どのくらい衣類や顔面に飛散するかということは、明確に報

告されているものはないかもしれません。目に入る確率によって装着の有無を検討し

ても意味がないと考えます。運悪く、たまたま目に飛散した結果、感染したということが

ないよう、飛散する可能性が少しでもあるのであれば、自身のために、ゴーグル等は着

用すべきです。 

  

参考までに、当院の手術室看護師が今年度、手術医学会で発表したものを以下に

示します。ガーゼカウント時、飛散は実感しないのですが、それでも、177 例中 109 例

にゴーグルに飛散があったと報告しています。抄録だけではありますが、参考にしてく

ださい。 

外回り看護師のガーゼカウント時におけるゴーグルへの血液曝露の実態調査 

日本手術医学界誌(1340-8593)30 巻 Suppl. Page123(2009.09) 

 



 

 

 

 

 

 
岐阜県院内感染対策相談窓口 

Q&A 集 
 

＜平成 21 年度＞ 
 

2010 年 3 月 31 日   第１刷発行 
 

編集・発行 
 

岐阜大学医学部附属病院生体支援センター(NST/ICT) 
 

〒501-1194 岐阜市柳戸 1 番 1 
TEL：058-230-7246  FAX：058-230-7247 

e-mail : kansen@cc.gifu-u.ac.jp 
 

なお、本記録集は岐阜県健康福祉部医療整備課の委託による 

受託研究「院内感染対策研究事業」の助成によって作成された。 
 


	表紙　平成21年度　岐阜県院内感染対策相談窓口
	はじめにH2１院内感染
	目次　平成21年度　岐阜県院内感染対策相談窓口
	100203 本文　平成21年度　岐阜県院内感染対策相談窓口Q&A集
	●平成21年度ｴﾝﾄﾞｸﾚｼﾞｯﾄ　岐阜県院内感染対策相談窓口.pdf

