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111Ⅰ　カテーテル関連尿路感染

カテーテル関連尿路感染

はじめに
　尿路感染は医療関連感染全体の10％を占め1），そのうち66〜86％が尿道留置のフォーリーカ
テーテル（俗に尿道バルーンカテーテルと呼ばれる。以下，尿道カテーテル）などの器具が原因
となっている。尿道カテーテルの適正使用および管理が，最も重要な尿路感染対策である。一般
的には，この尿道カテーテル関連尿路感染は尿流という自然のドレナージ機構が維持されていれ
ば重篤化することなく，全身状態のよい患者では無症状に経過し，カテーテルの抜去で改善する
ことが多い。しかしながら，まれにリスクの高い患者においては，膀胱炎，腎盂腎炎，さらに敗
血症に至ることがある。尿道カテーテル関連感染の3％が菌血症に進展するという報告2）もある。
　腸管内に常在する細菌（大腸菌や腸球菌など）が原因菌となることが多いが，そのほか，医療
従事者の手指や汚染器具を介した環境常在菌（緑膿菌やセラチアなど）によるものもみられる。

1 カテーテルの使用

 a	 尿道カテーテルは適応のある症例にかぎり挿入し，必要な期間のみ留置する。ⅠB

 b	 抗菌薬・消毒薬含浸カテーテルの有効性に関しては未解決の課題である。

　尿道カテーテルの使用が適応となるのは，①下部尿路閉塞を解消する場合，②泌尿器
系あるいはそれに隣接する臓器の手術を行う場合，③長時間の手術，尿量のモニタリン
グが必要な手術を行う場合，④重症患者において正確な尿量を測定する場合，⑤長期
間，ベッド上安静が必要な場合などである。患者を介護する者の利便性のために使用す
ることは避けるべきである。自力排尿できる患者や間欠的導尿の可能な患者では使用す
べきでないし，失禁患者の看護の代替法としても使用すべきでない3）。
　カテーテル留置期間の長さは，細菌尿の最も重要なリスクファクターである。カテー
テルを留置すると，細菌尿の出現率は1日あたり3〜10％ずつ増加し，30日後にはほと
んどの患者が細菌尿を呈する4） 〜7）。カテーテル留置期間の約半分は，留置する必要がな
いという報告もある8）。
　抗菌薬・消毒薬含浸カテーテルに関しては，その感染防止効果に関する多くの研究が
行われている。しかし，さまざまな材質のものがあり，また比較の対象を何にするかに
よって研究結果は異なっている。CDCガイドラインは，シルバーコーティングやニト
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第4章─病態別感染対策112

ロフラゾン含浸カテーテルの有効性を示唆する低い質のエビデンスがあると述べている
が，勧告においてはそれらの効果を未解決の問題としている48）。そして，他の対策（カ
テーテルの適応，無菌的挿入手技および維持）を実施してもCAUTI率が低下しない場
合に，その使用を考慮するとしている。一方，アメリカ医療疫学学会（SHEA）とアメ
リカ感染症学会（IDSA）の実務勧告は，抗菌薬・消毒薬含浸カテーテルをルーチンに
使用すべきではないと述べるにとどめている50）。

2 カテーテルの挿入

 a	 尿道カテーテルの挿入は，無菌手技と滅菌器具を用いて行う（滅菌手袋を装着する直前	/直後に
手指衛生を行う）。ⅠB

 b	 尿道損傷のリスクを最小限にするために，カテーテルを無理に挿入しない。挿入後は移動や尿
道牽引を防ぐため，カテーテルを確実に固定する。ⅠB

 c	 術者は正しい挿入技術と尿道カテーテル挿入時合併症についてのトレーニングを受ける。ⅠB

　尿道カテーテル関連細菌尿の原因菌は，ほとんどの場合，患者の大腸内の細菌叢に由
来する9）。しかし，医療従事者の手指を介して，Serratia marcescensやBurkholderia 
cepaciaなどの病院環境中の微生物が感染することもある10） 〜12）。正常な尿道はほとんど
無菌であるが，カテーテルの外周と尿道粘膜の間より微生物が侵入し尿路感染を起こす
こともある9），13），14）。したがって，挿入時の無菌操作およびその後の無菌管理により感染
率は低下し，医療従事者の適切な教育により誤ったカテーテルの操作を減らすことがで
きると考えられている4），5），15）。ただし，間欠的導尿に使用するカテーテルでは，単に清
潔なものと無菌のものとの間で，症候性尿路感染症の発症率には有意差はない16）。

3 カテーテル・尿バッグの管理

 a	 尿道カテーテル・尿バッグは閉鎖式システムを用いる。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	 カテーテルとチューブ接続部とがあらかじめ接続・シールされている閉鎖式尿道カテーテルシ
ステムの使用を検討する。 Ⅱ

 c	 尿バッグは常に膀胱より低い位置に置く。ⅠB

 d	 尿バッグの交換は，カテーテルと尿バッグの連結部を消毒した後，無菌操作で行う。ⅠB

 e	 尿バッグの尿の廃棄は，バッグの排液管を開け，排尿口と集尿器を接触させないように行う。
ⅠB

 f	 尿の廃棄時には，患者ごとに異なる清潔な尿器を用いる。ⅠB

 g	 閉塞や感染がなければ，留置尿道カテーテルは定期的に交換しなくてもよい。 Ⅱ

 h	 外尿道口を局所抗菌薬または消毒薬で処置しない。ⅠB

　開放式カテーテルシステムでは，挿入4日後にはすべての患者が細菌尿を呈し，閉鎖
式カテーテルシステムを維持することが感染予防の点で標準的と考えられている3），17）。
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113Ⅰ　カテーテル関連尿路感染

閉鎖式カテーテルシステムでも，カテーテルと尿バッグチューブの接続部，尿バッグの
排液口より逆行性感染を起こしうるので，これらの部位の清潔管理が大切である3）。露
出した接続部のあるカテーテルよりも，接続部がシールされ必要時にのみこのシールを
除去して接続を解除する方式のカテーテルの有益性（症候性尿路感染症と細菌尿の減
少）が示唆されている18） 〜21）。
　留置尿道カテーテルを定期的に交換することで，細菌尿の頻度が下がるという報告は
ない。カテーテル挿入が原因と考えられる尿路感染症では，カテーテルの交換を考慮し
てもよい22），23）。
　カテーテルの外周と尿道粘膜の間から細菌が侵入し尿路感染を起こすことがある
が6），11），12），外尿道口を清拭したり局所抗菌薬で処置したりしても細菌尿や感染症は予防
できない24），25）。

4 膀胱洗浄・灌流

 a	 前立腺や膀胱の術後の出血などで閉塞が予想される場合を除いて，日常的な膀胱洗浄は行わな
い。 Ⅱ

 b	 カテーテルの閉塞予防を目的とする場合には，閉鎖式システムを維持できる持続的灌流・膀胱
洗浄を行う。 Ⅱ

 c	 頻回の膀胱洗浄を必要とするほどカテーテルが閉塞している場合には，カテーテルを交換する。
ⅠB

 d	 膀胱洗浄は無菌手技で行い，洗浄液は滅菌した生理食塩水を用いる。 Ⅱ

 e	 抗菌薬や消毒薬を用いた膀胱洗浄は，日常的な感染予防策としては行わない。 Ⅱ

　生理食塩水で毎日膀胱洗浄しても，閉塞および発熱の頻度を減少させない26）。また抗
菌薬を加えて膀胱洗浄したり，尿バッグに抗菌薬を加えたりしても感染症を減少させる
ことはない6），27），28）。ただし，閉鎖式カテーテルシステムを維持しながら灌流した場合の
感染予防効果は，結論が得られていない3）。

5 検体の採取

 a	 検査のために新鮮尿が少量必要な場合，カテーテルの遠位端（ニードルレスサンプリングポー
トがより望ましい）を消毒した後，尿を滅菌注射針とシリンジで吸引する。ⅠB

 b	 特殊な検査のために大量の尿を採取する場合には，尿バッグから無菌的に採取する。ⅠB

　検体を採取する場合も，カテーテル系を無菌に保つよう注意が必要である。
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6 抗菌薬の投与，治療

 a	 尿道カテーテル留置患者に対して，抗菌薬の予防投与は行わない。ⅠB

 b	 尿道カテーテル留置に伴う無症候性細菌尿に対して，抗菌薬投与は行わない。ⅠB

　尿道カテーテル留置患者に抗菌薬を全身投与すると，最初の数日間は細菌尿の発症予
防に有効であるが，その後の細菌尿の出現には差がなく，むしろ尿中に耐性菌が出現す
るようになる5）。
　尿道カテーテル留置患者の無症候性細菌尿に対して，感受性のある抗菌薬を投与して
も，発熱の頻度に有意差はなく，耐性菌が増加したという報告がある29）。また，カテー
テル尿にみられる細菌のうち，1/4は同時に採取した膀胱尿中にみられず，カテーテル
に定着しているだけという報告もある30）。尿道カテーテル留置患者の無症候性細菌尿に
対し抗菌薬を投与することは，膀胱炎，急性腎盂腎炎，および菌血症などの予防に対し
有用とは考えられていない17）。また，長期の尿道カテーテル留置により，その表面にバ
イオフィルムが形成され31），細菌がその中に生息して抗菌薬抵抗性を獲得するため，カ
テーテルを抜去することなく除菌することができなくなる。このような観点からカテー
テル関連無症候性細菌尿への抗菌薬の適応は通常はない。ただし，①高頻度で菌血症を
起こす特定の菌株（Serratia marcescensやBurkholderia cepaciaなど），②アウトブレ
イク時の対応の一環としての場合，③重症合併症のハイリスク患者（好中球減少症や臓
器移植など）である場合，④泌尿器系手術を受けた患者（特に人工物を留置する手術を
受けた患者）などでは，今後の検討が必要である17）。
　細菌尿が存在し，発熱や菌血症の所見があり，尿路以外に感染症が認められなけれ
ば，施設における微生物の分離情報と尿のグラム染色結果に基づいて抗菌薬による治療
を早期に開始すべきである32）。ただし，症状の有無は，尿路感染の存在と相関はしない
との報告もある33）。なお，抗菌薬の治療前にカテーテルの抜去や交換を実施すると，治
療の有効率が高くなる34）。

7 サーベイランス

 a	 ICUなどハイリスクな部署では，リスクアセスメントから必要性が認められた場合にサーベイ
ランスの実施を考慮する。 Ⅱ

 b	 尿道カテーテル留置患者の定期的な細菌学的モニタリングは行わなくてもよい。 Ⅱ

　尿道周囲，カテーテルの表面，尿バッグ，患者の皮膚などに定着した細菌が，医療従
事者の手指を介してほかの患者に伝播することがある。その場合，しばしば多剤耐性菌

（セラチア属，シュードモナス属，シトロバクター属など）のアウトブレイクとして認
識される10），17）。病院内での細菌尿の約15％は，このようなアウトブレイクにおいて起
こるという報告がある35）。したがって，ICUなどのハイリスクな部署においては，カ
テーテル関連の尿路感染症のサーベイランスを行い，アウトブレイクの早期発見に務め
るべきである。
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　尿道カテーテル留置患者の無症候性細菌尿は治療の対象にならないため，日常の定期
的なモニタリングは費用と労力の観点から有用な対策とはいえない17）。

8 アウトブレイク時の対応

 a	 流水・石けんによる手洗いとアルコール製剤による手指消毒を適切に選択した，あるいは組み
合わせた手指衛生を徹底し，尿道カテーテル関連部位に接触する際は，手袋を着用する。ⅠB

 b	 尿道カテーテル留置患者のうち，感染している者と感染していない者を別の部屋あるいは離れ
たベッドに配置する。 Ⅱ

　多くの疫学調査において，アウトブレイクを起こした菌株が，医療従事者の手指を介
して伝播していることが示されている12），36）。手洗いと手指消毒を徹底して行うととも
に，尿道カテーテルを感染源と考え，積極的に手袋を着用することが勧められる。ま
た，尿の飛散にも注意が必要である。
　同室の患者には流行株が伝播しやすいという報告があり，アウトブレイク時には空間
的隔離が必要である10），37）。ただし，散発例ではこのような空間的隔離は特に必要ない
という報告もある3）。

9 カテーテルの抜去

 a	 抜去前に留置尿道カテーテルをクランプ（いわゆる膀胱訓練）する必要はなく，むしろ有害で
ある。 Ⅱ

　カテーテル抜去前のクランピングは有益とされていない38），39）。72時間にわたる膀胱
訓練群と非膀胱訓練群の両者での細菌尿をみると，前者のほうが症候性尿路感染症に進
展するリスクが高いとされている。

⓾ 蓄尿・尿量測定（尿測）の管理

 a	 自動蓄尿装置が微生物の汚染源となりうることから不必要な蓄尿は行わない。 Ⅱ

 b	 尿量測定（尿測）だけで済む場合には蓄尿を行わない。 Ⅱ

 c	 蓄尿数をモニタリングし，蓄尿数が減らない場合には蓄尿の届け出制を検討する。 Ⅱ

　蓄尿により周囲環境は汚染されやすく，特に緑膿菌などのグラム陰性桿菌の温床とな
りやすい。自動蓄尿装置使用により耐性菌伝播の可能性があり41） 〜43），環境菌を減少さ
せるために不必要な蓄尿は行わないようにする。不必要な蓄尿の中止を呼びかけても蓄
尿数が減少しない場合には蓄尿の届け出制を検討する。
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第4章─病態別感染対策116

� 紫色尿バッグ症候群（Purple Urine Bag Syndrome：PUBS）44）

 a	 PUBSは便秘と尿路感染により生じることがわかっており，患者への適切な説明を要する。 Ⅱ

 b	 PUBSに対して原則的には抗菌薬を投与する必要はなく，症状がなければ無症候性細菌尿として
対応する。 Ⅱ

 c	 PUBSに対しては，尿道カテーテル留置の必要性の再検討，排便のコントロール，尿量の確保な
どが必要な対策である。 Ⅱ

　紫色蓄尿バッグ症候群（Purple Urine Bag Syndrome：PUBS）は，留置した尿道カ
テーテルに接続した尿バッグとそのチューブの壁が紫色に着色する現象であり，1978
年にはじめて報告44）された。PUBSは，便秘と尿路感染により生じるとされており，患
者にはその旨，適切に説明して無用の不安を与えないようにする。PUBSは通常，無症
候性細菌尿を背景としており，抗菌薬を投与する必要はない。もし，有熱性の場合に
は，治療をすべきである。つまり，PUBSの有無は，治療の適応に影響しない。感染制
御という観点からも，通常の尿路感染症への対応を行う。PUBSに対しては，尿道カ
テーテル留置の必要性の再検討，排便のコントロール，尿量の確保などが必要である。
　PUBSの原因は，経口的に取り込まれたトリプトファンからいくつかの過程を経て，
青い色素であるインジゴと赤い色素であるインジルビンが生成され，それらは水に不溶
性であるために尿バッグやチューブの壁に沈着することによる。腸管内で便秘のために
増殖した腸内細菌が，必須アミノ酸の一つであるトリプトファンを分解する。分解産物
の一つであるインドールが腸管から吸収され，肝内で硫酸抱合を受けインジカン（イン
ドキシル硫酸）となり高濃度で尿中に排泄される。このインジカンが，尿中細菌の産生
するサルファターゼやフォスファターゼの作用により，インドキシルとなる。このイン
ドキシル2分子が結合してインジゴとなる。一方，インドキシルがさらに酸化されると
イサチンとなり，イサチン2分子が結合してインジルビンとなる45），46）。インドキシルか
らの反応は，尿がアルカリ性の時に起こりうる。原因となる尿中細菌としては，さまざ
まな菌種が報告46），47）されている。
　本項の改訂にあたっては，米国CDC＆HICPACのガイドライン48）および米国感染症
学会（IDSA）のガイドライン49），およびSHEAとIDSAの実務勧告50）を参考とした。

  1） Magill SS, OʼLeary E, Janelle SJ, et al：Changes in Prevalence of Health Care-Associated Infec-
tions in U.S. Hospitals. N Engl J Med, 2018；379：1732-1744.

