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　「標準予防策（standard precautions：SP）」とは，血液，汗を除くすべての体液，分泌物，排
泄物，傷のある皮膚，粘膜は感染性があるものとして対応することで，患者および医療従事者双
方の感染リスクを低減するために実施する1）。

1 手指衛生

 a	 血液や体液，創面のある皮膚や粘膜に触れてしまった場合は，ただちに石けんと流水による手
洗いを行う。ⅠB

 b	 目に見える汚染がある場合は石けんと流水による手洗いを行い，目に見える汚染がない場合は，
擦式アルコール手指消毒薬を用いる。ⅠA

 c	 手袋をはずした後も手指衛生を行う。ⅠB

 d	 手指衛生に関連した刺激性接触皮膚炎の発生を最小限に抑えるために，医療従事者は，スキン
ケアを行う。ⅠB

　手指衛生は標準予防策の基本である。「手指衛生」の用語には通常石けんまたは消毒
薬成分の入った石けん（スクラブ剤などが該当する）と水による手洗いと，水を使用し
ないアルコールをベースにした製剤の使用が含まれる。特に手指衛生が勧告されている
のは，湿性生体物質に触れた後，患者のケアの前後，手袋をはずした後である2） 〜7）。
　手袋の微小孔（ピンホール）や破損によって手が汚染する可能性があるので，手袋を
はずした後も手を洗う。
　手の除菌という観点からは多くの場合，消毒薬成分の入った石けんと流水，または擦
式アルコール手指消毒薬の使用が，普通石けんと水による手洗いより優れている8），9）。
したがって，目に見える汚染がある場合には流水による手洗いが推奨されるが，簡便さ
や除菌効果を考慮すると，それ以外の場合には擦式アルコール手指消毒薬の使用が適し
ている。ただし一部のウイルス（エンベロープに脂質を有さないノロウイルスなど）や

（Clostridioides〔Clostridium〕difficileなどの）芽胞菌に対してアルコール系消毒薬は効
果が低いことを認識し，石けんと流水による手洗いを適宜組み合わせることが望ましい。
　医療従事者は手指衛生を頻繁に行うため皮膚損傷のリスクが高く，皮膚の損傷は皮膚
の細菌叢を変化させる。これは医療関連感染の原因にもなりうるため，予防的にスキン
ケアを行うことが望ましい。
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第2章─隔離予防策12

2 個人防護具

 a	 血液や体液などで衣服が汚染される可能性がある場合は，ガウンまたはエプロンを着用する。
ⅠB

 b	 血液や体液などが飛散し，目，鼻，口を汚染する危険がある場合はマスクとゴーグルを着用す
る。ⅠB

 c	 血液，体液や排泄物，創面のある皮膚や粘膜に触れるとき，あるいは血液や体液で汚染された
物品に触れるときは手袋を着用する。ⅠB

 d	 個人防護具はその都度交換する。ⅠB

　ガウンやエプロンは，患者のケア中に湿性生体物質で皮膚や着衣を汚染しやすいときに
着用するため，水分が浸透しないように防水・撥水性で非浸透性の機能が求められる。
　マスクおよびゴーグルは，湿性生体物質の飛沫が顔面などに付着するのを防止する目
的で着用する。この場合のマスクは通常のサージカルマスクを装着する10） 〜12）。手袋は
湿性生体物質やそれらで汚染された機器，器材に触れるとき，あるいは粘膜や創に触れ
るときに着用する。清潔な未滅菌手袋でよい13） 〜15）。これらの個人防護具は処置の終了
とともにはずし，次の処置時には新しい清潔な個人防護具を使用する。

3 呼吸器衛生 /咳エチケット

 a	 気道内分泌物を封じ込める感染源の制御法の重要性について，医療従事者，患者，面会者を教
育する。ⅠB

 b	 呼吸器感染の徴候や症状のある患者や同伴者の呼吸器分泌物を封じ込めるために下記の方法を
実施する。また，これらは医療現場への最初の受診の時点で開始する。ⅠB

 	 （ア）	咳やくしゃみのときはティッシュペーパー，あるいはマスクで口と鼻を覆う。
 	 （イ）	咳やくしゃみの際に，ティッシュペーパー，あるいはマスクが間に合わない場合は腕で口

を覆い飛沫の拡散を防ぐ。
 	 （ウ）	使用したティッシュペーパーは迅速に廃棄する。
 	 （エ）	呼吸器分泌物に触れた後には手指衛生を行う。
 	 （オ）	咳をしている人が，マスクをすることに耐えられれば，サージカルマスクを装着させる。

 c	 入り口および外来や病院内の効果的な場所に，咳エチケット啓発のためのポスターを掲示する。 Ⅱ

 d	 可能であれば，一般待合室では呼吸器感染のある人から空間的距離（約1～2m以上）を置く。ⅠB

　2003年に発生した全世界的なSARS（severe acute respiratory syndrome）アウトブ
レイクのときの救急外来における患者や患者家族によるSARSコロナウイルス（SARS-
CoV）の伝播によって，医療現場（救急外来，外来クリニック，開業医での受付および
トリアージ区域など）での最初の受診時に感染制御策を迅速に実施する必要性が強調さ
れることとなった16） 〜18）。
　米国CDCにより提案された戦略は「呼吸器衛生 /咳エチケット」と名付けられ19），20），
標準予防策の新しい要素として感染制御の実践に取り込まれるように意図されている。
　この戦略は未診断の感染力のある呼吸器感染症の患者，同伴家族，友人をターゲット
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としており，咳，充血，鼻水，呼吸器分泌物の増加といった症状のあるすべての人が医
療施設に入るときに適用される21） 〜23）。
　呼吸器衛生 /咳エチケットの用語は，結核の感染源への感染対策の推奨に由来してい
る11），24）。
　呼吸器衛生 /咳エチケットの要素には，上記記載項目が含まれる。くしゃみと咳を覆
い，咳をしている患者にマスクをさせることは，感染者が呼吸器分泌物を空気中に拡散
させないようにするための感染源封じ込め証明済みの方法である25） 〜29）。マスクやティッ
シュペーパーで口・鼻を押さえられない場合には，腕で口・鼻を押さえ飛沫の飛散を最
小限にすることが望まれる。
　1 m未満の物理的な接近は，飛沫伝播を介した感染伝播の危険性を増大させるかもし
れないため，感染していないほかの人と感染者の距離を確保することが望ましい。良好
な衛生行為（特に手指衛生）の効果については，ウイルスの伝播の低減や医療現場の
内外での呼吸器感染症の発生を減らすことが，いくつかのレビューで総括されてい
る5），30），31）。
　医療従事者が呼吸器感染の症状のある患者を検査したりケアしたりする場合には，飛
沫予防策（マスク装着など）と手指衛生をすることが推奨される。呼吸器感染のある医
療従事者は，患者への直接接触は避けることが推奨される。できない場合は，患者ケア
時にはマスクを装着すべきである。

4 患者配置

 a	 患者配置を決定する場合は，感染性微生物の伝播の可能性を考慮する。ほかの人への感染伝播
の危険性を有する患者（分泌物，排泄物，創部からの排膿などが封じ込められていない；ウイ
ルス性呼吸器感染症や消化器感染症が疑われる幼児など）は，可能であれば個室に入れる。ⅠB

 b	 下記の原則に基づいて患者配置を決定する。ⅠB
 	 （ア）	既知または未知の感染性微生物の伝播経路
 	 （イ）	感染患者における伝播の危険因子
 	 （ウ）	ほかの患者に医療関連感染が発生した場合の危険性
 	 （エ）	個室利用の可能性
 	 （オ）	個室管理ができない場合は，起因微生物の亜型や薬剤耐性等を考慮したうえで同一感染症

患者を一つの病室に集めて管理する。（コホーティング）

　米国建設協会 /施設ガイドライン協会（American Institute of Architects/Facility 
Guideline Institute：AIA/FGI）によって委託された研究を含め，複数の公開されてい
る研究によると，「感染性および非感染性も含めた患者にとって有害な事象の減少」と

「個室管理」との間には有益な関係があることが示された32），33）。
　しかし，ほとんどの病院および長期療養施設は多床病室をもっており，患者に適切な病
室配置を決定するときには，多くの競合する優先事項を考慮しなければならない（入院理由，
患者の特徴，スタッフの必要性，家族の希望，入院費用の心配，心理・社会的要因など）。
　個室病室が限られていれば，ほかの患者への感染伝播に拍車をかけるような状態（排
膿創，便失禁，封じ込まれていない分泌物など）の患者，および医療関連感染になりや
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第2章─隔離予防策14

すくて有害な結果になってしまう危険性の高い患者（免疫抑制，開放創，留置カテーテ
ル，長期入院が予想されること，日常生活活動について医療従事者に完全に依存してい
ること）を優先することが賢明な対応である34） 〜39）。

5 患者ケアに使用した器材・器具・機器の取り扱い

 a	 血液や体液で汚染した器材は，皮膚や衣服，環境を汚染しないように取り扱う。ⅠB

 b	 再使用する器材は，ほかの患者ケアに安全に使用できるように適切に処理する。ⅠB

 c	 滅菌や消毒に先立ち，有機物を除去するために洗浄する。ⅠA

 d	 クリティカル器材は，滅菌する。 Ⅱ

 e	 セミクリティカル器材は，高水準消毒（一部中水準消毒も可）を行う。 Ⅱ

 f	 ノンクリティカル器材は，低水準消毒を行う。 Ⅱ

　患者の処置に使用した器材は，付着した血液や体液が飛散しないように運搬し，洗浄
などの再生処理に関わる作業者の安全に注意して洗浄する2），40），41）。洗浄処理工程に関わ
る作業者はプラスチックエプロン，手袋，マスクとゴーグルなどの個人防護具を着用す
る42），43）。
　ディスポーザブルの製品は感染性廃棄物として適切に処理する3） 〜6）。再利用する器材
は，滅菌や消毒に先立ち，有機物を除去するために確実に洗浄する44）。また，Spaulding
の分類に従って，再利用する器材を対象の特徴と使用用途に応じて3つに分類し処理方
法を選択するとよい45）。クリティカル器材とは，皮膚や粘膜を貫通，あるいは生体の無
菌域や血管に挿入される器材で，芽胞を含むあらゆる微生物で汚染された場合に感染の
可能性があるため，滅菌を必要とする。セミクリティカル器材とは，粘膜や損傷のある
皮膚と接触する器材をいう。正常な粘膜は，芽胞に対しての抵抗性はあるが，結核菌や
ウイルスへの抵抗性はないため，大量の芽胞を除くすべての微生物を殺滅できる高水準
消毒を行う。セミクリティカル器材でも，粘膜に使用する体温計や水治療タンクなど
は，芽胞を除く結核，栄養型細菌，ほとんどのウイルスや真菌を殺滅する中水準消毒で
も可能である。ノンクリティカル器材とは，無傷な皮膚に接触する，あるいは皮膚と全
く接触しない器材をいう。無傷な皮膚は，通常，ほとんどの微生物に対してバリアとし
て作用しているため，無菌性は必要としない。洗浄後に低水準消毒を行う。使用現場で
は一次洗浄は行わずに中央材料部門にて一括処理するのが望まれる。

