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アウトブレイク対応

アウトブレイクとは
　アウトブレイクとは，物事が通常発生している以上に発生することを指す。アウトブレイク対
応は，平時より感染予防，早期発見の体制整備が重要であり，アウトブレイクが生じた場合また
は，アウトブレイクを疑う場合には早期対応によって，感染拡大を防ぐことができる1），2）。昨今，
薬剤耐性遺伝子がプラスミドを介して複数の菌種間で伝播し，これらの共通する薬剤耐性遺伝子
をもった細菌による院内感染のアウトブレイク事例が報告されている。

アウトブレイクの定義
　院内感染のアウトブレイク（原因微生物が多剤耐性菌によるものを想定。以下同じ。）とは，
一定期間内に，同一病棟や同一医療機関といった一定の場所で発生した院内感染の集積が通常よ
りも高い状態のことである。各医療機関は，疫学的にアウトブレイクを把握できるよう，日常的
に菌種ごとおよびカルバペネム耐性などの特定の薬剤耐性を示す細菌科ごとのサーベイランスを
実施し，厚生労働省院内感染対策サーベイランス（JANIS）等の全国的なサーベイランスデータ
と比較し，自施設での多剤耐性菌の分離や多剤耐性菌による感染症の発生が特に他施設と比べて
頻繁となっていないかを，日常的に把握する必要がある。
　具体的には，次のように考える。
　A．�特定の種類の医療関連感染が通常より高い頻度で発生した場合
　B．�特定の種類の微生物検体分離が通常より多く発生した場合
　C．�互いに関連する医療関連感染が2例以上発生した場合
　D．�通常発生しないような特殊な病原体あるいは特殊な状況による医療関連感染が1例以上発

生した場合
　E．�1例目の発見から4週間以内に，同一病棟において新規に同一菌種による感染症の発病症

例が計3例以上特定された場合
　F．�1例目の発見から4週間以内に，同一医療機関内で同一菌株と思われる感染症の発病症例

（抗菌薬感受性パターンが類似した症例等）が計3例以上特定された場合

　Aはアウトブレイクを疫学統計学的にとらえる際に使用される定義である。通常より高い頻度
であることを示すためには，「通常」を把握するための医療関連感染サーベイランスが行われて
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いることが前提となる。
　Bは，Aと同様に疫学的な定義であるが，医療関連感染を患者側からではなく病原体分離情報
の側から見ている。しかし，感染症患者から分離されたのか，保菌調査のためのスクリーニング
検査であるのか，区別がつかない。したがって，保菌患者のスクリーニング検査が急に増加した
ため，見かけ上病原体分離が増加しているケースもある。このように，病原体分離情報だけでア
ウトブレイクを判断するのは困難であり，患者情報の検証が必要となる定義である。
　Cは，医療関連感染の伝播という面に注目した定義である。多剤耐性の緑膿菌やアシネトバク
ターなど，感染症を来した場合の治療が困難な病原体の保菌・感染者に対しては，より厳重な接
触予防策を取るのが普通である。このような，「院内伝播ゼロを目指している」病原体が伝播し
ている（例えば，同時期に関連性のある病棟などで2例発生している）ことは，アウトブレイク
ととらえたほうがよい。なおこの定義は，2例を3例あるいは5例と変えて使用する場合もある。
　Dは，Cの定義に近く，通常発生しない特殊な病原体や特殊な医療関連感染が発生したとなれ
ば，たとえ1例であってもアウトブレイクとして対応する必要がある。
　E，Fは，同一病棟または同一医療機関において，遅滞なく必要な対応を行うため，日頃から
適切なサーベイランスを実施し，迅速な対応を行う必要がある。
　アウトブレイクの考え方や対応については，「感染症ごとのアウトブレイク対応一覧表」（222
頁）としてまとめた。また，2014年12月9日付の通知「医療機関における院内感染対策につい
て」の別記「医療機関における院内感染対策に関する留意事項」が参考となる（224頁参照）。

アウトブレイク対応の実際
1 アウトブレイクの検知

 a	 アウトブレイクを検知するために，一貫した方法で継続的に医療関連感染のデータを集積し，
通常の医療関連感染発生（ベースライン）を把握する。 Ⅱ

 b	 感染対策チーム（ICT）は，微生物検査室および各部署との連携のもと医療関連感染発生を速や
かに把握できる体制をとる。 Ⅱ

 c	 日常的に検出されている分離菌については，日常の分離数から考えて，何件以上分離されたら
アウトブレイクを疑い対応するか，基準をあらかじめ決めておく。 Ⅱ

 d	 微生物検査室は，分離病原体情報を日常的に把握し，まれな病原体に関してはICTへ速やかに
報告する体制をとる。 Ⅱ

　アウトブレイクへの対応の基本は，早期発見・早期対応である。発見が遅れるとその
分対応が遅れ，コントロール可能な部分が小さくなるが，逆に発見と対応が早ければそ
の分アウトブレイクを小さくできる。
　日常的に発生する医療関連感染（例えば，尿路感染や手術部位感染など）はゼロにす
ることが目標ではなく，一貫した方法で継続的に医療関連感染のデータを集積すること
によって，通常の医療関連感染発生（ベースライン）を把握することが大切である。そ
れを把握してはじめて，予想される以上の患者発生（アウトブレイク）が検知できる。
サーベイランスはマンパワーを要するため，さまざまな医療関連感染のサーベイランス
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をくまなく行うことは困難である。サーベイランスが行われていない医療関連感染の場
合は，各部署やスタッフの感覚的察知である，「いつもと違う」「いつもより何か多い」
といった情報が大切である。特にアウトブレイクの早期探知の観点では，現場の感覚が
重要な情報源である。サーベイランスを行っている施設・疾患においても，サーベイラ
ンスで検知できるアウトブレイクの発生とサーベイランスのデータ解析の間にタイムラ
グが生じるので，現場の感覚的察知がやはり重要である。
　日常的に検出されている分離菌（例えば，MRSAなど）については，毎月の件数を
集計した結果をただ眺めているだけではアウトブレイクを検知できない。日常の分離数
から考えて，何件以上分離されたらアウトブレイクを疑い，患者情報を調査するかと
いった対応の基準をあらかじめ決めておいたほうがよい1），2）。
　まれな病原体に関しては，微生物検査室において分離病原体情報を日常的に監視してい
ればある程度は検出できる。しかし病原体が不明，あるいは検体が培養に提出されていな
い場合は，このようなチェックも困難である。さらに，患者の発症から病原体分離までの
タイムラグがある。ICTによる現場のラウンドなどを通じて，異常な感染症の症状を呈し
た患者がいないか，などの情報をこまめに現場から吸い上げていく工夫が必要である1），2）。

2 アウトブレイクの確認

 a	 アウトブレイクを疑った場合，発生状況および診断プロセスや検査情報の再確認を行い，アウ
トブレイクの発生を確認する。 Ⅱ

　さまざまな経路で検知されたアウトブレイク情報は，その時点ではまだ疑い情報でし
かない。個々の患者の診断確定のプロセスを再確認し，診断に誤りがないかを確認する。
まれな分離菌の場合は，微生物検査室が院内であれば再検，院外であれば検査機関に問
い合わせを行い情報の再確認をする，などの手順が有用であろう。また，検体採取・処
理段階での不手際や，検査室での交差感染，器具・薬剤の汚染などにより，実際には当
該検体に存在しない病原体が検出され，実際には発生していないアウトブレイクとして
検知されることがある。これを偽性アウトブレイクと呼び，注意が必要である1），2）。
　また，例えば保菌スクリーニング検査を急に多く行うようになると，病原体分離が急
に増加し，一見アウトブレイクのように見えることがある。検査感度が向上したり，新
しい検査方法が導入されたりすると，同じようなことが起こりうるため注意を要する。

3 アウトブレイクの際の初動体制と連携

 a	 アウトブレイク時は，拡大防止対策と原因究明のための調査を同時並行で行う。 Ⅱ

 b	 患者の予後にただちに影響を与える可能性がある場合は，拡大防止対策を優先させて行う。 Ⅱ

 c	 原因が同定できず，より詳細な調査が必要な場合，アウトブレイクの規模が大きい場合など，
疫学的な観点や解析を必要とする場合には，保健所等の地域の行政機関や地域ネットワークに
支援を要請する。ⅠC

 d	 記者会見や病院ウェブサイトでの情報公開も適宜行う。 Ⅱ
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　アウトブレイク対応の柱は，拡大防止対策と原因究明のための調査の二つである。こ
の二つは相互に密接に関係しているが，どちらかと言えば拡大防止対策は現在発生して
いるアウトブレイクの制御，原因究明のための調査は再発防止を目的としている。前者
が必須なのは言うまでもないが，後者が行われないといったん制御できても再びアウト
ブレイクが発生する危険性があり，どちらも重要である。
　拡大防止対策と原因究明は同時並行で行うのが原則だが，医療機関の限られた人的資
源ではいずれかを優先させることを考えざるを得ないこともしばしばある。いずれを優
先させるかについては，アウトブレイクの種類による。例えば，血流感染のアウトブレ
イクが疑われる際は，患者生命に直結する可能性が高く，拡大防止対策を優先させ原因
究明は後回しにする1）�〜5）。一方，バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）や多剤耐性緑膿菌
の保菌者の集団発生の場合は，感染拡大防止に努める必要はあるが，患者の予後にただ
ちに影響を与えるものでもないので，原因究明を優先する。適切な調査などを行わない
まま患者療養環境や器具の消毒などを行ってしまうと，感染源や感染経路特定が困難に
なり，再発防止策の立案や実施の妨げになることもある。
　原因究明の調査は，原因が単純な場合は医療施設自身の力で調査を行えばよい。しか
し，原因が同定できずより詳細な調査を行う場合，アウトブレイクの規模が大きい場合
には，疫学的な観点や解析を必要とすることがある。疫学調査は，専門性が高く多くの
人的資源を要するが，こういった調査を遂行できる専門的な人員を有している医療施設
は少ないと思われる。疫学的調査を行う際は保健所等の地域の行政機関や地域の高次医
療施設に相談するのが望ましく，行政は地方衛生研究所や国立感染症研究所との連携体
制にあるため，これらの機関の専門家に相談できる近道である1）�〜5）。
　さらに，初動体制として情報公開を念頭におく必要もある。近年，医療機関に対して
情報公開が求められる状況になってきており，アウトブレイク時も例外ではない。記者
会見や病院ウェブサイトなどによる情報公開を随時行うことにより，医療機関が対応に
真摯に取り組んでいることを示すことができる。

4 拡大予防策

 a	 感染症を罹患している，あるいは保菌していることが判明した患者に対して，適切に感染経路
別予防策を実施する。ⅠB

 b	 薬剤耐性菌によるアウトブレイクの場合は，積極的監視培養を実施し陽性となった患者に対し
ても感染経路別予防策を実施する。ⅠB

 c	 感染症発症患者には適切な治療を行う。ⅠB

 d	 アウトブレイク時には，標準予防策および感染経路別予防策の徹底を強化する。ⅠB

 e	 アウトブレイク終息へ向けた対策の徹底のために，職員への情報共有と対策の周知を行う。 Ⅱ

　アウトブレイクの拡大防止対策は，その種類によりさまざまである。基本となるのは
感染経路別予防策であり，感染症を罹患している，あるいは保菌していることが判明し
た患者に対して，病原体や感染症の病態に基づく接触予防策・飛沫予防策などを講じ
る1）�〜5）。薬剤耐性菌によるアウトブレイクの場合は，当該患者（群）の周囲で療養して
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いる無症状の患者に対する積極的監視培養を実施し，保菌陽性となった患者に対しても
経路別予防策を講じることが有効な場合もある1）�〜5）。
　接触予防策が必要な疾患の場合，患者の療養環境を介した拡大が想定される場合もあ
る。その際は，徹底した環境清掃を行ってもよいだろう。ただし前項に述べたとおり，
原因究明の調査の妨げとなる場合もあり，実施のタイミングを適宜判断する。患者には適
切な治療を行い，その予後の向上に努めるとともに感染経路別予防策の早期解除を目指す。
当該病棟のスタッフに対しては，現状を説明し必要な対策への理解を得て協力を求める。

5 疫学的手法に基づくアウトブレイクの調査と再発予防策の実施
 a	 症例定義を作成する。 Ⅱ

 b	 患者の情報を疫学的（時間，場所，人の）観点で記述する（記述疫学）。 Ⅱ

 c	 記述疫学の情報より，原因や感染経路について仮説を作成し，検証する（解析疫学）。 Ⅱ

 d	 調査結果をもとに原因を推定し，それに基づいた再発予防策を立案し実行する。 Ⅱ

　医療関連感染のアウトブレイクは標準予防策や感染経路別予防策などの感染対策が不
十分であったことによるものが多く，これから述べる疫学的手法を用いた調査から得ら
れる提言も結局それを再確認するにすぎないことが少なくない。しかし，疫学的調査に
よって予測困難な要因が明らかになることもある。また，同様の事例の再発を防止する
手がかりとなる。その意味でも，事例発生時には調査を実施しその結果を共有すること
が望ましい。疫学調査の流れを以下に示す。

　1．症例の定義決定，積極的患者発見，記述疫学
　アウトブレイクの原因となった症例を含む患者の特徴をとらえ，症例定義を作る。症
例定義は調査のために作成するものであり，臨床診断と異なっていても構わない。続い
て，患者の情報を記述していく作業（記述疫学）を行う1），2）。
　【時間：流行曲線の作成】新規発生患者数を縦軸，発症日を横軸にして棒グラフや折
れ線グラフを描く。これにより感染時期が一度なのか持続しているのか，現在収まりつ
つあるのか拡大が続いているのか，などの判断ができる。また潜伏期や感染時期の推定
が可能となり，疾患が推測できる場合がある。
　【場所：地図の作成】病棟図の上に患者の発生場所を記録することにより，原因や伝
播経路の推定ができる場合がある。
　【人：患者一覧表の作成】集団の特徴を把握する。時間と場所以外の集団の特徴を把
握できる。

　2．原因，感染経路の仮説設定と検証―「解析疫学」
　記述疫学の情報より，疑わしい原因や感染経路についての仮説を作成し，検証する。
仮説はアウトブレイクを説明でき，疫学的に検証できる項目である必要がある。例え
ば，「2017年1月1日から1月31日までの期間に，X病院Y階病棟で発生したVREの集
団保菌は，医療従事者のケア，病室の環境，抗菌剤使用が複合要因として起こった」と
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いうような仮説を立てる。
　次に，仮説を症例対照研究や後ろ向きコホート研究のような分析疫学の手法を用いて
検証する。単変量解析，多変量解析などにより，要因の疫学的検証を行う1），2）。施設の
医療関連感染対策担当者は，このような検証方法を実践，もしくは疫学調査の専門家に
要請することが可能であると平時より認識し対応する。

