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１．標準予防策 

  Standard Precautions 

 

標準予防策（スタンダードプリコーシｮン）とは「全ての血液・体液、分泌物、汗以外の排

泄物、傷のある皮膚・粘膜には感染性がある微生物が存在していると考えて取り扱う」いう

概念を前提にした対策の総称である。すべての人に対して、また、どのような場合において

も実施する、基本的感染対策である。 

標準予防策は下図 1 の具体策からなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1． 標準予防策の具体策 

 

 

 

 

          

 

 

 

 １－１ 

H24．10．1 

H28.2.17 

標準予防策の具体的対策 
１．手指衛生 

２．個人個人防護具の適切な使用 

３．呼吸器衛生/咳エチケット 

４．鋭利器具の取り扱い 

５．患者に使用した医療器具の取り扱い 

６．患者配置 

７．環境対策 

８．リネンの適切な取り扱い 

＊湿性生体物質とは 

・全ての血液  

・体液 （汗は除く） 

・すべての粘膜 （口、鼻、眼、腟、消化管、直腸、肛門） 

・創傷のある皮膚 （手あれや皮膚病変を含む） 
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１． 手指衛生(手指を清潔にすること) 

 

１）手指衛生の目的  

手指衛生は感染対策の基本である。手指衛生の目的は、手指から有害な微生物を取り除くことにより、                

手指による微生物の伝播を遮断することである。 

 

２）手指衛生の基本事項  

・爪を短く切る。  

・指輪をはずす。 

・手首まで洗えるように、時計をはずす。 

・ユニフォームは半袖、あるいは長袖の衣類の場合には腕まくりをする。  

 

３）手指衛生を行う場面  

・下記の 1～5 の場面の医療処置、ケアの前後で行う。 

 

    図２．手指衛生の 5 つのタイミング （WHO 2009 より） 

 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）手指衛生の消毒剤、石鹸の使い分け  

・手に明らかな汚れがある時は、流水と消毒剤入りの手指洗浄剤で手を洗う。 

・手に明らかな汚れのない時は、擦式アルコール製剤を使用する。 

・クロストリディウム・ディフィシル※１やアルコールに抵抗のある微生物により手指が汚染し

た場合には、流水下でジェントルクレンザーを用いて手を洗う。クロストリディウム・ディフ

ィシルは芽胞を形成し、アルコールは無効である。 

 
１－２ 

サラヤホームページより転用 

H24．10．1 

H28．2.17 



                     院内感染対策マニュアル 

 

 

          表１．場面ごとの手洗いの消毒剤、石鹸の使い分け 

手を洗う場面 条  件 洗剤･消毒剤の選択         

 

 

 

 

医療処置の場面 

 

手に明らかな汚れなし 【流水下の手洗い】            

ジェントルクレンザー  

         

  

【擦式アルコール製剤による手指衛生】 

手ピカジェル P 

 

 

手に明らかな汚れあり、 【流水下の手洗い】 

ジェントルクレンザー 

 

 

マイクロシールド４ 

 

 

 

 

手の汚れに関係なく下痢・吐物処理の後 

・クロストリディウム・デフィシル※１

やアルコールに抵抗性のある微生物で

の汚染の可能性あるため 

事務作業の後 

トイレの後 

食事の前 

 

 

【流水下の手洗い】 

ジェントルクレンザー 

 

 

※１クロストリディウム・ディフィシル： 

 芽胞を形成するグラム陽性桿菌。抗菌薬の使用により発育が誘導され、時に偽膜性腸炎を引き起こす。

高齢者に好発。発育環境が悪化すると、芽胞を形成する。芽胞は、乾燥･熱・消毒薬に強く、環境が

育に適した状態になると発芽、増殖を開始する。   

 

   

５）流水下の手洗い方法と擦式アルコール製剤による手指衛生方法 

（１）流水下の手洗い 

流水下の手洗いの目的は、手指の汚れを洗浄剤により分解し物理的に除去することであ

る。更に、消毒剤入りの手指洗浄剤を用いることにより、手指の消毒を行うことができる。  

・手指洗浄剤のボトルは、ポンプ式とし、洗浄剤の継ぎ足しはしない。 

・手洗い後の「手拭き」には、ペーパータオルを用いる。 

・流水下での手洗いは、以下の手順に沿って行う。 

 

 １－３ 
H24．10．1 

H28．2.17 



                     院内感染対策マニュアル 

 

 

＜流水下の手洗い手順＞ 

１．流水で洗いし、付着した有機物を取り除く。手指に付着した有機物は消毒剤の作用を減弱させる。 

２．マイクロシールド４あるいは.ジェントルクレンザー１プッシュを用いて、少なくとも 15 秒間、

全ての表面を十分に泡立て、互いに強くすり合わせる。 

３．手のひら、手の甲、指の間、指先、親指の付け根、手首の順で洗う。特に爪の周囲は 

十分に洗う。 

４．その後、流水で十分に洗浄剤をすすぎ、ペーパータオルでパッティングするようにして水分を拭き

とり乾燥させる。 

５．自動水栓でない場合は、蛇口を手拭き後のペーパータオルで閉める。 

 

 
             図３．流水下での手洗い方法 

 

 

 

（２）擦式アルコール製剤を用いた手指衛生 

擦式アルコール製剤は、短時間に手指の菌数を減少させることができる。主な消毒効果はアルコー

ルによるものであり、菌数減少の持続効果はない。ゆえに、医療処置の直前に手指衛生を実施する。 

・業務の支障にならない限り、擦式アルコー製剤を携帯することが望ましい。 

 

 
１－４ 

H24．10．1 
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＜擦式アルコール製剤を用いた手指衛生手順＞  

１．擦式アルコー製剤を１プッシュ、手掌にとる  

２．薬液を取っていない方の手の爪を薬液に浸す 。薬液を反対の手にこぼさないように移

し、反対の手の爪を浸す 。 

３．両手全体にまんべんなくすばやくのばす。  

４．手背にも擦り込む 。 

５．指間に一本ずつきちんと擦り込む。  

６．親指に擦り込む 。 

７．手首に擦り込み、十分乾燥させる。 

 

         図４．擦式アルコール製剤での手指衛生方法 

 

６）手指衛生による皮膚炎(手荒れ)の予防と対策 

・石鹸は、製剤によりかなりの皮膚刺激と乾燥があるので、 

手に汚れがない場合は日常的に保湿剤、軟化剤入りの擦式 

アルコール製剤を推奨する。 

・手荒れ予防のため就業前にバリアローションを使用するほか、 

適宜保湿ローションを使用する。 

・保湿剤は、院内で推奨しているものを使用する。 

・手荒れがひどい場合は以下の対策を行なう。   

○皮膚科医の診察を受ける。  

○ペーパータオルではこすらず、パッティングをして水分をとる。  

○手洗い後、パウダーフリーのプラスチック手袋やニトリル手袋を装着し、その上からプラスチック 

手袋を装着する。  

 

手荒れの原因に注意しよう！ 

１． すすぎ不十分 

２． 手袋に含まれる化学物質 

３． 気候 

４． 手袋のパウダー 

５． 不適切なハンドケア 

６． 手袋による密閉 

１－５ 

H24．10．1 

H28.2.17 

図５．手荒れの原因 
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７）手指衛生剤の使用期限 

手指消毒薬・手洗い石けんとも開封後の使用の目安を６ヶ月間とする。開封日を記載する。 

 

 

２． 個人防護具の適切な使用  

 

１）使用の目的  

・湿性生体物質による医療者の身体・衣類の汚染を防ぐ。 

・医療者の身体・衣類の汚染を防ぐことにより、患者への媒介・伝播を防ぐ。 

・清潔処置を行う際に、手指の微生物の伝播を防ぎ、清潔野を確保する。 

・有害な薬剤から医療者の身体を保護する。 

 

２）使用時の注意事項 

・個人防護具は湿性生体物質に曝露するとき、または、それが予期されるときに使用する。 

・湿性生体物質に曝露する範囲を防護するために適切なものを選択する。  

・個人防護具は、同一患者の異なる身体部位のケアを行う際に交換する。 

・個人防護具は、患者ごとに交換する。  

・個人防護具は、体液の付着、あるいはその恐れのある場合、その都度交換する。 

・汚染した個人防護具は、感染性廃棄物として廃棄する。  

 

３）個人防護具の着脱手順 

・個人防護具の着脱時には順番があり、汚染拡大防止のために着脱手順を守ることが重要である。ポイ

ントは、最も汚染されやすい手袋を最後に着用し最初に外すこと、個人防護具を外した後は手指衛生を

行うことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 １－６ 

 

装着時⇒ 

外す時⇒ 

H24．10．1 

H28．2.17 
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４）手袋の使い方 

・手指が湿性生体物質に曝露するとき、またはそれが予期されるとき使用する。  

・汚染した手袋は、①清潔操作前に新しい手袋に交換する。 

②ドアノブ、電話機、コンピューター等の共有物に触れる場合は、手袋を外す。 

③長時間着用し汗をかいたら外すか交換する。 

④小さな穴や破れがある場合は交換する。   などの取り扱いに注意する。  

・抗悪性腫瘍治療薬のミキシング、医療器具の洗浄・消毒時、清掃時にはそれぞれ専用の手袋を着用

し手指への曝露を防ぐ。 

・手袋を外した後は手指衛生を行う。 

 

（１）手袋の着脱方法 

・手袋は、清潔に着用し、汚染面に触れないよう外す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

      

              

 

 

 

 

      

          

  

               

                      

               

 

 

１－７ 

H24．10．1 

H28．2.17 

着用完了。 

図６．手袋のはめ方 

図７．手袋の外し方図 

中表に外した手袋を片手に握

る。 

そのまま引き上げるように

裏返して外す。 

 

手袋を外した手の指先を片

方の手首と手袋の間へすり

こませる。                        

 

箱より手袋をつまみ引き

出す。片手に手袋を着用す

る。 

使用前の清潔な手袋でも

う一枚引き出しもう片手

にはめる。 

手首の部分をつまんで、引き上げる。この時汚染手袋が手首

に接触しないように気をつける。 

２枚の手袋が中表となり一

塊として外す。このまま廃棄

する。 
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５）マスクの使い方 

・血液、体液などの湿性生体物質の飛沫により鼻腔、口腔が曝露されると予想される場合は、マスクを

着用する。 

・飛沫予防策ではサージカルマスク、空気予防策ではN95 マスクが選択される。 

インフルエンザでは、サージカルマスクが用いられるが、エアロゾル発生の可能性がある処置は医療

従事者を含めた感染リスクが高いため、気管支鏡・気管内挿管・気管内吸引などのエアロゾル産生性

の処置を行う際には、N95 マスクの着用が推奨される。 

N95 マスク                   サージカルマスク 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

・職員自身が咳・くしゃみ・鼻汁等の呼吸器症状を有する場合は、咳エチケットとして勤務中にマス

クを着用する。 

・使い捨てマスクは医療従事者の保護の目的で使用されるが通常は不要であり、過度の使用は控える。 

 

（１） マスクの着脱方法 

 ・サージカルマスクは、以下の手順で着脱する。 

図８．マスクのつけ方 

                 

 

 

  

 

 

       

図９．マスクの外し方 

 

                           

 

 

 

 
１－８ 

ノーズクリップを鼻の形

に合わせる。 

プリーツを伸ばし、顎の

下までカバーする。 

着用完了。 

汚染面に触れないよう、ひもの部分を持って、外す。 感染性廃棄物容器へ廃棄する。 

1）カップ型   2）３つ折     3）くちばし型 

N95 マスク規格とは4 

N95 規格とはNIOSH が制定した呼吸器防護具の規格基準であり、Nはnot resistant to oil 耐油性なしを表して

います。95 とは塩化ナトリウム（空力学的質量径0.3μm）の捕集効率試験で95％以上捕集することを意味して

います。つまりN95 マスクは、5μm 以下の飛沫核に付着した病原体を捕集することができ、着用者の肺への病

原体の進入を防ぐことができるマスクです。 

H24．10．1 

H28．2．17 
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  ・N95 マスクは、以下の手順で着脱する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） マスクの交換 

 ・サージカルスクは、使用の都度使い捨てる。 

 ・N95 マスクは個人専用とし、ナイロン袋等に入れて保管し 1 勤務毎交換する。濡れた場合は 

廃棄する。 

 ・体液で汚染されたマスクは感染性廃棄物として廃棄する。 

 ・ケアや開放創や広範囲な熱傷患者の処置の際には、医療従事者の唾液が患者に飛沫するのを防ぐ

ためにサージカルマスクを着用する。 

 ・医療従事者自身に呼吸器症状があり、やむを得ず患者に接する場合以外は、汚染したマスク

をしたまま食堂等の共有スペースに出ないこと。 

 ・マスク着用中は前面が汚染されているため、手を触れないこと。 

 

６）エプロン、ガウンの使い方 

・血液、体液などの湿性生体物質の皮膚・衣服への接触・飛沫が予想される場合は、エプロン・

ガウンを着用する。 

・体幹のみの汚染の場合はエプロンを使用し、体幹、前腕、上肢の汚染が考えられるときは、ガウン

を使用する。 

・抗悪性腫瘍治療薬のミキシング時、高レベルの消毒薬の取り扱い時は、皮膚への薬液暴露防止

のためガウンを着用する。 

 

 

 

 

 

 １－９ 
H24．10．1 

H28．2．17 
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（１） エプロンの着脱方法 

・エプロンは以下の手順で着脱する。 

図 10．エプロンのつけ方  

                                         

 

                               

              

 

 

 

                          

                                          

 

 

 

図 11．エプロンの外し方 

                                      

                                              

 

 

 

               

                                             

 

 

 

 

              

(２)エプロン・ガウンの交換 

・患者ごとに交換する。 

・体液で汚染されたエプロン、ガウンは、感染性廃棄物として廃棄する。 

                                    

７）ゴーグル、フェイスシールド付マスク             

・血液、体液などの湿性生体物質の顔面への飛沫が予想される場合は、   

ゴーグル、フェイスシールド付マスクを着用する。 

・フェイスシールド付マスクは、その都度使い捨てる。 

・ゴーグルは、シールド部分が明らかに汚染したらシールド        

部分を交換する。 

１－10 

H24．10．1 

H28．2．17 

首の部分を開く。 首にかける。 

着用完了。 

エプロンの前を開く。 

腰の後ろのひもを切る。 

エプロンを完全に開く。 

紐を腰の後ろで結ぶ。 

 三つ折りにする。 裾を手前に持ち上げる。 前あてを前にたらす。 首の後ろのひもを切る。 

汚染した表面を中表にたたみ、捨てる。 
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・抗悪性腫瘍治療薬のミキシング時、高レベル消毒薬の取り扱い時は、眼への薬液曝露防止

のため、フェイスシールド付マスクまたはゴーグルとマスクを着用する。 

・眼が湿性生体物質に曝露した場合は、ただちに水道水、生理食塩水で洗浄し、院内感染対策 

マニュアル「8．針刺し・切創、皮膚・粘膜曝露時の対応と防止対策」に基づいて対応する。 

 

８）特殊な腰椎穿刺のための感染制御 

脊髄に対する処置（脊髄造影、腰椎穿刺、脊椎麻酔など）を行う際に、口腔細菌叢の飛沫の拡散を防

ぐためにフェイスシールド付マスクを装着する。 

 

表３． 処置別個人防護具の選択 

                   ○着用 △必要に応じて ×不要 

 

処置 
手袋 エプロン 

 

ガウン 

 

サージカ

ルマスク 

シールド 

ゴーグル 

吸引 

 

開放式気管吸引 

鼻腔・口腔吸引 
○ ○ × ○ × 

大量の飛沫、感染性の強い微生

物の検出、耐性菌検出 
○ ○ △ ○ △ 

血痰のある場合 ○ ○ △ ○ ○ 

閉鎖式気管吸引 ○ × × × × 

創処置 
ガーゼ交換のみ ○ △ × △ × 

創洗浄を伴う場合 ○ ○ △ △ △ 

閉鎖式ドレーンの排出時 ○ ○ × △ × 

保清 

 

 

健常皮膚の清拭 × × × × × 

破綻した皮膚の清拭 ○ ○ △ △（落屑） × 

陰部洗浄・清拭 ○ ○ △ △ × 

 

 

含嗽・口腔内清拭 ○ ○ ○ ○ ○ 

ブラッシング ○ △ × ○ ○ 

静脈ラインの 

取り扱い 

 

 

輸液バック交換 × × × × × 

ミキシング ○ × × × × 

輸液ライン交換 △ × × × × 

側管からのＩＶ × × × × × 

刺入部ドレッシング交換 ○ × × × × 

抜針 ○ × × × × 

尿路カテーテルの取り扱い 
バッグからの集尿 ○ ○ × ○ ○ 

カテーテルの閉鎖を破る時 ○ △ × △ ○ 

検体採取 

 

一般の検体 ○ △ △ △ × 

結核を疑う場合の採痰 ○ △ × 
○（Ｎ95

マスク） 
× 

熱傷患者の処置 入浴・ガーゼ交換・軟膏処置 ○ × ○ ○ × 

汚染医療器具の取り扱い 便器・尿器の洗浄 ○ ○ △ △ △ 

１－11 
H24．10．1 

H28．2．17 
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３． 呼吸器衛生／咳エチケット 

 

 呼吸器衛生／咳エチケットは、飛沫や接触によって伝搬する微生物の伝搬を患者（医療者）自身

が防止するための対策である。呼吸器症状を有するすべての患者・面会者・学生・ボランティア・訪

問業者に対し、以下の対策が実施されるように働きかける。また職員自身が呼吸器症状を有する場合

も自ら以下の対策を遵守する。 

 

＊咳、またはくしゃみをするときは、ティッシュ、ハンカチなどで鼻と口を覆う。 

＊鼻をかむ、痰を出す場合、これらをティッシュでぬぐい、最寄りのゴミ箱に廃棄する。 

＊鼻をかんだ後、痰を出した後は手を洗う。または、これらで手が汚染された場合も手

を洗う。また擦式アルコール製剤を使いやすい場所に設置する。 

＊患者に風邪症状あれば申告するように協力を依頼し、マスクの着用、手洗いの励行に

ついて説明する。風邪症状のある家族や面会者は面会を遠慮してもらう。 

 

 

４． 鋭利な器具の取扱い 

 

１）鋭利器材の取り扱い時の注意事項 

・採血、静脈注射、留置針の挿入を行うときは、必ず手袋を着用すること。 

・リキャップをしない。ミキシング時の針もリキャップをしないこと。 

・病室で鋭利器材を使用するときは、携帯用針廃棄容器を利き手側に用意し、使用直後、その場で

廃棄すること。 

・使用後の鋭利器材は使用者自身が廃棄すること。 

・使用後の鋭利器材の手渡しは、しないこと。 

・使用後の鋭利器材を直にトレイに入れて持ち運ぶことはしないこと。 

・使用後の鋭利器材（シリンジの針、持針器についたメス刃など）を手で分解しないこと。 

・採血した血液・体液を試験管に直接針を刺して分注しないこと。 

・可能な限り、安全装置付き器材を使用し、使用後は速やか、かつ確実に安全装置を作動させること。 

・注射薬ミキシングのため点滴準備台の上で針を廃棄する場合は「ミキシング専用」と明示し、針廃

棄容器を設置する。 

 

２）採血、注射実施時の準備 

・ベッドサイドで採血、および注射を実施する際は、必要物品とともに

携帯用針廃棄容器と手袋を持参すること。 

 

 

 

 
１－12 

H24．10．1 
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３）鋭利器材を落としてしまった場合の対処 

・鋭利器材を落としてしまったときは、素手で拾わない。 

・携帯用針廃棄容器を準備し、手袋を着用し、針先（刃先）より遠方を持って拾うか確実に

把持できる器具で拾いあげ、速やかに廃棄容器に廃棄する。 

・鋭利器材をむき出しのまま持ち歩くことはしない。 

・患者・面会者など医療関係者以外の人が発見した場合には、自分で拾わず医療関係者へ連

絡するように依頼する。 

 

４）リキャップについて 

・リキャップをせざるを得ない時は、下記の方法で行う。 

図 12．片手によるリキャップ法 

                           

 

 

 

 

トレイなどにキャップを置く。        トレイの角で使いすくい上げるようにして、リキャップする。 

         

       

５． 患者に使用した医療器具の取り扱い 

 

１）洗浄・消毒・滅菌とは 

 表４．洗浄・消毒・滅菌の定義 

用語 定  義 

洗浄 対象物より有機物や汚れを物理的に除去することを目的とし、通常、

洗剤及び水を使って実施する。 

消毒 生存する微生物の数を減少させることを目的とし、必ずしも微生物を

全て殺菌したり除去したりするものではない。 

滅菌   芽胞を含む全ての微生物が 10６、つまり１個の微生物が生き残る確率が

１/1000000以下であることを目的とする。 
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２）患者に使用した医療器具の処理分類 

・患者に使用した医療器具はその使用用途によって、E.H.Spaulding分類に基づいて処理する。 

表５．医療器具の処理分類 

E.H.Spaulding分類 処理方法 器材 

クリティカル 

経皮、経粘膜に挿入し、

血管や生体の無菌野に

挿入される器材。 

洗浄と滅菌 

＊高圧蒸気滅菌（オートクレーブ） ・１３２℃１２分 

                 ・１３５℃ ８分 

＊ガス滅菌（エチレンオキサイドガス）・５５℃６０分 

＊プラズマ滅菌（ステラッド） 

手術器具 

針 

血管カテーテル 

小児用スタイレット 等 

セミクリティカル 

粘膜や損傷皮膚と接触

する器材。 

損傷していない正常粘

膜は細菌芽胞には抵抗

性があるが、結核菌やウ

イルスなどには感受性

が強い 

 

 

 

 

洗浄と高レベル消毒 

多量の芽胞を除いて全ての微生物を殺滅する 

＊過酢酸（アセサイド）内視鏡室、泌尿器外来、耳鼻科外来 

＊フタラール（ディスオーパ）  耳鼻科外来 

＊内視鏡洗浄消毒装置  泌尿器科外来 耳鼻科外来 

消化管内視鏡 

人工呼吸器回路 

喉頭鏡 

膀胱鏡     等 

洗浄と中レベル消毒 

結核菌、栄養型細菌、殆どのウイルス、真菌を不活化もし

くは殺滅する 

＊次亜塩素酸Ｎａ（ミルクポン） 

次亜塩素酸Ｎａは、結核菌、芽胞には効果が得られにくい

が、高濃度（0.1%）、時間をかければ有効となる場合あり 

＊単包アルコール 

アンビューバッグ 

（バクテリアフィルター使用） 

               

体温計 等 

ノンクリティカル 

粘膜とは接触せず、健康

な皮膚とのみ接触する

器材 

洗浄のみ、または洗浄＋低レベル消毒 

殆どの細菌、いくつかのウイルス、真菌を死滅させるが結

核菌や芽胞は殺滅できない 

＊次亜塩素酸Ｎａ（ミルクポン） 

＊次亜塩素酸Ｎａ（ブリーチ） 

＊ペルオキソー硫酸水素カリウム（ルビスタ） 

＊第 4 級アンモニウム塩入り洗剤（クリンキーパー、セーフ

キープ等） 

ガーグルベース、膿盆 

便器、尿器、陰洗ボトル、 

聴診器､血圧計、 

松葉杖、車いす、病室環境 

          等 
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３）中央材料室管理の医療機材の返却ルート 

・患者に使用した後の医療機材は、以下のルートで中央材料室に返却する。 

・置定数器材、依頼滅菌器材は現場での洗浄は不要である。 

 

＜中央材料室へ返納する使用物品の処理について＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場での洗浄はしない 

置定数器材 依頼滅菌器材 

洗浄登録あり        洗浄登録なし 

感染症の有無に関わらず、患者に使用

後の器材はすべて感染性のあるもの

として密閉容器に入れる。 

部署で洗浄・乾燥の上、ビニール袋に入

れて提出する。 
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４）物品別消毒法 

物品 使用後の処理方法 

① 酸素吸入用品 

酸素マスク 

リザーバーマスク 

酸素カヌラ 

アクアサームマスク 蛇管 

1患者 1使用とし、原則的に消毒、再使用はしない。 

＊加湿水使用の目安 

（１）加湿水の必要なし               

・流量３Ｌ/分以下の酸素吸入 

（２）アクアパック 500ｍｌ使用 

 ・流量４Ｌ/分以上の酸素吸入 

 ・小児 

 ・鼻呼吸が困難な患者 

 ・口鼻腔の乾燥感を訴える患者 

＊酸素吸入終了時 

   ダイヤル、目盛部分はクリンキーパー等で 

清拭する。 

② 吸引装置 ＊閉鎖式ディスポ吸引装置（キューインポット○R ） 

・キューインポットライナーは 1000ml を目安に交換する（1000ml を超える

と吸引されなくなる）。 

・キューインポットライナーは患者間で共有せず患者毎交換する。 

・感染性廃棄物容器（オレンジのバイオハザードマーク）に廃棄する。 

＊リユース吸引装置 

・使用中は、びんの内容物を廃棄し、湯でこすり洗いをする。   

・使用終了後は洗浄の後に 0.05％ブリーチに 30分以上浸漬する。 

・いずれの場合も、吸引装置周囲（よく触れるレバー、ダイアル等）はクリ

ンキーパー等で 1日 1回清拭する。 

③ 人工呼吸器

の蛇管 

・大人用・・・ディスポーザブルを使用 

・小児用・・・ディスポーザブルを使用     

   交換・点検は ME管理とする        

＊基本的に回路内にネブライザーは組み込まない。 

 

 

 

④ マギール鉗子、開口器 

 

 

 

救急カートの中の備品は使用後洗浄せず、中材返納ボックスに入れて搬送し、

中材で洗浄後滅菌を行う。 

 

⑤ バイドブロック 

スタイレット 

ニップルナット 

単回使用とする。 

 

 

 

 

⑥ 侯頭鏡 

 

・ブレードは EOG滅菌とする｡ 

使用後一次洗浄せず、中材返納ボックスに入れる｡                          

・ハンドルは汚れをふき取り、クリンキーパー等で清拭する。 

 

⑦ アンビューバッグ 

 

･バクテリアフィルターを使用した場合は、クリンキーパーで清拭する 

・バクテリアフィルターを使用しない場合は、分解後洗浄し、ミルクポン

0.0125％で 60分消毒し、乾燥させる。対結核には低すぎるか？ 

0.05％～0.1%の濃度が必要 

 

⑧ ガーグルベース ・使用中は洗剤で、洗浄後乾燥させる。             

・使用後は洗浄後ミルクポン 0.02％で 5分以上の浸漬消毒、乾燥させる 
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⑨ 膿盆 ・ビニール袋をかぶせて使用し、直接の汚染を避ける。 

・使用後は洗浄剤で洗浄し、乾燥させる。 

 

⑩ 哺乳瓶・乳首 ・栄養管理室で洗浄後消毒する。 

・使用後は洗浄後ミルクポン 0.01％で 60分消毒し、乾燥させる。 

 

⑪ 血圧計 ・日常的には患者毎にクリンキーパー等で清拭する。 

・汚染したマンシェットは、洗剤で洗う。またはクリンキーパー等で清拭

する 

⑫ 聴診器 ・使用前後にクリンキーパーで清拭する。 

⑬ 体温計 ・入院中は、退院まで１人１本の使用とする。 

・終了時、ケースは洗浄乾燥、本体は単包アルコールで清拭する。 

⑭ ネブライザー ・ガラス部分は洗浄後、ミルクポン 0.05％で 30分浸漬消毒する。 

・他の部分はクリンキーパーで拭く 

 

⑮ 超音波ネブライザー ・使用中１日１回は、薬液カップ・エアゾル発生容器・蛇管は洗浄剤で洗浄後、

ミルクポン 0.05％で 30分浸漬消毒する。 

・作用水貯留部は排水後中性洗剤で洗浄後、乾燥させる。 

・他の部分はクリンキーパー等で拭く 

 

⑯ 経管栄養ガートル ・使用ごとに洗浄後、ミルクポン 0.02％で 5分以上の浸漬分消毒。 

または使用ごとに食器洗浄乾燥機に入れて消毒する。 

・経管栄養セットは､毎回交換する｡ 

 

⑰ 包交車 

 

・１日１回クリンキーパー等で拭く。 

・血液・体液が付着している場合は、クリンキーパー等で拭く。 

 

 

⑱ 便器・尿器・尿コップ・ 

陰洗ボトル 

・ベッドパンウオッシャーで、使用毎に洗浄する。 

・使用中は個人専用とする。個人専用で使用する最中は洗剤で洗浄後乾燥さ

せる。 

・終了後は 0.05％ブリーチで 30分以上浸漬する。 

 

 

⑲ 浴槽・薬浴・機械浴槽 ・１日１回以上 浴用洗剤と熱い湯で物理的に洗い流す。 

・褥瘡のある患者や熱傷創のある患者は、患者毎に次亜塩素酸Ｎａ配合洗剤

でこすり洗いする。  

 

⑳ ベッド、マットレス ・ベッドの下や車輪部分の埃を十分取り除きクリンキーパーで清拭する。 

・マットレスが血液・体液で汚染されたときは、大型ビニール袋に入れて

洗濯を依頼する。 

 

㉑ その他 ・ME機器、パソコン、マウス 

ワゴン、点滴スタンド等は１日１回以上クリンキーパー等で清拭する。 
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表６.消毒薬の調製法 

 消毒剤 80倍 100倍 

1%次亜塩素酸Ｎａ 

（ミルクポン） 

  

 

 

0.0125％ 

薬液 12.5ｍｌ＋水 987.5ｍｌ 

全量 1000ｍｌ 

 

 

 

5%次亜塩素酸Ｎａ 

（ブリーチ） 

 

 

 

 

 

0.05％ 

薬液 10ｍｌ＋水 990ｍｌ 

全量 1000ｍｌ 

＜消毒薬の期限＞ 

希釈・調製した消毒剤（ミルクポン、ブリーチ）の使用期限 

原液から水道水で希釈した場合：水道水中に含まれる少量の細菌が繁殖する可能性があるため、用事調

整として希釈後から２４時間以内の使用とする。 

 

５）単回使用器材の再滅菌の依頼方法および責任の所在について 

単回使用器材は、適正に使用し廃棄する。 

  やむを得ず単回使用器材を再滅菌し使用する場合は、責任の所在を明らかにするため、

滅菌依頼票の備考欄に責任者名を記入する。記載のない滅菌依頼票は受けない。 

  

（例） 

 

○○医師よりと記載 

記載のない物は、滅菌依

頼を受けない。 

１－18 

H24．10．1 

H28．2．17 



                     院内感染対策マニュアル 

 

 

６． 患者の収容 

 

１）患者配置 

患者の個室、多床室の決定には感染性病原体の伝播の可能性を考慮し決定する。 

＊個室がなくコホートもできない場合は、院内感染予防対策委員長に連絡する。 

 

２）外来での空間的隔離 

・ 呼吸器症状、発熱・下痢、皮膚の発疹などのある患者、伝染性疾患への曝露の既往、渡航歴があ

る場合はスタッフに申し出るよう患者へ告知する（ポスターや掲示板など）。 

・ 呼吸器症状のある患者は無症状の患者と 1ｍ以上離れて待機してもらう。 

・ 発熱のある患者は内科第二処置室前で待機し、周囲をカーテンで覆い空間分離する（平日日中）。 

・ 結核が疑われる患者の診察は内科第二処置室を陰圧にして使用する。 

 

３）患者移送 

・病原性の強い微生物が検出された患者の移送は必要な目的にのみ制限し、微生物の拡散を予防する。 

・患者の移送の際は、以下の事項に留意する。 

  ＊病原微生物を拡散させないための感染対策の協力を患者に依頼する。 

  ＊病原微生物が拡散し環境を汚染しないように、サージカルマスクやドレープを患者に

使用する。 

  ＊患者の移送先には事前に到着時刻、必要な感染対策を伝える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個室収容 

 

・ 結核、水痘、麻疹が疑われる場合 

・ 免疫不全状態の患者 

個室収容が望ましい 

 

・ 分泌物の量が多く１日に何度も被覆交換が必要な患者 

・ 排泄物（下痢、嘔吐、喀痰など）の量が多い患者 

・ ウイルス性の呼吸器・消化器感染症が疑われる小児 

・ 感染防止行動がとれず他者への伝播リスクがある患者 

集団隔離（コホート） 個室収容が望ましいが個室収容が難しい場合は、同じ微生物を保菌・

感染している可能性のある患者を、多床室に収容する。 
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７． 環境対策 

 

１）清掃 

 病院清掃の目的は、患者に対し常に清潔で衛生的な生活環境を提供し、快適な療養生活を過ごせ 

る状態に保持することである。病院清掃においては、埃や汚れを除去することが基本となる。汚 

れた布、紙、手袋などは感染性廃棄物容器に廃棄する。 

 清掃の際は、以下の事項を心掛ける。 

   ★埃を立てない清掃 

   ★静粛な清掃 

   ★患者優先の清掃 

 

 

 

 

 

 

 

          表７．清掃の「してはいけないこと」「すべきこと」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）ゾーニングによる日常的環境清掃 

 病院内各室の用途に適合する空気清浄度を維持するための区域分けをゾーニングと

いう。病院清掃はこのゾーニングを参考にし、求められる清浄度を保つために適切な方

法を用いて行う。 

 

 

 
１－20 

一般病棟、手術室のいずれにおいても、日常的に手が触れない床や壁などに付着している 

細菌が直接的に病院感染に関与する可能性はほとんどない。消毒薬を用いて環境を消毒し 

ても、一時的に菌量は減少するものの、人が存在すれば短時間のうちに元の菌量に戻る。 

 したがって、人間の手が日常的に触れる環境表面を除いては、環境を消毒する意義はほと 

んどないと考えられる。 

 

×してはいけないこと ・臭くなったモップの使用 

・素手での作業 

・床、壁、室内への消毒剤の散布、塗布 

・モップ等を上に向けて搬送すること 

 
△しない方がよいこと 

○しなければならないこと 

・ベッドブラシで埃を立てる掃除 

・紫外線灯での環境消毒 

・モップは洗剤で洗浄後、次亜塩素酸ナトリウムで消毒しすすぎ、

乾燥したものを使用 

・血液・体液病源体処理方法の厳守 

・洗浄消毒できる掃除道具を使う 

・手洗い 
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表８．ゾーニング 

 名称 摘要 該当室 

Ⅰ 

 

高度清潔区域 

 

層流方式による高度な清浄度が要求

される。周辺に陽圧を保つ。 

（クリーンルーム） 

Ⅱ 

 

清潔区域 

 

必ずしも層流方式でなくともよいが 

陽圧を維持する。 

一般手術室 

中材既滅菌室、無菌製剤室 

Ⅲ 準清潔区域 

 

 

Ⅱよりもやや清浄度を下げてもよい

が一般清潔区域より高度な清浄度が

要求され、Ⅳよりも陽圧。 

ＩＣＵ 血管造影室 

分娩室   

 

Ⅳ 

 

 

一般清潔区域 

 

 

原則として開創状態でない患者の病

室。等圧。 

 

一般病室、診察室、処置室、透析室、 

Ｘ線検査室 

外来、内視鏡室（消化器）リハビリ、調剤室、 

一般検査室 

Ⅴ 

 

 

 

 

 

 

汚染管理区域 

 

 

室内で有害物質を扱うなど、周期の

発生が多い場所。室外への漏出を防

止するため陰圧。 

ＲＩ管理区域諸室。細菌、病理検査室、解剖室、   

感染病室 

内視鏡室（気管支） 

拡散防止区域 

 

 

 

不快な臭気や粉塵などが発生する部

屋で、室外への拡散を防止するため

陰圧にする。 

 

霊安室、患者用便所、使用済みリネン室 

汚物処理室、 

 

 

（1）手術室における清掃 

   ・目に見える汚れや血液・体液はただちに除去する。汚染された環境表面は、手袋を装着し

ペーパータオルと 0.05％次亜塩素酸Ｎａ（ブリーチ）を用いて清拭消毒する。 

   ・床の広範囲な消毒は必要ない。 

（２）一般病室における清掃 
   ・一般病棟の日常清掃は、高頻度接触表面を中心に、汚れと埃の除去を行う。 

   ・床面は細菌や埃が飛散しないように注意深く除塵し、さらにきれいなモップで丁寧に拭く。 

   ・日常清掃は埃の除去を心がけ、床だけでなく換気口、カーテンレール、モニター等の埃も除去

する。 

   ・高頻度接触表面（手が高頻度に触れる環境表面）は、日常的な清拭を行い埃や汚れを取り除く。 

   ・緑膿菌、アシネトバクターは水回りで増殖するため、日常的な乾燥維持を心がける。 

   ・病室での消毒薬の噴霧、ホルマリン、オゾン処理は行わない。 
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表９.清掃方法のまとめ 

 場所             清掃の方法 

高
頻
度
接
触
表
面 

・オーバーテーブル 

・ベッド柵 

・テレビのリモコン 

・ナースコール・床頭台 

・ドアノブ・水道のコック 

・照明のスイッチ 

・手すり     

・エレベータのボタン    な

ど 

最低１日１回以上、クリンキーパー、セイフキープ等にて清拭を行

う。埃や汚れを取り除くことが清掃の主たる目的であり、消毒薬を

用いる必要はない。 

 

 

 

 

 

 

クロストリジウム・ディフィシル腸炎、ノロウイル

スが疑われる場合はルビスタで清拭を行う。 

 

 

 

流行性角結膜炎が疑われる場合はショードックで

２度清拭を行う。 

 

 

低
頻
度
接
触
表
面 

水平表面   床 １日１回埃や汚れを取り除く 

 

垂直表面   壁、天井、窓枠 

       換気口 

       カーテンレール 

       カーテン 

月１回以上、埃を取り除く 

カーテンは目に見える汚染がある場合、耐性菌検出患者の退出した

場合、美的に保つ必要が生じた場合に洗濯済みのものと交換する。 

＜環境整備用クロス開封後の使用期限＞ 

セーフキープ○R 、ショードック○R は開封後開封後… 
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（３） 血液・体液に汚染した環境の処理（フロー参照） 

 

 

  

８． リネンの適切な取り扱い 

 

  洗濯の目的は、洗浄することにより、有機物のよごれを除去し清潔に保つことである。 

（４） 院内における使用後のリネンの取り扱い 

・埃を立てないように静かに取り扱う。 

・リネン交換時は、リネンの汚染や微生物による曝露を防止するため手袋・エプロン・マスクを

着用する。個人防護具汚染時、清潔リネンを扱う時は交換する。 

・汚染リネンはベッドサイドなど使用した場所で、ランドリーバッグに入れて持ち運ぶ。 

・湿性生体物質に著しく汚染したリネンは、感染症の種類を問わず廃棄する。 

  ・血液・体液の付いたリネン類は専用の蓋付きバケツかナイロン袋に入れて、業者に引き渡す。 

 

 担当 手順 平日の場合 夜間、祭日、土・日曜日の場合 

吐
物
処
理
・
大
量
の
血
液
汚
染 

 

発見職員 

 

①  患者がいる場合：発見者は近くの職員に声をかけ②を依頼する。 

吐物・血液のみ発見した場合：嘔吐物・血液に新聞紙をかけ、他の人の目に触れない

ようにする。（新聞紙：1階は総合案内カウンター下、2階は外来女子トイレ洗面台下

に常備） 

②  いずれかに連絡し応援を依頼する。 

 総合案内 1389（平日午前中） 

 PHS外来師長① 8553  

 医事相談課 1261  

 地域医療部 1281 

いずれかに連絡し応援を依頼する。 

・患者が入院患者の場合⇒担当部署 

・患者が不明または面会者・訪問者の場

合⇒急患室 1317 

③  応援が来るまで吐物・血液に近づかないよう人払いをする。 

応援職員 ④  患者の対応を優先する。 

患者の状態が落ち着いていれば近くの部署の吐物処理セット内の個人防護具を着用

し、同セットを使用し汚物処理ベストプラクティス（手順書：セットの中にあり）に

沿って 1次処理を行う。 

 

⑤  看護師が 1 次処理を行い、感染性がなく

なってから施設用度係 1256に連絡し清掃

業者に清掃を依頼する。 

看護師が 1 次処理を行い、感染性がなく

なってから清掃業者に清掃を依頼する。 

休日日中 

PHS：070-6498-9353（芳賀さん） 

＊芳賀さんから休日勤務者へ連絡してく

れます。直ぐ対応できない場合あり。急

ぐ場合は急患室で対応する。 

 休日夜間の大量血液汚染は 1次処理後、「立ち入り禁止」と記入したディスポシーツ等で覆い、日中清掃

担当者 PHSへ連絡する 

 清掃業者の清掃範囲外（屋外など）の場合 1次処理後に施設用度係が洗い流す。フェイスシールド、マス

ク、エプロン（屋外吐物・血液処理用個人防護具セット）を着用し処理する。 

 病棟・外来で発生した場合は部署で処理（1次処理）を行うようにお願い致します。 

H24．10．1 

H28．2．17 

吐物・大量血液汚染処理フロー 

1－23 

1 次処理とは 
吐物処理セットのＰＰＥを装着した看護師が直接泡ハイター1000 を広範囲に

散布し、5 分以上放置する。その後セットの中のペーパータオルでふき取るま

での処理 

＊手順書の「2 回目の処理」まで。 
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（５） リネンの洗濯 

 ・80℃ 10分以上で熱水消毒。 

 ・血液・体液で汚染されたリネンは次亜塩素酸ナトリウムに浸漬後、洗濯する。 

 

 

 

 

参考文献 

隔離予防策のための CDC ガイドライン 医療環境における感染性病原体の伝播予防 2007 

   感染管理 QUESTION BOX1 洗浄、消毒、滅菌と病院環境の整備 2005 

職業感染制御研究会 職業感染防止のための安全器材のカタログ集 第４版 
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２．感染経路別予防策 
 

感染経路別予防策とは、感染性病原体の感染経路遮断のために標準予防策に付加して実施する感染対

策である。感染経路別予防策は空気感染予防策・飛沫感染予防策・接触感染予防策に分けられる。それ

ぞれの病原体の感染経路を知り，その経路を遮断することによってより効果的な感染対策が実施できる。 

報告を要する感染症が発生した場合は、     の表に基づき報告するとともにＩＣＴに連絡する。 

新型インフルエンザ等については、巻末の新型インフルエンザマニュアルを参照すること。 

 

 

1． 空気感染予防策 

 

空気感染とは、微生物を含む直径５μｍ以下の微小飛沫核が長時間空中を浮遊し、空気の流れによっ

て広範囲に伝播される感染様式をいう。空気感染予防策とは、空気感染を起こす微生物に対して行なう

感染対策をさす。 

 

１）対象患者 

下記の病原体による感染、あるいは検出された患者に対して実施する。 

・結核 

・水痘 

・播種性帯状疱疹 

・麻疹 

 

２）感染対策 

（１）病室配置・移送 

・内科外来の場合・・・第 2 処置室を中央監視室に連絡し陰圧にして、患者を誘導する。 

結核が疑われるなどの感染症室への入室が必要な場合は、患者の状況により 10 病棟に常備してい

るアイソレータ車椅子またはアイソレータストレッチャーで搬送する。 

 ・小児科外来の場合・・・発疹の出現や咳が強い場合は、小児科外来の隔離室で待機し優先診察を受

ける。 

・入院中の場合・・・結核、麻疹等の空気感染が疑われる場合は、感染症室使用基準に従って入室手

続きを行う。感染症室の準備ができるまで患者はサージカルマスクを着用し、当該病棟の個室に入

室してもらう。患者の状況により通常車椅子または 10 病棟に常備しているアイソレータ車椅子で

搬送する。 

 ・感染症室入室時は感染症室使用申請書を作成し、「感染症室使用手順」に基づいて対応する。 

・結核の場合、喀痰塗沫陽性者は専門の病院へ転院となるが、当院感染症室で治療となる場合もある。 

・病室のドアは常時閉め、出入りは最小限とする。 
H24．10．1 

Ｈ28．5．18 
２－１ 

31－6 
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・感染症を有する時期は室外に出ることは原則できない。特に結核患者で塗沫陽性の排菌期間中は厳

重に対策を遵守する。 

・検査等で移送を必要とする場合は、飛沫の拡散を防ぐため、患者にサージカルマスクを着用させる。 

患者に N95 マスクは使用しないこと。また、移送先の部署には、事前に感染対策に関連する患者

情報の連絡をする。 

・転院する場合は、感染症室よりアイソレータ車椅子で栄養管理室側出入り口に搬送し、自家用車ま

たは救急車に乗ってもらう。患者はサージカルマスクを着用し、後部座席に乗ってもらう。運転者、

同乗者はＮ-95 マスクを着用し、車内の結核菌量を減少させるため、車の窓は冷房、暖房を入れて

も、必ず対角線上に 10 ㎝程度開けたままで移動する。 

・患者退院後の病室は、ドアを閉鎖したまま窓を開け２時間以上換気し、通常の清掃を行なう。 

 

（２）患者指導 

・咳をする時はタオル等を口に当て、飛沫を発生させないよう患者に協力を依頼する。 

・小児など抵抗力の弱い面会者の面会は基本的に制限する。面会者が病室に入室する際も N95 マス

クを着用するよう依頼し、装着方法を実技指導する。 

 

（３）患者接触時の N95 マスクの着用 

・水痘、麻疹患者には免疫を有する職員が、優先して対応する（この時 N95 マスクは必要ない）。 

・結核患者に対応する場合は、全ての職員が N95 マスクを着用する。 

・医療従事者は病室前で N95 マスクを着用し、ユーザーシールチェックを入室の都度行い入室し、

病室を出てから N95 マスクを外す。 ＊1-9 参照 

  

（４）清掃、廃棄物の取り扱い 

・病原体が付着している布・紙類（ガーゼやティッシュ等）は、ビニール袋に入れ室外に持ち出す際

にビニールの袋の口を閉じて密閉し、感染性廃棄物として廃棄する。 

・病室は通常清掃を行なう。清掃業者も N95 マスクを着用し入室し、清掃する。 

 

（５）その他の対策 

・聴診器や血圧計などを患者専用にする必要はない。 

・食器や残飯、リネン、衣料品等の洗濯に特別な消毒は不要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－２ 
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2． 飛沫感染予防策 

 

飛沫感染とは、咳、くしゃみ、会話，気管吸引および気管支鏡検査に伴って発生する飛沫が、経気道

的に粘膜に付着し、これに含まれる病原体により経気道感染を起こす感染様式をさす。飛沫直径は 5μ

ｍより大きいため、飛散する範囲は約 1m 以内であり床面に落下するとともに感染性はなくなる。病原

性が高く、感染管理上重要な飛沫感染を起こす微生物に対して行なう感染対策を飛沫感染予防策という。 

 

１）対象患者 

下記の病原体による感染者（あるいは検出者）に対して実施する。 

 

2）感染対策 

（１）病室配置・移送 

・基本的には個室隔離をおこなう。 

・個室隔離ができない場合は、同じ微生物による感染症患者を１つの病室に集めて収容する（コホ

ーティング）。 

・コホーティングができず、大部屋に入室している場合は、カーテン隔離とし、ベッド間を１ｍ以

上開ける。 

・特殊な空調や換気システムは不要である。 

・感染性を有する時期は、室外に出ることを可能な限り控える。やむを得ず室外に出るときは、サ

ージカルマスクを着用してもらう。 

  ・入り口のドアは､開放しておいても良い 

（２）患者指導 

・咳をする時はタオル等を口に当て、飛沫を発生させないよう患者に咳エチケットを指導し、協力

を依頼する。 

（３）患者接触時のサージカルマスクの着用 

・医療従事者は、患者病室に入室する前にサージカルマスクを着用し、その都度使い捨てる。 

（４）その他の対策 

・処置やケアにより、個人防護具を着用する。 

・聴診器や血圧計等を患者専用にする必要はない。 

・食器や残飯、ゴミ、タオル、リネン類やカーテン類の洗濯は、通常通りでよい。 

・病室清掃は、日常清掃、退院時清掃とも通常の清掃でよい。 

・飛沫や病原体が濃厚に付着しているものは、感染性廃棄物として廃棄する。 

２－３ 

H24．10．1 

H28．5．18 

 インフルエンザ    

 マイコプラズマ    

 溶血性連鎖球菌    

 流行性耳下腺炎 

 インフルエンザ菌や髄膜炎菌による髄膜炎   

 

 風疹   

 百日咳   

 ペスト菌   

 パルボウイルス    

 ジフテリア菌（咽頭ジフテリア） 
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３．接触感染予防策 

 

接触感染とは、ヒトーヒトの直接接触や患者使用物品・環境表面との間接接触などにより伝播する感

染様式をさす。接触感染を起こす微生物は感染管理上重要な微生物が多いため、接触予防策の徹底は重

要である。 

 

１）適応患者 

下記の病原体による感染者（あるいは検出者）に対して実施する。 

・MRSA や多剤耐性緑膿菌の耐性菌 

・腸管出血性大腸炎菌 

・ノロウイルス 

・クロストリジウムディフィシル（下痢症の場合）など 

・ロタウイルス 

・呼吸器感染症 

・疥癬 など 

 

２）感染対策 

（１）病室配置・移送 

・基本的には個室隔離が望ましい。（詳細は 26：MRSA～32：疥癬まで参照） 

・個室隔離ができない場合は、同じ微生物による感染患者を１つの病室に集めて収容する。 

・個室隔離、コホーティングも不可能なケースについては、病原体の毒性や拡散リスク、同室患者の

感染リスクなどを考慮し、大部屋収容が可能かどうか検討する。 

・拡散リスクの高い患者の移送・病室外への出入りは最小限にする。室外へ出るときは、十分な手指

衛生が行なわれるように指導し、排菌部位の被覆に努める。 

例：喀痰からの検出で咳がある場合→サージカルマスク着用 創からの検出→ドレッシングで密閉する、など。 

 ・入り口のドアは､開放しておいても良い 

（２）個人防護具の使用 

・患者病室の入室時には、手指衛生をしてから、手袋を着用する。 

・排菌患者に直接接触する場合、病室環境に触れる場合はガウンやエプロンを着用する。 

・患者病室の退室時には、全ての個人防護具を病室内で脱ぎ廃棄する。 

（３）医療器具の専用化 

・聴診器や血圧計などは患者専用にする。また使用後はクリンキーパー等で十分に清拭消毒する。 

・ワゴンやカルテなど共有物を病室に持ち込まない。 

（４）高頻度接触表面の消毒・清掃 

・患者の手が高頻度に触れる面（ベッド柵・床頭台・オーバーテーブル・ドアノブ等）は１日１回以

上、清拭する。 

・消毒剤は検出されている病原体に有効な消毒剤（クリンキーパーや次亜塩素酸ナトリウム等）を使

用する。 

２－４ 
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・患者退室後も通常の退院時清掃に加えて、高頻度接触表面の清拭を行なう。 

・基本的には、カーテン類は汚染時に交換する。また頻回に触れる場合は交換する。 

（５）その他の対策 

・食器や残飯は通常処理でよい。ただし、ノロウイルスが疑われる場合はディスポ食器を栄養 

管理室に依頼する。 

・湿性生体物質の付着しているタオルやリネン類は、運搬の途中の感染汚染を防ぐため、病室内でビ

ニール袋に密閉して室外に運搬する。 

・湿性生体物質の付着しているゴミは、病室内に感染性廃棄物容器を設置し、病室内で密閉して運搬

する。 

・湿性生体物質の付着していない患者周囲のゴミ（ペットボトルや紙くずなど）は、通常のゴミとし

て処理する。 

（６）患者指導 

・病室入室時に手指衛生を行なうよう依頼し、方法を指導する。 

・湿性生体物質に手が汚染した場合には、消毒剤入りの手指衛生剤で流水下の手洗いを行なうよう 

依頼し、方法を指導する。 

 

 

 

 

                  

 

２－５ 
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３．カテーテル関連血流感染予防策 

 

カテーテル関連血流感染（以下 CRBSI：catheter-related bloodstream infections） 

は最も重要な病院感染症のひとつである。CRBSI は、血管カテーテルに関連して発生した血流感染を

さす。血流系以外の１次感染巣から２次的に発生した血流感染、血管カテーテルが使用されていない場

合の血流感染は除外される。CRBSI においての微生物侵入経路は主に、①汚染薬液、②汚染したハブ

（接続部）、③カテーテル挿入部、の３つがあり、カテーテル挿入から抜去まで、適切な予防策を実施

することが重要である。 

 

 

 

1. カテーテル関連血流感染徴候の観察と記録 

 

1） 中心静脈カテーテルや透析カテーテルの挿入時には、カテーテルが挿入された長さを記録し、 

カテーテル挿入部位の観察時に確認する。 

2） 滅菌透明フィルムドレッシング材（オプサイト）の交換時、刺入部位の感染徴候の有無を観察する。 

 観察項目：発赤、腫脹、熱感、疼痛、圧痛、硬結、滲出液、排膿 

 末梢ラインの場合は、静脈炎の徴候として：索状発赤、索状硬結 

3） 刺入部に圧痛を訴えたり、明らかな原因がなく発熱したり、血流感染を示唆する徴候が認められた

場合は、滅菌透明フィルムドレッシング材を除去し十分に観察する。 

4） 滅菌透明フィルムドレッシング材の交換実施、観察事項、観察者を記録する。 

 

 

３－１ 
H27．8．１ 

H28.  