  2） Saint S：Clinical and economic consequences of nosocomial catheter-related bacteriuria. Am J 
Infect Control, 2000；28：68-75.

  3） Wong ES：Guideline for prevention of catheter-associated urinary tract infections. Am J Infect 
Control, 1983；11：28-36.

  4） Kunin CM, McCormack RC：Prevention of catheter-induced urinary-tract infections by sterile 
closed drainage. N Engl J Med, 1966；274：1155-1161.

  5） Garibaldi RA, Burke JP, Dickman ML, et al：Factors predisposing to bacteriuria during indwell-
ing urethral catheterization. N Engl J Med, 1974；291：215-219.

  6） Warren JW, Platt R, Thomas RJ, et al：Antibiotic  irrigation and catheter-associated uri-
nary-tract infections. N Engl J Med, 1978；299：570-573.
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カテーテル関連血流感染

はじめに
　本ガイドラインは，平成14年度厚生労働科学研究費補助金医薬安全総合研究事業「院内感染
の防止のための医療用具及び院内環境の管理及び運用に関する研究」1）主任研究者：山口恵三（東
邦大学医学部微生物学教室教授）の分担研究として改定された「カテーテル関連血流感染対策ガ
イドライン 第2版」に基づいて策定された。その後，それ以降に得られた院内感染対策に関す
る新たな知見を加え，国立大学附属病院の特性を考慮し国立大学病院感染対策協議会において改
定を受けてきた。2011年には新しい「血管内カテーテル関連感染症予防のためのガイドライン」
も発表され，新たな知見も追加して今回の改定を行った2）。また，単に輸液の調製についての説
明で感染対策には関係がない部分は削除した。これまでに蓄積されてきた知見は，主にICUに
おける重症患者におけるものであったが，近年ICU以外の一般病棟でもICUとほぼ同等のカテー
テル関連血流感染率があることが明らかになってきている3），4）。こうしたICU以外の一般病棟で
のカテーテル関連血流感染対策についても十分な注意が必要である。

1 教育

 a	 教育内容には，カテーテル使用の適応，適切な挿入法や管理法，カテーテル関連血流感染のリ
スクや一般的な感染予防法が含まれるべきである。ⅠB

 b	 医療従事者のカテーテル関連血流感染対策に関する知識や，その遵守率を評価する。ⅠB

　中心静脈カテーテル（central venous catheter：CVC）の挿入・ケア・管理に関わる
医療従事者に対して，カテーテル関連血流感染予防に関する教育を行うことが大切であ
る5） 〜9）。またカテーテル関連血流感染サーベイランス活動を通じて，感染予防対策の遵
守率や自施設の感染率を評価することが，教育の浸透度を計るうえでも重要となる。

2 スタッフの配置

 a	 カテーテルの挿入および管理に熟練したスタッフを配置したほうがよい。ⅠA

 b	 ICUでは看護師	-患者比を適正に保つほうがよい。 Ⅱ

　経験不足のスタッフが血管内カテーテルの挿入および管理を行うと，カテーテル関連血
流感染（catheter-related blood stream infection：CR-BSI）のリスクが上昇する10），11）。
無菌的管理技術のトレーニングを受けた看護師が末梢からのカテーテル挿入とドレッシ
ング交換などのケアを行った検討では，カテーテル感染は特別の管理を行った群で有意
に低率で，静脈炎の発生率が有意に低下した12）。また，ガイドラインに沿ってカテーテル
管理の質を持続的に改善するとCR-BSIが有意に低下したという報告もある13）。専門の静
脈注射チームの存在はCR-BSI発生率，合併症およびコストの削減に有効である12），14） 〜17）。

Ⅱ
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　ICUでは看護師 -患者比が減ることによって（1：1〜1：2），CR-BSIの危険が増加し
たことが報告されている18）。したがって，CR-BSIの予防において，看護師 -患者比を
適正に保つことが推奨される。また，常に患者看護に携わらないフリーの看護師を配置
することによって，医療関連感染の発生頻度が低下したという報告もあるため19），余裕
のある配置をすることが望ましい。

3 手指衛生

 a	 カテーテル挿入部位の触診の前後ならびに血管内カテーテルの挿入，交換，操作またはドレッ
シングの前後に手指衛生を実施する。ⅠB

　手指衛生とは，アルコール性擦式手指消毒薬または石けんと流水により手を清潔にす
る手順である。マキシマル・バリアプリコーション下での中心静脈カテーテル挿入の前
後や，ドレッシングやハブの操作の前後にこの手指衛生を行うことが基本となる20） 〜24）。

中心静脈カテーテル
1 高カロリー輸液を行う際の原則

 a	 栄養管理が必要な場合には，可能なかぎり経腸栄養を使用する。ⅠA

 b	 高カロリー輸液製剤への薬剤の混合は，可能なかぎり薬剤部で無菌環境下に行う。 Ⅱ

 c	 高カロリー輸液を投与するにあたっては，混合する薬剤の数量を最少化し，回路の接続などの
作業行程数を最少化する。 Ⅱ

　重症患者や外科手術前後の高カロリー輸液（total parenteral nutrition：TPN）の有
効性を証明した報告はほとんどない。Heyland25）は237報告を吟味し，重症患者または
外科患者を対象として，TPNと標準管理を比較した27のランダム化比較試験（random-
ized controlled trial：RCT）に対してメタアナリシスを行った。その結果，死亡率には
有意差がなく，TPN患者のほうが合併症の頻度は低い傾向はみられたが，有意差はな
かった。また，術前低栄養の患者においてはTPN患者で合併症発生頻度が低い傾向が
みられたが，死亡率には有意差はなかった。また，Quanら26）は急性膵炎の患者を対象
として，TPNと経腸栄養の効果を比較した6つのRCTに対してメタアナリシスを行っ
た。その結果，TPN患者のほうが有意に感染合併症や多臓器不全が多く，死亡率が高
かった。
　現状では，腸管がまったく使えない患者や骨髄移植の患者などを除いて，TPNが重
症患者や外科患者の転帰を改善するという根拠は乏しい。TPNの実施にあたっては，
その感染リスクを最小化するシステムが不可欠である。薬剤混合は薬剤部内において無
菌的に行われるべきである27），28）。また，注射薬調剤の衛生管理に関する最終的な責任
は薬剤師にあるべきであり，すべての注射薬調剤の作業手順に関して薬剤師が監督指導
を行うことが必要である。
　作業工程数が増えると，事故や感染の機会も増加する可能性があるため，輸液回路の
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接続部位を極力少なくした一体型点滴セットの使用が望ましい29）。また，高カロリー輸
液基本液とアミノ酸輸液が隔壁で分割されている製剤（ツインバッグ）およびワンバッ
グの製剤があり，混合作業をなくす意味でその使用が望まれる。

2 カテーテルの選択

 a	 カテーテルのポートおよびルーメンの数は必要最小限となるようにする。ⅠA

 b	 カテーテルは使用目的によって選択する。ⅠB

　マルチルーメンカテーテル（double  lumen catheter：DLC，triple  lumen catheter：
TLC）は，同時に種々の輸液や薬剤を投与できるが，シングルルーメンカテーテル（single 
lumen catheter：SLC）に比べて感染の危険は高くなる30） 〜32）。Yeungらの検討では
SLCとTLCのCR-BSI発生頻度はそれぞれ0.4％，6.9％とTLCで有意に高率で，特に
TPNを施行したTLC症例でCR-BSI発生頻度が高かった30）。Hiltonらの報告ではCR-
BSIがSLCで8％，TLCで32％と有意差を認め31），Clark-Christoffらの報告でもSLCの
CR-BSIは2.6％と低率であったが，TLCでは13.1％と高率であった32）。これらの結果に
は患者背景の違いが影響している可能性があるが，マルチルーメンカテーテルを使用す
る場合には，CR-BSIの危険が高いことを認識して慎重に管理するだけでなく，その適
応を考慮することが必要である。また，TLC使用症例の半数以上でsingleportしか使用
されていないことが報告されており，SLCがTLCに比べて感染の危険が低いことを考
慮すれば，sideportを使用する必要がなくなった場合には，TLCをSLCに早期に入れ
替えることが感染予防対策として重要である。ただし，SLCに多数の三方活栓を接続し
て使用するよりも，TLCを使用するほうが感染予防対策として有利であるかは不明で
ある。
　カテーテルは使用目的によって短期留置用，長期留置用（Broviac catheter，Hickman 
catheter），完全皮下埋め込み式（ポート），PICC（peripherally  inserted central ve-
nous catheter）に分類される。
　長期留置が予想される場合には，Broviac catheterまたはHickman catheterを使用す
べきで，より長期間の留置が予想される場合には完全皮下埋め込み式カテーテル（ポー
ト）の使用を考慮する。Broviac/Hickman catheterは自己抜去を予防するためにDa-
cron cuffが付けられている。これは感染予防になると考えられているが，感染率に関し
ては，非皮下トンネルカテーテルと同様であることが報告されている33）。自己抜去が少
ないという特徴のために，逆に発熱などの問題が生じた場合には抜去を躊躇し，そのた
めに感染が重篤化する可能性がある。PICCは肘静脈などの末梢静脈から中心静脈へと
挿入するカテーテルで，1995年ごろから日本でも使用され，挿入時の合併症が少ない
ことが大きな利点とされている。カテ―テルは長いが，CR-BSIは通常の中心静脈カ
テーテルより一般的に低いとされるが34），最近のmeta-analysisによると，入院患者で
はPICCとCVCでCR-BSI率は変わらないと報告されている35）。
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3 カテーテルの挿入

 a	 カテーテル挿入前にシャワー浴，不可能であれば清拭を行い，皮膚の汚れを取り除く。	 Ⅱ

 b	 カテーテル挿入部位は鎖骨下静脈を第一選択とする。ⅠB

 c	 刺入時には可能であれば超音波ガイド下で行ったほうがよい。ⅠA

 d	 中心静脈カテーテル挿入時はマキシマル・バリアプリコーション（滅菌手袋，長い袖の滅菌ガ
ウン，マスク，帽子と全身用清潔覆布）を行う。ⅠA

 e	 中心静脈カテーテル挿入に伴う予防的抗菌薬の投与は不要である。ⅠA

 f	 肺動脈カテーテル挿入時にはハンズオフカバーを使用する。ⅠA

 g	 カテーテル挿入部の消毒は，アルコールを含んだ0.5％を超える濃度のクロルヘキシジンを用い
る。ⅠA

 h	 穿刺に先立って局所の剃毛はしない。除毛が必要であれば，サージカルクリッパーなどを用い
る。ⅠA

 i	 マキシマル・バリアプリコーション下での中心静脈カテーテル挿入時に必要な物品すべてがそ
ろったキットや，それを設置したカートを準備し，すべての部署で使用できるようにする。ⅠB

　CVCの挿入場所は，カテーテル由来の感染および静脈炎のリスクに影響を及ぼす。
カテーテル感染のリスクは，血栓性静脈炎のリスクおよび局所皮膚常在菌の菌数と，あ
る程度関連する。鎖骨下静脈，内頸静脈，大腿静脈へのCVC挿入に関連した感染の危
険性について十分に比較した臨床研究はない。鎖骨下静脈穿刺に比較して内頸静脈穿刺
のほうが細菌定着率および感染率が有意に高い36）。しかし，一方で穿刺に伴う機械的合
併症（気胸，鎖骨下動脈穿刺，血胸，カテーテルの誤挿入など）は内頸静脈穿刺のほう
が低い37），38）。大腿静脈からのCVC挿入は，鎖骨下静脈や内頸静脈への挿入よりも深部
静脈血栓症の危険が高い39）。また，大腿静脈から挿入したほうが細菌定着率やCR-BSI
の発生率が高いが40），41），これはカテーテル皮膚挿入部が陰部に近くなるので挿入部の清
潔性を保つことが難しいことに起因している。以上の結果より，大腿静脈からのCVC
の挿入は，ほかに方法がない場合に限定する。また，腋窩静脈から挿入したCVCと内
頸静脈から挿入したCVCにおけるCR-BSIの発生頻度の比較検討では両群間に差はな
かった42）。
　以上をまとめると，CVC挿入は感染予防の面からは鎖骨下静脈穿刺が推奨されるが，
機械的合併症も考慮する必要がある。
　2つのメタアナリシスにおいて，超音波断層法を用いてCVCを挿入することにより，
挿入試行回数が減り機械的な合併症の頻度が減ることが明らかになった43），44）。超音波
ガイド下留置は十分な訓練を受けてから行うべきである。
　どんなカテーテルでも，使用しなくなったら速やかに抜去する45），46）。また，救急時
に挿入したなど無菌操作が確実でなかった場合には，48時間以内にカテーテルを交換
する47），48）。
　CVC挿入時のマキシマル・バリアプリコーション（滅菌手袋，長い袖の滅菌ガウン，
マスク，帽子と全身用清潔覆布）が，標準的バリアプリコーション（非滅菌手袋と小さ
な覆布）よりCR-BSI発生率が有意に低いことが証明されている22）。マキシマル・バリ
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アプリコーションはCVC挿入時の標準とするべきであり，PICCを留置する場合も同様
である。
　感染のリスクの違いは環境の無菌性（病棟か手術室か）より，むしろカテーテル挿入
の際に用いられるバリアプリコーションの程度に大きく左右される。標準的バリアプリ
コーションを用いて手術室で挿入されたCVCまたは肺動脈カテーテルは，マキシマル・
バリアプリコーションで病棟やICUで挿入されたものより，細菌定着や感染の可能性
が高かった49）。手術室やICU，一般病室でのカテーテル挿入時にマキシマル・バリアプ
リコーションを用いれば，カテーテル感染が少なくなることが期待できる。このマキシ
マル・バリアプリコーションの遵守率を上げる一つの方法として，挿入に必要な物品が
すべてそろったキットやそれを設置したカートを必要部署で準備して，すぐに使用でき
るようにすることがあげられる44）。CVC挿入時のグリコペプチド系抗菌薬の予防的投
与がCR-BSIの発生頻度を減少させるということは証明されていない50）。ほかの検討で
も，予防的なバンコマイシン投与でCR-BSIの発生頻度を有意に減少させることはでき
なかった51）。同様に心血管手術患者における周術期の抗菌薬の長期予防投与では，CVC
の細菌定着率は減少しなかった52）。CVC挿入時にバンコマイシンやテイコプラニンなど
の予防的抗菌薬投与は不要である。
　肺動脈カテーテル挿入時に，術者が触れないように薄いプラスチックのハンズオフカ
バー（hands-off cover）に入ったカテーテルを使用することでCR-BSIが減少したこと
が報告されている53）。肺動脈カテーテルには汚染防止のハンズオフカバーを装着する。
　カテーテル挿入部の消毒は，ポビドンヨードまたは消毒用アルコールよりクロルヘキシ
ジン製剤を用いたほうが，カテーテルのコロニー形成またはCR-BSIの発生率が低い54），55）。
したがって，0.5％を超える濃度のクロルヘキシジンアルコールで皮膚を消毒する。こ
の際，消毒は挿入部から外へと円を描くように行う。クロルヘキシジンが禁忌の場合
は，10％のポビドンヨードまたは70％アルコールで代用する。カミソリによる剃毛は
皮膚に小さな切創をつくり，処置までの間に細菌による汚染を促進し，感染の危険を増
大させる。体毛の除去が必要な場合であっても剃毛は行わず，サージカルクリッパーな
どを用いた除毛にとどめる。CVC挿入における検討ではないが，Alexanderらは1,013
人の外科手術症例を対象とした前向き研究において，カミソリによる剃毛よりもサージ
カルクリッパーによる除毛を行った患者で有意に創感染が低かった56）と報告している。
カテーテル挿入部の除毛の必要性を支持する報告はなく，体毛は挿入の邪魔になるほど
濃くなければ除毛すべきでない。除毛が必要な場合にはサージカルクリッパーまたは脱
毛剤を用いて行うほうがカミソリを使うよりも感染率は低い57）。