6 アウトブレイク終息の確認

 a	 アウトブレイクの終息を確認する。 Ⅱ

 b	 院内会議などにより事例の全容や原因等を職員に伝達し，再発防止に向けた意識付けを行う。 Ⅱ

 c	 記者会見や病院ウェブサイトでの情報公開も適宜行う。 Ⅱ

　アウトブレイクの終息は，潜伏期が明確な疾患では，最後の症例の感染性が消失して
から潜伏期間の2倍の間に新たな症例が確認されないことで確認される。一方，平時も
発生している医療関連感染では，症例発症率や病原体検出率が通常レベルに戻ったこと
で確認される。また，さまざまな感染拡大防止策を講じたのち，それらが有効に機能し
続けていることを確認することも必要であろう1），2）。
　また，このような事態に再び陥ることのないよう，事例の全容や原因等を院内会議な
どにより職員に伝達し，再発防止に向けた意識付けを行う必要がある。再発防止のため
には，必要に応じてマニュアル化するなど対策を継続するための対応も重要である1），2）。

解説

感染症名・疾患名 アウトブレイク対応 保健所への報告 終息の目安

メチシリン耐性黄色ブド
ウ球菌（MRSA）

1例目の発見から4週間
以内に，同一病棟におい
て新規に同一菌種による
感染症が計3例以上特定，
または同一医療機関内で
同一菌株と思われる感染
症の発病症例(抗菌薬感
受性パターンが類似した
症例等)が計3例以上特
定された場合

発病症例が多数に上がる
場合（目安10例以上）ま
たは，院内感染事案との
因果関係が否定できない
死亡者が確認された場合

通常レベルに戻ったと確認さ
れるまで

カルバペネム耐性腸内細
菌科細菌（CRE）

保菌を含めて1例目検出
から

保菌者を含む発病症例が
多数に上がる場合（目安
10例以上）または，当該
院内感染事案との因果関
係が否定できない死亡者
が確認された場合

菌検出が陰性となった場合
ほかへの感染伝播がなく，感
染対策が有効に実施されてい
る場合
（患者への感染対策は継続）

バンコマイシン耐性黄色
ブドウ球菌（VRSA）

多剤耐性緑膿菌
（MDRP）

バンコマイシン耐性腸球
菌（VRE）

多剤耐性アシネトバク
ター属

　〈感染症ごとのアウトブレイク対応一覧表〉
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感染症名・疾患名 アウトブレイク対応 保健所への報告 終息の目安

薬剤耐性遺伝子を含有す
るプラスミドを有した細
菌

1例目の発見から4週間
以内に，同一病棟におい
て新規に同一菌種による
感染症が計3例以上特
定，または，同一医療機
関内で同一菌株と思われ
る感染症の発病症例（抗
菌薬感受性パターンが類
似した症例等）が計3例
以上特定された場合

発病症例が多数に上がる
場合（目安10例以上），
または，院内感染事案と
の因果関係が否定できな
い死亡者が確認された場
合

菌検出が陰性となった場合
ほかへの感染伝播がなく，感
染対策が有効に実施されてい
る場合
（患者への感染対策は継続）

ノロウイルス 同一病棟において1週間
以内に3例以上特定され
た場合

発病症例が多数に上がる
場合

最後の症例の感染性が消失し
てから潜伏期間の2倍が経過
した場合インフルエンザウイルス

麻疹 疑い事例確認後から 疑い事例から電話連絡
診断後ただちに発生届提
出

最後の症例の曝露後21日の
潜伏期間が経過し新たな発症
者がいない場合

風疹 最後の症例の曝露後25日の
潜伏期間が経過し新たな発症
者がいない場合

水痘 初感染による24時間以
上の入院を必要とする事
例および入院中に発症
し，かつ，24時間以上
経過した事例は7日以内
に発生届提出

最後の症例の曝露後21日の
潜伏期間が経過し，新たな発
症者がいない場合

流行性耳下腺炎 発病症例が多数に上がる
場合

最後の症例の曝露後25日の
潜伏期間が経過し，新たな発
症者がいない場合

百日咳 同一病棟において1週間
以内に3例以上特定され
た場合

最後の症例の感染性が消失し
てから潜伏期間の2倍が経過
した場合

レジオネラ症 ヒト	-ヒト感染はないが
同一病棟や同一病院で数
例以上特定された場合

発病症例が多数に上がる
場合
診断後ただちに発生届提
出

新たな発症者がいない場合

＊		バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症，バンコマイシン耐性腸球菌感染症，薬剤耐性アシネトバクター感染症，カル
バペネム耐性腸内細菌科細菌感染症については，感染症法の定めるところにより，届出が必要である。

＊		百日咳については，インフルエンザウイルスと同様にした。
＊		各医療機関において重大な事案と考えた場合は，上記目安にかかわらず，速やかに保健所への報告・相談を行う。
＊		菌検出陰性の判断は，各医療機関において取り決めが必要である。
＊		診療制限の解除については，病院の置かれている社会的状況を踏まえ，相談し決める。
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〈2014年12月19日付の通知「医療機関における院内感染対策について」の別記「医療機関にお
ける院内感染対策に関する留意事項」より抜粋〉

3-2．アウトブレイク時の対応
　（1）同一医療機関内又は同一病棟内で同一菌種の細菌又は共通する薬剤耐性遺伝子を含有
するプラスミドを有すると考えられる細菌による感染症の集積が見られ，疫学的にアウトブ
レイクと判断した場合には，当該医療機関は院内感染対策委員会又は感染制御チームによる
会議を開催し，速やかに必要な疫学的調査を開始するとともに，厳重な感染対策を実施する
こと。この疫学的調査の開始及び感染対策の実施は，アウトブレイクの把握から1週間を超
えないことが望ましいこと。
　（2）プラスミドとは，染色体DNAとは別に菌体内に存在する環状DNAのことである。
プラスミドは，しばしば薬剤耐性遺伝子を持っており，接合伝達によりほかの菌種を含む別
の細菌に取り込まれて薬剤に感性だった細菌を耐性化させることがある。

3-3．介入基準の考え方及び対応
　（1）アウトブレイクについては，各医療機関が3-1の定義に沿って独自に判断し，遅滞な
く必要な感染対策を行うことが望ましいが，以下の基準を満たす場合には，アウトブレイク
の判断にかかわらず，アウトブレイク時の対応に準じて院内感染対策を実施すること。この
基準としては，1例目の発見から4週間以内に，同一病棟において新規に同一菌種による感
染症の発病症例が計3例以上特定された場合又は同一医療機関内で同一菌株と思われる感染
症の発病症例（抗菌薬感受性パターンが類似した症例等）が計3例以上特定された場合を基
本とすること。ただし，カルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE），バンコマイシン耐性黄
色ブドウ球菌（VRSA），多剤耐性緑膿菌（MDRP），バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）及
び多剤耐性アシネトバクター属の5種類の多剤耐性菌については，保菌も含めて1例目の発
見をもって，アウトブレイクに準じた厳重な感染対策を実施すること。なお，CREの定義
については，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第
114号。以下「感染症法」という。）の定めに準拠するものとすること。
　（2）アウトブレイクに対する感染対策を実施した後，新たな感染症の発病症例（上記の5
種類の多剤耐性菌は保菌者を含む。）を認めた場合には，院内感染対策に不備がある可能性
があると判断し，速やかに通常時から協力関係にある地域のネットワークに参加する医療機
関の専門家に感染拡大の防止に向けた支援を依頼すること。
　（3）医療機関内での院内感染対策を実施した後，同一医療機関内で同一菌種の細菌又は共
通する薬剤耐性遺伝子を含有するプラスミドを有すると考えられる細菌による感染症の発病
症例（上記5種類の多剤耐性菌は保菌者を含む。）が多数に上る場合（目安として1事例につ
き10名以上となった場合）又は当該院内感染事案との因果関係が否定できない死亡例が確
認された場合には，管轄する保健所に速やかに報告すること。また，このような場合に至ら
ない時点においても，医療機関の判断の下，必要に応じて保健所に報告又は相談することが
望ましいこと。
　（4）なお，腸内細菌科細菌では同一医療機関内でカルバペネム耐性遺伝子がプラスミドを
介して複数の菌種に伝播することがある。しかし，薬剤耐性遺伝子検査を行うことが可能な
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医療機関は限られることから，各医療機関は，カルバペネム系薬剤又は広域β-ラクタム系
薬剤に耐性の腸内細菌科細菌が複数分離されている場合には，菌種が異なっていてもCRE
の可能性を考慮することが望ましいこと。また，本通知に定める保健所への報告とは別に，
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症，バンコマイシン耐性腸球菌感染症，薬剤耐性ア
シネトバクター感染症及びカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症については，感染症法の
定めるところにより，届出を行わなければならないこと。

� 1）�Arias�KM：Quick�Reference�to�Outbreak�Investigation�and�Control� in�Health�Care�Facilities,�
Aspen�Pub,�2000.

� 2）�Arias�KM：Outbreak�Investigation,�Prevention,�and�Control� in�Health�Care�Settings：Critical�
Issues�in�Patient�Safety：Second�Ed,�Jones�&�Bartlett�Pub,�2009.

� 3）�Jarvis�WR,�et�al：Investigation�of�outbreaks.�In；Mayhall�CG（ed）�,�Hospital�Epidemiology�and�
Infection�Control.�3rd�ed,�Williams�and�Wilkins,�pp111-120,�1999

� 4）�Gorwitz�RJ,�Kruszon-Moran�D,�McAllister�SK,�et�al：Changes�in�the�prevalence�of�nasal�coloni-
zation�with�Staphylococcus�aureus� in�the�United�States,�2001-2004.�J� Infect�Dis,�2008；197：
1226-1234.

� 5）�Boyce�JM,�Potter-Bynoe�G,�Chenevert�C,�et�al：Environmental�contamination�due�to�methicil-
lin-resistant�Staphylococcus�aureus：possible�infection�control�implications.�Infect�Control�Hosp�
Epidemiol,�1997；18：622-627.

� 6）�Karageorgopoulos�DE�and�Falagas�ME：Current�control�and�treatment�of�multidrug-resistant�
Acinetobacter baumannii�infections.�Lancet�Infect�Dis,�2008；8：751–762.

� 7）�Goddard�S�and�Muller�MP：The�efficacy�of�infection�control�interventions�in�reducing�the�inci-
dence�of�extended-spectrum�beta-lactamase�producing�Enterobacteriaceae� in�the�nonoutbreak�
setting：A�systematic�review.�Am�J�Infect�Control,�2011；39：599-601.
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感染症法

感染症法とは
　「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」1）（感染症法）が1998年10月2日
に公布され，1999年4月1日より施行されている。法施行に伴い，伝染病予防法，性病予防法お
よび後天性免疫不全症候群の予防に関する法律の3法は廃止され，従来の感染症対策を抜本的に
見直した，迅速かつ的確な対応と人権尊重の両立を基本とする感染症対策が総合的に推進される
こととなった。その後，状況に合わせ対象疾患の見直しが行われている。

感染症法で規定されている感染症と感染予防策など
　別表「感染症法で規定されている感染症一覧と感染予防策」（228頁）に示した。

感染症の類型
　①�感染症とは一類感染症，二類感染症，三類感染症，四類感染症，五類感染症，指定感染症，

新感染症，新型インフルエンザ等感染症をいう。
　②�一類感染症とは感染力，罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から見た危険性が極

めて高い感染症であり，7疾病が指定されている。
　③�二類感染症とは感染力，罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から見た危険性が高

い感染症であり，7疾病が指定されている。
　④�三類感染症とは感染力，罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から見た危険性が極

めて高いというほどではないが，集団発生を起こしうる感染症であり，5疾病が指定されて
いる。

　⑤�四類感染症，五類感染症とは，国が感染症に関する情報の収集を行い，その結果等に基づい
て必要な情報を一般国民や医療関係者に提供，公開していくことによって，発生拡大を防止
すべき感染症として定める疾患群をいう。五類感染症には，全数届出（全数把握対象疾患）
と，指定機関届出（定点把握対象疾患）がある。

　⑥�指定感染症とは，すでに知られている感染性の疾病であって，国民の生命および健康に重大
な影響を与えるおそれがあるものとして特別に政府が定める疾病をいう。

　⑦�新感染症とは，人から人に伝染すると認められる疾病であって，すでに知られている感染性
の疾病とその病状または治療の結果が明らかに異なるもので，当該疾病にかかった場合の病
状の程度が重篤であり，かつ，当該疾病の蔓延により国民の生命および健康に重大な影響を
与えるおそれがあると認められるものである。

　⑧�新型インフルエンザ等感染症は新たに人から人に感染する能力を有することとなったウイル
スを病原体とするインフルエンザであり，全国的かつ急速な蔓延により国民の健康に重大な
影響を与えるおそれがある感染症をいう。現在はこの類型に分類される疾患はない。また再
興型インフルエンザとして，かつて流行したインフルエンザであるが，現在は流行が見られ

Ⅱ

1

2

3
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ず，再興し国民の健康に重大な影響を与えるおそれのあるインフルエンザが発生すれば本類
型に該当する。

感染症指定医療機関
　①�感染症指定医療機関とは，特定感染症指定医療機関，第一種感染症指定医療機関，第二種感

染症指定医療機関および結核指定医療機関をいう。
　②�特定感染症指定医療機関とは，新感染症の所見がある者または一類感染症，二類感染症もし

くは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として厚生労働大臣が
指定した施設をいう。

　③�第一種感染症指定医療機関とは，一類感染症，二類感染症もしくは新型インフルエンザ等感
染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した施設をいう。

　④�第二種感染症指定医療機関とは，二類感染症もしくは新型インフルエンザ等感染症の患者の
入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した施設をいう。

　⑤�結核指定医療機関とは，結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として都道府県
知事が指定した施設をいう。

情報の収集2）

　①�一類感染症，二類感染症，三類感染症，四類感染症の患者または無症状病原体保有者および
新感染症にかかっていると疑われる患者を診察した場合。

　　→�診断した医師は，ただちに最寄りの保健所へ届出を行う。ただし，二類感染症である急性
灰白髄炎，ジフテリア，三類感染症，四類感染症では疑似症患者の届出の必要はない。

　②�五類感染症のうち全数把握対象疾患を診察した場合。
　　→�診断した医師は，7日以内に（侵襲性髄膜炎菌感染症・風しんおよび麻しんはただちに）

最寄りの保健所へ届出を行う。ただし，後天性免疫不全症候群および梅毒においては，無
症状病原体保有者の場合も届出が必要である。

　③�定点把握対象疾患を診察した場合。
　　→�患者定点として選定された医療機関は，各対象疾患の感染症発生動向調査報告様式（週

報・月報）にて最寄りの保健所へ報告する。

� 1）�感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律．平成10年10月2日法律第104号（最
終改正：平成26年11月21日法律第115号

� 2）�厚生労働省ホームページ：感染症発生動向調査事業実施要綱（実施要綱）
� �http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000120159.pdf

4

5

文献
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別表　感染症法で規定されている感染症 1）一覧と感染予防策
	 2017年2月12日現在