不適切な挿入手技 

・挿入部位の消毒方法 

・挿入操作方法 

・ガウンテクニック 

 

不適切な挿入部位の管理 

・不適切な消毒方法 

・ドレッシング材の使用 

・カテーテルの固定方法 

③カテーテル挿入部位

の汚染 

(皮膚細菌叢) 

②ハブ(接続部位)の汚染 

①汚染薬液注入 

不適切なルート管理 

・交換時期 

・接続・造設方法 

不適切な輸液管理 

・作成方法 

・交換時期 

・輸液調剤 

・温度管理 

図 1）カテーテル挿入時野微生物侵入経路 



                         院内感染対策マニュアル 

 

 

２．手指衛生（１．標準予防策の項を参照） 

 

1） カテーテル挿入前、ラインへのアクセス、薬剤のミキシング、を扱う際は擦式アルコール製剤 

（手ピカジェル）または、ハンドソープ（ジェントルクレンザー）を使用した流水下の手洗いを行う。 

2） 刺入部位の触診は、無菌操作で行うか、未滅菌の手袋を装着して触診し、その後刺入部を消毒する。 

 

 

３．輸液・注射薬剤のミキシングと品質管理      

 

 １）ミキシング環境の清潔管理            

・ミキシング台は１回／日以上、更に注射液調合前に 

クリンキーパー（またはセイフキープ）で清拭する。 

常に整理整頓し清潔に保つ。 

 ・注射液を入れるトレイはクリンキーパー（または 

セイフキープ）で清拭する。 

 ・唾液が飛沫するため、薬液調合中は不必要な会話は避ける。 

  （もしくはマスクを着用する） 

 ・手袋を着用する｡   

                          

 ２）滅菌物の管理 

 ・滅菌物の無菌性を維持するため、注射器、注射針、輸液セットなどは、埃や液体などに汚染され 

ない場所に保管する。薬液が飛散するため滅菌物をミキシング台の上に常備することは避ける。 

 ・注射器、注射針、輸液ライン類は使用期限を守り、使用直前に開封する。 

 

 ３）薬剤の清潔・品質管理 

 ・薬剤は指定された保管方法を遵守する。（温度、遮光など） 

 ・原則、一度開封した輸液薬剤を数時間取り置き、複数回にわたりアクセスすることはしない。 

 ・ボトル、バイアルの穿刺部は単包アルコール綿で、擦りながら清拭し、乾燥させてから穿刺する。 

 ・アンプルはカット部分を単包アルコール綿で清拭する。 

 ・薬液は可能な限り使用直前に調合し、調合後は薬剤の有効時間を遵守する。 

 ・薬剤を充填したシリンジは、清潔なトレイの中に保管し速やかに使用する。シリンジを直接ミキシ

ング台に放置しない。 

 

 ４）輸液ラインの交換 

 ・原則としてカテーテル入れ替え時は輸液ラインをすべて交換する。 

 ・血液製剤、脂肪乳剤の投与に使用した輸液ラインは注入開始から 24 時間以内に交換する。 

 ・プロポフォールの注入に使用した輸液ライン（シリンジ、延長チューブ等）は輸注開始後 12 時間 
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以内にメインラインから除去する。 

 ・シリンジポンプ使用時はシリンジ、三方活栓、延長チューブ等を 1 回/週交換する。 

 

５）側注ポート・シリンジポンプ使用時・三方活栓の消毒 

 ・側注ポートのゴム部分を単包アルコール綿で擦りながら清拭しアルコールが乾燥してからシリンジ

をアクセスする。 

 ・三方活栓を使用する場合はキャップをはずし単包アルコール綿でハブ部分を清拭する。はずしたキ

ャップは破棄し新しい滅菌されたキャップを使用する。 

 

 

４．中心静脈カテーテル管理 

表１．中心静脈カテーテル管理 

挿入部位の選択 鎖骨下静脈が第１選択（機械的合併症も考慮して部位を選択）内頸静脈､大腿静脈 

挿入時の対策 

手指衛生と無菌操作の遵守 

マキシマル・バリアプリコーションで挿入する 

（帽子、マスク、滅菌ガウン、滅菌手袋、患者の全身を覆うことのできるサイズの

滅菌ドレープ） 

皮膚消毒 

・ポピドンヨード（ポピヨドン液） 

・1％クロルヘキシジンエタノール含浸綿棒（ヘキザッ AL1%綿棒） 

・単包アルコール綿 

消毒薬は拭き取らず自然乾燥させる｡ 

＊ポピドンヨード使用時ハイポアルコールでふき取らない 

挿入部の管理 
・挿入時及び滅菌透明フィルムドレッシング材交換時に皮膚を消毒する。 

・局所抗菌軟膏、クリームは使用しない｡（透析カテーテルを除く） 

ドレッシング材 ・滅菌透明フィルムドレッシング材または滅菌ガーゼ使用 

ドレッシング材の

交換頻度 

・湿ったり､緩んだり､汚れた時や挿入部を視診する必要がある時に交換。 

・ガーゼは２回/1週毎､滅菌透明ドレッシング材は少なくとも７日毎に交換。 

輸液ラインの交換 

１回/週の交換とする。ただし輸液ポンプ使用時はラインのへたり
・ ・ ・

があるため 

２回/週交換する。 

（血液･血液製剤･脂肪乳剤を投与したラインは注入開始より 24時間以内に交換） 

シリンジポンプ使用時はシリンジ、三方活栓、延長チューブ等を 1回/週交換する     

カテーテルの交換 定期交換不要 

静注ポート 
・ポピドンヨード（ポピヨドン液）、1％クロルヘキシジンエタノール含浸綿棒（ヘ

キザッ AL1%綿棒）、単包アルコール綿で消毒し拭き取らず自然乾燥させる｡ 
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・カテーテルの挿入部位の選択は、鎖骨下静脈は最も感染リスクが低く、大腿静脈は深部静脈血栓を

作りやすく感染リスクも高い。患者の全身状態、ＡＤＬ、挿入による機械的合併症、留置期間など

を考慮して挿入部位を選択する。 

・カテーテル挿入前は、可能な限りシャワー浴または清拭を行い、皮膚を清潔にする。単包アルコー

ル綿（エタノール）で穿刺部位の皮膚の汚れを落とす。 

・皮膚消毒時のポピドンヨード（ポピヨドン液)は、皮 

膚に褐色の被膜を形成し持続的な殺菌効果を発揮  

するため、ふき取らず乾燥するまで待つ。２分程度 

経過したら、１回目より内側を中心部から外側に向 

かって消毒し（右図参照）、計２回以上消毒する。 
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５．末梢静脈留置カテーテル管理 

表 2．カテーテル管理方法 

挿入部位の選択 ・成人では下肢より上肢を選択する 

・小児では手、足、頭皮を用いる 

挿入時の対策 ・手指衛生と清潔操作の遵守 

・カテーテル挿入時は手袋を装着する（針刺し対策） 

皮膚消毒 ・皮膚消毒に用いたアルコールが乾燥してから穿刺する 

・アルコールに過敏症のある患者には単包クロルヘキシジン製剤（ヘキジシン）を使

用 

・皮膚消毒後はアクセス部分に触れない      

ドレッシング材 ・ 滅菌透明ドレッシング材で覆った後、ルートをシルキーテックスで固定する。   

・ 刺入時の月日を記入する｡ 

ドレッシング材の

交換頻度 

 

・カテーテル交換時はドレッシング材も交換する 

・滅菌透明ドレッシング材が緩んだり、湿潤したり、肉眼的に汚れた場合は交換する 

・滅菌透明ドレッシング材を除去する時は、皮膚を損傷しないよう、皮膚面と平行に

引っ張りながら剥がす 

輸液ラインの交換 1回/週の交換とする。ただし輸液ポンプ使用時はラインのへたりがあるため、 

２回/週交換する。 

（血液･血液製剤･脂肪乳剤を投与したラインは注入開始より 24時間以内に交換） 

シリンジポンプ使用時はシリンジ、三方活栓、延長チューブ等を 1回/週交換する 

カテーテルの交換 ・定期交換の必要はないが、静脈炎のリスクを減らすため、観察を密に行う。静脈炎

の徴候として発赤、熱感、圧痛・疼痛、腫脹、硬結、浸出液等がある場合は入れ換

えをする。 

・小児の場合臨床的適応（漏れ、閉塞、炎症等）の場合のみカテーテルを交換する。 

・静脈ライン確保が困難な場合は、毎日刺入部を観察し､異常（静脈炎や薬剤の漏れ､

皮膚トラブルなど）がないことを記録する｡皮膚保護のため、接続部にエラテック

スなどを貼る。 

側注ポート・シリン

ジポンプ使用時・三

方活栓の取り扱い 

・側注ポートのゴム部分を単包アルコール綿で擦りながら清拭する 

・アルコールが乾燥してからアクセスする 

・蓋付三方活栓の場合はキャップをはずし単包アルコール綿でハブ部分を清拭する。

はずしたキャップは破棄し新しい滅菌されたキャップを使用する。 
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６．透析カテーテル管理 

 

１）透析カテーテルのヘパリンロック 

・透析カテーテルの閉塞を予防するため、透析終了後透析科スタッフがヘパリンロックを 

行う。 

・原則的に透析カテーテルからの点滴、静注、採血は行わない。しかし、ライン確保が困

難でやむを得ない場合は医師の判断で、青ライン（返血ライン）を使用する。 

 

２）透析カテーテルの刺入部の消毒とドレッシング 

・透析カテーテルの刺入部のドレッシング材は、滅菌ガーゼ、透明フィルムドレッシング

など適切なものを用いる。ただし刺入部がソケイ部の場合は、尿や便による汚染リスク

を考慮し透明フィルムドレッシングを用いる。（医師の判断による） 

・ 刺入部の消毒、ドレッシング材の交換は透析時に行う。汚染時を除き、定期的なドレッ

シング材の交換は行わない。 

・ 中心静脈カテーテル管理参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献 

血管内留置カテーテル関連感染予防のための CDC ガイドライン 2011 

消毒薬テキスト－エビデンスに基づいた感染対策の立場から－ 第 4 版 吉田製薬 文献検索チーム 
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４．カテーテル関連尿路感染症予防策 

 

カテーテル関連尿路感染症（catheter-associated urinary tract infection:CAUTI）とは、尿道留置カ

テーテルに関連して発生する尿路感染症をさす。尿路感染は医療関連感染の 30％以上を占めており、そ

のうち 80％が CAUTI だといわれている。CAUTI は一般的に無症状で経過することが多く、症状があ

ってもカテーテルの抜去で改善することが多い。しかし、ハイリスク患者においては、膀胱炎、腎盂炎、

敗血症に至ることがある。尿道カテーテルは使用すること自体が感染のリスクとなるため、安易なカテ

ーテル留置を避け、留置中の管理を徹底することが重要である。 

 

 

１． 尿路留置カテーテルの適応 

 

・ 尿路留置カテーテルの適応は、表 1のとおりだが、適応があってカテーテルを留置した場合は

継続的にカテーテルの必要性についてアセスメントし、早期抜去を行う。 

表１．尿路カテーテル使用の適応 

①急性の残尿や尿閉塞がある患者 ④失禁患者の仙骨や会陰の開放創の治癒を促進するため 

②精密な尿量測定が必要な重症患者 
⑤長期安静が必要な患者（胸椎や腰椎が不安定な可能性があ

るなど） 

③特定の外科手術での周術期における使用 

・ 泌尿器科手術または尿生殖器の近接部位の手術患者 

・ 長時間の手術が予想される患者（この理由で挿入され

たカテーテルは麻酔後、回復室で抜去すべき） 

・ 術中に大量輸液や利尿剤の投与が予想される患者 

・ 尿量の術中モニタリングが必要な場合 

⑥終末期ケアにおける安楽の向上のため（必要に応じて） 

 

 

 

2. 尿路留置カテーテル挿入時の注意 

 

・ カテーテルは、挿入時に膀胱頚部および尿道の損傷を最小限にするため、尿流量が得られる最

少径の粘膜サイズを選択する。 

・ カテーテル挿入前は石鹸による手洗いを行うか、または擦式アルコール製剤で手指消毒する。

ビニールエプロン、マスクを装着する。 

・ 陰部の汚染が著しい時は挿入前に陰部洗浄を行う。 

・ カテーテル挿入時は滅菌手袋を装着する。 
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・ 尿道口の消毒はセット内のセッシを使用し、ポピドンヨードまたは 0.05％ヘキザックを用いる。 

＜消毒方法＞ 

 

 

 

 

 

 

・ 挿入は滅菌手袋で行う。（尿道口の消毒に使用した鑷子で挿入しない。鑷子はすでに汚染され

ており鑷子の使用によりカテーテルの損傷の可能性があるため） 

・ カテーテルの固定は男性の場合、尿道に緊張がかからない程度にカテーテルを頭側に向け腹部

にテープで固定する。（図 3）女性の場合は大腿に固定する。（図 4） 

 

 

                      

 

 

 

 

3. カテーテルの管理 

 

尿道留置カテーテルの菌の侵入経路は①～④あり（図 5参照）、菌の侵入を可能な限り防ぐ対策を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性の場合 

①②③の順番に

前から後ろへ一

方向に消毒す

る。挿入前に④

を消毒する。 

男性の場合 

尿道口を中心に

して外側へむか

って円を描く様

に消毒する。 

図 4 図 3 

図１ 図 2 

女性 男性 

図 5：尿路カテーテル留置時の微生物侵入経路 
メディコンホームページより改変 
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カテーテルの外側を通るルート 

① 挿入時、膀胱内に菌が押し込まれて侵入 

② 会陰部や直腸に定着している菌が侵入 

カテーテルの内側を通るルート 

③ 接続部の閉鎖が破られ、菌が侵入 

④ 排出口から菌が侵入して尿を汚染 
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・ カテーテルと導尿チューブの接続は可能なかぎりはずさない。（閉鎖を破らない）。 

・ 導尿チューブ、採尿バックは床につけない。 

・ 定期的なカテーテルの交換は必要ない。ただし、カテーテルの閉塞、汚染、破損時や、カテー

テルの製造メーカーが使用期間を指定している場合は交換する。 

・ 尿検体採取時は採尿ポートを 80％単包アルコール綿（エタノール）で消毒し、滅菌シリンジで

採尿する。 

・ 採尿バックは常に膀胱より低位置に置く。 

・ 清潔を保つため、１日１回は微温湯で陰部洗浄を行う。便で汚染された場合も陰部洗浄を行う。 

・ カテーテルは不要になれば直ちに抜去する。 

 

 

4. カテーテル留置時の観察 

 

・ 尿路留置カテーテル使用時には、尿路感染徴候に注意して観察する。（表 2参照） 

表2 尿路感染徴候 

① 発熱，悪寒，意識の変容などの全身症状 

② 腰痛，腎部痛（ＣＶＡ痛：肋骨脊柱角部痛・背部痛） 

③ 急性の血尿，骨盤部不快感， 

④ カテーテル抜去後であれば 尿痛，頻尿，恥骨上部の圧痛発熱の有無 

 

 

5. 集尿時の注意と尿瓶の管理 

 

・ 集尿時は、手指による微生物の媒介、尿の拡散による環境の汚染に注意する。 

必要物品：ビニールエプロン、フェイスシールド付きマスク、手袋、尿廃棄容器、ビニール袋 

集尿方法 

① 集尿前は手指衛生を行う。 

② 手袋、ビニールエプロン、フェイスシールド付きマスクを着用する。 

③ 尿廃棄容器にビニール袋を入れ、容器の入口で折り返す。この時、持ち手部分も覆う。 

④ 採尿バックの尿排出口の先端を廃棄容器に接触させないように注意し集尿する。 

⑤ 周囲を汚染しないように集尿したあと、ビニール袋を取り出し廃棄する。 

＊二人以上の患者の集尿を連続して行う時は 

手袋を外す→手指衛生→新しいビニール袋で容器を覆う→集尿 の手順を繰り返す。 

⑥ 使用後の尿廃棄容器は、洗浄剤（ドメスト）で洗浄後乾燥させるか、ベットバンウォッシ

ャーを使用し洗浄・乾燥させる。ビニール袋を使用せず直接容器で集尿した場合は、洗浄

後、次亜塩素酸ナトリウム（ブリーチ）溶液に 30分浸漬消毒する。 

⑦ 集尿後は手指衛生を行う。 
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6. 膀胱洗浄 

 

・ 日常的な膀胱洗浄は行わない。 

・ 泌尿器科の手術後などで、凝血塊や組織片によりカテーテルの閉塞が疑われる場合にのみ行う。 

・ あらかじめ膀胱洗浄の必要が予測される場合は、はじめから３WAYカテーテルを使用する。 

・ 膀胱洗浄を行う場合は、清潔操作で行う。 

・ 抗菌薬や消毒剤を用いた膀胱洗浄は、日常的な感染予防策として行わない。 

 
  

参考文献：カテーテル関連尿路感染予防のための CDC ガイドライン 2009 
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H28.6.15

H30.2.21 

５．手術部位感染予防策 

 

手術部位感染（Surgical site infections:SSI）は、手術中の細菌汚染に関連して発生した手術創の感

染（いわゆる創感染）と、腹腔内膿瘍などの臓器の感染が含まれる。SSI が発生すると、入院期間の延

長、医療費の増大、患者の満足度が損なわれることが懸念される。良質な医療を提供するためにも SSI

の発生率を低下させることが求められる。SSI の発生リスクは、術前・術中・術後に存在するため、周

術期にわたって関連する各部署・各職種が互いに連携して感染防止対策を行うことが重要である。 

 

1. 手術前管理 

 

１） 手術前の除毛 

 体毛が手術の妨げとなる場合は、脱毛クリーム（アレルギーに注意）や電動クリッパーを用い

た除毛処置を行う。除毛の時期は手術直前が望ましいが前日に行う場合もある。 

  

手術に伴い皮膚の機能の促進と細菌感染に対する予防として清潔の保持は重要である。しかし、術

前の剃毛は、どの部位の手術でも確立された危険因子であり、カミソリによる皮膚の損傷は微生物の

コロニー形成のリスクである。小児、無毛部は除毛の必要がなく、男性の剛毛や局所の体毛など必要

最小限の範囲で除毛するにとどめるべきである。 

 

２） 手術前の入浴・シャワー 

 手術前日または当日朝の入浴・シャワー浴を行う。 

 

皮膚切開部の汚れや異物を除去し皮膚消毒効果を高めるために入浴・シャワー浴を行う。入浴が出来

ない場合は、局所の洗浄、清拭を行う。また、手術野が汚染されている際や、診療科によっては、消毒

薬塗布前に滅菌ブラシを用いたブラッシングや、流水による機械的洗浄を行う場合がある。皮膚細菌は

頭部・腋窩・臍部・鼠径部・会陰部・足部などに多く存在するので、これらの部位は特に念入りに洗浄

する。 

 

３） その他の術前対策 

 遠隔部位に感染巣があればそれを治療してから定期手術を行う。 

 術前から糖尿病（血糖値）をコントロールし、周術期は血糖値を 180～200 mg/dl 以下にコン

トロールする。 

 禁煙指導（定期手術 30 日前からの禁煙）、呼吸訓練、喀痰排出訓練をおこなう。 

 低栄養と貧血の改善をはかる。 
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 悪性腫瘍（特に造血器・進行癌・抗癌剤投与・放射線治療）、高齢者、新生児、膠原病患者など、 

ハイリスク患者については感染予防のため十分な注意を要する。 

 

 

2. 手術中管理 

 

１） 手術時手洗い 

 術中に手袋が破損したとしても術野が汚染されるのを防止するために、手術時手洗いを行う。 

 

皮膚には常在菌叢があり、完全な除去は困難であるが、手袋が破損したとしても術野が汚染される

細菌数を最小限にするために、表 1 のいずれかの方法で手術時手洗いを行う。 

＊ブラシを使用したスクラビング法は手あれの原因となり SSI 発生率を高めることが指摘されている。 

表 1 

 

２） 二重手袋 

 術野の汚染防止及び職業感染防止の面から、手術用手袋の二重装着が推奨される。 

 

３） 手術部位の消毒 

 手術や皮膚消毒には適切な生体消毒薬を使用する。 

 

 原則として、ポピドンヨードまたはクロルヘキシジン製剤を用い、手術部位（切開部位）の中心より

外側へ円を描くように、綿球等で消毒薬を塗布する。前の消毒範囲を超えずに２～３回繰り返し消毒す

る。ポビドンヨードで消毒する場合、ヨードが遊離する２～３分の間、切開・穿刺などの侵襲的処置を

せずに待つ。乾燥前にガーゼで拭き取ったり、消毒部位をハイポアルコールで脱色したりしないこと。

消毒薬は表 4 に従い、手術部位や使用濃度に注意しながら適正に使用する。 
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４） 予防抗菌薬投与（表 2．表 3．参照） 

 予防的抗菌薬投与は、切開時に十分な殺菌作用を示す血中濃度となるように、切開の 1 時間前

以内（バンコマイシンやニューキノロン系抗菌薬は切開の 2 時間前）に投与を開始し、原則 

切開開始 30 分前までに投与を完了する。 

 手術時間が各抗菌薬の術中再投与間隔（表 2 参照）を超過する場合には、予防的抗菌薬の有効

血中・組織内濃度維持のために追加投与を考慮する。  

 術後も投与を継続する場合の投与間隔は、治療としてその抗菌薬を用いる際の投与間隔に準ず

る。 

予防的抗菌薬投与は手術中に汚染された手術部位を無菌にするのが目的ではなく、患者の微生物に対

する防御機構が対応できるレベルまで微生物を減らすために投与するものである。原則点滴静注で行う。 

表 2.予防的抗菌薬 1 回投与量と術中再投与間隔

≧50 20～50 ＜20

CEZ セファゾリン
セファゾリンNa点滴静注1g

バッグ「NP」
1g 1.9 3 8 16

CMZ セフメタゾール
セフメタゾールナトリウム点滴

静注用バッグ1g「NP」
1g 1 3 6 12

CTRX セフトリアキソン
セフトリアキソンNa静注1g

「サワイ」
1g 8

SBT/ABPC
スルバクタム/
アンピシリン

スルバシリン静注用3g/1.5g 3g 3 6 12

SBTPC スルタミシリン ユナシン錠375mg 375mg

TAZ/PIPC
タゾバクタム/
ピペラシリン

タゾピペ配合点滴静注用
バッグ4.5「二プロ」

4.5g
1

（PIPC）
3 6 12

CLDM クリンダマイシン
クリンダマイシンリン酸エステル

注射液600mg/300mg
600mg 1

（限定）アネメトロ点滴静注液
500mg

フラジール内服錠250mg

LVFX レボフロキサシン
クラビット点滴静注バッグ

500mg
500mg 7

CPFX シプロフロキサシン シプロキサン錠200mg 200mg 4

AMK アミカシン
アミカシン硫酸塩注射液

100mg「日医工」

20mg/kg

（理想体重*2）
2～3

VCM バンコマイシン
バンコマイシン塩酸塩点滴
静注用0.5g「ファイザー」

15mg/kg
（実測体重、
最大2gまで）

4～6 8 16 適応外

AZM アジスロマイシン
ジスロマックSR成人用

ドライシロップ2g
2g 68

MINO ミノマイシン ミノマイシンカプセル100mg 100mg 6

*1）eGFR-IND（mL/min）＝eGFR（mL/min/1.73m2）×（患者体表面積/1.73m2）

*2）理想体重（kg）＝身長（m）×身長（m）×22

抗菌薬略号

12

8

6

投与量含め薬剤師と相談

術中再投与間隔（hr）

eGFR-IND
＊1（mL/min）

半減期
（腎機能
正常者）

（hr）

0.9～1.4
（ABPC）

MNZ

-

メトロニダゾール 500mg 6～14

1回投与量採用抗菌薬名一般名

-

投与量含め薬剤師と相談

-

-

-
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表 3.術式別推奨予防抗菌薬、投与期間等 

投与期間

単回または
術後時間

乳房再建を伴わない乳腺手術 CEZ CLDM 単回

乳房再建を伴う乳腺手術 CEZ CLDM 単回～24時間

肺切除術（開胸） SBT/ABPC LVFX 48時間

肺切除術〔胸腔鏡下、ビデオ補
助胸腔鏡手術（VATS）〕

SBT/ABPC LVFX 48時間

縦隔腫瘍切除術（胸骨正中切
開）

CEZ LVFX 48時間

縦隔腫瘍切除術（開胸もしくは
胸腔鏡下）

SBT/ABPC LVFX 単回～24時間

胸腔ドレナージ（外傷による血
気胸）

CEZ CLDM 24～48時間

胸部食道切除術（胃管、空腸
再建）

CMZ CLDM+LVFX 5～7日間

幽門側胃切除術 CEZ CLDM+LVFX 48時間

幽門側胃切除術（SSIリスク因
子あり）

CEZ CLDM+LVFX 48時間

胃全摘術（含む脾合併摘出） CEZ CLDM+LVFX 48時間

胃全摘術（膵合併切除）、噴門
側胃切除

CEZ CLDM+LVFX 48時間

胃空腸吻合術、幽門形成術、
胃局所切除術、逆流性食道炎
手術（消化管開放あり）

CEZ CLDM+LVFX 48時間

備考

乳腺外科

呼吸器外科

単回投与での切開創SSI予防効果は証明さ
れている。胸腔ドレーン留置例における術
後の投与期間延長は感染率を低下させな
いことも示されている。ただし術後肺炎、膿
胸予防に関しては十分な証拠はない。

術式 推奨抗菌薬

β -ラクタム系
抗菌薬アレル
ギー患者での

代替薬

開胸肺切除と比べ低い感染率が報告され
ているが、投与期間に関する検討は行われ
ていない。

上部消化管外科（食道、胃）
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投与期間

単回または
術後時間

近位側小腸（腸閉塞なし） CEZ CLDM+LVFX 単回

近位側小腸（腸閉塞あり、ク
ローン病、人工肛門造設）

CMZ LVFX+MNZ 単回

遠位側小腸 CMZ LVFX+MNZ 単回

開腹虫垂切除術（非複雑性虫
垂炎）

CMZ LVFX+MNZ 48時間

腹腔鏡下手術虫垂切除術（非
複雑性虫垂炎）

CMZ LVFX+MNZ 48時間

結腸切除術（開腹） CMZ LVFX+MNZ 48時間

結腸切除術（腹腔鏡下手術） CMZ LVFX+MNZ 48時間

直腸切除術・直腸切断術（腹腔
鏡下手術）

CMZ LVFX+MNZ 72時間

直腸切除術・直腸切断術（開
腹）術前腸管処置：機械的腸管
処置のみ

CMZ LVFX+MNZ 72時間

肝臓切除術（胆道再建を伴わ
ない）

CEZ、CMZ、
SBT/ABPC

LVFX 48時間

肝臓切除術（胆道再建を伴う）
CEZ、CMZ、
SBT/ABPC

LVFX 72時間

肝臓切除術（胆道再建なし）：
胆道切除など

CEZ LVFX 24時間

肝臓切除術（胆道再建なし）：
胆道切除+胆管空腸吻合など

CEZ LVFX 24時間

膵頭十二指腸切除 CMZ LVFX 72時間

膵体尾部切除 CMZ LVFX 72時間

腹腔鏡下胆嚢摘出術 CEZ CLDM+LVFX 単回

開腹胆嚢摘出術 CEZ CLDM+LVFX 単回～24時間

脾臓摘出術（開腹、腹腔鏡下
手術）

CEZ CLDM 単回

鼠径部ヘルニア根治術（開腹、
メッシュ使用）

CEZ CLDM 単回

鼠径部ヘルニア嵌頓 CEZ CLDM+LVFX 24時間以内

鼠径部ヘルニア根治術（メッ
シュ非使用）

CEZ CLDM 単回

術式 推奨抗菌薬

β -ラクタム系
抗菌薬アレル
ギー患者での

代替薬

備考

下部消化管外科（小腸、虫垂、結腸・直腸）

絞扼性腸閉塞症例も切除により病巣が完
全に除去されるため予防抗菌薬の範疇に
該当。

急性胆嚢炎手術は治療抗菌薬の適応とな
る。

鼠径部ヘルニア根治術

嵌頓臓器切除を伴う場合はその該当臓器
手術に準ずる。

壊疽性虫垂炎や穿孔例では、予防抗菌薬
ではなく治療抗菌薬を選択し、期間も症例
ごとに判断。

①腹腔鏡下手術は開腹手術と比較しSSIリ
スクは低くなる。
②人工肛門造設例ではSSIは高率となる
が、予防抗菌薬投与期間の延長に関する
検討は行われていない。

肝胆道外科（脾手術も含む）

術前胆道ドレナージ術施行例では、直近の
胆汁培養によって検出された菌を考慮して
抗菌薬を選択する。
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投与期間

単回または
術後時間

心臓デバイス挿入手技（ペース
メーカーなど）

CEZ CLDM 単回

ステントグラフト内挿術 CEZ CLDM 単回～24時間

内視鏡的経皮胃瘻造設（PEG）

CEZ、
SBT/

ABPC
※)

CLDM+LVFX 単回

待機的内視鏡的逆行性胆道膵
管造影（ERCP:endoscopic
retrograde
cholangiopancreatography）

CEZ LVFX 単回

内視鏡的経鼻胆道ドレナージ
（ENBD:endoscopic nasobiliary
drainage）
内視鏡的逆行性胆管ドレナー
ジ（ERBD:endoscopic
retrograde biliary drainage）

CEZ LVFX 単回～24時間

頸部良性腫瘍摘出術、甲状腺
手術、唾液腺手術

CEZ CLDM 単回

頸部郭清術 CEZ CLDM 24時間

鼓膜形成術・鼓室形成術（耳漏
なし）

CEZ CLDM 24時間以内

鼻中隔矯正術、内視鏡下副鼻
腔手術

CEZ CLDM 24時間以内

アデノイド切除術、口蓋扁桃摘
出術、咽頭形成術

CEZ CLDM 24時間以内

喉頭微細手術
（laryngomicrosurgery)

- - -

気管切開術 CEZ CLDM 24時間以内

口腔咽頭悪性腫瘍手術（筋皮
弁再建なし、短時間手術、SSI
リスク因子なし）

SBT/ABPC CLDM 24時間以内

口腔咽頭悪性腫瘍手術（含む
筋皮弁再建）咽頭全摘術

SBT/ABPC CLDM+LVFX 48時間

口腔咽頭悪性腫瘍手術（消化
管再建あり）

SBT/ABPC LVFX+MNZ 48時間

顎骨悪性腫瘍手術（辺縁・部分
切除にとどまる）

SBT/ABPC CLDM 24時間

顎骨悪性腫瘍手術（遊離皮弁
を用いるもの）

SBT/ABPC CLDM 48時間

循環器内科

消化器内科

※）pull/push法では、口腔内嫌気性菌を
狙ってSBT/ABPCを選択。長期療養施設入
所者などでは、術前に咽頭拭い液の細菌検
査を行い、検出菌に抗菌活性を有する抗菌
薬を考慮する。

術式 推奨抗菌薬

β -ラクタム系
抗菌薬アレル
ギー患者での

代替薬

備考

SSIの検討はなく、予防抗菌薬は術後の疼
痛緩和目的。

輪状甲状間膜穿刺でも同様に推奨。

胆嚢炎合併症例では治療抗菌薬の適応。
胆汁培養提出。特にERBDではその後の培
養不能のため施行時に胆汁検体を培養に
提出。

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

頸部良性腫瘍で短時間手術かつSSIリスク
因子なしの場合は注射用予防抗菌薬の使
用は推奨しない。

根治的または両側の頸部郭清術では24～
48時間。

耳漏がある場合は、予防抗菌薬の適応外
であり、原因菌に活性のある抗菌薬による
治療を行い、期間も症例ごとに判断。

口腔腫瘍手術の中でも、歯肉などの悪性腫
瘍やエナメル上皮腫における顎骨切除、特
に下顎骨再建を伴う手術はSSIリスクが高い
とされる。
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投与期間

単回または
術後時間

帝王切開術（未破水） CEZ CLDM+AMK 単回

帝王切開術（破水）:膣周辺B群
溶連菌保菌陰性（除菌された
場合も含む）

CMZ CLDM+AMK 単回

帝王切開術:膣周辺B群溶連菌
保菌陽性/不明

SBT/ABPC CLDM+AMK 単回

流産手術 SBTPC CLDM+AMK 術前と術後2日

流産手術（クラミジア陽性） LVFX+MNZ CLDM+AMK 術前と術後2日

疫学上、女性の淋菌
感染症の頻度は低
率のため、不明な場
合は通常の流産手
術と同様な予防抗菌
薬の使用を行う。

卵巣腫瘍手術（開腹手術） CEZ CLDM 24時間

卵巣腫瘍手術（開腹手術）:高リ

スク*)、悪性腫瘍に対する拡大
郭清

CEZ CLDM 24時間

卵巣腫瘍手術（内視鏡下手術） CEZ CLDM 単回

腹式子宮摘出術（開腹手術） CMZ LVFX+MNZ 単回

腹式子宮全摘術（開腹手
術）:SSIリスク因子あり、悪性腫
瘍に対する拡大郭清

CMZ CLDM+LVFX 24時間

膣式子宮摘出術 CMZ CLDM+LVFX 単回

円錐切除術 CMZ

LVFX+CLDM
〔MINO（経口）
術前後に分
服〕

単回

産科

抗菌薬は臍帯クランプ後ではなく、手術前1
時間以内に投与。
術前の消毒薬を用いた膣洗浄は感染を減
少させる。
母体B群溶連菌保菌者は、母子感染を予防
するために、周術期予防抗菌薬投与により
保菌しているB群溶連菌の菌量レベルを下
げておく必要がある。以下のような妊産婦
では、感染を予防するために抗菌薬を点滴
静注する。
①妊娠35～37週のGBSスクリーニング検査
でGBSが同定された
②前回出産した児がGBS感染症であった
③今回の妊娠中に尿路感染症疑いなどが
あって偶発的に検査した尿培養でGBSが検
出されている
④GBS保菌状態が不明で、破水後18時間
以上経過あるいは38.0℃以上の発熱を認
めている

婦人科

拡大手術として子宮も摘出する場合はクラ
スⅡ。

術式 推奨抗菌薬

β -ラクタム系
抗菌薬アレル
ギー患者での

代替薬

備考

①MNZは新生児への
影響から帝王切開で
は使用不可だが、本
手術では適応となる
②緊急の場合を除
き、可能な限り術前
のクラミジア・淋菌ス
クリーニング後に手
術を行う。

術前のクラミジア・淋菌スクリーニングは原
則必須。
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投与期間

単回または
術後時間

子宮内膜掻爬術 SBTPC

LVFX+CLDM
〔MINO（経口）
術前後に分
服〕

術前と術後2日

子宮内膜掻爬術（子宮頸管ク
ラミジア陽性）

LVFX+MNZ

LVFX+CLDM
〔MINO（経口）
術前後に分
服〕

術前と術後2日

疫学上、女性の淋菌
感染症の頻度は低
率のため、不明な場
合は通常の子宮内
膜掻爬術と同様な予
防抗菌薬の使用を行
う。

骨折手術（インプラントあり） CEZ CLDM 24～48時間

人工関節置換術 CEZ CLDM 48時間

①MRSAによるSSIが
高率な場合は、術前
に鼻腔内MRSA保菌
チェックを考慮する。
保菌者ではCEZと
VCMの併用ならびに
除菌が薦められる。
②MRSA・メチシリン
耐性コアグラーゼ陰
性ブドウ球菌（CNS）
による感染の多発発
生時はVCM予防投
与の必要性に関し、
ICTと相談する。
③初回手術で骨セメ
ントを使用する場合、
抗菌薬含有骨セメン
トの有用性が報告さ
れているが、日本で
はコンセンサスが得
られていない。ただし
人工関節周囲感染で
人工関節抜去時、ス
ペーサーには抗菌薬
含有骨セメントの使
用を推奨する。

関節の鏡視下手術（靭帯再建
なし）

CEZ CLDM 48時間

関節の鏡視下手術（靭帯再建
あり）

CEZ CLDM 48時間

軟部組織（筋、腱、神経）の手
術

CEZ CLDM 48時間

短時間手術かつSSI
リスクがない症例で
は予防抗菌薬の必
要性に関してはコン
センサスは得られて
いない。

β -ラクタム系
抗菌薬アレル
ギー患者での

代替薬

備考

婦人科続き

緊急の場合を除き、
可能な限り術前のク
ラミジア・淋菌スク
リーニングの後に手
術を行う。クラミジア・
淋菌陽性の場合は、
治療後に手術を実施
することが望ましい。

整形外科

抗菌薬骨濃度の検
討から、ターニケット
使用時は少なくとも
加圧する5～10分前
に抗菌薬を全量投与

する。

術式 推奨抗菌薬
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投与期間

単回または
術後時間

四肢切断（切断肢に感染の合
併がなく、断端の血行が良好
の場合）

CEZ CLDM 48時間

①創から細菌が検出
されている場合
（colonization）はその
菌種を狙った抗菌薬
を選択する。
②切断肢に感染を合
併している場合は治
療抗菌薬を選択す
る。

開放骨折〔Gustilo分類Type
Ⅰ、Ⅱ、受傷後6時間以内でか
つ軟部組織が適切に処置され
た場合〕

CEZ CLDM 48時間

Gustilo分類TypeⅠ、
Ⅱでも圧挫損傷や汚
染が強い場合は、
TypeⅢAに準じた投
与方法を検討する。

開放骨折〔Gustilo分類TypeⅢ
A、受傷後6時間以内でかつ軟
部組織が適切に処置された場
合〕

CTRX、
SBT/

ABPC
※）

CLDM+AMK 48～72時間以内

Gustilo分類TypeⅢ
B、Cでは治療抗菌薬
を選択。※）土壌汚
染が疑われる場合は
Clustridium 属などの
嫌気性菌カバーが必
要なためSBT/ABPC
を投与。

（尿路系開放なし）:腎摘除術、
副腎摘除術、腎部分切除術、
後腹膜腫瘍摘除、リンパ節郭
清、尿管剥離術、精索静脈手
術、外陰部手術（陰茎、陰嚢、
膣など）、会陰部手術、前立腺
小線源療法など

CEZ LVFX 単回

（尿路系開放なし）:低侵襲/短
時間手術かつSSIリスク因子な
し

- - -

（尿路系開放）:腎尿管摘除術、
根治的前立腺摘除術、前立腺
被膜下摘除、膀胱部分切除、
膀胱摘除術+尿管皮膚瘻、VUR
根治術など

CEZ LVFX 単回～24時間

膀胱摘除術+消化管利用尿路
変向術、消化管利用膀胱拡大
術など

CMZ LVFX+MNZ 24～48時間

SSIの発生率は20～
40％と極めて高率で
ある。特に代用膀胱
（パウチ）造設におい
ては高度な術中汚染
も考慮。

経尿道的腫瘍切除術（TURBT)
など

CEZ LVFX 単回

経尿道的腫瘍切除など（SSIリ
スク因子なし、腫瘍単発小径、
短時間手術）

- - -

経尿道的前立腺切除術
（TURP）

CEZ LVFX 単回～72時間

経尿道的尿管結石破砕術
（TUL）

CEZ LVFX 単回

経皮的腎結石破石術（PNL） CEZ LVFX 単回

経会陰的前立腺生検 CEZ AMK 単回

術式 推奨抗菌薬

β -ラクタム系
抗菌薬アレル
ギー患者での

代替薬

①術前より尿路感染
症、細菌尿が存在す
る場合は、あらかじ
め抗菌薬による治療
を行い、菌の陰性化
を図る。
②菌陽性の場合はそ
の細菌に抗菌活性を
有する抗菌薬を選
択。

水腎症または結石サイズ2cm以上を伴う症
例では術前より抗菌薬治療。

備考

整形外科続き

抗菌薬骨濃度の検
討から、ターニケット
使用時は少なくとも
加圧する5～10分前
に抗菌薬を全量投与

する。

泌尿器科
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投与期間

単回または
術後時間

心臓デバイス挿入手技（ペース
メーカーなど）

CEZ CLDM 単回

ステントグラフト内挿術 CEZ CLDM 単回～24時間

内視鏡的経皮胃瘻造設（PEG）
CEZ、

SBT/ABPC
※) CLDM+LVFX 単回

待機的内視鏡的逆行性胆道膵
管造影（ERCP:endoscopic
retrograde
cholangiopancreatography）

CEZ LVFX 単回

内視鏡的経鼻胆道ドレナージ
（ENBD:endoscopic nasobiliary
drainage）
内視鏡的逆行性胆管ドレナー
ジ（ERBD:endoscopic
retrograde biliary drainage）

CEZ LVFX 単回～24時間

頸部良性腫瘍摘出術、甲状腺
手術、唾液腺手術

CEZ CLDM 単回

頸部郭清術 CEZ CLDM 24時間

鼓膜形成術・鼓室形成術（耳漏
なし）

CEZ CLDM 24時間以内

鼻中隔矯正術、内視鏡下副鼻
腔手術

CEZ CLDM 24時間以内

アデノイド切除術、口蓋扁桃摘
出術、咽頭形成術

CEZ CLDM 24時間以内

喉頭微細手術
（laryngomicrosurgery)

- - -

気管切開術 CEZ CLDM 24時間以内

口腔咽頭悪性腫瘍手術（筋皮
弁再建なし、短時間手術、SSI
リスク因子なし）

SBT/ABPC CLDM 24時間以内

口腔咽頭悪性腫瘍手術（含む
筋皮弁再建）咽頭全摘術

SBT/ABPC CLDM+LVFX 48時間

口腔咽頭悪性腫瘍手術（消化
管再建あり）

SBT/ABPC LVFX+MNZ 48時間

顎骨悪性腫瘍手術（辺縁・部分
切除にとどまる）

SBT/ABPC CLDM 24時間

顎骨悪性腫瘍手術（遊離皮弁
を用いるもの）

SBT/ABPC CLDM 48時間

術式 推奨抗菌薬

β -ラクタム系
抗菌薬アレル
ギー患者での
代替薬

備考

口腔腫瘍手術の中でも、歯肉などの悪性腫
瘍やエナメル上皮腫における顎骨切除、特
に下顎骨再建を伴う手術はSSIリスクが高い
とされる。

SSIの検討はなく、予防抗菌薬は術後の疼
痛緩和目的。

輪状甲状間膜穿刺でも同様に推奨。

循環器内科

消化器内科

※）pull/push法では、口腔内嫌気性菌を
狙ってSBT/ABPCを選択。長期療養施設入
所者などでは、術前に咽頭拭い液の細菌検
査を行い、検出菌に抗菌活性を有する抗菌
薬を考慮する。

胆嚢炎合併症例では治療抗菌薬の適応。
胆汁培養提出。特にERBDではその後の培
養不能のため施行時に胆汁検体を培養に
提出。

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

頸部良性腫瘍で短時間手術かつSSIリスク
因子なしの場合は注射用予防抗菌薬の使
用は推奨しない。

根治的または両側の頸部郭清術では24～
48時間。

耳漏がある場合は、予防抗菌薬の適応外
であり、原因菌に活性のある抗菌薬による
治療を行い、期間も症例ごとに判断。
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投与期間

単回または
術後時間

帝王切開術（未破水） CEZ CLDM+AMK 単回

帝王切開術（破水）:膣周辺B群
溶連菌保菌陰性（除菌された
場合も含む）

CMZ CLDM+AMK 単回

帝王切開術:膣周辺B群溶連菌
保菌陽性/不明

SBT/ABPC CLDM+AMK 単回

流産手術
SBTPC
+MNZ

CLDM+AMK 5日間

流産手術（クラミジア陽性/不
明）

CPFX
+MNZ

AZM+AMK 5日間
代替時はAZM-SR2g
経口で可。

流産手術（淋菌陽性）
SBTPC
+MNZ

AZM+CLDM 5日間

代替時はAZM-SR2g
経口で可。疫学上、
女性の淋菌感染症
の頻度は低率のた
め、不明な場合は通
常の流産手術と同様
な予防抗菌薬の使用
を行う。

卵巣腫瘍手術（開腹手術） CEZ CLDM 24時間

卵巣腫瘍手術（開腹手術）:高リ

スク
*)
、悪性腫瘍に対する拡大

郭清

CEZ CLDM 24時間

卵巣腫瘍手術（内視鏡下手術） CEZ CLDM 単回

腹式子宮摘出術（開腹手術） CMZ LVFX+MNZ 単回

腹式子宮全摘術（開腹手
術）:SSIリスク因子あり、悪性腫
瘍に対する拡大郭清

CMZ CLDM+LVFX 24時間

膣式子宮摘出術 CMZ CLDM+LVFX 単回

円錐切除術 CMZ

LVFX+CLDM
〔MINO（経口）
術前後に分
服〕

単回

術式 推奨抗菌薬

術前のクラミジア・淋菌スクリーニングは原
則必須。

拡大手術として子宮も摘出する場合はクラ
スⅡ。

産科

抗菌薬は臍帯クランプ後ではなく、手術前1
時間以内に投与。
術前の消毒薬を用いた膣洗浄は感染を減
少させる。
母体B群溶連菌保菌者は、母子感染を予防
するために、周術期予防抗菌薬投与により
保菌しているB群溶連菌の菌量レベルを下
げておく必要がある。以下のような妊産婦
では、感染を予防するために抗菌薬を点滴
静注する。
①妊娠35～37週のGBSスクリーニング検査
でGBSが同定された
②前回出産した児がGBS感染症であった
③今回の妊娠中に尿路感染症疑いなどが
あって偶発的に検査した尿培養でGBSが検
出されている
④GBS保菌状態が不明で、破水後18時間
以上経過あるいは38.0℃以上の発熱を認
めている

①MNZは新生児への
影響から帝王切開で
は使用不可だが、本
手術では適応となる
②緊急の場合を除
き、可能な限り術前
のクラミジア・淋菌ス
クリーニング後に手
術を行う。

婦人科

β -ラクタム系
抗菌薬アレル
ギー患者での
代替薬

備考

５－７ 
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投与期間

単回または
術後時間

四肢切断（切断肢に感染の合
併がなく、断端の血行が良好
の場合）

CEZ CLDM 48時間

①創から細菌が検出
されている場合
（colonization）はその
菌種を狙った抗菌薬
を選択する。
②切断肢に感染を合
併している場合は治
療抗菌薬を選択す
る。

開放骨折〔Gustilo分類Type
Ⅰ、Ⅱ、受傷後6時間以内でか
つ軟部組織が適切に処置され
た場合〕

CEZ CLDM 48時間

Gustilo分類TypeⅠ、
Ⅱでも圧挫損傷や汚
染が強い場合は、
TypeⅢAに準じた投
与方法を検討する。

開放骨折〔Gustilo分類TypeⅢ
A、受傷後6時間以内でかつ軟
部組織が適切に処置された場
合〕

CTRX、

SBT/ABPC※） CLDM+AMK
48～72時間以

内

Gustilo分類TypeⅢ
B、Cでは治療抗菌薬
を選択。※）土壌汚
染が疑われる場合は
Clustridium 属などの
嫌気性菌カバーが必
要なためSBT/ABPC
を投与。

（尿路系開放なし）:腎摘除術、
副腎摘除術、腎部分切除術、
後腹膜腫瘍摘除、リンパ節郭
清、尿管剥離術、精索静脈手
術、外陰部手術（陰茎、陰嚢、
膣など）、会陰部手術、前立腺
小線源療法など

CEZ LVFX 単回

（尿路系開放なし）:低侵襲/短
時間手術かつSSIリスク因子な
し

- - -

（尿路系開放）:腎尿管摘除術、
根治的前立腺摘除術、前立腺
被膜下摘除、膀胱部分切除、
膀胱摘除術+尿管皮膚瘻、VUR
根治術など

CEZ LVFX 単回～24時間

膀胱摘除術+消化管利用尿路
変向術、消化管利用膀胱拡大
術など

CMZ LVFX+MNZ 24～48時間

SSIの発生率は20～
40％と極めて高率で
ある。特に代用膀胱
（パウチ）造設におい
ては高度な術中汚染
も考慮。

経尿道的腫瘍切除術（TURBT)
など

CEZ LVFX 単回

経尿道的腫瘍切除など（SSIリ
スク因子なし、腫瘍単発小径、
短時間手術）

- - -

経尿道的前立腺切除術
（TURP）

CEZ LVFX 単回～72時間

経尿道的尿管結石破砕術
（TUL）

CEZ LVFX 単回

経皮的腎結石破石術（PNL） CEZ LVFX 単回

経会陰的前立腺生検 CEZ AMK 単回

術式 推奨抗菌薬

①術前より尿路感染
症、細菌尿が存在す
る場合は、あらかじ
め抗菌薬による治療
を行い、菌の陰性化
を図る。
②菌陽性の場合はそ
の細菌に抗菌活性を
有する抗菌薬を選
択。

水腎症または結石サイズ2cm以上を伴う症
例では術前より抗菌薬治療。

泌尿器科

抗菌薬骨濃度の検
討から、ターニケット
使用時は少なくとも
加圧する5～10分前
に抗菌薬を全量投与

する。

整形外科続き

β -ラクタム系
抗菌薬アレル
ギー患者での
代替薬

備考
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４） 手術野汚染の拡大防止 

 消化器外科手術では腸内細菌科細菌による手術野、創縁の汚染を防ぐことが重要である。 

  

消化器外科手術の SSI の原因の多くは、腸内細菌による手術野、創縁の汚染であるので、以下のよう

な対策をとる。 

 創縁保護ドレープの使用 

 閉創時の手術器械の交換 

 定期的あるいは不潔操作後の手袋交換 

 腹腔内洗浄、創部皮下洗浄には生理食塩水を用いる 

 ドレーンは必要時にのみ留置すること 可能な限り閉鎖式を選択し早期に抜去する。 

 

 

3. 手術後管理 

 

１） 創管理 

 手術において皮膚が一時的に縫合閉鎖された創（一次治癒創）は、48 時間は滅菌ドレッシング

で被覆する。 

 

 

 

 

 

商品名 

手術部位 皮膚の

創傷部

位 

感染 

皮膚面 

 

熱傷 

皮膚面 

 

 

禁忌 

 

慎重投与 

 

備 考 手術野

の皮膚 

手術野 

の粘膜 

ヨ
ウ
素
系 

ポピヨドン

液 10％ 

原液 原液 原液 原液 原液 ヨウ素過敏症患

者 

甲状腺異常 

重症熱傷 

皮膚障害を起こす

ので、溶液のまま

長時間触れさせな

い。流れ込みは、

吸水性シート等で

防ぎ、湿ったシー

トは破棄、マット等

は乾燥させる。 

ア
ル
コ
ー
ル
系 

消毒用ア

ルコール

（70％エタ

ノール） 

 

70％原

液 
× × × × 損傷皮膚 

粘膜 

アルコール過

敏症患者 

引火性、爆発性が

あるため、電気メ

ス な ど 火 気 に 注

意。 

ビ
グ
ア
ナ
イ
ド
系 

0.05％ 

0.025％ 

ヘキザック

水 W 

(グルコン

酸クロルへ

キシジン) 

0.1 ～

0.5％ 
× 0.05％ × × 眼 

脳 .脊髄 .耳（神経

障害の可能性） 

膣.膀胱.口腔等の

粘膜面（ショック

の可能性） 

喘息等のアレ

ル ギ ー 疾 患

患者 

 

 

表 4．手術部位消毒薬一覧 
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H28.6.15

H30.2.21 

適度な保温と湿潤環境が創傷治癒に有利であるといわれているため、創部はガーゼで被覆するよりも、

適切な保温、湿潤環境を維持できるドレッシング材を用いることが望ましい。また、皮膚の上皮化が完

成する 48 時間は滅菌ドレッシングで被覆する。48 時間以降の創被覆必要性、及びシャワー・入浴の規

制を推奨するエビデンスはないが、当院では 48 時間以降シャワー浴を行っている。 

感染創などで一次縫合できず開放創として創部の管理を行う場合もある。このような創は二次治癒創と

いう。このような開放創は消毒せず、生理食塩水による洗浄を行い、創部は濡れた滅菌ガーゼまたは、

創傷被覆材で覆い、滅菌ドレッシングで包んでおく。創処置・創ドレッシング交換時は適切な個人防護

具と、手指衛生を遵守する。 

 

 

4. その他の対策 

 

1） 手術室内の環境整備と注意すべき行動 

 毛髪を整え、帽子とマスクを正しく着用して、皮膚の露出面積を減少させる。特に創が開放さ

れ、無菌域が外界に露出している間は、大勢で入室しない。 

 手術関係者の不必要な手術室への出入りをコントロールする。また、出入りの都度ドアは閉鎖

する。 

 術野を見るときは斜めから覗き、術野の真上からかぶさるようにしない。（層流を遮らないた

め） 

 無影灯の埃は、毎日除去する。ワゴン類は、セイフキープにて毎日清拭する｡ 

 手術中､床が血液汚染された場合は､クリーンキーパーで清拭後、泡ハイターで消毒する｡ 

 

手術室の空中細菌の最大の供給源は、露出した医療従事者の皮膚の細菌である。空中浮遊細菌は、手

術室の人数や人の動きにより影響を受け、垂直一方向流式の層流が乱れて細菌が術野に落下する恐れが

ある。これらをふまえ、手術室内では注意して行動すること。 

 

表５．手術室内の空調及び環境 

 

 

 

２） 術後患者の病室配置 

 一般に創感染患者を個室管理する必要はない。ただし、以下の場合は個室管理を行うことが望ましい。 

 

表６．個室管理が望ましい患者の条件 

・創を完全に被覆できない 

・浸出液が多量で周囲を汚染させる 

・創の開放ドレナージを行っている 

空調：層流 単一同一ダクト４管式 

空調：空気濾過効率 HEPA フィルター 
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３） 特定病原微生物を保有する患者の手術 