4 カテーテル挿入部皮膚の管理

 a	 カテーテル挿入部の皮膚は，アルコールを含んだ0.5％を超える濃度のクロルヘキシジンで消毒
する。ⅠB

 b	 血液透析カテーテルを除き，抗菌薬含有軟膏を使用すべきではない。 Ⅱ

 c	 血液透析カテーテルを除き，ポビドンヨードゲルを使用すべきではない。ⅠA
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 d	 ドレッシングは滅菌されたガーゼ型ドレッシングまたはフィルム型ドレッシングを使用する。
ⅠA

 e	 ガーゼドレッシングは48時間ごとに交換する。ⅠA

 f	 フィルム型ドレッシングは少なくとも7日ごとに交換する。 Ⅱ

 g	 ドレッシングが汚れたりはがれたりして交換する回数が少ないほうがよい。ⅠB

 h	 カテーテル関連血流感染症のハイリスク例には，包括的な感染対策の一つとして，クロルヘキ
シジンを含んだドレッシング剤をルーチンに使用することを考慮する。ⅠA

　ポビドンヨードは欧米においてもカテーテル挿入部の消毒に最も広く採用されている
消毒薬であるが57），クロルヘキシジンのほうがポビドンヨードに比較して細菌のコロ
ニー形成の頻度を抑制することが示されている。MakiらはRCTにおいて，クロルヘキ
シジンはポビドンヨードあるいは消毒用エタノールよりもCR-BSIを減少させるという
結果を報告している54）。また，Mimozらはクロルヘキシジンアルコールとポビドンヨー
ドの比較を行い，グラム陽性球菌に対してはクロルヘキシジンアルコールで感染率が半
減したと報告している55）。そのほか，クロルヘキシジンがポビドンヨードに比べてCR-
BSIを49％低下させ，死亡率の0.23％の低下およびカテーテル1本あたり＄113の節約
をもたらすとの報告もある58），59）。0.5％クロルヘキシジン消毒薬の有効性がポビドンヨー
ドより高いかどうかに関してはHumarらが検討しており，CR-BSI発生に関して有意
差はなかった（4/117 vs. 0/125）が，局所の感染については0.5％クロルヘキシジン消
毒薬でやや少ない傾向が認められた60）。したがって，現行では皮膚の消毒薬として0.5％
を超える濃度のクロルヘキシジンアルコールの使用が推奨される。クロルヘキシジンが
禁忌の場合は，10％のポビドンヨードまたは70％アルコールで代用するが，ポビドン
ヨードを使用する場合には，十分な時間が経たなければ殺菌作用が得られないので，必
ず乾燥する時間を待って次の処置に移るように注意する。カテーテル挿入部に抗菌薬軟
膏を使用すると，Candida属によるカテーテルのコロニー形成が増えていることが報告
されている61）。また，ムピロシン軟膏は耐性菌を増やすことが示されている62）。したがっ
て，カテーテル挿入部に抗菌薬軟膏を使用してはならない。血液透析用カテーテルの挿
入部位にポビドンヨードゲルを使用した場合には，有意に感染率を低下させたことが報
告されている63）。しかし，通常のカテーテル挿入部位にポビドンヨードゲルを塗布する
ことが感染予防に有効かどうか十分な検証はなされていないので特に使用を推奨しない。
　ドレッシングはカテーテル皮膚挿入部を密封することによって消毒した状態を保つ目
的で用いられるが，大きくフィルム型（transparent dressing）とガーゼ型（gauzedress-
ing）に分けることができる。当初，ガーゼ型ドレッシングが用いられていたが，フィ
ルム型ドレッシングが開発され，カテーテル挿入部の観察が容易で，交換間隔を長くす
ることができ，ケア量を減らすことができるという点から多用されるようになった。
MakiらのRCTでの結果では24），カテーテル挿入部の感染率は，フィルム型ドレッシン
グを用いた場合は5.7％で，ガーゼ型ドレッシングを用いた場合の4.6％と差がなかった。
しかし，Hoffmannらによるメタアナリシスの結果では64），フィルム型ドレッシングは
ガーゼ型ドレッシングに比較してカテーテル先端培養陽性となる感染の危険性が高く
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（RR 1.78，95％CI 1.38-2.30），カテーテル関連敗血症の危険性も高くなること（RR 
1.69，95％CI 0.97-2.95）が示唆されている。無作為化・対照試験のもう1つの系統的レ
ビューでは，CR-BSI，カテーテル先端および皮膚の細菌定着について各タイプ間での
有意差は認められなかった65）。
　以上をまとめると，カテーテル挿入部のドレッシングは滅菌された材料を使用するべ
きであるが，フィルム型かガーゼ型か，どちらかを特に推奨することはできず，使いやす
さと費用を考慮して選択すればよい。考慮すべき状況としては，フィルム型ドレッシン
グは血液や汗を吸い取る力が弱い点にある。カテーテル挿入部から血液が染み出してい
る場合や多汗症の症例に対してはフィルム型ドレッシングの使用は可能であれば避ける66）。
　ドレッシングの交換頻度に関しては，PowellらおよびYoungら67），68）の検討では48時
間ごとのガーゼ型ドレッシングによるドレッシング交換と，週1回のフィルム型ドレッ
シングによるドレッシング交換との比較で，カテーテル皮膚挿入部の細菌叢に有意差は
なかった。同じ管理方法でドレッシングの交換頻度のみを変えた比較でも，Lauraら69）

はフィルム型ドレッシングの交換の間隔を長くしても感染率は上昇しなかったと報告し
ている。
　以上より，ガーゼ型ドレッシングによる48時間ごとのドレッシング交換でも，フィ
ルム型ドレッシングによる週1回のドレッシング交換でも感染率には差がない。こうし
た定期的なドレッシング交換以外の時期に，ドレッシングの汚れやはがれで交換する回
数が増えると，カテーテル感染のリスクが高くなることが示されているので，刺入部の
ドレッシングの管理には十分注意が必要である70）。
　近年ICUの重症患者では，クロルヘキシジン含有ドレッシングの使用により，カテー
テル関連血流感染症のリスクを有意に下げることができるという報告がなされてきてい
る71），72）。クロルヘキシジン含有ドレッシングには，ジョンソン・アンド・ジョンソン
社バイオパッチ® CHG含浸スポンジドレッシングと3M社のテガダームTM CHGドレッ
シングがある。両者のデータを合わせた，Safdarらによるメタアナリシスでも，これ
らのクロルヘキシジン含有ドレッシングの使用がカテーテルへのコロナイゼーションだ
けでなく，カテーテル関連血流感染症の予防にも有効であることが示され，ハイリスク
の患者には，包括的な感染対策の一つとしてルーチンの使用が推奨されている73）。

5 輸液ラインの管理
　CR-BSIの要因として，従来，CVC皮膚挿入部の管理に重点がおかれてきたが，これのみでは
十分な効果を上げることができなかった。現在，CR-BSI予防対策としては輸液ラインおよびカ
テーテルからの感染に対する対策が重要視されている。接続部操作の管理・無菌性，カテーテル
の内腔数を減らすなどの対策が皮膚挿入部の管理に加えて重要である74）。

 a	 輸液ラインとカテーテルの接続部の消毒には消毒用エタノールを用いる。ⅠA

 b	 感染防御目的にニードルレスシステムを使用しない。ⅠB

 c	 三方活栓は手術室やICU以外では，輸液ラインに組み込まないほうがよい。ⅠB

 d	 三方活栓から側注する場合は厳重な消毒操作が必要であり，輸液ラインをカテーテルハブに接
続する場合と同様に消毒用エタノールを用いる。ⅠB
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 e	 輸液セットは週に1〜2回定期的に交換する。ⅠB

 f	 脂肪乳剤の投与に使用する点滴ラインは，可塑剤であるDEHP（フタル酸ジ-2-エチルヘキシ
ル）を含まない材質の製品を用い，24時間以内に交換する。 Ⅱ

 g	 血液や血液製剤の投与に使用した点滴ラインは，点滴開始から24時間以内に交換する。ⅠA

 h	 プロポフォールを投与する点滴ラインは，バイアルを交換する際に12時間以内に交換する（添
付文書情報を参照）74）。	ⅠA

 i	 複数回のCR-BSIを発症する長期用カテーテル使用患者には予防的に抗菌薬ロックを用いる。ⅠA

 j	 ヘパリンロックをルーチンに使用してはならない。ⅠB

　接続部が増えることにより感染の機会が増えるため，輸液ラインはできるだけ一体型
を用いる。フィルターや三方活栓を組み込む必要がある場合，あらかじめ組み込まれた
ものを使用しなければ，感染の機会は増加する。長期間カテーテルを留置している場
合，カテーテルハブには多数回の操作が加えられるため，カテーテル皮膚挿入部よりも
カテーテルハブのほうがCR-BSIの感染源となりやすい76）。
　カテーテルハブの消毒法として1％クロルヘキシジン，1％クロルヘキシジンアルコー
ル，消毒用エタノール，97％エタノール，生理食塩液を含んだ綿棒を用いた実験的検討
が行われているが77），エタノールを含んだ消毒薬が有効で，消毒用エタノールが最も有
効であったと報告されている。カテーテルハブの消毒は，しっかりとこするように行う

（scrubbing）ことが大切である。
　現在，使用可能となっているニードルレスシステムは，感染予防の観点ではなく，針
刺しの防止を目的に開発されたものである。このニードルレスシステムには大きく分け
てスプリットセプタム方式とメカニカルバルブ方式があるが，それぞれの製品によって
物理的・機械的な性質が異なる。こうしたニードルレスシステムを使用する場合には，
コンタミネーションのリスクを最小限にするため，アクセスポートをクロルへキシジン
製剤やポビドンヨード，70％アルコールなどの適切な消毒薬で十分に消毒し，滅菌器具
のみを用いてアクセスすることが重要である。またその理由は明らかではないが，メカ
ニカルバルブ方式のほうが，スプリットセプタム方式のニードルレスシステムよりも
CR-BSIの発生率が高くなることが報告されている78）。
　三方活栓は，輸液ライン内への細菌混入の危険性が高いので，手術室やICU以外で
は，輸液ラインに組み込むべきではない。汚染した三方活栓がCR-BSIに関与している
ことをMueller-Premruら79）が証明した。
　ゴム栓からの静注に関しては，ピギーバックシステムが三方活栓の代替品として使用
されている。しかし，注入口のゴム膜に入る針の汚染は輸液投与システム汚染の原因と
なる80）。針刺入部の消毒として70％イソプロピルアルコールとポビドンヨード，および
無消毒の比較を行った検討では81），無消毒では細菌の著しい増殖がみられたのに対し，
イソプロピルアルコールとポビドンヨードは有効であった。改良ピギーバックシステム
は，これらの部位での汚染を防ぎ，従来の三方活栓やピギーバックシステムに比べてカ
テーテル感染の発生率を有意に低下させた80）。
　三方活栓を用いて側注用輸液ラインを接続する場合には，厳重な消毒操作が必要であ
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り，輸液ラインをカテーテルハブに接続する場合と同様の消毒操作（消毒用エタノー
ル）が必要である。また，フィルター下流から側注する場合には，特に，厳重な消毒操
作が必要である。フィルターに関する側注方法を表1に示した。
　輸液ラインの交換頻度については多数の報告がある。Snydmanら82）は72時間ごとの
交換が48時間ごとの交換よりも安全で，費用の面でも有利であると報告し，Josephson
ら83）は4日を超えない間隔での交換が安全であると報告している。また，72時間ごと
の交換よりも頻回の交換は必要ではないという結果も報告されている84）。つまり，使用
開始から72〜96時間の間隔をおいて交換すると，安全で費用効果が高い85）。最近の研
究では，微生物の増殖を高める薬剤（例えば脂肪乳剤や血液製剤）を使用しなかった場
合，最長7日間まで輸液セットを安全に使用できることが示唆されている86）。
　Matlowらは新生児に対する脂肪乳剤の投与時に，ルート交換の頻度を24時間とする
場合と72時間とする場合で比較したRCTにおいて，72時間間隔ではルート汚染率，血
液培養陽性率が有意に高く，菌血症との因果関係は明確にできなかったが，死亡率も
72時間での交換のほうが高かったと報告している86）。脂肪乳剤や血液製剤はCR-BSIの
独立した危険因子として特定されているため，輸液セットの交換頻度を増やすことが必
要である86），88），89）。
　フィルターは，ほとんどすべての細菌をトラップすることができるが，フィルターが
CR-BSIの発生頻度を下げたことを示す証拠はない。フィルターは，あらかじめ輸液ラ
インに組み込まれたものを使用するのでなければ，逆に，接続の回数を増やすことによ
り感染の機会を増やす。フィルターには，細菌をトラップするだけでなくガラス片など
の異物や配合変化によって生じる沈殿物を捕捉し，空気塞栓を予防する効果がある。
　FDAでは，TPN製剤など静脈内投与製品の投与中にインラインフィルターを用いる
よう勧告している90）。一方で2002年版のCDCガイドラインではインラインフィルター
はルーチンに使用すべきでないと勧告していた。その理由として，インラインフィル
ターによりCR-BSIが減少するという報告はなく，薬剤部で調製する際に自動輸液混合
装置によりフィルターでろ過されているので，あえて輸液回路内にフィルターを加える
必要がない，などがあげられていた。わが国では薬剤部で調製された輸液であっても，