疾　　病　　名 感染予防対策＊1
届出

入院施設
時期 定点種別

一
類
感
染
症

1 エボラ出血熱 空気，飛沫，接触

ただちに 全数

特定または
第一種感染
症指定医療
機関

2 クリミア・コンゴ出血熱 空気，飛沫，接触

3 痘そう 空気，飛沫

4 南米出血熱 空気，飛沫，接触＊3

5 ペスト 飛沫（肺ペスト）＊2

6 マールブルグ病 空気，飛沫，接触

7 ラッサ熱 空気，飛沫，接触

二
類
感
染
症

8 急性灰白髄炎 接触

ただちに 全数

特定，第一
種または第
二種感染症
指定医療機
関，結核は
結核指定医
療機関

9 結核 空気＊4

10 ジフテリア 飛沫（咽頭ジフテリア）＊5

11
重症急性呼吸器症候群（病原体が
ベータコロナウイルス属SARSコ
ロナウイルスであるものに限る）

空気，飛沫，接触

12
中東呼吸器症候群（病原体がベー
タコロナウイルス属MERSコロ
ナウイルスであるものに限る）

（空気），飛沫，接触

13 鳥インフルエンザ（H5N1） 飛沫，接触

14 鳥インフルエンザ（H7N9） 飛沫，接触

三
類
感
染
症

15 コレラ 標準＊6

ただちに 全数 指定なし

16 細菌性赤痢 標準＊6

17 腸管出血性大腸菌感染症 標準＊6

18 腸チフス 標準＊6

19 パラチフス 標準＊6

四
類
感
染
症

20 E型肝炎 標準＊6

ただちに 全数 指定なし

21 ウエストナイル熱
（ウエストナイル脳炎を含む） 標準

22 A型肝炎 標準＊6

23 エキノコックス症 標準

24 黄熱 標準

25 オウム病 標準

26 オムスク出血熱 標準＊3

27 回帰熱 標準

28 キャサヌル森林病 標準＊3

29 Q熱 標準

30 狂犬病 標準
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疾　　病　　名 感染予防対策＊1
届出

入院施設
時期 定点種別

四
類
感
染
症

31 コクシジオイデス症 標準

ただちに 全数 指定なし

32 サル痘 接触

33 ジカウイルス感染症 標準

34
重症熱性血小板減少症候群（病原
体がフレボウイルス属SFTSウイ
ルスであるものに限る）

標準＊3

35 腎症候性出血熱 標準＊3

36 西部ウマ脳炎 標準

37 ダニ媒介脳炎 標準＊3

38 炭疽 標準

39 チクングニア熱 標準＊3

40 つつが虫病 標準

41 デング熱 標準

42 東部ウマ脳炎 標準

43 鳥インフルエンザ
（H5N1及びH7N9を除く） 飛沫，接触

44 ニパウイルス感染症 標準＊3

45 日本紅斑熱 標準

46 日本脳炎 標準

47 ハンタウイルス肺症候群 標準

48 Bウイルス病 標準＊3

49 鼻疽 標準＊3

50 ブルセラ症 標準

51 ベネズエラウマ脳炎 標準

52 ヘンドラウイルス感染症 標準＊3

53 発しんチフス 標準

54 ボツリヌス症 標準

55 マラリア 標準

56 野兎病 標準

57 ライム病 標準

58 リッサウイルス感染症 標準＊3

59 リフトバレー熱 標準＊3

60 類鼻疽 標準＊3

61 レジオネラ症 標準

62 レプトスピラ症 標準

63 ロッキー山紅斑熱 標準
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疾　　病　　名 感染予防対策＊1
届出

入院施設
時期 定点種別

五
類
感
染
症

64 アメーバ赤痢 標準

7日以内

全数 指定なし

65 ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA
型肝炎を除く） 標準

66 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌
感染症

接触
67 急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を

除く）

68 急性脳炎（四類感染症における脳
炎を除く） 標準＊3

69 クリプトスポリジウム症 標準＊6

70 クロイツフェルト・ヤコブ病 標準

71 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 標準＊7

72 後天性免疫不全症候群 標準

73 ジアルジア症 標準

74 侵襲性インフルエンザ菌感染症 標準＊8

75 侵襲性髄膜炎菌感染症 飛沫 ただちに

76 侵襲性肺炎球菌感染症 標準＊9

7日以内
77 水痘（患者が入院を要すると認め

られるものに限る） 空気，接触

78 先天性風しん症候群 接触＊10

7日以内

全数

指定なし

79 梅毒 標準

80 播種性クリプトコックス症 標準

81 破傷風 標準

82 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球
菌感染症 接触

83 バンコマイシン耐性腸球菌感染症 接触

84 百日咳 飛沫

85 風しん 飛沫
ただちに

86 麻しん 空気

87 薬剤耐性アシネトバクター感染症 接触 7日以内

88
インフルエンザ（鳥インフルエン
ザ及び新型インフルエンザ等感染
症を除く）

飛沫，接触

次の月曜

インフル
エンザ・
基幹＊12

89 RSウイルス感染症 接触

小児科

90 咽頭結膜熱 接触

91 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 飛沫

92 感染性胃腸炎 接触

93 水痘 空気，接触

94 手足口病 接触＊11

95 伝染性紅斑 飛沫
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疾　　病　　名 感染予防対策＊1
届出

入院施設
時期 定点種別

五
類
感
染
症

96 突発性発しん 標準

次の月曜

小児科

指定なし

97 ヘルパンギーナ 標準＊6

98 流行性耳下腺炎 飛沫

99 急性出血性結膜炎 接触
眼科

100 流行性角結膜炎 接触

101 クラミジア肺炎（オウム病を除く） 標準

基幹

102
細菌性髄膜炎（インフルエンザ菌，
髄膜炎菌，肺炎球菌を原因として
同定された場合を除く）

標準

103 マイコプラズマ肺炎 飛沫

104 無菌性髄膜炎 標準

105 感染性胃腸炎（病原体がロタウイ
ルスであるものに限る） 接触

106 性器クラミジア感染症 標準

翌月初日

STD
107 性器ヘルペスウイルス感染症 標準

108 尖圭コンジローマ 標準＊3

109 淋菌感染症 標準

110 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 接触

基幹111 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感
染症 接触

112 薬剤耐性緑膿菌感染症 接触

新
型

113 新型インフルエンザ　 飛沫，接触

ただちに 全数

特定，第一
種または第
二種感染症
指定医療機
関または協
力医療機関

114 再興型インフルエンザ 飛沫，接触

＊1	 	CDCのガイドラインに基づく2）。
＊2	 	腺ペストは標準。
＊3	 	CDCのガイドラインには明確な予防法は記載されていない。
＊4	 	排外結核：肺膿病変や骨膜炎は標準。
＊5	 	皮膚ジフテリアは接触。
＊6	 	小児，おむつ，失禁状態では接触。
＊7	 		CDCのガイドラインには，劇症型溶血性レンサ球菌感染症としての記載はない。標準予防策に病態により感染経路別予防
策を追加する。参考；溶連菌症（A群）；肺炎では，成人には標準，乳幼児には飛沫予防策，皮膚の大きな創傷，熱傷（包
帯をしていない，または包帯で肺膿を十分に封じ込めない場合）は接触，小さいか限局性で包帯がカバーし，肺膿を十分に
封じ込めている場合は標準，子宮内膜炎（産褥敗血症）では標準，乳幼児の咽頭炎，猩紅熱は飛沫予防策。

＊8	 	インフルエンザ菌ｂ型による髄膜炎では飛沫。
＊9	 	薬剤耐性菌では接触。
＊10	生後3カ月後の鼻咽頭と尿の培養が陰性でなければ，1歳までの入院は感染対策を要する。
＊11	幼児と小児は接触，成人は標準。
＊12	基幹定点の届け出については，届け出対象は入院したもの。

【文献】
	 1）	厚生労働省ホームページ：届出の対象となる感染症の種類　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/

kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html
	 2）	The	Healthcare	Infection	Control	Practices	Advisory	Committee：2007	guideline	for	isolation	precautions；

Preventing	transmission	of	 infectious	agents	 in	Healthcare	settings.	Am	J	 Infection	Control,	2007；35
（10Suppl	2）：S65-S164.
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環境表面・給湯・空調等の整備
　わが国では従来，病院感染の感染源としての環境要因を重要視し，過剰なほど環境の消毒に精
力を費やしてきた。一方，日常の清掃や環境整備に関してはむしろおろそかにし，ほこりの舞う
病室や廊下，血液の付着した医療器具が放置されている病棟詰所，細菌が大量に繁殖しているよ
うな水回り，まったく管理されていない空調設備など，多くの矛盾を抱えてきた。例えば，
MRSA保菌患者の病室環境を神経質なまでに消毒しながら，一方で，骨髄機能低下患者を収容
している病室の空調設備の管理がされていないという状態がみられる。
　そもそも，病院環境微生物が病院感染症の原因であると証明するためには，1）その微生物が
環境中に生存できること，2）疫学的に感染経路として汚染環境以外説明できないこと，3）汚染
環境と感染症との関連が前向き調査で証明できること，の3項目を満たす必要がある。ほとんど
の病院感染症でそのことは困難であり，したがって，多くの医療現場で混乱を招いていると思わ
れる。
　CDCは手指衛生と医療施設における環境感染制御のためのガイドラインで，環境表面が病院
感染の伝播に関わることはまれで，環境表面の消毒はほとんど必要ないとしている。また日常的
な環境の微生物検査についても，その必要性を認めていない。環境というノンクリティカルな表
面の清掃と消毒は標準予防策の一環であり，一般に感染経路別予防策が行われている患者に対し
て，これらの予防策を変更する必要はないとしている。

1 病院環境中に存在する細菌（真菌を含む）と病院感染との関わり

 a	 一般病棟，移植関連病棟，および手術室のいずれにおいても，日常的に手が触れない床や壁な
どに付着している細菌が，直接的に病院感染に関与する可能性はほとんどない。 Ⅱ

 b	 空調設備を介してアスペルギルス，給湯関連設備を介してレジオネラ，下痢便や嘔吐物を介し
てClostridioides（Clostridium）difficileやノロウイルスによる病院感染が起こりうる。 Ⅱ

　病院環境中には極めて多種多様な細菌が存在している。かつてはこれらの細菌が病院
感染の原因菌として重要と考えられてきたが，床や壁などに付着している細菌と，病院
感染の発生には関連性がみられないことが明らかとなった1）�〜4）。また，消毒薬を用いて
環境を消毒しても，一時的に菌量は減少するものの，人が存在すれば短時間のうちにも
との菌量に戻る5）。したがって，現在では人間の手が日常的に触れる環境表面を除いて
は，環境を消毒する意義はほとんどないと考えられている6）。
　一方，空調や給湯関連設備を介してのアスペルギルス感染症やレジオネラ感染症は，
免疫不全患者，特に移植患者においては重要である7）。また，手術室においては，無菌
手術中に空中浮遊菌による手術部位感染がみられる8）。したがって，これらの領域にお
いては空調・給湯関連設備の環境整備が必要である。

Ⅲ

解説
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2 給湯関連設備の感染防止対策

 a	 レジオネラは25〜42℃の温度で増殖するため，水温は55〜60℃以上または20℃以下に保つ。
Ⅱ

 b	 レジオネラ感染のない施設において，費用対効果が証明された確立された一次予防法はない。
未解決

 c	 レジオネラ感染を経験した施設において，二次予防が重要である。 Ⅱ

 d	 レジオネラが確認された水系環境は，使用禁止とし適切な消毒を行う。 Ⅱ

 e	 水系環境の感染防止策が終了するまで，造血幹細胞移植に代表される免疫抑制状態にある患者
は，シャワー浴ではなく清拭等にて皮膚の保清に努め，飲水には水道水ではなく滅菌水を用い
る。 Ⅱ

　レジオネラは水系環境に生息している。患者が菌体を含むエアロゾルを吸入すること
により肺炎を発症する。悪性腫瘍や腎不全など免疫不全状態の患者は発病リスクが高
く，ヒト�-ヒト感染は通常はないと考えられている9），10）。第3版「レジオネラ症防止指
針」では，レジオネラ症に対する感染危険度を①菌の増殖とエアロゾル化，②吸入危険
度，③人の感受性の3要因でスコア化し，そのスコアに応じて定期的に水系環境の検査
を施行し，基準値以上の菌が認められれば，清掃，消毒をすることが推奨されている11）。
しかしながら，実際に病院全体の水系の環境検査を定期的に行うことは困難であり，費
用対効果の面で，果たしてそのことが有効であるかどうか評価が定まっていない9），12）。
かつてレジオネラ感染症を経験したことのない病院において，定期的な環境調査が有効
であったという報告はない。移植患者では，感染症発症のリスクが高いため，その病棟
での水系環境調査は有用であるかもしれない7），9），12）。
　湯の装置内停留時間ができるだけ短くなるように，過大な貯湯槽容量は避けるべきで
ある。配管内の温度が常に55℃以上を維持できるように，適切な水温を設定する。高
温（60℃）の給水が可能なタイプの水栓は，通水による水系の殺菌を行うことが可能で
ある。湯水混合対応の自動水栓はサーモスタット部分のダイヤルが熱湯に設定できない
タイプが多く，その場合は通水による殺菌が不可能となる13）。
　病院内でレジオネラ感染症患者が発生した場合，骨髄・臓器移植患者の存在しない施
設は，感染源特定のための水系を中心として環境調査および臨床疫学調査を行う。加え
て，骨髄・臓器移植患者が存在する施設では，過去に遡って細菌学的・疫学的調査を実
施する。環境調査で水系の汚染が認められた場合は以下の対応を行う9）。①院内水系の
レジオネラの除菌対策の実施　②免疫不全患者のレジオネラ汚染水によるシャワー・入
浴の禁止（皮膚の衛生は清拭等で対応する）　③免疫不全患者の歯磨き，飲水，鼻腔・
胃チューブの洗浄には滅菌水を使用する。④病室における蛇口からのレジオネラ汚染水
の使用を禁止する。
　レジオネラに対する消毒は熱消毒と塩素消毒が有効である。熱消毒の場合は，60℃で
5分，55℃では60分で殺菌されるとされているが，実際の水系ではバイオフィルムを考
慮して温度を高く，接触時間を長くするのが望ましい11）。塩素消毒の場合，遊離残留塩
素濃度を0.2〜1.0 mg/L程度に維持する。バイオフィルムの除菌洗浄の場合には10〜

解説
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50 mg/Lの濃度とする9），11）。
　空調用の冷却塔については，定期的な洗浄，定期点検，レジオネラ属菌の検査，レジ
オネラ属菌殺菌剤注入などを行い，適切に管理する11）。

3 空調関連設備の感染防止対策

 a	 空調設備など環境の日常的な細菌検査は必要ない。未解決

 b	 高リスク患者が入室する部屋はHEPAフィルタを用い，密閉性・空気の流れ・換気回数・清掃
方法などに留意する。ⅠB

 c	 建造物の建築や改修工事は菌体胞子の増加をもたらすので，高リスク患者は工事区域を避ける。
ⅠB

 d	 病院工事中はアスペルギルス感染の危険が高まるため，インフェクションコントロール・リス
クアセスメント（infection	control	risk	assessment：ICRA）を行うことが望まれる。ⅠA