6 周辺環境整備およびリネンの取り扱い（詳細は「環境表面・給湯・空調等の整備」の項〔232頁〕参照）

 a	 患者周辺の環境表面は，汚染やほこりがないように清掃する。 Ⅱ

 b	 手がよく触れる環境表面（ベッド柵，床頭台，ドアノブ，水道のコック，手すりなど）は，そ
の他の表面より頻回に清掃する。ⅠB

 c	 リネン類は汚染を拡げないように扱い，洗濯時には80℃の温水で10分間または次亜塩素酸ナ
トリウムによる消毒を行う。 Ⅱ
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　ノンクリティカルな環境表面の清掃と消毒は標準予防策の一環であり，汚染やほこり
がないように清掃することが重要であり，感染経路別防止対策が行われている患者に対
しても，変更する必要はない。病原体で汚染している可能性が高く高頻度に手が触れる
環境表面（ベッド柵，床頭台，ドアノブ，水道のコック，手すりなど）の清掃を入念に
行う46） 〜49）。
　寝具，タオル，寝衣などの汚れたリネンは，病原体によって汚染している可能性が高
いが，標準予防策に準拠した管理下で取り扱い，運搬し洗濯すれば疾患の伝播リスクは
少ない46），50），51）。ただし，感染性の洗濯物は，熱処理を同時に組み入れた洗濯方法や事
前の殺菌処理を行う52）。

7 安全な注射手技

 a	 薬剤調製時や投与時は無菌操作を遵守し，患者に使用される薬剤，あるいは針やシリンジなど
の汚染を避ける。ⅠB

 b	 薬剤調製時や投与の際は，その都度，使い捨ての注射針やシリンジを使用する。ⅠA

 c	 輸液セットは個人用とする。ⅠA

 d	 原則，単回使用バイアルやプレフィルドシリンジを用いる。ⅠB

 e	 単回使用バイアルやアンプルを複数患者に使用しない。残液は使用しない。ⅠA

 f	 複数回使用バイアルを用いなければならない場合，バイアルを穿刺する際に用いる針やシリン
ジはその都度新しいものを用いる。ⅠA

 g	 複数回使用バイアルの保存は，製造元の推奨に従い，患者周囲に放置しない。無菌状態が損な
われたり，疑われたりした時点で廃棄する。ⅠA

 h	 輸液バックや輸液ボトルは，個人用とする。ⅠB

　注射は，生体の組織や血管内に薬液が直接注入される侵襲の高い医療処置である。ゆ
えに，注射薬の調製や投与の過程で起こる汚染が重大な医療関連感染を引き起こし問題
となる。注射薬の汚染の機会としては，工場での製造過程，病院内では薬剤部での調製
過程，そして病棟における調製と投与過程が考えられるが，一般的に問題となるのは，
病棟における調製と投与過程である。近年，米国では外来医療施設において，注射処置
によるB型肝炎ウイルス（HBV），C型肝炎ウイルス（HCV）のアウトブレイクが発生
しており，安全な注射処置の向上に注意が向けられている53），54）。このアウトブレイク
は，医療スタッフが複数回使用バイアルや生食バッグなどに使用済み針を挿入したこと
や，注射実施の際に複数患者に同じ針やシリンジを使用したこと，また，使用済みの針
やシリンジの片付けをするエリアと薬剤準備のエリアを同一としていたことに起因して
いる。わが国でも，最近，外来医療施設においてインスリン針の使い回しや，輸液の汚
染などを原因とする血流感染のアウトブレイクが発生しており，これらの処置は感染対
策上，重要なものと認識される必要がある。これらに関する基本的な対策は，注射ごと
に使い捨ての注射針やシリンジを使用すること54） 〜57），個人用として単回使用バイアル
やプレフィルドシリンジ，輸液製剤を用いることである54），57） 〜59）。また，患者に使用す
る前の清潔な器材と使用後の汚染した器材，あるいはそれらを扱うスタッフが交差しな
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いよう動線を考慮したゾーニングも重要となる53），54），60）。血液汚染の可能性のあるディ
スポーザブルでない器材からの皮膚や粘膜への曝露，衣服の汚染，ほかの患者や環境表
面への微生物の伝播を防ぐために，使用中の取り扱いや使用後の洗浄，消毒，滅菌の必
要性も含め安全取り扱い方法についても検討する。さらに，輸液調製や投与時の手指衛
生や手袋装着など個人防護具の適切な着脱も基本的な対策として重要である。今後，組
織全体で，安全な注射処置に関する基本原則の理解や，遵守に関する体制を整備し取り
組むような仕組み作りが重要である。
　病棟における薬剤調製については，本ガイドライン中の「病棟における薬剤混合法」

（258頁）でも述べられている。

8 特別な腰椎穿刺手技のための感染予防策

 a	 脊柱管や硬膜下腔にカテーテルを留置したり，注射をしたりする際（ミエログラムや腰椎穿刺，
脊椎または硬膜外麻酔の際）には，サージカルマスクを装着する。ⅠB

　2007年に公開された隔離予防策のためのCDCガイドラインに新たに追加された勧告
である。ミエログラムやその他の脊椎処置（腰椎穿刺，脊椎麻酔または硬膜外麻酔，髄
腔内化学療法など）に引き続く細菌性髄膜炎は以前にも報告されている61） 〜70）。2004年，
CDCは，米国感染症学会の新興感染症ネットワークの調査で同定された8件のミエログ
ラフィー後の髄膜炎を調査し医師の口腔咽頭の細菌叢の飛沫感染がこれらの感染症を発
生させた可能性を指摘している。これらの処置はわが国でもよく実施される侵襲的処置
であり，今後処置時のサージカルマスク着用の徹底が必要である61） 〜69），71），72）。

9 針刺し・切創，皮膚・粘膜曝露予防

 a	 使用済みの注射針はリキャップせずに使用後ただちに鋭利物廃棄容器に捨てる。ⅠB

 b	 安全装置付き器材を導入する。ⅠB

 c	 血液や体液など，およびこれらによる汚染物，あるいは損傷している皮膚や粘膜に接触すると
きは手袋を着用する。手袋をはずした直後は手指衛生をする。ⅠB

 d	 血液や体液などで衣服が汚染しそうなときには，ガウンやプラスチックエプロンを着用する。ⅠB

 e	 血液や体液などの飛沫が眼，鼻，口を汚染しそうなときには，マスクやゴーグル，フェイスシー
ルドを着用する。ⅠB

 f	 血液や体液などに曝露される可能性がある職員は，B型肝炎ワクチンを接種する。1シリーズの
ワクチン接種（3回）で抗体陽性とならなかった場合には再度接種する。ⅠB

　血液や体液の付着した器具の取り扱いには細心の注意が必要である。特に注射針によ
る針刺しは，さまざまな工夫によって防ぎうるものである。注射針による針刺しはリ
キャップ時や血液の付着した注射針や器材を放置していることによるものなどが多くみ
られる。リキャップを禁止し，鋭利物廃棄容器を用いてその場で処理することが重要で
あり，容器は使用する場所に設置するか，あらかじめ持参するのが望ましい73） 〜75）。ま

解説
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た，鋭利物廃棄容器は，廃棄物が容易に取り出せないような構造であることが望ましい。
　さらに，安全装置付き器材の導入を積極的に進める74） 〜76）。リキャップ不要のさまざ
まな工夫と針刺し防止機構が付いた翼状針，静脈留置針，採血針，注射器などがある。
　血液や体液，排泄物，分泌物，粘膜，損傷のある皮膚に接触したり，それらが飛散し
たりする場合は，状況に応じて，個人防護具を選択し着用する必要がある。
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感染経路別予防策
　感染経路別予防策は，伝染性病原体の感染経路遮断のために，「標準予防策」に加えて行う感
染予防策である1）。「感染経路別予防策」には，「空気予防策」，「飛沫予防策」，「接触予防策」が
含まれる。複数の感染経路のある感染症では，複数の感染経路別予防策を組み合わせて行う。本
項では，「感染経路別予防策の概略」を表1に，また「特定の感染症と状態に推奨される予防策
の種類と期間」を別表（29〜53頁）に示した。
　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。病原体の感染経路を知らず，必要以上に過剰な対策をとることは非科学的であ
り，費用と労力の浪費につながる。感染経路や病態に応じて，必要な対策を必要な期間，徹底し
て行うことが重要である。

空気予防策
　空気感染とは，微生物を含む直径5 µm以下の微小飛沫核が，長期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（エアロゾル感染）の分類には，絶対的
経路，優先的経路，日和見的経路がある。対象となる病原体あるいは疾患は，結核，水痘（免疫
不全者あるいは播種性の帯状疱疹を含む），および麻疹である。空気予防策はこれらの病原体に
感染している患者に対して適用される1），2）。結核療養所や結核病棟内での空気予防策については，
はっきりした指針はないので，本ガイドラインでは一般病棟での対策について述べる。

1 病室管理

 a	 個室隔離とする。特に，結核患者で塗抹陽性の排菌期間中は厳重にする。ⅠB

 b	 個室隔離ができない場合は，起因微生物の亜型や薬剤耐性等を考慮したうえで同一感染症患者
を一つの病室に集めて管理する。（コホーティング）ⅠB

 c	 病室は周囲の区域に対して陰圧に設定し，病室のドアは常時閉めておく。ⅠB

 d	 給気は全外気方式が望ましいが，循環式空調の場合にはダクト回路内にHEPAフィルターを設
置する。ⅠB

　空気予防策には空調設備の完備は不可欠である。対象患者を管理する空気感染隔離室
（airborne infections isolation room：AIIR）は，周辺室より陰圧とし，すべての供給空
気を新鮮外気とする全外気方式を採用することが望ましい。この方式では，室内空気が
1時間に6〜12回（新築の場合は12回で設計し，旧施設の場合は6回での過渡的使用を許
容）入れ替わるように設定されている。また，循環式空調の場合にはダクトの回路内に
HEPAフィルターを設置し，フィルターを通過後の循環空気の10％を排気すれば，室内
は常に陰圧に制御される。空調システムが利用できない場合は，ポータブルのHEPAフィ
ルター内蔵空気洗浄機の利用も考慮する。HEPAフィルターは定格風量で粒径が0.3 µm
の粒子に対して99.97％以上の粒子捕集率をもち，かつ圧力損失が245 Pa（25 mmH2O）

Ⅱ
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表1　感染経路別予防策の概略
標準予防策 空気予防策 飛沫予防策 接触予防策