表1　フィルター使用上，注意を要する薬剤・フィルター上流から投与できない薬剤
薬剤名

原液のままではフィルターを目詰
まりさせる可能性があるので，注
入前後にフラッシュを要する薬剤

ファンギゾン®注（ブドウ糖液によるフラッシュ），ラシックス
注，ソルメドロール，ソルコーテフ，ソルダクトン，アレビア
チン注射液，イソゾール，ラボナール注（生理食塩液によるフ
ラッシュ）

フィルターを通過しないか，ある
いはフィルターに吸着する薬剤

リポ化製剤（リプル，パルクス，ロピオン，ディプリバン注な
ど），油性製剤（ビタミンA＊，ビタミンD＊，サンディミュン注
など），脂肪乳剤（イントラリポス，ミキシッドなど），G-CSF
製剤（ノイトロジン，グラン，ノイアップなど）

セルロース系フィルターを溶解す
る可能性のある薬剤

レステット

＊	総合ビタミン剤は含まれない。
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最後にフィルターでろ過することは一般的ではない。また，病棟で多くの薬品を輸液
バッグ内に混注することがしばしば行われており，輸液バッグ・点滴ボトルの汚染の危
険性が高い。こうした薬剤混合時の衛生管理には細心の注意が払われるべきである。マ
キシマル・バリアプリコーションの励行などエビデンスのある予防策をとってもなお中
心静脈感染率の低下がみられない場合には，コスト面も勘案して中心静脈ルートへのイ
ンラインフィルター装着も感染対策の一つとして考慮してもよいかもしれない。
　中心静脈ルートに抗菌薬ロックを使用し，CR-BSIが減少したという報告が，いくつか
ある91） 〜94）。しかし，これらの報告は，好中球減少癌患者や，小児や，血液透析患者な
どの高リスク患者を対象に実施されている。また，抗菌薬に曝露された細菌の薬剤耐性
獲得の問題や，抗菌薬が漏れ出て全身の副作用を来す可能性もある95）。したがって，抗
菌薬ロックは，静脈確保が困難な例や中心静脈カテーテル関連血流感染症の再発例，最
近人工弁置換術や大動脈グラフト装着術を行った例など血流感染を起こすと重篤な後遺
症が起こるリスクの高い例に限るべきである。
　血栓形成の予防がカテーテル感染の予防になるとの考えから，血栓形成阻害剤として
のヘパリンの投与が考慮される。予防的なヘパリンの投与は血栓形成を低下させること
ができるが，CR-BSIの発生率を低下させない96）。病棟でルート維持のためにヘパリン
ロックを行う場合，注射器をカテーテルに直接接続したり，三方活栓から注入したりす
ると汚染の危険が高くなる。また，同一容器のへパリン生食を多数回，多数の患者に使
用することは集団感染の原因となる危険性がある。

6 中心静脈カテーテルの入れ替え

 a	 CR-BSIを防ぐために，定期的にカテーテルを交換してはならない。ⅠB

 b	 中心静脈カテーテルの入れ替えを行う場合，刺入部に感染がないかぎり，ガイドワイヤーを用
いて入れ替えるほうがよい。ⅠB

　定期的なカテーテルの交換はカテーテルのコロニー形成あるいはCR-BSIの頻度を減
少させないことが示されている97），98）。Askewら99）は熱傷症例においてカテーテルを定
期的に入れ替えた症例と合併症が起こるまで入れ替えなかった症例で比較したところ，
CR-BSI発生頻度には差がなく，カテーテル留置期間は定期的入れ替えを行わなかった
群で有意に長かったことから，定期的なカテーテル入れ替えをしないほうがCR-BSI発
生頻度は低いと報告している。
　ガイドワイヤーを用いた定期的なカテーテル交換がCR-BSIの発生率を下げるうえで
メリットがあるかについてはメタアナリシスの結果での結論は出ていないため，ルーチ
ンなカテーテル入れ替えは推奨しない100） 〜102）。治療終了後もカテーテルを留置しておく
とCR-BSIの危険が増加するため，使用予定期間が終了したらただちに抜去する103）。
　カテーテル挿入部位に感染の証拠がない場合に正常に機能しないカテーテルはガイド
ワイヤーを用いて交換する。ただし，同部に感染が疑われる場合にはこの手技は禁忌で
ある。カテーテル入れ替え時に血栓塞栓症を発生する危険性はあるが，新しく穿刺して
入れ替えるよりも機械的合併症の発生率は有意に低い97），98）。
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7 カテーテル関連血流感染症予防策の実際

 a	 有効な予防策をbundleとして実施する。ⅠB

 b	 感染率をモニターして関係者に定期的にフィードバックする。ⅠB

 c	 患者安全トレーニングと組み合わせて教育を行う。ⅠB

　米国のミシガン州や，ハワイ州，スペインや英国のICUでは，エビデンスに基づい
た予防策（カテーテル挿入時・処置時の手指衛生，挿入時のマキシマル･バリアプレ
コーション，大腿静脈からの挿入を避ける，クロルヘキシジンアルコールでの皮膚消
毒，カテーテルの必要性を毎日チェックし不要なカテーテルを抜去する）をbundleと
して実施し，同時に感染率のモニターと定期的なフィードバック，そしてユニット単位
で患者安全教育を行うことで，CR-BSI率を低下させることに成功している45），104） 〜106）。
また新入患者のオリエンテーションでbundleによる予防策についての教育を追加する
ことで，長期的なCR-BSI率の低下を実現している107）。ICU以外の病棟では，CR-BSI
のリスクについての教育に加え，手指衛生，挿入時のマキシマル･バリアプレコーショ
ン，大腿静脈からの挿入を避ける，クロルヘキシジンアルコールでの皮膚消毒，アクセ
スポートの適切な消毒，毎日のドレッシングのチェック，カテーテルの必要性を毎日
チェック（末梢カテーテルでは，マキシマルバリアプレコーションと大腿静脈からの挿
入を避けることを除き，72時間ごとまたは炎症所見や漏れがあった場合に入れ替えを
行う）をbundleとして実践し，感染率のモニターとフィードバックを行うことでCR-
BSI率の減少に成功した報告がある108）。

末梢静脈カテーテル
1 カテーテルおよび挿入部位の選択

 a	 成人では上肢の静脈を使用する。 Ⅱ

 b	 カテーテルは，静脈炎予防のためには，可能なかぎり細径のものを使用するほうがよい。 Ⅱ

 c	 手指衛生を行ったのち，非滅菌手袋を着用してカテーテル挿入を行う。皮膚消毒の後には刺入
部位に触れないようにする。 Ⅱ

 d	 カテーテルの挿入前に消毒薬（アルコール，アルコールを含むポビドンヨード，アルコールを
含むクロルヘキシジン）で皮膚を消毒する。ⅠB

 e	 血管外に漏出すると周辺組織の壊死を引き起こす薬剤の注入は，カテーテル先端が血管内に確
実に存在し，周囲に炎症所見がないことを確認して行う。 Ⅱ

　末梢静脈カテーテルにおける感染と静脈炎は切り離せない関係にある。すなわち，感
染が先行して静脈炎を引き起こす場合と，静脈炎が先行して感染を併発する場合があ
る。したがって，末梢静脈カテーテルの感染を予防するには，中心静脈カテーテルと同
様，抗血栓性の高い材質のカテーテルを選択すべきである。Makiら109）はテフロンとバ
イアロン（ポリウレタン）についてRCTを行い，感染率は両群で差がなかったが，静
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脈炎の発生率はポリウレタン製カテーテルが30％低率であったことを報告している。
ポリ塩化ビニール製カテーテルやポリエチレン製カテーテルはポリウレタン製およびテ
フロン製カテーテルに比較して感染性合併症の発生率が高い109） 〜111）。一方，末梢静脈カ
テーテルとして金属針が使用されているが，感染性合併症発生頻度はテフロンとほぼ同
等であると報告されている112）。しかし，金属針は留置期間中に血管壁を損傷すること
によって組織障害を引き起こす危険性が高い。したがって，テフロンとほぼ同等の感染
率ではあっても，金属針は短時間の静脈輸液を行う場合に限定すべきである。また，血
管外に漏出すると周囲組織の壊死を引き起こす薬剤の注入はカテーテルの先端が確実に
血管内に存在すること，周辺に炎症所見がないことを確認してから行うべきであり，金
属針は用いるべきでない。
　カテーテルを留置する部位はカテーテル由来感染および静脈炎のリスクに影響を及ぼ
す。部位がカテーテル感染のリスクに及ぼす影響は血栓性静脈炎のリスクおよび局所皮
膚常在菌の菌数にある程度関連する。末梢静脈カテーテルを下肢の静脈に挿入すること
は，上肢の静脈に挿入するよりも静脈炎のリスクが高いことが知られている。上肢の中
では，前腕の静脈に挿入した場合が，肘部や手首に挿入した場合より静脈炎のリスクが
低いことが報告されている113）。
　カテーテル外径と静脈炎発生頻度との関連についてはいくつかの報告があり114），一
般に外径が細いほど静脈炎発生頻度が低いといわれている。Madanらの報告では115），
23ゲージのカテーテルでは7％の静脈炎発生頻度であったのに対し，20ゲージでは
100％の発生頻度であった。
　カテーテル挿入部の消毒は，ポビドンヨードまたはアルコールよりクロルヘキシジン
製剤を用いたほうが，カテーテルのコロニー形成またはCR-BSIの発生率が低い53），54）。
末梢カテーテル挿入のための適切な無菌テクニックについては必ずしも滅菌手袋を必要
としておらず，「非接触」法を併用してディスポーザブル非滅菌手袋を使用することが
可能である。

2 カテーテル留置期間中の管理

 a	 末梢静脈カテーテルは刺入部の注意深い観察を行い，必要時に交換する。ⅠA

 b	 圧痛を確認するためにドレッシング上で触診を行うか，透明ドレッシングを使用している場合
は視診を行うことによってカテーテル挿入部位を毎日観察する。 Ⅱ

 c	 静脈炎の徴候（発赤，腫脹，疼痛）がある場合や感染を起こした場合，あるいはカテーテルが
機能しない場合は，速やかにカテーテルを抜去する。 Ⅱ

 d	 末梢静脈カテーテルの輸液ラインは，末梢静脈カテーテル入れ替えに伴い交換する。ⅠA

 e	 原則としてヘパリンロックは行わない。 Ⅱ

 f	 静脈炎予防のためのステロイド薬，ヘパリン，血管拡張薬は，使用しないほうがよい。 Ⅱ

 g	 カテーテル刺入部は，滅菌のドレッシングで被覆するほうがよい。 Ⅱ

　2011年に発表されたCDCの血管内カテーテル由来感染予防のガイドラインでは，「成
人の短期末梢静脈カテーテルは，静脈炎を予防するために72〜96時間以内に交換する」

解説
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という記載は消えている116）。一方，臨床的に必要な場合のみの入れ換えと3日目にルー
チンに入れ替える方法とを比較した研究では，静脈炎の発生には差がなく117），その後
のsystematic reviewにおいても，刺入部の観察を十分行い必要時に末梢静脈カテーテ
ルを入れ替えすることで，看護師の労力・コスト・患者の余分な苦痛を減らすことがで
きると報告されている118）。末梢静脈カテーテル管理では，カテーテル刺入部からの静
脈炎および感染を容易に観察できるため119），定期的にカテーテル留置部位を観察し，
発赤・腫脹・疼痛などの静脈炎徴候の早期発見に努めるのであれば，末梢静脈カテーテ
ルの入れ替えは必要時とすることも可能と考えられる。
　末梢静脈カテーテルの輸液ラインの交換については，原則的にはカテーテル入れ替え
時に交換するという方法が推奨される。Makiらは72時間ごとの交換が安全であること
を示したが83），最近の研究では，微生物の増殖を高める薬剤（例えば脂肪乳剤や血液製
剤）を使用しなかった場合，最長7日間まで輸液セットを安全に使用できることが示唆
されている84），85）。上記のカテーテル入れ替え時期と合わせて考慮すべき問題である。
　末梢静脈カテーテルはしばしばヘパリンロックをしたまま留置される。しかし，ヘパ
リンはカテーテルにCNSの付着を促進するという報告があり120），同時にヘパリンの常
用は1日あたり250〜500単位の低用量でも血小板減少症121）や血栓塞栓症122）や出血の合
併症を引き起こす可能性があることが指摘されている。また，Lederleら123）が指摘して
いるように，全カテーテルの留置期間の20％は特別な目的なく留置されていた。
　治療終了後のカテーテルは速やかに抜去することが静脈炎および感染症発生予防に重
要であり，ヘパリンロックを行って使用していないカテーテルの留置を継続することは
望ましくない。どうしてもロックが必要な場合は，生食ロックを用いる。
　末梢静脈カテーテル管理が中心静脈カテーテル管理に対して絶対的に有利な点は，カ
テーテル刺入部からカテーテルの全長にわたって静脈炎および感染を観察できることで
ある123）。静脈炎の診断は容易であるため，定期的にカテーテル留置部位を観察し，発
赤・腫脹・疼痛などの静脈炎の徴候を早期に発見し，速やかに抜去することがカテーテ
ル感染による血流感染の予防に重要である。
　静脈炎の問題は，末梢静脈カテーテルから投与する輸液内容との関連からも議論され
るべきである。現在，TPNに対して末梢高カロリー輸液（末梢静脈より糖電解質液，
アミノ酸液，脂肪乳剤を投与する方法で，1,000〜1,200 kcal/日を投与できる；peripheral 
parenteral nutrition：PPN）の意義が注目されている124）。このPPNの問題点は静脈炎
の発生頻度が高いことである。この方法の静脈炎発生予防のためにステロイド剤，ヘパ
リン，血管拡張薬（ニトログリセリン）を混注することが有効であると報告されてい
る125）。しかし，この静脈炎発生予防対策が，薬液混注の手順を増やし逆に感染症発生
頻度を上昇させる危険性がある。ここでは，この危険性を考慮して輸液内へのこれらの
薬剤の混注は推奨しないことにした。
　末梢静脈カテーテル刺入部の管理については，ドレッシングは48時間間隔より頻繁
に変える必要はないと考えられる126）。Cravenら127）はRCTとしてドレッシングの材質
についてフィルム型ドレッシングとガーゼ型ドレッシングの比較を行っているが，夏期
にフィルム型ドレッシングを用いると感染率が高くなると報告している。また，局所に
抗菌薬配合軟膏やポビドンヨードゲルを塗布することが静脈炎および感染の予防に有効
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か否かについては不明である。