 感染症の有無に関わりなく標準予防策の遵守は当然であるが、結核・梅毒・MRSA・HBV・HCV・

HIV 等の病原体を保有する患者の手術に際しては、患者間の交差感染だけでなく職員への感染予防対策

が必要である。HIV の抗体検査には患者の同意が必要である。 

 

 

 

参考文献 

手術医療の実践ガイドライン改訂版 日本手術医学会 2013 年 

手術部位感染（ＳＳＩ）対策の実践 株式会社医薬ジャーナル社 2005 年 

術後感染予防抗菌薬適正使用のためのガイドライン 2016 年 
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  ６．人工呼吸器関連肺炎予防策 

 

人工呼吸器関連肺炎は人工呼吸器を装着後４８時間以上経過し新たに発生した肺炎である。

原因として、口腔や鼻咽腔、消化管に定着した細菌の誤嚥や汚染された人工呼吸器からの汚

染エアロゾルの吸入、医療従事者の汚染された手を介した感染などがある。基礎疾患の重篤

性とあいまって生命の予後に重大な影響を与える。 

 

１．器具の取扱い 

 ・人工呼吸器回路は 成人は１患者１セットとし、ディスポーザブル製品を用いる。使用後は廃

棄する。小児は、ディスポーザブル製品の場合は使用後廃棄する。 

 ・回路交換は、１週間過ぎたものに対し、適宜（１週間～４週間）行う。 

 ・フィルターは人工呼吸器の種類により取り付け場所が異なるので、使用書通りに ME と相談し

交換する。  

 

２．人工呼吸器装着中の気管内吸引法 

・気管内刺激による咳嗽時に、口腔内分泌物が気道に流入することを防ぐため、原則的に、鼻腔・

口腔内を吸引した後に気管内吸引を行う。カフ上部に吸引口が付いているカニューレの場合は、 

カフ上の分泌物を吸引した後に気管内吸引を行う。 

 

＊ 必要物品   

吸引カテーテル 単包アルコール綿 個人防護具（手袋、マスク、エプロン、シールド）

注射用水 手指消毒剤 

 

＊方法 

＜口腔・鼻腔内吸引＞ ＊ベストプラクティス：口腔内・鼻腔内の吸引参照 

 ①手指衛生後エプロン、マスク、シールドを着用。 

 ②吸引カテーテルを開封する 

 ③吸引機器を ON にし、連結管と接続する。 

 ④擦式アルコール製剤で手指衛生後、手袋を着用する。 

 ⑤吸引カテーテルを引き出す。（カテーテルを持つ手は環境に触れないようにする。） 

 ⑥口腔、鼻腔を吸引する。 

 ⑦アルコール綿で拭いた後、注射用水を吸い上げ、再度別のアルコール綿で拭く。 

 ⑧個人防護具を外す 

 ⑨手指衛生を行う。 
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＜気管内吸引 開放式の場合＞ 

①手指衛生後エプロン、マスク、シールドを着用する。 

 ②吸引カテーテルを開封する 

 ③吸引機器を ON にし、連結管と接続する。 

 ④擦式アルコール製剤で手指衛生後、手袋を着用する。効き手にカテーテルとともに入っている

滅菌手袋をはめる。 

 ⑤人工呼吸器を利き手でない方で外し、吸引カテーテルを袋より引き出し吸引する。（カテーテル

を持つ手は環境に触れないようにする。） 

 ⑥終わったカテーテルはアルコール綿で拭いた後注射用水を吸い上げ、滅菌手袋内に丸める。 

滅菌手袋を裏返して外し単回使用で廃棄する。 

 ⑦吸引機器を OFF にする。 

 ⑧個人防護具を外し、手指衛生を行う。 

 

＜気管内吸引  閉鎖式（トラックケアー）の場合＞ 

① 手指衛生後、手袋を着用する。 

② 吸引機器を ON にしてトラックケアーと吸引接続管を接続、コントロールバルブのロック

を解除する。 

③ トラックケアーのスリーブ（ビニール）が前方に溜らないように注意しながらチューブを進

め吸引する。 

④ 吸引後付属の洗浄液を洗浄ポート

から流す。 

⑤ 吸引機器を OFF にする。 

⑥ 手袋をはずし、手指衛生を行う。 

 

KimVent トラックケアー プロダクツ添付文書より転用 

注意事項 

 気管内吸引時は、人工呼吸器にテストラングバックは使用しないこと 

 

３．ネブライザ―・周辺機器の管理 

 １）ネブライザ― 

基本的にネブライザーは回路内に組み込まない。 

 ２）加温加湿器管理 

  ・蛇管内に水滴が患者の気管内に流れ込まないよう、蛇管の位置を適切に保ち、適宜蛇

管内に貯留した水滴を除去する。 

  ・加温加湿器は閉鎖式になっているので自動注入されるが、滅菌蒸留水がなくならない

ように管理する。 

  ・加温加湿器の交換は、回路交換時に一緒に行う。 
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４．栄養管理 

  ・経管栄養中は、可能であれば上体を 30～45度挙上させる。 

  ・経管栄養中は、消化管運動やチューブの先端位置を確認する。 

 

５．ストレス潰瘍予防薬（Ｈ２ブロッカー） 

 ・ストレス潰瘍の危険性の少ない患者に対して、Ｈ２ブロッカーを投与しない。 

 （Ｈ２ブロッカー投与は胃のｐＨを上げ、上部消化管の細菌の増殖を助長する。） 

 ・明からな上部消化管出血の存在する患者やストレス潰瘍の危険性が極めて高い患者（既往がある

患者）では、Ｈ２ブロッカーを投与する。 

 

６．体位交換 

・人工呼吸器管理中は、誤嚥防止のため上体を３０～４５度の状態に保つ。 

・側臥位や半座位など患者の状態に合わせて３０分～２時間で、体位交換する。 

・この際気管チューブや点滴ライン、ドレーン類の誤抜去や閉塞に注意する。 

 

７．口腔内ケア 

気管内チューブ内のカフは細菌の流入を必ずしも防止できないため、口腔内の清浄化が重要である。 

 ＜口腔ケアの目的＞ 

  ・歯垢や舌苔の機械的除去と洗浄により、口腔内を清潔に保つこと。 

  ・吸引により口腔内分泌物の貯留を防ぐこと。 

  ・口腔内の乾燥を防ぐこと。 

 ＜方法＞ 

  ①誤嚥防止のため上体を 30～45 度の状態に保つ体位をとる。 

  ②手指衛生後個人防護具を着用し、口腔内を吸引する。 

  ③カフ圧を 25～30ｍｍＨｇ目安に適正に保つ。 

  ④目視下で歯ブラシ、スポンジブラシを使用し、歯牙、口腔粘膜に機械的刺激を与えつ

つ、洗浄液・口腔内容物を十分吸引する。 

  ⑤気管内吸引を行う。 

  ⑥体位を整える。 

 ⑦個人防護具を外し､手指衛生を行う。 

 

 

 

 

 

参考文献：医療ケア関連肺炎防止のための CDC ガイドライン 2003 
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７．職員の健康管理 

  

               

１． 結核定期検診 

 

1） 感染症法により、職員は年 1 回の胸部 X 線検査が義務付けられているため必ず受診すること。 

2） 健康診断免除に該当する職員（表１参照）は定期健康診断免除申請書の提出が必要となる。 

3） 未検査職員については、衛生委員会より注意勧告する。 

4） 咳など呼吸器感染症状が 2 週間以上続くときは、自らが結核などの感染源とならないために、自発

的に受診すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．B 型肝炎検診 

 

1） 職員の B 型肝炎定期検診の実施 

  職員の HB ウイルス感染を予防し、健康管理に資することを目的として、職員の B 型肝炎ウイルス

定期検診を実施する。検診における検査項目としては、HBs 抗原、抗体を必須とする。定期検診の実

施は表 2）の通りとする。 

 

 

 

表 1.健康診断免除に該当する職員 平成 28 年度 山形県職員健康診断実施要領より抜粋 
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2） 検診対象 

血液あるいは血液製剤と接触する可能性のある全ての職員。 

3） 検診項目 

次の検査及び予防接種を実施する。 

 HBs 抗原・抗体等検査 

 ＜事前検査＞ 

ワクチン接種歴のない職員に対してワクチン接種に先立って行う HBs 抗原・抗体検査 

＜抗体価判定検査＞ 

ワクチン接種（３回終了後）の概ね１か月後に行う HBs 抗体検査 

＜定期検査＞ 

ワクチン接種により抗体が陽転した職員及び事前検査の結果抗体陽性の職員について、翌年度から 

５年毎に HBs 抗原・抗体検査を行う。HBs 抗原陽性者、HBs 抗体陰性者については毎年実施する。 

表 2．職員の B 型肝炎ウイルス定期検診の実施法 

対象者 

医師・看護部・検査部・放射線部・リハビリテーション科・薬剤部・ 

臨床工学士・栄養管理室（栄養士）・洗濯室勤務する職員・総務課施設

係・中央監視室 

 HBｓ抗原 HBｓ抗体 

陽性 毎年 
５年に１回 

・一度陽性になりその後陰性になった職員

であっても５年後の検診 

陰性 ５年に１回 

毎年 

・３回接種を１クールとし、２クールワ

クチンを接種してもHBs抗体が陰性の場

合は５年毎の検診 

・HBs 抗体が陰性であるが職員がワクチ

ン接種を希望しない場合は５年毎の検診 

    ＊陽性：HBs 抗体価 10mIU/ml 以上 陰性：HBs 抗体価 10mIU/ml 以下 

  

 

＜実施要項＞ 

① 新規職員は、採用後 2 ヶ月以内に事前検査を必ず受ける。 

② 検査結果は、庶務係より個人に通知される。 

③ 針刺し･切創事故発生時に、抗体陰性者は措置が必要になるため、職員各自は HBs 抗体の有無、

抗体価を手帳などに記載し把握しておくこと。 

④ 検査結果の台帳は転勤時に転勤先に送られる。 
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＊HBs 抗体陽性について 

HBs 抗体陽性とは、過去に HBV 感染を受けたもしくは、ワクチン接種により陽性になったものである。

HBV に対して感染防御の免疫を持っているものであり、通常の偶発事故による感染で B 型肝炎を発症するこ

とはほとんどない。HBV 感染による抗体陽性については終生免疫が成立するので定期検診を頻回に受ける必

要はない。ワクチン接種後の HBｓ抗体価は個人差があり、ワクチンで誘導された抗体は時間とともに低下

し陰性化してしまうことがある。しかし抗体が陰性化しても感染防御機能が維持されるため追加ワクチン投

与は必要ない。 

 

 HBV ワクチン接種（任意） 

＜対象＞ 

① 新規採用時の事前検査の結果、抗原・抗体ともに陰性の職員 

② ワクチン接種を 1 クール終了した職員でその後の HBs 抗体が陰性だった職員。 

＊ 3 回で 1 クール 1 クール終了後の HBs 抗体が陰性だった職員は 2 クールまで実施する。 

③ 前回の抗体検査で HBs 抗体が陽性であったが陰性になった職員は１クール（3 回）接種する。 

＜実施要項＞ 

① 接種対象者は、庶務係健康診断担当者から規定の用紙が配布される。接種希望の有無等を記載

し申し込む。 

② 庶務係健診担当者は、薬剤部からまとめてワクチンを受領し、接種場所･時間を指定した上でま

とめて接種をする。指定された日の都合が悪い場合は、各自で接種し接種報告書を提出する。

庶務係健診担当者は、接種日とロット番号を記録簿に記載する。 

③ 3 回接種するので、そのつど申し込みを行う（次項 HBV ワクチン接種スケジュール参照）。 

  ※ 第 2 回接種：1 回目の 1 ヵ月後、第 3 回接種：2 回目の 5 ヵ月後 
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     抗体検査（－）      ワクチン接種 

 

              経過月数 

               ０         １回目 

               １         ２回目 

               ２ 

               ３ 

               ４ 

               ５ 

               ６         ３回目 

               ７         抗体検査（終了） 

               ８ 

               ９ 

               １０ 

               １１ 

 

 

4） 健診後の対応 

 事前検査で HBs 抗原陽性職員への対応 

   事前検査時 HBs 抗原陽性ということは HBV キャリアである。当該職員に対し精密検査を勧奨す

る。当該職員は定期的に医療機関を受診し、治療を受ける。HBs 抗原陽性が 6 ケ月以上にわる

HBs 抗原持続陽性職員は患者、他の職員、当該職員の家族等への感染を予防するため、９－２の

項目について注意する。 

 事前検査で HBs 抗体陽性職員への対応 

事前検査で HBs 抗体陽性ということは既往感染しているということ。ワクチン接種歴のない職員

の HBs 抗体陽性職員は、健常者では臨床上全く問題はないが、免疫能が低下した時にＨＢＶが再

増殖しＢ型肝炎が再燃することがあるため、当該職員に対し精密検査を勧奨する。当該職員は医

療機関を受診すること。 

 HBs 抗原陽転職員への対応 

HBs 抗原陰性者が 2 回目以降の定期検診において、初めて陽性となったものを HBs 抗原陽転と 

いう。この場合も、当該職員に対し精密検査を勧奨する。当該職員は医療機関を受診すること。 

 

 

事前検査 

（HBｓ抗原、抗体検査） 
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 HBs 抗原抗体陰性職員への対応 

HBs 抗原抗体陰性職員は、HB ウイルス感染の危険性が高いと考えられる。感染の危険の高い職 

場に従事する職員に対しては、HB ワクチンによる予防を行う。当該職員は定期検査を必ず受け 

自身の抗体の有無について把握しておく。 

 

 

３． C 型肝炎定期検診 

 

１）対象  

・40 歳の希望する職員 

２）検査内容 

 ・HCV 抗体検査 

３）C 型肝炎の予防と治療の現状 

HCV 感染が一旦成立すると、健康成人への感染であっても、急性の経過で治癒するものは約

30%であり、感染例の約 70%で HCV 感染が持続し、慢性肝炎へと移行する。慢性 C 型肝炎の持

続により肝線維化が惹起され、肝硬変や肝細胞癌へと進展する。HBV のようにワクチンで抗体

を獲得することはできない。 

治療はインターフェロン（interferon; IFN）、IFN フリーの DAAs（direct acting antivirals）

による抗ウイルス療法を行い HCV の排除を目指すが、血中 HCV-RNA 持続陰性化が得られた症

例においても発癌する場合がある。従って、IFN あるいは DAAs によって HCV が排除された後

でも、長期予後改善のため肝発癌に対するフォローアップを行う必要がある。 

 HCV 抗体陽性職員には当該職員に対し精密検査を勧奨する。当該職員は医療機関を受診すること。 

 

 

 

 

 

表 3．Ｂ型肝炎ウイルスマーカー陽性の意義 

ＨＢｓ抗原 ＨＢＶに感染している （通常ＨＢｃ抗体も陽性） 

ＨＢｓ抗体 ＨＢＶの既往感染 （多くはＨＢｃ抗体も陽性） 

ＨＢＶワクチン接種後 （ＨＢｃ抗体陰性） 

ＨＢｅ抗原 ＨＢＶの増殖力が強い 

ＨＢｅ抗体 ＨＢＶの増殖力が弱い 

ＨＢＶ-ＤＮＡ定量 血中のＨＢＶ量を示す （抗ウイルス効果の指標） 

ＩｇＭ-ＨＢｃ抗体 高力価 

 
低力価 

 

Ｂ型急性肝炎 

Ｂ型慢性肝炎の急性増悪、キャリア発症の急性肝炎 
 

ＨＢｃ抗体 高力価 

 
低力価 

 

ＨＢＶに感染している、ＨＢＶキャリア （ＨＢｓ抗原陽性） 

ＨＢＶの感染既往 （多くはＨＢｓ抗体も陽性） 
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４． インフルエンザワクチン接種(任意) 

 

 １）対象 

 ・全職員(非常勤職員含む)、委託業者職員、ボランティアなど。 

 ・職員は、インフルエンザ流行シーズンには、積極的にワクチン接種を行う。特に易感染患者の多い

病棟、小児、ICU などは、禁忌者以外は全員接種が望ましい。 

 ２）費用負担 

 ・全職員(非常勤職員含む)は病院会計より負担、委託業者職員は個人または委託業者負担とする。 

 

 

５． 麻しん抗体検査・ワクチン接種(任意) 

 

1） 抗体検査 

 ＜対象者＞ 

 ・新期採用および勤務異動の全ての職員(非常勤職員含む) 

ただし、抗体価が十分であると認められる場合、既にワクチンを 2 回行っていることが確実である 

場合は省略できる。 

 ＜実施＞  

  対象者に対して毎年実施する 

2） 麻しんワクチン接種 

  ・抗体陰性者は、禁忌がない限りワクチン接種を強く推奨する。接種回数は 1 回、費用は病院負担 

とする。 
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６． 職員が感染性疾患に罹患した場合の対応 

 

 感染性疾患に罹患した職員は、出勤する前に所属長へ報告し休務の指示を受ける。主な感染症につい

ては表４のとおりである。 

 

表４．職員が罹患した場合、報告と休務が必要な感染症一覧と休務期間 

感染症 休務期間 
季節性インフルエンザ 
＊鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症を除く 

発症した後 5 日（発症日は 1 日）を経過し、かつ解熱した後 2 日を
経過するまで 
 

ノロウイルス、ロタウイルスなどの 
感染性胃腸炎 

症状が消失し 2日が経過するまで 特別休暇または年休 
（ただし復職後も手指衛生を徹底する。栄養管理室職員については

14 参照） 
 

百日咳 特有の咳が消失するまで又は 5 日間の適正な抗菌薬による治療が終

了するまで  
 

麻しん 発疹出現後 7日間 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現後 9日を経過するまで  

風疹 発疹出現後 5日間 

水痘（水ぼうそう） すべての発疹が痂疲化するまで 

結核 病状により医師の判断により伝染のおそれがないと認めるまで 

流行性角結膜炎 発症後 2 週間 

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、

腸チフス、パラチフス、急性出血性結膜炎 
その他の感染症 

 
症状により医師が伝染のおそれがないと認めるまで 

病状により医師が伝染のおそれがないと認めたときはこの限りではない。 
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８．針刺し・切創、皮膚・粘膜曝露防止対策と 

曝露時の対応 

 

１． 事故防止策 

 

１） 必要な個人防護具を正しく着用する。 

２） 作業に適した明るさ、ゆとりのあるスペースを確保する。 

３）針使用時の注意 

 針や刃物を持ったまま、他の動作を行わない。 

 安全器材を使用し正しく作動させる。 

 リキャップを行わない。 

 ４）鋭利器材の廃棄 

 使用後の鋭利器材は使用者がすぐその場で廃棄する。 

 専用容器は 8 割になったら廃棄する。 

 ５）針刺し・切創、皮膚・粘膜曝露時は必ず報告する。 

 ６）自身の HBs 抗体の有無、抗体価を把握する。 

  

 

２． 針刺し・切創、皮膚・粘膜曝露発生時の対応 

 

１）直後の処置 

 針刺し・切創部を石鹸と流水で十分に洗う。 

 口腔に入った場合は大量の水でうがいをし、洗い流す。 

 眼に入った場合は生理食塩水で洗浄後、感染症の有無に関わりなく、眼科または急患室を受診し

洗浄処置を受ける。  

 

２）曝露源（患者）の感染性を確認する 

 過去の検査の有無に関わらず全例 HBｓ抗原、HCV 抗体、HIV 抗体検査を実施し確認する。 

 主治医より患者に説明し、同意（検査同意書）を得てから検査を実施する。入院・外来とも費用

については病院負担とする。同意が得られない場合は曝露源不明で対応する。 

 検査後、会計業務委託業者（ニチイ学館）マネージャーへ針刺し後採血であることを連絡する 
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３）曝露者（針刺し当事者）の抗原・抗体を確認する。 

 HBｓ抗原・抗体 HCV 抗体を確認する。結果は職員健診時に本人に配布されている。自分の抗体

の有無は自身で把握しておくことが基本。わからない場合は庶務係の台帳で確認する。 

 

４）報告体制 

 針刺し・切創、皮膚・粘膜曝露発生後は、図 1）報告・入力フローチャートに沿って報告する。 

 当事者個人がファントルくんと感染制御システムへ入力する。 

 院内感染防止対策担当が報告書を出力し院内感染予防対策委員長へ報告する。 

 ＩＣＴは定期的に解析し防止対策を検討する。 

 

図 1）報告・入力フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）曝露後内科・眼科受診の流れ 

 （1）受診対象者 

（2）受診の手続き８－４－①  ８－４－②  フロー参照 

  平日日中は院内感染防止対策担当者、不在の場合は所属長が受診手続きを行う。 

夜間・休日日中は当直師長・所属責任者が急患室受診手続きを行う。 

 

  

 

 

 曝露源の感染性が不明の曝露者 

 曝露源が HBｓ抗原（＋）で、HBｓ抗体陰性の曝露者 

 曝露源が HCV 抗体（＋）で HCV 抗体陰性の曝露者 

 曝露源が HIV 抗体（＋）の場合の曝露者 

 眼球への曝露者（曝露源の感染性を問わず） 

 曝露源が梅毒陽性（RPR 陽性）の場合  

 

医療安全

部 

報告書作成 

所属長確認 

 

院内感染予防対策委員長 

事務局次長へ報告 

医療安全部 

院内感染防止対策担当 
所属長 

当事者 

所属長へ報告 

（急がないが当日中

に報告書入力する） 

ファントルくんインシデント報告入力 
表題「針刺し」を選択 

感染制御システムメインメニュ― 
針刺し・切創、皮膚・粘膜汚染報告より入力 
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（3）公務災害申請 

  院内感染防止対策担当者は庶務係公務災害担当者へ連絡し、当該職員の公務災害手続きを依頼する。 

  院内感染防止対策担当者は会計業務委託業者（ニチイ学館）マネージャーへ当該職員が「針刺し等」 

発生による受診であることを連絡する。庶務係公務災害担当者は公務災害申請に必要な書類を作成

し、提出する。 
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＊ 

 

HBｓ抗体 10 mｌU/ｍｌ値は平成 23年 7月生化学機器更新時に確認済 

曝露源が梅毒陽性の場合は ８－１１ 参照 

 

 

② 現場責任者へ報告 

（各所属長または責任者） 

① 直後の処置 

手指、皮膚⇒流水と石鹸で洗浄（絞りだしや消毒は不要） 

目⇒直後に生理食塩水で洗浄後眼科で洗眼  

口腔内⇒直後に大量の流水でうがい 

曝露源 

HBｓ抗原 

HCV抗体 

HIV抗体 

陰性 

⑫ 内科受診 
・職員 HBｓ抗体 

10mlU/ml以下の場合⑨へ 

・直後の職員ＨＣＶ抗体を確認  

リスク高の時ＨＩＶ抗体も 

針刺し・切創、皮膚・粘膜等汚染発生時のフローチャート（平日・日中） 

⑧ 処置なし 

受診不要 

  

 

⑨ 内科受診 
48時間以内の 

抗 HBｓ人グロブリン 

ＨＢＶワクチン 1回投与 

詳細は 8-５ 

 

③ 院内感染防止対策係担当へ連絡 

ＰＨＳ ８５８３ 

（職員の氏名、曝露源の氏名、ＩＤなど） 

 

針刺し等発生 

至急 8-10 の

フローへ 

曝露源 

HBｓ抗原 

陽性 

  

 

曝露源 

HＣＶ抗体

陽性 

  

 

曝露源 

HＩＶ抗体 

陽性 

  

 

曝露源不明 

  

 

④ 曝露源の感染性の確認 HBｓ抗原、HCV抗体、HIV抗体検査の実施（過去の検査の有無に関わらず全例） 
主治医より患者に説明し、同意（検査同意書）を得てから検査を実施する。同意が得られない場合は曝露源不明 

で対応する。入院・外来とも費用については病院負担とする。 

検査後、会計業務委託業者（ニチイ学館）マネージャーへ針刺し後採血であることを連絡する 

⑤ 当事者の抗体の確認 

「職員 HBｓ抗体が 

10mｌU/ｍｌ以上ある」 
職員のＨＢｓ抗体価を確認する 

不明の場合は庶務の台帳で確認 

（本人が把握していることが基本） 

ＮＯ ＹＥＳ 

当事者の 

ＨＢｓ抗体確認 

⑤参照 

⑩ 内科受診 
HCV抗体確認 

肝機能採血 

詳細は 8-５ 

 

は公務災害 

８－４－① 

⑪眼科受診 

目の洗浄処置 

  

 

眼球への曝露 
感染症の有無を

問わず 

  

 ⑥ 内科受診、眼科受診が必要な場合は感染防止対策担当（ＰＨＳ ８５８３）へ連絡する 

担当不在の場合は所属長が下記の通り受診連絡を行う 

・八戸院長（不在の場合は岸委員長）へ連絡し針刺し等後の職員の受診を依頼（時間の確認） 

・内科・眼科外来へ連絡し「針刺し等後の職員の受診」を連絡 通常の受診手続きをとる 

・庶務係公務災害担当者とニチイへ当該職員の受診は公務災害対応でと連絡する 

H24.10.1 

H28.2.17 

H28.9.14 



                            院内感染対策マニュアル 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 

 

 

針刺し・切創、皮膚・粘膜等汚染発生時のフローチャート（夜間及び休日） 

針刺し等発生 

② 現場責任者へ報告 

（夜間は当直師長、日中は各所属の責任者） 

曝露源 

HBｓ抗原 

HCV抗体 

HIV抗体 

陰性 

曝露源 

HBｓ抗原 

陽性 

  

 

＊平日診療日に所属長報告 

院内感染防止対策担当 

PHS 8583に連絡する。 

 

 は公務災害 HBｓ抗体 10 mｌU/ｍｌ値は平成 23年 7月生化学機器更新時に確認

済 

曝露源 

HＩＶ抗体 

陽性 

  

 

曝露源 

HＣＶ抗体

陽性 

  

 

曝露源不明 

  

 

48時間以内に 

平日診療を受けられる 

 

① 直後の処置 

手指、皮膚⇒流水と石鹸で洗浄（絞りだしや消毒は不要） 

目⇒直後に生理食塩水で洗浄後急患室で洗眼  

口腔内⇒直後に大量の流水でうがい 

平日フロー⑨へ 

④ 当事者の抗体の確認 

「職員 HBｓ抗体が 

10mｌU/ｍｌ以上ある」 
職員のＨＢｓ抗体価を確認する 

不明の場合は下記＊手順で確認 

（本人が把握していることが基本） 

ＮＯ ＹＥＳ 

当事者の 

ＨＢｓ抗体確認 

④参照 

曝露後、平日診療日まで 48時間以上空く時は急患室当番医に 

ＨＢｓ抗原・抗体、検査オーダーを依頼し検査する。 

（検査のみオーダー急患室処置伝票へ「職員針刺し」と記載 公務災害扱い） 

48時間以内に平日診療を受けられる場合は 

総務の台帳で確認後平日フロー⑤へ 

＊職員のＨＢｓ抗体価不明の場合 

ＮＯ ＹＥＳ 
 

⑦ 平日・日中フ
ロー⑩へ 

⑤ 処置なし 

受診不要 

  

 

⑥ 急患室受診 
48時間以内の 

抗 HBｓ人グロブリン投与 

ＨＢＶワクチン 1回投与 

詳細は 8-５ 

 

⑨ 急患室受診 
・職員 HBｓ抗体 

10mlU/ml以下の場合⑥へ 

・平日診療日に職員の 

ＨＣＶ抗体を確認  

リスク高の時ＨＩＶ抗体も 

８－４－② 

④ 曝露源の感染性の確認 HBｓ抗原、HCV抗体、HIV抗体検査の実施（過去の検査の有無に関わらず全例） 
主治医より患者に説明し、同意を得てから検査を実施する。同意が得られない場合は曝露源不明で対応 

入院・外来とも費用については病院負担となる。 

検査後、平日診療日に会計業務委託業者（ニチイ学館）マネージャーへ針刺し後採血であることを連絡する 

至急 8-10 の

フローへ 

眼球への曝露 
感染症の有無

を問わず 

  

 

⑧急患室受診 

目の洗浄処置 

  

 

急患室受診時は急患室処置伝票に「職員針刺し」と記載する（公務災害扱い） 
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３．病原体別対応 

 

１）HBV 

曝露源患者がＨＢｓ抗原陽性でかつ曝露職員がＨＢｓ抗体陰性の場合は、曝露職員の血液を採

取しＨＢs 抗原・抗体、肝機能検査を可能な限り早く行う。曝露職員のＨＢs 抗原・抗体とも陰性

であることを確認後、曝露後 48時間以内に抗ＨＢs人免疫グロブリンを投与する。 

HBs 抗原陽性者に抗 HB 人免疫グロブリンを投与すると、投与後体内の HBs 抗原が急速かつ大量に反応し（特

異的副作用）免疫複合物を形成、組織障害を起こす可能性があるため、抗ＨＢs 人免疫グロブリン投与前に曝露者

のＨＢｓ抗原検査を実施する。 

抗ＨＢs人免疫グロブリン投与後、全身倦怠感、筋肉痛、熱感等の副作用がたまに見られる。 

抗ＨＢs人免疫グロブリン注射後 4週間は 2週ごと、その後は医師の指示に従う。原則 20週間は 4 

週ごとに診察を受け、投与後 6ヶ月間はＨＢs抗原・抗体、および肝機能を追跡検査する。 

ワクチン未接種または 1コース（3回接種）が完了していない職員については下表スケジュールに 

沿って対応する。 

 

表）ＨＢＶ曝露後ワクチンスケジュール 

曝露職員の状況 
曝露源患者の HBs抗原の有無と曝露後感染予防策（ワクチンスケジュール） 

HBs抗原陽性 HBs抗原陰性 不明 

HBV感染歴あり 無処置 無処置 無処置 

ワクチン未接種 
HBV ﾜｸﾁﾝ(*1)コース(*2)開始 

かつ HBIG(*3)を 1回 
HBV ﾜｸﾁﾝコース開始 HBV ﾜｸﾁﾝコース開始 

ワ 

ク 

チ 

ン 

接 

種 

歴 

あ 

り 

HBs抗体 

10mlU/ml以上 
無処置 無処置 無処置 

HBs抗体 

10mlU/ml未満 

HBV ﾜｸﾁﾝ１回追加 

かつ HBIG を 1回 
無処置 HBV ﾜｸﾁﾝ１回追加 

HBs抗体 

無反応者 

HBV ﾜｸﾁﾝコース開始 

かつ HBIG 

または HBIG2倍量 

無処置 
リスクが高ければ 

HBs抗原(+)と同じ処置 

(*1) 曝露後感染予防はできるだけすみやかに，可能ならば 24時間以内に実施する． 

 (*2) 0，1，6 ヵ月後の計 3回接種で１コース． 

 (*3) 抗 HBs人免疫グロブリン「日赤」1バイアル(1000単位，5ml) を筋注． 
 

 

２）HCV 

曝露源患者がＨＣＶ抗体陽性の場合は、曝露職員の内科受診手続きをとり曝露後のＨＣＶ抗体、

肝機能を確認する。その後 3 か月後、6～12 か月後ＨＣＶ抗体、肝機能をチェックする。 

曝露源患者のＨＣＶ抗体の有無が不明の場合は、患者の同意を得て HCV 検査を行い対処する。 
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３）HIV 

ＨＩＶ抗体陽性もしくは非常に強く陽性が疑われる患者の医療行為時に針刺しをした場合は 

     「HIV 針刺し事故後フローチャート」に従い対応する。 

 

 事故発生時の対応       

① 曝露部位を多量の流水と石けん（眼球・粘膜への曝露の場合は多量の流水）で洗浄する。 

② 日中（平日 8:30～17:15）院内感染防止対策担当（内線 1261 PHS 8583）または 

エイズ担当看護師（内科外来主査 内線 1313 PHS 8575）へ連絡 

③ 時間外（上記以外の時間）急患室（急患室主任・師長 急患室①PHS 8579）へ連絡 

④ 責任者またはエイズ担当医師、時間外の場合は日当直医師へ連絡し、曝露源の感染リスクと

曝露後予防内服（Post-Exposure Prophylaxis ; PEP）の必要性について検討する。 

感染性体液＊による以下の曝露があった場合 PEPを推奨する 

 

     ・針刺し事故 

     ・鋭利物による受傷 

     ・正常でない皮膚あるいは粘膜への曝露 

 

*感染性体液の例 

     血液、血性体液、精液、膣分泌物、脳脊髄液・関節液・胸水・腹水・心嚢水・羊水 

    以下については、外観が非血性であれば感染性なしと考える： 

     便・唾液・鼻汁・痰・汗・涙・尿 

    

曝露源の感染リスク評価 

曝露源の状態 PEPの適応 

HIV 感染者 PEPを推奨する。 

曝露源患者の 

HIV 抗体不明 

該当患者に HIVスクリーニング検査を施行する。HIV陽性が

強く疑われる場合（ニューモシスチス肺炎・クリプトコッカ

ス髄膜炎などの症状があるなど）は PEPを考慮する。陰性と

判明した時点で PEP不要となる。 

曝露源患者が不明 ケースバイケースで PEPを考慮する。曝露の重篤さと HIV曝

露の疫学的起こりやすさを勘案する。                                                           

HIV 抗体陰性 PEPは不要。 

 

⑤ 別紙「本人用：服用のための説明文書とチェックリスト」を読み、署名する。 

⑥ 事故者が女性の場合、希望により妊娠反応を実施する。 

（検査は予防内服セットの中にあり。ない場合は平日時間内の場合産婦人科外来で、休日・

夜間は急患室で行う） 

 ８－７ 
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④ 事故者が予防内服の自己判断が出来る場合は曝露後予防内服に従う。 

自己判断が出来ない場合は、HIV 責任者または担当医（夜間は当直医）と予防内服に関し

て相談、決定する。（事故者に自己決定権あり） 

⑦ 目に入った場合は、眼科外来または急患室にて生理食塩水で洗眼する。 

 

 曝露後予防内服（Post-Exposure Prophylaxis ; PEP）について 

  長らく、2005 年の米国公衆衛生局ガイドラインに準じて「基本レジメン」（2 剤併用）・「拡大

レジメン」(3 剤併用)のいずれかを選択し、推奨リストから予防内服薬を選択する方法が取られ

てきた。しかし治療の領域では 3剤併用のほうが 2剤併用より HIV抑制効果に優れるのは明らか

である。また抗 HIV薬の改良によって副作用が軽減されたこともあり、あえて PEPで基本レジメ

ンを選択する必要性は薄れている。  

 2013年の米国ガイドライン（USPHS 2013）の改定において PEPの適応となる場合は「基本レジ

メン」「拡大レジメン」の場合分けを撤廃して 3 剤以上の抗 HIV 薬を併用することを推奨すると

いう大きな変更が加えられた。当院における PEPもそれに準じて行う。 

 

PEP を勧められた、または考慮されたら 

ヌクレオシド系逆転写酵素阻害剤（NRTI）2 剤とインテグラーゼ阻害剤（INSTI）1 剤を内服する。   

 

TDF/FTC（ツルバダ配合錠）  1 回 1 錠   1 日 1 回 

RAL（アイセントレス錠）     1 回 1 錠   1 日 2 回 

 

 両薬剤とも食事に関係なく内服可能である。（吸収に影響しない） 

 第 1 回目はできる限り速やかに服薬すること。（遅くとも 1～2 時間以内） 

 投与期間は 4 週間。副作用によって変更もありうる。 

 

対象者が女性の場合、妊娠には注意が必要 

妊娠初期での胎児への安全性は確認されていない。（ただし胎児への HIV感染予防のためにアメリカ 

合衆国保健社会福祉省（DHHS）のガイドラインでは、抗体陽性の妊婦に対し内服推奨している） 

また、予防内服の期間を含む一定期間の避妊についても指導されなければならない。 

（必要ならば、妊娠反応を実施する） 

 

薬剤は、薬剤部内の定められた場所にマニュアルとともに保管されている 

時間内は責任者または担当医師が、時間外は急患当日直医師が、処方オーダーすること。                     
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PEP の処方について 

   

TDF/FTC（ツルバダ配合錠）  1 回 1 錠   1 日 1 回 

RAL（アイセントレス錠）     1 回 1 錠   1 日 2 回     を 1日分 

 

とし、必要日数分処方する。 

平日時間内なら、オーダーや救急の処方によって、時間外なら救急の処方によって処方する。 

                                                                               

 HIV 専門家との相談が必要な状況 

下表のような状況の時は責任者または担当医師は HIV 専門家へ相談する。連絡先は 8-10 参照 

 

抗 HIV 治療ガイドライン 2016 年 3 月より抜粋 

 予防内服後の経過について 

  HIV曝露後の検査を①曝露時ベースラインの検査、②曝露後 6週目、③曝露後 12週目、④曝露後 

 6ヶ月目に行う。なお検査は曝露からの時間に関係なく急性 HIV感染症の症状が認められた場合にも 

 同様に行う。 

 

 付記 

HIV 抗体検査については 10．HIV 感染予防対策の項参照 

 
８－９ 
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ＨＩＶ感染のおそれのある感染事故（針刺し・体液曝露等）発生時のフロー 

針刺し創部、または曝露皮膚・粘膜を大量の流水で洗い流す 

血液の絞り出しや消毒薬での消毒は不要 

 

   

   

       

               

       

              

     可及的速やかに PEPを行う 

（1）TDF/FTC（ツルバダ配合錠）  1錠 

RAL（アイセントレス錠 400mg） 1錠 内服 

                      

 

    

                   

 

       

        

                           

                                   

                

 

 

＜抗 HIV薬予防内服の推奨＞ 

曝露の 

タイプ 

曝露源患者の感染状況 

HIV 陽性 HIV感染状況不明 曝露源不明 HIV陰性 

正常皮膚 予防内服なし 予防内服なし 予防内服なし 予防内服なし 

粘膜・傷のあ

る皮膚 

予防内服を 

推奨 

予防内服なし 

（＊注） 

予防内服なし 

（＊注） 

予防内服なし 

針刺し・切創 予防内服を 

推奨 

予防内服なし 

（＊注） 

予防内服なし 

（＊注） 

予防内服なし 

（＊注）HIV陽性者由来の可能性が高いと考えられる場合は抗 HIV予防内服を考慮する。曝露源がわか 

  っている場合は説明後、ＨＩＶスクリーニングを実施し陰性であれば予防内服を中止してもよい。 

 

ＨＩＶ抗体陽性もしくは非常に強く陽性が疑われる患者の医療行為時に針刺しをした 
＊ＨＩＶ感染のおそれのある感染事故とは 

ＨＩＶ抗体陽性者、ＨＩＶ感染不明だがニューモシスチス肺炎、クリプトコッカス髄膜炎などエイズ指標疾患の症状がある患者の

針刺し・体液曝露 

男性 女性 妊娠反応を調べる 陽性 

担
当
医
師 

エイズ担当責任者（八戸院長） 

エイズ担当医師（岸先生） 

時間外は日当直医師 

陰性       スタート                

30 分以内に担当医師と相談できた 

Ｈ
Ｉ
Ｖ
専
門
医

に
相
談 

12時間以内に担当医師と相談できた 

（1）を内服した 12時間後、（2）を服用する 

（2）RAL（アイセントレス錠 400mg） 1錠 内服 

12時間以内に担当医師と相談できた 

以後担当医師と連絡が取れるまで 

12 時間おきに（1）→（2）の順に服用する 

８－１0 
 

NO 

NO 
YES 

NO 

内服につい

て自己決定 

担当医師と相談 

担当医は必要時専門医へ相談する 

 県立中央病院 感染症内科  

阿部修一先生 

ＴＥＬ023-６85-2626 

 山形大学第 3内科 

塩野先生 鈴木（郁）先生 相澤先生 

   ＴＥＬ023-633-1122 

YES 

内服について 

自己判断できる 
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４） 梅毒 

   梅毒陽性者の血液の針刺しによる感染成立の頻度は不明である。曝露後の予防策も確立されてい

ない。原因菌である梅毒トレポネーマは環境内での温度変化や乾燥に弱い菌（41℃で 2 時間、4℃

で 72 時間以内に死滅）消毒薬や石けん水で容易に死滅する。 

梅毒血清反応検査は RPR 法と TPHA 法が実施されているが、RPR 陽性者は感染初期～早期、 

TPHA 陽性者は梅毒治癒後（過去の）抗体保有者といえる。高齢者の場合、大部分は梅毒治癒後の

抗体保有者であると思われる。（感染対策は必要ない） 

 梅毒陽性者（RPR 陽性）の血液による針刺し発生後の対応 

 曝露者は内科受診し、針刺し後、1、3 か月後の RPR、TPHA を測定する。 

 3 か月後の検査が陰性であれば梅毒に感染していないと判断する。 

 抗菌薬の投与については曝露者が希望する場合は内科医と相談する。 

 公務災害扱いとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献 

抗 HIV 治療ガイドライン 2016 年 3 月 

一般社団法人日本感染症学会院内感染対策 Q&A より http://www.kansensho.or.jp/sisetunai/2005_10_pdf/24.pdf 
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付記     本人用：服用のための説明文書とチェックリスト 

 

以下、チェックリストに従い感染予防のための服薬についての説明文書をよく読み、服用の意義、注意 

等について確認して下さい。（確認のうえチェック欄□にチェックして下さい） 

 

□ 服用の意義 

針刺し事故などで HIV 汚染血液に曝露された場合の感染のリスクは、最も高い場合でも 0.5～0.3％

とされており、B 型肝炎や C 型肝炎の同じ様な事故の場合の感染リスクに比べそれぞれ 1/100～1/10 と

低いことは知られています。しかし、低いとはいえこの数字は感染リスクが 0％ではなく、1000 回の事

故につき 3～5 人は感染するということを意味しています。しかも、今のところ感染が成立してしまっ

た場合、治癒できるような治療法は確立されていません。しかし一方、感染直後に AZT を服用するこ

とで感染のリスクを約 80％低下させうることが示されました。今回勧めている 3 剤であればさらに効

果的であろうと考えられます。予防内服により 100％感染を防げるわけではありませんが、予防内服を

強く勧める理由はこのためです。服用の意義を理解し、次に進んでください。 

 

□ 服用に当たっての注意点 

 感染予防の効果を上げるためには、事故後できるだけ早くできれば 1～2 時間以内に予防薬を服用す

る必要があります。このため専門家に相談できる前に、自己判断で服用を開始せざるをえない場合もあ

ります。どうしていいか分からない場合、妊娠の可能性がなければは、とりあえず第 1 回目を服用する

ことを勧めます。  

                     

□ 妊娠の可能性のある場合 

大至急妊娠の有無を調べてください。今回の 3 剤については、妊娠初期の胎児に対する安全性は確立

されていません。妊婦の場合、責任医師と大至急服薬について相談して下さい。 

 

□ 予防服用される抗 HIV 薬の注意点および副作用 

 「RAL」アイセントレス 

 HIV の治療において「キードラッグ」と呼ばれる基本的な薬剤です。副作用の比較的少ない薬剤です

が頭痛・悪心・不眠症などが現れることがあります。鎮痛薬など対症的に症状を軽減できることもあり

ます。 

 ＜注意点＞ 

アイセントレスはマグネシウム、アルミニウムを含む制酸剤などと相互作用があり吸収が低下するこ

とがあります。前後 6 時間あけて内服するか、同時に服用することは避けてください。 
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「TDF/FTC」ツルバダ 

 HIV の治療において「バックボーンドラッグ」と呼ばれるキードラッグと組み合わせて使われる薬剤

でテノホビル（TDF）とエムトリシタビン（FTC）の合剤です。 

 腹部膨満感・腎障害などの副作用があります。腎機能が著しく低下している場合は責任者に相談して

ください。 

＜注意点＞ 

 ツルバダには抗 B 型肝炎ウイルス効果があります。しかし B 型肝炎に罹患した患者がこの成分を 

半年以上服用した後の中止後、肝炎が悪化することがあり、その中で劇症化し死亡した例もありました。

従ってこの薬剤を服用する前には、必ず B 型肝炎の有無を確認することが必要です。B 型肝炎に罹患し

た患者が予防内服を 4 週間継続する場合には、責任者と相談する必要があります。 

 

○ チェックリストに従い感染予防のための服薬についての説明文書を読みました。 

                   

  予防服薬の重要性を理解し、予防服用フローチャートに従い服薬を開始します。                          

  □：はい        □：いいえ 

                           平成  年   月   日 

                           名前                                
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①
発
生

yes no

全て
陰性

HBV抗原陽性 HCV抗体陽性

　yes no

事故者の
HBs抗体確認

HBｓ抗体が
10mｌU/ｍｌ以上

HBｓ抗体が
10mｌU/ｍｌ以下
または不明

内科受診
事故者の

HBs抗原抗体、
肝機能検査

内科受診
事故者の
HCV抗体
肝機能検査

HBｓ抗体が
10mｌU/ｍｌ以上

HBｓ抗体が
10mｌU/ｍｌ以下

無処置

48時間以内の
HBIG投与

HBVワクチン1回
接種

3か月後と
6～12か月後に
内科受診

血液・体液曝露後の感染症の確認手順

②
曝
露
源
の
確
認

③
曝
露
者
の
確
認

曝露源が不明
（針廃ＢＯＸの針や落ちていた針など）

曝露源が確認できる

手指、皮膚⇒流水と石鹸で洗浄
（絞りだしや消毒は不要）

目⇒直後に生理食塩水で洗浄後で洗眼
口腔内⇒直後に大量の水でうがい

HIV抗体陽性

④
対
応

曝露源の
HBｓ抗原、HCV抗体、HIV抗体検査の実施
（過去の検査の有無に関わらず全例）

曝露源の患者主治医より患者に説明し、同意を得てから検査を実施す
る。同意が得られない場合は曝露源不明で対応

曝露源は不明だがHIV
感染が強く疑われる

曝露後6週後
曝露後12週後
曝露後6ヶ月後
HIV抗体検査

HIV感染が疑われる場
合は1～2時間以内に
曝露後予防投与を開
始する必要あり

3か月後と
6～12か月後に
内科受診

内科受診
事故者の

HBs抗体確認
HCV抗体
肝機能検査

８－１０
HIV針刺し事故後
フローチャートへ

８－６ 

H24.10.1 

H28. 9.14 
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職業感染予防策 

9．Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎感染予防対策 

 
1. B 型および C 型肝炎ウイルス保有患者について 

  

これらウイルスの感染源はキャリアの血液と体液である。その感染力は HBe 抗原陽性の HBV がもっ

とも強く、次いで HCV、HBe 抗体陰性の HBV の順とされる。注射針、メスなどの誤刺による医療従

事者への感染が重要な問題となるが、日常生活では患者間の交差感染は一般に問題にならない。洗面所、

トイレ、食器、体温計、リネン類など特別な配慮は不要であり、病室など環境の消毒も必要でない。た

だし、血液やその他体液で汚染された器具類は、標準予防策 1-14 から 1-18 に従って適切に洗浄・消

毒する。 

表 1．血液媒介病原体による感染経路と感染確率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 患者の HBs 抗原､HCV 抗体検査の実施 

  全入院患者に対しては、原則として入院決定時（入院決定時が困難な場合は入院時）に HBs 抗原

定性検査および HCV 抗体検査を実施する。 

  外来患者については、医師が必要と認めた場合に適宜実施する。 

 

2. HBs 抗原、HCV 抗体陽性患者への指導 

 

1） 入院中の HBs 抗原、HCV 抗体陽性者に対しては、以下の点を指導する。 

① 入院生活において特に制限されることはない。 

② 日用品の専用：剃刀、歯ブラシ等は専用とすること。 

③ 排尿・排便：手をよく洗うよう指導する。 

 

 

 

 

血液媒介 

病原体 

 

感染経路 

 

 

感染の可能性のあるもの 

 

 

針刺し切創 

粘膜・ 

損傷皮膚 

 

噛傷 

 

報告あり 

 

可能性あり 

 

可能性小 

 
 

B 型肝炎 

ウイルス 

 

３回に１回 

6～30％ 

HBe 抗原

(+)22-31% 

HBe 抗原(-)1-6% 

 

 

◎ 

 

 

○ 

 

血液 

血液製剤 

血性体液 

血性体液 

唾液 

精液 

腟液分泌 

 

 

尿 

便 

 

C 型肝炎 

ウイルス 

 

50 回に 1回 

1.8%(1-7%) 

 

○ 

 

△ 

血液 

血液製剤 

血性体液 

血性体液 

唾液 

腟液分泌 

唾液 

尿 

便 

 

 

HIV/AIDS 

 

300 回に 1 回 

0.3%(0.2-0.5%) 

 

 

○ 

 

 

△ 

 

血液 

血液製剤 

血性体液 

血性体液 

唾液 

精液 

腟液分泌 

 

唾液 

尿 

便 

９－１ 
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④ 汚物・排泄物の処理：血液を含む排泄物についてはビニール袋に密封し感染性廃棄物として

廃棄する。また、汚物・排泄物の処理後は手洗いを行う。 

⑤ 他の患者と共有する物品については、血液の汚染がない限り、特別な処置を必要としない。 

血液で汚染された時にはよく洗って消毒液で拭く。 

 

 

2） 退院される HBs 抗原、HCV 抗体陽性患者に対しては、以下の点を指導する。 

① 出血時の注意 

     傷や皮膚炎あるいは鼻出血はできるだけ自分で手当をする。また、手当てを受ける場合は他 

人に血液がつかないよう注意する。血液付着物は密封して廃棄し（焼却が望ましい）、廃棄 

できないものは自分で十分水洗いする。 

② 日用品の専用 

     剃刀、歯ブラシ、タオル等は専用とすること。 

③ 供血の禁止 

     献血あるいは家族供血はしないよう注意する。 

④ 乳幼児に接する時の注意 

     乳幼児に口移しに食物を与えないよう、また、濃厚に接しないよう注意する。 

⑤ 月経時の注意 

     月経時の処置後は手指を十分水洗する。 

⑥ 排尿・排便後の注意 

     排尿・排便後は手をよく水洗する。 

⑦ 汚物等の処理 

     分泌物などの汚物は直ちに便所に捨てるか、密封して廃棄（焼却が望ましい）する。 

⑧ 定期検診 

     医師の指示に基づき定期的に肝機能検査を受けるよう指導する。 

⑨ 受診時の注意 

     新たに医療機関に受診する場合は、担当医師に HBs 抗原、HCV 抗体陽性であることを告げる。 

⑩ HBs 抗体陰性者への感染予防 

     生活を共にする家族で HBs 抗体陰性者については HB ワクチンによる予防を考慮する。 
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3. HBV 母子感染防止対策 

 

Ｂ型肝炎ウイルスを有する妊婦が出産した場合に母子感染によって、その子がキャリア化（ＨＢs 抗

原持続陽性者）することを予防するものである。 

1） HBs抗原陽性の母親から出生した児に対し原則として以下の感染予防処置を行う。（図1参照） 

＊以下、HB抗原陽性母体児クリニカルパスに準ずる。  

① 出生直後（12時間以内が望ましいが、もし遅くなった場合も生後できる限り早期に行う）  

通常は、HBグロブリン1mL（200単位）を2か所に分けて筋肉注射し、B型肝炎ワクチン（以

下HBワクチンと略す）0.25mlを皮下注射する。  

② 生後1か月 HBワクチン0.25mL皮下注射  

③ 生後6か月 HBワクチン0.25mL皮下注射  

2） 生後9～12か月を目安にHBs抗原とHBs抗体検査を実施する。 

   

         ＝抗 HBV 免疫グロブリン      ＝HB ワクチン 



3） Ｂ型肝炎ウイルスの母子感染が確認された場合には、母親に自責の念等が発生しないよう精神的

な支援を行う。児に対して専門医療機関で定期的に肝機能検査を行う必要 があること、肝機能

異常が持続する場合には抗ウイルス療法を行う場合があること、治療方法は急速に進歩しており、

患児の将来に対して強い不安を抱かないことを指導 する。  

4） 分娩前に、HBグロブリンとHBワクチンについて保護者にあらかじめ説明し同意を得ておくこと。  

5） 母親がB型肝炎ウイルスキャリアであっても、「児の感染予防処置を行えば、母乳哺育を含めた

通常の育児が可能である」旨の指導を行う。  

 

 

 

 

図 1．HBグロブリンと HBVワクチン接種ステジュー

ル 
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職業感染予防策 

 

１０．ＨＩＶ感染予防対策 

 

 

1. HIV 感染症 

 

HIVは主として免疫（CD4陽性Tリンパ球とマクロファージ）系の細胞に感染するレトロウイルスで

ある。感染したHIVは1～2週の間にリンパ組織の中で急速に増殖しウイルス血症を呈す（急性感染期）。

この時期に発熱、発疹、リンパ節腫脹などの急性感染症状を呈する。 

やがてウイルスと免疫系が拮抗し慢性感染状態へと移行する。慢性感染状態の間、感染者はほとんど症

状なく経過する（無症候期）が、無症候期の間もHIVは増殖し続け、CD4陽性Tリンパ球は減少してい

く。CD4陽性Tリンパ球は、免疫能を維持するために必要な細胞であり、その数が200/μLを下回るよう

になると免疫不全の状態を呈し、種々の日和見感染症、日和見腫瘍（AIDS指標疾患）を併発しやすく

なる。この状態が、後天性免疫不全症候群

（AIDS:Acquired Immunodeficiency 

Syndrome）である（AIDS発症期）。 

HIV感染治療は、抗ウイルス薬の3~4剤組み合

わせた抗HIV療法（ART）が標準となっている。 

ウイルス抑制の高いキードラックとキードラッ

クを補足し抑制効果を高めるバックボーンの組

み合わせが一般的であり、HIV曝露後予防投与も

この組み合わせが推奨されている。 

 