感染媒体

・	血液，体液
・	分泌物，排泄物
・	創のある皮膚，粘膜

・		直径5 µm以下の飛
沫核粒子

・	空気の流れにより飛
散する

・	直径5 µmを超える
飛沫粒子

・	微生物を含む飛沫が
短い距離（2 m以内）
を飛ぶ

・	飛沫は床に落ちる

〈直接接触感染〉
・	直接接触して伝播
・	皮膚同士の接触
・	患者ケア時など

〈間接接触感染〉
・	汚染された器具や環境

などを介して
主な疾患
および
微生物

感染症の有無にかかわ
らずすべての患者に適
応される

結核，麻疹，水痘 インフルエンザ，流行
性耳下腺炎，風疹など

腸管出血性大腸菌，MRSA，
C. difficile，緑膿菌など

手洗い＊

・	血液，体液，分泌物，
排泄物，創のある皮
膚，粘膜に接触後

・	手袋をはずした後

─ ─

・	患者接触時，汚染表面
接触時に手洗い

手袋

・	血液，体液，分泌物，
排泄物，創のある皮
膚，粘膜に接触時

・	使用後，速やかには
ずし，手洗い

─ ─

・	患者ケア時手袋を着用
・	汚染物に触った後は交

換
・	部屋を出る前にはずし，

手洗い

マスク
ゴーグル

・	血液，体液が飛散し，
目，鼻，口を汚染す
る可能性がある場合

部屋に入るときにタイ
プN95マスク（レス
ピレータ）を着用

患者から2 m以内に近
づくとき，サージカル
マスクを着用

─

ガウン

・	血液，体液，分泌物，
排泄物で衣服が汚染
する可能性がある場
合

・	汚染されたガウンは
ただちに脱ぎ手洗い
する

─ ─

・	患者，環境表面，物品
と接触する可能性があ
る場合

・	部屋に入るとき着用し，
退室前に脱ぐ

器具

・	汚染した器具は，粘
膜，衣服，環境など
を汚染しないように
注意

・	再使用のものは清潔
であることを確認

─ ─

・	できるかぎり専用とす
る

・	専用でない場合は他患
者に使用前に消毒

リネン

汚染されたリネンは，
粘膜，衣服，ほかの患
者や環境を汚染しない
ように扱う

─ ─ ─

患者配置

環境を汚染させるおそ
れのある患者は個室隔
離

個室隔離
部屋の条件
1）	陰圧
2）	6回	/時以上の換気
3）	院外（HEPAフィル

ター）排気

個室隔離あるいは集団
隔離の場合はベッドを
2 m離す

個室隔離あるいは手段隔
離あるいは患者の排菌状
態や疫学統計に基づき対
応を考慮

患者移送 ─

・	制限する
・	部屋から出る場合に

はサージカルマスク
を着用させる

・	制限する
・	部屋から出る場合に

はサージカルマスク
を着用させる

・	制限する

＊	流水と石けんがすぐに利用できない場合は，アルコールをベースとした速乾式手指消毒薬を用いてもよい。
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以下の性能を示すフィルターである。空気感染防止のための病室のみならず，気管支鏡
検査室や呼吸機能検査室も空気予防策が行える空調設備を整えておくことが望ましい。
　感染患者が多数発生した場合には，多床室や病棟全体を使用してコホーティング（co-
horting）がなされる場合がある。コホーティングとは感染患者をグループとしてまと
め，同じ看護スタッフがケアにあたることで，領域全体を周囲から区別する管理法であ
る（“集団隔離”と同義語）。空気感染病原体のみならず飛沫感染や接触感染する微生物
に対しても有効な隔離方法とされる3），4）。結核の場合，多剤耐性結核菌感染症（MDR-
TB）や超多剤耐性結核菌症（XDR-TB）が否定できない段階でのコホーティングは避
けるべきである。

2 患者の処置およびケア

 a	 感染性を有する時期の患者は，室外に出ることを制限する。 Ⅱ

 b	 やむをえず室外に出るときは，患者にサージカルマスクを着用させる。ⅠB

 c	 食器や残飯，ゴミ，タオル，リネン類やカーテン類の洗濯，部屋の清掃は特別な消毒を行わな
くてもよい。 Ⅱ

 d	 聴診器や血圧計などを患者専用にする必要はない。カルテを部屋に持ち込んでもよい。 Ⅱ

 e	 患者退出後はその部屋の時間換気回数（ACH）を考慮し，室内の空気が99％以上置換されるま
での時間をかけて換気する。ⅠB

　患者が病室外に出ることは，感染の拡大という観点から制限されるが，病室外に出る
ときは必ずマスクを着用して飛沫を発生させないことなど，患者が守るべき空気予防策
の教育が重要である。また，患者の家族にも病室への立ち入りを控えるよう指導し，特
に，乳幼児や易感染状態の人の入室を禁止する。
　日常生活物品や医療器具の接触によって感染が成立するという証拠はないので，これ
らへの配慮は必要ない。ただし，結核患者に使用した気管支鏡は，高レベル消毒薬で厳
重に消毒しなければならない。また，呼吸機能検査においても，ディスポーザブル回路
を用いるか，適切な消毒が必要である。
　日常の病室清掃は通常の方法でよい。また，患者が退室した後は病室の時間換気回数

（ACH）を考慮し，室内の空気が99％以上浄化されるまでの時間をかけて換気を行う5）。
特別な清掃や消毒を行う必要はなく，消毒薬の噴霧やホルマリン燻蒸は効果が認められ
ないばかりか人体に有害である。また，紫外線の病室への照射も，陰になるところへの
殺菌効果が及ばないため，効果は明らかでない。

3 医療従事者の対応

 a	 医療従事者あるいは家族が部屋に入るときは，N95マスク（レスピレータ）を着用する。ⅠB

 b	 水痘あるいは麻疹の患者には，これらのウイルスに対して免疫を有する職員が対応する。ⅠB

解説
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第2章─隔離予防策24

　N95マスク（レスピレータ）は0.1〜0.3 µmの微粒子をフィルター面で95％以上除去
できる性能を有する。空気感染防止のための呼吸用保護具として有用である6），7）。N95
の規格を通っている製品であれば装着時に接顔面との密着性が高く吸気抵抗値や排気抵
抗値の低い製品が適している。N95マスク（レスピレータ）の使用においては，フィッ
トテスト，ユーザーシールチェックに関する教育，確認を行う。結核に使用する場合，
N95マスク（レスピレータ）は製品によっては汚染したり破損したりしていなければ複
数回の使用が可能であるが，長時間使用するフィルターが目詰まりを起こし呼吸が苦し
くなる（製品にはメーカーが推奨装着時間を明記している場合，使用時間の目安として
参考にするとよい）。結核菌の場合，環境表面から感染が成立するという証拠はないの
で，これらへの配慮は必要ない。
　医療従事者に対して，水痘と麻疹の既往歴やワクチン接種歴を調査し，必要に応じて
抗体を測定する。抗体陰性者にはワクチンの接種を勧める。これらの対策は，小児病棟
や移植病棟の職員において特に重要である。患者のケアは抗体陽性者が行い，麻疹の対
応は抗体陽性であってもN95マスク（レスピレータ）を必ず着用する。水痘の抗体陽性
者が水痘対応時にN95マスク（レスピレータ）を使用するかどうかのコンセンサスは得
られていない。（「水痘，麻疹，風疹，ムンプス」の項〔76頁〕参照）
　ツベルクリン反応は結核感染とBCG陽転を鑑別できないこと，成人に対するBCGの有
効性は不明な点が多いこと，さらに最近では結核の再感染も示唆されていることより，ツ
ベルクリン反応の結果やBCG接種歴の有無にかかわらず，結核菌排菌患者の部屋に入る
際は，すべての人がN95マスク（レスピレータ）を着用する。（「結核」の項〔55頁〕参照）

飛沫予防策
　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，それに含まれる病原体が感染することをいう。飛沫直径は5 µmより大
きいため，飛散する範囲は約2 m以内であり，床面に落下するとともに感染性はなくなる1）。飛沫
予防策が適応される病原体あるいは疾患は，ジフテリア菌，マイコプラズマ，溶血性連鎖球菌，
インフルエンザ菌や髄膜炎菌性髄膜炎，インフルエンザ，流行性耳下腺炎，風疹などである。

1 病室管理

 a	 個室隔離とする。ⅠB

 b	 個室隔離ができない場合は，（亜型や薬剤耐性も考慮したうえで）同じ微生物による感染症患者
を一つの病室に集めて管理する。（コホーティング）ⅠB

 c	 コホーティングも不可能であれば，患者ベッド間隔を2m以上保つ，あるいは患者間にパーテー
ションやカーテンによる仕切りを設ける。ⅠB

 d	 特殊な空調や換気システムを設けなくてもよい。 Ⅱ

　飛沫感染は空気感染と同様に経気道感染であるが，病原体の拡散範囲が小さいため，
病室のハード面においては特殊な空調や換気システムは必要ない。

解説
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2 患者の処置およびケア

 a	 感染性を有する時期の患者は，室外に出ることを制限する。 Ⅱ

 b	 やむをえず室外に出るときは，患者にサージカルマスクを着用させる。ⅠB

 c	 食器や残飯，ゴミ，タオル，リネン類やカーテン類の洗濯，部屋の清掃は特別な消毒を行わな
くてもよい。 Ⅱ

 d	 聴診器や血圧計等を患者専用にしなくてもよい。また，カルテを部屋に持ち込んでもよい。 Ⅱ

 e	 患者退出後の病室は通常の清掃でもよい。 Ⅱ

3 医療従事者の対応

 a	 医療従事者は患者から2m以内に近づく際には，サージカルマスクを着用する。ⅠB

　マスクの着用に関しては，空気予防策に用いられるN95マスク（レスピレータ）は不
要で，サージカルマスクでよい。飛沫感染に関与する粒子は直径5 µmより大きい飛沫
であり，通常のサージカルマスクで防御可能である。飛沫予防策を必要とする病原体に
感染している，あるいは疑いのある患者に対して，呼吸機能検査，気管支ファイバー検
査，全身麻酔手術などのエアロゾルを発生させるような検査・処置を行う場合，術者は
サージカルマスクを着用する。ただし，感染様式が完全に解明されていないMERSコ
ロナウイルス等の疑いがある患者に対して，エアロゾルを発生させるような検査・処置
を行う場合には，N95マスク（レスピレータ）を使用したほうがよい。

接触予防策
　接触感染は患者との直接接触または患者に使用した物品や環境表面などとの間接接触によって
成立する。接触予防策はこのような経路で伝播しうる疫学的重要な病原体に感染または保菌して
いる患者に対して適用される1）。適用される病原体または疾患は，ウイルス性出血熱（エボラ，
ラッサ，マールブルグ），急性ウイルス性（出血性）結膜炎，新生児または皮膚粘膜の単純ヘルペ
スウイルス感染症，乳幼児におけるRS（respiratory syncytial）ウイルス，膿痂疹，虱症，疥癬，
ロタウイルス感染症やノロウイルス感染症（おむつ使用中または失禁状態の場合），腸管出血性大
腸菌感染症，クロストリディオイデス・ディフィシル感染症（CDI），MRSA（methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus）や多剤耐性緑膿菌（multi-drug resistant Pseudomonas aeruginosa：MDRP），
バンコマイシン耐性腸球菌（vancomycin-resistant Enterococcus：VRE）10），カルバペネム耐性腸
内細菌科細菌（carbapenem-resistant Enterobacteriaceae：CRE）等の耐性菌感染症などである。

1 病室管理

 a	 個室隔離とする。ⅠB

 b	 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一つの病室に集めて管理する。	
（コホーティング）ⅠB

解説
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第2章─隔離予防策26

 c	 コホーティングも不可能であれば，病原体の毒性や排菌量，同室者の感染リスク，病院あるい
は病棟における感染対策上の重要性などを考慮し病室の配備を行う。 Ⅱ

 d	 特殊な空調や換気システムを設けなくてもよい。 Ⅱ

　感染患者との接触を制限するための隔離予防として個室隔離が望ましい3）。しかしな
がら，わが国の病院の建築上の問題や医療従事者の数からすれば，すべての接触予防策
の対象患者を個室隔離とすることは不可能である。したがって，コホーティングはやむ
をえない処置であって，実際にそのことで感染が拡大するという証拠はない。さらに，
病原体の種類や排菌量に基づく個室隔離の基準は，欧米においてもわが国においても明
確ではなく，このことが医療現場を混乱させている。例えば，急性ウイルス性（出血性）
結膜炎など感染力の強い病原体では個室隔離あるいはコホーティングが必要であるし，
また，排菌量が多くかつ排菌部位を覆えないMRSA排菌患者，MDRP，VRE，CREな
どの注意すべき新規耐性菌の排菌患者なども，優先して個室隔離すべき患者である。一
方，排菌量が少なく保菌状態の患者は，対象病原体に対する易感染患者（例えばMRSA
に対する手術後患者）と同室でなければ，個室隔離の必要性は低いと判断される。病院
の実状に合わせて優先順位を考えることが現実的な対応であろう。
　空気感染は無視できるので，病室には特別な空調施設は不要で，ドアを閉めておく必
要もない。ただし，日常の生活が病室内でできるように，個室にはシャワー施設やトイ
レを備えておくことが望ましい3）。