　アスペルギルス感染症の感染経路はアスペルギルス胞子の吸入であるが，胞子はあら
ゆる環境中に常在しているため，定期的な環境の細菌検査の必要性は認められていな
い。ただし，6カ月間のサーベイランスで通常の2倍のアスペルギルス症の発生があれ
ば，感染対策のための環境評価が必要である。空調・換気システムの調査を行い，必要
に応じて菌量を少なくする手段を講ずる。高リスク患者では，病室を密閉し十分な換気
回数を保てるHEPAフィルタを設置し，病室外に対して陽圧に保ち，空気の流れに留
意する必要があり，laminar-air�flowが使用可能な場合は用いる。院内の改装や補修工
事により生じる粉塵中には大量のアスペルギルス胞子が含まれ，感染症の危険性が一段
と高まる。この間，高リスク患者は工事区域を避け，病室でのアスペルギルス対策を厳
重に行う。また，高リスク患者の入院する病棟での清掃もほこりを立てないように注意
して行う。床のカーペット，病室の花瓶・生花や鉢植えなども感染の危険性を高めるた
め好ましくない7）。
　工事の際のアスペルギルス飛散について工事内容と施工部署ごとにリスク評価を行う
いわゆる「インフェクションコントロール・リスクアセスメント（infection�control�risk�
assessment：ICRA）」を実施し，リスクレベルに応じた環境封じ込めユニット（envi-
ronmental�containment�unit：ECU）等を用いた環境対策を実施することが望ましい2）。
その評価は以下のように実施する14），15）。①まず工事の内容をその規模からA〜Dまでの
タイプ別に分ける（表1）。②次に関係する区域をケアしている患者の特徴により低・中・
高・最高の4段階にリスク分類する（表2）。③最後に各建築計画について，①と②で抽
出した条件について感染制御策を決めるマトリックス（対応表）に当てはめ，対策のク
ラスⅠ〜Ⅳの4段階の中から決定する（表3）。建築・改築時に求められるクラス別の具
体的な感染予防策は，表4のとおりである14），15）。米国医療機能評価機構（Joint�Com-
mission：JC）では，ICRAをさらに発展させた「工事施工前リスクアセスメント（pre-
construction�risk�assessment：PCRA）」という考え方を適用するよう医療施設を指導
している（PCRAの概念には感染症以外の音や振動などのリスク管理も含まれている）。

解説
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表1　感染制御のためのリスクアセスメント：建築作業内容のタイプ（A-D）別分類

Aタイプ

点検や非破壊検査作業の場合
下記内容が含まれる場合：
天井のタイルを目視検査のための1枚	/4.6 m2以下の頻度で動かす
①	研磨加工を行わない塗装　
②	壁紙作業，配線工事，規模の小さい配管工事と，目視検査以外の天井へのアクセスで
も塵埃を発生させないか，または壁の切断工事を必要としない工事

Bタイプ

最小限のほこりの発生を伴うが小規模で短期間の作業の場合
下記内容が含まれる場合：
①電話の設置やコンピュータケーブルの処理
②空間の点検
③発生する塵埃の対応が十分可能な壁の切断工事

Cタイプ

中等度から大量の粉塵を発生させる作業，解体作業，あるいはビルに固定された設備や
部品をはずす作業
下記内容が含まれる場合：
①塗装や壁紙を貼るための壁面の研磨加工
②床材，天井のタイルや家具の撤去
③新しい壁の建築
④天井での小規模の配管工事や電気工事
⑤大規模な配線工事　
⑥一日で完了できないようなあらゆる作業

Dタイプ

大規模な解体工事や建築プロジェクト
下記内容が含まれる場合：
①連続的な作業シフトが必要な工事
②大規模な解体工事やケーブル配線の撤去作業
③新築工事

（文献15）より引用）

表2　感染制御のためのリスクアセスメント：患者のリスクグループ別分類
低リスク 中間リスク 高リスク 最高のリスク

・事務室 ・循環器内科
・心エコー検査室
・内視鏡検査室
・核医学検査室
・理学療法
・放射線	/MRI部門
・呼吸療法室

・CCU
・救急外来
・分娩室
・検体検査部門
・新生児室
・外来手術室
・小児科
・薬剤部
・術後回復室
・外科病棟

・	易感染性患者のケアを行う
すべての部署
・熱傷センター
・心臓カテ検査室
・中央滅菌部門
・集中治療室
・空気感染隔離室
・腫瘍科病棟
・手術室

※複数のリスクグループにまたがる場合，高いリスクグループを選択のこと。
（文献15）より引用）

表3　 感染制御のためのリスクアセスメント： 
建築作業内容と患者のリスクによる感染予防策のクラス別分類のための評価表
患者の

リスクグループ別
工事作業の内容のタイプ別

Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ
低リスクグループ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅲ/Ⅳ
中間リスクグループ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
高リスクグループ Ⅰ Ⅱ Ⅲ/Ⅳ Ⅳ
最高のリスクグループ Ⅱ Ⅲ/Ⅳ Ⅲ/Ⅳ Ⅳ
注意： クラスⅢ 	or	 クラスⅣ 	に該当する場合には感染対策担当者による承認を得る必要がある。　

（文献15）より引用）
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表4　 感染制御のためのリスクアセスメント： 
クラス別の建築・改築工事実施時の感染対策の実施内容

クラス別 建築工事期間中に実施すべき感染対策 建築工事完了時に実施すべき感染対策

クラスⅠ
1．	建築作業に伴う塵埃の発生を最小限にとどめるための
対策を実施する。

2．	目視検査のためにはずしたタイルを速やかに元に戻す。

1．	作業完了時には作業環境の清掃を
徹底する。

クラスⅡ

1．	空中に発生した塵埃が大気に分散するのを防ぐための
積極的な対策を講ずる。

2．	塵埃対策として切断作業中はミスト状の水を散布する。
3．	未使用の扉はダクトテープ（米軍が第二次大戦中に弾
薬ケースの防湿密封用として開発した粘着力が強く耐
水性に優れた銀色のテープで，冷暖房のダクトや配水
管などの補修に使われる）で密閉する。

4．	換気口を密閉し遮断する。
5．	作業区画出入り口に塵埃対策のマットを敷く。
6．	作業中は空調装置を撤去するか隔離する。

1．	作業空間の表面を消毒薬で清拭す
る。

2．	建築廃材はしっかりと密閉可能な
容器に収納すること。

3．	作業区画を立ち去る前にウエット
モップでの清拭やHEPAフィルタ
による空気のろ過を行う。

4．	作業実施区画における空調装置の
被覆物を撤収する。

クラスⅢ

1．	作業中は配管系が汚染しないように空調装置を撤去す
るか隔離する。

2．	非作業領域から隔離するために石膏ボード，ベニヤ板，
プラスチック製品で密閉するか，またはコントロー
ル・キューブ法［control	cube	method］（囲いをプ
ラスチック製のシートで覆い，HEPAフィルタろ過に
より排気を行う方法）により重要なバリアの設置を工
事前に完了しておく。

3．	HEPAフィルタろ過機能を有したユニットを使用して
作業現場を陰圧に維持すること。しっかりと密閉可能
なコンテナに建築廃材を収納する。

4．	輸送用容器やカートにカバーをかぶせること。輸送容
器の蓋は硬質素材でない場合はテープで固定してお
く。

1．	作業現場に設置されたバリアは所
有者の安全部門と感染対策部門の
監査を受け，かつ所有者の環境清
掃部門による徹底した清掃を終え
るまではずしてはならない。

2．	作業現場に設置されたバリアの素
材は建築に伴う汚れや瓦礫の広が
りを最小限にするために慎重に撤
去する。

3．	HEPAフィルタを介した吸引装置
を用いて作業現場を吸引する。

4．	消毒薬を用いて湿式清掃を行う。
5．	作業区画における空調システムの
保護カバーをはずす。

クラスⅣ

1．	配管系が汚染されるのを防ぐために，作業区域内の空
調設備を隔離する。

2．	非作業領域から隔離するために石膏ボード，ベニヤ板，
プラスチック製品で密閉するか，またはコントロー
ル・キューブ法［control	cube	method］（囲いをプ
ラスチック製のシートで覆い，HEPAフィルタろ過に
より排気を行う方法）により重要なバリアの設置を工
事前に完了しておく。

3．	HEPAフィルタを備えた空気ろ過システムを利用して
作業現場を陰圧の状態に保つこと。

4．	穴，パイプ，配電管等を閉じ，適切に穴あけ作業を行
う。

5．	作業区域から出て行く際にはHEPAフィルタを用いた
集塵器により塵埃を除去できるよう前室を設置しここ
を通過するよう義務づける，あるいは作業中は布製や
紙でできた服を着用し作業区画から出る際にはその服
を脱ぎ捨てる。

6．	作業区域に立ち入る者は全員シューカバーを装着する
こと。作業者が出る際にはその都度このシューカバー
を交換する。

7．	作業現場に設置されたバリアは所有者の安全部門と感
染対策部門の監査を受け，かつ所有者の環境清掃部門
による徹底した清掃を終えるまではずしてはならない。

1．	建築に伴い発生した汚れや残骸を
広げないように注意しながら除塵
カバーを除く。

2．	しっかりと密閉された容器に建築
廃材を収納すること。

3．	輸送用容器やカートにカバーをか
ぶせること。輸送容器の蓋は硬質
素材でない場合はテープで固定し
ておく。

4．	HEPAフィルタを介した吸引装置
を用いて作業現場を吸引する。

5．	消毒薬を用いて湿式清掃を行う。
6．	作業区域における空調システムの
保護カバーをはずす。

　（文献15より引用）
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4 一般病棟における日常的な環境の清掃と消毒

 a	 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）は，
日常的な清拭を第4級アンモニウム塩や両性界面活性剤などを含んだ洗浄剤を用いて行い，ほ
こりや汚れを取り除いておく。未解決

 b	 病室入口やベッド間のカーテンは高頻度に手が触れるため，定期的に洗濯する。 未解決

 c	 手が触れない床などの環境表面は，最低1日1回日常的な清掃を行いほこりや汚れを取り除い
ておく。 Ⅱ

 d	 ブラインドやその他の環境は，目に見える汚染があれば洗濯あるいは清掃する。 Ⅱ

 e	 換気口や窓の格子なども日常の清掃によってほこりが蓄積しないようにしておく。 Ⅱ

 f	 血液・体液で汚染された環境表面は，ただちに手袋を着用しペーパータオル等で目に見える血
液・体液を除去したうえで次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒する。ⅠB

　微生物は環境中のほこりと水分によって生存する，したがって環境整備で重要な点
は，環境からほこりと水分を取り除き微生物を生かせないことである。一方，環境を消
毒して微生物を死滅させることは困難であり，現実的でない。したがって，一般的な患
者ケア環境に対して消毒薬を用いる必要はない6），16），17）。大切なことは日常的にほこりや
汚れや水分を取り除いておくことである。床面などの汚れを落とす場合には，洗浄剤を
用いて湿式清掃することが勧められる。その際，床面のワックスが剥げないよう注意す
る。清拭の際には一度に広範囲を拭かないことが重要である，広範囲を拭くことにより
清拭タオルから環境へ微生物が伝播する可能性がある18）。また，第4級アンモニウム塩
を含んだ洗浄剤は管理が悪いと細菌に汚染される可能性がある19）。

5  MRSA，VRE，MDRPなどの排菌患者が入室している領域における環境の清掃
と消毒

 a	 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）は，
第4級アンモニウム塩や両性界面活性剤などを含んだ洗浄剤を用いて最低1日1回清拭する。 Ⅱ

 b	 手が触れない床などの環境表面は日常的な清掃を行う。 Ⅱ

 c	 排菌患者が退室した病室は，洗浄剤を用いて入念に清掃を行う。 Ⅱ

 d	 VREの感染は環境の関与の可能性が高いため，入念な清掃と消毒が必要である。 Ⅱ

 e	 緑膿菌をはじめとするPseudomonas属菌は水回りに生息するため，水回りの環境整備が重要
である。 Ⅱ

 f	 病室での消毒薬の噴霧，ホルマリン燻蒸は推奨されない。ⅠC

　MRSAやVREは排菌患者によって病室環境が汚染されることにより，そこから拡散
していくことが知られている。したがって，MRSAやVREなどの接触感染を起こす多
剤耐性菌排菌患者が入室している患者ケア環境では，第4級アンモニウム塩や両性界面
活性剤を含んだ洗浄剤を用いる。高頻度に手が触れる環境表面が重要な菌の供給源（リ
ザーバ）である20）�〜33）。特に，VREの伝播には環境が関与する可能性が高く，また環境

解説
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表面から除去することも困難である5），34）�〜38）。したがって，VRE排菌患者が入室してい
るあるいは退室した病室は，入念な清掃と消毒が必要である。
　緑膿菌は環境，特に水回りに常在し，そこが感染のリザーバになりうる39），40）。多剤
耐性緑膿菌感染症にはVREに対すると同様に有効な治療薬がないため，感染予防が極
めて重要となる。上記の清拭および消毒に加え，水回りの清拭を入念に行う必要がある41）。
　病室の消毒剤の噴霧，ホルマリン燻蒸は有効性が確認されていない。ホルマリンなど
のアルデヒド系消毒薬は，人体に対して有害であるため，環境の消毒に用いることは避
けるべきである42）�〜45）。
　耐性菌の有無にかかわらず，病室環境には第4級アンモニウム塩や両性界面活性剤な
どを含んだ洗浄剤を，トイレ周りには次亜塩素酸ナトリウムを，点滴調製台にはアル
コールを使用することが，環境整備の基本である。

6 下痢・嘔吐の患者が入室している領域における環境の清掃と消毒

 a	 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）は，
次亜塩素酸ナトリウムを用いて最低1日1回清拭する。未解決

 b	 手が触れない床などの環境表面は日常的な清掃を行う。未解決

 c	 患者が退室した病室は，次亜塩素酸ナトリウムを用いて入念に清掃を行う。 未解決

 d	 Clostridioides（Clostridium）difficileやノロウイルスの感染は環境の関与の可能性が高いた
め，入念な清掃と清拭が必要である。未解決

　Clostridioides（Clostridium）difficileやノロウイルスは下痢患者あるいは保菌者よっ
て病室環境が汚染されることにより，そこが菌のリザーバとなる。Clostridioides（Clos-
tridium）difficileは芽胞を形成し長期間環境中に生存でき，ノロウイルスもほとんどの
消毒薬に抵抗性を示すため，環境からの完全な排除は困難である46）�〜53）。環境表面の芽
胞を取り除くには，高濃度の次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が効果的であることが報
告されているが，国内での検討による報告はいまだない。

7 移植関連区域における環境の清掃と消毒

 a	 原則的には一般病棟と同様に，環境表面の日常的な消毒や滅菌は不要である。 未解決

 b	 病院工事中はアスペルギルス感染の危険が高まるため，インフェクションコントロール・リス
クアセスメント（infection	control	risk	assessment：ICRA）を行うことが望まれる。ⅠA

 c	 廊下や病室の床材としてカーペット生地は使用しない。ⅠB

 d	 原則的には同種骨髄移植患者はHEPA（high	efficiency	particulate	air）フィルタやLAF（lam-
inar	air	flow）の装備された移植病室に入室させる。特に好中球減少が遷延（10〜14日以上）
している状況では，HEPAフィルタやLAFを備えた移植病室で管理を続行すべきである。ⅠB

 e	 自家移植においては，必ずしもHEPAフィルタやLAFの必要はなく，一般病室の使用が可能で
ある。しかし，好中球減少が遷延している状況では，HEPAフィルタやLAFを備えた移植病室
に入室させるべきである。ⅠB

解説
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 f	 ほこりを巻き散らすような清掃方法は避ける。ⅠB