 

2. HIV 抗体検査の実施について 

＜スクリーニング検査＞ 

医師が問診の結果等から HIV 検査の必要性があると判断した場合は、事前にその趣旨を説明し、

本人の同意を得たうえで検査を行う。予定手術の患者の場合は全例術前にスクリーニング検査を行う。

患者が HIV 検査の実施について了解しない場合は、感染している可能性があるものとして対応する。 

  また、HIV 感染が強く疑われる感染事故（針刺し・体液曝露等）が発生した場合は、曝露源が明ら

かな場合には、本人の了解を得たうえで HIV の検査を実施する。曝露源が不明な場合、関連した針

や鋭利器具の検査は行わない（マニュアル 8-10 参照）。 

輸血に際しては、ウィンドウピリオドによる輸血後感染の可能性があることを輸血同意書によって

説明し、輸血後に HIV 検査を希望されるか患者に確認する。 

 

 

 
１０－１ H24．10．1 
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・HIV 抗体スクリーニング検査（院内実施） 

     院内検査法       HIV 抗原・抗体同時検出検査＊（CLEIA 法） 

     院内検査日       24 時間対応 

     検体量         5ml 採血管         

＊HIV 抗原・抗体同時検出検査の陽性結果は、抗原か抗体かいずれか陽性か区別がつかないことに注意する。抗原と抗

体の有無が判明する訳ではない。 

 

＜HIV 確認検査＞ 

スクリーニング検査で陽性判定の場合、検査部から主治医へ連絡し、確認検査の実施について依頼

する。主治医は HIV スクリーニング検査陽性であったため、確認検査が必要であることの説明を行

う。同意書は不要であるが、医師が説明した内容と患者の承諾についてカルテに記載する。 

・HIV 確認検査（項目） 

HIV 抗原抗体検査（院内検査） 

HIV－1RNA 

HIV－1（WB）           外注 診療時間内のみ受け付け 

HIV－2（ウエスタンブロット） 

  

3. 確認検査陽性時の報告と告知について 

   

1） 連絡体系 

① 確認検査の結果は主治医親展で届く。検査担当者は結果が届いた旨を主治医と感染対策担当に連絡

し、2 人以上で開封確認する。 

② HIV 確認検査の結果が「陰性」の場合、主治医はエイズ担当医師に報告し、プロフィール感染症情

報の編集を依頼する。 

③ HIV 確認検査の結果が「陽性」の場合、主治医はエイズ責任者またはエイズ担当医師に報告する。 

◎ 連絡体系図 

                     

                                  

                          

        

 

                            

         

      

                

                        報告 

 

             

 

10－2 

陰性の場合の報告 

院長･副院長 

主治医 

所属診療科の責任者 

検査部 

(確認検査) 

陽性の場合の 

報告 

責任者または 

坦当医師 

陽性の場合の 

報告 

連絡 

指示・助言 

 

報告 

院内感染予防対策委員会 院内感染予防対策委員長 

報告 

H24．10．１ 
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2） 確認検査の結果告知について 

確認検査結果については、エイズ責任者またはエイズ担当医師が本人に説明する。告知することを

原則とする。ただし、告知は医師が陽性者の心理状態を十分配慮して慎重に行うことが必要である。

また、陽性者の家族に対する告知は、陽性者本人の承諾を得てから行うこととする。 

 

 

4. 検体等の取り扱いについて 

   

HIV に感染しているか、あるいは、感染の疑われる患者の血液・体液・臓器などや、それらに汚染 

された物を入れた容器は、原則として標識をつけて関係者に注意を促すこととする。 

なお、標識は検体に赤色で目立たないよう○印のマークをする。標識のない検体でも他の病原体に汚

染されている可能性があり、慎重に取り扱うことはいうまでもない。 

 

 

5. 秘密の保持について 

   

医療従事者が受診者に関する秘密の保持に留意することは当然のことであるが、HIV 感染について

は、特に細心の注意を払い、次の点に留意すべきである。 

 ①患者に対する指示・指導・連絡等は医師が直接本人に伝える。 

 ②本人以外の者からの電話等による患者に対する問い合わせには一切応じない。 

 ③患者の病状等に係わる証明書等の交付は、原則として患者本人以外の者には行わない。 

 

 

6. HIV に感染している職員への対応 

  

HIV は通常の日常生活では感染の危険はないため、感染職員にとって業務に支障のある症状がない

限り、通常の業務に従事することは差し支えない。しかし、必要に応じて、適切な指導を行うととも

に、従事する業務の範囲など業務上の指導を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

参考文献 

抗 HIV 治療ガイドライン 2016 年 3 月 

HBV,HCV,HIV の職業上曝露への対応と曝露後予防のための CDC ガイドライン  
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３４職業感染予防策 

１１．結核感染予防対策 

 

結核菌は長さ１～４μm、幅 0.3～0.6μm（1μm は 1000 分の 1mm）の棒状の菌で、表面はロウ状

の膜で覆われ、酸やアルカリに対する抵抗性が強く「抗酸菌」に属する。結核感染は、喀痰塗沫陽性者

が咳をし、痰に含まれる結核菌を近くにいる人が吸い込み感染を起こすが、感染しても発病する確率は

5～10％程度である。 

結核は今でも毎年 20000 人が発病して、2000 人以上が亡くなる日本最大の慢性感染症である。現在、

かつて結核がまん延していた時に感染し、免疫機能が低下した高齢者が発病するケースが新規患者の

60％を占めている。また、結核まん延国からの持ち込みによる外国人の結核も問題となっている。 

 

1. 結核患者発生届と連絡体制 

１） 保健所への届出 

    入院あるいは外来にて結核患者が発生した際には、診断した医師は感染症法の定めによる届出を

直ちに行い、必要な対策を保健所と協議する。 

 

２） 結核患者発生時、抗酸菌陽性時の連絡体制 

結核と診断した医師は院内感染防止対策担当に連絡し、院内感染防止対策担当は院内感染対策委

員長へ報告する。診断医は医事係担当者が準備した届出様式に必要事項を記入し、医事係担当者は

保健所へ連絡する。 

抗酸菌を検出した場合、細菌検査室は主治医と院内感染防止対策担当に報告する。主治医は呼吸

器内科医へコンサルトしその後の対応について協議する。 

 

  

2. 診断に必要な検査 

１） 喀痰塗抹検査（院内で実施） 

喀痰、気管支吸引物、生検組織等をチール・ネルセン染色し抗酸菌の有無を鏡検する。１視野

にどのくらい菌がいたかを「ガフキー号数 1～9 号」で表記する（号数が大きいほど、菌量が多い）。

喀痰検査は感度を上げるため３日連続で行う。塗沫検査では結核菌と非定型抗酸菌の区別はでき

ない。 

 

２） 培養検査（外注） 

喀痰、胃液、気管支吸引物、生検組織等を小川培地で培養し、結核菌感染の確定診断を行う。

塗抹陰性の場合でも、この検査で陽性になれば結果の確定診断になる。結核菌は培養による繁殖

が遅いため（３～８週間）早期診断には適さないが、感度はもっとも高い。薬剤感受性も調べる

ことができる。 
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３） PCR 検査（外注） 

喀痰、胃液、気管支吸引物、生検組織の DNA を直接増幅して調べる。早期診断（１～７日間）

に適する。死菌（結核治療後など）が検体に含まれていても陽性と判定されてしまう。 

 

４） 胸部レントゲン、ＣＴ 

肺結核が合併しているかどうかを診断する（感染対策上重要）。気管支に沿った散布影と、細葉

単位（5～７mm）の小粒状影を上葉（S1，2）や下葉の最上部（S6）に認めることが多い。進行

例では陰影の中心付近に空洞を伴う。肺癌をはじめとする他の病変との鑑別やリンパ節腫脹の有

無をチエックするには胸部 CT を撮る。 

 

５） インターフェロンγ遊離試験：IGRA（外注） 

結核菌に特異的に反応するインターフェロンγの生産量(QFT-3G)もしくは産生細胞の数

(T-SPOT)を測定する検査であるため、検査結果は BCG 接種や非結核性抗酸菌（一部の菌に例外

あり）に影響されない。しかし、IGRA は活動性結核と潜在性結核感染の区別は出来ず、その他

の検査や臨床症状から診断する。 

 

 

3. 結核患者への対応 

結核は空気感染で感染することから、結核の院内感染予防は多方面から総合的に行なう必要がある。 

基本的な対策は「結核菌の除去」「菌の密度の低下」「吸入菌数の低下」の 3 点であり、さらに、感染

者の「早期発見」と「発病予防」を加えて万全といえる。 

 

１） 結核菌の除去・・・・・・早期発見、一般患者等との分離、抗結核薬療法 

① 結核の早期発見 

結核予防の第一歩は活動性結核患者を早期に発見して治療を開始することである。2 週間以上続 

く咳、体重減少、倦怠感等の症状がある場合は、まず、結核を疑い喀痰塗沫検査を実施する。 

② 優先診察 

 活動性結核患者は「塗抹陽性で咳をしている」場合が多いので、速やかに隔離して感染が広がら

ないようにする。結核が疑われる外来患者の診察、採痰は内科第 2 処置室を陰圧にして行う。また、

検査やレントゲン撮影等のため移動する場合は、事前に関係部署に連絡し、優先的に検査が行える

ように時間等を調節する。 

③ 結核と診断、または疑いが濃厚な患者への対応 

   喀痰塗抹陽性の患者は原則として隔離が必要である。排菌量が多く入院勧告が必要と保健所が判

断した場合は、国立病院機構山形病院への転院となる。 
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④ 入院している患者の結核合併及び疑いが出た時の対応 

ア） 検査室から「塗抹陽性」と連絡を受けた場合の対応 

 検体が「喀痰」の場合 

院内感染防止対策担当に連絡し、院内感染予防対策委員長と 10 病棟感染症室の使用について

協議する。感染症室に収容する場合、患者へはサージカルマスクを着用させ、対応する職員は 

N９５マスクを着用する。PCR または培養検査で結核が確定すれば呼吸器科医師にコンサルト

し、国立病院機構山形病院への転院について協議する。非結核性抗酸菌であれば一般病棟に戻

る。 

 検体が「喀痰以外」で、喀痰の塗抹は陽性か陰性か不明の場合 

当該診療科の個室に転室する。患者が部屋からでる必要がある時はサージカルマスクを着用し

ていただく。対応する職員、面会者が部屋に入る時は N95 マスクを着用する。PCR または培養

検査の結果を待ち、結核であれば呼吸器科医師と相談する（状況によっては外来治療となる）。 

 検体が「喀痰以外」で、喀痰の塗抹は陰性の場合 

隔離の必要なし。PCR または培養検査の結果を待つ。患者や職員にサージカルマスクをさせ

るかは主治医の判断とする。 

イ） 検査室から「培養で結核菌が検出」と連絡を受けた場合の対応 

喀痰塗沫検査では抗酸菌が検出されないが、後の培養検査で結核菌が検出された場合は、感染 

性は低いと判断できるが、呼吸器内科医師へコンサルトしその他の検査、臨床症状等からその後 

の対応について協議する。 

 

２） 菌の密度の低下・・・・・・・換気と陰圧 

     結核が疑われる患者は陰圧空調の個室に収容し空気感染対策をとる。患者はサージカルマスク

を装着する。サージカルマスク内は患者の呼気で湿り、結核菌が乾燥して浮遊するリスクを軽減

させる。 

 

３） 吸入菌数の低下・・・・・・N95 マスク 

 結核が疑われる患者に対応する医療従事者、面会者は吸入菌数を減少させるために N95 マスク 

を装着する。 

N95 規格とは NIOSH が制定した呼吸器防護具の規格基準であり、N は not resistant to oil 耐油性なしを表

す。95 は塩化ナトリウム（空力学的質量径 0.3μm）の捕集効率試験で 95％以上捕集することを意味する。つま

り N95 マスクは、5μm 以下の飛沫核に付着した病原体を捕集することができ、着用者の肺への病原体の進入を

防ぐことができるマスクのことである。 

 

① N95 マスクを装着するたびにフィットテストを必ず行う（マニュアル 1-8,1-9 参照）。 

② マスクが顔面によく密着し、空気のリークがないようにすること。 

③ 職員個人専用としナイロン袋等にて保管､１勤務ごと交換する｡濡れた時には､廃棄する｡ 
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4．環境対策 

１） 検査室 

     臨床検体として喀痰や培養菌等を取り扱う細菌検査室などは、バイオハザード対策から外部に対

して陰圧となる安全キャビネットを設置する。 

   内視鏡検査は他の患者の後に行い、術者及び介助者は個人防護具を着用するほか、N95 マスクなど

による防護を行う。   

 

２） 病室 

器材の消毒、手指消毒、リネンの取り扱いは標準予防策に準じて実施する。退室後は 2 時間以上

換気する。室内清掃は、清掃担当者へ N95 マスクの装着法を指導し一般の清掃と同様に行う。 

          

 

５．結核発生時の接触者への対応 

  結核の接触者健診の目的は，①発病前の潜在性結核感染症（latent tuberculosis infection，LTBI）

の早期発見，②新たな発病者の早期発見，および③感染源・感染経路の探求の３つである。 

院内で結核患者が発生した際には院内感染予防対策委員会が対応策を指示し、保健所の指導に従い

接触者健診を計画する。職員の接触者健診は院内感染予防対策委員会が実施し、入院患者、転出職員

の接触者健診については検診時期などから保健所と協議し行う。職員の健康管理は原則として2年間

実行する。 

院内感染防止対策担当は、呼吸器科医師と相談のうえ、以下の手順で接触者健診を計画する。 

 

１） 初発患者の感染性の評価 

下図のフローに基づいて、初発患者の感染性を評価し、接触者健診の必要性と範囲を決定する。 
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（※１） 肺実質病変を伴い，喀痰検査で結核菌が検出された場合（小児では稀） 

（※２） ３回行われていない場合には，喀痰検査の追加依頼などを含めて，慎重に対応する。 

（※３） 当該患者からの感染拡大を想定した接触者健診は不要であるが，特に若年患者では，その感染源の探求を

目的とした接触者調査と健診が必要 

（※４） 連続検痰の結果がすべて塗抹陰性（核酸増幅法検査でも陰性）で，培養検査でもすべて陰性と判明した場

合には，「高感染性」の評価を撤回してよい。核酸増幅法検査または培養検査で「非結核性抗酸菌」による病変と判

明した場合は，「接触者健診は不要」と判断する。 

（※５） 喀痰塗抹陽性例（高感染性）に比べて相対的に感染性が低いという意味。喀痰塗抹（－）でも，その核酸

増幅法検査でＴＢ（＋）の場合は，塗抹（－）培養（＋）と同様に，「低感染性」とみなしてよい。 

（※６） 例えば，接触者の中に乳幼児（特に BCG 接種歴なし）や免疫低下者等がいた場合 

 

２） 初発患者の感染性期間を推定 

初発患者が接触者に結核を感染させる可能性のある期間を「感染性期間」と呼ぶ。 

喀痰塗抹陽性（または胸部Ｘ線検査で空洞あり）の患者については，過去のＸ線所見や菌検査所見

等から感染性期間の始期の推定が可能である場合を除いて，基本的に「結核診断日の３ヶ月前，ま

たは初診時の胸部Ｘ線検査で既に空洞所見を認めた例では初診日の３ヶ月前」を始期とする。 

 

３） 接触者の感染リスクを評価 

感染性期間の間に接触した対象者の感染リスクについて評価する。 

① ハイリスク接触者 

感染した場合に発病リスクが高い，または重症型結核が発症しやすい接触者。 

ア）乳幼児（特に，BCG 接種歴のない場合） 

イ）免疫不全疾患（HIV 感染など），治療管理不良の糖尿病患者，免疫抑制剤や副腎皮質ホルモン

等の結核発病のリスクを高める薬剤治療を受けている者，透析患者など。 

② 濃厚接触者 

初発患者が感染性であったと思われる時期（感染性期間）に濃密な，高頻度の，または長期間の

接触があった者を「濃厚接触者」と定義する。 

  【濃厚接触か否かを判断する際に検討すべき項目】 

◎同室かどうか                 ◎環境因子 部屋の広さ、換気率、マスク装着の有無 

◎同じ環境にいた時間と頻度     ◎医療処置（気管支内視鏡検査，喀痰吸引等) 

 

③ 非濃厚接触者 

濃厚接触者ほどではないが接触があった者。 

④ 非接触者 

初発患者と空間を共有したことが確認できなかった者。 

 

４） 接触者健診の対象者を決定 

初発患者の感染性と接触者の感染リスクを評価し、接触者健診の優先度を決定する。対象者の決

定が難しい場合は保健所へ相談し接触者を決定する。 
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５） 接触者検診の実施時期の決定  

接触者検診にはIGRA検査が推奨されている。当院ではT-SPOTで実施する。感染を受けてから

IGRA 陽転までの期間（いわゆる「ウィンドウ期」）はIGRA検査で陽性反応を検出できない。その

ため接触者健診は感染曝露の「２～３ヶ月後」に計画する。接触者健診対象者数、実施時期が決定

したら、総務課健診担当者へ連絡する。 

 

６） 接触者検診後の対応 

IGRA 検査の結果の解釈については右図を参照する。判定  

保留の場合は数週間後に再度検査する。陽性者については、 

呼吸器内科受診を調整し、活動性結核の除外と LTBI 治療に 

ついて検討する。 

費用については総務課労災担当へ連絡する。 

 

７） 肺外結核の患者と同室または接触した職員：接触者健診

は不要である。 

 

 

 

参考文献 

感染症法に基づく結核の接触者健康診断の手引き（改訂第 5 版）2014 年 3 月 

結核院内（施設内）感染対策の手引き 平成 26 年版 厚生労働省インフルエンザ等新興再興感染症研究事業 
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１２．医療関連感染サーベイランス 

 

医療関連感染サーベイランスとは（以下サーベイランス）、医療に関連して起こる感染の発生に関す

るデータを、疫学的原則に基づいて収集・分析・解釈し、その結果を改善できる人々と共有する活動の

ことである。 

サーベイランスを行う意義として 

 日常的な医療関連感染の発生率や対策の実施率が明確になり、改善のための具体的な目標値が設定

できる。 

 日常的な医療関連感染の発生率を把握することで、通常の発生率を超えて感染が発生していること

を早期に察知し対策を講じることが出来る。 

 サーベイランスデータを活用した指導を行うことによって、職員の感染対策を実施する動機づけと

行動変容につながる。 

などが挙げられる。 

 

現在、感染制御支援システムを使用し、病原体サーベイランス、抗菌薬使用状況サーベイランス、針刺

し・切創、粘膜汚染サーベイランス、手術部位感染サーベイランス、医療器具関連感染サーベイランス、

プロセスサーベイランス（手指衛生遵守・中心ライン挿入遵守）を行っている。 

 

1. 病原体サーベイランス 

薬剤耐性菌、CD、抗酸菌など、感染対策上問題となる原因微生物（下表参照）が検出されると、

検査システムから感染制御システムへ取り込まれる。 

 

表：感染制御システム監視対象病原体 

監視対象菌 略称 監視対象菌 略称 

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 MRSA 結核 ― 

メチシリン耐性表皮ブドウ球菌 MRSE 抗酸菌塗沫陽性 ― 

基質拡張型βラクタマーゼ産生菌 ESBL インフルエンザ抗原（A・B） インフル（A・B） 

多剤耐性緑膿菌 MDRP ノロウイルス ノロ 

多剤耐性アシネトバクター MDRA RS ウイルス RS 

ペニシリン耐性肺炎球菌 PRSP ロタウイルス ロタ 

ペニシリン中等度耐性肺炎球菌 PISP アデノウイルス アデノ 

バンコマイシン耐性腸球菌 VRE CD トキシン ― 

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 VRSA 麻疹・水痘 ― 

ｶﾙﾊﾞﾍﾟﾈﾑ耐性腸内細菌科細菌 CRE   
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 報告の流れ 

細菌検査室 

感染症法に基づき報告が義務づけられている微生物（付録７参照）が検出された場合、主治医に報

告するとともに院内感染予防対策委員会事務局（感染防止対策担当 PHS 8583）に連絡する。 

また、監視対象の薬剤耐性菌が検出された場合は、電子カルテ掲示板に届出の提出を主治医に依頼

する。 

ICT 事務局 

感染症法に基づき報告が義務づけられている微生物が検出された場合は、院内感染対策委員長

（PHS 8504）に報告する。 

主治医 

感染症法に基づき報告が義務づけられている微生物が検出された場合の届出票（書類は医事課に準

備してある）を作成し、医事係担当者に提出する。 

当院で監視中の薬剤耐性菌、結核菌、疥癬が検出された場合は、当院様式の届出も作成し（電子カ

ルテ：文書作成 共通→感染対策→届出様式から作成）院内感染予防対策委員会事務局に提出する。 

医事係担当者 

患者所在地の保健所に届ける。 

  小児科外来 

小児定点報告感染症（付録７参照）について所定の様式に集計し、次週月曜日に医事係担当者へ提

出する。 

・抗酸菌検査（外注）の結果が土・日曜、祝日に・・・。 

 

細菌検査室は以下１）～５）について毎月、院内感染予防対策委員会内で感染情報レポートとして 

報告する。＊2015 年から厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業（JANIS）：検査部門へ参加 

 

1） 月毎の新規および継続 MRSA 患者数、新規検出率 

2） 月毎の血液培養、IVH 先端培養陽性の菌種と数 

3） 月毎の病棟別検出菌の菌種と数 

4） 菌種別薬剤感受性率（アンチバイオグラム）2 回/年 

5） 院内感染となる MRSA 他薬剤耐性菌、結核菌(疑)などの週間情報 

 

2. 抗菌薬使用状況サーベイランス 

抗菌薬の使用状況は、電子カルテから感染制御システムに取り込まれる。薬剤部は月毎の抗生剤使

用状況、カルバペネム系抗菌薬の AUD（Antimicrobial use density）について報告書を作成し、

院内感染対策委員会内で報告する。 
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3. 針刺し・切創、皮膚・粘膜汚染サーベイランス 

針刺し・切創、皮膚・粘膜汚染が発生したら、本マニュアル P8-2～P8-4 のフローに従い対応し、

当事者が事象発生状況を感染制御システムより入力する。発生状況は毎月、院内感染予防対策委員

会内で感染事故報告として報告する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 職員インフルエンザ罹患状況サーベイランス 

  職員がインフルエンザに罹患し就業制限処置を受けた場合、復職後、当事者が罹患状況を感染制御

システムに入力する。 

 

入力方法：ナビゲーションマップ部門→感染制御システムを開く 

多目的サーベイランス登録画面から入力する。 

① 登録日（入力した日）を入力 

② レポート名「選択」ボタンをクリックしインフルエンザ発生時対策チェックリストを選択する 

③ 科部署病棟情報を選択する。 

④ 新規追加をクリック 

⑤ レポート名を再度選択する。 

⑥ チェックリストにそって入力し、登録ボタンを押す。 

 

5. 手術部位感染サーベイランス 

下部消化器外科手術を対象に手術部位感染（以下 SSI: Surgical Site Infection）サーベイランスを行

っている。電子カルテからの手術情報、手術室スタッフからの情報を感染制御支援システムに入力

し、ICT が判定する。判定基準は JANIS の手術部位感染判定基準を用いる。対象手術件数、SSI

発生件数、発生率、感染例詳細について 6 か月ごと院内感染予防対策委員会内で報告する。 

＊2015 年から厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業（JANIS）：SSI 部門へ参加 
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入力方法：ナビゲーションマップ部門→感染制御システムを開く 

針刺し・切創報告入力または皮膚・粘膜汚染報告入力画面から入力する。 

① 発生日を入力する 

② 情報区分を入力：「通常用」または「手術部用」を選択する 

③ 職種を「選択」ボタンから選ぶ  

④ 職員の「選択」ボタンをクリックし検索ワードまたは８桁のコード番号を入力し自分を選択する  

⑤ 新規作成をクリックする  

 基本情報と報告内容１～８（皮膚・粘膜汚染報告は報告内容１～６）を入力し登録ボタンを押す。 
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6. 医療器具関連感染サーベイランス 

中心静脈カテーテル関連血流感染（CLABSI）と尿道留置カテーテル関連尿路感染（CAUTI）の発

生状況と、中心静脈カテーテル、尿道留置カテーテルの使用状況についてサーベイランスを行って

いる。各病棟スタッフが中心静脈カテーテル、尿道留置カテーテルの挿入・抜去の情報を電子カル

テに入力すると、感染制御システムに反映される。 

ICT が判定し、CLABSI、CAUTI 発生件数、発生率、部署ごとの器具使用比、挿入件数、平均挿

入期間を 6 か月ごと院内感染予防対策委員会内で報告する。 

 

入力方法 

電子カルテ経過表の観察項目に、中心静脈カテーテル刺入部異常または尿道留置カテーテル挿入 

を追加、右クリックし結果を入力する。 

中心静脈カテーテル、尿道留置カテーテルを抜去した時も同様に観察項目中心静脈カテー

テル抜去部異常、尿道留置カテーテル抜去を追加し結果を入力する。 

 

7. プロセスサーベイランス 

中心ライン挿入実務遵守率モニタリング（ICT）、手指衛生回数、手指衛生遵守状況のサーベイラ

ンス(看護部院内感染予防対策委員会)を実施している。 
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１３．アウトブレイクへの対応 

 

院内感染のアウトブレイク（多剤耐性菌によるものを想定）とは、通常発生しているレベル以上に

感染症が増加することである。アウトブレイクの防止は、患者への健康被害を最小限にとどめ、病院

を社会的信用の失墜から守る重要な事項である。アウトブレイクを防止するためには、日常的なサー

ベイランス、感染症報告体制を充実させ、早期に感染症の拡大を制御することが第一である。アウト

ブレイクに至った場合は、初期の段階から組織的にアウトブレイク制圧に取り組む。 

 

１．アウトブレイク発生時の報告 

感染管理上重要な微生物を、感染制御支援システムを使用し監視を行っている。（対象病原体は

P12‐1 の表を参照） 

アウトブレイクの定義 

① １例目の発見から４週間以内に、一病棟において新規に同一菌種による感染症の発病症例が

計 3例以上特定された場合 

② １例目の発見から４週間以内に、院内全体で同一菌株と思われる感染症（抗菌薬感受性パ

ターンが類似した感染症例）が計 3例以上特定された場合 

③ ①、②に加え、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）バンコマイシン耐性黄色ブドウ球

菌（VRSA）、バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）、多剤耐性緑膿菌（MDRP）多剤耐性アシ

ネトバクター・バウマニ（MDRA）が検出された場合は保菌者も含めて 1例目の発生から報

告する。＊多剤耐性菌の場合は 2剤耐性の時点で報告する 

④ 稀少な感染症の発生 

⑤ 稀少な病原体の検出 

⑥ 監視対象病原体検出数の増加 

細菌検査室では監視対象病原体が検出された場合、電子カルテ掲示板へ「薬剤耐性菌発生届」 

の提出を依頼し、③の病原体が検出された場合は主治医と ICTに電話連絡する。 

 

２．情報の収集 

 ICTは感染制御システム、電子カルテ、薬剤耐性菌発生届から以下の内容について情報収集する。 

病原微生物、感染症患者名、ＩＤ、現病名、培養による病源体の検出、感染・保菌の有無、臨床

症状、入院病室、実施している感染対策（実際の感染対策実施状況について現場にいき確認する） 

 

３．アウトブレイク時の対応 

アウトブレイクが発生した場合は 

１） 組織対応 

① 臨時 ICT会議を開催し、アウトブレイクの基礎調査を行う。 

② 院内感染予防対策委員長は緊急に院内感染予防対策委員会を開催し病院管理者に報告する。 

③ アウトブレイク制圧のため感染対策全般について ICTで検討する。 
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④ アウトブレイク中、当該部署の管理者は、新規発生患者、感染者の症状経過・転帰（転科・

転院・退院・死亡）などをモニタリングし、ICTに報告する。 

⑤ アウトブレイクに関連した相談は、ICTに行う。 

 

２）外部調査委員会 

① 院内感染予防対策委員会で感染源・感染経路の特定が困難な場合は保健所などの行政機関

などの協力のもと外部調査委員会を設置する。 

② 外部調査委員会は院内感染予防対策委員会の感染源・感染経路に関する調査結果と対策の

妥当性を評価し、改善策を提言後に公開する。 

  最上保健所  29-1268   

 

３）基本対応手順 

  (1)アウトブレイクの確認 

   ①患者の分布、発病時期・症状の推移、共通性の一覧表作成 

   ②新規患者の発生状況の把握 

   ③診断のための検査（培養等）の確認および追加 

   ④原因病原体の分離、血清診断に基づきアウトブレイク発生の確認 

  (2)範囲（病棟・期間）の確認とアウトブレイク症例の確定 

  (3)対応策の提示と実施 

  (4)感染源・感染経路に関する調査 

(5)アウトブレイクの終息 

 

４）対応の実際 

＜初期＞ 

① 病原体の伝播経路に応じて症例の隔離の実施。病源体に応じた設備が整備された病室で個

室またはコホート管理を実施する。 

② 対象となるすべての入院患者の湿性生体物に触れる処置をする際には標準予防策を徹底・

強化する。 

③ 対象となる病棟における手指衛生管理の実施を徹底・強化する。 

④ 症例隔離のため職員に対する感染対策の情報提供を行う。 

② 医療機材の滅菌と消毒、使用薬剤の衛生管理および処置時の衛生管理を再度見直す。 

③ 予防薬やワクチンがある場合はその適応を考慮する。 

 

＜初期対応後＞ 

① 初期対応の有効性を評価するため、新規のアウトブレイク症例の有無を継続的に監視する。 

② 新規のアウトブレイク症例が発生した場合、初期対応に応じた後も病原体の伝播が阻止さ

れていない場合があるので以下の対応をする。 
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・感染源、感染経路に関する調査を実施、随時対策を追加する。 

・感染源・感染経路の解明が困難な場合は、保健所や衛生研究所、院内感染対策地域支援ネッ

トワーク事業、大学などの教育機関、感染症関連学会等の外部専門家の支援を要請する。 

③ 当該病棟への新規入院を中止し、他の病棟への入院を検討する。 

 

＜終息の判断＞ 

① 終息の判断基準は、病源体の特性（潜伏期間、感染力を有する期間）、平常時の感染症発生

率や発生数、アウトブレイク規模などにより決定する。 

② 終息が確認されたのち感染源、感染経路に関して調査結果を参考に一時的に強化していた

種々の対策を継続可能な対策に切り変えていく。 

 

４．環境の細菌検査について 

・一律的に行われる病院環境検査や医療スタッフ保菌検査は基本的には行わない。 

  特異性や感度に限界のある環境検査を一律に行うことは、逆に保菌陰性者や環境細菌陰性の場

合清浄度について「リスクがない」という、誤解を生じるおそれがある。 

・医療スタッフは、全員が保菌者になりうること、環境には常に病原菌が存在するものとして感

染対策を行う。 

 

１）環境の細菌検査を検討するケース 

 ・以下の場合は環境の細菌検査を検討する必要がある。 

① 空調設備のレジオネラ検査 

② バンコマイシン耐性である腸球菌（ＶＲＥ）や黄色ブドウ球菌（ＶＲＳA）など特殊な細

菌が検出されたとき 

③ 大きなアウトブレイクがあり通常の対策では終焉しない時 

④ 患者に接する医療機材・器具（デバイス）の汚染による院内感染を疑う時 

 

２）環境の細菌検査の実施方法 

 ・院内感染対策上での必要が生じたとき、院内感染対策委員会の指示で行う。 

・すべての検査結果は院内感染対策委員会で解析し、感染対策の実行および助言を行う。 

 

５．情報の提供および公開 

 ・入院患者およびその家族に対しては初期より診療担当者と院内感染対策担当者から十分な情報

を提供し対策に必要な協力を要請する。 

・職員に対してアウトブレイク事例並びにその対策に関する情報を提供する。 

 

参考文献：医政地発 1219第 1号 医療機関における院内関連に院内感染対策について   
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１４．栄養給食業務における衛生管理 

                         

 病院の食事は、医療の一環として患者個々人の病状に応じた栄養量のもとに提供されており、高度な

栄養管理が要求されている。 

 調理業務にあたっては、不注意等から生じるミスを最小限に止めるとともに、事故発生を未然に防止

し対象者の安全を確保するため、以下の点に留意する。 

 

１． 食中毒の防止対策 

 

 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）及び同法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号の基準並びに食品

衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）に定める基準以上で、大規模食中毒対策（平成 9 年厚生省生活衛生

局長通知）にある「大量調理施設衛生管理マニュアル」に準拠した衛生管理体制を確保することとする。 

 

（１） 衛生管理体制の確立 

① 病院長は、衛生管理に関する責任者として栄養管理室技師長を「衛生管理者」に指名する。 

② 衛生管理者は、毎日のミーティング時に「衛生管理点検票」に基づき確認を行い、記録する。

また、週 1回、月 1回点検の衛生自主点検表に基づき、点検と記録を行う。 

③ 食事に係わるヒヤリハット並びにアクシデントの報告と記録を行い、ミーティングで周知し、

防止の徹底を図る。 

④ 病院長は、衛生管理者及び栄養管理室職員に対して、衛生管理に関し必要な知識、技術を修得

させるよう努める。 

 

（２） 栄養管理室職員等の衛生管理 

① 常に健康に留意し、年 1 回以上定期的に健康診断を受け、検便検査を月 1 回以上受ける。検便

検査には、赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌（0-26・0-111・0-128・0-157）の検査を

含める。また、10 月～3 月にはノロウイルスの検査を含めることとし、10 月～3 月まで毎月 1

回実施する。なお、以下の者については臨時に検便を実施する。 

・新規採用者、臨時職員 

・その他（実習生等）…事前に結果報告書を提出 

② 下痢＊１、嘔吐、激しい腹痛、発熱などの症状があった時や手指等に化膿創傷があったときは、

出勤前に衛生管理者に報告する。 

＊１下痢とは：泥状（境界がなく形の無い泥状）または水様性（液状）で、24時間に 3回以上程度の排便のこと 

 また、下痢又は嘔吐等の症状がある場合は近くの医療機関を受診し、調理従事者である旨を

伝え感染性疾患の有無を確認する。感染性疾患による症状と診断された場合は、ノロウイルス

RT-PCR法検便検査において陰性が確認されるまで就業停止となる。 

詳細は「検便対応フロー」を参照 
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③ 常に被服、頭髪、手指、爪の清潔に留意する。 

④ 就業前、用便後、休憩後、電話使用後及び食品受領に立ち会った場合は、その都度手指の洗浄、

消毒を行う。 

⑤ 調理室内で更衣、喫煙、休憩、放たん等の不潔な行為をしない。 

③ 調理作業中は、調理専用の作業衣、調理帽、履物、前掛け等を使用し、作業に従事しない時は

使用しない。 

④ 調理作業中は専用便所を使用する。 

⑤ 調理に従事しない者を、止むを得ず調理施設に立ち入らせる場合は、専用の清潔な帽子、上着、

履物を着用させ、2度の手洗いを励行させる。 

⑥ 栄養士又は調理師のうちから「衛生管理担当者」を定め、点検票により定期的に衛生管理の点

検を行う。 

⑦ 食器洗浄委託業者の職員についても検便を月 1 回以上受け、結果を報告すること。また、同様

の衛生管理を行い、感染の疑われる者に業務を行わせてはならない。 

 

（３） 施設、設備及び器機の衛生 

① 調理室及びその周辺は常に清潔に保つ。 

② 調理室の床は、常に乾燥状態を保ち、排水溝に汚物が滞留することのないように留意する。 

③ 非汚染区域と汚染区域を区別する。（床面色別または境界線等） 

④ 食品格納施設は、防鼠、防虫上常に安全な状態を保ち、かつ塵埃、温度等にも留意する。 

⑤ 施設におけるネズミ、昆虫の発生状況を月 1回点検し、年 2回以上薬剤による駆除をする。 

⑥ 整理整頓、清掃の徹底（７S）を図る。 

⑦ 包丁、まな板等の調理器具は用途別及び食品別にそれぞれ専用のものを用意し、使用後衛生的

に保管する。 

⑧ 食器の搬送は専用の配膳車を使用し、冷蔵温度１０度以下、温蔵温度６５度以上であることを

確認する。 

⑨ 食事運搬用配膳車は使用後に車輪を含めて清掃消毒をする。 

⑩ 業務前、業務終了後に、専用職員便所を「次亜塩素酸ナトリウム」（ルビスタ R）で拭き取り消

毒後、記録する。 

 

（４） 食品の衛生 

① 原材料の納入に際しては必ず立ち会い、検収簿に基づき、品質、鮮度、異物の混入等について

点検を行う。搬送中の温度管理も適切であるか点検する。 

また、食肉類、魚介類、野菜類等については必要量を仕入れし、長時間保管しないようにする。 

② 原材料は納入後直ちに、所定の場所に保存、保管する。 

③ 調理室内に不要な段ボール箱等の持ち込みは禁止する。 

④ 保存、保管のための冷蔵庫等は、定期的に清掃し清潔を保ち、温度管理を十分に行い、食品適

正貯蔵温度を保つ。 
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⑤ 原材料は十分に洗浄する。また、野菜及び果物を生で提供する場合は、殺菌を行った後、十分 

に流水ですすぎ洗いを行う。洗浄においては、生食用専用容器を使用する。 

⑥ 下処理の材料や調理済食品は床に置かない等、二次汚染を受けないように保存する。 

⑦ 加熱処理食品は、中心温度計を用いる等して、中心部が７５度１分間以上またはこれと同等以

上までの加熱されていることを確認し、記録する。 

また、二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれがある食品の場合は８５度から９０度で９０秒間以

上加熱を続ける。 

⑧ 調理後の食品は、適切な温度管理を行い、供食までの時間を短縮する。 

配膳後の「遅食」の取り扱いについては、各病棟において食事の保管や提供時間等の衛生管理

に配慮する。検査等による「遅食」が事前にわかる場合は、検査遅食を配膳する。 

また、検食は患者への食事提供前に行われるものであり、長時間経過しての実施とならないよ

うに注意する。 

⑨ 使用水は飲水に適した水を用い、色、濁り、におい、異物の混入有無を確認する。貯水槽使用

時には、使用前後に残留塩素 0.1mg/L以上であることを確認し記録する。 

⑩ 勤務中、健康保菌者（ノロ迅速検査陽性または検便陽性者）が発生した場合は、別添「健康保

菌者発生時対応マニュアル」に沿って食品を処理する。 

 

（５） 保存食 

食中毒等衛生上の事故における原因究明のための検体として、原材料及び調理済食品を、食品 

毎に 50グラム程度清潔な容器に密封して入れ、マイナス 20度以上で 2週間以上冷凍保存する。 

尚、原材料は、特に洗浄、殺菌を行わず購入した状態で保存する。調理済み食品は配膳後の状

態で保存する。 

 

２． その他の事故防止対策 

（１） 盛り付け、配膳ミスの防止 

① 盛り付け作業開始前に献立内容の確認を行う。 

② 常に食数の把握をし、適確な食事情報を確認する。 

③ ミーティング等での連絡、報告を徹底し、職員の周知を図る。 

④ 病態栄養を熟知し、配膳時は食札表示をよく確認する。 

アレルギーのある患者に対しては、アレルギー患者一覧の帳票で確認し、別食器を準備し配膳 

する。 

    食物アレルギーのある患者については、「電子カルテ運用マニュアル」に基づき、食物アレル

ギー情報を入力すること。ただし、夜間（17：00以降）に食物アレルギー情報を入力した場合

は、翌日の朝食は提供しない。 

⑤ 配膳最終確認を病棟毎に実施する。 
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（２） 異物混入の防止 

① 検収、下処理、仕込み時や調理、盛り付け時に食品の確認を徹底する。 

② 毛髪は帽子でしっかり覆い、粘着テープ等で衣服の塵や毛髪の付着も取り除く。他者からの確

認を怠らないようにする。 

③ 食品や調理器具の側に異物混入の危険性のあるものを置かない。 

④ 調理室の清潔、清掃を徹底する。 

⑤ 扉の開放に注意し、ハエや害虫の侵入を防止する。 

⑥ 納入業者への指導と注意を促す。 

 

（３） 賞味期限の点検 

① 食品庫に保管の「チェック表」に示す食品については、毎日賞味期限を確認し、記録する。 

② 食品庫、冷凍庫、冷蔵庫に保管されている食品について決められた日に整理整頓し、賞味期限

を確認し、記録する。 

③ 備蓄食品の賞味期限を確認し、搬出入と整理をする。 

 

（４） 施設の安全点検 

① 調理終了後は、ガス、電気、水道等の元栓が確実にしめてあるか確認し、記録する。 

② 業務終了後は、各室及び施設の施錠確認を行い記録する。 

 

３. 健康保菌者または症状＊２のある家族が発生した場合＊２症状：下痢・嘔吐・激しい腹痛・発熱等 

   

－毎月の検便検査等の結果、健康保菌者が発生した場合－ 

① 陽性者を調理業務より外し、1週間自宅待機（特別休暇）とする。 

② 栄養管理室技師長は、院内感染防止対策担当、栄養管理室長並びに院長へ報告する。 

③ 自覚症状の有無の確認を行う。 

④ 「検便対応フロー」に沿って受診手続きをとり、就業停止とする。RT-PCR法と検便の陰性を確

認後、調理業務に復帰することとする。 

⑤ 健康保菌者が業務中であった場合は、調理室または事務室等の清掃を実施する。清掃に使用し

た手袋、環境清拭用ワイプは感染性廃棄物容器に廃棄する。 

別添「健康保菌者発生時対応マニュアル」参照 

 

－調理従事者の家族に症状が発生した場合‐  

① 自覚症状の有無の確認を行う。 

② 栄養管理室技師長は、栄養管理室長並びに院長へ報告する。 

③ 該当する調理従事者は検便検査等の結果が出るまで調理業務から外す。 
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なお、ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された場合は、48時間は自宅待

機とする。（家族看護休暇又は年休） 

④ 症状がなければ、「検便対応フロー」に沿って受診手続きをとり、就業停止とする。検便の陰性

を確認後、調理業務に復帰することとする。 

なお、ノロウイルスによる場合は RT-PCR法の陰性を確認後、調理業務に復帰することとする。 

 

４． 病院給食による食中毒が発生した場合 

 

（１）発生時の対応 

① 院内の事故報告体制による連絡（別紙）を行う。 

② 院長は食中毒発生を確認したら、保健所長への届け出を行い指示に従う。 

③ 発生者数、症状、食事摂取状況の確認を行う。 

④ 職員の健康状況を把握する。 

⑤ 使用食品を確認する。 

⑥ 献立表等各種帳票（事故発生より１週間前からの給食数、献立表、使用食材料、仕入れ先等）

を準備する。 

⑦ 検食の保存状況の確認（保健所へ提出）を行う。 

 

（２）調理室の閉鎖 

① 保健所の指示により調理室を閉鎖する。 

② 閉鎖期間は保健所の指示に従い、再開に向けての体制の整備及び職員の衛生教育を行う。 

 

（３）入院患者の食事の確保 

   調理室が閉鎖された場合の緊急的措置として、患者食の確保のため外部業者からの食事の提供

（一部又は全部）について検討する。 

 

（４） 終息の確認 

 １）入院患者  診療部、看護部、検査部との連絡をとり入院患者の観察を行う。 

  ① 陽性者の腸内細菌検査（－） 

 ２）栄養管理部門 

① 栄養管理室職員の腸内細菌検査結果（－） 

② 調理室の消毒液のふきとり検査結果（－） 

３） 所轄保健所 

① 所轄保健所の検査結果（－） 

② 就業制限の解除 

 

参考文献：大量調理施設衛生マニュアル（平成２５年１０月２２日） 
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１６．細菌培養検体採取の方法 

 

１．細菌培養検体採取時の一般的注意点 

 

 診断価値の高い検査結果を得るために、材料を正しく採取･提出することは、欠かすことができない。 

採取した材料が、目的としない雑菌で汚染されていたり（コンタミネーション）、検査室への運搬の過

程で死滅したりすることがないように十分注意する必要がある。培養検査の結果は、目的とする微生

物が「生きて」いるからこそ得られる結果である。検体採取時･運搬時の注意点と、主な検体の採取方

法、想定される分離菌の特性に合わせた採取容器選択の一覧を表 1 に示す。 

 

             表１．細菌培養検体採取時の一般的注意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検体の採取時期、採取法 

・発病(発熱等)初期、抗菌薬投与前に採取する。 

・患者の状態を考慮し、安全性の高い採取法を選ぶ。 

・患者に十分説明し、最良の検体がとれるよう協力を求める。 

・採取容器は、頑強で空気漏れがなく、検査しやすいものを選ぶ。 

・検体量は、必要最小量を採取する。 

抗菌薬投与中の患者からの

採取 

・24 時間以上中止して採取する。 

・中止できない場合は、抗菌薬の血中濃度が最も低いレベルにある時期（次

回投与の直前）に行う。 

常在菌の混入、消毒薬の混

入を避ける 

・常在菌の混入は検査を煩雑化し、起因菌の推定を困難にする。 

・採取部位の消毒に用いた消毒薬を検体に混入させない。 

検体の乾燥を避ける ・乾燥すると多くの微生物は死滅するので、密閉容器を使用する。 

嫌気性菌の存在を疑う場合 

(閉鎖性病巣、悪臭を伴う材料) 

・嫌気性菌の保存に適した専用容器に採取する。 

・菌の死滅を防ぐために直ちに検査室へ届ける。 

 

 

検体保存は冷蔵保存が原則 

・検体は、栄養豊富で培地の役目をするので、室温保存は菌が増殖し成績

を誤らせる。 

・複数菌混在例では、発育の遅い病原菌の検出が困難になる。 

ただし、髄液・血液培養検体は採取後ただちに提出し、保存する場合は 

室温保存とする。 

搬送時の汚染や感染を防ぐ ･検体搬送時には、専用の容器に入れ持ち運ぶ。 
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２．主な検体の採取方法 

 

１）喀痰検査 

・良質な喀痰とは、唾液成分が少なくて膿性部分の多い喀痰である（表 2Miller & Jones 分類 P2、P3

相当、表 3 Geckler の分類 G4、G5 相当）。喀出痰は、患者自身に採取してもらうことになるため、

検査の意義を説明し、協力を得ることが大切である。 

・水道水で数回うがいをし、深呼吸をして強い咳をすると比較的容易に得られる。 

・抗酸菌検査を目的として、喀出痰が得られない場合は、胃液の検査が有効である。 

・感染対策上、検体容器に密栓できないシャーレは使用しない。 

表2 喀痰の肉眼的品質評価(Miller & Jones)       表3 喀痰検体の塗沫検鏡品質評価（Gecklerの分類） 

分類 肉眼的性状 

M1 唾液，完全な粘性痰 

M2 粘性痰の中に膿性痰が少量含まれる 

P1 膿性痰で膿性部分が 1/3 以下 

P2 膿性痰で膿性部分が 1/3～2/3 

P3 膿性痰で膿性部分が 2/3 以上 

 

 

 

 

 

２）血液培養 

・採血は、抗菌薬投与前に行うのが望ましい。すでに投与が始まっている場合は、採血の前に 24 時間

以上投与を中止するか、次回投与の直前に採血する。 

・間欠的菌血症に対応するためには、2 回ないし３回採血する。 

・静脈血と動脈血で陽性率に差はないのでどちらでもよい。 

・採血後直ちに提出できない場合は、室温にて保存する（冷蔵不可） 

 

＜検体採取方法＞ 

① 採血者は手指消毒を行い滅菌グローブまたは検査用グローブを装着する。 

② 血液培養ボトルのキャップを取り除き 70％エタノール綿で清拭する。 

＊血液注入の際、ボトル内に消毒液を押し込むことになるため、ポピドンヨードは使用しない。 

③ 穿刺部位をポピドンヨード綿球（またはスティック)、あるいは消毒用アルコール綿球で、穿刺中心

部より円を描くように外側に向かって 2 回消毒する。消毒後は、穿刺部に触れないようにする。 

＊検査用グローブ（未滅菌）の場合は穿刺部位に触れない。 

④ ポピドンヨードを使用する場合はヨードが遊離し消毒効果を発揮するまで(約 2 分程)、エタノール

使用の場合は完全に揮発するまで待ち、その後採血する。（ハイポアルコールで脱色しない。） 

⑤ 血液培養ボトルは、可能なら 1 人の患者に対して 2 セット、計 4 本を採取することが望ましい。 

（嫌気用ボトル 1 本＋好気用ボトル 1 本＝１セット） 

 

表示方法 

 

 白血球／１視野（100 倍） 

白血球(好中球) 扁平上皮細胞 

Ｇ１ ○ ＜10 ＞25 

Ｇ２ ○ 10～25 ＞25 

Ｇ３ ○ ＞25 ＞25 

Ｇ４ ◎ ＞25 10～25 

Ｇ５ ◎ ＞25 ＜10 

Ｇ６ ＜25 ＜25 
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⑥ ２セット目の検体を採取する場合は、採取部位を変え、少なくても 15 分以上の間隔を開けて採取

する。 

⑦ 嫌気用、好気用とも、検体量は 8～10ml が最適量である。小児好気ボトルは、１～3ml が最適量で

ある。 

⑧ 採血後ボトルに血液を分注する時は、注射針が汚染されないように注意し針を交換する必要はない。

注射器内の空気が嫌気用ボトルに混入することを防ぐため、嫌気用ボトルに続いて好気用ボトルに

血液を分注する。 

 

３）便検査 

・一般細菌の培養を目的とする場合は、微量で検査できるため、直腸スワブでの検査を行う。 

・CDチェックの場合は、拇指頭大程度の便をネジコップに入れ、密栓して提出する。 

・下痢症状が重い場合は、「トレールペーパー」等に排便し、滅菌スポイトで１ml 程度採取できれば良い。 

 

４）カテーテル類の培養検査 

・乾燥を避ける。シャーレは避け、滅菌 SP チューブを使用する。ガーゼなどでくるむなどはしない。 

 

３．各種検体採取容器 

・検体採取の際には、材料と想定される分離菌の特性を考えて、適切な検体容器、採取方法を選択する。 

・ラベル(バーコードラベル)を貼付して、細菌検査室に直接提出する。 

材料 採取容器 採取法 保存法 注意点 

喀痰 

 

 

 

 

喀痰容器 

 

 

 

 

水道水で数回うがい

をし、深呼吸して強い

咳をすると比較的容

易に得られる。 

 

冷蔵 抗酸菌培養・ＰＣＲ検査は別

検体で提出。 

ＰＣＲ検査は外注用の専用

容器に採取。 

 

気管支洗浄液    

咽頭液 

扁桃 

舌苔 

鼻汁 

スワブ１号 

 

 

 

 

 

 冷蔵  

膣分泌物  

 

目的菌が淋菌の場合室温保

存が望ましい。 

膿汁 

（開放、非開放） 
皮膚表面の消毒を行

い、膿性部分を採取。 

消毒薬の混入を避ける。 

便 直腸採取も可  
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耳漏 

眼脂 

スワブ２号 

 

 

 

         

 

目的の部分以外に触れ

ないように採取する。 

 

 

 

 

冷蔵  

胃液 

胆汁 

胸水 

腹水 

関節液 

膿汁（液状） 

ドレーン排液 

滅菌ＳＰチューブ 

 

採取量は多いほど検出

率があがる。 

最低量 1ｍｌ 

冷蔵  

髄液 最低量 2ｍｌ 室温 一般検査とは別に採取。 

直ちに提出する。 

カテーテル 

ＩＶＨ 

 

適当な長さに切る。  乾燥を防ぐため蓋をきっち

り閉める。生食を加えたりし

ない。 

尿 

カテーテル尿 

 

外陰部を消毒後採取。  一般尿検体もオーダーがあ

る場合はハルンカップでの

提出も可能。 

尿中肺炎球菌 

尿中レジオネラ 

   

動脈血 

静脈血 

血液培養容器 

（大人用） （小児用） 

採取量１ボトル 

成人 8～10ｍｌ 

小児用採取量 1～3ｍｌ 

穿刺前に十分皮膚を消

毒。 

 

室温 冷蔵保存しない。 

嫌気・好気２本、１セットで

１人分。 

成人と小児ではボトルが異な

るので注意。 

ＣＤチェック ネジコップ 

 

 

 

採取量 0.5ｍｌ以上 

 

室温  

アデノウイル

ス 

 

 

専用綿棒で咽頭をこす

る。 

冷蔵 専用綿棒を細菌検査室より払

い出す。 
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ストレプト

Ａ 

 

 

専用綿棒で咽頭をこす

る。 

冷蔵 専用綿棒を細菌検査室より

払い出す。 

インフルエ

ンザ 

専用綿棒  

 

専用綿棒で後鼻咽腔を

こする。 

（その際頭部を後ろに

傾けると採取しやす

い） 

冷蔵 専用綿棒を細菌検査室より払

い出す。 

ノロウイル

ス  

 

軽く回しながら，患者肛

門に綿球が隠れる程度

に挿入し，糞便を採取。  

 

冷蔵 専用綿棒を細菌検査室より払

い出す。 

hMPV 抗原  専用綿棒で後鼻咽腔を

こする。 

（その際頭部を後ろに

傾けると採取しやすい） 

冷蔵 専用綿棒を細菌検査室より払

い出す。 

マイコプラ

ズマ抗原 

 

専用綿棒で後鼻咽腔を

こする。 

（その際頭部を後ろに

傾けると採取しやすい） 

冷蔵 専用綿棒を細菌検査室より払

い出す。 

ＲＳウイルス 

 