2 患者の処置およびケア

 a	 患者が室外へ出るときは，十分な手洗いと排菌部位の被覆に努める。 Ⅱ

 b	 食器や残飯，ゴミ，タオルやリネン類は通常の処理でよい。病室の清掃やカーテン類の洗濯も
通常の方法でよい。未解決

 c	 マットレスはあらかじめビニールシーツなどで覆い，清拭できるようにしておくとよい。 Ⅱ

 d	 聴診器や血圧計などは患者専用にする。カルテを病室に持ち込まない。 Ⅱ

 e	 患者の尿や便は特別な処理の必要はない。 Ⅱ

 f	 患者退出後の病室は通常の清掃に加え，日常的に手が接触する環境表面を清拭消毒する。 Ⅱ

　患者の移送は控えることが望ましいが，室外に出るときは手洗いを十分行うこと，病
院の環境に触れないよう注意することなど，患者が守るべき接触予防策を教育しておく。
　患者が使用した物品には病原体が付着していることが考えられ，運搬の途中に環境汚
染を防ぐためビニール袋に入れて扱う。血液の付着がなければ一般ゴミとして処理して
よい。使用したマットレスは，次の患者に使う前に表面を低水準消毒薬などで清拭して
おく。あらかじめビニールシーツで覆っておくと清拭が便利である。マットレス洗浄や
消毒については，その有用性は明らかでない。
　医療器具を介して感染が拡大することが，MRSAやVREなどで確認されているため，

解説
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これらは患者専用とし，使用後はアルコールなどで十分清拭する。
　便や尿は標準予防策に準じて処理すればよい。ただし，便座は次亜塩素酸ナトリウム
やアルコール系消毒薬などで清拭しておく。
　病室の日常清掃は通常の方法で行い，ドアのノブやベッド柵など日常的に手が触れる
環境表面は，第4級アンモニウム塩あるいはアルコール系消毒薬を用いて1日1回以上
清拭する。患者の退室後も通常の清掃とともに，手が触れる箇所を十分清拭する。消毒
剤の噴霧やホルマリン燻蒸は不要である。

3 医療従事者の対応

 a	 接触予防策の対象となる病原体の排菌患者のケア後は，擦式消毒または流水と石けんによる手洗
いを励行する。ただしノロウイルスやクロストリディオイデス（クロストリジウム）・ディフィシ
ルのようなアルコール系消毒薬抵抗性病原体の場合には流水と石けんによる手洗いを行う。ⅠB

 b	 排菌の有無にかかわらず，患者や病室環境に触れる場合は手袋を着用する。ⅠB

 c	 排菌患者に直接接触する場合や，病室環境に触れる場合はガウンを着用する。ⅠB

 d	 スリッパの履き替えや病室入り口の粘着マットは必要ない。 Ⅱ

　接触予防策の基本は医療従事者の手を清潔に保つことである。標準予防策においても
手洗いと手袋の着用が重要であるが，さらに，排菌患者のケア後には手洗いすることが
必須である。目に見える汚染がある場合は，流水と石けんによる手洗いを行う。目に見
える汚染がなければアルコールをベースとした速乾式手指消毒薬を用いるが，皮膚過敏
の場合には消毒薬成分を含んだ石けんを使用してもよい。消毒薬成分を含んだ手洗い用
品を使用することで流水と消毒薬成分を含まない石けんの使用より感染が減るというエ
ビデンスはないが，手から耐性菌を除く点ではより優れている3），9）〜16）。ノロウイルスや
クロストリディオイデス（クロストリジウム）・ディフィシルのようなアルコール系消
毒薬抵抗性病原体の場合には，流水と石けんによる手洗いを行う。創部やカテーテル類
を有する患者の処置の際は，積極的に手袋を着用することが勧められる。排菌患者から
病原体を手に付着させないようにすること，非排菌患者に病原体を付着させないように
すること，すなわち，医療従事者の手が患者間での病原体の媒介にならないことが重要
である。手荒れがひどい場合は，MRSAなどが，付着し容易に排除できなくなるので，
手袋の着用が勧められる。手袋は清潔で非滅菌のものでよい。VREは強く環境を汚染
しうるので，患者あるいは保菌者の病室に入室する際は手袋を着用する8）。
　ガウンやエプロンの着用の基準は明確でないが，下痢をしている患者，気管切開部位
からの排菌患者，創部やドレーン挿入部からの排菌患者など，排菌量が多く排菌部位を
完全に覆えない場合には必ず着用する。ディスポーザブルのビニールエプロンなど，水
分非透過性のものが望ましい。使い捨てでないガウンの交換頻度の基準も明確でない。
ガウンを脱ぐ場所は病室内とする。
　MRSAやVRE排菌患者の病室に入る際の，スリッパの履き替えや入り口の粘着マッ
トの設置が，これらの菌による感染症の拡散を防ぐという証拠はなく，逆にスリッパの
履き替え動作によって手が汚染されることが危惧される5）。

解説
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第2章─隔離予防策28

4 ICTの対応

 a	 接触予防策の遵守状況を確認する。ⅠA

 b	 接触予防策の効果を確認するため，場合により周囲患者の保菌検査を考慮する。ⅠB

 c	 これらの対策を講じても新たに患者から同じ病原体が分離される場合，アウトブレイクを疑っ
て迅速に6章Ⅰに記載されている対応をとる。ⅠA

　接触予防策の効果は，病原体が当該患者から他の患者に伝播していないことによって
確認される。しかし，接触予防策の対象となる病原体，特に薬剤耐性菌の場合は，他の
患者に伝播しても発症しないことが多い。そのため，保菌検査が必要となる場合もある。
対象は一般に，伝播リスクの高い周囲の患者である。
　このような，保菌検査も含めて，他の患者に伝播していることが明らかになった場合，
アウトブレイクとしての対応が必要になる場合もある。（詳細は6章Ⅰを参照）

 1） Garmer JS：Guidelines for Isolation Precautions in Hospitals；The Hospital Infection Control 
Practices Advisory Committee. Am J Infect Control, 1996；24：24：31.

 2） Centers for Disease Control and Prevention：Guidelines for preventing the transmission of tu-
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 5） CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee（HICPAC）：The 
Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities is a compilation of rec-
ommendations for the prevention and control of infectious diseases the are associated with 
healthcare environments. MMWR, june 6, 2003；52（RR10）：1-42.

 6） Department of Health and Human Services：Department of Labor. Respiratory protective de-
vices；final rules and notice. Federal register, 1995；30336-30402.

 7） Jarvis WR, Bolyard EA, Bozzi CJ, et al：Respirators, recommendations, and regulations；the 
controversy surrounding protection of health care works from tuberculosis. Ann Intern Med, 
1995；122：142-146.

 8） Hospital Infection Practices Advisory Committee：Recommendations for preventing the spread 
of vancomycin resistance. Am J Infect Control, 1995；23：87-94.

 9） Larson EL：1992, 1993 and 1994 Association for Professionals in Infection Control and Epidemi-
ology Guidelines Committee；APIC guideline for handwashing and hand antisepsis in health 
care settings. Am J Infect Control, 1995；23：251-269.

 10） HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Hand Hygiene Task Force：Guideline for Hand Hygiene in 
Health-Care Settings. MMWR, 2002；51：RR-16.

 11） Garner JS, Favero MS：Guideline for Handwashing and Hospital Environmental Control. Atlan-
ta, GA：US Department of Health and Human Service, Centers for Disease Control, 1985.

 12） Lowbury EJL, Lilly HA, Bull JP：Disinfection of hands；removal of transient organisms. Br 
Med J, 1964；2：230-233.

 13） Steere AC, Mallison GF：Handwashing practices for the prevention of nosocomial infections. 
Anm Intern Med, 1975；83：683-690.

 14） Larson E：APIC guideline for use of topical antimicrobial products. Am J Infect Control, 1988；
16：253-266.
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別表　特定の感染症と状態に推奨される予防策の種類と期間

感染症	/病原体	/状態
予防策

種類 期間 備考

あ

アクチノミセス症	Actinomycosis 標準 ヒト	-ヒト伝播はない。

アスペルギルス症	Aspergillosis 標準
大きな軟部組織感染があり，大量の排膿や洗浄
の繰り返しが必要ならば，接触予防策と空気予
防策を行う。

圧迫潰瘍（褥瘡性潰瘍，圧迫痛），感染性	Pressure	ulcer（decubitus	ulcer,	pressure	sore）infected

　大きい病変	Major
接触
＋

標準
罹病

期間中

排膿がドレッシングされていないか封じ込めら
れていないならば，排膿が止まりドレッシング
にて封じ込められるまで接触予防策を実施す
る。

　	小さい病変または限局病変	
Minor	or	limited 標準 ドレッシングカバーがされていて，排膿が封じ

込められている場合。

アデノウイルス感染症	Adenovirus	infection
（⇒	「胃腸炎」，「結膜炎」，肺炎下の病原体特
異的ガイダンスを参照）

アデノウイルス	Adenovirus

飛沫
＋

接触
＋

標準

罹病
期間中

小児および施設環境での集団感染が報告されて
いる1）	～4）。免疫不全の宿主では，ウイルス排出
が遷延しているので，飛沫および接触予防策の
期間を延長する5）。

アメーバ症	Amebiasis 標準

ヒト	-ヒト伝播はまれである。精神障害者のた
めの環境や家族での伝播が報告されている6）。
おむつの幼児や精神障害の人々の取り扱い時に
は注意する7）。

RSウイルス感染	Respiratory	syncytial	virus	
infection，幼児，年少小児，免疫不全成人

接触
＋

標準
罹病

期間中

標準予防策に従ってマスクを装着する8）	～10）。
免疫不全者では，排出が遷延するので接触予防
策の期間を延長する11）。長期入院の患者の接
触予防策をいつ解除するかを決定するための抗
原検査の信頼度は不確かである。

い

胃腸炎	Gastroenteritis 標準

おむつまたは便失禁の人々では罹患期間は接触
予防策を実施する。下記の微生物によって引き
起こされる胃腸炎の施設での集団感染の制御に
も接触予防策を実施する。

　アデノウイルス	Adenovirus 標準
おむつまたは便失禁の人々では罹患期間は接触
予防策を実施する。施設での集団感染の制御に
も接触予防策を実施する。

　	ウイルス性（ほかの箇所でカバーされてい
なければ） 標準

おむつまたは便失禁の人々では罹患期間は接触
予防策を実施する。施設での集団感染の制御に
も接触予防策を実施する。

　	エルシニア・エンテロコリティカ	Yersinia 
enterocolitica 標準

おむつまたは便失禁の人々では罹患期間は接触
予防策を実施する。施設での集団感染の制御に
も接触予防策を実施する。

　	キャンピロバクター属	Campylobacter	
spp. 標準

おむつまたは便失禁の人々では罹患期間は接触
予防策を実施する。施設での集団感染の制御に
も接触予防策を実施する。
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感染症	/病原体	/状態
予防策

種類 期間 備考

　	クリプトスポリジウム	Cryptosporidium	
spp. 標準

おむつまたは便失禁の人々では罹患期間は接触
予防策を実施する。施設での集団感染の制御に
も接触予防策を実施する。

　	クロストリディオイデス（クロストリジウ
ム）・ディフィシル	Clostridioides（Clos-
tridium）difficile

接触
＋

標準
罹病

期間中

適切ならば，抗菌薬を中止する。電子体温計を
共有しない12），13）。一貫した環境の洗浄と消毒
を確実に実施する。伝播が継続するならば，次
亜塩素酸塩溶液が掃除に必要となるかもしれな
い14）。水を用いない擦式手指消毒でのアルコー
ルには殺芽胞活性がないので，石けんと水によ
る手洗いが好まれる15）。