　2000年の米国CDCの「骨髄幹細胞移植患者における日和見感染予防のためのガイド
ライン」7）をもとに作成された，日本造血細胞移植学会発行の「造血細胞移植ガイドラ
イン：移植後早期の感染管理」54）や，2003年に発表された「医療施設における環境感染
制御のためのガイドライン」2）が参考になる。
　移植関連区域における環境整備で最も強調されているのは，アスペルギルス感染対策
である。アスペルギルスは土壌，水系環境，腐敗野菜，花弁などに広く存在する真菌で
ある。免疫抑制状態にある患者においては，呼吸器感染症を惹起し致命率が高い。移植
患者で免疫不全状態や好中球減少が遷延している状況では，1時間に15回の換気が可能
でHEPAフィルタが設置されている病室に患者を入室させ管理する55）�〜60）。特に，病棟
あるいはその周囲で工事が行われているときは，病棟内のアスペルギルスの分生子（胞
子）が著明に増加しているため，アスペルギルス感染症を引き起こす可能性が高い。し
たがって，工事中はより厳密な管理が必要である56），57），61）�〜64）。（「空調関連設備の感染防
止対策」〔234頁〕参照）
　移植関連区域など免疫不全患者の患者ケア区域では，適切な方法で清掃することが重
要である。掃除機を使用する場合は，よく手入れをしておき，掃除機にHEPAフィル
タを取り付けることや，廊下の床に掃除機をかけたり，ワックスをかけたり，バッフィ
ング（研磨）するときは，空中のほこりが入り込まないように，免疫不全患者の病室の
ドアは閉じておく，などほこりに対する対策が必要である。

8 手術室における環境の清掃と消毒

 a	 環境表面や機器は，手術ごとに第4級アンモニウム塩や両性界面活性剤などを含んだ洗浄剤を
用いて清拭を行い，ほこりや汚れを取り除いておく。ⅠB

 b	 血液・体液で汚染された環境表面は，手袋を着用しペーパータオル等で目に見える血液・体液
を除去したうえで，次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒する。ⅠB

 c	 床面の広範囲な消毒は必要ない。洗浄剤による清拭清掃および中央集塵式の吸引清掃など，除
塵と汚染除去を主体とした清掃を行う。未解決

 d	 感染症患者の手術後でも，特別な清掃や消毒は必要ない。未解決

 e	 環境殺菌の目的で消毒薬の噴霧，散布，燻蒸および紫外線照射などは行わない。ⅠB

　手術室においても，環境表面に付着している細菌が術創部感染症の原因菌になってい
るという疫学的証拠はない8）。したがって，手術と手術の間で環境表面や機器を消毒す
る必要はないし，汚染または不潔な手術をした後に，特別な消毒および清掃を行った
り，あるいは手術室を閉鎖したりしなければならないとするデータはない65），66）。ただ
し，目に見える汚れや血液・体液の汚染は，ただちに除去しなければならない。HIVや
HBVなどの血液媒介ウイルス，結核菌などの空気感染する病原体，MRSAなどの接触
感染する病原体の手術後でも，特別な清掃や消毒は必要ない。
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9 接触感染を起こす抗菌薬耐性菌排菌患者や移植患者の病室への物品の持ち込み

 a	 MRSAやVREなどの抗菌薬耐性菌排菌患者に使用する医療器具（体温計，血圧計，聴診器など）
は，患者専用として部屋の中に置いておく。ⅠB

 b	 接触感染対策が必要な患者の場合はカルテを部屋の中に持ち込まない。ⅠB

 c	 部屋の中で発生した一般のゴミ類は，ビニール袋に入れ一般ゴミとして扱う。 未解決

 d	 食器類は通常のものを使用し，食事後そのまま下膳してよい。未解決

 e	 入室時のスリッパの履き替えは必要ない。 Ⅱ

 f	 移植患者の病室へ生花やドライフラワーを持ち込まない。 Ⅱ

 g	 移植患者が使用する生活物品（衣服類，洗面用具，食事用具，本，新聞など）は消毒する必要
はないが，洗濯や水拭きなどで汚れやほこりを取り除き清潔に保っておく。汚染のひどいもの
は使用しない。ⅠC

 h	 小児移植患児の使用する玩具類は患児専用とし清潔に保つよう注意する。ⅠC

　MRSAやVREなどの抗菌薬耐性菌が，医療器具を介して患者間で間接接触感染が起こ
ることが知られている67）。したがって，これらは常に清潔に保ち，ほかの患者に使用する前
には適切に消毒する必要がある。特にVRE排菌患者に使用した医療器具には注意が必要
で，原則としてこれらを患者間で共用することは禁止する。また，接触感染の危険を低減
させるため，排菌患者の病室への物品の持ち込みはなるべく少なくすることも大切である6）。
　部屋の中で発生した一般ゴミ類は，ビニール袋に入れればほかへの感染の拡がりの危
険はないので，一般ゴミとして扱ってよい。ただし，血液・体液が付着したものは，感
染性廃棄物として処理する。食器を介しての耐性菌の拡散については疫学的証拠がない
ので，そのまま下膳する。食器に接触した後は手指衛生を十分行っておく。
　わが国の病院では，特別な区域（手術室，集中治療室，分娩室，移植室，耐性菌排菌
患者の病室など）において，従来スリッパの履き替えを行ってきた。しかし，スリッパ
の履き替えが病院感染発生率を低下させるという科学的根拠は存在しない68）。手術室で
使用される靴カバーの使用も，手術部位感染症の発生率を低下させることはなく，また
床面の菌量を減少させることもない69）�〜71）。靴カバーの有効性は，医療従事者が手術中
の血液・体液曝露を防ぐ程度である。MRSAやVREの排菌患者の病室においても，そこ
に入る際のスリッパの履き替えが，これらの菌による病院感染の拡散を防ぐという報告
はなく65），72），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。
　観賞用の鉢植え植物の土，生花やドライフラワーの表面，花瓶の水からは，緑膿菌や
アスペルギルスなどが培養される。これらが病院感染の原因菌になっているという確証
はないが73），多くの専門家は移植患者の病室にこれらを持ち込むことは避けるべきであ
ると考えている55），74）。
　かつては移植患者の使用する生活物品はすべて消毒あるいは滅菌していたが，その有
効性を積極的に肯定あるいは否定する科学的根拠は不十分である。したがって，必ずし
も消毒あるいは滅菌の必要はないが，できるだけ新品あるいは清潔に保つことができる
ものを使用するようにする。小児移植患児が使用する玩具は専用とし，大人が使用する
物品に対する以上に，より一層の清潔に対する注意が必要である75）。
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⓾ 病院環境の細菌学的スクリーニング検査

 a	 症状のない移植患者や環境を対象としたルーチンの真菌または細菌学的培養検査は推奨されな
い。ⅠB

 b	 移植関連病室における環境中のアスペルギルスの定期的培養検査は推奨されない。ⅠB

 c	 疫学的に病院環境が感染の拡がりのリザーバになっていると疑われるときに行う。ⅠB

　1970年代の米国の病院においては，病院環境表面や空気中の細菌の培養を定期的に
行っていたが，病院感染発生率は病院環境の細菌汚染とは関係しないことが判明した。
そのため，CDCと病院協会は定期的な環境の細菌培養検査を中止するよう勧告した76），77）。
また，アスペルギルスの分生子（胞子）も病院環境中に常在しており，定期的な培養検
査の必要性は認められていない78）�〜80）。したがって，アスペルギルス発症患者のサーベ
イランスを行い，その結果，環境の細菌検査は疫学的に環境が感染源であると疑われた
ときのみ行われる6）。その場合でも，費用対効果を十分考慮に入れ，細菌検査室のスタッ
フと議論を重ねて行う。特に，VREとClostridioides（Clostridium）difficileでは，感
染の拡がりにおいて病院環境の関与も考えられるので考慮する。
　しかしながら，その際でも注意しなければならないのは，環境中に存在する細菌が病
院感染の原因菌になっていることの証明は，極めて困難であるということである。1）
環境中に存在する細菌がそこで増殖可能であること，2）感染源・感染経路としてそれ
以外に説明できないこと，3）環境の細菌汚染と病院感染との関連が前向き調査で証明
できること，4）原因除去により感染症が減少あるいは消失すること，の諸条件を満た
す必要があるからである9），11）。さらに，環境の細菌培養検査陰性という結果は，真に細
菌が存在していないということではなく，培養検査の検出感度以下ということを意味し
ているだけである。

� リネン類の取り扱い

 a	 使用後のリネンの収集，運搬，仕分け，洗濯に関わるすべてのスタッフは，適切なPPEを着用
する。ⅠC

 b	 寝具，寝衣などのリネン類は，80℃・10分洗濯するか次亜塩素酸ナトリウムにより消毒する。
ⅠB

 c	 使用後のリネンを取り扱う際はほこりをたてないように，身体や周囲に触れないようにし，ラ
ンドリーバッグや専用の箱に入れて搬送する。ⅠB

 d	 血液・体液・排泄物の付着したもの，シラミやノミやダニなどがついた患者からのリネンは，
感染性リネン類として取り扱う。ⅠC

 e	 出血傾向のある患者，洗浄中の患者，失禁状態の患者に使用するマットレスは，あらかじめ水
分非透過性のシーツを敷いておく。 Ⅱ

 f	 清潔なリネンと使用後のリネンは，指定されたバッグや容器に入れ分けて運搬する。ⅠC

 g	 清潔なリネンは，清潔な場所の密閉した戸棚で保管する。ⅠC

解説

6章再.indd   241 2020/12/09   午前9:11



第6章─その他242

　使用後のリネンには非常に多くの病原微生物がみられるものの，安全な方法で扱い，
運搬し，洗濯すれば，感染源となる危険性はきわめて少ない2），3）。日本においては80℃・
10分以上の熱水洗濯が推奨されている41）。80℃・10分の洗濯によって感染性リネンも
含めて感染性は消失する。熱水洗濯以外の処理として，遊離塩素濃度250 ppm以上
30℃・5分以上浸漬（終末塩素濃度100 ppmを下まわらない）する方法もある。MRSA
やVREなどの抗菌薬耐性菌排菌患者の使用後または移植患者の使用前のリネン類も，
通常のリネンと同じ扱いでよい。
　すべての使用後のリネンはランドリーバッグや専用の箱などに入れて洗濯室や業者に
搬送するが，血液や体液や排泄物に汚染している場合はバッグから血液などが漏れない
ように運搬する必要がある。シラミやノミやダニは少ない菌量でも感染するため，取り
扱うスタッフへの感染に注意する必要がある。
　使用後のリネン類は，その病室内で感染性病原体をエアロゾル化しないようほこりを
たてないように，また身体や白衣に汚染したリネンが触れないように扱い，ビニール袋
あるいは水溶性のランドリーバッグに封じ込める47）。血液・体液の汚染がひどい場合は
廃棄する。
　清潔なリネンは，使用後のリネンや感染性のあるリネンで汚染しないように運搬すべ
きである。荷積み，運搬，荷下ろしの間，塵やほこりから守るため，清潔なリネンは，
密閉した容器に入れて運搬しなければならない。清潔なリネンは，使用後のリネンや感
染性のあるリネンとは分けて置き，排水路の近くや浴室の中で保管してはならない81）。
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洗浄・消毒・滅菌
　本項目では消毒や滅菌に関わる一般事項を総論として述べる。また具体的な手指衛生，創部の
衛生，環境衛生などについては，本ガイドライン既存の項目内で述べられている。このため各該
当分野の参照箇所を示し，補足的な勧告項目と解説を本項で追加した。また近年の新興・再興感
染症の世界的動向を踏まえた，感染症法の類型に基づいた微生物分類と疾患に対する有効な滅
菌・消毒対策も記載した。

洗浄
1 洗浄

 a	 効果的な消毒・滅菌処置を可能にするために，洗浄剤を用いて器具・器材から有機物質を除去
する。ⅠA

　洗浄とは，固体の表面から有機物質を除去することをいう。洗浄は微生物除去に有効
な補助的手段であり，器具・器材の消毒・滅菌処理の前には洗浄剤（表1）と温水を用
いた洗浄を行う。
　洗浄方法には，用手洗浄，浸漬洗浄，自動洗浄装置による洗浄，超音波洗浄などがあ
る。「患者ケアに使用した器材・器具・機器の取り扱い」（14頁）も参照のこと。

消毒
　医療衛生的に問題とならず，疾病や感染症伝播が抑止可能な量まで生存する（活性のある）目
的とする病原体微生物の数を減少させる方法や行為が消毒であり，次項で概説する滅菌のレベル
まで及ぶ水準ではない。一般には生体の消毒（antisepsis）と器具や環境表面の消毒（disinfection）
に分けて消毒方法を適用する。また，消毒には消毒薬を用いる化学的消毒法と，加熱や紫外線等

Ⅳ

1

解説

2

表1　洗浄剤の種類と特徴
洗浄剤の種類 主な特徴

酸性洗浄剤
・無機物（錆，水垢など）の洗浄に適している
・金属に対する腐食性が強い
・皮膚への影響が強い

中性洗浄剤

・アルカリ性洗浄剤より洗浄力が劣る
・被洗浄物の材質への影響が比較的少ない
・皮膚への影響が比較的少ない
・環境への影響が比較的少ない

アルカリ性洗浄剤
・洗浄力が優れており，医療器材の洗浄に適している
・被洗浄物の材質への影響があるため，注意が必要
・皮膚への影響が強い
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を用いる物理的消毒法がある。
　・�物理的消毒法：煮沸消毒，熱水消毒，蒸気消毒，間歇消毒，紫外線消毒
　・�化学的消毒法：薬液（液体）消毒（「薬剤の衛生管理」の項〔256頁〕参照），気体消毒

1 手指消毒（手指衛生）
 a	 日常的な手指衛生には擦式アルコール手指消毒薬の使用が望ましい。ⅠA

 b	 擦式アルコール手指消毒薬は皮膚に刺激の少ない製剤を選択する。ⅠB

 c	 擦式アルコール手指消毒薬による手荒れ防止のために医療従事者にはハンドクリームやロー
ションを提供する。ⅠB

 d	 手指衛生の遵守状況を把握するために擦式アルコール手指消毒薬の使用量を監視する。 Ⅱ

 e	 擦式アルコール手指消毒薬は1回あたり乾燥に15秒以上かかる量が必要である。ⅠB

 f	 患者の処置，診察の前後で手指衛生を行う。ⅠB

　標準予防策としての手指衛生はすでに述べられている（「手指衛生」〔11頁〕を参照
のこと）。手指衛生は水による手指衛生と擦式アルコール手指消毒薬の使用の両方を含
むものとする。手指消毒は皮膚表面の通過菌の除去には有効であるが皮膚常在菌を除去
あるいは無菌化することはできない。このため手指衛生の水準や有効性を維持するには
客観的な観察や数値化，処置ごとの手指衛生実施回数とその有効性などが評価され報告
されている。
①日常的手指衛生（social�handwashing）
　日常生活上の行動に伴った手指衛生で，石けんと流水によって汚れや有機物，皮膚通
過菌を除去する。
②衛生的手指衛生（hygienic�handwashing）
　主に医療行為の前に行う手指衛生で，石けんと流水による手指衛生が基本であるが，
必要に応じて消毒薬を使用する。処置や医療行為の前後でアルコールをベースとした擦
式アルコール手指消毒薬を使用する。
　手指衛生は，皮膚通過菌の除去することを目的とした衛生的手指衛生と，通過菌の除
去のみならず常在菌も可能なかぎり減少させることを目的とした手術時手指衛生とに分
けられる。本項は，衛生的手指衛生を対象とし，手術時手指衛生については，「手術時
手指消毒」（158頁）を参照のこと。
　擦式アルコール手指消毒薬は，石けんと流水による手指衛生と比較して，手指上に生
存する細菌およびウイルスの数をより効果的に減少させることが証明されており，日常
的な手指衛生の基本として，CDCガイドライン1）やCDC隔離予防策ガイドライン2）で
は擦式アルコール手指消毒薬の使用を推奨している。流水による手指衛生を有効とする
研究の多くは，30〜60秒間かけた場合の評価に基づくものであるが，現実を観察する
と医療従事者の手洗いの平均時間は7〜10秒間程度であり，このような短時間手洗いの
効果は疑わしく科学的根拠に乏しいといえる。一方，アルコールは手に付着している細
菌を効果的に確実に減少させることができ，特別な設備も不要であり，ベッドサイドに
て容易に使用することができる。しかし，アルコールには汚染物質を除去する能力はな