専用綿棒で後鼻咽腔

をこする。 

（その際頭部を後ろ

に傾けると採取しや

すい） 

冷蔵 専用綿棒を細菌検査室より

払い出し。 

ロタウイルス 専用試験管とスポイト 

 

専用スポイトの下の

目盛まで便を採取し、

試験管内の液と混ぜ

る。スポイトは試験管

内に差し込んだまま

提出する。 

冷蔵 必ずスポイトは試験管に差

し込んだまま提出する。 

スポイトの下の目盛以上の

便を絶対に採取しないこと。 
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１７．抗菌薬の使用指針 
１． 抗菌薬の選択の基準 

抗菌薬は、 

① 推定あるいは同定された原因微生物の種類 

② 薬剤感受性 

③ 臓器移行性 

④ 細胞内移行性（細胞内増殖菌） 

⑤ 患者重症度（感染症、基礎疾患） 

⑥ 患者臓器障害（腎機能障害、肝機能障害） 

⑦ 既往歴（薬物アレルギー） 

⑧ コスト 

などを考慮して選択する。 

また抗菌薬治療の原則は以下のように考えられている 

①重症例では、網羅的抗菌薬の投与による状態の改善を目指す 

一般に、感染症が重症、基礎疾患が重篤、あるいは免疫抑制状態の場合、抗菌薬の選択は想定さ

れる微生物を網羅する広域のものが推奨される。 

②軽症～中等症例では、原因微生物を同定し、狭域の抗菌薬を選択する 

感染症、基礎疾患が重篤ではなく、感染防御能が正常であるときは、原因微生物の検索を行い、

できるだけ狭域の抗菌薬を選択する。 

③広域の抗菌薬の多用は患者体内外の環境中の耐性菌の頻度を増加させる 

広域の抗菌薬の多用は、宿主体内や病院環境における耐性菌の増加を誘導し、次に起こる感染症

の治療をより難治なものにする。 

④抗菌薬の投与期間は通常一週間 

院内感染症に対する抗菌薬の投与は、緑膿菌など耐性菌ではない場合には一週間程度の投与期間

が望ましい。また抗菌薬の投与量は、患者状態にあわせて、できるだけ高用量で用いることが望

ましい。抗菌薬低感受性あるいは耐性菌の場合、短期間（一週間程度）での抗菌薬の中止は 再発

の可能性があるが、それ以上の期間の投与は耐性菌感染症を誘発する可能性も高い。ただし、感

染性心内膜炎や骨髄炎、膿瘍など感染症によっては、より長期間の抗菌薬投与が必要な場合もあ

る。 

⑤ 併用か単剤投与か 

細菌性感染症の場合、通常は単剤投与を行う。併用による効果は、スペクトラムの拡大と、相乗

効果が期待できるが、多くの場合、相乗効果については不確定であり、推奨する根拠に乏しい。

そのため、安易に併用の選択は行うべきではない（緑膿菌感染症に対するβ‐ラクタム系抗菌薬と

アミノ配糖体の併用、心内膜炎に対するペニシリンとアミノ配糖体の併用などは有効である）。 
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併用によって、耐性菌の出現が抑制されるという報告もあるが、明らかなエビデンスはなく、

議論中である。しかし、骨髄炎、心内膜炎などの慢性感染症に対し、長期的な抗菌薬投与が

必要な場合は、原因となる細菌によっては併用が薦められる場合もある。 

⑥ 投与量、投与回数 

抗菌薬の投与量と投与回数については薬物動態(pharmacokinetics)および薬力学

（pharmacodynamics）を考慮して決定する。 

薬剤感受性試験の結果が判明している場合、目的とする臓器に移行のよい感受性（S）の抗菌

薬を選択し、投与量は重症でなく免疫が正常の場合通常量の投与を行う。低感受性（I）の場

合、投与量を増して、投与する。投与回数は、効果が時間依存性のβ-ラクタム系（ペニシリ

ン、セフェム、カルバペネム）は 1日の投与回数を増やすほうが効果が期待できる。濃度依存

性のキノロン系、アミノ配糖体系は、1日１回の投与量を増加させるほうが有効である。 

 

PK-PD  
PK-PDとは、生体内で薬剤がどれだけ有効に利用され、また作用しているかを考えた概念  

PK(pharmacokinetics)：生体内における薬物動態(吸収、分布、代謝、排泄など)  

PD(pharmacodynamics)：生体内における薬物の作用 

 

【表 1 PK-PDからみた抗菌活性】  

タイプ  時間依存性  濃度依存性  時間依存性＋PAE  

薬剤  β-ラクタム薬  

マクロライド（AZM除く）  

ニューキノロン  

アミノグリコシド  

アジスロマイシン  

テトラサイクリン  

評価項目  time above MIC  

（MICを超える血清中濃度を維

持） 

  

AUC/MIC90  

（free-AUC/MIC90と特に

相関する）  

AUC/MIC90  

（free-AUC/MIC90と特に

相関する）  

 参考文献：レジデントのための感染症診療マニュアル 第２版  医学書院   2008 
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２. 当院使用の抗菌薬の標準的な投与量 

当院採用薬一覧

薬品名 用法用量（特に表示がなければ成人常用量）

ペニシ
リン系

注射用ペニシリンＧカリウム100万単位１回３０～６０万単位を１日２～４回筋肉内注射

ドイル静注用　２ｇ
１日量２～４ｇ　分２～４　静注または１～２時間で点滴静注
重症感染症には１日８ｇまで

ペントシリン静注用１ｇバッグ １日量２～４ｇ　分２～４　点滴静注　重症感染症には１日８ｇまで

ペントシリン静注用２ｇバッグ 　　　同上

注射用ビクシリン１ｇ
筋注：１回２５０～１，０００ｍｇ（力価）を１日２～４回
静注：１日量１～２ｇ（力価）　分１～２回
点滴静注：１日量１～４ｇ（力価）　分１～２回　１～２時間かけて

ビクシリンＳ１００ｍｇ
新生児・未熟児・乳児に対し合剤として１日体重１ｋｇ当り，１００ｍｇを，
６～８時間毎に分けて筋肉内注射する

ビクシリンＳ１０００ｍｇ
筋注：１日量１．５～３．０ｇ（力価）　分３～４回
点滴静注：１回量１～２ｇ（力価）　１日２回　１～２時間で

βラク
タマー
ゼ阻害

ユナシン－Ｓキット静注用１．５ｇ
［肺炎、肺膿瘍、腹膜炎］１日量６ｇ分２　点滴静注
［膀胱炎の場合］　　　　１日量３ｇ分２　点滴静注

ユナシン－Ｓキット静注用３ｇ 　　　　同上

ゾシン静注用４．５
［敗血症、肺炎］１回４．５ｇ　１日３回点滴静注　症状により１日４回まで可
［腎盂腎炎、複雑性膀胱炎］１回４．５ｇ　１日２回点滴静注　症状により１日３回まで可

注用ワイスタール１ｇバッグS
１日１～２ｇ　分２　静脈内投与
重症感染症には１日４ｇまで可

セフェ
ム系第
一世代

セフマゾン点滴静注用バッグ１ｇ
１日量１ｇ 分２ 点滴静注
効果不十分の場合　１日量成人１．５～３ｇ　分３　重篤な場合：１日５ｇまで

セフェ
ム系第
二世代

パンスポリン静注用０．５ｇ／瓶
１日量０．５～２ｇ　分２～４静注または点滴静注
成人の敗血症には1日4ｇ（力価）まで増量可
１回０．２５g～２ｇを30分～２時間で点滴静注も可

パセトクール静注用１ｇバッグＳ
１日量０．５～２ｇ　分２～４　30分～２時間で点滴静注
成人の敗血症には1日4ｇ（力価）まで増量可

セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ１ｇ１日量１～２ｇ　分２　静注または点滴静注　　重症感染症には１日４ｇまで可

フルマリンキット静注用１ｇ
１日量１～２ｇ　分２　点滴静注
重症感染症には１日４ｇまで可
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セフェ
ム系第
三世代

セフォタックス注射用１ｇ
１日量１～２ｇ　分２　筋注、静注、点滴静注
重症感染症には１日４ｇまで可

セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ
１日量１～２ｇ　分１～２　静注、３０分以上かけて点滴静注
重症感染症には１日４ｇまで可

セフタジジム静注用１ｇ
１日量１～２ｇ　分２　静注、３０分～２時間かけて点滴静注
重症感染症には１日４ｇまで可

セフェ
ム系第
四世代

ケイテン静注用１ｇ
１日量１～２ｇ　分２　静注、点滴静注
重症感染症には１日４ｇまで可

ファーストシン静注用１ｇバッグＳ
開始後３日目安として継続の必要性を判定、投与期間１４日以内
１日量１～２ｇ　分２　３０分～２時間かけて点滴静注
重症感染症には１日４ｇまで可

カルバ
ペネム
系

カルベニン点滴用０．５ｇ
１日量１ｇ　分２　点滴静注
重症感染症には１日２ｇまで可

チエナム点滴静注用キット０．５ｇ
１日量０．５～１ｇ　分２～３　３０分以上かけて点静静注
重症感染症には１日２ｇまで可

フィニバックス点滴用０．２５ｇ
1回0.25gを1日2回又は3回　３０分以上かけて
重症・難治性感染症には，1回0.5gを1日3回投与し，増量が必要と判断される場合に限り1回量
として1.0g，１日量として3.0gまで投与できる

メロペン点滴用バイアル０．５ｇ

開始後３日目安として継続の必要性を判定、投与期間１４日以内
［一般感染症］１日０．５ｇ～１g　分２～３　３０分以上かけて点滴静注
　　　　　　　重症感染症には１回１ｇ　１日３ｇまで可
［発熱性好中球減少症］１日３g　分３　３０分以上かけて点滴静注

アミノ
配糖体
系

アミカシン硫酸塩注射液「日医工」１００㎎１回100～200mg　１日１～２回　筋肉内投与、１日２回３０分～１時間かけて点滴静注

ホスホ
マイシ
ン系

ホスミシンＳ静注用１ｇ 1日量２～４ｇ　分２で１～２時間かけて点滴静注、または分２～４で５分以上かけて静注

グリコ
ペプチ
ド系

塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5ｇ1日量２ｇ　６０分以上かけて　１回０．５Ｇ　６時間ごと又は１回１g　12時間ごと

注射用タゴシッド200mg
初日400mg又は800mg　分２、以後１日１回200mg又は400mg　３０分以上かけて点滴静注
敗血症には、初日800mg　分２、以後１日１回400mg　点滴静注

テトラ
サイク
リン系

ミノマイシン点滴静注用１００ｍｇ
経口投与不能及び救急の場合に行い、経口投与が可能になれば経口用剤に切り替える。
初回ミノサイクリン塩酸塩100～200mg、以後12時間ないし24時間ごとに100mgを
補液に溶かし、30分～2時間かけて点滴静脈内注射する。

リンコ
マイシ
ン系

クリダマシン注３００㎎
1日量600～1200mg　分２～4　３０分～１時間かけて点静静注
重症感染症には１日2400mgまで可

クリダマシン注６００㎎ 　　同上

ニュー
キノロ
ン

パシル点滴静注液３００㎎
1日量1000ｍｇ　分２　３０分～１時間かけて点滴静注
敗血症、肺炎球菌による肺炎、重症・難治性の呼吸器感染症：1日2000mg分２　１時間かけて

パシル点滴静注液５００㎎ 　　同上

オキサ
ゾリジ
ノン

ザイボックス注射液６００mg 1日量1200ｍｇ　分２　１回600ｍｇを１２時間ごとに30分～２時間かけて点滴静注
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３. 特定抗菌薬の使用届出 

 抗菌薬の適正使用を推進する目的でＩＣＴが指定する特定抗菌薬についての使用届出を義務づけてい

る。 

１)届出を必要とする薬品 

・注射用の抗MRSA 薬 

  バンコマイシン塩酸塩：VCM（バンコマイシン点滴静注用 0.5g） 

  リネゾリド：LZD（ザイボックス注射液） 

  テイコプラニン：TEIC（注射用タゴシット） 

 アルベカシン硫酸塩：ABK（ハベカシン注射液 100ｍｇ） 

・注射用のカルバペネム系特定抗菌薬 

パニペネム/ベタミプロン：PAPM/BP（カルベニン点滴用） 

イミペネム/シラスタチン：ＩPM/ＣＳ（チエナム点滴用キット） 

ドリペネム：ＤＲＰＭ（フィニバックスて点滴用 250ｍｇ） 

メロペネム：MEPM（メロペン点滴用 0.5ｇ） 

 

※新たに採用された注射用の抗MRSA 薬およびカルバペネム系抗菌薬も同様に届出を必要とする。 

 

２)届出方法 

・当該薬品を院内において使用する際に次頁の「特定抗菌薬使用届」を提出とする。 

・使用薬剤に○印を記入し、１日使用量や使用開始予定日、使用予定期間、使用理由（診断名）等を記

載の上、処方指示箋または、注射伝票と一緒に薬品管理室に提出する。 

 

３)適正使用について 

・使用届提出に不備があった場合、１４日間を超える使用等が確認された場合は、ＩＣＴラウンド時、

ＩＣＴ担当医師より指針適正の指導を行う。 

・診療科が変更になった場合、継続して特定抗菌薬を使用するときは、「特定抗菌薬使用届」を新たに

提出すること。 

・１週間以上休薬後に使用の場合、１４日間を超える使用の場合は「特定抗菌薬使用届」を再度提出す

ること。 
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カ ル テ 番 号

氏       名 院内感染予防対策委員長　殿
生年月日 性 別

所     属 発行日

診療科

　　　培養状況　 提出検体に○をつけてください。

　血液2セット・ 血液1セット ・　喀痰 ・　尿 ・ドレーン　・ 咽頭粘液 　・　その他（　　　　　　）

塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5ｇ

ザイボックス注射液600ｍｇ

注射用タゴシッド200ｍｇ

ハベカシン注射液100ｍｇ（限定）

カルベニン点滴用0.5ｇ

チエナム点滴用キット0.5ｇ

フィニバックス点滴用250ｍｇ（限定）

メ ロ ペ ン 点 滴 用 0 . 5 ｇ

使 用 開 始 予 定 日 使 用 予 定 期 間 日 間

【 I C T 記 入 欄 】 薬 剤 部 受 付I C T 受 付

４ ． 特 定 抗 菌 薬 使 用 届 は 、 院 内 に お い て 上 記 の 注 射 薬 を 使 用 す る と き に 提 出 し て く だ さ い 。

備 　 　 考

○ 印 記 入 欄

使 用 薬 品 ( 使 用 薬 品 に ○ 印 を 記 入 し て く だ さ い 。 )

使 用 理 由 （ 診 断 名 ）

平 成 　 　 　 　 年 　 　 　 　 月 　 　 　 　 日

1 日 　 　 　 回

　　　　　　　ｇ/日

1 日 　 　 　 回

１ ． 処 方 指 示 箋 ま た は 注 射 伝 票 と 一 緒 に 薬 剤 部 に 提 出 し て く だ さ い 。

２ ． 1 週 間 以 上 の 休 薬 後 に 使 用 す る 場 合 、 1 4 日 間 を 超 え る 使 用 の 場 合 は 特 定 抗 菌 薬 使 用 届 を 再 度
提 出 し て く だ さ い 。

３ ． 診 療 科 が 変 更 な っ た 場 合 、 継 続 し て 特 定 抗 菌 薬 を 使 用 す る と き は 、 特 定 抗 菌 薬 使 用 届 を 新 た に
提 出 し て く だ さ い 。

特 定 抗 菌 薬 使 用 届

1 日 使 用 量

1 日 使 用 量

　　　　　　　ｇ/日

主 治 医 名

【 抗 M R S A 薬 】

【 カ ル バ ペ ネ ム 系 抗 菌 薬 】
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感染症別抗菌薬使用指針 

 

呼吸器感染症 

・成人市中肺炎 

市中肺炎とは一般社会生活を送っている人に見られる肺炎であり、健全な社会生活を営んでいる

健康人に多いが、高齢者あるいは種々の基礎疾患（糖尿病、膠原病、ステロイド使用者、など）を有

している人々も含まれる。入院中の患者に合併する院内肺炎と対をなす概念であり、市中肺炎、院

外肺炎とも呼ばれる。 

 

・市中肺炎の原因微生物 

肺炎球菌、インフルエンザ菌、マイコプラズマ、黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌、モラクセラ・カタ

ラーリス、肺炎クラミジア、レジオネラ菌等早期のempiric therapy 開始のためにも膿性痰のグラム

染色は有用である。 

 

・ 原因菌不明肺炎（軽症・中等症）に対する初期治療 

①細菌性肺炎疑い：ペニシリン系薬［βラクタマーゼ阻害剤配合］（ユナシンなど） 

注射［ペニシリン系、セフェム系薬］ 

②非定型肺炎疑い：マクロライド系薬（ＥＭなど）、テトラサイクリン系薬（ＭＩＮＯなど） 

およそ3 日間の治療の後、有効性の判定を行い、抗菌薬の続行や変更を判断する。 

ひとつの指標として、初期治療でβラクタム系薬を用いた場合には、マクロライド系薬やテトラ

サイクリン系薬を選択する。 

 

・原因不明肺炎（重症）に対する初期治療 

重症肺炎（肺炎球菌、マイコプラズマ、レジオネラ、オウム病を疑う） 

1、 注射用ニューキノロン 

2、カルバペネム＋テトラサイクリンまたはマクロライド 

3、第三世代セフェム＋クリンダマイシン（ダラシンなど）＋テトラサイクリンまたはマクロライド 

4、クリンダマイシンまたはバンコマイシン＋アミノ配糖体＋ニューキノロン 

 

上記抗菌薬無効の場合、基礎疾患によって、サイトメガロウィルス、カリニ、アスペルギルス肺炎な

どの一般抗菌薬無効の肺炎もしくは非感染性肺炎を疑い迅速診断を行う。 

1、 は主に基礎疾患のない若年者2、と3、は高齢者や基礎疾患のある人4、はペニシリン・セフェムア

レルギーのある人 

 

・特殊病態下肺炎のエンピリック治療 

 

1． インフルエンザ流行時：肺炎球菌、インフルエンザ菌、黄色ブドウ球菌 
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ペニシリン系薬、βラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系薬、ニューキノロン系薬 

2．慢性呼吸器疾患・感染反復：肺炎球菌、インフルエンザ菌、モラクセラ、緑膿菌 

経口ニューキノロン系薬、βラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系薬 

3．脳血管障害、誤嚥性肺炎、口腔病変、閉塞性病変（肺癌など）：嫌気性菌 

クリンダマイシン、βラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系薬、カルバペネム系薬 

4．糖尿病：肺炎球菌、グラム陰性桿菌（クレブシェラほか） 

第三世代セフェム系薬、カルバペネム系薬 

5．温泉旅行、循環式風呂：レジオネラ属菌 

マクロライド系薬、ニューキノロン系薬、リファンピシン 

6．鳥類との接触：オウム病クラミジア 

テトラサイクリン系薬 

7．家畜や妊娠している猫との接触：Ｑ熱コクシエラ 

テトラサイクリン系薬 

8．長期ステロイド投与中、ＨＩＶ感染症のリスクファクターのあるヒト：カリニ、結核、サイトメガ 

ロウィルス 

原因微生物の同定とともに複数の病原体を想定したエンピリック治療を始める 

 

・市中肺炎に対する抗菌薬効果判定 

市中肺炎に対する抗菌薬の投与は通常、3～7 日間で十分であり、効果判定は3 日後と7 日後に行う。

一般的には、3 日後判定は、発熱・食欲不振などの自覚症状の改善、活動性をはじめとした全身状態

の改善、ＷＢＣ、ＣＲＰの改善傾向、胸部レ線所見の改善、などから総合的に判断する。 

さらに継続投与を必要とする場合では、14 日程度までを限度として判定する。又、3～7 日後の時

点で他の抗菌薬を選択するなどの方針がとられるべきである。 

 

・成人院内肺炎 

院内肺炎とは入院後４８時間以上を経てから発症した肺炎であり、入院時すでに感染していたもの

を除く、と定義されている。ただし、レジオネラ肺炎においては、潜伏期が２～１０日と比較的長い

ので、入院９日以内の発症では慎重に判断する必要がある。 

 

院内肺炎の病原体：黄色ブドウ球菌・緑膿菌・クレブシェラ菌等 

市中肺炎で多く見られる肺炎球菌・インフルエンザ菌に関しては、すでに抗菌薬が投与されている症

例では少ないのが特徴である。 

 

・誤嚥性肺炎・・・嫌気性菌を含めた数種類の細菌による重複感染であることが多い。 

 

院内肺炎患者の重症度は単に肺炎そのものの重症度だけではなく、肺炎発症に関連する宿主および治

療上の危険因子の有無に大きく影響される。 

院内肺炎においては、最初から確実に有効であると思われる抗菌薬を選択し、投与することが要求
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される。そのため、原因菌の推定や特定ができない場合のエンピリック治療ではなおさら広域で強力

な抗菌薬の選択を余儀なくされる。 

 

院内肺炎に対する抗菌薬を判定するということには、２つの意味が含まれている。１つは、使用開

始後２～３日後に行われる効果判定で、その目的は使用薬を続行するか、変更するかを見るためのも

のである。もう１つは治療薬をどの時点でやめてよいかという治療終了の時期、すなわち使用期間を

みるためのものである。 

この何れも院内肺炎の場合は大変難しく、ATS（アメリカ胸部学会）の院内肺炎に関するガイドライン

でも明らかにされていない。肺炎の病態は基礎疾患に大きく左右される。 

 

髄膜炎 

 

化膿性髄膜炎 

髄液検査の実施：髄液中に多核白血球優位の場合は、髄液のグラム染色と細菌培養を実施し、起因

菌の同定に努める。化膿性髄膜炎の代表的な原因菌は、インフルエンザ菌、肺炎球菌、髄膜炎菌であ

りこれらの菌種で全体の80%以上を占める。 

化膿性髄膜炎の初期治療の基本は抗菌薬による髄液中の細菌の殺菌であるが、血液髄液関門により

抗菌薬の髄液への移行が制限されているのが治療上の難点である。髄液への移行性が優れている抗菌

薬を選択する必要性がある。Empiric therapy を行う際にも、髄液のグラム染色所見や細菌抗原迅速検

査の結果を十分に参考にしなければならない。 

１) 肺炎球菌 

ペニシリン耐性株の頻度が高率になってきた現状では、第三世代セフェム系薬セフトリアキノン

（ロセフィン）またはセフォタキシム（セフォタックス）を用いるべきである。高度耐性株の関与が

疑われる場合には、有効な薬剤が少なくカルバペネム系薬パニベネム／ベタミブロン（カルベニン）

やバンコマイシン＜保険適応外＞の使用を考慮する。 

２) インフルエンザ菌 

βラクタマーゼ非産生のアンピシリン感受性株に対する第一選択薬は、アンピシリン（ビクシリ

ン）またはスルバクタム／アンピシリン（ユナシンＳ）である。BLNAR 株やβタクタマーゼ産生株の

場合には第三世代セフェム系薬やアズトレオナムを使用する。 

３）髄膜炎菌 

現在、わが国ではペニシリン耐性株は稀であるため、ペニシリン系薬が第一選択薬となる。ペニ

シリンアレルギーや耐性株のためにペニシリン株が使用できない場合にはセフトリアキソン（ロセフ

ィン）などの第三世代セフェム系薬を使用する。 

４）ブドウ球菌 

ＭＳＳＡでは広域ペニシリンが第一選択薬である。ペニシリンアレルギー患者やＭＲＳＡが原因

菌の場合はバンコマイシンを使用し、これらの薬剤の効果が乏しい場合にはリファンピシンの使用

を考慮する。 
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５）グラム陰性桿菌 

βラクタマーゼ産生株が多いので、セフォタキシム（セフォタックス）、セフトリアキノン（ロセ

フィン）、セフォゾプラン（ファーストシン）などのセフェム系薬を選択する。緑膿菌ではセフタジ

シム（モダシン）やセフフォゾプラン（ファーストシン）が第一選択薬であるが、多剤耐性株ではセ

フェム系薬が無効であることも多いので、その場合にはカルバペネム系のパニペネム／ベタミブロ

ン（カルベニン）を選択する。 

 

抗菌薬の投与期間 

化膿性髄膜炎に対する抗菌薬の投与期間は、患者の基礎疾患や状態にもよるが概して10～14 日であ

る。グラム陰性桿菌による髄膜炎では、14～21 日間投与したほうがよいが、通常使用量の倍量投与を

必要とすることも多い。全身状態の改善、髄液細胞数の減少、髄液糖量の正常化、ＣＲＰの陰性化が

認められれば、投与を中止する。 

 

腸管感染症 

 

腸管感染症はチフス性疾患を除いて自然治癒傾向を持っているので、対症療法のみで回復し、細菌

感染であっても化学療法を必要としない事も多い。病原体からみた場合、抗菌薬が必須の物は赤痢菌、

０１／０１３９型コレラ菌、チフス菌、パラチフス菌である。その他の原因菌は患者の状況に応じて

適応を判断する。腸管出血性大腸菌で投与する場合は病初期に開始する。 

初診時、原因菌不明の段階でempiric therapy として選択する場合には、サルモネラ、腸管出血性大

腸菌、赤痢菌などを考慮してニューキノロン系薬かホスホマイシン（ホスミシン）を３日間経口投与す

る。ニューキノロン系薬はカンピロバクターに投与すると無効であるばかりでなく、急速に耐性化す

るために、あらかじめ分かっている場合は使わない。セフェム系薬は多くの原因菌に対する腸管内試

験抗菌力は優れているが、臨床的には無効の場合が多いので使用しない。 

赤痢菌の場合には抗菌薬は、五日間続ける。 

カンピロバクターで症状が改善されない場合にはマクロライド系薬に変更する。 

治癒判定：多くの腸管感染症では臨床症状の消失に先立って菌も排除されるので、症状の消失を持っ

て治癒とする。腸管感染症では、病原体の増殖抑制、腸内細菌叢回復のため、生菌整腸薬、乳酸菌製

剤などを勧める。その上でempiric therapy として患者背景、症状に応じて短期間抗菌化学療法を行い、

病原体が判明した時点で抗菌薬を調整する。抗菌薬は患者の症状緩和と周辺への二次感染防止のため

に用いる。 

 

敗血症 

 

敗血症とは、体内の感染病巣から細菌や真菌などの微生物、あるいはその代謝産物が持続的に血液

中に移行している状態であり、強い全身的な臨床症状を呈するものと定義される。 

原因微生物：細菌、真菌、ウィルス、リケッチアなどが原因微生物であるが、その中では細菌、特

にMRSA、緑膿菌、グラム陰性桿菌による頻度が高く、予後も重篤であるので臨床上重要である。 
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抗菌薬の使用：抗菌化学療法は原因菌を推定しながら早期に強力な化学療法を開始する。 

初期治療はempiric therapy となるので、患者の基礎疾患やそれに対する治療内容あるいは想定される

感染巣などを考慮して、原因菌を想定する。治療開始前に行った血液培養などで原因菌が判明すれば、

感受性に応じた抗菌薬を選択する。抗菌薬はすべて十分量を使用する。使用薬剤は殺菌作用が強く、

経静脈的に投与可能な薬剤を選択し、empiric に早期十分量を使用しなければならない。したがって、

静菌的作用の薬剤は第一選択薬ではないが、嫌気性菌に対してはクリンダマイシン、テトラサイクリ

ン系薬やマクロライド系薬の点滴静注は適応となる。 

真菌類はカンジダ属の頻度が高く、フルコナゾールの注射剤が第一選択薬である。 

敗血症に使用される抗菌薬はβラクタム系薬を中心として細胞壁合成阻害作用を有するものが多い。

これらの併用では原則として相乗効果を示すので、必要に応じて併用療法が推奨される。 

投与期間は重症度によっても異なるが、正常宿主のグラム陰性桿菌性敗血症では10～14日 

間が平均的である。原因となった感染巣が残存する場合は、治療期間を延長する。 

好中球減少患者や免疫能の低下した宿主では、治療期間はさらに延長される。 
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外科感染症（一般消化器外科領域） 

 

術後感染予防の抗菌薬の投与期間は、手術の汚染程度、郭清程度、侵襲の程度によって異なり、例

えば、腹腔鏡下胆嚢摘出術では、術中１回のみで十分であるが、一般的には手術当日を含め、３～４

日間（以内）とする。 

 

＊ 術後感染予防薬の実際＊ 

１．準汚染手術 

・ 上部消化管手術 

 

食道・胃の手術では、術野の汚染菌は、黄色ブドウ球菌や表皮ブドウ球菌といったグラム陽性菌で

あり、これらの菌量も多くはない。このため、術後感染予防薬は第一世代セフェム系薬で十分であ

る。 

・ 下部消化管手術 

 

術野の汚染菌：大腸菌・クレブシェラ・B.gragiilis を始めとする嫌気性菌、腸球菌治療：十分に

術前機械的処置が行われた結腸の手術では術野の汚染が少ないことから第二世代セフェム系薬の中で

もセフォチアム（パンスポリン）が選択される。しかし、手術操作で結腸内容によって術野が汚染され

た場合には第二世代の中でもB.fragiilis にも抗菌力を有するセフメタゾール（セフメタゾン）が選択

される。 

一般的に準汚染手術では、術後感染予防薬は術後数日間投与され、その間に術後感染症が発症しなけ

れば、以後、抗菌薬は投与しない。 

 

２．汚染手術 

・ 上部消化管穿孔 

 

胃十二指腸穿孔の腹水分離菌は表皮ブドウ球菌やレンサ球菌属であるが、時間の経過ととも

にグラム陰性菌も分離されるようになる。 

周術期・・・第二世代セフェム系薬が第一選択。 

発症から時間が経過した症例・・・第四世代セフェム系薬が適応。 

さらに重篤な状態・・・カルバペネム系薬の選択。 

 

・ 下部消化管穿孔 

 

結腸内容を反映してグラム陰性菌、嫌気性菌による細菌性腹膜炎が主体となる。 

軽症・・・第二世代セフェム系薬セフメタゾール（セフメタゾン）、第四世代セフェム系薬、ペニシリ

ン系薬ピペラシリン（ペントシリン）等が適応。 

重症例・・・カルバペネム系薬の選択。 
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外科感染症（肝・胆道感染症） 

 

・ 肝・胆道感染症の原因菌 

 

大腸菌、肺炎桿菌、エンテロバクター、腸球菌、緑膿菌、バクテロイデス等最も重篤な胆道感染症

は急性閉塞性化膿性胆管炎である。これが高齢者に多いのは胆汁中細菌陽性率が高いうえに複数菌感

染が多いためで、特に好気性菌と嫌気性菌が合併すると重篤化する。 

 

･ 抗菌薬の選択 

 

原因菌の多くは腸内細菌で、しかも複数菌感染が多いので、投与すべき抗菌薬としては、「胆汁中お

よび肝や胆嚢壁などの組織内移行がよいもの」「推定される原因菌に感受性があるもの」「βラクタム

系薬なら細菌の産生するβラクタマーゼに対して安定性が高い薬剤または作用機序上、影響を受けな

い薬剤」を選択する。 

肝膿瘍や胆嚢炎では血清たんぱく結合率の高いセフェム系薬などで最初の血中濃度を高くして、遊

離型の濃度も高くなるよう工夫して組織内に取り込まれるようにする必要がある。 

βラクタム系薬、特にセフェム系薬の胆汁中移行は、ヒト血清たんぱく結合率が高いものほど良好

である。 

胆汁中βラクタマーゼによる抗菌薬の不活化は複数菌による感染、菌量の多いものほど高度である。

したがって、抗菌薬の変更時には、注射用ニューキノロン系薬などの作用機序の異なるものを第１選

択とする。 

 

外科感染症（呼吸器外科領域） 

・ 術後肺炎の原因菌 

MRSA、緑膿菌、肺炎桿菌、その他α連鎖球菌、ナイセリア、カンジダ 

 

・ 術後膿胸の原因菌 

嫌気性菌や黄色ブドウ球菌、大腸菌などが多く、特に嫌気性菌の関与が極めて高く、他の

好気性菌との混合感染もしばしば経験される。 

 

・ Empiric therapy 

呼吸器術後肺炎：原因菌ではグラム陰性桿菌の出現が多いとする報告があり、empiric 

therapy としては広域性殺菌効果を示すセフェム系薬を使用することが多い。

本対象例が肺自体の手術後の肺炎であるというリスクや、緑膿菌やその他のグ

ラム陰性桿菌の混合感染の可能性などを考慮すると、第３世代セフェム系薬を

治療当初から使用すべき症例が多いと考える。 

高齢者などの免疫力の低下が危惧される症例には、その術後肺炎の発生当初

からカルバペネム系薬の投与も行われている。 
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術後膿胸：術後膿胸の局所に対する初期治療は胸腔ドレナージと胸腔内洗浄である。同時に

empiric therapy として抗菌薬の全身投与を開始する。膿胸は重症感染症であり、使用薬剤と

してカルバペネム系薬あるいは第３世代セフェム系薬などを用いる。嫌気性菌ではクリンダ

マイシン等の適応例が多い。 

 

・ 抗菌薬中止基準 

一般には、臨床症状・炎症反応を示す検査所見の改善、胸部Ｘ線所見の軽快を持って抗菌

薬の投与を中止する場合が多い。 

empiric therapy では初回の細菌培養の結果を待ち、すでに使用中の薬剤の有効性が的確で

ない場合はそれらを中止し、薬剤感受性結果の示す有効な抗菌薬へと変更する。 
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整形外科領域感染症 

 

 骨･関節感染症に対する抗菌薬療法 

 

１．骨･関節感染症の初期治療にどのような抗菌薬を選択するか 

 急性の骨･関節感染症においては､起炎菌も感受性も不明のまま抗菌薬投与を開始しなければならな

いことが多く､どの抗菌薬を選択するかが大きな問題であり､予後に重大な影響を与える。現今の骨･関

節感染症では､起因菌の70～80％が黄色ブドウ球菌であり、その大部分は､ペニシリン耐性菌が占めて

いることから、現時点では耐性ブドウ球菌用ペニシリン［たとえばクロキサシリン（MCI-PC）4g/day、

１日２回点滴静注］を､第一に選択すべきである｡もし､緑膿菌も考慮に入れるならばカルバネペム系の

抗菌薬を用いる｡また、MRSAが考えられる場合は､バンコマイシン（VCM）､テイコプラニン（TEIC）を用

いる｡ 

 

２．投与の終了 

 患者の年齢､全身･局所症状､抵抗力、感染の重軽などを考慮して決めるべきであるが､基準を設ける

ことは困難である。経験的に全身所見､局所所見が完全に消失し、白血球数、CRPなどが正常化して､血

沈値が20mm/時以下の状態が３～４週間続いた時としている。 

 

３．手術における抗菌薬の予防投与 

 大きな生体材料を挿入する骨･関節組織の手術時、特に易感染患者においては､必要最小限の抗菌薬

の予防投与は必要である｡（術後２～３日を限度）。術後４日以降で､CRPが上昇傾向を示す時は､術後感

染を疑い抗菌薬を変更する｡ 

 

４．整形外科領域の抗菌薬の局所使用 

 

○局所持続洗浄療法 

 骨への抗菌薬の移行率は､他の組織に比べて低いため、病巣に対して高濃度の抗菌薬を局所に直接

作用させて殺菌を行い、かつ壊死物質などの洗浄を充分に行うための療法である｡ 

  この方法の利点は､抗菌薬の局所使用による殺菌､洗浄効果の他に､局所の清浄化と共に新生された

肉芽組織が器質化して、手術で生じた死腔を充填することが上げられる｡洗浄期間は一般的に２～３

週間である。 

 

   ○PMMA-gentamicin-beads充填法 

  ゲンタマイシンを混入したPMMAをビーズにして､慢性骨髄炎などで生じた骨空洞に充填し､局所的

な抗生物質の溶出によって､殺菌効果と良好な肉芽増生を促して死腔を埋めることを目的としてい

る｡ 

 骨･関節結核およびガス壊疽 

１．骨･関節結核 
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化学療法は手術の有無にかかわらず､全身的に行う｡一次抗結核剤の三者併用療法［ストレプトマイシ

ン(SM)、イソニアジド(INH)、パラアミノサリチレート(PAS)］が基本とされてきた｡しかし現在では､

これに反応しない場合や感受性テストの結果によっては､早期より二次抗結核剤 ［リファンピシリ

ン(RFP)、エタンブトール(EB)、カナマイシン（KM）など］を採用した強力な併用療法が行われてい

る｡これによって､全化学療法の期間を従来の２～３年から、0.5～1.5年以内に収められるようにな

った｡ 

２．ガス壊疽 

 Clostridiumによるガス壊疽は、本来､予防を第一とすべきものであるが、ペニシリン系抗菌薬の大

量投与（たとえばペニシリンGを１×10７～４×10７単位/日投与）が必須である。また、非Clostridium

の場合は感受性結果により、有効な抗菌薬を選定する｡ 
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皮膚科領域感染症 

 

・ 皮膚科領域のMRSA の検出率は２０～４０％の間にある。しかし、入院患者からは高率となり、

５０％を超える。 

 

・ 化膿性レンサ球菌はペニシリン系薬、セフェム系薬、ペネム系薬、カルバペネム系薬に対し

て耐性がない。 

 

・ 臨床的な観点からは、水疱性膿痂疹は黄色ブドウ球菌に対する抗菌薬を選ぶ。定型的な症状

を示すレンサ球菌性膿痂疹は、臨床的に診断可能なので、ペニシリン系薬、セフェム系薬、ぺ

ネム系薬を中心に薬剤を選択する。 

 

・ 急性深在性膿皮症 

毛包性膿皮症：黄色ブドウ球菌に対する薬剤を選ぶ。重症の場合には注射薬によるが、これら

の投与前にホスホマイシン静注を併用するのもよい。３日目に効果がなければカ

ルバペネム系薬の中から選ぶ。 

びまん性感染症：黄色ブドウ球菌、化膿レンサ球菌に対する薬剤を選び、重症度に応じ投与方

法を決める。急性膿瘍では嫌気性菌も考慮する。 

 

・ 慢性膿皮症 

 

前駆性病変のあるもの：急性の炎症症状に対して抗菌薬を投与する。2 週間を限度とする。組

織浸透性のよい抗菌薬を選択する。テトラサイクリン系薬、ニューキノロン系薬、マクロライド

系薬が候補となる。 

 

・ 潰瘍の二次感染（下腿潰瘍、糖尿病性壊疽）：発熱、CRP 上昇、白血球増加、病変周囲の炎症

所見の悪化 

カルバペネム系薬を第一選択とする。 

2 週間を限度とする。 

 

・ 抗菌薬の効果判定と投与期間 

 

急性表在性膿皮症と急性深在性膿皮症 

発熱のある場合、４８時間経っても不変の場合には、効果不十分と考えられる。 

皮膚症状に関しては、４日目で何ら改善の見られない場合は無効である。 

原則的には投与期間は７日までとする。 
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尿路感染症 

 

・ 急性単純性膀胱炎 

 

分離菌は大腸菌が７０～９５％を占める。その他、Staphylococcus saprophyticusが５～２０％に

分離される。 

分離される大腸菌の薬剤感受性は、多くの薬剤に対して良好であるが、ペニシリン系に対する耐

性菌が徐々に増加している。しかし、ニューキノロン系薬や新経口セフェム系薬には、耐性菌は極

めて少ない。 

急性単純性膀胱炎に対してはニューキノロン系薬の３日間投与が基本になる。新経口セフェム系

薬に関しては、良好な治療効果の報告がみられているが、S.saprophyticus の感受性に関する情報

が少ない点に問題が残っている。 

 

・ 急性単純性腎盂腎炎 

 

原因菌は大腸菌が主体であり、その他、肺炎桿菌やプロテウス・ミラビリスなどのグラム陰性桿

菌が多い。グラム陽性球菌はS.saprophyticus が稀に分離される。 

アミノグリコシド系薬とニューキノロン系薬を使用するsequential therapy やswitch therapy が

推奨されている。その方法として、アミノグリコシド系薬の３日間投与に引き続き、ペニシリン系

やセフェム系などの経口薬を１０日間程度投与する方法と、アミノグリコシド系薬の単回大量投与

に引き続き、５日間のニューキノロン系薬を経口投与する方法が提唱されている。 

薬剤の腎障害には十分気を付けておかなければならず、アミノグリコシド系薬は１日１回の投与

で短期間の投与が望ましい。 

その他、セフェム系薬では、第二や第三世代セフェム系薬が勧められる。ペニシリン系薬では、

耐性菌の増加が指摘されているので、βラクタマーゼ阻害薬の合剤が勧められる。また、これらの

注射用薬剤の治療に続いて、新経口セフェム系薬の投与が必要である。治療に関しては、１４日間

投与が基本となる。 

 

・ 複雑性尿路感染症：尿路に器質的、機能的異常を原因として生じる尿路感染症。 

 

原因菌はグラム陰性菌から、グラム陽性菌まで幅広く分離される。大腸菌、緑膿菌、腸球菌が３

大分離菌となる。 

 

・ 複雑性膀胱炎 

 

主に経口抗菌薬（ニューキノロン、セフェム系）が選択される。投与期間は７日間が適当と思われ

る。 
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・ 複雑性腎盂腎炎 

 

発熱時には、十分な抗菌薬治療を要する。原因菌の決定は、培養感受性成績によるが原因 

菌判明前には、抗菌スペクトルが広く、抗菌力に優れているカルバペネム系薬や第三世代セフェム

系薬を投与する。解熱が得られた時点で、ニューキノロン系薬や経口セフェム系薬などの経口菌薬

に変更する。投与期間は２～４週と長期間の治療を要する。 

 

・ 急性前立腺炎 

前立腺への移行の優れたニューキノロン系薬やST 合剤などを選択する。 

 

・ カテーテル留置時の複雑性腎盂腎炎 

３週間を超す長期のカテーテル留置では、尿路感染は必発であり、細菌尿を認める。カテーテル

の閉塞などにより、高熱を発し、急性腎盂腎炎の症状がみられるときは、早急で有効な薬剤治療を

要する。この場合、カルバペネム系薬や一部第四世代セフェム系薬セフォゾプラン（ファーストシ

ン）などの広域な抗菌スペクトルを有し、強力な抗菌力を有する薬剤を投与する必要がある。 
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産婦人科領域感染症 

 

・子宮内感染（子宮内膜炎、子宮筋層炎） 

原因菌：細菌(好気性菌、嫌気性菌)が単独菌として、あるいは複数菌として分離される。 

治療：本症では複数菌感染がしばしばみられ、細菌検査が比較的容易なため、適切 

な抗菌化学療法の施行が可能である。セフェム系を例にとれば、急性例には第 

二世代までの薬剤で十分で、難治例には第三世代やカルバペネム系薬などを用 

いる。 

 

・骨盤内炎症性疾患(PID) 

原因菌：各種の好気性菌、嫌気性菌、クラミジアなどが主な原因菌である。 

治療：使用薬剤とその投与量は子宮内感染の場合に準じてよいが、軽症を除き経口 

投与の対象はあまり多くはない。 

ただし、クラミジア起因となる急性PID にはマクロライド系薬（経口）が有 

効である。 

 

・子宮頸管炎 

原因菌：大部分がSTD であり、クラミジア・トラコマチスと淋菌が主な原因菌 

治療：βラクタム系薬はクラミジアには無効で淋菌感染症に適応を有する。ニューキノロン系

薬は淋菌感染症とクラミジア感染症に有用。 

クラミジア・トラコマチスに対して、マクロライド系薬のクラリスロマイシン、ジスロ

マックが有効である。治療期間としては、クラリスロマイシンが７～14 日投与、ジスロマ

ックが1000mg（250mg×４T）１回投与。 

 

・外性器感染症：バルトリン腺炎（膿瘍） 

原因菌：ブドウ球菌、グラム陰性桿菌（大腸菌ほか）、および嫌気性菌などで複数菌感染も多

い。 

治療：抗菌薬の経口療法を行い、膿瘍形成をみれば切開する。 
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眼科領域感染症 

 

原因：細菌性眼科感染症では、ブドウ球菌がもっとも大きな比重を占める。 

MRSA は他科領域におけると同様に重要。緑膿菌はコンタクトレンズ装用眼に感染して、角膜

潰瘍を発症しやすい。嫌気性菌ではPropionibacteriumacnesによる白内障術後眼内炎が注目

されている。 

コンタクトレンズに起因するアカントアメーバ角膜炎、IVH に起因する真菌性 

眼内炎などCompromised host(eye)における日和見感染症が重要な位置を占めている。 

 

薬剤選択：まずブドウ球菌を第１選択とする選択が望ましい。ペニシリン系薬では耐性ブドウ球

菌用、セフェム系薬では第一世代、第二世代が選ばれる。細菌の第三世代セフェム系薬

ではブドウ球菌にも強い抗菌力をもつものがある。 

テトラサイクリン系薬ではミノサイクリン、これにニューキノロン系薬が選ばれる。

MRSA と判明した場合には、バンコマイシン、テイコプラニン（タゴシット）、アルベカ

シン（ハベカシン）が選択される。一剤でブドウ球菌と緑膿菌にも抗菌力をもつカルバペ

ネム系薬はempiric therapy としては第一に選択、投与されてよい抗菌薬である。 

真菌性眼内炎には、発症早期に抗真菌薬の全身投与を行う。フルコナゾールの点滴静

注による眼内移行は良好で、高い眼内濃度が得られる。 

 

投与方法 

１） 局所投与療法 

点眼球結膜下注射硝子体内注入 

２） 全身投与療法 

中等症以上の症例では、全身投与が必要となる。 
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耳鼻咽喉科領域感染症 

 

・ 急性中耳炎 

原因菌：肺炎球菌、インフルエンザ菌、黄色ブドウ球菌、モラクセラ・カタラーリス 

治療：第一選択としてペニシリン系薬あるいは比較的新しいセフェム系薬が挙げられ 

る。オフロキサシン（タリビット）の点耳薬の処方。 

 

・ 慢性中耳炎 

原因菌：黄色ブドウ球菌、緑膿菌・プロテウス属等のグラム陰性菌 

治療：ペニシリン系のスルタミシリン（ユナシン）あるいはセフェム系薬のセフジトレン（メイ

アクト）、セフジニル（セフゾン）、あるいはレボフロキサシン（クラビット）等のニュー

キノロン系薬が第一選択薬である。同一薬剤の投与は２週間までとし、無効ならば他剤に

切り替える。重症例にはペニシリン系薬、セフェム系薬、カルバペネム系薬の注射薬を用

いる。 

 

・ 急性副鼻腔炎 

原因菌：肺炎球菌、インフルエンザ菌、モラクセラ・カタラーリス、黄色ブドウ球菌、嫌気性菌 

治療：ペニシリン系薬あるいはセフェム系薬が第一選択薬となる。 

マクロライド系薬のクリンダマイシン（ダラシンＳ）、ホスホマイシン（ホスミシン、ホ

スミシンＳ）、あるいはニューキノロン系薬も使用される。重篤なもの、あるいは症状の

強いものにはペニシリン系薬、セフェム系薬、カルバペネム系薬の注射薬にて強力に治

療を行う。 

 

・ 慢性副鼻腔炎 

原因菌：黄色ブドウ球菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌、モラクセラ・カタラーリス、 

緑膿菌、その他のグラム陰性菌、嫌気性菌類等が原因菌として重要視され、これらの

複数菌感染であることが多い。 

治療：急性憎悪時や膿性鼻漏多量の時は経口抗菌薬の全身投与を積極的に行う。同一 

薬剤の投与は２週間までとし、無効ならば他剤に切り替える。 

ペニシリン系薬、新しいセフェム系薬あるいはニューキノロン系薬等が第一選択。重症例

には注射薬を用いる。 

 

・ 急性扁桃炎 

原因菌：A 群レンサ球菌、黄色ブドウ球菌、肺炎球菌、レンサ球菌群等のグラム陽性 

菌を中心とする細菌感染が主体となり、インフルエンザ菌、モラクセラ・カタラーリス、

肺炎桿菌などのグラム陰性菌も原因菌とし検出される。 

治療：第一選択薬としては、ペニシリン系薬あるいはセフェム系薬があげられる。第二選択薬として

はマクロライド系薬、クリンダマイシン、ミノサイクリンも有用であり、ニューキノロン系薬
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なども有用性は高い。通常は経口薬の常用量で十分であるが、疼痛が強く炎症が高度のものに

は注射剤としてペニシリン系薬、セフェム系薬、パニペネムを用いる。 

 

※補足 

咽頭扁桃炎･急性副鼻腔炎･急性中耳炎の治療 

○急性中耳炎 

   肺炎球菌､インフルエンザ菌､モラキセラ・カタラーリスが３大起炎菌である｡ 

   近年PRSP、BLNARの増加により、２歳以下で難冶例が増加している｡この年齢では､38℃以上の高

熱が３日以上続く場合､約半数で急性中耳炎の合併が見られる｡薬剤耐性菌の増加により､抗菌薬は

必ずしも有効とはいえず、急性化膿性中耳炎ではできる限り初診時に鼓膜切開排膿をすべきであ

る｡ 

   細菌検査を行って起炎菌の特定を行うこと。３日目までに効果を判定し､無効な薬剤の長期投与

は避ける必要がある｡第一選択は､ペニシリン薬である｡ 

  ○急性副鼻腔炎 

   成人では膿性鼻汁､鼻閉と共に片側性の痛みなど､症状がはっきりしているため診断しやすいが､

乳幼児では症状から「かぜ」との区別が付きにくい｡｢かぜ｣をひいて、10日から２週間以上粘液性

鼻汁が続く場合は､急性副鼻腔炎を疑う｡急性中耳炎と同様､肺炎球菌､インフルエンザ菌によるも

のが多く､小児では難冶例が増えている｡ 

○咽頭扁桃炎 

   急性咽頭炎の多くは､ウイルス性といわれている｡急性扁桃炎では、A群溶連菌の分離が多い｡EB

ウイルス感染（伝染性単核症）、アデノウイルス感染､単純ヘルペス感染との鑑別も必要である｡扁

桃周囲炎では､口腔連鎖球菌に加え､嫌気性菌の混合感染が多くなる｡ 

  病原体と抗菌薬 

・肺炎球菌    PSSP         ①ペニシリン薬（常用量）   

PISP、PRSP       ①ペニシリン薬（倍量） 

                       ②CDTR(倍量)、CFPN（倍量） 

                       ③重症例PAPM(小児60mg/kg/日・分３) 

＊CCL、CPDX、CFIX、CFDNなど他の 

                        セフェム系薬は不可。 

                     ＊＊FRPMはインフルエンザ菌との混合 

                      感染では無効｡PISPには有効のことあり｡ 

ﾑｺｲﾄﾞ型肺炎球菌     ①ペニシリン薬（薬剤感受性検査が良く 

                      てもセフェム薬は無効） 

   ・インフルエンザ菌  BLNAS       ①ペニシリン薬（常用量）        

                       ②セフェム薬  

                       ③ニューキノロン薬（成人のみ） 

              BLNAR           ①ニューキノロン薬（成人のみ） 

                       ②CDTR（倍量） 
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                       ③重症例CTRX、MEPM 

              BLPAR             ①CVA/AMPC、SBTPC 

                       ②ニューキノロン薬（成人のみ） 

                       ③セフェム薬 

              BLPACR       ①ニューキノロン薬（成人のみ） 

                       ②重症例CTRX、MEPM 

                        小児では有効な内服抗菌薬なし 

   ・モラキセラ(ブランハメラ)カタラリス   ①CVT/AMPC、SBTPC 

                       ②マクロライド薬 

 

   ・A群溶連菌               ①ペニシリン薬  ②セフェム薬    

                       ③マクロライド薬 

 

   ・MRSA（局所感染）            一般の抗菌薬中止、チューブなどの 

                        異物除去､可能な部位は1%ピオクタ 

                        ニン液の200倍希釈液による洗浄  

 

・嫌気性菌              多くは混合感染、重症感染ではカルバペ 

                   ネム薬にCLDMの併用 

小児においてはPRSP、BLNAR、BLPACRの増加を抑えるため、できる限り抗菌薬の総量 

を減らすこと、なかでも耐性菌を誘導しやすいセフェム系薬の使用を減らすことが 

必要である｡ 
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１８．医薬品の微生物汚染対策 

 

 医薬品の微生物汚染の原因はおもに病院内での不適切な取り扱いにあると考えられる。医薬品製造

過程における汚染は考えなくてよい。 

 

1. 注射薬 

 

１）分割使用 

① 血液製剤と脂肪乳剤の分割使用は禁止する。ヒト免疫グロブリン」の場合は、厳重な清潔管理・

温度管理を行い薬液汚染に充分注意の上、当日中の分割使用を可とする。 

② 輸液類 

   一部の輸液類を除き、多くの微生物は輸液中で増殖するため、輸液類の分割使用は原則として 

禁止する。 

③ バイアル入り注射薬 

   保存剤不含の場合は原則として禁止する。 

  分割投与を前提に保存剤が添加されたもの（multiple-dose vial）には、ヘパリン、キシロカイ

ンなどの麻酔剤、インスリン製剤がある。使用に際しては刺入部のアルコール消毒を厳密におこな

う。 

  開封日を瓶に記入し冷蔵庫保管の上、インスリンは 1 カ月まで、他は 7 日間の使用期限とする。 

④ アンプル入り注射薬 

   分割使用を禁止する。 

 