　コレラ（Vibrio cholera） 標準
おむつまたは便失禁の人々では罹患期間は接触
予防策を実施する。施設での集団感染の制御に
も接触予防策を実施する。

　	サルモネラ属	Salmonella	spp.（チフス菌	
S. Typhiを含む） 標準

おむつまたは便失禁の人々では罹患期間は接触
予防策を実施する。施設での集団感染の制御に
も接触予防策を実施する。

　シゲラ属	Shigella	spp.（細菌性赤痢） 標準
おむつまたは便失禁の人々では罹患期間は接触
予防策を実施する。施設での集団感染の制御に
も接触予防策を実施する。

　ジアルジア・ランブリア	Giardia lamblia 標準
おむつまたは便失禁の人々では罹患期間は接触
予防策を実施する。施設での集団感染の制御に
も接触予防策を実施する。

　大腸菌	Escherichia coli

　　	腸管出血性	Enterohemorrhagic	O157：
H7および志賀毒素産生株 標準

おむつまたは便失禁の人々では罹患期間は接触
予防策を実施する。施設での集団感染の制御に
も接触予防策を実施する。

　　その他の菌種 標準
おむつまたは便失禁の人々では罹患期間は接触
予防策を実施する。施設での集団感染の制御に
も接触予防策を実施する。

　腸炎ビブリオ	Vibrio parahaemolyticus 標準
おむつまたは便失禁の人々では罹患期間は接触
予防策を実施する。施設での集団感染の制御に
も接触予防策を実施する。

　ノロウイルス	Norovirus
接触
＋

標準

症状消失の最低48時間まで接触予防策を実施
する。施設での集団感染の制御にも接触予防策
を実施する。糞便や吐物に激しく汚染した区域
を掃除する人々は，ウイルスがこれらの生体物
質からエアロゾル化する可能性があるので，マ
スクを装着するのが有益である16）	～18）。たとえ，
明らかな汚れがなくても，トイレに焦点を当て
て一貫した環境洗浄や消毒を確実に行う19），20）。
伝播が継続していれば次亜塩素酸塩溶液が必要
となるかもしれない21）	～23）。アルコールの活性
は低いが，擦式アルコール手指消毒薬が手指の
除染に効果がないというエビデンスはない24）。
感染した患者を別の空間やトイレの施設にコ
ホートすることは，集団感染の期間は伝播を止
めるには役立つかもしれない。

2章再.indd   30 2020/12/09   午前9:08



31Ⅱ　感染経路別予防策

隔
離
予
防
策

第

章
2

感染症	/病原体	/状態
予防策

種類 期間 備考

　ロタウイルス	Rotavirus
接触
＋

標準
罹病

期間中

環境の洗浄と消毒，および汚れたおむつを頻繁
に取り除くことを確実に実施する。小児（免疫
が正常および免疫不全のどちらも）および高齢
者ではウイルス排出が遷延しているかもしれな
い25），26）。

インフルエンザ	Influenza

　	ヒトインフルエンザ（季節性インフルエン
ザ）Human（seasonal	influenza）

飛沫
＋

標準

5日間
（免疫不

全者で
の罹患
期間を
除く）

患者を個室入室（可能ならば）またはコホート
し，ハイリスク患者との同室は避け，病室外に
移動するときには患者はマスクを装着して，集
団感染を制御	/防御するために化学予防	/ワク
チン接種を行う27）。標準予防策に従ってガウ
ンと手袋を使用することは，小児科現場では特
に重要である。免疫不全患者での予防策の期間
は確定しておらず，長期のウイルス排出（数週
間）が観察されているが，伝播の関連は不明で
ある28）。

　	トリインフルエンザ（H5N1，H7，H9株
など）Avian（e.g.	H5N1，H7，H9）

現在のトリインフルエンザの手引きは，www.
cdc.gov/flu/avian/professional/infect-　
control.htmを参考にする。

　	パンデミックインフルエンザ（ヒトインフ
ルエンザウイルスも）Pandemic	influenza

（also	a	human	influenza	virus）

飛沫
＋

標準

症状発
現から
5日間

現在のパンデミックインフルエンザの手引きは
http://www.pandemicflu.govを参考にする。

インフルエンザ菌	Haemophilus Influenzae
（⇒疾患特異的な勧告を参照） 	

う

ウイルス性呼吸器疾患（ほかの箇所でカバー
されない場合）Viral	respiratory	diseases

（not	covered	elsewhere）

　成人 標準

　	幼児または年少小児
　（⇒「呼吸器感染症，急性」を参照）

ウイルス性出血熱（ラッサLassa	fever，エ
ボラ	Ebola，マールブルグ	Marburg，クリ
ミア	-コンゴ熱ウイルス	Crimean-Congo	
fever	virusによる）

空気
＋

飛沫
＋

接触
＋

標準

罹病
期間中

個室病室が好まれる。下記を強調する：①鋭利
物の安全器具の使用と安全な業務行為，②手指
衛生，③病室への入室時での血液および血液体
液に対するバリア予防策（手袋および耐水性ま
たは不浸透性のガウン，マスク，ゴーグル，フェー
スシールドによる顔面	/眼防御），④廃棄物の
適切な取り扱い。エアロゾル産生処置をすると
きは，N95もしくはそれ以上のレスピレータ
を用いる。出血がみられたとき，疾患の末期で
はウイルス量が最大となる。特に，掃除や洗濯
のオプションが限られていて財源が限定されて
いる状況ではPPEの追加（二重手袋，脚と靴
のカバー）が用いられるかもしれない。エボラ
が疑われたら迅速に保健所に届ける29）	～32）。バ
イオテロ微生物としてのエボラについてはTA-
BLE	3（注1）も参照する。

（注1）https://www.cdc.gov/hicpac/pdf/isolation/Isolation2007.pdf	中	TABLE3
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感染症	/病原体	/状態
予防策

種類 期間 備考

え

HIV感染	HIV	infection 標準 血液曝露の一部では曝露後の化学療法を行う33）。

エキノコックス症	Echinococcosis 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

エコーウイルス	Echovirus
（⇒「腸管ウイルス感染」を参照）

壊死性腸炎	Necrotizing	enterocolitis 標準 症例が集団でみられれば一時的に接触予防策を
行う34）	～37）。

壊疽	Gangrene（ガス壊疽	Gas	gangrene） 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

エプスタイン・バーウイルス感染	Epstein-　
Barr	virus	infection（伝染性単核症を含む） 標準

エボラウイルス出血熱
（⇒「ウイルス性出血熱」を参照）

エルシニア胃腸炎	Yersinia enterocolitica 
Gastroenteritis

（⇒「胃腸炎」を参照）

お

オウム病	Psittacosis（鳥類病ornithosis）
（オムツ病クラミドフィラ） 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

か

回帰熱	Relapsing	fever 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

疥癬	Scabies
接触
＋

標準

効果的な	
治療開始後	

24時間	
経過まで

回虫症	Ascariasis 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

川崎病	Kawasakiʼs	disease 標準 感染状態ではない。

肝炎，ウイルス性	Virus	hepatitis

　A型 標準 勧告されているように，曝露後のA型肝炎ワク
チンを提供する。

　　おむつあるいは便失禁状態
接触
＋

標準

幼児および3歳未満の小児では，入院中は接触
予防策を継続する。3～14歳の小児では症状
発現後2週間，14歳を超えると症状発現後1
週間，接触予防を実施する38）	～40）。

　B型（HBs抗原陽性）；急性および慢性 標準 透析センターの患者ケアには特別な勧告があ
る41）。

　C型とほかの特定されていない非A非B型 標準 透析センターの患者ケアには特別な勧告があ
る41）。

　	D型（B型肝炎ウイルスの合併感染のみに
みられる） 標準

　E型 標準 おむつまたは便失禁の人々には罹患期間は接触
予防策を行う42）。

　G型 標準
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感染症	/病原体	/状態
予防策

種類 期間 備考

カンジダ症	Candidiasis（皮膚粘膜型を含む
すべての型） 標準

感染性海綿状脳症	Transmissible	spongiform	
encephalopathy（⇒「クロイツフェルト	-
ヤコブ病	CJD，vCJD」を参照）

き

Q熱	Q	fever 標準

キャンピロバクター	Campylobacter	胃腸
炎（⇒「胃腸炎」を参照）

狂犬病	Rabies 標準

ヒト	-ヒト伝播はまれである。角膜，組織，臓
器移植を介しての伝播が報告されている43），44）。
患者がほかの人を咬んだならば，または唾液が
開放創や粘膜を汚したならば，曝露部分を徹底
的に洗浄して，曝露後予防を実践する45）。

蟯虫症	Enterobiasis（Pinworm	disease，
oxyuriasis） 標準

ギラン・バレー症候群
Guillain-Barre	syndrome 標準 感染状態ではない

く

クラミジア・トラコマティス	Chlamydia 
trachomatis

　結膜 標準

　性器（性病性リンパ肉芽腫） 標準

　呼吸器（生後3カ月未満の乳児） 標準

クラミドフィラ・ニューモニエ
Chlamydophila pneumoniae 標準 施設に収容されている人々における集団感染が

まれに報告されている46），47）。

クリプトコッカス症	Cryptococcosis 標準 組織や角膜移植にてまれに感染する以外は，ヒ
ト	-ヒト伝播はみられない48），49）。

クリプトスポリジオーシス
Cryptosporidiosis（⇒「胃腸炎」を参照）

クリミア	-コンゴ熱	Crimian-Congo	fever
（⇒「ウイルス性出血熱」を参照）

クループ	Croop
（⇒乳幼児では「呼吸器感染症」を参照）

クロイツフェルト	-ヤコブ病	CJD，vCJD	
Creutzfeldt-Jakob	disease 標準

CJDやvCJDが疑われているか除外されてい
なければ，使い捨ての器具を用いるか，神経組
織で汚染された表面や物には特別な滅菌	/消毒
を行う。特別な埋葬法はない50）。

クロストリジウム属	Clostridium

　ウェルシュ属	C. perfringens

　ガス壊疽	Gas	gangrene 標準
ヒト	-ヒト伝播はまれであり，外科現場での集
団感染が1件報告されている51）。創部排膿が大
量ならば接触予防策を用いる。
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感染症	/病原体	/状態
予防策

種類 期間 備考

　食中毒	Food	poisoning 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

　	クロストリディオイデス（クロストリジウ
ム）・ディフィシル	Clostridioides（Clos-
tridium）difficile（⇒「胃腸炎-クロスト
リディオイデス・ディフィシル」を参照）

ボツリヌス菌	C. botulinum 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

け

結核	Tuberculosis

　肺または喉頭疾患，確定
空気
＋

標準

効果的な治療がおこなわれている患者が臨床的
に改善し，異なる日に採取された抗酸菌の喀痰
検査が3回連続で陰性になった場合に限って，
予防策を中止できる52）。

　肺または喉頭疾患，疑い
空気
＋

標準

感染性結核症の可能性が無視できるほどであり，
かつ①臨床症候群を説明する他の疾患がある，
②抗酸菌の3回の喀痰塗沫の結果が陰性であ
る，のどちらかの場合に限って，予防策を中止
できる。3回の喀痰検査の各々は8～24時間空
けて採取され，少なくとも1回は早朝の採取で
なければならない。

　肺外，排膿病変はない，髄膜炎 標準
肺結核のエビデンスの検査を行う。幼児および
小児では面会家族での活動性肺結核が除外され
るまで空気予防策を行う53）。

　肺外，排膿病変

空気
＋

接触
＋

標準

患者が臨床的に改善し，排膿がなくなるか，継
続する排膿が3回の連続培養で陰性になった場
合に限って，予防策を中止できる54），55）。活動
性肺結核のエビデンスの検査を行う。