末梢動脈カテーテルと血圧モニタリングシステム
1 末梢動脈カテーテル

 a	 臨床症状がある場合にのみ末梢動脈カテーテルを交換する。 Ⅱ

 b	 感染リスクを低下させるために，大腿または腋窩より橈骨または上腕または足背に挿入するこ
とが望ましい。ⅠA

 c	 ドレッシング交換は週1〜2回，曜日を決めて定期的に行うほうがよい。ⅠB

 d	 末梢動脈カテーテル挿入時は少なくとも帽子，マスク，滅菌手袋および小型の滅菌有窓ドレー
プを使用する。ⅠB

 e	 腋窩および大腿動脈カテーテル挿入時はマキシマル・バリアプリコーションを用いる。 Ⅱ

　末梢動脈カテーテルは，中心静脈カテーテルや末梢静脈カテーテルに比較して感染率
が低いことが知られているが，カテーテル培養の頻度が上がるにつれ，より血流感染症
の診断頻度も上がると報告されている128）。また，感染率は留置期間と関連があること
が報告されている。Ducharmeら129）の報告では平均59時間の留置でカテーテルに細菌
が定着したものはなかった。Raadら130）の検討では留置期間が6日以上になるとカテー
テルの累積感染率が高くなると報告している。カテーテル留置期間が長くなるとCR-
BSI発症のリスクも増加するが，予定した時点で動脈カテーテルを定期的に交換しても，
CR-BSIのリスクは低減しない98），131）。これらの報告をまとめると，感染予防を目的とし
た定期的交換は必要ではなく，臨床症状がある場合にのみ動脈カテーテルを交換すべき
である。もちろん，不要になった動脈カテーテルはできるだけ早く抜去する。一方，留
置部位に関しては，メタアナリシスでは橈骨部のほうが大腿部よりもCR-BSIの発生率
が低いと報告されている128）。マキシマル・バリアプリコーションを用いて挿入した前
向き観察研究では，橈骨部と比較して大腿部に挿入すると，CR-BSIの発生率がほぼ8
倍に増加する132）。また大腿部から挿入されている場合，CR-BSIの原因菌はグラム陰性
桿菌が多くなると報告されている133）。橈骨部と足背動脈部ではカテーテル細菌定着お
よびCR-BSI発生率は同等のようである134）。また，末梢動脈カテーテルの挿入部のド
レッシング交換については，Samsoondarら135）によって24時間ごとと72時間ごとの比
較が行われているが，挿入部およびカテーテル先端の培養陽性率には差がなかった。

2 圧モニタリングセット
 a	 圧モニタリングセットを96時間以内に交換する必要はない。ⅠB

 b	 すべての圧モニタリングセットは清潔に保つ。 Ⅱ

 c	 ヘパリン加生食液の交換は最低96時間ごとに行うほうがよい。 Ⅱ

 d	 ディスポーザブルのモニタリングセットを使用する。ⅠA

4
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133Ⅱ　カテーテル関連血流感染

　動脈カテーテルの感染予防は，CVCの管理と同様，圧モニタリングセット全体の衛
生管理が重要である。再利用可能なトランスデューサーを使用して院内感染の爆発的流
行が認められ，動脈圧モニターセットがその原因であったことが報告された136）。現在
ではディスポーザブルの圧モニタリングセットが用いられている。Ducharmeら137），
Luskinら138），OʼMalleyら139）の報告では圧モニタリングセットは96時間ごとに交換す
ることが勧められている。しかし，頻回な交換そのものがセットの汚染につながる危険
性もあり，無菌性が保たれるのであれば，より長期の使用が望ましい。現在，閉鎖式フ
ラッシュ回路，ディスポーザブルトランスデューサーが開発され，セット全体の感染リ
スクは低下している140）。これまで，このセットが適正に使用されている場合にカテーテ
ル感染が多発したという報告はない。同時に，このシステムによる圧モニタリングセッ
トは少なくとも96時間以上安全に使用できることが示されている。
　動脈カテーテルからの採血時の消毒には消毒用エタノールを用い，血液のフラッシュ
は，ディスポーザブルの閉鎖式フラッシュシステムを用いるべきである。また，汚染の
危険性を下げるために一般の採血にモニタリングセットを用いるのは最小限にする。ま
た，動脈カテーテルからの採血時に回路内を逆流させた血液の混じった生理食塩水は体
内に戻さず廃棄したほうがよい。
　通常，使い捨てのモニタリングシステムには回路の閉塞予防のために3 mL/時の速度
でヘパリン加生理食塩水が流れている。フラッシュ液を含めて1日使用量は100 mL程
度となる。無菌的にヘパリン加生理食塩水を調製し，モニタリングシステムの構成要素
と考え，96時間ごとの交換を行う。動脈カテーテルが原因のCR-BSIが疑われた場合に
は，動脈カテーテルを入れ替えるだけでなく圧モニタリングセットすべてを交換すべき
である。

血液浄化用の中心静脈カテーテル
1 血液浄化用の中心静脈カテーテルの衛生管理

 a	 血液浄化が長期にわたる場合には，カテーテル留置部位は内頸静脈を選択したほうがよい。ⅠB

 b	 慢性血液透析のための永久的な血管アクセスとしては，中心静脈カテーテルでなくシャントか
グラフトを使用する。ⅠB

 c	 カテーテル挿入部の管理はアルコールを含んだ0.5％を超える濃度のクロルヘキシジンを用いて
行い，ポビドンヨードゲルを塗布してドレッシングで被覆し，密封状態を保つ。ⅠA

　血液浄化用CVC留置の問題点は，その径が大きいために，感染の問題はもちろんで
あるが，血栓や狭窄，血管穿孔といった重大な合併症が発生する危険性が高いことであ
る141）。先端位置が不適切であれば上大静脈や心房の穿孔といった重大な合併症が発生
する危険性がある142），143）。
　血液浄化用CVCは，短期間の留置であれば大腿静脈穿刺も実施可能であるが，長期
留置を考えた場合には内頸静脈穿刺または鎖骨下静脈穿刺を選択すべきである。鎖骨下
静脈穿刺は，鎖骨下静脈の血栓症や静脈炎の問題があるため，内頸静脈穿刺を選択する

解説
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ほうがよい144），145）。また，永久的な血管アクセスとしては，CVCでなくシャントかグラ
フトを使用する146）。血液浄化用カテーテルに伴う血流感染の発生率は，TPNを目的と
したCVCよりも高い。しかも，細菌性心内膜炎，敗血症性肺塞栓，血管を閉塞するよ
うな静脈血栓を合併する危険性が高い147）。血液透析に使用されるカテーテルの感染率
を増加させる因子は明らかではないが，カテーテル自体に操作が加えられるため，操作
自体に汚染の機会が多くなるためと考えられる。すなわち，カテーテル留置後の管理に
は，カテーテル管理だけでなく，血液透析回路を含めた，特別に訓練された専門職が実
施すべきである148）。カテーテルは血液浄化目的にのみ使用すべきである。また，CR-
BSIを防ぐために，血液浄化用CVCをルーチンに交換してはならない。
　血液透析用カテーテルもCVC同様，皮膚からの細菌侵入の危険性もある。血液透析
患者の50〜60％がS. aureusのキャリアであるという報告もあり149），カテーテル挿入部
の皮膚消毒はCR-BSIの予防のために重要である。皮膚の消毒についてのRCTは行わ
れていないが，CVCと同様の管理を行うべきであろう。カテーテル挿入部のポビドン
ヨード軟膏の使用についてはRCTが行われており63），カテーテル出口部での感染率，
カテーテル先端の細菌定着，血流感染の減少に効果的であった。すなわち，推奨される
カテーテル皮膚挿入部の管理は，クロルヘキシジンアルコールを用いて行い，ポビドン
ヨードゲルを塗布してドレッシングで被覆し，密封状態を保つという方法である。しか
し，ドレッシングの交換頻度については特に推奨できる指針はない。CVCの管理に準
ずる。

〔参考〕
　院内感染については，消毒用アルコールを含む一般の消毒薬に抵抗を示す細菌によるものも報
告されており注意が必要である。表2に示すように，グラム陰性菌であるセラチア菌，セパシア
菌はクロルヘキシジンや塩化ベンザルコニウムの中でも生息が可能であり，芽胞菌にいたっては
消毒用アルコールの中でも生息を続ける。したがって，CVC管理においても，これらの環境に
生息する細菌の消毒薬に対する抵抗性を十分理解しておく必要がある。

表2　代表的な菌種と消毒薬抵抗性菌種　抵抗性が報告されている消毒薬
Burkholderia cepacia クロルヘキシジン，塩化ベンザルコニウム

Pseudomonas aeruginosa クロルヘキシジン，塩化ベンザルコニウム
塩化セチルピリミジウム　塩化ベンゼトニウム
トリクロサン

Pseudomonas fluorescens クロルヘキシジン，塩化ベンザルコニウム

Pseudomonas putida クロルヘキシジン，塩化ベンザルコニウム，トリクロサン

Alcaligenes	spp. クロルヘキシジン，塩化ベンザルコニウム，トリクロサン

Stenotrophomonas maltophilia クロルヘキシジン，塩化ベンザルコニウム

Serratia	spp. クロルヘキシジン，塩化ベンザルコニウム，トリクロサン

Enterobacter cloacae 塩化ベンザルコニウム

〔荒川宜親，飯沼由嗣，長沢光章：アシネトバクター等多剤耐性グラム陰性桿菌に関する調査研究─グラム陰性桿菌に
よる院内感染防止の留意点─平成13年度厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究事業）総括研究報告書〕
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人工呼吸器関連肺炎

人工呼吸器関連肺炎とは？
　人工呼吸器関連肺炎（ventilator-associated pneumonia：VAP）は病院内で人工呼吸器装着後
48時間以降に新たに罹患した肺炎であり，血流感染，手術部位感染，尿路感染と並ぶ重要な院
内感染症である1） 〜3）。VAPは人工呼吸器を装着した患者の8〜28％において認められ，在院期間
や医療費を増大させる4） 〜6）。なお，日本の厚生労働省院内感染対策サーベイランス（JANIS）の
データでは，1,000入院患者 /日あたりの発生率は1.4件となっている7）。人工呼吸管理下の患者に
おけるVAPの発生率は，人工呼吸器装着後5日以内では1日あたり3％の割合で，装着後5〜10
日では2％の割合で，10日以降は1％の割合で増加する1） 〜3），8），9）。高齢患者や担癌患者，免疫抑制
状態にある患者，慢性肺疾患を有する患者などが高リスク群とされる10） 〜18）が，手術後感染とし
ても重要で，院内肺炎の75％が術後患者であるという報告もある。特に胸腹部手術を受けた患
者では他部位の手術を受けた患者に比べて感染率が38倍高い。院内肺炎の死亡率は20〜50％で
あり，人工呼吸を受けている患者では特に死亡率が高い8），10） 〜18）。日本のサーベランスデータで
は，VAP発生による標準化死亡比は1.3，重症度調整後の在院日数延長は8〜11日間である7）。以
上より，適切な予防策の実施によるVAPの予防が重要となる。

1 感染教育およびサーベイランスの役割

 a	 標準化された感染教育を行う19），20）。ⅠB

 b	 サーベイランスを実施する12） 〜16）。ⅠB

　VAP予防に関するスタッフへの教育の導入と継続により，VAP発生率を低下させ，
VAP管理に要する医療費を削減することが可能である19），20）。
　単なるサーベイランスの実施が感染率を低下させるかは不明であるが，サーベイラン
スによって院内感染に対する意識が向上し，結果として感染率を低下させることができ
る20） 〜22）。サーベイランスでは全国サーベイランスに参加し，当該施設の感染対策の客
観的評価を行うことが望ましい。
　ガイドラインに基づいた標準的な感染教育と，サーベイランスから得た定期的評価は
院内感染対策の実効性や質を高めるために不可欠である23）。全国平均と比較することに
よる改善意欲の上昇や健康保険制度の改革による経済的動機付けも重要であるが，最終
的には院内感染による患者転帰の改善を目的として，感染対策や教育の標準化，サーベ
イランスに基づいた評価を行うことが重要である。
　2013年より，米国NHSNにおいて，人工呼吸器関連事象（Ventilator-associated events：
VAE）の一つとして，VAPを考える新たなサーベイランス手法が用いられ始めてい
る24），25）。従来のVAP診断基準は，胸部Ｘ線の読影に個人差がある，臨床的徴候や症状
が主観的で記録が乏しく診断の一貫性に欠けるなどの問題点があった。VAEサーベイ
ランスでは，これらの点が修正され，VAC→IVAC→possible VAP→　probable VAP

Ⅲ
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という階層化された定義は，客観性，早期診断，予後改善を期待できるサーベイランス
ツールとして有用であることが示されている26） 〜28）。さらに，2015年1月にはデータ分
析の簡略化のため，従来のprobable VAPがpossible VAPへ統一されるなど，定義の
修正が行われている（図1）。

2 器具の消毒・衛生管理

 a	 人工呼吸器の本体（内部回路）をルーチンに滅菌・消毒する必要はないが，VAPの原因である
ことが疑われるときは，ただちに呼吸器内部の回路を含めて本体表面の細菌検査をし，滅菌・
消毒を行う29），30）。ⅠB

 b	 人工呼吸器回路を同一患者に使用する際は必ずしも回路交換を定期的に行う必要はなく，肉眼
的汚染の明らかな場合や作動不良の場合に交換する5），31） 〜41）。ⅠB

 c	 人工呼吸器に関連したディスポーザブル製品の再利用は行わない42）。ⅠB

 d	 ネブライザーは使用しないほうがよい43），44）。 Ⅱ

 e	 回路内の結露は患者側へ流入しないように排除する45），46）。ⅠB

 f	 周辺器具の消毒は通常の分類に従って行う。ⅠB

　人工呼吸器回路は7日以上の間隔で交換を行ってもVAP発生率が上昇しないことが
報告されており34），35），40），2003年のCDCの勧告では回路の定期交換を行わないことを強
く推奨している41）。何日を目処に回路交換を行うかについては明確なエビデンスはない5），39）。
回路内の結露（貯留水）は患者の口腔咽頭部の定着菌により汚染されやすい。気管内吸
引や体位変換，患者ケアなどの医療行為により回路が動く可能性があるときは，常に事
前の回路内結露の排液を行う。ネブライザー液も，回路内の細菌汚染の原因となるため，
VAP予防の観点からは使用しないことが望ましい43），44）。

解説

図1　Ventilator-associated events（VAE）定義のアルゴリズム
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　人工呼吸器関連の周辺器具は，通常の分類に従って消毒・滅菌し，清潔に保管する46） 〜48）。

3 加温加湿器（Heated Humidifier）と人工鼻（Heat-Moisture Exchanger）

 a	 加温加湿器には，滅菌水を用い，閉鎖式補給システムを用いる46），49） 〜51）。 Ⅱ

 b	 人工鼻を使用してもよい52） 〜59），61）。 Ⅱ

 c	 人工鼻は汚染や破損がない場合は，48時間ごとに交換する。 Ⅱ

　加温加湿器の水は，人工呼吸回路の汚染原因となりうる45），46）。人工鼻は患者呼気中
の熱と湿度を利用するため加湿器は不要であり，吸気側回路に結露が生じない。このた
め回路内に細菌が定着しにくく定期的な回路交換も不要になる。2003年のCDCによる
勧告では，加温・加湿器と人工鼻のいずれを使用するかについての優先順位は定められ
ていないが，8編のRCT52） 〜59）を解析したメタアナリシスでは，7日以上の人工呼吸器
管理を要する患者では加温加湿器よりも人工鼻を使用したほうがVAP発生リスクは低
かった（相対危険度0.7）と報告されている60）。しかし，加温加湿器の有用性を示すよ
り新しいRCTも出てきている61）。
　人工鼻は，気道の加湿不足とこれに関連した気管チューブや気道閉塞などの合併症，
コストなどを考えて使用を考慮してもよい。人工鼻の24時間ごとの交換は，48時間ご
と，5日間ごと，7日間ごとの交換と比較しても，VAPの発生率は変わらなかった31）。
したがって，加湿の効率を考慮すると，48時間ごとの交換が妥当とされる。小児での
使用に関しては十分な検討はなされていない。小児では，容量の小さな人工鼻を用いて
人工呼吸器回路内の挿入位置を考慮すれば安全ともいわれている62）。小児患者の体重 /
換気量，痰の量と性状，人工呼吸期間などを考慮したうえで使用する。