２） 薬剤の配合操作ならびに輸液剤の管理 

① 調剤の作業場所は専用スペースとし、常に整理整頓し清潔に保っておくこと。 

② 薬剤の混合にあたっては、その作業前に専念できるように係りを決める方が良い。 

③ 調剤にあたっては、作業前に作業テーブルをクリンキーパーで清拭する。マスクを着用し、手

指衛生を行った後に清潔な手袋（未滅菌で可）を使用して、厳密に無菌的な操作を行う。 

④ バイアルの刺入部、アンプルのカット部を 70％アルコール綿で消毒する。 

⑤ 開封したアンプルを放置しない。 

⑥ 通気針（エア針）の不要なソフトバッグの輸液が望ましい。通気針が必要な薬剤の場合は、必

ずフィルター付き通気針を用いる。 

⑦ ナースステーションで配合した薬剤は、原則として配合後 6 時間以内に投与を開始し、24 時

間以内に投与を終了すること。投与が長時間におよぶ場合は 48 時間を超えないことが望まし

い。 
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⑧ 特に末梢静脈栄養剤（糖質/アミノ酸/ビタミン一体型製剤：ビーフリード○R など）は、一度細

菌が混入すると増殖が著しいため、輸液への混注は極力避け、24 時間以内に投与を終了する

こと。 

⑨ TPN などの高カロリー輸液製剤は、混合時間を含め 28 時間以内に投与を終了すること（専用

設備内で調整した TPN などの高カロリー輸液製剤を除く）。 

⑩ 混合を必要とする薬剤は、必要時に調製する。混合薬剤の保管が必要な場合には、冷蔵庫を用

いる。 

⑪ リドカイン、ドパミン、ドブタミン、ニトログリセリンなどを輸液ポンプで投与する場合、4

日間を超えるときは、1 回/週の割合で点滴回路・ポンプチューブを交換する。 

⑫ 病室内では、投与中の輸液内に薬剤を添加することはできるだけ避けること。 

⑬ 輸血、血液製剤、脂肪乳剤は、中心静脈ルートを避け可能なら末梢ルートから投与する。血液

製剤、脂肪製剤に使用したラインは輸注終了後 24 時間以内に交換する。ルートに残存した油

脂成分が細菌の温床となりやすいため、生理食塩水 10ml でフラッシュする。 

 

 

2. 点眼薬 

 特に緑膿菌汚染に注意が必要である。この細菌は水中で増殖しやすく、保存剤に抵抗力が強く、損

傷眼に強い毒性を示す。汚染防止のため、患者への用法指導をしっかりと行うこと。  

                  

1）同一容器を複数患者で使用しない。 

但し、診察時のミドリン P○R 点眼薬については、看護師または視能訓練士が適切に点眼を行う場

合に限り、下記使用期間内での複数患者間使用を可とする。 

開封時は薬剤本体に開封日を記入する。 

2）保存剤不含の場合、容器の開封後は遮光冷蔵庫保管を徹底し 1 週間以上使用しない。 

保存剤含有の場合は 1 か月間を開封後使用期限とする。 

薬品に使用期限が表示されている場合は期間内の使用とする。 

 

3. 軟膏・クリーム剤 

 本来無菌製剤ではないので、免疫能低下患者や新生児に用いるときは注意を要する。やむをえず滅

菌処理したものを使用しなければならないことがあるが、その場合力価が低下している可能性のある

ことに留意する。 

 

1）原則個別処方とするが、複数患者間で使用する場合は、滅菌綿棒または滅菌ガーゼを介して使用

する。 

2）容器を清潔に保つ。 

3）クリームは軟膏より汚染されやすく、とくに汚染されたステロイドクリームは感染を発症させや

すいので注意を要する。 
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4）清潔操作が実施されている場合、開封日に関係なく、使用期限は薬品に印字されている使用期限

月までとする。使用期限日以内であっても変質がみられた場合は破棄する。 

 

 

４．吸入剤・その他 

 汚染された薬液により呼吸器感染症を起こしうるため、無菌的取り扱いが必要である。 

 

1）開封時は瓶に開封日を記入する。 

2）保存剤不含の吸入薬は、冷蔵庫保存のうえ開封後 7 日間以内の使用とする。 

3）下記製剤については冷蔵庫保管の上、製剤毎決められた期間内の使用とする。 

4）希釈された吸入液は、希釈日を容器に記入し、冷蔵庫保存のうえ 7 日間以内の使用とする。 

5）希釈液は注射用生理食塩液や注射用水を用いる。 

   

 

インスリン     1 ヶ月間 

ブロムヘキシン吸入 3 ヶ月間 

メプチン吸入     6 ヶ月間 

ベネトリン吸入     1 ヶ月間 

ボスミン液     1 ヶ月間 

プリビナ液     1 ヶ月間 

4％キシロカイン液   1 ヶ月間 

点眼薬          1 ヶ月間 

 

 

 

５．経腸栄養剤 

 濃厚な汚染、あるいは長時間保存による栄養剤の中での菌繁殖により、大量の菌が体内に入り込む

危険があり、感染性下痢の発症、また易感染患者で腸管内に菌が定着して敗血症が起こりうる。 

 

1）調製に用いる水は、滅菌水、湯冷まし、新鮮な水道水のいずれでもよい。 

2）調製は、用時調製が望ましい。やむなく保存する場合は冷蔵庫内保存とし、調製後 6～8 時間以

内、かつ冷蔵庫から室温に戻して 3 時間以内の投与が望ましい。 

 調製から投与終了まで 12 時間以内とする。 
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3）投与容器は蓋付きが望ましく、反復使用するときは患者間での共用を禁じる。 

4）各容器は、使用後に十分水洗いし乾燥させて保管する。また必要に応じて消毒する。 

 

 

６．消毒剤 

 消毒剤自体も、不適切な取り扱いにより微生物汚染の源となりうることを忘れてはならない。消毒

剤耐性の菌が存在し、消毒液中で増殖していることがある。水道水には微量の栄養分と微生物が存在

する。汚染消毒剤に起因する院内感染は数多く報告されている。 

 各消毒薬の適応と開封期限については、マニュアル付録 5 を参照 

 

1）消毒剤を同一容器の残液へ反復追加は、原則としてしない。 

2）消毒剤の容器は、調製の都度洗浄された清潔なものを用いる。 

3）消毒剤の調製に水道水を用いた場合の使用は 24 時間以内に限定する。 

4）次亜塩素酸ナトリウム、グルタラールなどは殺菌力が強いので希釈に水道水を用いてもよい。 

 

 

７．輸血血液製剤 

  細菌汚染血液の輸血により、敗血症が必発でありその死亡率は高い。血液製剤の種類により保存

条件や使用条件が異なるので以下の条件を厳守しなければならない。 

 

            赤血球製剤・全血：専用冷蔵庫 2～6℃ 

            新鮮凍結血漿 ：専用冷凍庫 －20℃以下 

            血小板濃厚液 ：20～24℃（振盪） 

 

専用保冷庫を有する ICU や手術室以外の病棟の冷蔵庫や冷凍庫に保管してはならない。 

 

1）一度開封された血液製剤を再使用してはならない。 

2）新鮮凍結血漿使用時には、30～37℃の恒温槽中で急速に融解し、速やか（3 時間以内）に使用す

る。なお、融解時に恒温槽内でバック破損による細菌汚染を起こす可能性があるので、必ず汚染防

止用のビニール袋に入れる。また、恒温槽の水を清潔に保つこと。 

3）輸血バッグが破損してるときは輸血に用いてはならない。 

4）輸血終了後の輸血バッグと輸血セットは注射針とその他に分けて、それぞれ感染性廃棄物として

規定のごとく処理すること。 
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部門別感染対策 

１９．内視鏡使用時の感染対策 

 

1. 内視鏡使用時の感染対策の基本 

  内視鏡使用時は、内視鏡器具を介した交差感染と、医療従事者の職業感染を防止する対策を講じる

必要がある。 

1） 内視鏡使用による感染経路 

・ 洗浄・消毒が不十分な内視鏡を介しての感染 

・ 結核菌や血液暴露などによる職業感染 

 

2） 内視鏡の洗浄・消毒の基本的な考え方 

内視鏡の洗浄・消毒は、日本環境感染学会・日本消化器内視鏡学会・日本消化器内視鏡技師会の 

「消化器内視鏡の感染制御に関するマルチ実践ガイド 改訂版」2013年 7月 10日発行に基づいて 

行う。 

・ 消毒剤について 

内視鏡室では、専用の自動洗浄機（ＯＲ-２・ＯＲ-３）で過酢酸製剤を使用する。 

耳鼻咽喉科、泌尿器科外来では専用の自動洗浄機（ＯＥＲ－Ｓ）で過酢酸製剤を使用する。 

＜過酢酸の作用時間と有効微生物＞ 

 

 

 

  

2. 内視鏡を取り扱う医療従事者の安全対策 

1） 標準予防策の徹底 

全てのヒトの体液や血液には潜在的に感染性があるものとして取り扱う。 

・ 防護具について 

① 内視鏡検査の術者・介助者は必ず手袋、プラスチックエプロン・フェイスシールドマスクを着

用する。場合により靴カバーを着用する。 

② 洗浄・消毒時は感染性物質及び消毒液の付着や吸入を避けるために、手袋・プラスチックエプ

ロンフェイスシールドマスクの保護具を着用する。 

③ 気管支内視鏡検査では、Ｎ９５マスク・帽子を装着する。 

 

2） 換気 

   過酢酸は、皮膚に付着すると皮膚炎・化学熱傷を生じる。また蒸気を吸入暴露すると結膜炎や鼻

炎の原因になるため、排気管による強制排気が望ましいが、施設の構造上困難である。空気清浄機

の使用と窓の開閉で対応する。 

 

 

作用時間 一般細菌 ウィルス 抗酸菌 芽胞 

5 分 ○ ○ ○ △ 

10 分 ○ ○ ○ ○ 
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3. 内視鏡の洗浄・消毒の手順（チャンネルありの場合） 

1） 使用直後の洗浄 

① 光源に接続したまま、右手には手袋を 2枚かけ内視鏡の外表面をペーパーでふき取る。 

② 吸引チャンネル内の洗浄を 200ml、40℃程度の酵素洗剤を吸引する。 

③ 送気・送水をする。 

④ 右手の汚染手袋を 1枚はずし、コネクター部に防水キャップを付けシステムから内視鏡を取

り外す。 

⑤ 吸引口金よりチューブを外す時は、アルコール綿で先端を覆い、周囲への飛散を防ぐ。 

⑥ 周囲に触れないよう洗い場へ運ぶ。 

 

2） 予備洗浄 

① 送気・送水ボタン・吸引ボタン・鉗子栓を外す。 

② 流水下(温水)で酵素洗剤を用いスポンジで外表面の洗浄を行う。この時、損傷がないか肉眼に

よる観察をする。 

③ 吸引・鉗子チャンネルのブラッシング 

 洗浄用ブラシで３方向、２回ずつ（汚れが著しい場合は、きれいになるまで）行い、ブラシが先

端から現れる度にもみ洗いする。短ブラシも使用し、ボタン装着部と鉗子口の汚れをおとす。 

④ 管路洗浄具を取り付け、鉗子チャンネル内・送気送水チャンネル内に酵素洗浄液剤を送る。 

（副送水チャンネル起上鉗子などすべての管路に洗浄液を送る） 

この時、40℃程度の酵素洗浄剤を用い、20mlのシリンジで５～６回通す。 

⑤ すすぎ 

  チャンネル内は、管路洗浄具よりシリンジを用い、洗剤がなくなるまで水を通す。その後、空気

を送り水抜きする。外表面は、流水下ですすぐ。 

⑥ 付属品の洗浄 

送気・送水ボタン・吸引ボタン・鉗子栓は、それぞれ洗浄ブラシを使用し、洗浄する。鉗子栓は、

蓋を開けもみ洗いをする。 

 

3） 自動洗浄・消毒機 

① 水をきった内視鏡を洗浄機にセットし、OR-2,OR-3 は「プログラム１」、OER-S は「標準洗浄消

毒」を選択する（洗浄・消毒時間 14分～18分）。 

② 漏水テストから作動させる。異常時は使用せず、点検となる。 

③ 消毒・すすぎが終了したら、洗浄機から取り出し充分水分をふき取る。ボタン・鉗子栓を付け

使用する。必ず手袋を着用して内視鏡を取り扱う。 

④ 自動洗浄機はメーカーの取扱い説明書に従い、アセサイドチェッカーで有効成分濃度を毎日確

認する（19回と 24回目以降は毎回チェックする。30回以上は使用しない。）。 
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4） 乾燥 

① 内視鏡を連続使用しない場合は、自動洗浄器にて必ずアルコールフラッシュを行う。 

② 送気・送水ボタン・吸引ボタン・鉗子栓は、綿棒でアルコール拭きし乾燥させる。 

 

5） 内視鏡の搬送・保管   

① 内視鏡室と離れた場所で使用した内視鏡は、ビニール袋または蓋付き容器に入れて洗浄・消

毒場所まで搬送する。また、消毒後のスコープを内視鏡室と離れた場所まで搬送する場合は、

清潔なビニール袋または蓋付き容器に入れて搬送する。 

② 清潔な洗浄・消毒後の内視鏡は、専用の保管庫に垂直にかけ保管する。 

③ 吸引栓や鉗子栓・防水キャップを外した状態で保管し、扉は閉めておく。 

④ 保管庫は、除菌洗浄剤を使用し 1回/週清掃を行い、清掃者のサインを行う。 

 

6） 気管支鏡   

① ベッドサイドの洗浄、予備洗浄は前述と同様。 

② 使用したスコープは、使用後専用容器にいれて運ぶ。洗浄機は、ＯＲ－２（過酢酸）プログ

ラム「４」を選択する（洗浄・消毒時間 24分）。 

③ 鉗子栓・吸引バルブは単回使用とする。 

④ ＩＣＵ、手術室保管の気管支鏡については、依頼があったときに、自動洗浄機にかける。 

 

7） 胆道鏡     

予備洗浄後、自動洗浄消毒機にかけてから、ＥＯＧ滅菌依頼する。 

 

 

4. 内視鏡の洗浄・消毒の手順（チャンネルなしの場合） 

1） 使用直後の洗浄 

① 光源に接続したまま、右手には手袋を 2枚かけ内視鏡の外表面をペーパーでふき取る。 

② 周囲に触れないよう洗い場へ運ぶ。 

2） 予備洗浄 

① 流水下(温水)で酵素洗剤を用いスポンジで外表面の洗浄を行う。この時、損傷がないか肉眼によ

る観察をする。 

3） 自動洗浄・消毒機 

① 水をきった内視鏡を洗浄機にセットし、OR-2,OR-3は「プログラム１」、OER-Sは「標準洗浄消毒」

を選択する（洗浄・消毒時間 14分～18分）。 

② 消毒・すすぎが終了したら、洗浄機から取り出し、スコープワイパーで充分水分をふき取る。ボ

タン・鉗子栓を付け使用する。必ず手袋を着用して内視鏡を取り扱う。 
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③ 自動洗浄機（ＯＥＲ-Ｓ）はメーカーの取扱い説明書に従い、アセサイドチェッカーで有効成

分濃度を毎日確認し、記録に残す（19回と 24回目以降は毎回チェックする。30回以上は使用

しない。）。 

④ 耳鼻科の場合、使用頻度が高いので自動洗浄・消毒が間に合わない場合がある。 

自動洗浄機が間に合わない場合は、使用後用手洗浄を行い「ＥＳＰＡＬ」で洗浄・消毒し再使

用する。 

＊ESPAL は二酸化塩素水（セクリン）による洗浄・消毒を行う。二酸化塩素水は高水準消毒薬ではない

が、イギリス耳鼻科内視鏡ガイドラインでは推奨されているため、チャンネルなしのスコープに限り当

院でも容認する。 

⑤ チャンネル付きのスコープはすべて毎回自動洗浄機にかける。 

  

以下、乾燥、運搬、保管についてはチャンネルありの場合に準じる。 

 

 

5. 処置具の洗浄・滅菌（スポルディングの分類による） 

1） ディスポーザブル製品は再利用しない。 

2） 生検鉗子・クリップなどリユースのものは、一時洗浄後滅菌依頼する。 

3） 送水ボトル・マウスピースは、一時洗浄後滅菌依頼する。 

4） 散布チューブ・麻酔用ノズルは、一時洗浄後ミルクポンで消毒する。 

5） 水入れ・マウスピース入れバットは除菌洗剤で洗浄し乾燥機で乾燥させる。 

 

 

6. 環境整備 

1） 検査終了後、検査台、枕、システム等除菌洗浄剤でふく。 

2） 床に付着した血液、体液は除菌洗浄剤でふく。 

3） 内視鏡、処置具の洗浄などを行うシンク内・患者用のシンク内、排水溝は１日１回洗浄する。 

4） 自動洗浄機の使用後は、蓋や槽内の水分をふき取り、蓋を開けておく。 

5） 洗浄機の洗浄剤タンク・アルコールタンクは継ぎ足さず、洗浄後乾燥したタンクを使用する。 

 

 

7. 内視鏡洗浄・消毒作業の安全管理 

1） 履歴管理 

消化器内視鏡は洗浄履歴管理システムで、患者毎に使用履歴を管理している。 

2） 洗浄機の点検 

① 有効成分濃度である事をアセサイドチェッカーで毎日チェックする。 

② 各洗浄機の日常点検を点検表に基づき行い、点検者はサインをする。 

③ 洗浄機の各フィルター交換・給水管路消毒を 1回/月行う。 
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3） 内視鏡の清浄度の管理 

① 洗浄・消毒後の内視鏡について、1回/年ＡＴＰ測定器による汚染度チェックと細菌培養を行う。 

② 陽性の場合は原因追求する。メーカーにスコープの分解を依頼する事もある。 

4） 内視鏡検査を受ける患者の感染症のスクリーニング検査は、原則３ヶ月以内のものを参考にする。

針刺し・切創、皮膚・粘膜曝露事例が起こった場合はマニュアル 8．に従いその都度確認する。 
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部門別感染対策        

２０．集中治療室 

 

集中治療室（ICU：Intensive Care Unit）入室患者は、全身状態が危機的な状態におかれて

おり、感染に対する防衛機能も著しく低下している。手術後の絶食や、出血による栄養状態の

低下、抗菌薬やステロイド剤の使用により易感染状態となり、感染症を発症すれば多臓器不全

などより重篤な状態を招く。また、ICUでは気管内挿管や中心静脈カテーテル留置などの侵襲

的処置が必須であり、皮膚の生体防御機能も低下し、皮膚・粘膜障害からの感染リスクも高く

なる。 

 

 

1. 標準予防策 

・ 常時濃厚な処置、ケアを行うため標準予防策の徹底が重要となる。 

 

１） 手指衛生 

・ 診察・処置前後の手指衛生を遵守する。 

 手指に付着している菌数を低減し、周辺環境の汚染防止と患者への伝播を遮断するため、手指衛生を

診察・処置ごとの前後に実施する。 

 手指衛生は、目に見える汚れが付着している場合は、流水と石鹸による手洗いを実施する。

目に見える汚染がない場合は、擦式手指消毒剤による消毒を行なう。 

・ 手あれ予防のため毎日のスキンケアを心がける。 

・ 手あれのひどい職員は、改善するまで必ず手袋を着用する。 

 

２） 診察・看護物品の衛生 

・ 体温計、経皮モニター、聴診器やケアに関連する物品は可能な限り、個別化する。 

・ 診察・検査時に使用する器具は、その使用前後にセイフキープか単包アルコールで拭く。 

 

３） 防護具着用の適応 

下記に接触する場合は、手袋、エプロン、ガウン、マスク、ゴーグル・フェイスシールドなどの

防護具を装着する。 

 すべての血液・体液（汗を除く） 

 排泄物（便、尿） 

 分泌物（膿、浸出液、胸水、腹水、消化液、粘液、気管分泌物、鼻汁、唾液、眼脂） 

 粘液・損傷がある皮膚（手術創、褥瘡、膿痂疹、びらん、表皮剥離等） 
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４） 防護具の選択 

  下記ケア・処置を実施する際には、手袋の装着を必須とする。衣類や顔面への飛沫曝露が予側さ

れる場合は、エプロン・ガウン、マスク、ゴーグル・フェイスシールドを追加し着用する。 

・ 気管内挿管、抜管、気管内及び口鼻吸引、回路交換 

・ ドレーン、チューブ類の取り扱い、胃管の挿入、経管栄養、尿、廃液バッグの取り扱い 

・ 創傷処置、創洗浄 

・ 採尿採血、血管確保                 

・ ガーゼ交換、オムツ交換 

・ 入院患者の受け入れ時 

・ 更衣、清拭、洗面介助 

 

５） 環境整備 

 高頻度接触表面を 1 回/1 日セイフキープで清拭し、汚れを取り除く。血液や体液により汚染され

た環境表面は、セイフキープで血液・体液を取り除いた後にルビスタで清拭する。 

 緑膿菌やセラチア、アシネトバクターなどのグラム陰性桿菌は水系菌であるため、手洗い・洗浄

槽などの水回り環境や、口腔ケア用品などの物品の清掃・洗浄・消毒・乾燥が重要になる。 

 床や壁は日常的な清掃で充分であるが、床のコード類は清掃の邪魔にならないように床上にまと

めておく。血液や体液により汚染された場合のみ消毒薬を使用する。 

 

 

2. 侵襲的医療器具の管理・対策 

 人工呼吸器やカテーテルの管理、創傷管理がそのまま感染対策となるため、マニュアル 3. 4. 5.

を遵守する。 

 

 

3. 面会人、外部業者の入室 

・ 入室前に ICU入り口の手指衛生剤で手指消毒後、入室していただく。 

・ 家族の面会は原則同居家族・実兄弟姉妹・実親子までとし、面会時間は 10分程度とする。 

 

 

4. 個室隔離について 

 個室隔離が必要な場合は、患者の状態によりＥ室を使用する。 
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部門別感染症対策 

       ２１．放射線部門 

 

１．基本原則 

・放射線部門は外来と入院患者が混在する場所であり、急性期の感染症患者や薬剤耐性菌の保菌者など

が交差するリスクがある。感染症の有無に関わらず、標準予防策を遵守することが最も重要である。 

・職員の手や、環境を介した患者間および職員への交差感染を防止するために、手指衛生を遵守する。 

＊詳細は病院感染対策マニュアル「1．標準予防策」の項を参照。 

・感染症が判明している患者、またはその疑いのある患者に対しては感染経路別予防策を追加する。 

＊詳細は病院感染対策マニュアル「2．感染経路別予防策」の項を参照。 

・患者の感染症情報については、病棟スタッフへ確認する。 

 

 

２．感染予防対策 

 

1） X 線撮影･造影検査・CT・MRI・RI・放射線治療時 

(1) 各撮影室および検査室、放射線治療室には、速乾式擦式アルコール消毒剤を備え、患者に接する

前後に手指消毒を行う。 

(2) 表 1．の患者を撮影または検査、放射線治療をする時は、手袋、エプロン、ガウンやマスクなど

の個人防護具を着用し接触予防策を実施する。 

表 1．接触予防策を追加するケース 

① 排菌量が多く、排菌部分が覆えない耐性菌※１検出患者※２ 

② 病室で個室収容し、厳重な接触予防策を実施している患者※２ 

③ 疥癬、しらみなどの寄生虫を有している患者 

④ 感染性の強いウイルス※３を排出している患者 

※１ ＭＲＳＡ、ＶＲＥ、多剤耐性緑膿菌、ペニシリン耐性肺炎球菌、 

クロストリジウムディフィシル下痢症、など 

※２ ①喀痰が多い、もしくは気管切開し、痰から２＋以上排菌していること 

②便から排菌しており、下痢が頻回数であること 

③広範囲の創部を有し、排菌部位を覆えないこと 

④皮膚の落屑（らくせつ）が多く、菌が環境に容易に拡散すること 

※３ 流行性結膜炎、ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症など 

 

(3) 酸素が必要な場合は、マスクやカヌラは患者のつけて来たものを使用する。 

(4) 血液や嘔吐物などの体液が曝露する恐れがあるときは、機器・器具・撮影補助具などに体液が直

接触れないよう、ロールシーツやビニール、I・I カバーなど防水性のあるもので覆う。接触伝播の

危険性が高いときは、カセッテ・リスおよび補助器具などをビニールや防水シートで覆う。 

(5)  感染症患者の撮影や検査、放射線治療は、支障のない限りその日の最後に行うよう心がける。 
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(6) X 線装置や機器･器具・撮影補助具など患者が直接触れるものは、撮影前後または撮影終了後に

クリンキーパーで清拭する。 

(7) 感染症が後で判明したときは、医師および院内感染予防対策委員会と協議し対策を講じる。 

 

２）ポータブル X 線撮影時 

１）の(1)～(7)に準ずる。 

(１) 感染症患者の撮影は、原則その病棟内の最後に撮影する。 

(２) 飛沫感染および空気感染の危険があるときには、サージカルマスクまたは N95 マスクを着用する。 

(３) 風疹・流行性耳下腺、麻疹・水痘の患者は、感染力の低下後に撮影するのが望ましいが、急を要

する X 線撮影の場合はベッドサイドで実施し、免疫のあるスタッフが担当する。 

 

３）環境の整備 

(1) 多剤耐性菌など接触伝播する感染症患者の撮影後は、接触のあった環境（ドアノブ・撮影装置等） 

  を指定の消毒薬で清拭する。 

(2) 床やブッキーテーブルなどに血液が付着した場合、クリンキーパーで拭き取り後、アルコール清

拭する。 

(3) 日常、患者の触れる部位は、一日に一回以上クリンキーパーで清拭する。  
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部門別感染症対策 

       ２２．臨床検査部門 

１．基本原則 

 標準予防策の遵守。 

 患者に接する場合は、手洗いまたは速乾式擦式手指消毒を実施する。 

 飛沫、空気感染する感染症が判明している患者は、病室で検査する。 

 各診療科は、検査依頼時に接触・飛沫･空気感染する患者の感染情報を連絡する。 

 検査器機や検査室環境の中で、人の手が触れる箇所（ダイヤル、スイッチ、取っ手、ドア

ノブ、手すりなど）は、セーフキープまたはショードックで数回/日清拭する 

 

２．各検査における感染対策 

 

１）肺機能検査 

（１）全患者共通対策 

・ 患者ごとにフィルターを交換する。 

（２）飛沫･空気感染する感染症の場合 

・ 検査者は、適切なマスクを選択する(感染経路別予防策の項参照) 

・ 排菌中の結核患者は、原則として肺機能検査を行わないが、細菌検査室から喀痰塗沫検査で抗酸

菌陽性者の報告があった場合は当該患者が肺機能検査を行っていないか確認する。実施していた

場合は抗酸菌の種類に関係なく直ちに、肺機能検査の蛇腹を交換し中央材料室に洗浄・滅菌を依

頼する。 

・ 検査終了後に結核が判明した場合は、当該患者の肺機能検査後から蛇腹を交換するまでの期間に、

同じ蛇腹を使用した患者を抽出しリストを作成、院内感染予防対策委員会事務局へ提出する。 

・ 咳のある患者には、サージカルマスク装着を促す。 

 

２）肺機能検査以外の生理検査(心電図など) 

（１）接触感染する感染症患者の検査 

 ・ディスポシーツを使用し、ベットサイドで実施する。 

 ・患者に使用する電極は、可能な限りディスポーザブル電極を使用する。 

・患者と濃厚接触（抱きかかえるなど）が予測される場合は､ガウンやエプロンを着用する｡白衣が汚

染した場合には、白衣を交換する。 

（２）空気感染する感染症患者の検査 

 ・麻疹･水痘患者の場合、検査はできるだけ抗体保有者が担当する。保有者がいない場合は、N95 マ

スクを着用する。水痘患者に使用する電極は、可能な限りディスポーザブル電極を使用する。 
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（３）生理検査終了後の対応 

  接触感染する感染症患者の検査終了後 

① 接触があったコード類は、セーフキープまたはショードックで清拭する。 

② ディスポシーツ・枕カバーなどのリネン類は交換し、感染性廃棄物として処理する。 

③ 病室で検査した後は、退室時に接触があったコード類や機器表面をセーフキープまたはショード

ックで清拭する。 

 

            表１．生体検査における感染経路別対策表 

      接触感染 

(喀痰) 

接触感染 

(喀痰以外) 

飛沫感染 

 

空気感染 

（結核以外） 

空気感染 

（結核） 

 

 

肺機能検査 

･緊急以外は 1 日の

最後に検査をする。 

･患者に咳などがあ

れば、検査者はサー

ジカルマスクを装

着する。 

･緊急以外は 1 日の

最後に検査をする。 

･他の検査で出棟し

て来た場合は実施

する。 

 

検査延期 

 

 

 

検査延期 

 

 

 

検査しない 

 

 

 

 

 

肺機能 

以外の検査 

･緊急以外は 1 日の

最後に検査をする。 

･他の検査で出棟し

て来た場合は実施

する。 

･患者に咳などがあ

れば、検査者はサー

ジカルマスクを装

着する。 

･緊急以外は 1 日の

最後に検査をする。 

･他の検査で出棟し

て来た場合は実施

する。 

・排菌部位に応じ手

袋などの防護具を装

着する。 

･緊急以外は 1 日の

最後に検査をする。 

･他の検査で出棟し

て来た場合は実施

する。 

・排菌部位に関わら

ずサージカルマスク

などの防護具を装着

する。 

 

 

ベッドサイ

ド 

 

 

ベッドサイ

ド 
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部門別感染症対策 

２３．リハビリテーション部門 

 

1. 基本原則 

・リハビリテーションは、患者と医療者の身体接触が極めて多い診療行為であり、患者同士が同一フロ

アで混在しリハビリテーション器具などを共有する。このため、患者間あるいは、医療者から患者、

あるいは医療者自身への感染リスクが高い部門である。また、多病棟からの患者が交差するため、リ

ハビリ室内でアウトブレイクが起こると、全病棟的に広がる可能性がる。感染症の有無に関わらず標

準予防策を遵守することが最も重要である。 

＊詳細は病院感染対策マニュアル「1．標準予防策」の項を参照。 

・感染症が判明している患者、またはその疑いのある患者に対しては感染経路別予防策を追加する。 

＊詳細は病院感染対策マニュアル「2．感染経路別予防策」の項を参照。 

 

 

2. 感染経路別予防策実施患者の基本的対応 

1） 空気感染対策 

全例において往診とし、運動療法室や作業療法室、言語聴覚療法室では実施しない。 

 往診する場合は感染症室入室前に N95マスクを装着し、ユーザーシールチェックを毎回行ってから 

入室する。 

 

2） 飛沫感染対策 

全例において往診とし、運動療法室や作業療法室、言語聴覚療法室では実施しない。 

 往診する場合は患者にサージカルマスクを装着してもらい、リハビリスタッフもサージカルマスクを 

装着する。入室の前後では手指衛生を行う。 

 

3） 接触感染予防策 

表１の基準を参考に、周囲への病原体の拡散リスクを評価し往診が望ましいか判断する。表１に該

当する患者で、運動療法室、作業療法室及び言語聴覚療法室での実施が必要な場合は、主治医及び院

内感染予防対策委員会と協議してから開始する。 
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  表 1．往診が望ましいケース 

① 排菌量が多く、排菌部分が覆えない耐性菌※１検出患者※２ 

② 病室で個室収容し、厳重な接触予防策を実施している患者※２ 

③ 疥癬、しらみなどの寄生虫を有している患者 

④ 感染性の強いウイルス※３を排出している患者 

※１ ＭＲＳＡ、ＶＲＥ、多剤耐性緑膿菌、ペニシリン耐性肺炎球菌、 

クロストリジウムディフィシル下痢症、など 

※２ ①喀痰が多い、もしくは気管切開し、痰から２＋以上排菌していること 

②便から排菌しており、下痢が頻回数であること 

③広範囲の創部を有し、排菌部位を覆えないこと 

④皮膚の落屑（らくせつ）が多く、菌が環境に容易に拡散すること 

※３ 流行性結膜炎、ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症など 

 

 

4） 環境衛生 

表 2．リハビリテーション室の環境衛生 

感染症患者が使用した機器や用具 ・使用後にクリンキーパーで清拭する。 

感染症患者が使用したリネン類 ・使用後に交換する。 

不特定多数の手が触れる機会の多い 

医療機器 

・1日 1回以上クリンキーパーで清拭する。（平行棒、エ

ルゴメーター、作業台など） 

訓練用カーペット（運動療法室） 
・定期的にクリーニング（清掃業者にて 1 回/週）し、

清潔を保つ。 

ホットパック用バスタオル（物理療法室） ・患者毎に交換、洗濯し清潔を保つ。 

上肢用バイブラ 

・開放創のある患者へは使用しない。 

・使用日は 1日 1回使用後に清掃を行う。 

・定期的に（1回/月）消毒を行う。説明書通り 

流し台装置（作業療法室） 
・定期的に清掃し、排水口のつまりや乾燥、細菌の増殖

に注意する。 

車椅子用トイレ（Ｃ棟 3階） 
・定期的に清掃（清掃業者にて 1 回/日）し、排水口の

つまりや乾燥、細菌の増殖に注意する。 

 

 

3. 易感染症患者への対応 

・感染症患者との接触機会を減らすため、担当者は同一時間帯に感染症患者と他患者との平行実施を極

力避ける。 

・やむを得ず同一時間帯に実施しなければならない際は、患者の訓練室内での配置や実施順序に留意す

る。 

・身体的接触が多いため、担当者の手からの伝播だけでなく、白衣からの伝播にも留意する。 

・患者が使用する器具や用具、シーツなどのリネンを清潔に保つ。 

 

 
23－２ 

H24．10．１ 

H28.  8. 17 



                         院内感染対策マニュアル 

 

 

表 3．易感染症患者の感染予防対策 

患者対応 ・患者にサージカルマスク着用を促し、必要に応じてうがいや手洗いを指導する。 

・感染症患者との接触が少ない場所で待機して頂く。 

・終了後は、速やかに病棟に戻って頂く。 

注意点 ・担当者は、治療の前後に手洗いを中心とした標準予防策を実施する（実施方法の詳細は

「標準予防策」を参照）。 

・感染症患者との平行実施は行わない。やむを得ず同一時間帯に重なった場合は、一方を

往診するなどの対応策を選択する。 

 

表 4．運動療法室、作業療法室、言語聴覚室での感染対策まとめ 

実施前 患者待機 ・湿性生体物質が飛散する恐れのある咳嗽をしている患者にはサージカルマ

スクを装着してもらう。 

・咳症状のある患者には他患者（特に易感染患者）との距離をとり待機して

もらう。 

防護具 ・担当者は必要な防護具（サージカルマスク、手袋、フェイスシールド付き

マスク等）を着用する。 

実施中 注意点 ・理学療法、作業療法、言語聴覚療法で使用する器具は、清拭が容易なもの

を選択するなどの配慮をする。 

・複数の患者との平行実施は極力避ける。やむを得ず同一時間帯に実施する

場合、その場を離れる事態が発生した際は、その都度手指衛生を行う。 

実施後 患者待機 ・終了後は、速やかに病棟へ戻って頂く。 

・咳症状のある患者には他患者（特に易感染患者）との接触の少ない場所で

待機して頂く。 

防護具 ・担当者は、速やかにサージカルマスク、手袋等の防護具を廃棄し、手指衛

生を行う。 

環境 ・患者が使用した器具や用具を、クリンキーパーで清拭する。 
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インフルエンザ感染対策 

◆患者発生時の報告体制 

 ・リハビリ前にカルテ情報を確認 

・感染制御支援システムで監視 

→インフルエンザ発生の情報があった場合、すみやかに技師長に報告しスタッフ間で情報共有する。 

 

◆院内でインフルエンザ患者発生時の感染防止対策 

1. リハビリ室スタッフの感染対策 

1） サージカルマスクの装着。 

2） アルコール消毒による手指消毒を徹底する。 

3） ショードックスーパーによる高頻度接触面の環境消毒を１日２～３回、実施する。 

2. 患者指導（全員） 

1） 入退室時の手指消毒を指導する。 

2） リハビリ中に咳が出始めたときはサージカルマスクを着用させる。鼻汁、唾液に触れた手は 

手洗いを行う。 

3） リハビリ見学は可能な限り控えてもらう。やむを得ない場合は、見学者にサージカルマスクを 

購入し着用してもらう。 

3. 入院患者対応 

1） インフルエンザに罹患した患者のリハビリは中止とする。 

2） 発熱などかぜ症状がある場合には、インフルエンザが否定されるまでリハビリは中止する。 

3） 訓練室でリハビリを行う場合は、インフルエンザアウトブレイク病棟と未発生病棟の訓練時間 

を分けて実施する。 

4） ベッドサイドのリハビリ 

    インフルエンザ未発生病棟はリハスタッフに体調不良がない場合にのみ、サージカルマスクを 

装着し手指衛生を徹底しリハビリを実施する。アウトブレイク病棟では終息するまでリハビリを 

中止する。 

4. 外来患者対応 

   インフルエンザ流行時期に発熱などかぜ症状がなければ、マスク着用と入室・退室時に手指衛生

を徹底しリハビリを実施する。 

 

◆リハビリ再開基準 

インフルエンザと診断された患者は発症から５日間（当日は１日目とする）かつ、解熱して２日が経

過するまでの期間はリハビリを中止とする。 

基準を満たさない患者でも、ICT、病棟との連携によりリハビリ可能と判断された患者にはリハビリ

を実施する。また、免疫機能の低下が予測されるもの（高齢者、基礎疾患を有するもの）のリハビリ再

開に対しては担当医師に確認をする。 

 

平成 29年 1月 

別添 
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部門別感染症対策 

２４．人工透析部門 

 
１．透析室の感染管理の特徴 

透析患者は、長期にわたり体外循環を継続することになる。合併症も多彩であり、免疫低下や易感

染状態にある患者も多い。また、過去に貧血治療として行われた輸血による、HCV,HBV等の血中ウィ

ルス感染者も多い。血液飛散のリスクが高い処置を行う透析室は、これらの血中ウィルスによる、集

団感染の報告例が多い。 

 したがって、透析室における感染対策としては、標準予防策の徹底と、特に血液暴露による血液媒

介感染から患者、職員を守る対策が重要となる。また、職員の手や器具を介した、あるいは環境を介

した感染にも留意する必要がある。 

 

２．感染対策 

1） 手指衛生 

 速乾式手指消毒剤を、各入口、ナースステーションカウンター、汚物室内、汚物室出入口、

パソコン付近、点滴準備台、患者待合室に設置する。 

 ICU透析の場合の場合は ICUの速乾式手指消毒剤を使用する。 

 穿刺、止血、カテーテルへのアクセス前は手指衛生後に手袋を装着し、それらの処置の後は

手袋を外し、手指衛生を行う。 

 

2） 防護具 

 手袋 

以下のような血液・体液暴露のリスクがある処置・ケア時は手袋を装着する。また、汚染した

手袋でマンシェットや止血ベルト、カーテン、筆記用具、記録物、リネン、PCなどに触れない。 

穿刺時、透析開始時、終了時、片付け時、透析離脱時、再開時、トラブル対処時、

吸引時、排泄物の処理など 

 エプロン 

ディスポーザブルを使用。 

 サージカルマスク・ゴーグル 

穿刺、抜針、血液・体液が眼球や鼻腔口腔内に暴露する危険性があるとき装着する。 

 

3） 血流感染対策 

 シャント、グラフトにアクセスする時、透析用カテーテル挿入時には 1％クロルヘキシジン

AL綿棒または、ポピドンヨード綿棒のいずれかで行う。 

 内シャントの患者は穿刺前にシャント部を中心に流水と石鹸で洗浄する。 
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4） 環境の清掃 

 清掃業者は１日１回、毎夕、床の掃除をおこなう。 

 カーテンは通常 1回/6か月に交換し、汚染時にクリーニングを依頼する。 

 ベッドの周囲環境や透析機器は患者毎、ルビスタ○R で清拭する。 

 血液飛散・再出血等で床が汚染したときはルビスタ○R 、ディスポクロスガーゼで清拭する。 

 

5） 医療機器の清潔管理 

 患者用聴診器は看護師個人持ちとするとするが、患者使用ごとに消毒用エタノールで拭く。 

 カプラは透析液の結晶化による細菌繁殖防止のため、月１回温水で洗浄する。 

 透析機器、ベッドは１患者ごとにルビスタ○R 清拭する。 

 透析機器、セントラルコンソールは規定の手順に従って 1回/週洗浄、消毒する。 

 RO水は１年に 4回（1回/3か月）エンドトキシン検査を実施する。 

 透析液の培養は毎月実施する。 

 透析液の浸透圧、電解質は毎日検査する。 

 

6） リネン 

 リネン類は１週間に１回交換する。 

 汚染リネンは、その都度交換し、血液等で汚染したリネンはビニール袋に入れ洗濯に出す。 

 

7） 血液媒介病原体対策 

① 患者配置 

 個人用コンソールを使用する。 

 コンソール末端のベッドに HCV,HBV感染患者が配置された場合、隣に同じ感染症の患者を配

置する。もしくは HBVについては抗体陽性患者を配置する。 

 １部、２部とも同じベッドには同じ感染症患者を配置する。もしくは HBVについては抗体陽

性患者を配置する。 

② 穿刺時の注意 

 穿刺時は必ず手袋を着用する。 

 穿刺後、他の患者のケアを行うときは速乾式手指消毒剤による消毒、または手洗いをする。 

 穿刺針は直接針捨て容器に捨てる。 

 穿刺後刺入部は滅菌のインジェクションパッドで保護し、抜針の危険性がないよう十分注意

し絆創膏で固定する。 

③ 使用後の透析回路の処理 

 透析回路の処理時には必ず手袋を着用する。（未滅菌手袋で可） 

 使用後の回路は、血液がはねないように注意し、血液の飛散を防ぐため閉鎖回路にする。 

 使用後の回路は感染性廃棄物（非鋭利物）容器に入れる。 
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④ 注射、採血 

 点滴、注射、採血は基本的には回路のサンプルポートから行う。 

 注射液のバイアル、シリンジの患者同士の使いまわしはしない。 

 穿刺困難な患者を除き基本的には真空採血管を使用する。 

 検体を取り扱う時は必ず手袋を着用する。 

 

8） 感染経路別予防策 

① 空気感染対策 

 結核の場合、専門の病院へ転院が原則である。 

② 飛沫感染対策 

 患者にはサージカルマスクを着用してもらう。 

 担当の職員はもちろん、患者の１ｍ以内に近づくときは職員もサージカルマスクを着用する。 

 なるべく端のベッドを使用する。 

 使用後のベッドはルビスタ○R で拭く。 

 使用後のリネンは全て交換する。 

③ 接触感染対策 

 患者接触時はサージカルマスク、ディスポプラスチックエプロンを着用する。 

 患者接触前後は必ず手洗いをする。（速乾式手指消毒剤でもよい） 

 腎臓鉗子は患者間で使い回しをしない。 

 HCV,HBV、MRSA等の感染症を持つ患者に使用するステート、マンシェット、リネンはその患

者専用とする。 

 同一の感染症患者をコホート隔離する。 

 汚染した手袋のままカーテン・ユニホーム・ボールペンを触らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献：透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン 四訂版 2015 
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部門別感染症対策 

       ２５．外来部門 

 

1. 外来部門における感染防止の基本 

 

 ・外来部門は、未診断の潜在的感染症患者と、易感染患者などが集中して、混雑する部門である。 

 ・他患者･職員への二次感染を防止するために、標準予防策の遵守と、問診で感染症が疑わしい患者

（呼吸器症状、下痢、発熱、発疹、渡航歴など）のトリアージを行う。 

 ・救急処置中は針刺し・切創及び血液・体液曝露のリスクが高まるため、針刺し等に十分注意し安

全機能付き器材を使用する場合は正しく使用する。また、救急隊から外傷、吐血、下血などの情

報があれば、個人防護具（ビニールエプロンまたはガウン、手袋、マスク、ゴーグル）を装着し

曝露防止対策を実施する。 

・患者に、呼吸器感染症状や下痢などの症状がある場合は、あらかじめ申し出

てもらうようポスター等（右図）で掲示する。 

 申し出を受けた窓口担当者は、当該診療科看護師にその旨を伝達し、咳症状

のある患者へは、マスクの装着をお願いする。 

・「呼吸器衛生/咳エチケット（1-12 参照）」、手指衛生の遵守（職員、外来者と

も）、と環境整備を徹底する。 

 

           表１．外来で問題となる感染症と感染経路 

感染経路 感  染  症 

空気感染 結核、麻疹、水痘(特に小児科外来)、 

飛沫感染 マイコプラズマ肺炎、インフルエンザ、溶レン菌感染咽頭炎、ムンプス、風疹 

接触感染 感染性胃腸炎（ロタウイルス、ノロウイルス、O-157 など病原性大腸菌等） 

疥癬、流行性角結膜炎（アデノウイルスによる） 

血液による 

経皮的暴露 
B 型肝炎、C 型肝炎、AIDS 

 

 

2. 外来での感染症防止対策 

 

1） 空気感染対策 

① 結核が疑われる患者の診察について（成人の麻しん、水痘も同様） 

 内科外来第 2 処置室で行う。患者入室前に陰圧ボタンを押し、ドアを閉める。 

 患者はサージカルマスク装着後、第 2 処置室に入室していただき、医療従事者は N95

マスクを装着後に入室する。 

 診察後は 30 分間ドアを閉め陰圧のままにしておく（室内の空気の入れ替えに 30 分かか

るため）。 
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 3 日連続の喀痰培養の提出は、サージカルマスクを着けて直接内科処置室に提出してい

ただく。午前中の混雑時を避け午後 15：30 まで提出すること、可能ならば家人に届け

ていただくことについて説明する。 

 

② 小児の発疹、発熱など麻しん・水痘が疑われる場合 

 小児科外来第 3 診察室で待機してもらう。第 3 診察室が使用中の場合は車いすトイレ前

の長椅子で待機していただく。 

 免疫のある医療従事者が対応する。免疫がない場合は N95 マスクを装着する。 

 妊娠している医療従事者で、自己の免疫について不確かな場合は小児科外来勤務を避け

る。 

 

2） 飛沫感染対策 

① 有症者の呼吸器衛生/咳エチケットの徹底 

 通年を通して病院入口に咳エチケット啓発ポスターを掲示する。 

 咳のある患者を発見、または申し出があった場合はマスクを装着するよう説明する。 

 インフルエンザシーズン中に患者と接する職員は、サージカルマスクを正しく装着する。 

② 有熱者については外来患者と空間を分けて待機していただく。 

内科：内科外来奥のストレッチャー カーテン隔離 

小児科：第 3 診察室または車いすトイレ前の長椅子 

③ 小児科外来は、平日午後は易感染児の予約外来となり、交差感染防止のため感染症疑い患児

の診察は行わない。ただし 3 か月未満の乳児を除く。 

 

3） 接触感染対策 

① 水泡や浸出液のある傷がある場合は患部をガーゼ等で覆う。 

② 薬剤耐性菌が検出されている患者の外来処置時はビニールエプロン、手袋、マスク等適切な

個人防護具を装着する。 

③ 外来者の吐物を発見した場合はマニュアル 1-23 のフローに従い対応する。 

 

4） 血液・体液曝露対策 

① 救急処置で行う採血、血管確保などは血液・体液曝露リスクが高い。マニュアル 8-1 の針刺

し等防止対策を遵守する。 

② 外傷、吐血・下血患者など、血液曝露リスクが高いケースでは手袋、ビニールエプロン・ガ

ウン、マスク、ゴーグルを着用し曝露防止策を実施する。 

  

5） 患者に使用した器材の洗浄・消毒と環境整備 

① 体液に汚染されやすいストレッチャーにはあらかじめディスポシーツを使用する。 

② 診察後、患者に使用した医療機器、患者が触れた環境はクリーンキーパーで清拭する。 

③ 血液が付着した各種医療機器、環境については 1-14～を参照し適切に対応する。 
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病原体別感染症対策 

       ２６．ＭＲＳＡ 

1. MRSA（Methicillin-resistant Staphylococcus aureus：メチシリン耐性黄色ブドウ球菌） 

MRSA とは、メチシリンに耐性を示す黄色ブドウ菌を指す。MRSA は、通常、メチシリンのみな

らず、多くの抗菌薬に耐性を示す。黄色ブドウ球菌は通常皮膚や腸管内の常在菌であり、MRSA も

通常の感染防御能を有する人に対しては一般的に無害である。医療施設外で日常生活が可能な MRSA

保菌者の場合は、除菌のための抗菌薬投与は基本的には必要ない（表 1 参照）。しかし、易感染状態

の患者に感染した場合、各種の抗菌薬に抵抗性を示すため治療が難渋し重症化しやすい。 

 抗菌薬を使用しない長期療養型の施設においては、MRSA が黄色ブドウ球菌を凌いで優位に蔓延

する可能性は少ない。したがって、長期療養型の施設における MRSA への対策や対応は、急性期医

療施設における MRSA 対策と同じではない。 

 

 表１．検出材料で見る MRSA 保菌・感染の判別の目安 

検体 保菌・感染 備考 

血液 感染 血液は本来無菌の検体であり、血液からの菌検出は感染と考える。検体採取

時のコンタミネーションによる培養陽性に注意が必要。 

膿 多くは感染 開放創の場合は、MRSA の保菌(定着)もありうる。鏡検による好中球貧食像

で、起炎菌の推定が可能。 

喀痰 感染とは限らない 炎症所見があり、MRSA の優位な膿性痰で、ブドウ球菌好中球貧食像を認め

るときは感染を疑う。 

便 感染とは限らない 菌量が多く、下痢、及び炎症所見を認める場合は、感染症を疑う。 

尿 感染とは限らない 検体の採尿時、尿道カテーテルの汚染による培養陽性もありうる。10⁵コロ

ニー／ｍｌ以上は感染を疑う。 

鼻咽喉 多くは保菌  

 

2. 感染経路 

MRSA 自体に移動能力はなく、人の手指や医療器具を介して接触感染する。 

（乾燥表面上の生存期間：7 日～7 ヶ月） 

 

 

3. 感染防止対策 

MRSA 患者の対応は、標準予防策と接触予防対策を実施する。具体的には患者配置、個人防護具の 

使用、医療器具の専用化、高頻度接触表面の清掃の徹底などである。詳細は、接触予防策の項    

から    を参照。 
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1） MRSA 検出時の患者配置 

・ MRSA が検出された患者は、基本的には個室に収容することが望ましいが、個室収容できない

場合は表：2MRSA 拡散リスクと病室配置に基づき、患者配置を検討する。 

・ 病室前に必要な PPE（マスク、手袋、エプロン／ガウン、フェイスシールド）を設置する。PPE

は接触の程度により選択し、入室前に装着、退室前に病室内で外す。 

表２．MRSA 拡散リスクと病室配置 

拡散リスクと 

隔離対策 

 

 

ＭＲＳＡ 

検体材料と条件 

拡散リスク大 

個室収容 

拡散リスク中 

可能なら個室収容、個室

が空いてない場合は、 

４床室に集団隔離 

(最大収容 3 人まで) 

拡散リスク小 

可能なら個室収容、集団

隔離が望ましいが,不可

能ならば、多床室の収容

もやむをえない 

・皮膚 ・広範な熱傷 

・広範な皮膚欠損 

・広範な皮膚のびらん・水疱 

大量の落屑 

・褥瘡 

 ・被覆できる熱傷 

・被覆できる皮膚欠損 

・被覆できる皮膚の   

びらん・水疱 

・被覆できる褥瘡 

・痰・気管分泌物 ・激しい、頻繁な咳 

・気管挿管(開放式) 

・気管挿管(閉鎖式) ・咳がない 

・創 ・開放創 

・大量の排膿・浸出液 

・創洗浄処置の実施 

・開放式ドレナージ 

・少量の浸出液はあるが 

ガーゼ上層の汚染がない 

・閉鎖式ドレナージ 

・完全に上皮化した創 

・完全に被覆できる創 

・尿、便 ・大量の下痢便 

・ストーマあり 

・床上排泄 

・少量の下痢便、軟便 

・自力でトイレを使用し    

排泄可能だが、排泄後の 

確実な手洗いが困難 

・尿路カテーテル挿入 

・固形便 

・自力でトイレを使用して 

排泄可能、かつ、排泄後 

の確実な手洗いが可能 

・鼻腔 

・咽頭 

・口腔 

・激しい咳、くしゃみ ・流涎のある小児 ・咳・鼻汁がない成人 

・血液   ・血液からのみ検出されて

いる場合、拡散リスクは

低い 

・その他の患者条件 ・重症集中治療患者 

・日常生活上のケア量が多   

い 

・治療や感染対策に対する 

患者の協力が十分に得ら

れない場合(例：認知症、小

児、十分な手洗いができな

いなど) 

 ・ＡＤＬがベッド上に限ら

れている 

・治療や感染対策に対する 

 患者の協力が十分に得ら 

れる  
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・ 個室で接触予防策を受ける患者・家族は不安と不満の感情が大きい。患者を個室に移動する場

合は、下記［薬剤耐性菌検出に関する説明とお願い］に沿って説明し、患者・家族の理解と協

力を得る。 

 