　現在排膿病変はないが皮膚テスト陽性 標準

結膜炎	Conjunctivitis

　クラミジア	Chlamydia 標準

　急性ウイルス性	Acute	viral
　（急性出血性	Acute	hemorrhagic）

接触
＋

標準
罹病

期間中

アデノウイルスが最も多い。エンテロウイルス
7056），コクサッキーウイルスA2457）もまたは
市中の集団感染に関連している。感染力が強
く，眼科クリニック，小児科および新生児の施
設環境での集団感染が報告されている。眼科ク
リニックでは結膜炎の患者を取り扱う場合には
標準予防策に従う。器具や機器の取り扱いにお
いて感染制御策を日常的に用いれば，このよう
な状況などでの集団感染の発生を防ぐであろ
う58）	～63）。

　急性細菌性	Acute	bacterial 標準

　淋菌性	Gonococcal 標準

下痢，急性感染性病因が疑われる
（⇒「胃腸炎」を参照）

こ

呼吸器感染症	Respiratory	infectious	disease，
急性（ほかの箇所でカバーされていない場合）
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感染症	/病原体	/状態
予防策

種類 期間 備考

　成人 標準

　幼児および年少小児
接触
＋

標準
罹病

期間中
TABLE	2（注2）にリストされた症候群や状態
も参照する。

抗菌薬関連大腸炎	Antibiotic-associated	
colitis（⇒「クロストリディオイデス・ディ
フィシル」を参照）

鉤虫症	Hookworm	disease
（ancylostomiasis，uncinariasis） 標準

喉頭蓋炎	Epiglottitis，インフルエンザ菌	
Haemophilus influenzaeによる

飛沫
＋

標準

効果的な	
治療開始後	

24時間	
経過まで

ほかの病因による喉頭蓋炎のそれぞれの微生物
を参考にする。

コクシジオイデス症	Coccidioidomycosis
（渓谷熱valley	fever）

　肺炎 標準

Coccidioides immitisの感染性の分節分生子
はヒトの中で作り出されないので，特別な環境

（感染肺の剖検や移植のときのエアロゾル化し
た組織相の内生胞子の吸い込みなど）を除いて
ヒト	-ヒト伝播することはない64），65）。

　排膿病変 標準

コクサッキーウイルス	Coxsackie	virus
（⇒「腸管ウイルス感染」を参照）

コレラ	Cholera（⇒「胃腸炎」を参照）

コロラドダニ熱	Colorado	tick	fever 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

コロナウイルス	Corona	virus

　	SARSに関連したコロナウイルス（SARS-
CoV）（⇒「重症急性呼吸器症候群」を参照）

　	MERSに関連したコロナウイルス（MERS-
CoV）（⇒「中東呼吸器感染症」を参照）

（注2）https://www.cdc.gov/hicpac/pdf/isolation/Isolation2007.pdf	中	TABLE2

さ

細気管支炎	Bronchiolitis
（⇒乳幼児では「呼吸器感染症」参照）

接触
＋

標準
罹病

期間中
標準予防策に従ってマスクを使用する。

細菌性赤痢	shigellosis
（⇒「胃腸炎」を参照）

サイトメガロウイルス	Cytomegalovirus感
染（新生児または免疫不全者を含む） 標準 妊娠している医療従事者への追加予防策はない。

サル痘	Monkeypox

空気
＋

接触
＋

標準

空気（サ
ル痘が確
定され，
天然痘が
除外され
るまで）
接触（病
変痂皮化

まで）

最新の勧告にはwww.cdc.gov/ncidod/mon　
keypoxを参照する。病院環境での伝播はなさ
そうである66）。曝露した医療従事者には曝露
後の天然痘ワクチンが推奨される。
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感染症	/病原体	/状態
予防策

種類 期間 備考

サルモネラ症	salmonellosis
（⇒「胃腸炎」を参照）

塹壕性口内炎	Trench	mouth（ワンサン・
アンギーナ	Vincentʼs	angina） 標準

し

ジアルジア鞭毛虫症	Giardiasis
（⇒「胃腸炎」を参照）

子宮内膜症	Endometritis 標準

ジフテリア	Diphtheria

　喉頭
飛沫
＋
標準 培養

陰性化
まで

24時間空けて採取された2回の培養が陰性に
なるまで

　皮膚
接触
＋
標準

24時間空けて採取された2回の培養が陰性に
なるまで

重症急性呼吸器症候群
Severe	acute	respiratory	syndrome（SARS）

空気
＋
飛沫
＋
接触
＋
標準

罹患期間
に加え
て，呼吸
器症状が
みられな
いか改善
していれ
ば発熱が
改善して
から10
日をプラ
スする

空気予防策が望ましい。AIIRが利用できなけ
れば，飛沫予防策を行う。N95またはそれ以
上の呼吸器防御（N95が利用できなければ外
科用マスク）を用いる。眼の防御（ゴーグル，
フェースシールド）を行う。エアロゾル産生処
置および「超排出者」は飛沫核および大きな飛
沫を介する伝播について最もハイリスクであ
る67）	～69）。注意深い環境消毒を行う。
（www.cdc.gov/ncidod/sars）

種痘疹	Vaccinia（接触部位vaccination	site，
ワクチン接種に引き続く副反応adverse	
events	following	vaccination）

ワクチンを接種された医療従事者のみが活動性
接触部位に接触したり種痘疹副反応の人をケア
してもよい。未接種であれば，ワクチンが禁忌
でない医療従事者のみがケアを提供してもよい。

　	接触部位のケアvaccination	site	care（自
家接触部位を含むincluding	auto	inocu-
lated	areas）

標準

担当者にはワクチン接種が推奨される。新しく
接種された医療従事者には，痂皮が剥がれ落ち
るまでガーゼの上に半透過性のドレッシングを
行い，体液が溜まればドレッシングを交換し
（3～5日），ドレッシングの交換には手袋装着
と手指衛生を行う。接種した医療従事者または
ワクチンが禁忌ではない医療従事者がドレッシ
ング交換を行う70）	～72）。

　種痘性湿疹	Eczema	vaccinatum
接触
＋
標準

病変が
乾燥す
るまで

ウイルスを含んでいる病変や滲出性物質に接触
するときには接触予防策を実施する。

　致死的種痘疹	Fatal	vaccinia 接触＋標準

　全身性種痘疹	Generalized	vaccinia 接触＋標準

　進行性種痘疹	Progressive	vaccinia 接触＋標準

　接種後脳炎	Postvaccinal	encephalitis 標準

　	眼瞼炎または結膜炎
　Blepharitis	or	conjunctivitis

標準	/
接触

大量排膿があれば接触予防策を行う。

　虹彩炎または角膜炎	Irtis	or	keratitis 標準
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感染症	/病原体	/状態
予防策

種類 期間 備考

　	種痘疹関連多形成紅斑（スティーヴィンズ	-
ジョンソン症候群）Vaccinia-associated	
erythema	multiforme（Stevens	Johnson	
Syndrome）

標準

感染状態ではない。

住血吸虫病	Schistosomiasis（ビルハルツ
吸虫病	bilharziasis） 標準

条虫病	Tapeworm	disease ヒト	-ヒト伝播はみられない。

　有鉤条虫（豚肉）Taenia solium（pork） 標準

　小型条虫	Hymenolepis nana 標準

　その他 標準

褥瘡性潰瘍	Decubitus	ulcer
（⇒「圧迫潰瘍」を参照）

小児バラ疹	Roseola	infantum（exanthem	
subitum；HHV-6によって引き起こされる） 標準

食中毒	Food	Poisoning

　	ウェルシュ菌	Clostridium perfringens
またはwelchii 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

　ブドウ球菌性	staphylococcal 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

　ボツリヌス中毒	Botulism 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

虱症	Pediculosis

　頭部
接触
＋

標準

効果的な	
治療開始後	

24時間	
経過まで

　体幹 標準

外寄生した衣類を介して，ヒトからヒトに伝播
する。衣類を脱がせるときには，ガウンと手袋
を装着する。CDCの手引きに従って，衣類を
バッグに入れて洗う。

　陰部 標準 性的接触にてヒト	-ヒト伝播する。

す

水痘	Chickenpox

空気
＋

接触
＋

標準

病変が
乾燥し
て痂皮
化する
まで

免疫のあるケア提供者がいれば，感受性のある医
療従事者は病室に入るべきではない。免疫のある
医療従事者の顔面防御についての勧告はない。感
受性のある医療従事者への防御の種類（外科用
マスクまたはレスピレータ）についての勧告はな
い。水痘肺炎のある免疫不全の宿主では罹患期
間中の予防策の期間は延長する。曝露後予防：曝
露後ワクチンは迅速または120時間以内に接種
する。ワクチンが禁忌の感受性のある曝露者（免
疫抑制者，妊婦，出産前5日以内または出産後
48時間以内に母親が水痘を発症した新生児）に
はVZIGを96時間以内に提供する。VZIGが入手
できなければ，IVIGを使用する。曝露した感受
性のある人には空気予防策を行い，曝露した感受
性のある医療従事者は最初の曝露後8日から最後
の曝露後21日（VZIGが接種されたら28日）は
曝露後ワクチンの有無にかかわらず，休務させる。
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感染症	/病原体	/状態
予防策

種類 期間 備考

髄膜炎	Meningitis

　	インフルエンザ菌	Haemophilus influenzae
タイプB，確定または疑い

飛沫
＋

標準

効果的な	
治療開始後	

24時間	
経過まで

　結核菌	M. tuberculosis 標準

活動性肺疾患または排膿皮膚病変が合併してい
れば，接触予防策や空気予防策を追加する必要
がある。小児では，面会家族で活動性結核が除
外されるまで空気予防策を行う（⇒「結核」を
参照）73）。

　細菌性，グラム陰性，新生児 標準

　真菌性 標準

　	髄膜炎菌	Neisseria meningitidis，確定
または疑い

飛沫
＋

標準

効果的な	
治療開始後	

24時間	
経過まで

⇒「髄膜炎菌疾患」を参照

　肺炎球菌	Streptococcus pneumoniae 標準

　無菌性（非細菌性またはウイルス性） 標準 幼児および年少小児では接触予防策。

　リステリア菌	Listeria monocytogenes 標準

　ほかの同定された細菌 標準

髄膜炎菌疾患	Meningococcal	disease：敗
血症	Meningococcemia（Meningococcal	
sepsis），肺炎	Meningococcal	pneumonia，
髄膜炎	Meningitis

飛沫
＋

標準

効果的な	
治療開始後	

24時間	
経過まで

呼吸器分泌物に曝露した家族接触者や医療従事
者には曝露後化学予防を実施する。曝露後ワク
チンは集団感染の制御のみに限定する74），75）。

スポロトリコーシス（orスポロトリクム症）	
Sporotrichosis 標準

せ

性病性リンパ肉芽腫	Lymphogranuloma 
venereum 標準

せつ，黄色ブドウ球菌性
Furunculosis	staphylococcal 標準 排膿が制御されないならば，接触予防策を実施

する。MRSAならば施設の指針に従う。

　幼児および年少小児
接触
＋

標準
罹病

期間中

節足動物媒介ウイルス性脳炎
Arthropodborne	viral	encephalotodes

（東，西，ベネズエラ馬脳脊髄炎，セントル
イス・カルフォルニア脳炎	eastern，western，
Venezuelan	equine	encephalomyelitis，
ウエストナイルウイルスWest	Nile	Virus）
およびウイルス熱	Arthropodborne	viral	
fevers（デング熱	dengue	fever，黄熱	yellow	
fever，コロラドダニ熱Colorado	tick	fever）