解説
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く，肉眼的に汚れた場合，血液あるいはその他の体液で目に見えて汚れているとき，さ
らに，アルコールによる消毒効果が期待できない，芽胞形成性病原体（クロストリディ
オイデス〔クロストリジウム〕・ディフィシルなど）に曝露した場合には石けんと流水
にて手指衛生をする必要がある。
　手指消毒を頻回に行うと，乾燥，ひび割れ，皮膚炎などの皮膚症状が出やすくなる3）。
手に皮膚炎があると，手指消毒を行わなくなる4）ばかりでなく，黄色ブドウ球菌など細
菌が定着しやすくなる5）�〜7）。過度の手洗いにより皮膚炎が生じ，その部位に病原菌が定
着し，院内感染源となった事例も報告されている。感染対策においては手指衛生が非常
に重要ではあるが，手荒れの防止も重要な要素である。消毒薬は手荒れを誘発する場合
があり，頻繁に使用する消毒薬は，手荒れに配慮した製剤であるかを重視して選択する
べきである。衛生的手洗いは抗菌成分を含まない石けんで有効であり，殺菌力の強さの
みを考慮して消毒薬を選択するべきではない。さらに近年市販されている擦式アルコー
ル手指消毒薬には，手荒れ防止用のエモリエント剤が含まれており，手荒れの問題も改
善されている。アルコールは蒸発しやすく，持続効果は望めないが，クロルヘキシジン
や第四級アンモニウム塩などは皮膚に吸着されやすく持続効果を示す8），9）ことから，こ
れらを配合した製品も市販されている。石けんと流水による手指衛生後のアルコール手
指消毒，あるいはその逆のアルコール手指消毒後の手洗いなどは手荒れの原因になるの
で，そのような手指衛生の手順は避けるべきである。

2 環境の消毒
 a	 モップなどの清掃用具は院内で使用する区画を分け（ゾーニング）適宜交換し使用する。 Ⅱ

 b	 壁や天井などの非接触環境表面の日常清掃には消毒薬を使用する必要はない。 Ⅱ

 c	 病室や患者療養環境の清掃にはオフロケーション方式での清掃が望ましい。 Ⅱ

 d	 湿式清掃には綿モップよりマイクロファイバーモップのほうが清浄効果が高い。 Ⅱ

 e	 ノンクルティカル表面を消毒する場合には，高水準消毒薬を使用してはいけない。 Ⅱ

 f	 患者ケア領域で日常的に消毒薬噴霧を行わない。 Ⅱ

 g	 患者病室のホルマリン燻蒸は行わない。 Ⅱ

 h	 多剤耐性アシネトバクター・バウマニやクロストリディオイデス（クロストリジウム）・ディ
フィシルなどのアウトブレイク時には，患者退室後の病室に対して積極的な環境消毒（蒸気化
過酸化水素や過酢酸による燻蒸消毒，短波長紫外線照射など）を実施することがある。 未解決

①日常の環境衛生管理
　感染対策において，患者環境の衛生管理は，床・壁などの患者や医療従事者が接触す
ることのない部分とベッド柵，ドアノブなど頻繁に接触する部分に分けて考える必要が
ある。
　床，壁などの表面は通常微生物汚染があるものの，これらの環境表面が患者や医療従
事者への感染に関与することはまれであり，これらの環境表面の日常的な消毒，滅菌は
必要ない10）。これら環境表面は定期的に清掃すること，ならびに付着した汚物をただち
に清掃することが重要である。汚れの内容が不明な場合や多剤耐性菌による汚染の恐れ

解説
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がある場合はアメリカ合衆国環境保護局（Environment�Protection�Agency：EPA）が
承認している消毒薬入り洗浄剤で清掃する必要がある11），12）。
　従来の1モップ2バケツ方式ではなく，使用後のモップをその場ではずして，すでに
洗浄された新しいモップに次々と交換しながら清掃作業を進めていくオフロケーション
方式での床清掃が望ましい。使用後のモップは，バケツなどにまとめて持ちかえり，専
用の洗濯機（85℃10分）で洗浄，消毒と乾燥を行い，保管する13）。
　散布や噴霧の方法により消毒薬を広範囲の環境表面に用いることには，作業者に対す
る毒性の問題がある。また，噴霧は消毒薬と環境表面の十分な接触を確保することが不
確実である。特にホルマリンには発癌性があり，ホルマリン燻蒸は行うべきではな
い14）。また，モップや布であっても高水準消毒薬は毒性や刺激性を伴うため，環境表面
に適用してはならない11）。
②病院の環境汚染時，アウトブレイク時に勘案しうる環境消毒
　MRSAやVREなど抗菌薬の多剤耐性菌を排菌している患者の病室においても，頻繁
に接触する環境表面の低水準消毒薬もしくはアルコールを用いた入念な清拭と清掃など
が国内では一般的である。MDRPやVREなどは感染症の際に有効な抗菌薬選択肢に乏
しく環境からの除菌にも労力を要する。このような微生物の環境汚染リスクが高い場
合，環境の汚染と環境を介した伝播を抑止する目的で，前述の清掃や消毒以外に，特別
な環境消毒方策も考慮される（「MRSA，VRE，MDRPなどの排菌患者が入室している領
域における環境の清掃と消毒」〔237頁〕を参照）。国外では蒸気化過酸化水素や短波長紫
外線照射による病院環境（病室内，ICU室内など）の殺菌や消毒が試みられている15），16）。
MRSA，抗菌薬耐性菌，クロストリジウムその他の微生物に対する殺菌効果の有効性が
近年報告されており，このような消毒対策方法の有効性について国内での評価も必要と
考えられる17）（「環境表面・給湯・空調等の整備」の項〔232頁〕も参照のこと）。

3 医療材料・器材と消毒水準別の消毒薬と使用上の注意点（表2）

 a	 器具・器材は，使用目的の感染リスクに応じて処理をする。ⅠB

 b	 消毒においては熱消毒が第一選択で，熱消毒が行えない場合に消毒薬を適応する。ⅠB

 c	 消毒に先立ち，洗浄によって可能なかぎり汚れや微生物を除去することで消毒精度が向上する。ⅠB

 d	 消毒に際しては，対象微生物の殺滅が可能か否かを検討し，対象物の材質への影響を考慮する。
ⅠB

 e	 消毒薬の適応，希釈濃度などに誤りがないか確認する。 Ⅱ

 f	 消毒薬の希釈は，原則として精製水の使用が望ましく，滅菌精製水を用いるのが最良である。ⅠB

 g	 接触時間が長ければ長いほど消毒効果が得られるわけではない。ⅠB

 h	 薬剤師は消毒薬の使用に関し，適正な管理下での取り扱いが行えるよう指導・助言を行う。 Ⅱ

　高水準消毒薬は大量の芽胞を除いた，すべての微生物を殺滅する消毒である。中水準
消毒は芽胞以外のすべての微生物を殺滅し，低水準消毒では消毒薬によって殺滅できな
い（消毒無効な）微生物（結核菌，芽胞，B型肝炎ウイルス等）が存在する。

解説
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　多くの消毒薬には接触時間が必要であり，血液などの有機物の混在で効果が減弱す
る。保存期間，温度などにより効果が低下する。臭気や着色，また生体毒性などがあ
り，皮膚，呼吸器，中枢神経系などにアレルギー反応をはじめほかの障害を示す薬剤が
ある。金属腐食作用，環境に影響を及ぼす薬剤がある。消毒効果に乏しい微生物が存在
する。
　消毒薬の特性，毒性などについての知識不足は不十分な消毒効果や医療事故につなが
る。実際，消毒薬の使用では，誤った取り扱いがなされていることが少なくない。ま
た，消毒薬の選択毒性は低く，その副作用は適応される側だけでなく，取扱者にも生じ
る18），19）。
　薬剤師が病棟などで消毒薬を取り扱う医療スタッフに対し，消毒薬の特性や毒性，適
正な取り扱いなどについて説明し，事故防止についての意識を高めることはリスクマ
ネージメントの観点からも重要である20）。
　消毒法には消毒薬を用いる化学的消毒法と，湿熱や紫外線を用いる物理的消毒法があ
る。熱消毒は，消毒薬に比較し効果が確実で残留性がない12）。滅菌や加熱消毒など，ほ
かの手段を用いることができない生体や環境，および耐熱性のない器材の消毒において
は消毒薬を用いる。
　血液など有機物で汚染されているものを消毒すると消毒薬は効力が減弱する。また，

表2　器具・器材の処理方法
器材の分類 使用部位・用途など 具体例 処理方法

クリティカル 無菌の組織や血管系に
挿入する

手術用器機，インプラン
ト器材，針，歯内療法器
具（リーマー，ファイル
など）

洗浄後，滅菌

セミクリティカル 粘膜または創のある皮
膚と接触するもの

軟性内視鏡本体，喉頭
鏡，蘇生バッグ，眼圧
計，麻酔用具，呼吸器系
に接触する用具など

洗浄後，高水準消毒
（耐熱・耐湿性のものは熱
水消毒を第一選択とする）

体温計（口腔） 中水準消毒

ノンクリティカル 傷のない正常な皮膚に
接触

血圧計のカフ，聴診器，
便座，浴槽，洗面器など

洗浄・乾燥
（洗えないものは，低水準
消毒か，消毒面積が狭いも
のはアルコールによる清拭
清掃）

消毒が求められるノン
クリティカル器材

便座，尿器などの排泄介
助用器具

ベッドパンウォッシャーを
使った熱水消毒，または中
水準消毒への浸漬

頻繁に手が触れる環境 ベッド柵，オーバーテー
ブル，ドアノブ，PCキー
ボード，医療器機モニ
ター表面など

低水準消毒による清拭清掃

皮膚に触れない環境表
面

床・壁など 日常清掃

（文献1）を改変）
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消毒薬の蛋白凝固作用により血液などが凝固してしまうと消毒薬が浸透しなくなるた
め，消毒効果が十分に発揮されない。したがって，消毒薬による消毒法では事前の洗浄
が重要となる2），21）。
　消毒効果が得られるものには医薬品のみでなく，医薬部外品，雑品にも該当する。医
薬品，医薬部外品は薬事法の承認を受ける必要があり，効果も確実なものとなる。一方
で除菌を目的とした製品として，薬事法の承認を受けていない雑品も多くある。同じ目
的で使用できる医薬品がある場合には，消毒効果の確実性などを考慮し，医薬品を優先
することが望ましい。ただし，すべての場合において雑品が不適ということではなく，
実際には効果，経済性等考慮したうえで適宜採用を分けるとともに一元管理する。雑品
の採用にはEPAの承認を受けた成分を考慮するとよい。なお，主成分以外の添加物に
おいて消毒効果を期待する成分を含有するものもあるため注意が必要である。
　Spauldingによると，消毒薬は効力の水準によって高水準，中水準，低水準に分類で
き，水準に応じて抗微生物スペクトルが異なる。概して，強力な消毒薬ほど生体毒性が
強い傾向がある。使用濃度が低ければ殺菌効果が期待できず，濃すぎれば一般に殺菌効
果が強くなるが副作用の発生が起こりうる。
　消毒薬のなかには，金属，樹脂などを腐食や変質，変色させるものがあるので，対象
物に悪影響を及ぼしにくい消毒薬を選択する。また，調製に使用する器材への影響も考
慮する。例えば，過酢酸，次亜塩素酸ナトリウム，ポビドンヨードは金属腐食性が強い
消毒薬となる22）。一方，クロルヘキシジン，ベンザルコニウム塩化物，両面界面活性剤，
フタラール，グルタラールは金属腐食性の弱い消毒薬である。腐食性の弱い消毒薬で
あっても，錆びやすい材質の機器に対して，長時間にわたる消毒薬浸漬を行うことは避
ける。
　消毒の主な方法には，浸漬法，清拭法，散布法，潅流法がある。どの方法で消毒すべ
きかについては，消毒効果や経済性とともに，使用者側や患者側への副作用対策にも配
慮して選択する。一つの消毒薬が複数の適応をもち，その適応により異なる濃度が定め
られているものもある。また，対象が生体，非生体どちらにもなりうるものもある。し
たがって，消毒薬の適応方法，濃度管理には十分な注意が必要である。
　用途ごとに消毒薬を採用すると，ときに適応が重複することがある。また，消毒薬の
選択法は，同一病院内であっても病棟間などで異なることが多い。院内でのマニュアル
を作成するなどし，適応を明確にしておくことで誤った使用を未然に防ぐことが可能と
なる。
　希釈に用いる水が水道水などで硬水の場合，例えばクロルヘキシジン製剤などでは成
分が沈殿して効力が低下するため，このような場合には精製水を用いて希釈する。低水
準消毒薬は微生物汚染を受ける場合があるため，滅菌精製水を用いて希釈する。
　微生物と接触して瞬間的に殺菌できる消毒薬はなく，一定の接触時間が必要となる。
ポビドンヨードでは，抗菌力が発現するまで15秒〜2分間かかる23），24）。ただし，効果発
現時間を超えての大量のポビドンヨードの接触は化学熱傷を起こし，逆に乾燥する程度
の量であれば効果がなくなる。したがって，十分な消毒効果と副作用回避のためには適
量の消毒薬の使用と接触時間が重要となる。
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4 消毒方法の実際
　浸漬法，清拭法，散布法，潅流法などがある。表3を参照のこと。

5 一類，二類感染症診療時の消毒
　一類感染症の国内発生は認められていないが，グローバル化の進んだ世情や渡航者が増加して
いることより，感染対策を講じる必要がある。表4にその概要をまとめた。なお，エボラウイル
ス病に対する消毒対応は本ガイドラインの「エボラウイルス病」の項（93頁）も参照のこと。