4 気管吸引

 a	 気管吸引操作は清潔操作とし，必要最小限にとどめる63），64）。ⅠB

 b	 閉鎖式吸引システムの使用を考慮する65） 〜72）。 Ⅱ

 c	 ディスポーザブルの吸引チューブは1回ごと使い捨てにしたほうがよい。ⅠC

 d	 吸引チューブの洗浄には滅菌水を使用する73），74）。ⅠB

 e	 吸引回路および吸引瓶は当該患者専用とする75），76）。 Ⅱ

 f	 気管支ファイバーを用いて日常的に吸痰しなくてもよい。 Ⅱ

 g	 バックバルブマスクやジャクソンリース回路は患者ごとに定期的に交換する77），78）。 Ⅱ

　気管吸引は気道内の汚染を招く危険があるため63），必要最小限にとどめることが望ま
しい。吸引チューブを消毒液に浸漬して，複数回使用すると消毒液のコンテイナーが細
菌のリザーバとなる。もし，複数回使用する場合はチューブ表面をアルコールで拭い乾
燥容器に入れておく。また，バックバルブマスクやジャクソンリース回路も細菌のリ
ザーバとなるため，これらは患者ごとの専用としたうえ，使用期間を決めて交換する。

解説
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　開放式と閉鎖式吸引システムのVAP発生率については，差がないとする報告67），68），70），79）

がある一方で，開放式に比べ閉鎖式システムはVAP発生率が低く，かつ吸引操作中の
患者呼吸機能に負の影響を及ぼさないとする報告69），80），81）も認められる。閉鎖式システ
ムは患者由来の菌が吸引チューブへの定着を来しやすいことも考えられるが82），少なく
とも閉鎖式システムでのVAP発生率の増加は認められていない71），72）。気管支ファイ
バーによる吸痰が有効なのはsegmentalな無気肺の原因となっている分泌物の除去だけ
である。

5 気管切開

 a	 早期に気管切開を行う必要はない。 Ⅱ

 b	 気管切開を行う場合はマキシマル・バリアプリコーション（滅菌手袋，長い袖の滅菌ガウン，
マスク，帽子と患者全身を覆う大きな滅菌覆布）で行う。 Ⅱ

 c	 気管切開チューブを交換する際は，標準予防策を実施する。 Ⅱ

　外傷患者を対象とした早期気管切開による肺炎予防効果を検討したメタ解析によれ
ば，早期気管切開は，VAP発生率を減少しなかった83）。72時間以内の早期気管切開を
検討したメタ解析でも，VAPの発生率は減少していなかった84）。したがって，VAP予
防を目的とするための早期気管切開を行う必要はない。
　気管切開は高度予防策で行うことが推奨される。気管切開チューブの交換時の予防策
に関しては詳細に検討したデータは存在しない。気管切開チューブ交換時には標準予防
策を実施し，体液曝露防止のために，ゴーグル・マスク・ガウン・手袋の各個人防護具

（PPE）を使用する。

6 栄養管理

 a	 可能なかぎり経静脈栄養よりも経管栄養を用いる85），86）。ⅠA

 b	 経管栄養の目的以外の経鼻胃管チューブはできるだけ早期に抜去する12），13）。ⅠA

 c	 経管栄養中は消化管運動やチューブ先端の位置を確認し，上体を30〜45度挙上させる17），87），88）。
ⅠA

 d	 患者の快適さのために小さい口径の栄養チューブを使用してもよい89）。 Ⅱ

 e	 連続的に，または間欠的に経管栄養を行ってもVAPの発生率に差はないので，どちらを採用し
てもよい90），91）。 Ⅱ

 f	 十二指腸チューブ先端を幽門部に置いて経管栄養を開始してもよい87），92）。 Ⅱ

　病原菌の下気道への侵入経路は口腔咽頭部細菌叢および経管栄養チューブ表面を逆流
した上部消化管細菌叢の誤嚥による場合が多い。したがって，口腔ケアを十分に行う。
　胃管の存在は嚥下を障害し，ときに胃液の逆流を助長するので，なるべく早期に抜去
する。そのため，経管栄養チューブは，VAPの危険因子として知られている93），94）。小
口径のチューブを使用しても，胃食道逆流や微小誤嚥の発生率は低下しない95）。経鼻

解説
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十二指腸栄養と経鼻胃管栄養とで誤嚥性肺炎の発症頻度は変わらないと考えられてい
る96）。経管栄養チューブの留置経路の中で，どの方法（経路）でVAP予防効果が最も
高いかについての明確な知見はない5）。さらに，経管栄養そのものが逆流のリスクを増
やし，VAPの危険性を増加する97）。
　仰臥位での経管栄養は逆流を引き起こしやすいため98），経管栄養中は30〜45度の挙
上した頭高位により逆流防止を行う99）。経管栄養チューブを幽門部を超えて留置するこ
とが，VAPの発生率を減少するかについては一定の見解はない100），101）。

7 経口挿管と経鼻挿管

 a	 経鼻挿管はできるだけ避ける。 Ⅱ

 b	 カフ上部の貯留物を吸引するための側孔付きの気管チューブを使用する102），103）。ⅠA

 c	 気管チューブの抜管時または気管チューブを動かす前，体位変換前にはカフ上部や口腔内の分
泌物が吸引・除去されていることを確認する104）。ⅠB

　早期（early onset）VAPでは口腔・咽喉頭細菌叢の構成菌が，晩期（late onset）
VAPでは菌交代によるグラム陰性桿菌やMRSAなどが起炎菌となりうる1）。VAPの発
生頻度に関しては経口，経鼻挿管でその頻度は変わらない105）が，気管挿管に伴う口腔
咽頭内容物の誤嚥防止効果，副鼻腔炎の発生，気管チューブの屈曲・閉塞，気管支ファ
イバーの使用の困難さから，経口挿管に利点が多い。
　カフ上部の貯留物を吸引するための側孔付き気管チューブの使用は，メタ解析や大規
模RCTにより，VAP予防の効果が示されている102），103）。体位変換前に口腔内分泌物を
吸引除去すると，VAP発生率が低下したという観察研究の報告がある104）。

8 消化管管理

 a	 人工呼吸器関連肺炎防止の目的で非吸収性抗菌薬の消化管内投与（選択的消化管除菌，Selec-
tive	Decontamination	of	the	Digestive	Tract：SDD）はルーチンには行わないほうがよ
い5），106）。ⅠB

 b	 ストレス潰瘍の危険性の少ない患者に対して制酸薬を投与しない107） 〜109）。ⅠA

 c	 ストレス潰瘍の危険性の高い患者には，スクラルファートなど胃のpHを上げない薬剤を使うほ
うがよい110），111）。 Ⅱ

 d	 明らかな上部消化管出血が存在する患者やストレス潰瘍の危険が極めて高い患者では制酸薬を
投与する112）。ⅠA

 e	 プロバイオティクスの口腔あるいは消化管内投与を考慮してもよい113），114）。 Ⅱ

　これまでSDDに関する論文が多数報告されているが，2010年のコクランレビューに
おいて，33のRCT約6,000症例が対象とされた。その結果，SDD（全身投与と局所投与
の組み合わせによる）実施により，対照群と比べて肺炎発生率（オッズ比0.28［0.20-
0.38］），あるいは死亡率（オッズ比0.77［0.66-0.90］）を有意に低下させていた115）。し

解説
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たがって，VAP発症リスクの高い患者群では，SDDにはVAP発症予防効果があると考
えられている5）。しかしながら，薬剤耐性菌の出現頻度を増加させる可能性があるとい
う観点から，ルーチンにSDDを応用することは推奨されない5），106）。
　人工呼吸器管理中のストレス潰瘍予防薬投与とVAP発生の関連について，H2ブロッ
カーおよびプロトンポンプ阻害薬などの制酸薬とスクラルファートのVAP発症抑止効
果を比較した臨床研究は多い。メタアナリシスではスクラルファート使用例において
VAP発生率，死亡率ともに改善が認められているものの110），111），スクラルファートとラ
ニチジンなどの制酸薬を比較した最大規模のRCTではスクラルファートの明らかな有
効性は証明されていない112），116），117）。一方，H2ブロッカーはVAPの発生頻度を上昇させ
ることなく消化管出血を予防したとの報告もある118），119）。
　以上より，人工呼吸管理を必要とする患者へのルーチンのストレス潰瘍予防薬投与の
必要はなく，ストレス潰瘍のリスクの高い患者ではVAP発生予防の観点から胃のpH
を上げないストレス潰瘍の予防薬を使用し，過去に消化性潰瘍の既往のある患者やすで
にストレス潰瘍を発症している患者では，H2ブロッカーあるいはプロトンポンプ阻害
薬などの制酸薬を使用するほうがよい。
　2010年に報告されたメタ解析では，プロバイオティクスの使用により，気道内への
緑膿菌定着防止効果が得られ，VAP発生率が有意に減少していた（オッズ比0.61［0.41-
0.91］）113）。また，2010年の158名の患者を対象としたRCTでも，プロバイオティクス
の使用がVAP発生率を約20％軽減していた114）。日本で使用されているプロバイオティ
クスの内容は，海外の研究で使用されているものとは異なるが，日本で使用している製
剤をVAP予防目的で使用してもよいと考えられる。

9 体位変換

 a	 仰臥位では管理しない120）。ⅠA

 b	 上体を30〜45度挙上した体位で人工呼吸管理を行う121）。ⅠB

 c	 側臥位あるいは腹臥位でもよい122），123）。ⅠB

　持続的な仰臥位での人工呼吸は，胃内容物の気管内吸引を引き起こし124），125），VAP発
症の危険因子となり死亡率にも影響していることが報告されている17），120），126）。仰臥位を
対象とした頭高位の有効性を示唆する2つのRCTと1つのメタ解析がある99），127）。しか
し，頭高位の有効性を否定する1つのRCTも存在する128）。頭高位は，逆流防止の観点
からは有効と考えられるが，口腔咽頭の分泌物を誤嚥させやすい危険性もある129）。側
臥位あるいは腹臥位が，咽頭の分泌物排泄を促進させるうえで，有利な可能性があると
示唆する小規模RCTやメタ解析のサブグループ解析が存在する122），123）。

⓾ 口腔ケア

 a	 定期的に口腔ケアを行う。ⅠA

解説
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　ポビドンヨードによる口腔内清拭の肺炎予防に関する有効性を示す証拠はないが，
0.12〜0.2％の高濃度のクロルヘキシジンでは有効との報告があり130），131），メタ解析でも
有効性が検討されている132），133）。しかし，日本では，0.02％以下の濃度クロルヘキシジ
ン以外は，粘膜面での適用が認められていない。歯ブラシや綿棒（スワブ）による口腔
咽頭の保清がVAP発生予防に有用であるかについての確証はないが，口腔ケアを定期
的に実施することが望ましい134） 〜137）。

� 予防的抗生物質の投与

 a	 人工呼吸器装着患者に対する予防的抗菌薬の全身投与は行わないほうがよい。ⅠB

　院内肺炎を防ぐために予防的に抗菌薬を全身投与する有効性は確認されていな
い17），138） 〜141）ため，薬剤耐性菌による院内感染防止の観点から抗菌薬の予防投与は行わ
ないほうがよい。ただし，長期人工呼吸（2〜3日以上）を必要とする患者で全身的抗
菌薬と局所抗菌薬投与を行った群と非投与群に対するメタアナリシス（16報告，3,361
人）では肺炎合併率（36％）および死亡率（30％）に対して抗菌薬を投与すると，優位
に肺炎合併率および死亡率が低下した142）。また，2,366人を対象とした17論文では，抗
菌薬の全身投与にかかわらず，抗菌薬局所投与により肺炎の合併を有意に予防すること
ができたが，死亡率には影響がなかった143）。
　以上の結果から，人工呼吸管理を必要とする患者に抗菌薬を投与すると，肺炎の予防
が可能と考えられるが，人工呼吸管理がどの程度長期化されるかの予測は困難であるこ
とに加えて，漫然とした抗菌薬の予防投与は薬剤耐性菌による院内感染の蔓延を招くお
それがあるため，長期人工呼吸患者の院内肺炎予防の目的で抗菌薬を投与することは推
奨されない。

� VAPバンドル

 a	 予防策は，ひとまとめにして適用する。ⅠB

　予防策は，個々に適用するのではなく，複数の予防策をひとまとめに適用すること
が，有用である。ひとまとめにする手法をバンドル（bundle）という。Gastmeierらの
レビュー144）によると，VAP発生率は31〜57％低下したとされる。バンドルの例とし
て，日本集中治療医学会が提唱するVAPバンドル145）を表1に示す。

解説

解説

解説

表1　VAPバンドル（日本集中治療医学会：2010）
①手指衛生を確実に実施する。
②人工呼吸器回路を頻回に交換しない。
③適切な鎮静・鎮痛をはかる。特に，過鎮静を避ける。
④人工呼吸器から離脱できるかどうか，毎日評価する。
⑤人工呼吸中に患者を仰臥位で管理しない。
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手術部位感染
　手術部位感染（surgical site  infection：SSI）とは，手術操作の加わった深部臓器や体腔を含
め，手術中に汚染を受け一次閉鎖した手術部位の感染である。サーベイランスに用いるために定
義された概念であり，①表層切開部SSI（superficial  incisional SSI），②深部切開部SSI（deep 
incisional SSI），③臓器 /体腔SSI（organ/space SSI）の3群に大別される1），2）。術後のドレーン
からの逆行性感染や，呼吸器感染，尿路感染などの遠隔部位感染は含まない。
　SSI防止に関するガイドラインは，さまざまな組織から発出されている。アメリカ疾病対策セ
ンター（CDC）2），世界保健機構（WHO）3），アメリカ外科学会・アメリカ外科感染症学会（ACS/
SIS）4），アメリカ医療疫学学会・感染症学会5），などがあげられる。本ガイドラインはそれらを
参考に作成した。また，より実践を重視した「バンドル」と呼ばれる手引書も，連合王国などか
ら発行されている6）。