標準

ヒト	-ヒト伝播はみられないが，例外としては
輸血によってまれに感染することがある（ウエ
ストナイルウイルスでは，臓器移植，母乳，経
胎盤にてまれに感染することがある）76），77）。流
行地域では窓や扉にスクリーンを設置する。

接合真菌症	Zygomycosis 標準 ヒト	-ヒト伝播しない。

先天性風疹	Congenital	rubella
接触
＋

標準

1歳
になる
まで

生後3カ月以降に鼻咽頭および尿の培養が繰り
返し陰性になれば標準予防策を実施する。

旋毛虫症	Trichinosis 標準
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そ

創部感染	Wound	infection

　大きい
接触
＋
標準

罹病
期間中

ドレッシングされていないか，ドレッシングが
排膿を適切に包んでいない。

　局部，限定 標準 ドレッシングが排膿を適切に覆って包み込んで
いる。

鼠径肉芽腫	Granuloma	inguinale 標準

鼠咬症	Rat-bite	fever 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

た

帯状疱疹	Zoster（Varicella-zoster）

　	すべての患者において，播種性病変がみら
れる場合 空気

＋
接触
＋
標準

罹病
期間中

免疫のあるケア提供者がいれば，感受性のある
医療従事者は病室に入るべきではない。免疫の
ある医療従事者の防御についての勧告はない。
感受性のある医療従事者への防御の種類（外科
用マスクまたはレスピレータ）についての勧告
はない。

　	免疫不全患者において，限局性病変がみら
れる場合（播種性病変が除外されるまで）

　	免疫システムが正常な患者において，限局
性病変がある場合

接触
＋
標準

病変が
乾燥し
痂皮化
するま
で

免疫のあるケア提供者がほかにいれば，感受性
のある医療従事者は患者の直接ケアを行うべき
ではない。

大腸菌胃腸炎	Escherichia	coli
Gastroenteritis（⇒「胃腸炎」を参照）

多剤耐性菌	Multidrug-resistant	organism
（MDRO），発症または保菌（MRSA，VRE，
VISA/VRSA，ESBL，CRE，耐性肺炎球菌な
ど）

標準/
接触

MDROは地区，州，地域，全米の勧告に基づ
いた感染制御プログラムにて判断され，臨床的
および免疫的に重要である。伝播が進行してい
るエビデンスのある環境，伝播の危険性が高い
急性期現場，ドレッシングで覆うことができな
い創には接触予防策が推奨される。2006年の
医療ケア環境における多剤耐性菌の管理ガイド
ラインの管理オプションのための勧告を参照す
る78）。新しいまたは新興MDROに関する手引
きについては州の保健所に連絡をする。

単純ヘルペス	Herpes	simplex

　新生児
接触
＋
標準

病変が
乾いて
痂皮化
するま
で

経膣または帝王切開で出産した新生児に曝露が
あれば，無症状でも接触予防策を実施する。母
親に活動性感染症であり，粘膜に4～6時間以
上の亀裂があれば，生後24～36時間で施行し
た乳児の表面培養が48時間培養した後で陰性
と判明するまで接触予防策を実施する79），80）。

　肺炎 標準

　皮膚粘膜，再発性（皮膚，口，性器） 標準

　皮膚粘膜，播種または原発性，重症
接触
＋
標準

病変が
乾いて
痂皮化
するま
で

炭疽病	Anthrax 標準 一般的に，感染者は伝播のリスクを有していない。
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感染症	/病原体	/状態
予防策

種類 期間 備考

　肺 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

　皮膚 標準

排膿のある病変に創のある皮膚が接触して伝播
する可能性はある。それゆえ，大量の封じ込め
られていない排膿があるならば，接触予防策を
用いる。アルコールは芽胞への活性を有してい
ないので，水のないアルコールベースの消毒薬
の使用よりも石けんと水による手洗いの方が好
まれる。

　	環境：エアロゾル化する芽胞を含んだ粉末
やその他の物質

環境の除染が完了するまで81），レスピレータ
（N95マスクまたはPAPR），防御着を装着す
る；粉末が付いている人々を除染する。（http:　
www.cdc.gov/mmwr/preview/mwrhtml/
mm5135a3.htm）
手指衛生：芽胞に接触したあとは石けんと水，
または2％グルコン酸クロルヘキシジンにて
30～60秒間，手洗いする（擦式アルコール製
剤は芽胞に活性がない）
環境曝露に引き続く曝露後予防：60日の抗菌
薬（ドキシサイクリン，シプロフロキサシン，
レボフロキサシン）および治験下の曝露後ワク
チン接種

ち

中東呼吸器感染症	Middle	East	respiratory	
syndrome（MERS）

飛沫
＋

接触
＋

標準

飛沫予防策および接触予防策が必須である。ヒ
ト	-ヒト伝播は報告がなく，空気感染について
も解明されていない。ただし，エアロゾルが発
生する処置の場合には，N95マスク（レスピ
レータ）を用いる。

腸炎	Enterocolitis，クロストリディオイデス
（クロストリジウム）・ディフィシル	Clostridi-
oides（Clostridium）difficile（⇒「胃腸炎-ク
ロストリディオイデス・ディフィシル」を参照）

腸炎ビブリオ	Vibrio Parahaemolyticus（⇒
「胃腸炎」を参照）

腸管ウイルス感染	Enteroviral	infections（A
群およびB群コクサッキーウイルスおよびエ
コーウイルス）（ポリオウイルス以外）

標準
オムツまたは便失禁の小児では罹患期間，接触
予防策を用いる。施設での集団感染の制御でも
接触予防策を用いる。

腸球菌属菌	Enterococcus	spp.
（⇒疫学的に重大またはバンコマイシン耐性
ならば「多剤耐性菌」を参照）

腸チフス（チフス菌）Typhoid
（Salmonella	Typhi）fever
（⇒「胃腸炎」を参照）

て

手足口病	Hand，foot，and	mouth	disease
（⇒「腸管ウイルス感染」を参照）

デング熱	Dengue	fever 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

伝染性紅斑	Erythema	infectiosum
（⇒「パルボウイルスB19」を参照）
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伝染性単核症	Infectious	mononucleosis 標準

伝染性軟属腫	Molluscum contagiosum 標準

伝染性膿痂皮	Orf（オルフウイルスorf	virus） 標準

天然痘	Smallpox
（Variola⇒ワクチン接種された人々の管理
には「種痘疹」を参照）

空気
＋

接触
＋

標準

罹病
期間中

すべての瘡蓋が痂皮化して剥がれ落ちるまで
（3～4週間）。免疫のある医療従事者がいるな
ら，ワクチン未接種の医療従事者はケアを提供
すべきではない。感受性がある人およびワクチ
ン接種が成功している人はN95またはそれ以
上の呼吸器防御を行う。曝露4日以内の曝露後
ワクチンには防御能がある82）	～86）。

と

トキシックショック症候群	Toxic	shock	
syndrome（staphylococcus	disease）

（ブドウ球菌疾患，連鎖球菌疾患）
標準

A群連鎖球菌が病因である可能性があれば，抗
菌薬治療の開始後の最初の24時間は飛沫予防
策を実施する。

トキソプラスマ症	Toxoplasmosis 標準
ヒト	-ヒト伝播はまれである。母親から子ども
への垂直伝播，臓器および輸血による伝播はま
れである。

トラコーマ，急性	Trachoma，acute 標準

トリコモナス症	Trichomoniasis 標準

鳥インフルエンザ	Avian	influenza
（⇒「インフルエンザ-トリインフルエンザ」
を参照）

な

軟性下疳（H. ducreyi）Chancroid 標準 ヒトからヒトへ性的に伝播する。

に

尿路感染	Urinary	tract	 infection（腎盂腎
炎pyelonephritisを含む），尿カテーテルあ
り，またはなし

標準

二次性細菌感染（黄色ブドウ球菌，A群β溶
血連鎖球菌）

標準/
接触

病原体特異的な勧告（連鎖球菌とブドウ球菌が
最も多い）に従い，排膿の程度を考慮する。

ね

猫ひっかき傷	Cat	scratch	fever（良性接触性
リンパ細網症	benign	inoculation	lymphore-
ticulosis）

標準
ヒト	-ヒト伝播はみられない。

熱傷皮膚症候群	Scalded	skin	syndrome，
ブドウ球菌性	staphylococcal

接触
＋

標準
罹病

期間中
⇒「ブドウ球菌疾患」を参照

の

膿痂疹	Impetigo
接触
＋

標準

効果的な	
治療開始後	

24時間	
経過まで

脳炎	Encephalitis	もしくは脳脊髄膜炎en-
cephalomyelitis（⇒それぞれの起因菌を参
照）

膿瘍	Abscess
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感染症	/病原体	/状態
予防策

種類 期間 備考

　排膿，大量
接触
＋

標準
罹病

期間中
ドレッシングも封じ込めもしていない排膿；排
膿が止まるかドレッシングで封じ込めるまで。

　排膿，少量または限 標準 ドレッシングカバーして排膿を封じ込める。

ノカルジア症	Nocardiosis，排膿病変もし
くはほかの症状 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

ノロウイルス胃腸炎
Norovirus	gastroenteritis（⇒「胃腸炎」を
参照）

は

肺炎	Pneumonia

　アデノウイルス	Adenovirus

飛沫
＋

接触
＋

標準

罹病
期間中

小児および施設環境での集団感染が報告されて
いる87）	～90）。免疫不全の宿主では，ウイルス排
出が遷延しているので，飛沫および接触予防策
の期間を延長する91）。

　	インフルエンザ菌		
Haemophilus influenzae，タイプB

　　成人 標準

　　幼児と小児（どの年齢も）
飛沫
＋

標準

効果的な	
治療開始後	

24時間	
経過まで

　ウイルス

　　成人

　　	幼児と年少小児（⇒「呼吸器感染症，急
性，特定のウイルス」を参照）

　クラミジア	Chlamydia 標準

　	水痘	-帯状疱疹ウイルス	Varicella-zoster
（⇒「水痘」を参照）

　ブルクホルデリア・セパチア
　Burkholderia cepacia

　　	嚢胞性線維症の患者，気道への定着を含
む

接触
＋

標準
不明

嚢胞性線維症のほかの患者に接触することを避
ける。個室が好まれる。飛沫	/接触予防策の基
準は確定していない。嚢胞性線維症基金ガイド
ラインを参照する92）。

　　嚢胞性線維症のない患者
　　（⇒「多剤耐性菌」を参照）

　	ニューモシスティス・イロベジー	
Pneumocystis jirovecii（ニューモシス
ティス・カリニ	Pneumocystis carinii）

標準※

免疫不全の患者との同室は避ける。
※		2007年版CDC隔離予防策のためのガイド

ラインでは標準予防策となっているが，最近
の知見で飛沫感染・空気感染によるアウトブ
レイクの事例が報告されている。

　A型連鎖球菌	Streptococcus，group	A

　　成人
飛沫
＋

標準

効果的な	
治療開始後	

24時間	
経過まで

「連鎖球菌疾患（A群連鎖球菌）」を参照する。
皮膚病変があれば接触予防策を実施する。
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　　幼児と年少小児
飛沫
＋