薬剤耐性菌検出に関する説明とお願い 

今回、以下の薬剤耐性菌（抗菌薬の効きにくい細菌）が検出されました。新たに感染対策を要しますの

で、ご協力をお願いします。 

□メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）  □ESBL産生菌  □多剤耐性緑膿菌 

□多剤耐性アシネトバクター □メタロβラクタマーゼ産生菌  □その他 

これらの細菌は多くの抗菌薬が効きにくくなっていますが、通常の細菌と比べて病原性が高いというわ

けではありません。健康な人の中にも気道や腸管に保菌（ただ菌を持っている状態）している方もいらっ

しゃいます。ですから、菌が検出されたからといって必ずしも治療が必要なわけではなく、症状に応じて

効果のある抗菌薬を用いて治療を行います。 

しかし、病院には抵抗力の弱い入院患者が多く、これらの薬剤耐性菌が感染すると治療が難しい感染症

を引き起こすことがあります。そのため、病院内では薬剤耐性菌の拡大を防ぐ必要があります。 

薬剤耐性菌は、患者さん自身や患者さん周囲の環境・器具から、医療スタッフの手指を介し伝播がおこ

ります。医療スタッフはケアの際に、手袋やエプロン等を使用し、聴診器や血圧計などの器具の専用化、

使用器具の消毒、必要時は個室への移動をお願いすることがあります。 

手指衛生が重要なため、医療スタッフも十分心がけますが、患者さんご自身や付き添いの方も、他の方

と接触する際や部屋の出入りには流水と石けんによる手洗いやアルコール製剤による手指消毒をお願い

いたします。 

個室の場合でも、患者さんの状態が良ければ、部屋からの出入りはかまいません。 

これらの対策を行っても、本来のご病気の治療には全く支障はありません。またこれまでどおり個人情

報保護に努めます。 

  

2） MRSA に有効な消毒薬 

 MRSA を含む黄色ブドウ球菌はほぼすべての消毒薬が有効である。環境清掃や医療器具の清拭には当

院採用の環境クロスによる清拭を行う（マニュアル 1. 1-20～1-22 参照）。洗浄が可能な医療器具に関し

ても、マニュアル 1. 1-14～1-18 に準じて洗浄・消毒を行う。 

 

3） 患者私物の洗濯について 

・ 自宅へ持ち帰って洗濯する場合 

濃厚な湿性生体物質の汚染がない場合、患者リネンと家族のリネンを一緒に通常の洗濯を行なって 

よい。濃厚な汚染が考えられる場合は、塩素系漂白剤の使用、熱湯に 10 分程度浸す、天日干し、 

乾燥機にかける、アイロンをかけるなどの方法で除菌を薦める  

・ 家族・患者が、院内の洗濯機を利用して洗濯する場合 

塩素系漂白剤の使用を薦め、最後に乾燥機を使用し熱乾燥する。 
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4） シャワー・入浴について 

・拡散リスク小の患者では、シャワー・入浴の順番を制限しない。 

・拡散リスク中～大の患者では、シャワー・入浴はその日の最後に行い、使用後に清掃業者へ清掃を

依頼する。 

・熱傷患者、開放創、褥瘡のある患者のシャワー、入浴では浴室環境や備品が汚染するので、患者使

用ごとに、次亜塩素酸ナトリウム含有洗剤（一般市販製剤）でこすり洗いした後、熱い湯で洗い流

し可能な限り乾燥させる。 

 

5） ＭＲＳＡ感染症に対する連絡・届出体制 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

＊検査や治療のため、患者を他の診療科、放射線科などに紹介する場合はＭＲＳＡ患者であることを 

あらかじめ連絡する。 

 

6） 隔離解除基準 

MRSA が陰性化したと判断された場合，隔離の解除可能とする。 

「陰性化」とは，7 日間隔で少なくとも 3 回以上行われた培養検査で陰性が確認されると同時に， 

MRSA 拡散のリスク因子がなくなった状態を指す（リスク因子については 26‐2 表 1 を参照） 

リスク因子がなくなった状態の例を以下に示す。 

 

・ 抗菌薬の使用を中止した。 

・ MRSA検出部位の創・皮膚欠損部が完全に上皮化した。 

・ MRSAが検出されていた部位のデバイス（カテーテル，ドレーン類，チューブ等）が抜去された。 

・ 喀痰からMRSAが検出されていた患者の咳が治まった。 

・ 便からMRSAが検出されていた患者の下痢が治まった。 

 

MRSA の大量排菌があるにもかかわらず，個室隔離の継続が困難な場合は，コホーティング（MRSA

保菌/感染患者を同室とする）を行なう。 

 

 

 

細菌検査室 ＩＣＴ 主治医 
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電子カルテ患者掲示板

に「MRSA が新規に検

出されました。発生届

をＩＣＴに提出して下

さい。」メッセージを追

加する。 

電子カルテ文書作成か

ら「薬剤耐性菌発生届

（付録１）」を作成し、

感染 保菌判定後、 

ＩＣＴへ提出する。 

感染制御システムメイ

ンメニューから薬剤耐

性菌発生速報をチェッ

クする。 

発生届を受理したら電

子カルテ掲示板のメッ

セージを削除し、感染

制御システムに感染 

保菌の登録を行う。 
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7） 感染情報レポートの作成 

1 週間に 1 度、ＭＲＳＡ等薬剤耐性菌などの検出情報を週間感染情報レポートとして作成し、院内感

染予防対策委員長へ報告する。 

 

  ＭＲＳＡ 

参考文献 

・ 多剤耐性菌管理のためのＣＤＣガイドライン 2006 

・ 隔離予防策のためのＣＤＣガイドライン 2007 

・ 国立感染症研究所感染症情報 http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/ya/drug-resistance-bacteria/4

95-infectious-diseases/source/drug-resistance.html?layout=blog 
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病原体別感染症対策 

       ２７．薬剤耐性菌 

               

薬剤耐性菌の伝播経路は主に接触感染である。薬剤耐性が生じるメカニズムは、突然変異による場

合と、耐性遺伝子の獲得による場合がある。耐性遺伝子は菌種を超えて伝播するため、感染・保菌に

かかわらず、標準予防策＋接触予防策を徹底する。マニュアル 1－2－参照 

また、MDRP、MDRA、VRE は当院では検出されていない（2017 年 4 月現在）ため、2 剤耐性菌

が検出された時点で、3 剤耐性菌に準じた対応をとる。 

 

 

1. 多剤耐性緑膿菌(MDRP： multiple－drug resistant Pseudomonas aeruginosa) 

 多剤耐性緑膿菌(MDRP)とは、カルバペネム系、フルオロキノロン系、アミノグリコシド系の抗

菌薬に耐性を獲得した緑膿菌をさす。緑膿菌は日和見感染の起炎菌として問題になっているが、菌

体の周りに粘性に富んだ強力な保護膜（バイオフイルム）を形成し、複数の薬剤耐性獲得機構によ

って耐性を獲得する。MDRP は、緑膿菌感染症の“特効薬”として用いられてきたカルバペネム系、

フルオロキノロン系、アミノグリコシド系、その他の抗菌薬に耐性を示すため、感染症に至った場

合は、現存の抗菌薬では治療が困難になりやすい。           

 

【MDRP 感染対策のポイント】 

 個室に収容し接触予防策を徹底する。（マニュアル 2 参照） 

 病室前に面会制限の表示をし、病室前に必要な PPE（マスク、手袋、エプロン／ガウン、フェ

イスシールド）を設置する。 

＊PPE は接触の程度により選択し、入室前に装着、退室前に病室内で外す。 

接触の程度 具体的な処置、ケア 必要な PPE 

患者・環境への

接触なし 

モニターの観察、会話

など 

入室前後の手指衛生、患者からの飛沫の曝露が考

えられる場合はマスク着用 

患者・環境への

軽度な接触 

検温、点滴調整など 入室前後の手指衛生、手袋着用、患者からの飛沫

の曝露が考えられる場合はマスク着用 

患者・環境への

濃厚な接触 

体位変換、清拭、排泄

介助・おむつ交換、創

処置、吸引など 

入室前後の手指衛生、手袋、エプロン／ガウン着

用、患者からの飛沫の曝露が考えられる場合はマ

スク着用 

 尿器、蓄尿瓶、便器は、本人専用とする。 

 排泄、特に排尿関連の処置などが感染伝播のハイリスク手技であるため、尿廃棄時は容器にビ

ニール袋を被せ、ビニール袋のみ病室から持ち出し廃棄する。 

 緑膿菌は水を好む細菌であり病室の水回り環境は毎日洗浄剤で洗浄し乾燥状態を保つ。 

 他患者と共有する自動尿測器は使用しない。 
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 患者に使用した ME 機器は病室から出す前に表面をルビスタで清拭する。 

 全ての消毒薬が有効（0.01％次亜塩素酸ナトリウム 1 時間浸漬、アルコール等）であり、ベッ

トパンウォッシャーによる熱水消毒でもよい。 

 患者周囲環境に接触する場合も必ず手袋を着用し、病室の高頻度接触表面はルビスタで毎日 2

回清拭する。 

 清掃業者による日常清掃は最後に行う。清掃用具を専用にし、環境クロスをモップに挟み使い

捨てとする。 

 MDRP が検出された患者の回診や処置は入室する人数を制限し、接触の程度により PPE を適

切に着用し入室する。回診車は部屋に入れず、必要な物品のみ持ち込む。 

 レントゲンはポータブル撮影とし、カセッテはビニール袋で覆う。撮影後はカセッテ表面と機

器の持ち手やボタンなど技師が触れたところをルビスタで清拭する。レントゲン室で撮影する

場合は、撮影後に患者が触れた環境をルビスタで清拭する。 

 

【隔離対策解除基準】 

   MDRP が「陰性化」したと ICT が判断した場合、隔離対策を解除する。 

 「陰性化」とは 7 日間隔で少なくとも３回以上行われた培養検査で陰性を確認しかつ、拡散のリスク 

因子がなくなった状態とする。 

 

「拡散のリスク因子がなくなった状態」の例 

 抗菌薬を中止した 

 MDRP が検出されたデバイス（カテーテル、ドレーン、尿道カテーテルなど）が抜去された 

 喀痰から検出されていた患者の咳症状がなくなった 

 便から検出されていた患者の下痢が治まった 

 

 

2. 多剤耐性アシネトバクター（MDRA：multiple－drug resistant Acinetobacter） 

アシネトバクター属菌（以下、アシネトバクター）は、土壌、河川水など自然環境中からしばし

ば分離される環境菌である。緑膿菌などと同じグラム陰性桿菌であり、内毒素であるエンドトキシ

ンを産生するため、何らかの原因で、血流中に侵入するとエンドトキシンショックや多臓器不全な

どを誘発し、死亡することもある。 

多剤耐性アシネトバクターは、カルバペネム系、フルオロキノロン系、アミノグリコシド系の抗

菌薬全てに耐性を示す。一度発生すると病院環境内に広がりやすく、特に人工呼吸器のような湿度

の高い環境を好む一方で、乾燥した環境でも数週間以上生存できる。手洗いや器具の消毒が不完全 

であると、汚染された医療器具や医療従事者の手などを通じて、他の患者に伝播する。呼吸器感染

症をきたした場合は、そこから飛沫感染の形で伝播する可能性がある。 
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【MDRA 感染対策のポイント】 

 個室に収容し接触予防策を徹底する。（マニュアル 2 参照） 

 病室前に面会制限のポスターを掲示し、病室前に必要な PPE（マスク、手袋、エプロン／ガウ

ン、フェイスシールド）を設置する。 

＊PPE は接触の程度により選択し、入室前に装着、退室前に病室内で外す。 

接触の程度 具体的な処置、ケア 必要な PPE 

患者・環境への

接触なし 

モニターの観察、会話

など 

入室前後の手指衛生、患者からの飛沫の曝露が考

えられる場合はマスク着用 

患者・環境への

軽度な接触 

検温、点滴調整など 入室前後の手指衛生、手袋着用、患者からの飛沫

の曝露が考えられる場合はマスク着用 

患者・環境への

濃厚な接触 

体位変換、清拭、排泄

介助・おむつ交換、創

処置、吸引など 

入室前後の手指衛生、手袋、エプロン／ガウン着

用、患者からの飛沫の曝露が考えられる場合はマ

スク着用 

 アシネトバクターは水を好む細菌であり病室の水回り環境は毎日洗浄剤で洗浄し乾燥状態を

保つ。 

 アシネトバクターは乾燥した環境でも長期間生き延びる菌であり、皮膚やプラスチック、ガラ

スへ付着性が強い。 

 人工呼吸器、除細動器といった医療機器関連処置などが感染伝播ハイリスク手技になるため、

吸引などの処置時は個人防護具を適切に着用する。 

 排泄、特に排尿関連の処置などが感染伝播のハイリスク手技であるため、尿廃棄時は容器にビ

ニール袋を被せ、ビニール袋のみ病室から持ち出し廃棄する。 

 他患者と共有する自動尿測器は使用しない。 

 患者に使用した ME 機器は病室から出す前に表面をルビスタで清拭する。 

 全ての消毒薬が有効（0.01％次亜塩素酸ナトリウム 1 時間浸漬、アルコール等）であり、ベッ

トパンウォッシャーによる熱水消毒でもよい。 

 患者周囲環境に接触する場合も必ず手袋を着用し、病室の高頻度接触表面はルビスタで毎日 2

回清拭する。 

 清掃業者による日常清掃は最後に行う。清掃用具を専用にし、環境クロスをモップに挟み使い

捨てとする。 

 MDRA が検出された患者の回診や処置は入室する人数を制限し、接触の程度により PPE を適

切に着用し入室する。回診車は部屋に入れず、必要な物品のみ持ち込む。 

 レントゲンはポータブル撮影とし、カセッテはビニール袋で覆う。撮影後はカセッテ表面と機

器の持ち手やボタンなど技師が触れたところをルビスタで清拭する。レントゲン室で撮影する

場合は、撮影後に患者が触れた環境をルビスタで清拭する。 
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【隔離対策解除基準】 

MDRA の「陰性化」に関した明確な基準はない。定期的（7 日間隔）な監視培養の結果と拡散リ 

スクから ICT が隔離対策解除を判断する。 

   

「拡散のリスク因子がなくなった状態」の例 

 抗菌薬を中止した 

 MDRA が検出されたデバイス（カテーテル、ドレーン、尿道カテーテルなど）が抜去された 

 喀痰から検出されていた患者の咳症状がなくなった 

 便から検出されていた患者の下痢が治まった 

 

 

3. バンコマイシン耐性腸球菌（Vancomycin resistant enterococcus spp：VRE） 

Enterococcus(腸球菌)は、健常人の腸管に常在するグラム陽性球菌で、数種類の菌種が散在す

る。ヒトの臨床検体から分離されるのは、主に、E.faecalis、E.faecium、E.avium である。VRE

は、バンコマイシン耐性を獲得した Enterococcus で、多くは保菌状態にとどまり無症状の場合が

多いが、日和見感染を起こすと重症感染症に発展しやすい。耐性遺伝子型により vanA、vanB、vanC

など 5 つのタイプに分けられるが、このうち臨床上重要視されるのは、vanA、vanB である。これ

らの遺伝子は、耐性プラスミドの接合という方法を取りながら、他の菌に容易に伝播するといわれ

ている。 

 

【VRE 感染対策のポイント】 

 個室（可能であれば室内トイレのある個室）に収容する。 

 病室前に面会制限中のポスターを掲示し、病室前に必要な PPE（マスク、手袋、エプロン／ガ

ウン、フェイスシールド）を設置する。 

＊PPE は接触の程度により選択し、入室前に装着、退室前に病室内で外す。 

接触の程度 具体的な処置、ケア 必要な PPE 

患者・環境への

接触なし 

モニターの観察、会話

など 

入室前後の手指衛生、患者からの飛沫の暴露が考

えられる場合はマスク着用 

患者・環境への

軽度な接触 

検温、点滴調整など 入室前後の手指衛生、手袋着用、患者からの飛沫

の暴露が考えられる場合はマスク着用 

患者・環境への

濃厚な接触 

体位変換、清拭、排泄

介助・おむつ交換、創

処置、吸引など 

入室前後の手指衛生、手袋、エプロン／ガウン着

用、患者からの飛沫の暴露が考えられる場合はマ

スク着用 

 

 排泄介助や汚物処理手技が感染伝播ハイリスクとなるため、接触予防策を徹底する。 

 患者周囲環境に接触する場合も必ず手袋を着用し、病室の高頻度接触表面はルビスタで 1 日 2

回以上清掃する。 
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 清掃業者による日常清掃は最後に行う。清掃用具を専用にし、環境クロスをモップに挟み使い

捨てとする。最後に室内のトイレを清掃する。 

 全ての消毒薬が有効（0.05％次亜塩素酸ナトリウム 30 分浸漬、アルコール等）であり、また

はベットパンウォッシャーによる熱水消毒でもよい。 

 VRE が検出された患者の回診や処置は入室する人数を制限し、接触の程度により PPE を適切

に着用し入室する。回診車は部屋に入れず、必要な物品のみ持ち込む。 

 レントゲンはポータブル撮影とし、カセッテはビニール袋で覆う。撮影後はカセッテ表面と機

器の持ち手やボタンなど技師が触れたところをルビスタで清拭する。レントゲン室で撮影する

場合は、撮影後に患者が触れた環境をルビスタで清拭する。 

 

【隔離対策解除基準】 

VRE が「陰性化」したと ICT が判断した場合、隔離対策を解除する。 

 「陰性化」とは 7 日間隔で少なくとも３回以上行われた培養検査で陰性を確認しかつ、拡散のリスク 

因子がなくなった状態とする。 

 

「拡散のリスク因子がなくなった状態」の例 

 抗菌薬を中止した 

 VRE が検出されたデバイス（カテーテル、ドレーン、尿道カテーテルなど）が抜去された 

 喀痰から検出されていた患者の咳症状がなくなった 

 便から検出されていた患者の下痢が治まった 

 

 

4. カルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE：Carbapenem-resistant enterobacteriaceae） 

CRE 感染症は、メロペネムなどのカルバペネム系抗菌薬および広域β-ラクタム剤に対して耐性

を示す大腸菌（Escherichia coli）や肺炎桿菌（Klebsiella pneumoniae）などの腸内細菌科細菌に

よる感染症の総称である。広域β-ラクタム剤以外にも他の複数の系統の薬剤にも耐性であることが

多いこと、カルバペネム耐性遺伝子がプラスミドの伝達により複数の菌種に拡散していくことなど

により臨床的にも疫学的にも重要な薬剤耐性菌として、国際的に警戒感が高まっている。 

 

【CRE 感染対策のポイント】 

 可能ならば個室に収容し、接触予防策を徹底する。 

 拡散リスクを評価し（マニュアル 26 表 2 参照）拡散リスクが少なく、患者の ADL が自立し、

手洗いなどの衛生行動ができる患者の場合は多床室への収容も可とする。 

 多床室に収容する場合は隣の患者ゾーンと 1ｍ以上距離をとる。呼吸器症状がある場合はベッ

ト間をカーテンで仕切り飛沫感染対策をとる。 

 全ての消毒薬が有効（0.01％次亜塩素酸ナトリウム 1 時間浸漬、アルコール等）であり、また

はベットパンウォッシャーによる熱水消毒でもよい。 
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 病室の高頻度接触表面(洗面台やトイレを含む)は、ルビスタで毎日 2 回清拭する。 

 CRE が検出された患者の回診や処置は入室する人数を制限し、接触の程度により PPE を適切

に着用し入室する。回診車は部屋に入れず、必要な物品のみ持ち込む。 

 レントゲンはポータブル撮影とし、カセッテはビニール袋で覆う。撮影後はカセッテ表面と機

器の持ち手やボタンなど技師が触れたところをルビスタで清拭する。レントゲン室で撮影する

場合は、撮影後に患者が触れた環境をルビスタで清拭する。 

 

【隔離対策解除基準】 

CRE が「陰性化」したと ICT が判断した場合、隔離対策を解除する。 

 「陰性化」とは 7 日間隔で少なくとも３回以上行われた培養検査で陰性を確認しかつ、拡散のリスク 

因子がなくなった状態とする。 

 

「拡散のリスク因子がなくなった状態」の例 

 抗菌薬を中止した 

 CRE が検出されたデバイス（カテーテル、ドレーン、尿道カテーテルなど）が抜去された 

 喀痰から検出されていた患者の咳症状がなくなった 

 便から検出されていた患者の下痢が治まった 

 

 

5. ESBL（Extended-Spectrum β－Lactamase）産生菌 

 ESBL は基質特異性拡張型βラクタマーゼ（extended-spectrum β-lactamase）の略称で、ペニ

シリンなどのβ-ラクタム環を持つ抗生物質を分解する酵素である。このβ-ラクタマーゼが突然変

異により分解可能な薬剤の種類を広げ、第三世代のセフェム系をも分解するβ-ラクタマーゼを産生

するようになったものを ESBL という。ESBL 産生菌は、肺炎桿菌（Klebsiella pneumoniae）、大

腸菌(E.coli)、セラチア、エンテロバクターなどの腸内細菌科が中心であるが、ESBL 産生遺伝子は、 

同菌種間はもとより、肺炎桿菌から大腸菌というように、腸内細菌科の異なる菌種間に伝達される。 

このため、最近では Serratia marcessense 、 Enterobacter cloacae 、 Proteus mirabiris など 

多菌種に広がってきており、この菌種は今後さらに増えてくる傾向にある。 

 

【ESBL 産生菌の感染対策ポイント】 

 可能ならば個室に収容し、接触予防策を徹底する。 

 拡散リスクを評価し（マニュアル 26 表 2 参照）拡散リスクが少なく、患者の ADL が自立し、

手洗いなどの衛生行動ができる患者の場合は多床室への収容も可とする。 

 多床室に収容する場合は隣の患者ゾーンと 1ｍ以上距離をとる。呼吸器症状がある場合はベッ

ト間をカーテンで仕切り飛沫感染対策をとる。 

 全ての消毒薬が有効（0.01％次亜塩素酸ナトリウム 1 時間浸漬、アルコール等）であり、また

はベットパンウォッシャーによる熱水消毒でもよい。 
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 病室の高頻度接触表面(洗面台やトイレを含む)は、ルビスタで毎日 2 回清拭する。 

 ESBL 産生菌が検出された患者の回診や処置は入室する人数を制限し、接触の程度により PPE

を適切に着用し入室する。回診車は部屋に入れず、必要な物品のみ持ち込む。 

 レントゲンはポータブル撮影とし、カセッテはビニール袋で覆う。撮影後はカセッテ表面と機

器の持ち手やボタンなど技師が触れたところをルビスタで清拭する。レントゲン室で撮影する

場合は、撮影後に患者が触れた環境をルビスタで清拭する。 

 

【隔離対策解除基準】 

ESBL 産生菌が「陰性化」したと ICT が判断した場合、隔離対策を解除する。 

 「陰性化」とは 7 日間隔で少なくとも３回以上行われた培養検査で陰性を確認しかつ、拡散のリスク 

因子がなくなった状態とする。 

 

「拡散のリスク因子がなくなった状態」の例 

 抗菌薬を中止した 

 ESBL 産生菌が検出されたデバイス（カテーテル、ドレーン、尿道カテーテルなど）が 

抜去された 

 喀痰から検出されていた患者の咳症状がなくなった 

 便から検出されていた患者の下痢が治まった 

 

 

6. ペニシリン耐性肺炎球菌（PRSP：penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae） 

肺炎球菌や化膿連鎖球菌などグラム陽性球菌に有効な抗生物質であるペニシリンに耐性を獲得

した肺炎球菌である。PRSP の病原性は、肺炎球菌と同等であり健常者の口腔などに定着していて

も、通常は無症状であるが、咽頭炎や扁桃炎などの炎症が発生した場合には、炎症部位で菌が増殖 

し感染症状を呈することが多い。また、乳幼児の化膿性髄膜炎や小児の中耳炎、肺炎、高齢者の肺

炎などの原因菌となる。 

PRSP が口腔や鼻腔から分離されたのみで、感染症の症状を呈さない、いわゆる保菌と判断され

る症例に対しては、除菌目的の抗菌薬投与や隔離は行わない。敗血症や髄膜炎、肺炎、術創感染症

などの重症感染症の患者の治療には、感受性が期待できる抗菌薬の投与が必須である。 

 【PRSP の感染対策のポイント】 

 患者は多床室収容でも可能だが、排菌者と免疫抑制状態の高齢者などハイリスク患者と同室に

しない。 

 感染者に呼吸器症状がある場合は飛沫感染対策をとる。 

 感染・発病予防法として、肺炎球菌多価ワクチン（ニューモバックス○Ｒ、プレベナー13○Ｒ）が

認可されている。 
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7. アンピシリン耐性インフルエンザ菌（BLPAR 、BLNAR） 

インフルエンザ菌はパスツレラ科のグラム陰性菌であり、呼吸器感染、耳鼻咽喉科領域感染を 

起因することがあり、時に肺炎、菌血症、髄膜炎を起因することもある。特にｂ型インフルエンザ 

菌は侵襲性が高く、血液や髄液など本来無菌的な部位から細菌が分離される場合があり、一般的に 

重症例が多い（侵襲型）。 

もともとインフルエンザ桿菌にはアンピシリンが有効であったが、抗菌薬の普及とともに、β-

ラクタマーゼを産生しアンピシリンへの耐性を獲得した株（BLPAR）や、β-ラクタマーゼを産生

せず、ペニシリン結合タンパクそのものが変異したアンピシリン耐性株 (BLNAR) も出現した。

これは、アンピシリンはもとより、第二世代セフェム系薬にも耐性であり、セフォタキシムなどの

第三世代セフェム系薬が有効である。 

インフルエンザ桿菌 
ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 

(ABPC) 

ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ･ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑ 

(ABPC/SBT) 
ｾﾌｫﾀｷｼﾑ(CTX) 

βラクタマーゼ産生 

アンピシリン耐性 

(BLPAR) 
× ○ ○ 

βラクタマーゼ非産生 

アンピシリン耐性 

(BLNAR) 

× × ○ 

•ＢＬＰＡＲ(β-lactamase positive ampicillin resistance) 

•ＢＬＮＡＲ(β-lactamase negative ampicillin resistance) 

 

【インフルエンザ菌の感染対策のポイント】 

 侵襲型 B 型インフルエンザ菌や小児の場合には飛沫予防策を追加する。 

 飛沫予防策においては、感染症例を個室に隔離するか、または、多床室でベッド間の間隔を 2m

以上開け、カーテンで区切るなどのベッド配置を行う。 

 

 

8. クロストリジウム・ディフィシル関連疾患（CDAD:C. difficile associated disease） 

   クロストリジウム･ディフィシルは、嫌気性グラム陽性桿菌で大腸の常在菌の一種。芽胞を形

成し、環境に長期生存する。ToxinA、ToxinB の 2 種類の外毒素を産生し、抗生剤投与による菌交

代現象により偽膜性腸炎を惹起する。症状は、抗菌薬使用後の激しい下痢、腹痛、発熱などであ

る。感染経路は糞口接触感染。患者から他の患者へ、汚染された医療者の手、汚染された環境･医

療器具などより経口的に感染する。 

CDAD が疑われるときは、CD チェック検査を行う。CD チェックではトキシン A/B と、CD 抗

原の迅速判定が可能であるが、結果の解釈には検査キットの感度・特異度を考慮する。 

検査結果 判定・解釈 

トキシン（＋） 

抗原（＋） 

CD トキシンを産生する Clostridium difficile 菌が存在する 

トキシン（－） 

抗原（＋） 

Clostridium difficile は存在しているが CD トキシンは産生していない。しかし、

検査の感度の問題で検出されないだけの場合もあるため、臨床症状や抗菌薬使用

歴を考慮し判断する。 

トキシン（－） 

抗原（－） 

CD トキシンを産生する Clostridium difficile 菌が存在する可能性が低い。 
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【CDAD 感染対策のポイント】 

 Clostridium difficile は、手指消毒に用いるアルコールでは芽胞が殺滅できないため、流水下

の手洗いで、物理的に菌を洗い流す。 

 CDAD に対する感染予防策の要点。 

① CDAD 患者の迅速な診断 

② 個室隔離を含めた下痢患者に対する標準感染予防策および接触感染予防策の徹底 

③ 経口用バンコマイシン、メトロニダゾールによる的確な治療    

 

隔離 個室収容が望ましいが、多床室への収容もケースによって可能である。 

＊多床室への収容が可能な条件 

患者のＡＤＬが自立し、感染対策への理解が得られ、衛生行動が遵守できる

場合。 

トイレ 個室収容の場合はポータブルトイレを使用する。 

多床室収容の場合、共同トイレの１室を患者専用とする。専用化が困難な場

合は、排便ごとに高頻度接触表面をルビスタで清拭する。排泄が自立してい

る患者へは使用方法について指導する。 

＊指導内容 

患者用トイレにルビスタと感染性ゴミ箱（小）を設置し、トイレ使用後は便

座、排水レバー、ドアノブをルビスタで清拭する。 

トイレの後は流水と石鹸で手洗いを行う。 

環境整備 病室の環境整備にはルビスタを使用する。高頻度接触表面を 2 回/以上清拭

する。 

医療器具の消毒 0.05～0.1%次亜塩素酸ナトリウム 30 分浸漬、またはベットパンウォッシャ

ーによる熱水消毒を行う。アルコールは無効である。 

便・吐物の処理 エプロン（ガウン）、マスク、手袋を装着し行う。 

回診や処置 入室する人数を制限し、接触の程度により PPE を適切に着用し入室する。

回診車は部屋に入れず、必要な物品のみ持ち込む。 

レントゲン撮影 ポータブルの場合はカセッテをビニール袋で覆う。撮影後はカセッテ表面と

機器の持ち手やボタンなど技師が触れたところをルビスタで清拭する。レン

トゲン室で撮影する場合は、撮影後に患者が触れた環境をルビスタで清拭す

る。 

リネンの取り扱い 通常の感染性リネンの取り扱いに準じる。ビニール袋に密閉し運搬する。 

入浴・シャワー 下痢症状が治まったらシャワー浴は可とするが、入浴は避ける。 

使用後は浴室清掃を依頼し、熱いお湯で全体を流す。 

食事 ディスポ食器依頼は不要である。 
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【隔離対策解除基準】 

 有効な治療（バンコマイシンまたはメトロニダゾールの内服）が開始され、かつ下痢が改善 

かつ抗菌薬の使用がない場合、隔離対策を解除可とする。 

 隔離解除判定のための CD チェックは不要である。 

 治療終了後に下痢が再発した場合は CDAD の再燃と判断する。 

 

 

9. 情報共有と薬剤耐性菌発生届の提出 

院内で薬剤耐性菌が検出された場合 ICT は、電子カルテ患者掲示板と診療録に検出情報を記載し、

職員間で情報を共有するとともに、感染対策の状況を確認する。主治医は直ちに「感染」「保菌」

の判定を行い、薬剤耐性菌発生届を ICT に提出する。また各病棟は、感染制御支援システム病棟マ

ップを活用し、病棟内全体の検出状況を把握し、スタッフ間で情報を共有する。 
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 日本環境感染学会 多剤耐性グラム陰性菌感染制御のためのポジションペーパー 第 1版 日本環境

感染学会 多剤耐性菌感染制御委員会 編 2011 年 

 医療環境における多剤耐性アシネトバクター・バウマニ伝搬防止のためのガイド APIC エリミネ
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病原体別感染症対策 

      ２８．インフルエンザ 

 

１． インフルエンザウイルスのウイルス学的性状と病原性 

 直径約 100nm のエンベローブをもつウイルスで、環境中では数時間で失活する。症状は過激な

発熱（高熱がでない場合もある）、関節痛、倦怠感などの全身症状が特徴で、普通感冒様症状を伴

う。乳幼児では脳炎・脳症を発症し死亡する場合がある。 

 

２． 伝播様式 

   感染者の咳、くしゃみによる飛沫感染であるが、小粒子エアロゾルの吸入による飛沫核感染（空

気感染）も起こりうる。また、ウイルスに汚染された環境に接触して感染（間接的接触感染）す

る場合もある。 

 

３． 消毒方法 

 消毒用エタノールが有効。手洗いは石けんと流水で十分に行うか速乾式の手指消毒剤で消毒する。 

 

４． 患者の対応について 

 患者が発生した場合は、可能な限り個室管理、カーテン隔離もしくはコホート管理（集団隔離）

する。職員は飛沫感染予防策を徹底する必要がある。病室に入るときはサージカルマスクを着用す

る。エアロゾルが発生する可能性のある処置（気管挿管や気管支鏡など）を行う時には、N95 マ

スク、飛沫を浴びる可能性がある場合は、程度によりシールド付マスク、ディスポーザブルガウン・

エプロン、手袋を追加し着用する。退室するときは速乾式の手指消毒を行う。職員が勤務中にイン

フルエンザ様症状を自覚した場合は、サージカルマスクを着用し、医療機関を受診する。 

 

５． アウトブレイク時の対応について 

1） インフルエンザアウトブレイクの定義 

「2～3日の期間で 1フロアまたは 1部門において 2名以上（患者・職員を問わず）のインフルエ

ンザ様症状（咳、発熱の持続）を確認し、うち 1 名でも迅速検査陽性者の発生」をアウトブレイ

クと定義する。インフルエンザによる入院（診断確定後の入院）の症例は含まない。 

 

2） アウトブレイク時の対応 

① 病棟スタッフはマスク装着・手指衛生を徹底する。 

② 面会制限について 

 アウトブレイク病棟の面会を制限する。 

 アウトブレイクの病棟が 3箇所以上となる場合、病院全体の面会制限を実施する。 
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 面会制限実施中のポスターを設置する。 

（正面玄関・第 2駐車場入り口・エレベーター内・病棟入口・外来電光掲示板） 

病棟入口にパイロンとバーを設置する。 

受付⑧、電話交換担当者へ面会制限となった旨を連絡する。 

 面会制限の解除について 

アウトブレイクの終焉（6．アウトブレイクの終焉の定義参照）を確認後、制限を解除する。 

ただし、市中の流行状況を考慮し解除についてＩＣＴで判断する。 

 

3） 予定入院患者の調整 

手術・化学療法目的の予定入院患者の受け入れについては、可否を主治医と検討する。 

 

4） アウトブレイク病棟から他の病棟への患者の移動を制限する。 

 

5） 接触者への抗インフルエンザ薬の予防投与の検討  

可能であれば初発患者の発症から 12〜24 時間以内に、抗インフルエンザ薬の予防投与について

説明後、内服・吸入を開始する。表１）抗インフルエンザ薬の概要参照 

患者 

 病棟内の患者にインフルエンザ様症状（咳、発熱の持続）患者、迅速検査陽性者発生時 

（インフルエンザと判明してからの入院患者は含まない）初発患者の同室者への予防投与につ

いては主治医が判断する。 

 同室者以外で希望される患者の場合は自己負担とする。 

 2～3日の間に発症者が多数発生した場合、フロア全体の投与については病棟長と主治医、ＩＣＴ

で協議する。 

職員 

 同一フロアまたは病棟内での接触があっても原則職員への予防投与は行わず、1 週間のマスク

装着と手指衛生を徹底する。自宅でインフルエンザの家族との接触があった場合もマスクの装

着と手指衛生を徹底する。発熱などの症状が出現した場合は早期に医療機関を受診する。 

 2～3日の期間に、同一フロアまたは病棟内で複数の職員に発生がみられた場合は、感染経路を

問わず予防投与についてＩＣＴが検討する。費用は病院負担とする。 

 あくまでも院内感染防止のための対策であり、個人のインフルエンザ罹患者との接触について

は適応に含まない。接触歴があり、インフルエンザ症状が現れた場合は医療機関を受診する。 

 予防投与中にインフルエンザ症状があり、医療機関でインフルエンザの診断を受けた場合は、

予防投与薬は病院に返納し、別に抗インフルエンザ薬を処方してもらう。 

 予防投与期間を超過、あるいは当該部署がアウトブレイク終焉と判断された場合は予防投与を

終了し、残薬を病院へ返納する。（飲み忘れ分も含めて） 
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＜費用について＞ 

インフルエンザの予防投与は自費となる（保険請求の適応がない）ため、主治医が治療上予防投与

が必要と判断した場合、または、院内感染予防対策委員会が、感染対策上予防投与が必要と判断し 

た場合は病院負担とする。そのための予算を確保する。 

（患者分は医事経営係 職員分は総務課庶務係） 

表 1）抗インフルエンザ薬の概要 

一般名 

（製品名） 

治療における 

用量・用法 

予防投与の 

用量・用法 

備考 

ザナミビル 

（リレンザ） 

1回10ｍｇ吸入 

1日2回吸入5日間 

1回10ｍｇ吸入 

1日1回吸入 

7～10日間 

治療の場合、5日間の吸入

を励行する 

慎重投与：乳製品にアレル

ギーのある患者 

オセルタミビル 

（タミフル） 

1回75ｍｇ内服 

1日2回、5日間 

1回75ｍｇ内服 

1日1回 

7～10日間 

治療の場合、5日間の内服

を励行する 

小児：体重37.5ｋｇ以上

の小児のみ 

ペラミビル 

（ラピアクタ） 

1回300ｍｇ点滴静注

（15分以上かけて） 

1日1回単回投与 

予防投与の適応なし 重症化が予想される場合

は倍量・複数回投与も可 

ラニナミビル 

（イナビル） 

1回40ｍｇ吸入 

1日1回単回投与 

1回20ｍｇ吸入 

1日1回2日間投与 

吸入指導が重要 

慎重投与：乳製品にアレル

ギーのある患者 

社団法人日本感染症学会提言2012～インフルエンザ病院内感染対策の考え方について～（高齢者施設を含めて） 

 

６． アウトブレイクの終焉の定義 

一番近いインフルエンザ感染症例が治癒した以降に、潜伏期間の 2 倍の日数（4～6 日間）が経過し

ても新たな感染症例（インフルエンザ診断確定の入院は含まない）が確認されなければアウトブレイク

の終焉とする。 

 

７． 職員の就業制限について 

インフルエンザと診断された職員は発症から 5日間（当日は 1日目とする）かつ、解熱して 2日が経

過するまでの期間は就業制限（特別休暇）とする。診断書は不要であるが、抗インフルエンザ薬の薬袋、

検査結果のコピー等、証明できるものを特別休暇用紙に添付すること。 

復職したら、電子カルテ 感染制御システム－多目的サーベイランスから、罹患状況を入力する。 

 

参考文献 

1. 小林寛伊、菅原えりさ、竹内千恵、佐々木昌茂、吉田理香、黒須一見. 

一般的アウトブレイク発生時の特定方法ならびに原因追求に関する指針案の作成 

－中小病院における主な病院感染症アウトブレイクの迅速特定－ 

Quick Identification of Outbreaks. Journal of Healthcareassociated Infection 2010; 1: 35-39. 

2. 社団法人日本感染症学会提言 2012～インフルエンザ病院内感染対策の考え方について～（高齢者施設を含めて） 
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＜説明書＞ 

抗インフルエンザ薬の予防投与について 

 

【インフルエンザとは】 

 毎年流行し発熱、関節痛、倦怠感を主な全身症状とする感染症です。 

 

【抗インフルエンザ薬について】 

 インフルエンザの治療または、予防のために投与される薬です。インフルエンザ A 型、B 型の

どちらにも有効であるとされています。 

 

【インフルエンザ予防方法】 

タミフル1日1カプセル 10日間投与 

リレンザ1回10ｍｇ吸入1日1回吸入 7～10日間投与 

イナビル1回20ｍｇ吸入1日1回吸入 2日間投与 

 

【副作用】 

 タミフル リレンザ イナビル 

過敏症 発疹 発疹 蕁麻疹 

消化器症状 下痢、悪心、嘔吐、腹痛 下痢、悪心、嘔吐 下痢、胃腸炎、悪心、嘔吐、

腹痛、口内炎 

精神神経系 めまい、頭痛、不眠症、  めまい、頭痛 

肝臓 ALT上昇  ALT上昇 

AST上昇 

γ-ＧTP上昇 

腎臓・泌尿器 蛋白尿  蛋白尿 

＊副作用に追加し患者・家族に対し説明を行う（添付文書より抜粋） 

因果関係は不明であるものの、未成年者の服用後に、異常行動等の精神神経症状を発現した例が報告

されている。小児・未成年者については異常行動による転落等の事故を防止するため、本剤投与後に 

（１）異常行動の発現のおそれがあること、（2）自宅において療養を行う場合、少なくとも 2 日間、

保護者等は小児・未成年者が一人にならないように配慮すること。 

 

【抗インフルエンザ薬の予防投与のおすすめ】 

現在、当病棟ではインフルエンザが多数発症しており、診療上または感染対策上、抗インフル

エンザ薬の予防投与をお勧めしています。尚、予防投与に使用した薬代は病院負担とさせていた

だきます。 

 

   山形県立新庄病院 病院長 
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病原体別感染症対策 

       ２８．ノロウイルス 

 

１．ノロウイルスとは 

 小型球形ウイルス（SRSV）の一種 2002 年に国際ウイルス学会で新たに命名された。 

 大きさは 0.03μm。 

 ノロウイルスによる感染性胃腸炎は 1 年を通して発生するが特に冬季に流行する。 

 ヒトの小腸上部で感染・増殖し、糞便に大量のウイルスを排出する。 

 食品中では増殖しない（食品の汚染が原因）。 

 

２．感染経路 

 二枚貝や刺身などの汚染された食物や、水を加熱しないで飲食することにより感染。 

 感染した調理師の手指を介した食品、食器などの汚染。 

 ウイルスを含む便や吐物の飛沫が直接口に入る、便や吐物で汚染された物に触れた手を介して口に

入るなどの糞口感染。 

 感染力が強く、ウイルス 100 個程度でも発症する。 

 患者、職員の両方に集団感染を起こす。 

 医療施設での伝播経路は接触感染のほか、吐物、排泄物の処理の際に発生するエアロゾルの吸入に

よる二次感染がある。 

 

３．症状 

 潜伏期間は 24～48 時間で、主症状は嘔吐(多くは噴出性)、下痢、腹痛などで、発熱は軽度。 

症状は 1～2 日で回復する。感染していても症状のない不顕性感染の場合もある。 

 

４．ウイルスの排出期間 

 症状がなくなっても 1 週間程度、ウイルスの排出が続く。 

 

５．職員自身の食中毒防止対策 

 カキなどの二枚貝の生食は、できるだけ控え、十分に加熱してから摂食する。 

＊加熱加工用と表示されたカキなどの生食は、絶対に控える。 

 特に食品取扱担当者・調理担当者は手洗いを徹底し、症状がある場合は責任者に報告する。 

 二枚貝調理後のまな板、包丁、へら、食器、ふきん、タオルなどはよく洗浄し、85℃以上の熱水 

で 1 分以上の加熱か、ハイターを 100～200 倍に希釈して消毒する。 

 就業制限について 

感染性胃腸炎の症状があり、ノロウイルス迅速検査で陽性と認めた場合には、症状が治まってから 

3 日間を就業停止とし特休扱いとする。検査を実施しない場合、陰性の場合は年休扱いとし、同様

の期間就業しない。 
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６．感染防止対策 

              表１ 患者発生時の対応 

具体策 標準予防策＋接触予防策＋飛沫感染予防策 

患者配置 

・トイレのある個室に収容、集団発生時はコホートする。感染患者の転棟、転院は避ける。 

・共用トイレを使用する場合は、当該患者専用とし他の患者は使用禁止とする。 

・共用トイレを専用とできない場合は、患者が使用毎にルビスタで高頻度接触面を清拭する。 

 （患者が行える場合は患者へ指導する。） 

医療者の配置 ・集団発生時は、担当する医療従事者をコホートする。 

手洗い 

・流水と液体洗浄剤による手洗いを行う。(アルコール速乾式手指消毒剤は手洗いの代わりにはならな

いが、直ぐに手洗いが行えない場合は手洗いの代用とする) 

・手袋を脱いだ後は、肘まで流水下の手洗いを行う。 

病室入室時の防護具 

・患者病室入室前に、手袋、エプロン、サージカルマスク を装着する。 

・使用後の防護具は、感染性廃棄物として感染用廃棄 BOX に廃棄する。湿性生体物質が付着してい

る場合は、ビニール袋に密閉する。 

吐物・排泄物の処理 

＊ベストプラクティス

吐物処理 29-3 参照 

① 吐物処理セット、0.1%次亜塩素酸ナトリウム泡スプレー（泡ハイター1000）を準備する  

② エプロン→マスク→手袋 の順に防護具を着用する  

③ 吐物、排泄物をペーパータオルで覆い泡スプレーをかけ浸す 

④ 周囲から中心に向かってふき取り速やかに廃棄する 

⑤ 残留物がない事を確認し、汚染箇所及び周囲を泡スプレー後ふき取る 

⑥ 手袋→エプロン→マスクの順に防護具を外す 

⑦ 手指洗浄剤で肘まで流水手洗いを行う。 

環境対策 

＊病棟で 1 人でも発生し

たら、環境整備にはルビ

スタを使用する。 

・ノロウイルス感染患者の病室、およびトイレ環境の清掃にはルビスタを用いる。 

・ノロウイルスの汚染エリアで使用した清掃用具は、使い捨てにする。使い捨て出来ないモップの柄な

どは、汚染区域内で消毒後、区域外に持ち出す。また、清掃は他区域の清掃の最後に行う。 

・患者のベット周囲、トイレの便座、ドアノブ、廊下の手すりなどの高頻度接触表面の環境清掃は 

ルビスタで行う。 

入浴 
・下痢、嘔吐症状がある場合、入浴は避ける。回復後もしばらくは最後とし、浴室は次亜塩素酸入浴用

洗浄剤などで洗浄する。 

汚染リネン 

・湿性生体物質で汚染されたリネンは、感染性廃棄物として廃棄する。 

・汚染のないリネンは、埃を立てないようにビニール袋に密閉し、洗濯場の次亜塩素酸 Na に浸漬する。 

・自宅に持ち帰る場合は、汚物を除去後 0.1％次亜塩素酸 Na 液に 30 分以上浸漬後、洗濯するように

家族に指導する。＊マスク装着と手洗いをしっかり行うことも指導する 

・病院で洗濯する場合は、汚物を除去後 0.1％次亜塩素酸 Na 液に 30 分以上浸漬する。 

食事・食器 

① 栄養管理室に｢ノロウイルス感染患者｣の連絡をする。 

② ディスポ食器入力をする。 

（移動食事カレンダー→食事変更→コメント→配膳コメントディスポ食器入力) 

③ 食事用トレイは当該患者専用とする。(食事開始配膳時のトレイを病棟保管とし、次食以降は食

器のみの受け取りとする。退院時は次亜塩素酸 Na 消毒をして、栄養管理室に返却する。) 

トレイが吐物で汚染された場合は水洗い後、ルビスタで清拭する。 

④ 食事の配膳・下膳は、病室まで看護師が行う。 

⑤ 食事後のディスポ食器・残飯は、病棟・病室で処理をする。 

流行期の患者指導 
・トイレの後、食事の前は、流水と石鹸で手を洗うよう指導する。 

・流行期は、生ものの差し入れを控えるよう患者家族に協力を依頼する。 

面会 

感染患者指導 

・面会は原則禁止とする。 

・面会が必要な場合は、流水下の手洗い方法を説明し、防護具を着用する。 

・吐き気・嘔吐の場合は、患者に二重のビニール袋を渡し、口の周りに袋を密着させ嘔吐するよう指

導する。嘔吐の後は、患者自身が袋の口を縛り、医療者に引き渡すよう指導する。 

・患者の嘔吐や排泄物の最終処理は、医療者が行うことを伝える。 

・外来患者には、家族とタオル類の共用を避けるよう説明する。また、入浴は発症後 2 週間程度、家

族の最後にするよう説明する。 

流行時期の新規入院

患者・外泊より帰院し

た患者の自己管理 

・問診を十分に行う。流行時期に嘔吐、下痢などの症状のある患者、ノロウイルス感染症に罹患して

いた者と接触暦がある患者は、事前に個室対応なども考慮する。 

・流行時期における、入院患者の外泊指導について 

① カキなどの 2 枚貝、刺身などの生食を避け、十分に加熱し摂取する。 

② 調理前、食前、排泄後の手洗いの励行を行う。 

③ 外泊中に嘔吐・下痢があれば、帰院前に連絡してもらう。 

医療器具 ・聴診器や血圧計は患者専用とする。使用後はアルコール綿で二度拭き消毒する。 
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７．吐物処理（トイレ清掃）ベストプラクティス 

各部署に「吐物処理セット」を配布する。（右写真） 

吐物、嘔吐している人に遭遇したら１－  に従って対応する。 

吐物処理セットは使用後ケースを泡ハイターで清拭し、物品を補充する。 

泡ハイターの使用期限は未開封で 2 年とし、吐物処理時に開封したら 1 回で使い切ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吐物や下痢便が付着した床、ドアノブ、便座などの消毒液は、ハイター・ブリーチなどの家庭用漂白剤を

希釈し作ることが出来る。 

 1,000ppm(0.1％)次亜塩素酸 Na 液 

ハイター・ブリーチなどの漂白剤 10ml を 500ml のペットボトルに入れ水でいっぱいに希釈。 

 200ppm(0.02%)次亜塩素酸 Na 液 

ハイター・ブリーチ 10ml を、2000ml のペットボトルに入れ、水でいっぱいに希釈する。 

＜注意事項＞ 

＊ ペットボトルは、十分洗浄したきれいなものを使用すること 

＊ 作り置きはせずそのつど作成すること 

＊ ペットボトルにハイター・ブリーチ希釈液を作成した場合は、飲料用と間違えないよう、漂白剤である

ことを明記すること。 

 

参考文献：厚生労働省ノロウイルスに関するＱ＆Ａ http://www.mhlw.go.jp 

花王 Q&A より http://www.kao.co.jp/pro/product/detail/qa/3165_qa.html 
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病原体別感染症対策 

    ３０．腸管出血性大腸菌(ベロ毒素産生菌) 

  

以前は、下痢などの症状を起こす大腸菌を病原性大腸菌と呼んでいた。しかし、その後さまざまな

病原因子が明らかになってきたことから、病原性をもつ大腸菌群全体を下痢原性大腸菌と呼ぶように

なった。ヒトに下痢などの症状をきたす下痢原性大腸菌は、大きく 5 つに分類されている。 

腸管毒素原性大腸菌 （enterotoxigenic Escherichia. coli：ETEC） 

腸管病原性大腸菌 （enteropathogenic E. coli：EPEC） 

腸管出血性大腸菌 （enterohemorrhagic E. coli：EHEC） 

腸管侵入性大腸菌 （enteroinvasive E. coli：EIEC） 

腸管凝集性大腸菌 （enteroaggregative E. coli：EAEC or EAggEC） 

 

このうち腸管出血性大腸菌（EHEC）は、ベロ毒素（Verotoxin=VT, または Shiga toxin =Stx ）

を産生する大腸菌である。EHEC感染症においては、無症状から致死的なものまで様々な臨床症状が

知られている。特に、EHEC 感染症に引き続いて発症することがある溶血性尿毒症症候群(HUS：

Hemolytic Uremic Syndrome)は、死亡あるいは腎機能や神経学的障害などの後遺症を残す可能性の

ある重篤な疾患である。特に 5 歳未満ではHUSの発生率が高率である。 

年間千数百人の患者が発生しており、季節的には夏期が多いが冬期でも発生する。 

 

【病原体】 

原因菌は、ベロ毒素を産生する大腸菌である。菌体の長さ約 2.5 μｍ、

幅約 1μｍで、周囲には鞭毛がみられる（右写真参照）。 

 我が国においては、患者及び保菌者から検出される腸管出血性大腸菌の O 

抗原による血清型は、O157がもっとも多く、O26と O111がそれに次ぐ。 

 

【感染経路】 

 O157 をはじめとするべロ毒素産生腸管出血性大腸菌で汚染された食物などを摂取することによっ

ておこる経口感染が主体である。ヒトを発症させる菌数はわずか 50 個程度と考えられており、ヒトか

らヒトへの二次感染が起きやすい。また、この菌は強い酸抵抗性を示し、胃酸の中でも生残する。 

 

【臨床症状】 

 多くの場合、3〜5 日の潜伏期をおいて、激しい腹痛をともなう頻回の水様便の後に、血便となる（出

血性大腸炎）。発熱は軽度で、多くは 37 ℃台である。血便の初期には血液の混入は少量であるが次第に

増加し、典型例では便成分の少ない血液そのものという状態になる。 有症者の 6 〜7%において、下痢

などの初発症状発現の数日から 2 週間以内に、溶血性尿毒症症候群（HUS）、または脳症などの重症な 

合併症が発症する。HUS を発症した患者の致死率は 1〜5%とされている。 
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【確定診断】 

糞便からの病原体分離とベロ毒素の検出によってなされる。それには、便培養による菌の分離、およ

び生化学的同定、血清型別、ベロ毒素試験等を行うことが必要となる。 

 患者に血便、HUS の症状がみられるのに、分離株が市販の病原性大腸菌免疫血清に凝集しない場合、

分離大腸菌株について毒素産生試験を行う。腸管出血性大腸菌の毒素産生性試験に関しては、免疫学的

検査（酵素抗体法等）及び PCR法を用いた遺伝子検査がある。  

 

【抗菌薬による治療】 

 一般的にEHEC 以外の下痢原性大腸菌では、経過観察か補液などの対症療法のみで自然軽快するこ

とがほとんどである。しかし、EHEC の場合には小児や高齢者での重症例が多くられ、HUS や脳症を

合併した場合には死亡する危険性が高まる。止痢薬はHUS の発症リスクを高めるとの報告があるため、

できる限り使用しない。 

 EHEC に対する抗菌薬投与については、「抗菌薬治療にて重篤な反応は少なく、重症化を防ぎ周囲へ

の伝播を減らす効果もあるため」必要とする意見と、「抗菌薬治療により菌体から毒素が一度に排出さ

れて重篤化してしまうリスクがあるため」必要ではないという両意見がある。 

 欧米においては，抗菌薬使用によって菌からの毒素放出を促進されHUS 発症の危険性が増すとの報

告が多く，ガイドラインでも使用は推奨されていない。一方，抗菌薬使用群と非使用群の比較でHUS の

頻度に差を認めなかった、抗菌薬の投与がHUSのリスクには影響を与えないという報告もあり、現時点

で抗菌薬治療に対しての推奨は統一されていない。 

参考として抗菌薬を投与する場合は，ニューキノロン系抗菌薬などの早期投与がすすめられている。 

 