1 主に外来での術前患者準備

 a	 待機手術の術前1カ月間は禁煙する。 Ⅱ

 b	 鼻腔のMRSA保菌スクリーニングと，その結果に基づくムピロシン軟膏による除菌を行う場合，
その適応について熟慮する。 Ⅱ

 c	 待機手術では遠隔部位に感染症がある場合は，あらかじめ治療しておく。ⅠB

 d	 血糖値を適切に管理する。HbA1cの制御は必須ではない。ⅠA

 e	 適切な術前準備ができる範囲内で，手術前の入院期間を短くする。 Ⅱ

　喫煙はSSIのリスク因子であり，血管収縮による組織の低酸素症，ニコチンの創傷治
癒遅延などがその本態であると考えられている。
　術前患者の黄色ブドウ球菌の鼻腔保菌と，術後感染症の発症とは密接な関連があるこ
とが知られている。鼻腔の黄色ブドウ球菌やMRSAの保菌スクリーニングとムピロシ
ンの鼻前庭局所塗布により，心臓手術後や整形外科人工関節置換術後などのSSIや術後
感染症全体を減少させたとする報告がある7） 〜11）。しかしながら，検査精度の問題（陰
性結果は必ずしも微生物が存在しないことを意味しているのではない），鼻腔以外の身
体部位に保菌している可能性，一過性の保菌をみている場合がある，経済的負担が増加
する，本薬剤の繁用は耐性菌の蔓延を引き起こす可能性もある12），13），などの理由によ
り，MRSAの保菌スクリーニングとムピロシンによる除菌を一律に実施することは推
奨されない。心臓手術や人工関節置換術などの手術においては，患者自身の感染リスク
や手術侵襲度などを考慮して実施する。
　術前の血糖コントロールに関しては，長期的コントロールの指標である術前HbA1c
とSSIの間に有意なリスクを見出した研究14）がある一方で，関連を見出せなかった研究
もある15），16）。結論としては，術前HbA1cとSSIの間の関係は明確でない。むしろ，周術
期の高血糖が糖尿病・非糖尿病双方の患者においてSSIのリスクを増大させている17） 〜20）。

Ⅳ
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　市中と院内のどちらで病原体曝露リスクが高いかに関しては，院内の病原体検出状況
や市中の季節によっても異なり一概にはいえない。SSIを発生させる病原体として最も
警戒すべき薬剤耐性菌の保菌伝播に関しては，院内が院外に比べてハイリスクである。
したがって，SSI対策としては術前入院期間を極力短くしたほうがよいと考えられる。

2 手術前日から当日にかけての患者管理

 a	 手術野の体毛が邪魔になる場合を除き，手術前に除毛（剃毛）しない。ⅠA

 b	 除毛が必要な場合は，手術用クリッパー（surgical	clipper）を使用する。ⅠA

 c	 手術前夜または当日朝にシャワー浴を行うか，あるいは入浴させる。ⅠB

 d	 皮膚消毒の前に切開する部位および周辺を十分に洗浄清浄化して大きな汚れを取り除く。 Ⅱ

 e	 皮膚消毒には適切な消毒薬を用いる。健常皮膚にはアルコール配合剤を用いることが望ましい。
ⅠA

 f	 皮膚消毒は執刀予定部位から同心円状に周囲に向かって十分広い領域に対して行う。 Ⅱ

 g	 周術期を通じて血糖値レベルを適切に管理するが，目標値を110mg/dL以下に設定するのは避
ける。ⅠA

　手術部位の剃毛は感染の危険性を高める。石けんを塗るハケの細菌汚染とカミソリに
より皮膚に生じた微細な切創が細菌の増殖と密接に関連しているためである21）。硬毛が
邪魔になるなどの理由により除毛が必要であれば手術用バリカン（クリッパー）を用い
る22）。脱毛クリームも有効な手段であるが23），皮膚過敏反応を起こすことがあるため注
意が必要である。除毛の時期に関しては十分なエビデンスがなく，手術前日と当日のい
ずれでも構わない22）。
　手術前夜の消毒薬入り洗浄剤によるシャワー浴または入浴は，皮膚表面の通過菌のコ
ロニー数を減少させる。しかし，普通の洗浄剤（ボディソープ）に比べて，消毒薬入り
洗浄剤がより高いSSI減少効果を有するとはいえず，ボディソープで十分である24）。
　手術直前の皮膚消毒は，アルコールをベースにした消毒薬を用いて十分な範囲を消毒
する。この場合，クロルヘキシジングルコン酸塩（CHG）とポビドンヨード（PI）の
優劣は明確ではない25）。有名なDarouicheらの研究26）も，CHGがアルコール含有なの
に対してPIは単剤であり，CHGとPIの優劣を明らかにすることはできていない。最近，
CHGアルコールとPIアルコールを比較した研究が行われ，CHGの優位性が示された27）

が，皮膚消毒のSSIに与える影響が大きい清潔手術ではなく帝王切開術を対象としてお
り，その評価は高くない3），4）。なお，アルコールは引火のリスクがあること，CHGは日
本を含むアジアからアナフィラキシーの報告が多いこと，ポビドンヨードを塗布後短時
間ではハイポアルコール（5％チオ硫酸ナトリウム含有）などのヨード還元剤は塗布し
ないことに，それぞれ注意が必要である。
　周術期の高血糖はSSIのリスクとなる。180〜200 mg/dLを超える値がSSIのリスク
を増加させることに関しては，おおむね合意が得られており，各種ガイドラインやバン
ドルでもそれ以下の値が推奨されている2） 〜6）。一方，110 mg/dL以下を目標値に設定する
と，それ以上の目標値に比べてSSIのリスクを有意に低下させることはなく，逆に低血
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糖とそれに伴う有害事象（脳梗塞など）が増加する5），28），29）。これは重症集中領域の患者に
もあてはまり，6,000人を超える患者を対象に行われた無作為化比較試験で，110 mg/dL
を下回る目標値を設定すると低血糖とそれによる有害事象のリスクが高まることが
NICE-SUGAR study30）としてよく知られている。
　この間の目標値，すなわち110〜180 mg/dLについては，低い目標値ほどSSIの低減
がみられたとする論文18）もあるが，論文間で結論が一定していないためか，ガイドラ
インによっても勧告が異なる。最近発行されたWHOのガイドラインとアメリカ外科学
会・外科感染症学会ガイドラインの間でも異なっており，前者は解説文の中で150 mg/dL
以下（110 mg/dL以上）の目標値を弱い勧告とし3），後者は同じ目標値を明瞭に勧告し
ている4）。なお後者は，心臓手術においては180 mg以下を目標値とするよう勧告してい
る。多くの研究ではSSIを一次エンドポイントとしておらず，その他の有害事象も考慮
しつつSSI防止に対する勧告を考えるため，このような差が生まれるのだと考えられる。

3 手術時手指消毒

 a	 爪を短く切り，手洗い前に爪の内側を清潔にする。手や腕に装身具をつけてはならない。 Ⅱ

 b	 手洗いに用いる水は水道水，滅菌水のいずれでもよい。ⅠB

 c	 持続活性のある抗菌性手指スクラブ剤による揉み洗い，またはアルコール性手指消毒薬による
ラビング（擦り込み）による手指消毒を行う。ⅠA

 d	 抗菌性手指スクラブ剤による手指消毒を行う場合には，2〜6分間，手および前腕を揉み洗いす
る。 Ⅱ

 e	 アルコール性手指消毒薬による手指消毒を行う場合には，まず非抗菌性石けんと流水で手およ
び前腕を洗い，完全に乾かした後，消毒薬によるラビングを数分間行う。そして，再び完全に
乾かした後手袋を着用する。 Ⅱ

　手術時手指消毒の目的は，通過菌（transient flora）を確実に除去し，常在菌（resi-
dent flora）をできるだけ減少させ，術中に手袋が破損した際の術野汚染を防止するこ
とである。
　水道水と滅菌水による手術時手指消毒を付着菌数で比較した検討では，両者に差が認
められなかった31）。また，抗菌性手指スクラブ剤を用いた手指消毒と，アルコール性手
指消毒薬を用いたラビング法とを比較した臨床試験では，両者間に手指付着菌数および
手術部位感染率において有意差は認められなかった32）。さらに，1％CHG含有61％エタ
ノール製剤によるラビング法は，スポンジやブラシを用いた4％CHG含有スクラブ剤に
よる手指消毒に比べて，手指の菌数をより大きく減少させた33）。
　したがって，手術時手指消毒は，抗菌性手指スクラブ剤と流水による揉み洗い法，ま
たはアルコール性手指消毒薬によるラビング法のいずれでもよい34）。また，手洗い水は
水道水で十分であり，あえて滅菌水を使用する必要はない。そして，ブラシやスポンジ
は不要である。特にブラシは手指の皮膚に悪影響を与えるので，使用すべきではない。
　スクラブ剤に含有される消毒薬は，効果の持続するものがよい。CHGまたはPIが推
奨される34）。
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　スクラブ剤を用いる場合，2〜6分をかけて行うことが推奨されている34）が，5分以下
で十分であるとする研究もある35），36）。

4 スタッフの感染症や保菌

 a	 感染症に罹患しているスタッフは管理責任者に報告する。 Ⅱ

 b	 皮膚病変があり，そこからの排膿のあるスタッフは治癒するまで業務からはずす。ⅠB

 c	 疫学的関連性を認める場合を除いて，特定の病原体を保菌している医療従事者を手術室業務か
ら除外しない。ⅠB

　スタッフには自身の疾患や曝露について自ら進んで報告することの重要性について理
解させる。皮膚表面に化膿巣を有し，排膿があきらかな場合はSSI発症に直接関与する
可能性のある業務からはずすべきである。MRSAのみならずA群連鎖球菌はスタッフ
がSSIの感染源となりえる病原菌である37），38）。しかし，これらの事例はまれなケースで
あり，疫学的関連性を認めないかぎり，それらの病原菌の定着を認めるスタッフを日常
的に業務からはずすことはしない。

5 無菌操作

 a	 滅菌物の術野への補充に際しては，包装開封時の無菌操作手技に熟練しておく。 Ⅱ

 b	 血管内カテーテル留置，脊髄麻酔，硬膜外麻酔，静脈注射などは無菌操作で行う。ⅠB

　手術操作を含めて無菌操作の破綻がSSIの最大の原因の一つであり，手術医療に従事
する者はそのことに熟練しておく必要がある。手術時手指消毒を行い手術操作に直接携
わっている以外の者（外廻り）は，術者の背部や患者の覆布，器械台覆布の裾などへ不
用意に接触しないように注意する。また，麻酔科医はさまざまな清潔操作を遵守しなけ
ればならない。清潔操作の破綻が，術後感染のアウトブレイクの原因として特定された
事例が報告されている39）。

6 手術手技

 a	 手術対象臓器は丁寧に扱い，壊死組織や異物はできるかぎり除去し死腔をなくす。 Ⅱ

 b	 トリクロサン含有の吸収性縫合糸の使用を考慮する。ⅠB

 c	 感染症に対する手術など術野の汚染が著しい場合は，創の二次閉鎖や持続陰圧閉鎖療法を考慮
する。ⅠB

 d	 ドレーンは必要な場合にのみ手術創以外の創から挿入し，なるべく閉鎖式ドレーンを用いる。
Ⅱ

　常に感染防止を念頭に置いた手術手技が求められる。その手技とは，創の外部からの
汚染を防止すること，組織の適切な血流を維持しながら有効に止血すること，不用意な
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低体温を防止すること，消化管などの管腔臓器への不注意な接触を防止すること，ド
レーンや縫合糸の適切な使用，さらに適切な術後の創管理などをいう。
　トリクロサン含有の抗菌性吸収性縫合糸がSSIを減少させるという優れたデザインに
よる研究が多数あり，メタ解析も数グループにより試みられている40），41）。それらの結
果は一貫して本縫合糸の使用によるSSI低減効果を肯定している。一方，本縫合糸をルー
チンに用いることによるコスト増大も懸念される。また，本縫合糸を発売する企業は1
社のみであり，各ガイドラインは特定の企業の製品を推奨することをためらっているの
か，いずれも低い推奨にとどまっている。
　術野の高度汚染状態や外傷などの際，創を一次閉鎖するとSSIが発生するリスクが高
まる。そこで皮膚を縫合せず，被覆剤で一時的に覆い，創からの浸出液の排出がある程
度落ち着いた段階で二次的に縫合するという手技が長く用いられてきた。近年では，陰
圧創療法（Negative Pressure Wound Therapy）を感染創の治療として用いるだけで
なく，SSIの予防に用いる動きがみられる。骨折に対する手術においてNPWTがSSI予
防に有効であったとする研究もあるが42），現時点ではその効果を一般化するだけの十分
なエビデンスがあるとはいえない43）。
　開放式ドレーンは，術後の外因性の病原体迷入を招き，逆行性感染による創感染や体
腔内感染のリスクとなる。サーベイランスの定義上はこのような感染をSSIと判定しな
いが，感染防止対策として開放式ドレーンは望ましくない。

7 予防的抗菌薬投与

 a	 抗菌薬は切開する皮膚および手術対象臓器に関わりの深い病原菌に感受性をもつ抗菌薬を選択
する。ⅠA

 b	 創分類クラスⅣの手術では，治療的抗菌薬を選択する。ⅠA

 c	 抗菌薬の初回投与は，執刀時に組織内濃度が高まるように経静脈的に投与する。ⅠA

 d	 帝王切開術においても，ほかの手術と同様に執刀時に組織内濃度が高まるように予防的抗菌薬
を経静脈的に投与する43）。ⅠA

 e	 長時間を要する手術では抗菌薬の半減期を考慮して術中追加投与を行う。ⅠA

 f	 術後投与期間は清潔手術では術前1回投与，その他の手術では24時間以内投与を行う。ただし
心臓手術やほかの侵襲度の高いハイリスク手術では48時間を目安とする。ⅠA

 g	 大腸直腸手術では浣腸や下剤による腸管の機械的準備と非吸収性抗菌薬の内服を行う。ⅠA

 h	 バンコマイシンを日常的に予防的抗菌薬として使用してはならない。 Ⅱ

　予防抗菌薬は術中汚染菌を対象として選択し，手術操作の及ぶ部位の主な常在細菌叢
に活性を有する抗菌薬を使用する。清潔創では皮膚常在菌であるコアグラーゼ陰性ブド
ウ球菌やメチシリン感受性黄色ブドウ球菌（methicillin sensitive Staphylococcus aureus：
MSSA）に活性のある抗菌薬を，また上部消化管や肝・胆道手術などの準清潔創では，
これらに加え連鎖球菌（Streptococcus），大腸菌（Escherichia coli），肺炎桿菌（Klebsiella 
pneumoniae）に活性のある抗菌薬を使用し，多くの手術で第1世代セファロスポリン系
薬のセファゾリン（CEZ）が推奨される。下部消化管手術では偏性嫌気性菌（Bacteroides 
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spp.）にも有効なセファマイシン系薬のセフメタゾール（CMZ）やオキサセフェム系
薬のフロモキセフ（FMOX）が推奨される。
　一方，創分類クラスⅣの手術，最近抗菌薬が使用されていた症例や，術前に胆道ドレ
ナージが行われており，細菌が同定されている場合はその原則は適応できない。消化管
穿孔性腹膜炎のようにすでに手術時に感染を合併している場合は，治療抗菌薬を当初か
ら選択する。術中消化管内容物が相当量漏れた場合のような創分類クラスⅢについて
は，CDCガイドラインでは治療抗菌薬の適応としているが，アメリカ外科感染症学会
のガイドライン44）では腹腔内汚染のみで感染が成立していない外傷性，医原性腸管穿
孔（＜12時間）や胃十二指腸穿孔（＜24時間）は予防抗菌薬の範疇としている。また
腹膜炎非合併の非穿孔性虫垂炎，胆のう炎，絞厄性イレウスは手術により感染巣が完全
に除去されるため，やはり治療でなく予防抗菌薬の適応としている。
　術前2時間以内の初回抗菌薬投与がなされなかった場合にはSSI発症リスクが2〜6倍
に増加する45）。帝王切開術に関しては，CDCガイドライン2）では胎盤・臍帯を通じた新
生児への抗菌薬移行による影響を懸念して，臍帯をクランプした直後から予防的抗菌薬
を投与することを推奨している。しかし，ほかの手術と同様に執刀前に投与することで
母体のSSIを低減させ，しかも新生児への影響もないことが明らかになった46）ため，改
訂草案では執刀前投与を推奨している。
　術中に大量出血があった場合や，長時間手術，病的肥満者には投与量や投与間隔を考
慮する。術中追加投与のタイミングとして，使用抗菌薬の半減期の2倍の時間経過を目
安としてもよい。予防的抗菌薬の投与は手術当日のみの投与にとどめるべきであるが，
整形外科手術や心臓手術などにおいては，術後24時間以内あるいは48時間以内の投与
がSSI低減に寄与するとの報告もあり，欧米のさまざまなガイドラインの間でも勧告内
容が異なっている。アメリカ医療疫学学会・感染症学会のガイドライン5）とアメリカ医
療薬剤師学会のガイドライン47）はともに，手術の種類によらず術後24時間以内の投与