滅菌
1 滅菌

 a	 滅菌のモニタリング（器械的，化学的，生物学的）を行う。ⅠB

 b	 滅菌する医療器材が高熱，蒸気，高圧，高湿度などで劣化しないかぎり高圧蒸気法が望ましい。ⅠA

 c	 高熱や蒸気で劣化する器材をクリティカルな処置に再使用する場合は低温滅菌法（エチレンオ
キサイド，ガスプラズマなど）を行う。ⅠA

 d	 滅菌後の器材に使用した滅菌機の滅菌番号，サイクル，load番号，滅菌日，可能なかぎり滅菌
期限日もラベルする。ⅠB

 e	 払出後に滅菌保証の破綻が発見された場合は，速やかにリコールが行われなければならない。
ⅠB

　滅菌は芽胞を含むすべての微生物を除去する方法や行程を意味し，確率的な概念であ
る。国際的に認められた無菌性保障レベル（sterility�assurance� level：SAL）として10－6

を定めた場合，滅菌工程終了後の医療器具に一個の微生物が生存する確率が10－6とな
る13）。
　主な滅菌法には，加熱法（高圧蒸気滅菌，乾熱滅菌），照射法（放射線法，高周波法），
ガス法（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，ホルムアルデヒド
ガス法，過酸化水素蒸気滅菌）がある。表5を参照のこと。
　滅菌精度が保証されるには，温度，湿度，圧力，作用時間などがインジケーター（計

3

解説

表3　器具・器材の消毒方法と注意点
方法 注意点

浸漬法 消毒薬に器具・器材を浸漬して，薬液と接触
させる方法。

浸漬が不十分な場合や気泡の混入で消毒が不
完全になる。

清拭法 消毒薬をガーゼ，布などに浸透させて，環境
表面を清拭する方法。

消毒薬が充分量浸透していない場合に消毒が
不完全になる。

散布法 消毒薬をスプレー式の道具を用いて散布する
方法。隙間など清拭の困難な場所に用いる。

作業に際し，ゴーグル，マスク，フェイス
シールドなどPPEを装着し曝露防止を図る。

潅流法 内腔構造を有する器具に消毒薬を潅流して消
毒する方法。

まず内腔をブラッシングして汚れを落とすこ
ととし，腔内に気泡が残らないようにする。
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器など）で正確に記録され，かつ計器が定期的に点検されていることが必要である。滅
菌の確認には少なくとも週に1回以上の生物学的インジケーター（Bowie�Dickテスト
など）の使用と点検が必要である。
　工程のなかで一つでも不良があれば既滅菌物のリリースは行わず，滅菌回の既滅菌物
をリコールする。生物学インジケーターの異常が確認された場合は，原則，直近の生物
学インジケーター陰性回以降の既滅菌物を回収する必要がある。
　その他，「手術器械の洗浄，滅菌，保管」（163頁）を参照のこと。

表4　一類，二類感染症診療時の消毒
一類感染症 消毒の要点 消毒方法

エボラウイルス症
マールブルグ病

クリミア・コンゴ出血熱
ラッサ熱
南米出血熱

患者（あるいは疑似症者）の血液，
排泄物，喀痰，飛沫，分泌液，さら
にそれらが接触・付着した可能性の
ある場所を消毒する。

・	80℃・10分の熱水
・	抗ウイルス作用を有する消毒液
0.05〜0.5％（500〜5,000 ppm）
次亜塩素酸ナトリウムで拭清あるい
は30分浸漬
70％アルコール，消毒用エタノー
ルで清拭あるいは30分浸漬

ペスト
肺ペストは飛沫感染だが，患者が使
用または接触した部位，環境の消毒
を行う。

・	80℃・10分の熱水
・	消毒薬
0.1％第4級アンモニウム塩や両性
界面活性剤に30分浸漬
0.2％第4級アンモニウム塩や両性
界面活性剤で清拭
0.01〜0.1％（100〜1,000 ppm）
次亜塩素酸ナトリウムで清拭あるい
は30分浸漬

痘そう（天然痘） 患者環境の消毒を行う。 エボラウイルス病と同様

二類感染症 消毒の要点 消毒方法

結核 濾過装置（滅菌用フィルタ）を用い
て微生物を除去する方法。

エボラウイルス病と同様

鳥インフルエンザ
（H5N1） 主な感染経路は飛沫だが，患者（あ

るいは疑似症者）の血液，排泄物，
喀痰，飛沫，分泌液，さらにそれら
が接触・付着した可能性のある場所
を消毒する。

重症呼吸器症候群
（SARSコロナウイルス）

中東呼吸器症候群
（MERSコロナウイルス）

急性灰白膜炎
（ポリオ）

患者の糞便で汚染された可能性のあ
る部位を消毒する。

ジフテリア
飛沫感染であるが，患者が用いた物
品や患者環境を消毒する。皮膚ジフ
テリアは除く。

ペストと同様

（文献1）を改変）
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表5　器具・器材の滅菌方法
滅菌法 環境 適応 適応外 備考

高圧蒸気滅菌
（オートクレー
ブ）

一定の温度と圧力の飽和水蒸気
で加熱することにより微生物の
蛋白質を変性させて殺滅する。

・鋼製小物
・繊維製品
・ガラス製品
・	プラスチック
（一部）
・	ゴム製品（一
部）

・液体

・耐熱性がないもの
・耐水性がないもの
・	無水油（ヒマシ油，
油製品	等）
・粉末 ─

酸化エチレン
ガス（EOG）
滅菌

酸化エチレンガスによって，微
生物の生命活動に不可欠な細胞
蛋白質や核酸酵素分子をアルキ
ル化することにより殺滅する。

・プラスチック
・ゴム製品
・	複雑な構造の
光学器械

・	55℃程度に耐え
られないもの

・液体

・	残留毒性があり，
エアレーションが
必要
・	作用環境に関する
規制あり

過酸化水素低
温ガスプラズ
マ滅菌

高減圧下の過酸化水素に高周波
を放射して生じた高エネルギー
のプラズマから発生したフリー
ラジカルが微生物を殺滅する方
法。

・鋼製小物
・光学器械
・電子機器
・プラスチック
・ゴム製品

・	プラズマが吸着す
る液体，粉末，セ
ルロース（紙，リ
ネン，ガーゼ，木
綿	等）
・	高真空に耐えられ
ないもの

・	専用の包装材が必
要
・	細い管腔状の被滅
菌物には専用のア
ダプタが必要

濾過滅菌 濾過装置（滅菌用フィルタ）を
用いて微生物を除去する方法。

・	液体（輸液，滅
菌水	等）

・気体
・	可溶性で熱に
不安定な物質
を含む培地	等

使用するフィルタを
通過する微生物が存
在するもの

・	用途にあった滅菌
用フィルタの選定
が必要

乾熱滅菌 乾熱空気中で加熱することによ
り微生物を殺滅する方法。

・ガラス製品
・繊維製品
・鋼製小物
・鉱油，油脂	等
・	乾燥高温に耐
えるもの

・ゴム製品
・耐熱性のないもの

・	エンドトキシンを
不活化できる
・	湿熱よりも物質へ
の浸透が悪く，高
温，長時間を要す
る

化学的滅菌剤
による滅菌

化学的滅菌剤
により微生物
を殺滅する方
法。

〈過酢酸〉
酸化作用により
微生物を殺滅す
る方法。

・軟性内視鏡
・鋼製小物
・	その他医療器
械

・天然ゴム
・生ゴム
・	鉄，銅，真鍮，亜
鉛鋼板，炭素銅

・	試験紙での濃度
チェックが必要
・	材質適合性の確認
が必要

〈グルタラール〉
菌体蛋白をアル
キル化すること
により微生物を
殺滅する方法。

・内視鏡
・鋼製小物
・	その他医療器
械

炭素銅の24時間以
上の湿潤

・残留毒性に注意
・	試験紙での濃度
チェックが必要
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薬剤の衛生管理
　医薬品は，その製造過程では「医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準（Good�Manufac-
turing�Practices：GMP）」，流通過程では「医薬品の供給における品質管理と安全管理に関する
実践規範（Japanese�Good�Supplying�Practice：JGSP）」が遵守されることで，厳格な品質管理
が行われている。
　しかし，医療現場における調剤後，患者に投薬されるまでの過程での品質管理および衛生管理
については，明確なガイダンスはなく，各施設での取り組みに任せられている現状である。医薬
品の品質管理・衛生管理については「患者に投与されるまで」徹底されるべきものであり，本項
では，医薬品（薬剤）の衛生管理について勧告を行うこととする。
　基本的に，すべての調剤時，調剤者は流水による手洗いまたは擦式アルコール消毒剤による手
指衛生を行い，調剤場所は適切な消毒薬を用いて清潔に保たれていることを前提とする。

1 TPN・PPN製剤の衛生管理

 a	 高カロリー輸液にアルブミン製剤を加えない。ⅠB

 b	 高カロリー輸液には，脂肪乳剤を加えないほうがよい。 Ⅱ

 c	 一般的な患者全般に，感染予防のために抗凝固薬をルーチンに使用してはならない。ⅠB

 d	 ヘパリン混注輸液が無菌環境下で調製されていない場合には，感染予防目的には使用しないほ
うがよい。 Ⅱ

 e	 高カロリー輸液製剤は，混合後24時間以内を目安にすべて投与されるように計画する。 Ⅱ

 f	 高カロリー輸液製剤は，保存を要する場合には無菌環境下で調製し，冷蔵庫保存とする。 Ⅱ

 g	 末梢静脈栄養用のアミノ酸加総合糖電解質製剤は，無菌的環境下以外での他剤の混注はできる
かぎり避ける。 Ⅱ

　TPN製剤にアルブミンを加えると，真菌と細菌の生育能力が高まる1）。脂肪乳剤が汚
染した場合には細菌および真菌が急速に増殖する。4℃で保存した場合には微生物の増
殖は抑制されるが，室温に戻すとすぐに増殖が始まる（なかには4℃でも増殖可能な細
菌もある）2），3）。
　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，留置期間が2週間程度の
短期間用カテーテルの場合には推奨される4）�〜6）。3単位�/mLの輸液内混注，6〜12時間
ごとにフラッシュ溶液として5,000単位を投与する，あるいは2,500単位の低分子ヘパリ
ンを1回�/日皮下注する，これらの方法はいずれも血栓形成を低下させることができる。
しかし，感染予防効果の有効性は示されていない。別の試験では，ヘパリンの持続注入
によりCR-BSIの発生率を低下させることができた7）。他方，ヘパリンの混注は，薬剤
の調製が無菌環境下でなければ感染の危険性を高める懸念がある。
　病棟で高カロリー輸液用総合ビタミン剤を混合せずに調製した場合には，混合後24
時間程度を目安にすべて投与されるように計画する。その際，保存を要する場合には投

Ⅴ
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与完了までの時間を逆算して冷蔵庫保存とする（日本薬局方製剤法に従い，凍結保存は
避ける）。TPNを調製した液に高カロリー輸液用総合ビタミン剤を混合した場合には，
時間とともにビタミンB1が分解するので8），投与までの時間が長くなる場合には廃棄す
る。ただし，薬剤部で無菌環境下に亜硫酸塩を含有しない製剤に高カロリー輸液用総合
ビタミン剤を混合した場合には，酸素を遮断する方法をとれば14日間の室温保存が可
能である9）。
　末梢静脈栄養用のアミノ酸加総合糖電解質製剤は，栄養価が高く，pHが中性でかつ
TPN製剤に比較し浸透圧が低い。この特性は，微生物の増殖に適していることから，
混注時のわずかな微生物混入が菌血症をきたすリスクとなる。とりわけBacillus属のよ
うな芽胞形成菌は，アルコール耐性で，混注時の混入を完全に防ぐことは困難である。
実際，複数の施設で末梢静脈栄養用のアミノ酸加総合糖電解質製剤に起因したBacillus 
cereus菌血症の発生事例10），11）が報告されている。

2 注射薬の衛生管理
 a	 原則，調製後の輸液は作り置きをしない。 Ⅱ

 b	 注射剤のゴム栓部表面の消毒には消毒用アルコール綿を用いて表面を擦り取る。 Ⅱ

 c	 単回容量や単回使用バイアル製剤の分割使用はすべきでない。ⅠA

 d	 マルチドーズバイアル製剤の共用は避ける。 Ⅱ

 e	 使用する薬剤はプレフィルドタイプを用いたほうがよい。 Ⅱ

　グラム陰性桿菌であるPseudomonas aeruginosaやBurkholderia cepacia，Serratia 
marcescensなどは，生理食塩液や5％ブドウ糖液，リンゲル液中であっても増殖を示す。
その増殖は緩徐であり，6時間以内であれば無視できる12）�〜17）とされるが，この条件で
の混注を認容するものではない。投与完了までに要する時間やミキシング環境などを考
慮すると，輸液は投与直前に混注し，作り置きをしないことが最良となる。
　輸液のゴム栓挿入部へ細菌が付着すると，その後の注射針の挿入とともに輸液内に細
菌が混入する。アルコールは微生物（芽胞を除く）の汚染を受けず速効性があるため，
アンプルの頸部やゴム栓部位の消毒に適している。
　単回容量や単回使用バイアル製剤は，製剤の安定性だけでなく微生物汚染のリスクも
考慮する。実際，これらの製剤を分割使用したために感染が生じた報告もある18）。
　マルチドーズバイアルには保存剤が添加されているが，繰り返しの使用中の無菌状態
を保証するものではない。無菌状態の破綻あるいはその疑いがある場合はただちに廃棄
する18）。また，複数患者に使用せず，個人専用とすることで，感染症伝播の危険が縮小
される。ただし，インスリン製剤については分割使用による感染例の報告がない。
　汚染のリスクを減らす工夫として，プレフィルドシリンジを使用することで，調製時
の操作を少なくすることがあげられる19）。