【予防対策】 

野菜を含め食品すべてに十分な加熱を行い、調理した食品を手で直接触れないように注意する。また、

一般的に食品を扱う場合には、手や調理器具を流水で十分に洗う。生肉が触れたまな板、包丁、食器等

は熱湯等で十分消毒し、手を洗う。75℃以上 1分間の加熱により菌は死滅すると言われているため、調

理にあたっては、中心部まで十分に加熱し、調理した食品はすみやかに食する。 

 ヒトからヒトへの二次感染に対しては、糞口感染であることから、手洗いの徹底等により予防するこ

とが可能である。  
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【感染防止対策】 

標準予防策＋接触予防策を行う。特に、手指衛生、便の取り扱いやトイレ環境の清掃が重要となる。 

表１：腸管出血性大腸菌検出時の感染対策 

項目 具体的な対策内容 

患者配置 ・個室収容。特に下痢を起こしている間は必須（可能ならばトイレのある

個室収容が望ましい）。 

トイレと排泄

物の処理 

・個室収容の場合はポータブルトイレを使用するか、共同トイレの１室を

患者専用とする。 

・排便ごとに高頻度接触表面をルビスタで清拭する。排泄が自立している

患者へは使用方法について指導する。 

＊指導内容 

 患者用トイレにルビスタと感染性ゴミ箱（小）を設置し、トイレ

使用後は便座、排水レバー、ドアノブをルビスタで清拭する。 

 トイレの後は流水と石鹸で手洗いを行う。 

・使用済オムツは感染性廃棄物に廃棄する。 

環境整備 ・病室の環境整備にはルビスタを使用する。高頻度接触表面を 2回/日以上

清拭する 

・血便など血液で汚染した環境の消毒は、ペーパータオルなどで汚染物質

をふき取った後、ルビスタによる清拭消毒を行う。 

・退院時は目に見える汚染箇所をルビスタで清拭後、清掃業者に通常の退

院時清掃を依頼する。 

リネン ・通常の感染性リネンの取り扱いに準じる。ビニール袋に密閉し運搬する。 

・私物リネンは、以下の方法で処理する。 

 汚染が酷い場合は廃棄を勧める。 

 廃棄できない場合は、汚物を除去後 0.1％次亜塩素酸ナトリウム液

に 30分以上浸漬した後に、洗濯・乾燥させる。 

患者指導 ・食前及び排泄後は必ず手洗いをするよう促す。 

・排便後にシャワートイレを使用するように勧める。 

・面会は、可能な限り控えてもらう。特に子供は制限する。やむを得ない

場合、面会者に対して入退室時の手洗い実施を説明し、手洗い手技を指

導する。 

食器 ・ディスポ食器を使用する。(栄養管理室に電話連絡後、ディスポ食器使用
コメント入力) 

 

【感染症法における取り扱い】 （2012年 7月更新）  

 全数報告対象（3類感染症）。診断した医師は直ちに院内感染対策担当者へ連絡する。 
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病原体別対策 

３１．小児関連感染症対策 

 

小児関連感染症の中でも、麻疹、水痘、播種性帯状疱疹、風疹、流行性耳下腺炎（ムンプス）は、伝

染性の強いウイルスである（表 1 参照）。小児に限らず感染者発生時は、迅速かつ適切な感染対策を実

施すると共に、速やかに ICT、または感染予防対策委員会に報告する。また、院内伝播防止の上では、

伝播経路及び感受性者への対策が重要になる。また、主に乳幼児・学童小児に感染し、妊婦や高齢者、

免疫不全者に感染が伝播した場合、胎児異常や重症化することもある感染症についても注意が必要であ

る。   

入職・転入の検診時に水痘、麻疹、風疹、流行性耳下腺炎の抗体価を測定し、抗体陰性と判定された

場合には任意でワクチン接種 1 回を勧める（費用は病院負担）。特に、曝露するリスクの高い職員（小

児科や免疫不全患者が多い病棟勤務者）へはワクチン接種を推奨する。また職員は、自身のウイルス抗

体価を把握しておく。 

  

1. 流行性ウイルス感染症の特徴・感染経路（表 1 参照） 

 

表 1．流行性ウイルス感染症の特徴・症状・感染経路 

 

 

 水痘・帯状疱疹 麻疹 風疹 ムンプス 

特徴 水痘・帯状疱疹ウイル

スによる感染症。 

帯状疱疹は、水痘治癒

後に知覚神経節に潜伏

感染したウイルスによ

って、成人以降に発症

する。 

麻疹ウイルスによって起

こる急性熱性発疹性疾

患。 

風疹ウイルスによって起

こる急性熱性発疹性疾患

である。妊娠初期に感染

すると高頻度に胎児に先

天性風疹症候群を起こ

す。 

ムンプスウイルス感染に

よる耳下腺の腫脹を特徴

とする感染症である。好

発年齢は乳児や学童であ

る。 

潜伏期間  

10～21 日 

 

5～21 日 

 

12～21 日 

 

12～26 日 

症状 発熱と発疹→紅斑→水

泡→痂皮と経過する。 

帯状疱疹は神経支配領

域に一致した発疹と知

覚異常、疼痛、掻痒を

呈する。 

カタル期：発熱、咳、鼻

汁、結膜充血、コプリッ

ク斑 

発疹期：一度解熱後、再

度発熱し発疹が出現 

発疹消退期 

顔→体幹→全身に広がる

淡紅色の発疹、頸部･耳介

後部のリンパ節腫脹、発

熱。 

片側ないし両側の有痛性

の耳下腺の腫脹、発熱。 

感染経路 気道粘膜や水泡内で増

殖したウイルスが空気

感染、または接触感染

によって伝播。免疫不

全患者の播種性帯状疱

疹では、気道粘膜でも

ウイルスが増殖するた

め空気感染もある。 

ウイルスは鼻咽頭から排

出され、感染力が強く飛

沫感染と空気感染の両方

で伝播。 

ウイルスは患者の鼻咽頭

から排出され、飛沫感染

で伝播。感染力は麻疹や

水痘ほど強くない。 

ウイルスは唾液から排出

され、飛沫感染で伝播。 

感染リス

クのある

期間 

発疹出現 2 日前から出

現後 5 日目（痂疲化）

まで感染性を有する。 

カタル期～発疹出現後 3

～4 日まで感染性を有す

る。 

発疹出現7日前から発疹

出現後5日まで感染性を

有する。  

耳下腺炎の発症前 6～7

日より発症後 9 日まで感

染性を有する。 

免疫不全患者はさらに長期間ウイルスを排出し続ける。 
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2. 流行性ウイルス感染症の感染防止対策（表 2 参照） 

 

表 2．流行性ウイルス感染症の感染防止対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    感染症 

対策 水痘・帯状疱疹 麻疹 風疹 ムンプス 

感染患者への 

初期対応 

可能な限り退院とする 

 

感染経路別対策 

空気･接触感染予防策 

帯状疱疹の場合、播種性

および免疫不全者の帯

状疱疹のみ空気感染対

策を実施する 

空気･飛沫感染予防策 飛沫感染予防策 飛沫感染予防策 

患者配置 
原則陰圧空調の個室隔離 

簡易陰圧ベットテントの使用 

個室隔離 ドアは閉める 

担当職員の配置 抗体を有する職員を配置 

個人防護具 

抗体陰性者→入室時

N95 マスク装着 

（帯状疱疹は播種性の

み） 

患者･湿性生体物質接触

時 

手袋、エプロン・ガウン

着用 

抗体陰性者→入室時

N95 マスク装着 

患者･湿性生体物質接触

時 

手袋、エプロン・ガウン

着用 

 

抗体陰性者→１ｍ以内に接近時サージカルマスク 

患者･湿性生体物質接触時 

手袋、エプロン・ガウン着用 

 

個室隔離の期間 

痂皮形成完了まで 

隔離解除以後は全て標

準予防策で対応 

発疹出現後 4 日間 

免疫不全者は罹患期間

中 

隔離解除以後は全て標

準予防策で対応 

 

発疹出現後 5 日間 

隔離解除以後は全て標

準予防策で対応 

発症後 9 日間 

隔離解除以後は全て標

準予防策で対応 

手指衛生 アルコール製剤有効 

環境対策 

 

通常の清掃 

作業員の防護具は職員に準じる 

汚染リネン 湿性生体物質で汚染されたリネンはビニール袋に密閉し感染性リネンとして取り扱う 

鼻汁、唾液など

の処理 

隔離対策期間は、ビニール袋密閉し、感染性廃棄物として廃棄 
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3. 抗体陰性者への対応（表 3 参照） 

表 3．抗体陰性者への対応 

 

*ワクチン接種不適当者 

被接種者が次のいずれかに該当すると認められる場合には、接種を行ってはならない。 

(1) 明らかな発熱を呈している者 

(2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

(3) 本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者 

(4) 明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する者及び免疫抑制をきたす治療を受けている者 

(5) 妊娠していることが明らかな者 

(6) 上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 

 

 

 

 

    感染症 

対策 
水痘・帯状疱疹 麻疹 風疹 ムンプス 

抗体陰性者への

対策 

 

①罹患歴･予防接種歴を

調べ抗体陰性者リスト

作成 

②就業停止期間 

最初の暴露後 10日目か

ら就業を停止し、発症が

ない場合も暴露後 21日

目まで就業を停止する。 

③発症時就業停止期間 

すべての発疹が痂疲化

するまで就業を停止す

る。 

 

①罹患歴･予防接種歴を

調べ抗体陰性者リスト

作成 

②就業停止期間 

最初の暴露後 5 日目か

ら就業を停止し、発症が

ない場合も最後の暴露

後 21日目まで就業を停

止する  

③発症時就業停止期間 

発疹が出現してから 7

日間は就業を停止する 

①罹患歴･予防接種歴を

調べ抗体陰性者リスト

作成 

②就業停止期間 

最初の暴露後 5 日目か

ら就業を停止し、発症が

ない場合も最後の暴露

後 21日目まで就業を停

止する  

③発症時就業停止期間 

発疹が出現してから 5

日間は就業を停止する 

①罹患歴･予防接種歴を

調べ抗体陰性者リスト

作成 

②就業停止期間 

最初の暴露後 5 日目か

ら就業を停止し、発症が

ない場合も最後の暴露

後 26日目まで就業を停

止する  

③発症時就業停止期間 

耳下腺炎後 9 日間は就

業を停止する  

曝露後の予防 

ワクチン接種等 

抗体陰性者は、ワクチン

接種不適当者*に該当し

ないことを確認し、曝露

後 72時間以内の緊急水

痘ワクチン接種を考慮

する。 

ワクチン禁忌者へは 72

～96 時間以内に、静脈

用ガンマグロブリン

（IVIG）200 ㎎ /kg～

400 ㎎/kgの投与を検討

する。 

抗体陰性者は、ワクチン

接種不適当者*に該当し

ないことを確認し、曝露

後 72時間以内の緊急麻

疹ワクチン接種を考慮

する。 

ワクチン禁忌者へは 4

日以上 6 日以内に、免

疫グロブリン G15～

50mg/kg の投与を検討

する。接種量が多量（0.1

～0.33mL/kg となり、

かなりの疼痛を伴う。 

無効 無効 
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4. その他の小児関連感染症（表 4 参照） 

表 4．その他の小児関連感染症と予防策 

 感染経路別予防策 潜伏期間・その他 

アデノウイルス 3 型、4 型、

7 型、2 型、11 型 

（胃腸炎、結膜炎、呼吸器

感染症） 

 

胃腸炎：おむつ使用者、失

禁者は罹患期間中接触予防

策を追加 

結膜炎：マニュアル 1-1 参照 

呼吸器感染症：小児の場合

は飛沫感染対策に接触予防

策を追加 

潜伏期は 5～7 日 

乳幼児の急性気道感染のうち 10%前後がアデノウイルス感

染症。 

RS ウイルス（乳幼児） 接触予防策を追加する 潜伏期は 2〜8 日 

69%の乳児が生後最初の一年間で RSV に罹患する。そのう

ちの 1/3 が下気道疾患を起こすが年齢を追う毎に症状は軽

症となる。 

ロタウイルス 接触予防策を追加する 

＊29.ノロウイルス対策に準

じる 

通常 2日間の潜伏期間。 

遺伝子型が異なるロタウイルスの場合、何度も感染を繰り

返す。 

サイトメガロウイルス（新

生児、免疫不全患者） 

標準予防策 母体が妊娠中に初感染を受けた場合の経胎盤感染の頻度は

20〜40%。そのうち症候性感染児は 5〜10%。新生児期に

無症状であっても、難聴や知能障害のような形で発見され

ることがある。 

感染経路は母乳感染、尿や唾液による水平感染。 

単純ヘルペス（新生児） 接触予防策 母体の性器ヘルペスからの母子感染が疑われる場合は、児

が無症状でも接触予防策を実施。家族、医療従事者を含め

て、口唇ヘルペスやひょう疽も感染源となり得るため、新

生児との接触には十分に注意が必要。 

手足口病 標準予防策 

おむつ使用者、失禁者は罹

患期間中接触予防策を追加

する 

潜伏期は 3〜5 日。 

咽頭から排泄されるウイルスによる飛沫感染でおこるが、

便中に排泄されたウイルスによる経口感染、水疱内容物か

らの感染などがありうる。便中へのウイルスの排泄は症状

が消失した後も 2～4 週間にわたる。 

伝染性紅斑 飛沫感染予防策 

＊紅斑が出現する時期は感

染性なし 

「リンゴ（ほっぺ）病」ともよばれる。妊婦感染による胎

児水腫および流産のリスクがある。妊娠前半期の感染の方

がより危険。 

伝染性単核症 標準予防策 乳幼児期に初感染をうけても不顕性感染の場合が多いが、

思春期以降に感染した場合に発症することが多い。大部分

が EB ウイルスによる感染。主な感染経路は EBV を含む

唾液を介した感染。 

ヒトメタニュモウイルス

（hMPV） 

接触感染予防策 潜伏期間は 4～6 日。RS ウイルスと遺伝子構造、臨床症

状が類似。7～14 日間ウイルスを排泄。小児ウイルス呼吸

器感染症の 5 ～ 10% が hMPV 感染。感染経路は飛沫感

染、手指を介した接触感染と推測される 

百日咳 飛沫感染予防策＋接触感染

予防策 

潜伏期間 7～10 日。菌の排出は咳の開始から約 3 週間持続

するが、適切な抗菌薬治療により、服用開始 5 日後には菌

の分離はほぼ陰性となる。 

マイコプラズマ肺炎 飛沫感染予防策と接触感染

予防策 

潜伏期は通常 2～3 週間。発症状発現前 2～8 日から菌の排

出がみられ、高いレベルが約 1 週間続いたあと、4～6 週

間以上排出が続く。 

 

参考文献 

隔離予防策のための CDC ガイドライン 2007 

医療機関での麻疹対応ガイドライン（第六版：暫定改訂版）平成28 年5 月26 日 国立感染症研究所感染症疫学センター 

病院感染対策ガイドライン改訂第 2 版 国公立大学病院感染対策協議会 じほう  

国立感染症研究所 https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/516-herpes-encephalitis.html 
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病原体別感染症対策 

        

３２．疥癬 

 
 疥癬とはヒト皮膚角質層に寄生するヒゼンダニの感染により発症し、ヒゼンダニの虫体、糞、脱皮殻

などに対するアレルギー反応による皮膚病変と瘙痒を主症状とする感染症である。 

                                   

1. ヒゼンダニ（疥癬虫）の生態  

 ヒゼンダニは体長約 0.2～0.4ｍｍで、雄は雌の約 60％の大きさである。

幼虫，若虫，雄成虫はヒトの皮膚表面を歩き回っていたり、あるいは皮

膚角質層内に穴を掘って潜んでいたり、毛包内に隠れていたりするため、

居場所を特定するのは難しい。卵は 3～5 日で孵化し、卵→幼虫→若虫→

成虫と脱皮を繰り返しながら成長し、10～14 日で成虫となる。 

雌は角質層にトンネルを掘り寿命が尽きるまで 4～6 週間の間にわた

って 1 日 2～4 個ずつ産卵しながら移動する（写真 1）。 

ヒゼンダニは乾燥に弱く、体温より低い温度では動きが鈍く、16℃以

下では動かない。皮膚から離れるとおおむね数時間で感染力が低下する

と推定される。高温に弱く、50℃、10 分間で死滅する。 

感染経路は、肌と肌の直接接触が主体である。布地をかき分けて、皮

膚の中には潜り込めない。 

 

 

2. 病型 

 疥癬の病型には通常疥癬、角化型疥癬の二つの病型がある。寄生するダニの種類は、どちらも同じヒ

ゼンダニだが、寄生数や感染力に違いがある（表 1 参照）。病型による感染力の違いから感染対策もこ

となるが、通常疥癬と角化型疥癬を混同せず、「通常疥癬に対して過剰な対応をとらない」、「角化型疥

癬に対して不十分な対応をとらない」ことが大切である。 

感染後、約 1～2 カ月の無症状の潜伏期間（高齢者では数カ月のことあり）をおいて皮疹などの臨床

症状が現れる。 
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               表１．疥癬の病型と感染力・症状 

 通常疥癬 角化型疥癬 

寄生数 数十匹以上 1000 匹以下 100～200 万匹 

患者の免疫力（病気に対する抵抗力） 正常 低下していることが多い 

感染力（他者へうつす力） 弱い 強い 

主な症状 丘疹、結節、疥癬トンネル 角質増殖（写真 2） 

かゆみ 強い 不定 

発症部位 頭部以外の全身 全身 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 診断 

 顕微鏡検査とダーモスコピー検査がある。皮疹をメスなどで切り取り、KOH 法で検鏡。虫体・虫卵

を検出すれば、診断が確定する。 

 

                             

4. 感染予防策  

 疥癬患者が確認された場合には、まず他にも疥癬患者がいないかチェックする。集団内に数カ月間で

2 人以上の疥癬患者が見つかった場合、角化型疥癬を感染源とした集団発生を考える。角化型疥癬患者

は、全身状態が悪い場合が多いので、疥癬患者確認前に死亡・転院などにより、すでに院内を離れてい

る可能性もある。疥癬患者に気づいた時点で、すでに多くの接触者が潜伏期に入っている場合、接触者

に過剰な予防対策をとるのではなく、適切な診断・治療を優先させることが感染対策となる。（具体的

な対策については表 2 参照）。 
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表２．疥癬患者の感染対策 

 

 

5. 治療（外用剤処置については次項に掲載） 

１） 内服治療（予防治療を含む） 

原則的に確定診断がついた患者に投与する。その患者と接触の機会があり、疥癬様の症状がある 

方に予防的投与することがあるが、安易な予防的投与や大量使用は避けるべきである。 

イベルメクチン（ストロメクトール○R 錠 3mg） 

① 約 200μg/kg を空腹時に 1 回、水で内服する。投与に伴い、ヒゼンダニの死滅後のアレルギー

反応として一過性のかゆみが生じることがある。2 回目の投与は 1 週間後とする。3 回目の投与

は 2 週目にヒゼンダニが検出された場合に行う。 

 

 

 

 通常疥癬 角化型疥癬 

個室隔離 不要。 

認知症がある場合などは、患者

の状態をみて判断。 

リハビリ等の中止は医師の判

断による。 

個室に隔離し治療を開始。隔離期間は治療開始後 1～2 週間。 

血圧計など個人専用とする。 

隔離解除、リハビリ等の中止は皮膚科医師の判断による。 

手指衛生 処置ごとの手洗い 

ケアにあたっ

て 

標準予防策 袖付ガウン、手袋。 

使用後の個人防護具は落屑が飛び散らないようにビニール袋

に密閉し廃棄する。 

衣類・リネン

の交換と洗濯 

特別な対応は必要なし。 衣類は軟膏処置ごとに交換する。 

病院リネンは入浴後に交換する。 

・落屑を広げないように静かに行う。 

・シーツを敷く前に粘着テープでマットの落屑を取り除く。 

・交換したシーツはビニール袋に入れ、ダニアースを噴霧し

密閉する。そのまま 24 時間放置し疥癬と明記し洗濯場に出

す。 

入浴 特別な対応は必要なし。 

バスマットは患者ごと交換す

る。 

最後、または掃除の直前に入浴する。タオルやスポンジは個

人持ちにする。バスマットは患者ごと交換する。入浴後は洗

浄剤で洗浄後浴槽、タイルはお湯で流す。 

室内清掃 通常清掃 

 

室内の環境整備・清掃は看護師が行う。 

床は専用モップで湿式清掃後、掃除機を使用する。 

 ７．参照 

隔離解除後の

対応 

特別な対応は必要なし。 ・車いす・ベット・ストレッチャーは湿性環境クロスで清拭。 

・床は専用モップで湿式清掃し、車いす、ベットを病室に入

れてダニアースを噴霧し 24 時間部屋を密閉する。 

・24 時間後、掃除機をかける。 

・血圧計は、湿性環境クロスで清拭後、ダニアースを噴霧。

マンシェットは 50 度以上のお湯に 10 分浸漬後洗濯。 

家族指導 同居者について皮膚科を受診するよう勧める。 

面会は家族に制限し、濃厚な接触（握手・添い寝）を避ける。帰宅前に手洗いを行うよう指導

する。 

患者衣類の洗濯前は以下のいずれかを行うよう家族に指導する。 

・洗濯後に乾燥機を使用する。 

・50 度以上のお湯に 10 分浸漬させてから洗濯する。 

接触者の予防

治療 

予防治療については、効果、費用（保険適応外）、副作用等を考慮し同意を得てから開始する。 

家族に限らず同じ寝具で寝て

いる場合は予防治療を検討す

る。 

同室者は症状に関係なく予防治療を検討する（保険適応外）。

職員は接触の程度（頻度、密度）を考慮し検討する。 
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② 痒みが激しい場合は抗ヒスタミン剤の内服を行うこともある。 

③ 患者体重毎の１回当たり投与量                                  

体重（kg） 錠剤（3mg） 体重（kg） 錠剤（3mg） 

15-24 1 錠 51-65 4 錠 

25-35 2 錠 66-79 5 錠 

36-50 3 錠 ≧80 200μg/kg 

④ 経管栄養の場合 

55℃の温湯で容易に崩壊懸濁するが、水に難溶性である。そのため、投与時は栄養用シリンジ

内に残った沈殿物も再度洗浄して注入すること。経鼻チューブの場合は 30 度ベットアップを行

った状態で注入すること。 

 

２） 外用剤 

① フェノトリン（スミスリンローション 5％） 

1 週間隔で少なくとも 2 回外用する。塗布後 12 時間以上経過してから入浴・シャワーなどで 

洗い流す。 

② クロタミトン（オイラックス○R クリーム 10％） 

塗布後 24 時間で洗い流す。5 日間投与を 1 クールとし、必要に応じて繰り返す。 

 

３） 効果判定 

治療終了後 1 週間隔で 2 回連続してヒゼンダニを検出できず、疥癬トンネルなどの、疥癬に特徴

的な皮疹の新生がない場合に、治癒と判定する。潜伏期間が 1～2 ヵ月間であるため、最終観察日

より 1 ヵ月後に最終治癒判定を行うことが望ましい。ただし、再燃することがあるため、数ヵ月間

はフォローアップが必要である(特に高齢者)。 

 

４） 薬剤使用上の注意 

ほとんどの抗疥癬薬には殺卵作用はないと考えられる。ヒゼンダニの卵は 3～5 日で孵化するの 

で、このライフサイクルを考えて薬の投与を行う。また、治療後も皮疹や掻痒が長期間残る場合が 

あるが、殺ダニ効果のある薬剤を不必要に長期に使用しない（量・期間）。妊婦、授乳婦、小児、 

高齢者に対する安全性は確立していないものもあるので注意して投与する（表 3参照）。 
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表 3．疥癬の治療薬剤の投与方法と使用方法 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 外用剤処置時の個人防護具（PPE：personal protective equipment）と手順 

１）通常疥癬の場合 

PPE：プラスチック手袋 

方法 

① 頸部以下の皮疹の無い部位を含めた全身に塗布する。特に指間部、外陰部、臀部などを塗り残

さないようにする。写真① 

② 小児・高齢者には通常疥癬であっても顔面、頭部も含めて全身に塗布する。写真② 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）角化型疥癬 

PPE：袖付ガウン、キャップ、マスク、プラスチック手袋、足袋を着用。PPE の複数回使用は、落

屑を介して感染のリスクがあるので行わない。写真③ 

方法 

① 顔や頭も含めた全身に隙間無く塗布する。写真④ 

② その上に肥厚した角質層や痂皮を軟化・除去するためにサリチル酸含有ワセリンや亜鉛華軟膏を

外用し、ビニール手袋やビニール袋で覆い密封療法を行う。写真⑤ 

③ 洗い流す時は、浸軟した角質部をブラシやスポンジを使って取り除く。写真⑥ 

④ 爪先の角質もブラシで取り除く。爪疥癬の有無を必ずチェックする。写真⑦ 

 

 

 

32－5 H24.10.1 

H29.11.15 

写真① 写真② 



                            院内感染対策マニュアル 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

３）処置終了後 

 PPE を静かに外し、ビニール袋に密閉する。落屑が広がらないように注意する。 

退室時、粘着テープで足元についた落屑を取り除く。 

 床頭台・ドアノブ・処置台などは環境クロスで清拭する。 

 

 

7. 角化型疥癬患者の病室清掃と環境整備 

 

① 角化型疥癬患者の病室清掃時は、袖付ガウン、キャップ、マスク、プラスチック手袋、足袋を

装着する。 

② 床は専用モップ（使い捨て）で湿式清掃後、掃除機を使用する。 

③ 退室後は室内にダニアースを噴霧し 24 時間部屋を密閉する。 

④ 高頻度接触表面の環境整備は通常どおりだが、角化型疥癬患者の場合は落屑を広げないように

粘着テープなども使用する。 

 

  

参考文献： 

国立感染症研究所 https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/516-herpes-encephalitis.html 

疥癬診療ガイドライン（第 3 版） 日本皮膚科学会ガイドライン 2015 

マルホ ホームページ https://www.maruho.co.jp/kanja/index.html 

 

写真⑦ 写真⑥ 

写真⑤ 写真④ 

写真③ 
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病原体別感染症対策 

      ３３．レジオネラ症 

 

 レジオネラ症は、レジオネラ・ニューモフィラ（Legionella pneumophila）を代表とするレジオネラ

属菌による細菌感染症で、その病型は劇症型の肺炎と一過性のポンティアック熱がある。 

レジオネラ属菌は、水中や湿った土壌中に存在する菌である。人工環境（噴水等の水景施設、ビル屋

上に立つ冷却塔、ジャグジー、加湿器等）や循環水を利用した風呂などの人工温水中に生息するアメー

バの細胞内で増殖する。それらの環境から発生するエアロゾルに含まれるレジオネラ属菌をヒトが吸引

し感染し、肺胞内で増殖する。病原体を吸引した誰しもが発症するわけではなく、細胞性免疫能の低下

した場合に肺炎を発症しやすい。 

当院のレジオネラ尿中抗原で検出できるものは、Legionella pneumonphillia の中で原因菌として

一番頻度の高い血清型 1 型のみであるが、それ以外のものでも発症しうる。 

 

 

1． 症状 

レジオネラ肺炎は、臨床症状では他の細菌性肺炎との区別は困難である。 

潜伏期間は 2～10 日。全身性倦怠感、頭痛、食欲不振、筋肉痛などの症状に始まり、乾性咳嗽、膿

性～赤褐色の比較的粘稠性に乏しい痰の喀出、38℃以上の高熱、悪寒、胸痛、呼吸困難が見られるよ

うになる。傾眠、昏睡、幻覚、四肢の振せんなどの中枢神経系の症状や下痢がみられるのも本症の特

徴とされる。胸部 X 線所見では肺胞性陰影であり、その進行は速い。 

一方、ポンティアック熱は潜伏期間が 1～2 日、突然の発熱、悪寒、筋肉痛で始まるが、一過性で 

治癒する。細胞性免疫機能が低下した高齢者や新生児のみならず、大酒家、重喫煙者、透析患者、悪

性疾患・糖尿病・AIDS 患者はハイリスク・グループである。 

感染症法において四類感染症に指定され、診断後直ちに保健所に届出なければならない。 

 

 

2． 感染経路 

経気道的な空気感染。ヒト－ヒト感染はしない。 

 

 

3． 治療 

ニューキノロン、マクロライドなどの抗菌薬を使用する必要がある。静注用のニューキノロン系薬

が第一選択剤である。細胞内寄生菌のため、細胞内移行性の低いβラクタム系抗菌薬は無効である。

有効な抗菌薬の投与がなされない場合は、7 日以内に死亡することが多い。 
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4． 感染防止対策 

① 罹患患者は標準予防策で対応する。 

② エアロゾルの発生する可能性のある加湿器は、極力使用しない。やむを得ず使用する場合は給

水タンク及び周囲を 1 日 1 回洗浄する。終了後は洗浄後乾燥させる。 

③ 超音波ネブライザーは、薬液注入治療用として使用する。作用水は、注射用水を用いる。 

（水道水を用いてはならない） 

④ 冷却塔水は、施設用度係が水質管理を担当する。 

 冷却塔は運転期間の 6 月～9 月の 4 か月間は、レジオネラ定量培養検査を毎月実施する。 

 保健所に指定された容器、指定の時間に、レジオネラ定量培養検査の実施を依頼する。 

 102CFU/100ml以上のレジオネラ属菌が検出された場合は直ちに清掃・消毒等の対策を実施する。 

＊CFU（Colony Forming Unit）菌量の単位。コロニーを形成する能力のある単位数 

102CFU/100ml とは 100ml中に菌が 102個存在することを表している。 

 対策後、再びレジオネラ定量培養検査を実施し、10 CFU/100ｍｌ未満であることを確認する。 

 結果は院内感染予防対策委員会内で報告する。 

 

 

 

参考文献 

生衛発第１６７９号建築物等におけるレジオネラ症防止対策について平成 11 年 11 月 26 日 

新版レジオネラ症防止指針（概要） 

社会福祉施設におけるレジオネラ症対策について 

国立感染症研究所 https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/516-herpes-encephalitis.html 

「CDC 医療に関係する肺炎の予防のためのガイドライン」 2003 年版 
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病原体別感染症対策 

３３．流行性角結膜炎（EKC） 

   

眼領域科における代表的な院内感染症 

１．流行性角結膜炎とは 

EKCはアデノウイルスD群により発症するウイルス性結膜炎であり、眼の充血、眼脂などの臨床

症状のほか、眼瞼の腫脹や耳前リンパ節の腫脹を伴う事もある。感染経路は眼科医療機器、点眼薬、

医療従事者の手指、手の触れる病院環境を介しての接触感染である。ひとたび院内感染が蔓延してし

まうとこれを終息させることは難しく，結果として診療機能が麻痺に陥ることも少なくない。 

  発症までには 5～14日間の潜伏期間があり、発症後約 2週間は感染性がある。 

結膜擦過物からの迅速診断キット（アデノチェック○R）を用いての迅速診断が可能である。迅速診断

キット（アデノチェック○R）は感度73.5％、特異度100％であり、迅速検査で陽性判定の場合は確定

診断されるが、迅速検査陰性判定であっても完全には否定することはできない。よって、迅速診断キ

ットの結果によらず感染拡大防止対策の必要性についても眼科診察医が判断する。 

 

２．感染対策 

１） 入院の場合の隔離対策 

入院患者1例発症から1 週間以内に2 例目のアデノウイルス結膜炎患者が発見された時点で，院内

感染が確定する。それは，今後入院患者が次々と発病するアウトブレイクとなる可能性がきわめて高

いことを意味する。 

① 入院患者にＥＫＣの患者が発生したら院内感染防止対策担当（ＰＨＳ8583）へ連絡する。 

② ＩＣＴは、1 例目の患者が確認された時点で全医療従事者に対して、危機的状況が発生したことを

電子カルテ掲示板、文書、ＩＣＴニュース等の媒体を使用し周知する。 

③ 当該患者の状態が許せば外泊あるいは一時的な退院を促す。 

④ 患者への十分な説明と感染拡大を防ぐため、可能な限り患者の個室隔離を行い、以下の接触予防策

をとる。 

 流涙や眼脂に触れた後は、石けんと流水による手洗いを行う。 

 診療器材は患者専用にし、他の患者との共用を避ける。 

 検査用の器材などは直接接触しないように工夫する。 

 やむを得ず触れた場合は、手指および器材を消毒用アルコールで清拭する。 

 点眼薬の共用は避ける。 

 環境清拭：消毒用アルコール（ショードックスーパー○R ）による 2度拭き。 

 開瞼器、細隙灯顕微鏡の額当て部分や、あご台：消毒用アルコール（ショードックスーパー○R ）

による 2度拭き。 

 手指衛生：擦式アルコール製剤、石けんと流水のよる手洗い。 

 ＥＫＣ疑い患者の眼圧測定はできるだけさけるが、実施した後の眼圧計のチップは消毒用アルコ

ール綿で清拭する。 

 

 

 

33－1 H26.3.19 

H27.11 



                            院内感染対策マニュアル 

 

２） 外来の場合の対策 

外来にＥＫＣが疑われる患者が受診した場合は、以下のフローで対応する。 

① 問診票は可能ならばスタッフが記入する。 

② 患者には、離れた場所（専用折りたたみ椅子）で待機してもらい、ＥＫＣ疑いのための感染拡大

予防策について説明する（他の患者と離れて座ること、不用意にものに触れない事など） 

＊待ち時間が長くなることが予想される場合は、再来院のすすめ（時間を設定）や自家用車で待つな

ども可能であれば考慮する。 

③ 視力測定後再び折りたたみ椅子に戻り待っていただく。（荷物は専用の荷物入れに入れる） 

④ 検査・診察中は専用折りたたみ椅子をたたみ、他の外来者が触れないようにする。 

⑤ 診察は直接診察室に誘導する。点眼薬は他の患者には使用せず、当該患者使用後は廃棄する。 

⑥ 迅速診断キット（アデノチェック○R）を実施し、検体はビニール袋に入れる。 

⑦ 迅速診断キットの結果が出るまで専用折りたたみ椅子で待っていただく（他の患者がいなければ

中待合室でも可） 

⑧ 迅速診断キットの結果が判明したら検体はビニール袋に入れたまま診察室へ持っていき、患者を

再度診察室へ誘導する。 

⑨ ＥＫＣと確定したら、点眼薬等の処方は院内処方とし、診断書（看護師がコスト入力）、次回受

診日を確認する（ＥＫＣにつき院内処方の旨を薬剤部へ連絡する。） 

⑩ 患者に「流行性角結膜炎（はやり目）について」パンフレットを渡し、注意事項を説明する。 

＊会計や薬の受け取り時に周りに触れない事、自動精算機で会計しないことを説明する。 

⑪ 会計担当者（内線 1378）へＥＫＣ患者であることを連絡し、黄色ファイルをエアシューターで

送る。 

⑫ 会計担当者は患者と接触のあとアルコール手指消毒剤で手指衛生を行う。 

⑬ 患者が触れた環境（眼科外来にとどまらず手すりやドアノブ等も含め）・物品・器械を消毒し（１）

入院の場合の隔離対策参照）最後に手指衛生を行う。 

⑭ 外来患者ＥＫＣ患者発生について院内感染防止対策担当（ＰＨＳ8583）へ連絡する。 

⑮ 疑わしい患者を早期に把握するために、電光掲示板に常時次の文面を流す。 

 「目の痛み、目やに、充血が強かったり、 

周囲に同じ症状の方がいる場合にはスタッフに申し出てください。」 

 

３）職員が感染した場合の対策 

① 職員がＥＫＣと診断された場合は、発症後 2週間は就業停止を考慮し、職場復帰する場合は眼科

医師の診察を受ける。 

② 職員の同居の家族がＥＫＣと診断された場合は、「流行性角結膜炎（はやり目）について」パン

フレットに沿った対策を実施し、職場内においては手指衛生を徹底する。同居の家族間での感染

リスクは非常に高いため、職員自身も症状の出現に注意する。 

 

参考文献：国立大学病院感染対策ガイドライン 2010 

日本眼科学会 アデノウイルス結膜炎院内感染対策ガイドライン

http://www.nichigan.or.jp/member/guideline/adenovirus.jsp 
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３5．施設用度関係院内感染対策まとめ 

 

空調設備・給排水設備・清掃・廃棄物・リネン類については、次の通り整備し、管理・作業を実施する。 

 
空調 給排水 清掃 廃棄物 リネン類 

管
理
・作
業 

病院職員・委託業

者が管理する。 

病院職員が管

理する。 

委託業者によ

る。 

委託業者によ

る。 

病院所有物・賃借物を問わず、病院職員

が消毒する。（マットレス、エアーマットは

業者に委託する。） 

全
体 

全館冷暖房 

ロールフィルター 

職員による残

留塩素濃度測

定（毎日） 

飲料水業者検

査（年 1回） 

定期的に床清

掃を行う。感染

症患者の使用

病室は、担当職

員の指示に従

い清掃する。 

 

感染性廃棄物

は、担当職員が

区分し、委託業

者が収集・集積

所運搬を行う。 

汚染リネン類（病院の物）は、軽く水

で流し、洗濯室の次亜塩素酸消毒

液に浸漬する。その後、洗濯室で洗

濯する。マットレス、エアーマットは、

ビニール袋に入れ、洗濯を委託す

る。汚染リネン類（業者からの賃借

物）は、軽く水で流し、ビニール袋に

入れる。その後、洗濯室の次亜塩素

酸消毒液に浸漬した後、水洗い・乾

燥し、業者に引き渡す。感染症患者

の使用リネンは、担当職員の指示に

従い消毒・洗濯する。 

手
術
室 

単独空調・陽圧 

AB棟中性能・ 

Ｃ棟高性能フィル

ター 

自動手洗器 委託業者 

ホール、廊下の

清掃 

各部屋：担当職

員が行う。 

 できるだけディスポ製品を用いる。汚

染リネンが発生した場合は全体の対

応に準じる。 

Ｉ
Ｃ
Ｕ 

単独空調・陽圧 

高性能フィルター 

自動手洗器 

給水の逆流防

止弁 

 業者による 1 日

1回床清掃 

全体の対応と同じ 

 

人
工
透
析
室 

単独空調・陽圧 

高性能フィルター 

 

 

 

    

全体の対応と同じ 

 

感
染
症
室 

単独空調 

使用時陰圧調整 

高性能フィルター 

自動手洗器 

給水の逆流防

止弁 

単独シャワー

室 

環境整備・病室

の掃除は、担当

看護師が毎日

行う。＊結核患

者入室時の床

清掃は担当職

員の指導後、委

託業者が行う。 

感染性廃棄物

容器を準備し、

患者に廃棄物

（ゴミ、残飯等）

を入れてもらう。 

私物の下着類は病院で消毒した後、

家族に洗濯を依頼する。 

感染症室運用マニュアルに従い処

理する。 
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空調 給排水 清掃 廃棄物 リネン類 

管
理
・作
業 

病院職員・委託業

者が管理する。 

病院職員が管

理する。 

委託業者によ

る。 

委託業者によ

る。 

病院所有物・賃借物を問わず、病院職員

が消毒する。（マットレス、エアーマットは

業者に委託する。） 

細
菌
検
査
室 

高性能フィルター 

安全キャビネット

設置 

  
   

内
科
第
２ 

処
置
室 

単独空調 

使用時陰圧調整 

高性能フィルター     

調
理
室 

単独給排気 

配膳エリアは一

般系統 

職員による飲

料水の残留塩

素濃度測定

（毎日 2回） 

定期的な排水

溝清掃 

定期的な消毒 

定期的な病害

虫等駆除 

  

洗
濯
室 

単独給排気 

   

汚物の消毒（病院リネン・清拭タオ

ル・寝具・病衣） 

ク
ー
リ
ン
グ 

タ
ワ
ー 

単独空調 

使用時陰圧調整 

高性能フィルター 

    

無
菌
室 

（現
在
使
用
な
し
） 

単独空調 

陽圧（簡易層流シ

ステム） 

高性能フィルター 

単独浴槽 委託業者 

入口フロア 

使用後浴槽 

看護師 

前室床、カー

テン内病室の

床の拭き上げ 

無菌室から看

護師が持ち出

し、一般病室

の区分けに従

い、委託業者

が収集・集積

所運搬 

全体の対応と同じ 

水
治
療
室 

（現
在
使
用
な
し
） 

単独空調     
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山形県立新庄病院 

 

感染性廃棄物管理規程  

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年 １月 17 日 

 

山形県立新庄病院  



 

 

第１章 総則  

（目 的）  

第1条 この規程は「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「法令」という。）

および「感染性廃棄物処理マニュアル」（以下「マニュアル」という。）に基づき、山

形県立新庄病院（以下「新庄病院」という。）における医療廃棄物の管理および処理に

関する事項を定め、感染性廃棄物による事故の発生を防止し、あわせて公共の生活環

境の保全および公衆衛生の向上を図ることを目的とする。  

（用語の意義）  

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。  

(1)「医療廃棄物」とは、新庄病院の医療行為等に伴って発生する廃棄物をいう。  

(2）「感染性廃棄物」とは、医療廃棄物のうち感染症を生じるおそれのある廃棄物をい

う。  

（適用の範囲）  

第3条 医療廃棄物の管理および処理は、関係法令および「マニュアル」によるほか、こ

の規程によるものとし、病院から排出される医療廃棄物にかかわるすべてに適用する。 

 

第２章 組織および職務  

（組 織）  

第4条 医療廃棄物の管理および処理に関する組織は別紙のとおりとする。  

（特別管理産業廃棄物管理責任者）  

第5条 新庄病院から排出される医療廃棄物を適正に管理するため、特別管理産業廃棄物

管理責任者（以下「管理責任者」という。）を置き、管理体制の充実を図る。管理責任

者は病院長が指名した者を充てるものとする。  

（管理責任者の職務）  

第6条 管理責任者は、医療廃棄物を適正に管理するため、次の業務を行う。  

(1) 医療廃棄物管理規程の制定および改廃への参画  

(2) 医療廃棄物処理計画の作成  

(3) 医療廃棄物処理に関する監督、指導  

(4) 医療廃棄物処理に関する帳簿、書類の監査  

（医療廃棄物委員会）  

第7条 新庄病院から排出される医療廃棄物の適正管理に関する事項を検討するため、医

療廃棄物委員会（以下「委員会」という。）を設置する。  

２．委員会  

委員会は院内感染予防対策委員会のメンバーをもって構成し、委員長は管理責任者

がこれにあたり、副委員長は委員の中から委員長が指名する。  

３．委員長は必要に応じて委員会を招集し、会議を主催する。  

４．委員会は必要あると認めた場合は、関係者の出席を求めることができる。  



 

 

５．委員会に関する事務は、総務課施設用度係が行う。  

 

第３章 医療廃棄物の管理  

（医療廃棄物の処理方法）  

第8条 医療廃棄物の処理方法は別表「廃棄物処理フローチャート」のとおりとする。  

（感染性廃棄物の取り扱い）  

第9条 感染性廃棄物の取り扱いについては、次によるものとし、自ら汚染源とならない

ように努め、取り扱い後は手指等の消毒を励行する。  

(1) 血液、体液等の混入、混合、付着した廃棄物は、手指等をゴム手袋等で保護して所

定の容器に投入する。  

(2) 注射針等鋭利なものは、手指等を刺傷しないよう注意して所定の容器に投入する。 

(3) 液状、泥状の廃棄物は、それぞれの性状ごとに分別して所定の容器に投入する。  

(4) その他、関係法令および「マニュアル」によるものとする。  

（分 別）  

第10条 感染性廃棄物は他の医療廃棄物と分別し、更に性状ごとに分別する。  

（梱 包）  

第11条 分別した廃棄物の容器は、飛散、流出等のおそれがないように蓋等をして確実に

梱包する。  

（表 示）  

第12条 感染性廃棄物の梱包容器は、バイオハザードマークが表示されたものを使用し、

また内容物に応じて色分け表示を行う。  

（院内における運搬）  

第13条 感染性廃棄物の運搬は、運搬途中で内容物が飛散、流出するおそれのないよう注

意する。また運搬に使用した器具等は、定期的に消毒するものとする。  

（院内処理）  

第14条 院内における感染性廃棄物の処理は、原則行わない。  

（保 管）  

第15条 感染性廃棄物の一時保管は指定場所のみとし、廃棄物の散逸、流出および盗難等

の防止に努める。  

２．一時保管場所への保管は努めて短期間とする。  

３．保管施設には関係者以外立ち入れないよう施錠するとともに、所定の表示および取

り扱い等の注意事項を記載し掲示するものとする。  

４．保管場所等は定期的に清掃消毒するものとする。  

 

第４章 処理計画  

（処理計画）  

第16条 処理計画は、医療廃棄物に関する次の各号に掲げる事項について作成するものと

する。  



 

 

(1) 発生状況  

(2) 分別方法  

(3) 施設内の収集、運搬方法  

(4) 梱包方法  

(5) 保管方法  

(6) 処理業者の許可証および委託契約書それぞれの写し  

(7) 緊急時の関係者への連絡体制  

 

第５章 委託処理  

（処理を委託する医療廃棄物）  

第17条 処理業者に処理を委託する医療廃棄物は法に定める基準に基づき事前に委託契

約を締結しなければならない。委託する廃棄物等は「廃棄物処理フローチャート」に

よる。  

（委託契約）  

第18条 委託契約の締結については、次のとおり行うものとする。  

(1) 処理業者から許可証の写しを提出させ、次の事項を確認し行う。  

イ．業の区分  

ロ．取り扱うことのできる廃棄物の種類  

ハ．許可の条件  

ニ．許可の期限  

ホ．処理施設の種類および処理能力  

(2) 当該処理業者が適当と認められた場合は、事前に処理業者と直接契約を締結する。

なお、収集・運搬の再委託は行わないものとする。  

（委託の実施）  

第19条 医療廃棄物の受け渡しにあたっては、マニフェストを使用し次のとおり行うもの

とする。  

(1) 総務課職員がマニフェストに廃棄物の種類、量、性状、その他必要事項を記入する。  

(2) 収集・運搬業者から返送されるＢ２票と、中間処理業者から返送されるＤ票、最終

処分業者からの E 票を、保管しているＡ票とつき合わせて、適正に処理されたこ

とを確認する。  

(3) A,Ｂ２、Ｄ、E 票は、組にして５年間保存する。  

(4) 処理業者の処理施設（最終処分まで）については必要に応じ随時確認するものとす

る。  

第６章 緊急時の措置  

（緊急時の措置）  

第20条 感染性廃棄物に関して地震、火災もしくは取り扱い、保管、運搬中の事故等の災

害により関係職員等への感染の危険が生ずる場合、公共の生活環境への影響が発生し

た場合、またはその恐れがある場合は、関係職員またはその発見者は災害の拡大防止



 

 

等の措置を講じ、速やかに管理責任者へ通報しなければならない。  

２．通報を受けた管理責任者は処理計画の「緊急時の対処要領」第４章第 16 条 (7)に従

い関係機関へ通報しなければならない。  

 

 

 

附則  

この規程は平成１７年９月２９日から施行する。  

この規程は平成２３年６月２９日から施行する。  

この規程は平成３０年１月１７日から施行する。  
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山形県立新庄病院医療廃棄物委員会設置要綱 

 

（目 的） 

第１条 新庄病院における医療廃棄物の管理及び処理に関する事項を定め、感染

性廃棄物による事故の発生を防止し、併せて公衆衛生の向上を図るため、

「山形県立新庄病院感染性廃棄物管理規定（平成２３年６月２９日施

行）」に基づき、山形県立新庄病院医療廃棄物委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

 

（審議事項） 

第２条  委員会では、次の事項について審議決定する。 

（１） 医療廃棄物の適正管理・処理に関すること。 

（２） 感染性廃棄物管理規定に関すること。 

（３） 廃棄物処理計画書に関すること。 

 

（委員の構成） 

第３条  当委員会の委員は、次の者をもって構成する。 

（１） 管理責任者 

（２） 院内感染予防対策委員会委員 

      管理規定第 7 条の２により、委員長は管理責任者がこれにあたり、副委

員長は委員の中から委員長が指名する。 

 

（運 営） 

第４条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会議を主宰する。 

委員会は、必要あると認めた場合は関係者の出席を求めることが出来る。 

委員会に関する事務は総務課施設用度係が行なう。 

 

（補 則） 

第５条 この要綱に定めるほか、必要な事項は会議において定める。 

 

 

（附則）この要綱は、平成１７年９月２９日より施行する。 

    この要綱は、平成２３年６月２９日より施行する。 

この要綱は、平成３０年１月１７日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 



バイオハザードマークの表示 
 

厚生労働省では､感染性廃棄物を入れた容器には､関係者が一目で感染性廃棄物であることを認識

できるように「バイオハザードマーク」を添付することを奨励しています｡ 

 

感染性廃棄物とは､医療機関で発生する廃棄物のうち､感染のおそれのある廃棄物（注射針、メス

等）で、他の廃棄物と分離して保管､収集､処分することが義務付けられています。 

 

バイオハザードマークは､廃棄物の種類によって３種類あります｡ 

 

バイオハザードマークの色 内容物 梱包方法･容器の材質など 

 

 

 

 

血液など液状､泥状のもの 

 

 

 

廃液等が漏洩しない密閉容器 

 

 

 

 

注射針、メスなど鋭利なもの 

 

 

 

対貫通性のある堅牢な容器 

 

 

 

血液が付着したガーゼなど

固形状のもの 

 

 

 

丈夫なプラスチック袋及び段ボ

ール容器を使用 

 

 



廃棄物処理フローチャート

血液等の付着した注射針、 
切開器具、ガラス製アンプル等 
貫通事故の危険性があるもの 
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平成30年1月17日改訂

感染性廃棄物 （血液付着物及び感染の恐れのあるもの。取扱に注意が必要となるもの）

非鋭利物 ●病院指定の５０ℓ段ボール容器（黒ビニール袋） ●処分方法　　焼却処分
院内ゴミステーションに

・血液及び血液付着品（ディスポ製品含む） ダンボールごと排出
・注射筒（血液、体液付着関係なく） ：658.8円
・手術用手袋（病棟用でも感染の恐れのある場合）
・血液の付いたガーゼ ○ダンボールから血液等が流出しないように気をつけてください。
・チューブ類（血液、体液付着関係なく）
・使用後のマスク、手袋、エプロン

鋭利物 ●病院指定の白いポリ容器５０ℓと２０ℓ ●処分方法　　焼却処分
蓋を閉めて、院内の

・切開器具（カミソリ）

・点滴セット（針付きのもの）

・輸血セット（針付きのもの）

・注射針(一体となった部分含む)

・割れたアンプル等貫通事故の危険があるもの ○鋭利なゴミを排出する場合は感染の恐れが
   少ないものでもこれに分類してください。

産業廃棄物 （医療行為に伴い発生するゴミ。薬品の付着物等。病院特有のもの）

プラスチックくず ●プラスチックゴミ箱（透明ビニール袋） ●処分方法　　焼却
袋ごと院内ゴミステーションに排出後

・ビニール器具類 回収業者が毎日回収に来る。
・ディスポグローブ 収集運搬及び処分料金：637.2円
・点滴パック ○ガラス等と分離困難で約７割がプラスチックであれば
・プラスチックボトル    そのまま出してください。

ガラス・陶磁器くず ●プラスチックゴミ箱（透明ビニール袋） ●処分方法　　焼却

・ガラス瓶 収集運搬及び処分料金：691.2円
・試験管
・ギブス、石膏類
・ガラスバイアル ○割れているガラスは鋭利物として感染性ポリ容器に入れて下さい。

金属くず ●プラスチックゴミ箱（透明ビニール袋） ●処分方法　　焼却

・金属製品(トレー、持針器等） 収集運搬及び処分料金：583.2円

○経口食の缶等は、一般の燃えないゴミで排出して下さい。

○大型の金属物は粗大ゴミとして用度係と相談してください。

一般家庭ゴミ 新庄市と同じルールで排出してください。

資源ごみ(ダンボール除く)

○段ボールは別回収なので病院ゴミステーションの指定された場所に

   たたんで排出してください。

○乾電池も資源ごみなので、溜まり次第排出してください。
○経口食、流動食の缶も資源ごみとなりますので注意してください。

・ペットボトル ・段ボール

燃やせるゴミ 燃やせないゴミ

・草木くず、木製品類 ・食器類 ・スプレー缶 ・その他(厚手のプラスチック製品）
○薬品付着プラスチックは産業廃棄物となります。 ○スプレー缶等ガスの充填されているものについては、
○生ゴミは十分に水を切ってください。 　必ずガス抜きをして排出してください。
○感染の恐れのある紙おむつは感染性廃棄物です。

収集運搬及び処分料金

収集運搬及び処分料金

・生ゴミ

・空き缶(経口食の缶）

ハザードマーク
(黄色)

ゴミステーションに排出
：874.8円(20ℓポリ)、1,296円(50ℓポリ)

バイアルはガラス 
ゴミに捨てる 
こと！！！ 

パックはプラス
チックとして 
捨てる！！！ 

段ボールに捨てたら 
ハザードマーク（黄
色）を貼る！ バイオハザードマーク 

（オレンジ） 

蓋のツメ（2ヶ所）を
差し込む！！！ 