標準

効果的な	
治療開始後	

24時間	
経過まで

皮膚病変があれば接触予防策を実施する。

　黄色ブドウ球菌	Staphylococcus aureus 標準 ⇒	MRSAについて，「多剤耐性菌」を参照

　真菌 標準

　髄膜炎菌性	Meningococcal
飛沫
＋

標準

効果的な	
治療開始後	

24時間	
経過まで

⇒「髄膜炎菌疾患」を参照

　肺炎球菌性	Pneumococcal 標準 患者ケア病棟や施設で伝播のエビデンスがあれ
ば飛沫予防策を実施する93）	～96）。

　多剤耐性（⇒「多剤耐性菌」を参照）

　マイコプラズマ	Mycoplasma
　（原発性非定型肺炎）

飛沫
＋

標準
罹病

期間中

　レジオネラ属	Legionella 標準

　ほかに列挙されていない細菌
　（グラム陰性菌を含む） 標準

梅毒	Syphilis

　潜在性，梅毒反応陽性で無症状 標準

　　	白癬	ringworm（皮膚糸状菌症	dermato-
phytosis，皮膚真菌症	dermatomycosis，
白癬	tinea）

標準
まれに，医療ケア現場（NICU97），リハビリテー
ション病院98））で集団感染が発生する。集団
感染には接触予防策を実施する。

破傷風	Tetanus 標準

バベシア症	Babesiosis 標準 輸血にてまれに感染する以外はヒト	-ヒト伝播
はみられない。

パラインフルエンザ感染症	Parainfluenza	
virus	infection，幼児と年少小児の呼吸器

接触
＋

標準
罹病

期間中

免疫抑制患者ではウイルスが遷延するかもしれ
ない99），100）。長期入院患者をいつ接触予防策か
ら解放するかを決定するための抗原検査の信頼
度は不確かである。

パルボウイルスB19（伝染性紅斑）
Parvovirus	B19

飛沫
＋

標準

免疫不全患者で慢性疾患が発生したときは，入
院患者は予防策を継続する。一時的な無形成発
作や赤血球発作の患者では，7日間予防策を継
続する。PCRが持続的に陽性の免疫不全患者
での予防策の期間は確定していないが，伝播が
発生したことはある101）。

ハンタウイルス肺症候群 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

ハンセン病（⇒「らい病」を参照）

ひ

非結核性抗酸菌 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

　肺 標準

　創部 標準

ヒストプラズマ症	Histoplasmosis 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。
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感染症	/病原体	/状態
予防策

種類 期間 備考

ヒトメタニューモウイルス
Human	metapneumovirus

接触
＋

標準
罹病

期間中

HAIは報告されているが102），伝播経路は確定
していない103）。このウイルスはRSVに密接に
関連しており，臨床所見や疫学が類似している
ため，RSVと同様に接触予防策がよいと思わ
れる。標準予防策に従って，マスクを装着する。

ビブリオ・パラヘモリティクス
Vibrio parahaemolyticus（⇒「胃腸炎」を
参照）

百日咳	Whooping	cough（pertussis）
飛沫
＋

標準

5日
経過
まで

個室病室が好まれる。コホートはオプションで
ある。呼吸器分泌物に長期曝露している家族お
よび医療従事者には曝露後化学予防を行う104）。
成人でのTdapワクチンの勧告は制作中である。

ふ

風疹	Rubella（German	measles）
（⇒「先天性風疹」も参照）

飛沫
＋

標準

発疹が
始まっ
た 後7
日経過
まで

免疫のあるケア提供者がいれば，感受性のある
医療従事者は病室に入るべきではない。免疫の
ある医療従事者の顔面防御（サージカルマス
ク）についての勧告はない。免疫のない妊婦は
これらの患者をケアしてはならない105），106）。
被妊婦の感受性のあるヒトが曝露したら3日以
内にワクチンを接種する。曝露した感受性のあ
る患者は飛沫予防策下におき，感受性のある医
療従事者は曝露後ワクチンの接種の有無にかか
わらず，「最初の曝露から5日目」より「最後
の曝露から21日目」まで休務する。

ブドウ球菌疾患	Staphylococcal	disease
（黄色ブドウ球菌	S. aureus）

　皮膚，創部，熱傷，

　大きい
接触
＋

標準
罹病

期間中
ドレッシングされていない，またはドレッシン
グが排膿を適切に封じ込めていない。

　小さい，または限局している 標準 ドレッシングが排膿を覆って，適切に封じ込め
ている。

　腸炎 標準 おむつまたは便失禁の小児には罹患期間中は接
触予防策を実施する。

　多剤耐性（⇒「多剤耐性菌」を参照）

　肺炎 標準

　熱傷様皮膚症候群
接触
＋

標準
罹病

期間中
託児所やNICUの集団感染の感染源として医療
従事者が考慮されている107）。

　トキシックショック症候群 標準

ブラストミセス症	Blastomycosis（北アメ
リカ	North	American，皮膚	cutaneous，
肺	pulmonary）

標準
ヒト	-ヒト伝播はみられない。

プリオン病	Prion	disease（⇒「クロイツフェ
ルト・ヤコブ病」を参照）

ブルセラ病	Brucellosis
（波状熱	undulant，マルタ熱	Malta，地中
海熱	Mediterranean	fever）

標準
精子銀行や性的接触にてまれに感染する以外は，
ヒト	-ヒト伝播はみられない108），109）。検査室で
の曝露後は予防抗菌薬を提供する110）。
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糞線虫症	Strongyloidiasis 標準

へ

閉鎖腔感染症	Closed-cavity	infection

　	開放ドレーンが留置され，排膿が限局性ま
たは少量である 標準 封じ込められていない大量排膿があれば，接触

予防策を行う。

　	排膿がないか，閉鎖式ドレーンシステムが
留置されている 標準

ペスト	Plague

　腺ペスト	Bubonic 標準

　肺ペスト	Pneumonic
飛沫
＋

標準

48時間
経過
まで

曝露した医療従事者には抗菌薬予防を行う111）。

ヘモフィルス・インフルエンザ
Haemophilus influenzae

（⇒疾患特異的な勧告を参照）

ヘルパンギーナ	Herpangina
（⇒「腸管ウイルス感染」を参照）

鞭毛虫病	Trichuriasis（Whipworm	disease） 標準

ほ

蜂巣炎	Cellulitis 標準

胞虫症	Cysticercosis 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

ボツリヌス中毒	Botulism 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

発疹チフス	Typhus

　	発疹チフスリケッチア	Rickettsia prowazekii
（流行性またはシラミ発疹チフス	Epidemic	
or	Louse-borne	typhus）

標準
濃厚なヒトまたは衣類の接触を通じて，ヒト	-
ヒト伝播する。

　発疹熱リケッチア Rickettsia typhi 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

ポリオ（灰白髄炎）Poliomyelitis
接触
＋

標準
罹病

期間中

ま

マイコプラズマ肺炎	Mycoplasma pneumonia
飛沫
＋

標準
罹病

期間中

麻疹	Measles
空気
＋

標準

発疹が
出てか
ら 4 日
間，免
疫不全
患者で
は罹患
期間

免疫のあるケア提供者がいれば，感受性のある医
療従事者は病室に入るべきではない。免疫の有
無にかかわらず，当該患者病室やケア領域に入る
際に医療従事者はフィットテストを行ったNIOSH
認定のN95レスピレータと同等の防御性能を有
するものによる呼吸器防護を使用する。感受性の
あるヒトが曝露したら，72時間以内に曝露後ワ
クチンを接種するか，6日以内に免疫グロブリン
を投与する114）	～116）。曝露した感受性のある患者
は空気予防策下におき，感受性のある医療従事
者は曝露後ワクチンの接種の有無にかかわらず，
最初の曝露から5日目より最後の曝露から21日
目までは休務する117）。
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感染症	/病原体	/状態
予防策

種類 期間 備考

マラリア	Malaria 標準

マールブルグ病	Marburg	virus	disease（⇒
「ウイルス性出血熱」を参照）

む

ムーコル症	Mucormycosis 標準

ムンプス	Mumps
（流行性耳下腺炎infectious	parotitis）

飛沫
＋

標準

腫脹発
症後5
日経過
まで

腫脹が始まったあとに予防策を実施する。免疫
のあるケア提供者がいるならば，感受性のある
医療従事者はケアを提供すべきではない。

や

野兎病	Tularemia

　肺 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

　排膿病変 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

ら

ライ症候群	Reyeʼs	syndrome 標準 感染状態ではない。

らい病	Leprosy 標準

ライノウイルス	Rhinovirus
飛沫
＋

標準
罹病

期間中

飛沫が最も重要な伝播経路である118），119）。NICU
および長期ケア施設では集団感染が発生し
た120）	～122）。湿性分泌物が大量であったり，濃
厚な接触（幼児など）が発生しそうならば接触
予防策を追加する123），124）。

ライム病	Lyme	disease 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

ラッサ熱	Lassa	fever
（⇒「ウイルス性出血熱」を参照）

ランブル鞭毛虫症	Giardiasis
（⇒「胃腸炎」を参照）

り

リウマチ熱	Rheumatic	fever 標準 感染性状態ではない。

リケッチア痘瘡	Rickettsial	pox（小胞性リ
ケッチア症vesicular	rickettsiosis） 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

リケッチア熱，ダニ伝播
（ロッキー山紅斑熱，発疹チフス） 標準 輸血を介して稀に感染する以外はヒト	-ヒト伝

播はみられない。

リステリア症	Listeria monocytogenes
（リステリア菌） 標準 ヒト	-ヒト伝播は稀である。新生児環境での交

差感染の報告はある125）	～128）。

リッター病	Ritterʼs	disease（ブドウ球菌性
熱傷皮膚症候群	staphylococcal	scalded	
skin	syndrome）（⇒	「ブドウ球菌疾患，熱傷
様皮膚症候群」を参照）

淋菌性新生児眼炎	Gonococcal	ophthalmia	
neonatorum（ 淋 菌 性 眼 炎	gonorrheal	
ophthalmia，新生児の急性結膜炎	acute	
conjunctivitis	of	newborn）

標準
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感染症	/病原体	/状態
予防策

種類 期間 備考

リンパ球性脈絡髄膜炎
Lymphocytic	choriomeningitis 標準 ヒトからヒトへの感染はみられない。

淋病	gonorrhea 標準

る

類鼻疽	Melioidosis，すべての型 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

れ

レジオネラ症	Legionellosis 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

レプトスピラ症	Leptospirosis 標準 ヒト	-ヒト伝播はみられない。

連鎖球菌疾患	Streptococcal	disease
（A群連鎖球菌	Group	A	streptococcus）

　皮膚，創部，熱傷	skin，wound，burn

　大きい

接触
＋
飛沫
＋
標準

効果的な	
治療開始後	
24時間	
経過まで

ドレッシングされていない，またはドレッシン
グが排膿を適切に封じ込めていない。

　小さい，または限局している 標準 ドレッシングが排膿を覆って，適切に封じ込め
ている。

　子宮内膜炎（産褥性敗血症） 標準

　幼児および年少小児での咽頭炎
飛沫
＋
標準

効果的な	
治療開始後	
24時間	
経過まで

　幼児および年少小児での猩紅熱
飛沫
＋
標準

効果的な	
治療開始後	
24時間	
経過まで

　肺炎	Pneumonia
飛沫
＋
標準

効果的な	
治療開始後	
24時間	
経過まで

　	重症侵襲性疾患
　Serious	invasive	disease

飛沫
＋
標準

効果的な	
治療開始後	
24時間	
経過まで

重症侵襲性疾患の集団感染が患者と医療従事者
の間の伝播を引き続いて発生させた129）	～133）。
排膿している創部には接触予防策を実施する。
特定の状態では抗菌薬予防についての推奨に従
う134）。

連鎖球菌疾患（B群連鎖球菌），
新生児	Streptococcal	disease（Group	B	
streptococcus，neonatal）

標準

連鎖球菌疾患（A群でもB群でもない），ほ
かにリストされていない
Streptococcal	disease（not	group	A	or	
B）unless	covered	elsewhere

標準

　	多剤耐性	Multidrug-resistant（⇒「多剤
耐性菌」を参照）

ろ

ロタウイルス感染	Rotavirus	 infection（⇒
「胃腸炎」を参照）
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