（術後投与なしも含む）を推奨しているが，WHOガイドライン3）は術後投与をすべきで
ないとしている。術後抗菌薬投与の期間とMRSAによるSSI発症に正の相関を認めた
とする報告もあり48），SSI予防目的で術後長期間に亘る抗菌薬投与を行ってはならない。
　大腸直腸手術では浣腸や下剤による腸管の機械的準備がしばしば行われるが，機械的
準備単独でのSSI低減効果は薄い3），49），50）。非吸収性抗菌薬もまた，単独でのSSI低減効
果は不明である。しかし，両者をともに用いた場合のSSI予防効果は明らかであり，多
数の研究がその有効性を示している51）。アメリカ医療疫学学会・感染症学会のガイドラ
イン5），およびWHOのガイドライン3）がともに推奨している。
　日常的なバンコマイシンの予防的投与は，耐性菌出現の可能性を高めるために推奨で
きない。一方，心大血管手術や人工物挿入の手術時に，当該患者がMRSA保菌者であ
る，当該施設でMRSAや耐性表皮ブドウ球菌による術後感染が多くみられる状況であ
る，などの場合，予防的抗菌薬としてのバンコマイシンの使用を積極的に考慮する。
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8 高濃度酸素と正常体温

 a	 肺機能が正常で，全身麻酔下に手術を行う患者に対し，術中および可能なら術後数時間，吸気
酸素濃度（FiO2）を80％とする。ⅠA

 b	 35.5〜36℃以上を目安とする体温維持を行い，低体温を防止する。ⅠB

　創に対する血流を十分に確保することにより，SSIのリスクを低減できる。その方法
として考えられるのが，FiO2を上昇させることと，低体温による末梢血管の収縮を防
止することである。
　FiO2の上昇は多くの臨床研究でSSIを減少させることが示され，メタ解析でもその効
果は明白である52）。また，高濃度酸素を投与することによって生じる有害事象に関して
も，肺炎や無気肺などを増加させないという大規模な研究結果53）があり，少なくとも
肺機能が正常な患者においては心配する必要はないと考えられる。
　一方，低体温の防止，すなわち正常体温の維持や加温は，シバリングやせん妄防止な
どさまざまな術後早期合併症の防止の観点から研究されてきた。しかし，SSI防止をア
ウトカムとして実施された研究は少ない。無作為化比較試験は限られており54），55），ガ
イドラインによってエビデンスレベルに関する評価が分かれている。しかも，目標とす
べき体温の数値も研究結果からは明確でない。その一方で，これを実施して害になるこ
とはない。そのためか，各種のSSI防止ガイドラインでは一様に推奨されている。

9 手術時の服装と覆布類
 a	 手術中の手術室もしくは滅菌器械が展開されている部屋では，口と鼻を完全に覆うサージカル
マスクを着用する。ⅠA

 b	 手術室内では頭髪を完全に覆うために帽子を着用する。ⅠA

 c	 術中に手袋汚染や破損があった場合は，ただちに交換する。ⅠA

 d	 手術用の手袋は二重装着が望ましく，内外で色の異なった手袋の使用も考慮する。ⅠB

 e	 手術用ガウンや覆布には，液体や微生物のバリアー効果の優れた素材を用いる。 Ⅱ

 f	 靴カバーの着用や履物の交換はSSI防止の観点からは不要である。 Ⅱ

　手術中のサージカルマスク着用は，口腔内常在菌による創への微生物汚染を防ぐこと
と，鼻と口の粘膜を血液や体液の飛散から保護する目的を有している。また，手術室の
職員の髪から微生物が落下し，SSIの原因となる56）。
　現在日本で入手可能な手術時の滅菌グローブは，医療用の手袋に関する日本工業標準

（JIS）規格によって少なくとも1.5％程度にピンホールが存在していることが許容され
ている。また術中の手袋の破損とSSI発生の関連性を指摘する報告もある57）。したがっ
て，可能であれば二重に手袋を装着するべきである。二重手袋は，針刺し切創の際の血
液体液曝露リスクを低減する効果も期待できる。
　手術用ガウンや覆布とSSIの関連を検討した良質の研究はなく，単回使用がよいかど
うか，および布の素材に関する勧告はない。

解説
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　靴カバーは術者自身への血液や体液汚染を防止するためのもので，それによる患者の
手術部位感染の防止効果との関連は示されていない。手術室への入室に際して履物交換
は不要である。

⓾ 手術器械の洗浄，滅菌，保管

 a	 使用器材は消毒および滅菌に先立ち，ウォッシャーディスインフェクタなどを使用して汚染が
拡大しないように適切に洗浄する。ⅠB

 b	 手術用器械の滅菌には，滅菌バリデーションが確実に行われている滅菌器を使用し，熟練した
担当者が行う。ⅠB

 c	 滅菌包装は滅菌対象物や滅菌方法に適した方式で行う。ⅠB

 d	 非耐熱性の物品の滅菌には，酸化エチレンガス滅菌，過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌，過酸
化水素ガス低温滅菌または化学滅菌剤を用いる。ⅠB

 e	 滅菌物の使用期限は，滅菌法，包装法，保管状況などの諸条件を考慮して決める。 Ⅱ

 f	 ハイスピード滅菌（フラッシュ滅菌）は，不注意で落とした器具の再処理などただちに使用す
る器械のみについて適用できる。ⅠB

 g	 シングルユース器材（単回使用器材：SUDs）は適切に廃棄する。ⅠC

　滅菌のバリデーションとは，滅菌効果を実地に検証し，確実に当該条件で滅菌されて
いることを確認することである58）。
　包装形態は滅菌コンテナ，包材包装，滅菌バッグなどの特徴を生かした選択をする。
滅菌物に対して使用期限をあえて表示せず，滅菌日のみを表示する考え方（event re-
lated sterility maintenance：ERSM）が多くなってきた。すなわち，滅菌状態は時間に
影響されるのではなく，保管中に汚染される可能性のある出来事があったかどうかが問
題となるため，滅菌物の使用期限は保管技術に関連するものといえる。
　ハイスピード滅菌器の問題点は，短時間で結果の出る生物学的インジケータがあまり
用いられていないこと，滅菌後の器械の包装がないこと，最低限の滅菌サイクル特性値

（時間，温度，圧力）しか採用されていないことである59）。
　SUDsを再滅菌して患者に使用することは，滅菌不良や性能の劣化などに起因するさ
まざまな有害事象の原因となりうる。アメリカでは再滅菌する業者（病院を含む）に対
して，再使用の報告や製造・品質保証などの提出を義務づけている60）。医薬食品局（FDA）
で再使用を認めているクラスⅠの器材には，呼吸マスク，経口・経鼻エアウエイ，鋸
刃，ドリルなど114品目がある。厳しい規制の下に再滅菌が許可されているクラスⅡの
器材には，トロッカー，ガイドワイヤー，電気メス刃など86品目がある。最も厳しい
規制はクラスⅢで，大動脈バルーンシステムなど7品目が定められている。なお，日本
ではSUDsの製造販売に関して「再使用禁止」と記載することが厚生労働省課長通知に
よって示されている61）。しかし，使用者側である医療機関に対する通知等は発出されて
おらず，SUDsの再使用に関しては個々の判断に委ねられているのが実情である。

解説
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� 手術室の環境
 a	 手術室内圧は周辺室および廊下に対して陽圧を保つ。ⅠB

 b	 1時間あたり最低15回の室内換気を行い，そのうち3回は新鮮外気を導入する。ⅠC

 c	 高性能フィルタを介してろ過した空気を供給する。ⅠB

 d	 手術室の扉は必要なときを除いて閉めておき，入室人数は必要最小限にとどめる。 Ⅱ

　手術室内圧を陽圧に維持することによって，清浄でない周辺区域から手術室内への汚
染した空気の流入を防ぐことができる。手術室の空気汚染は，室内で動き回る人数に正
比例するため62），手術中の人の往来は最小限にすることが重要である。

� 手術後の創管理（表1）

 a	 一次閉鎖した創は滅菌した被覆材（ドレッシング）で術後48時間は保護する。ⅠB

 b	 ドレーンはできるかぎり早期に抜去する。ⅠB

 c	 創処置は手袋を着用して行い，処置を実施する前後には手指衛生を行う。ⅠB

 d	 退院に際しては，患者に感染の徴候や症状を教え，その対応について説明しておく。 Ⅱ

　手術切開創を一次閉鎖した場合，48時間経過後も切開創を被覆材で覆うべきか，あ
るいは，抜糸前のシャワー浴や入浴は可能か，などについては現在のところ明確な結論
は得られていない。
　ドレーンは閉鎖式であっても，逆行性感染の原因となりうる。また，シャワー浴など
患者の術後回復に必要な行為の障害ともなる。極力早期に抜去すべきである。
　手袋を着用することにより，医療従事者の手指を汚染する細菌の数を100分の1から
1万分の1程度に減少させ，また，その手指を介した病原菌の伝播を防ぐことができる62）。
また，創処置の際には血液・体液等に触れる可能性もある。このため，MRSAなどの
接触予防策の対象となる菌の定着の有無にかかわらず，標準予防策の観点から創処置時
に手袋を着用することが推奨される。また，手袋をはずす際の操作や手袋の破損，ピン
ホール等により手指が汚染される63）ので，手袋をはずした直後に必ず手指衛生を行う。

� SSIサーベイランス

 a	 手術終了時には，手術に携わったメンバーが，サーベイランス報告時に必要となる感染リスク関
連因子（手術創の清浄度分類，ASA身体状態分類，手術時間）について記録する。（表1）ⅠB

 b	 手術後は，外科チームや感染対策チームなどによって患者を観察し，SSIを疑う徴候の有無を記
録する。ⅠB

 c	 SSIが疑われる場合，判定基準に沿ってSSIを同定する。ⅠB

 d	 SSIサーベイランスによって収集したデータを定期的に解析・評価し，外科チームのメンバーに
フィードバックする。ⅠB

解説
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　SSIサーベイランスを導入し，外科医へその結果をフィードバックすることにより
SSIの頻度が減少することが期待される。手術部位感染のサーベイランスとして，日本
環境感染学会のJHAIS（Japanese Healthcare Associated Infections Surveillance）シ
ステムと厚生労働省事業のJANIS（Japan Nosocomial  Infections Surveillance）システ
ムがある。SSIサーベイランスに関しては2つのシステムは同一であり，アメリカのサー
ベイランスシステムを修正して構築されている。
　JHAISやJANISシステムに沿ってSSIサーベイランスを行うためには，SSI発生率を
リスク調整するための因子に関するデータ収集が必要である。特に創分類は，手術に携
わったメンバーが手術終了時に判定して記録しておく64）。また，SSIの判定は基準に
沿って実施することが，SSI発生の経時的変化や他施設との比較のために必須である1）。

  1） Horan TC, Gaynes RP, Martone WJ, et al：CDC definitions of nosocomial surgical site infections, 
1992；a modification of CDC definitions of surgical wound infections. Infect Control Hosp Epide-
miol, 1992；13：606-608.

  2） Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, et al：Guideline for prevention of surgical site infection. 
Infect Control Hosp Epidemiol, 1999；20：247-278.

  3） Anonymous. Global guidelines for the prevention of surgical site infection. World Health Organi-
zation. Published on November 3, 2016

  4） Ban KA, Minei JP, Laronga C, et al：American College of Surgeons and Surgical Infection Soci-
ety；Surgical site infection guidelines, 2016 update. J Am Coll Surg, 2017；224（1）：59-74

  5） Anderson DJ, Podgorny K, Berrios-Torres SI, et al：Strategies to prevent surgical site  infec-
tions in acute care hospitals；2014 update. Infect Control Hosp Epidemiol, 2014；35（6）：605-
627.

  6） High impact intervention；care bundle to prevent surgical site infection. London：Department 
of Health；2011

   （http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120118164404/hcai.dh.gov.uk/files/2011/03/2011-
03-14-HII-Prevent-Surgical-Site-infection-FINAL.pdf　2017年1月11日アクセス）

  7） Perl TM, Cullen JJ, Wenzel RP, et al：Intranasal mupirocin to prevent postoperative Staphylo-
coccus aureus infections. New Engl J Med, 2002；346：1871-1877.

  8） Schelenz S, Tucker D, Georgeu C, et al：Significant reduction of epidemic MRSA acquisition 
and infection in cardiothoracic patients by means of an enhanced targeted infection control pro-
gramme. J Hosp Infect, 2005；60：104-110.

解説
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表1　手術創分類
クラスⅠ/
Clean

感染していない手術創で炎症はないもの。ただし，呼吸器，消化器，生殖
器，感染していない尿路は含まない。さらに，清潔創が一期的に閉鎖され
て，必要な場合には閉鎖ドレーンが入っている場合。非貫通性（鈍的）外
傷後の切開創も基準を満たせばここに含めるべき。

クラスⅡ/
clean-contaminated

呼吸器，消化器，生殖器，尿路の手術創で，よく管理され，異常な汚染が
ないもの。特に，明らかな感染がなく，手術で大きな損傷を起こしていな
い場合は，胆道，虫垂，膣，口腔咽頭の手術もここに含める。

クラスⅢ/
contaminated

開放性の，新鮮な，偶発的な創。加えて，滅菌操作を損なう操作（e.g．
開胸心マッサージ），消化管からの大きな漏出や，非化膿性の急性炎症部
位の切開創はここに含める。

クラスⅣ/
dirty/infected

処置の遅れた壊死組織のある陳旧性外傷および臨床的な感染症の存在や内
臓穿孔がある場合。この定義は術後感染を起こす細菌が，手術前から術野
に存在することを示唆している。
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  9） Kluytmans JA, Mouton JW, Ijzerman EP, et al：Nasal carriage of Staphylococcus aureus as a 
major risk factor for wound infections after cardiac surgery. J Infect Dis, 1995；171：216-219.

  10） Kluytmans JA, Mouton JW, VandenBerg ME, et al：Reduction of surgical site infections in car-
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