解説
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3 病棟における薬剤混合法

 a	 薬剤師は薬液混合法，調製場所の選択・清潔管理に関して指導・助言する。 Ⅱ

 b	 病棟での混合薬剤数は極力少なくする。ⅠB

 c	 混合場所は専用スペースで行う21）。 Ⅱ

 d	 無菌設備を設置するほうがよい。 Ⅱ

 e	 作業面の消毒は十分量の消毒用エタノールなどを使用するほうがよい。 Ⅱ

 f	 紫外線殺菌灯や空気清浄機の有効性は不明であるので使わないほうがよい。 Ⅱ

 g	 薬剤の混合にあたっては，その作業に専念できるように係を決めるほうがよい。 Ⅱ

 h	 混合操作時はサージカルマスクを着用し，手指衛生の後に非滅菌手袋を着用して作業を行う。 Ⅱ

　高カロリー輸液をはじめとする注射薬は，欧米ではガイドラインに基づき，管理区域
内で薬剤部の管理下により無菌的に混合されている。一方，わが国では，中心静脈から
投与する注射薬の混合においても，その多くは病棟内で行われている22）。このことは，
無菌的な環境が保たれていない状況で，主として看護師によってTPNをはじめとする
注射薬が混合されていることを意味する。
　注射薬が病棟で混合されることによって起こるCR-BSIの発生頻度，あるいは薬剤混
合の汚染に関するわが国の疫学調査は少ない。ナースステーションでの薬剤混合は，適
切に行われるならば，汚染頻度は無菌的環境で行う場合と変わらないという報告もある
が23），それ以外は，注射薬を非無菌的に病棟などで混合した場合には汚染頻度が高いと
する報告が多い24），25）。
　病棟における薬剤取り扱い時の汚染には，注射薬調製時の汚染のほかに，注射薬の混
合時や側管からの注入時の汚染，ルート接続時の汚染がある。病棟内での注射薬の混合
は混合薬剤数に応じて，汚染頻度が高くなる26），27）。その原因として，注射薬の混合を
行う環境の汚染，実施者の手指の汚染がある。病棟で看護師が輸液セットを接続する際
にも同様の問題がある。患者に接触する機会の多い看護師の手指には，S. aureusなど
のStaphylococcus�spp.，Serratia�spp.やKlebsiella�spp.などが，また，鼻腔からはStaph-
ylococcus�spp.，Corynebacterium�spp.やStreptococcus�spp.などが分離されている28）�〜30）。
また，MRSAの鼻腔内保菌率は，病棟間で格差はあるものの，他職種に比べて看護師
では26.8％〜37.6％と高いことが報告されている31）。したがって，看護師が注射薬の混
合あるいは輸液セットの接続をする場合には，速乾性消毒薬による手指消毒と手袋の使
用によって手指からの汚染を防止する必要がある32）。
　注射薬の混合場所は，専用の独立した部屋とし，汚染区域と交差しない場所に設置す
る。空調は清潔区域専用に設置し，水平あるいは垂直式クリーンベンチ（ISO14644-1
クラス5）を設置することが望まれる33）。調製量が多い場合には，作業効率を考慮して
水平式クリーンベンチを設置する。専用の空調やクリーンベンチを設置できない場合に
は，作業場所を清潔に保つための対策が必要である。換気や室温調節が可能であり，調
製した薬剤を保管するための冷蔵庫，戸棚を備える。手洗い用の流水には，手で操作が
不要の自動感知式かペダル式を採用する。手指用空気乾燥機は種類によっては室内空気
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を温風化するだけのものがあり，その有効性は不明である。
　独立した調製室がない場合には，病棟内で器具の保管（清潔な器具）や清潔操作を行
う専用スペースを決め，使用後の器材や汚染した医療従事者と交差しないように配置す
る。室内を定期的に清掃し，適切な薬剤を使用して床を清拭することが提唱されている
が34），有効性に関する科学的根拠は示されていない。
　注射薬の混合作業は，病棟内の処置室で作業用ワゴンなどを使用して実施している施
設が多い。注射薬セット用ワゴンの汚染調査では，コアグラーゼ陰性ブドウ球菌（coag-
ulase�negative�staphylococci：CNS）やMRSA，Enterococcus属菌などの細菌が分離さ
れており，定期的な消毒が必要であることが指摘されている35）。注射薬の混合を行う作
業面（薬剤混合カウンター，ワゴンなど）は，作業前に薬液（消毒用エタノールなど）
による消毒を行う。このため，作業面には消毒薬の使用によって表面が傷つかない材質
を使用する。患者の皮膚や体液に接触する看護ケアの後には，手指が汚染されて微生物
が付着する危険性が高い。薬剤の混合や輸液セットの接続は，同一の看護師が，一定の
時間帯をその業務に専念して行い，患者への看護・処置と並行して業務を行わないよう
にする。また，静脈注射の薬剤を混合するために使用する輸液調製台は専用とし，汚染
する可能性のある器具と区別する。また，ベッドサイドでの混合は可能な限り避ける。

4 内服薬の衛生管理

 a	 患者側の特別な理由がないかぎり，錠剤・カプセル剤はピロー包装・PTP包装から取り出した
形での調剤および与薬はできるかぎり避けるべきである。 Ⅱ

 b	 内服薬の経管投与時は，錠剤粉砕時や脱カプセル時のリスクを回避する点からも，簡易懸濁法
が推奨される。 Ⅱ

 c	 散剤・水剤については，可能なかぎり1回量包装された製品を用いる。 Ⅱ

 d	 大包装の散剤・水剤は開封後，温度・湿度・光を適切に管理したうえで，適切な期間をもって
廃棄し新しいものを使用する。 Ⅱ

 e	 水剤・シロップ剤の希釈を行う場合，希釈後の浸透圧の低下による微生物繁殖予防のため，単
シロップを用いることが望ましい（一部製剤は常水を用いる）。 Ⅱ

 f	 希釈後の水剤・シロップ剤は冷蔵庫保存とし，使用期限は一般的に7日間までとする。 Ⅱ

 g	 調剤スペースの流し台は定期的に清掃を行い，清潔を保持する。 Ⅱ

　錠剤・カプセル剤のPTP包装およびピロー包装は薬剤の光や湿度による変性を防止
するのみならず，外部からの汚染を防止する役割も果たす36），37）。一包化等，包装から
取り出した状態で調剤・与薬を行う際は汚染リスクがあることを十分に認識する。同様
に，錠剤の粉砕やカプセル剤の脱カプセルも含量の低下や調剤者自身の曝露に加え，や
はり汚染リスクが付随することが報告されている38）。経管投与時には不必要な粉砕や脱
カプセルを避け，簡易懸濁法を利用することが推奨される。
　散剤の分包や水剤・シロップ剤の小分けにおいても汚染リスクは否定できず，可能な
かぎり個包装製剤を用いる39），40）。また，開封後の安定性や汚染リスクを考慮し，適切
な管理下で適切な期間をもって廃棄するべきである。米国薬局方（US�Pharmacopeial�
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Convention：USP）では内用水剤については使用開始後14日を超えて使用しないこと
が推奨されている41）。
　調剤スペースの清潔確保は重要である。特に流し台については，セラチアや緑膿菌等
の繁殖する可能性がある。調剤指針では流しに関しては1日の業務終了後洗浄を行い，
清潔を保つことが推奨されている。

5 外用薬の衛生管理

 a	 運用上可能なかぎり小包装のものを用い，開封後長期に使用することを防ぐ。ⅠB

 b	 軟膏・クリーム剤等の混合に用いる器具は清潔に管理する。 Ⅱ

 c	 小分け・混合等を行った外用剤の外容器には，薬剤名および使用期限のラベルを貼ることが望
ましい。 Ⅱ

 d	 処置時等に使用する際も，複数患者に同一薬剤の共用を行わない。 Ⅱ

 e	 開封後は容器に開封日を記載し，適切な期間で廃棄する。 Ⅱ

 f	 点眼薬の保管は直射日光を避け，なるべく涼しいところとし（冷暗所指示があるものについて
は冷蔵庫保存），一部の薬剤を除き開封後28日を超えて使用してはならない。ⅠB

 g	 点眼薬の小分けや調製は，無菌調製環境下にて，滅菌済容器を用いて行う。 Ⅱ

　軟膏・クリームや外用液剤および点眼薬等の外用薬は，その性質上複数回使用をする
ことが多い。しかし長期連用に伴い汚染や細菌の増殖等が起こることが報告されてお
り42），運用上可能なかぎり小包装のものを使用するべきである。
　同一薬剤を複数患者に対し使用することも，感染の伝播リスクを伴うという報告があ
る。薬剤の共用は避けるべきである。
　外用剤は小分けや混合等を行うことが多いが，調製後の外容器には，汚染リスクの管
理上，使用開始後の使用期限を表示するラベルを貼付することが望ましい43）。
　点眼薬は無菌製剤であり，小分けに際しても無菌調製環境下にて行うべきである44）。
　外用剤全般に関し，開封後の使用期限は適切に管理されるべきである41）。

6 薬剤の保存管理方法

 a	 薬剤保管庫内を整理し在庫を最小限にする。 Ⅱ

 b	 薬剤保管庫内の温度，湿度管理を徹底する。 Ⅱ

 c	 吸入薬の多回投与用バイアルの保存方法はメーカーの推奨に従う。 Ⅱ

 d	 高カロリー輸液製剤は無菌環境にて調製した場合であっても冷蔵庫に保管する。 Ⅱ

 e	 次亜塩素酸ナトリウムは希釈後の保存は行わない。 Ⅱ

 f	 消毒薬は開封後使用期限を設定する。 Ⅱ

 g	 複数回使用を行うバイアル製剤は開封後使用期限を遵守する。 Ⅱ
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　薬剤の保管は，その保管期間が長期になればなるほど微生物汚染のリスクが上昇する
ため，在庫は最小限にすることが肝要である。薬剤の在庫と期限の管理は，月1回以上
実施することが望ましい。そして，薬剤保管庫は温度，湿度を管理して清潔な環境を保
つことで微生物汚染を避けることも重要である43），44）。温度管理は特に重要で，1日1回
以上確認し，記録をつけるべきである。また，保管場所の衛生確保と薬剤の誤使用防止
のため，薬剤保管庫に職員の私物等薬剤以外のものを置いてはならない。
　吸入薬は開封後慣習的に冷所保存していることが多く，さらに調製後の薬剤は冷所保
存が望ましいとする報告もある45）。しかし，防腐剤含有吸入薬および調製製剤の冷所保
存は，細菌学的に必ずしも適しているわけではない46）。保存方法はメーカーの推奨に従
うことが望ましい47）。
　高カロリー輸液製剤は微生物の良い栄養源であり，微生物汚染のリスクが高い。微生
物が増殖するには，水分，温度，栄養素の3つの条件が必要で，冷蔵庫保存によって増
殖の抑制が期待できる。クリーンベンチ等を用いて無菌的に調製した場合であっても，
微生物汚染リスクの高い高カロリー輸液製剤は，使用前まで冷蔵庫に保管することが望
ましい。
　次亜塩素酸ナトリウムは，揮発性であり濃度低下が生じやすい。次亜塩素酸ナトリウ
ムは，中水準消毒のカテゴリーに入り，結核菌などの抗酸菌，栄養型細菌，ほとんどの
ウイルス，ほとんどの真菌を死滅させることが期待できるが48），1,000 ppmを下回ると
結核菌などの抗酸菌の消毒作用が十分でなくなり49），さらなる濃度低下では一般細菌に
よる微生物汚染が生じる可能性も否定できない。よって，次亜塩素酸ナトリウムは，用
時希釈での使用が原則と考える必要がある。
　消毒薬は開封後の微生物汚染が大きな問題となりうる。しかし，開封後の使用期限に
ついては明確な規定がなく，各施設で判断されている。実際の開封後の微生物汚染や安
定性の程度は，各施設の環境により異なることから，自施設の環境等を考慮して設定す
ることが望まれる50）。
　保存剤含有のマルチドーズバイアルは，複数回使用が可能である。インスリン製剤，
ヘパリン製剤等がこれに該当する。ただし，薬剤ごとに開封後の使用期限の遵守が必要
である。具体的には，インスリン製剤では28日で廃棄することが推奨されており51），
またヘパリン製剤では保存期間は8時間以内とすべき報告がある52），53）。

7 消毒薬の衛生管理

 a	 消毒薬の多くは，抗菌薬と比べてみても，抗微生物作用，毒性のいずれもはるかに強いため，
取り扱いには十分注意し，その管理においてはほかの医薬品や雑品と区別し保管する。 Ⅱ

 b	 消毒薬の保管に際しては，直射日光のあたる場所や高温な場所を避けて保管する。ⅠB

 c	 消毒薬の使用濃度の誤りを防ぐ観点からは，希釈・滅菌済みの製品の使用を優先する。 Ⅱ

 d	 低水準消毒薬では注ぎ足しで使用しない。ⅠB

 e	 使用開始後の消毒薬の期限は，使用方法や安定性，有機物汚染を受けるか否かなどの事象で設
定する。ⅠB
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　消毒薬は全身投与される医薬品とは異なり，安易な使用および取り扱いが可能な環境
にあることが一般的で，患者だけでなく医療従事者にも適用される。一方で，その作用
および毒性は，抗菌薬と比べてみてもはるかに高く，適用を受ける側のみならず取り扱
い者にも副作用が生じる。このような環境下，誤った使用方法や曝露による重大な副作
用報告が散見される54）�〜58）。
　また，消毒薬は直射日光とそれに伴う温度上昇により，分解が促進される。
　したがって，消毒薬はほかの医薬品や雑品と区別，保管し，適正な管理下において使
用することが望ましい。
　消毒薬の濃度の誤りは，効果不十分や重大な副作用を招く59），60）。使用濃度を誤ってし
まう事例の多くは希釈調製の際の誤りに起因している。使用濃度の誤りの防止策とし
て，希釈・滅菌済みの製品の使用が現実的である。
　クロルヘキシジングルコン酸塩，ベンザルコニウム塩化物などの低水準消毒薬を注ぎ
足して使用すると，微生物が生じることがある61）�〜63）。消毒薬はできるかぎり個包装容
器を採用し，容器は使い切りで廃棄すべきである。
　使用開始後の消毒薬の使用期限は，使用方法，有機物汚染を受ける程度，気温，およ
び日光照射の有無などの条件に左右される。表1に使用開始後の消毒薬のおおよその使
用期限と，その使用期限に影響する主な因子を示す64），65）。用時調製を必要としない，希
釈・滅菌済みの低水準消毒薬では，分割投与を行っても微生物汚染を受けにくい。した
がって，理論的には開封後3カ月にわたって分割使用できる66）。ただし，容器注ぎ口や
キャップの内側に手などが無意識に触れ高濃度に汚染する場合もあり注意が必要である。

解説

表1　消毒薬の使用方法と使用期限
消毒薬 使用法 使用期限 使用期限を決める因子

グルタラール

蓋付き浸漬容器
2％，2.25％製品：7〜10日間
3％製品：21〜28日間
3.5％製品：28日間

・経時的な分解
・水による希釈

内視鏡自動洗浄機
2％，2.25％製品：20回
3％製品：40回
3.5％製品：50回

フラタール 内視鏡自動洗浄機 30回 ・水による希釈

過酢酸
蓋付き浸漬容器 7〜9回 ・経時的な分解

・水による希釈内視鏡自動洗浄機 25回

次亜塩素酸ナトリウム 蓋付き浸漬容器 24時間〜14日間 ・有機物による不活性化

アルコール 消毒綿球 7〜17日間 ・揮発による力価低下

ポビドンヨード 消毒綿球
原液：24日間

・経時的な分解
希釈液：24時間

クロルヘキシジングルコン酸塩
ベンザルコニウム塩化物
両面界面活性剤

希釈滅菌済み製品
の分割使用 3カ月間

消毒綿球
24時間 ・微生物汚染

浸漬容器

（尾家重治：消毒・滅菌・感染防止のQ＆A，照林社，p.34より引用）
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8 院内製剤の衛生管理

 a	 衛生管理の観点からは，製品化された製剤の採用をできるかぎり優先する。 Ⅱ

 b	 院内製剤は包装材料や滅菌方法，保管方法，保管場所，使用頻度などの事象に配慮したうえで
使用期限を設定する。 Ⅱ

　院内製剤は，その目的に応じ①調剤の準備を目的とするもの，②患者の治療・診療を
目的とするもの，③医療に用いるが患者の治療・診療目的ではないもの，に大別される67）。
　製品化された製剤においては医薬品の製造および品質に関する規範（GMP）やそれ
に伴うバリデーションにより品質が保証されるのに対し，院内製剤ではこれらの基準に
近づけた調製に留まる。したがって，院内製剤の衛生管理の観点からは，製品化された
製剤の採用をできるかぎり優先することが望ましい。
　院内製剤の多くは力価や安定性によって使用期限が定められている68）。調製には滅菌
行程を要するもの，要しないものがある。品質管理が十分とならないことからも，滅菌
行程を要さない製剤は用時調製し，滅菌行程を要する製剤は包装材料や滅菌方法，保管
方法，保管場所，使用頻度などの事象を条件として使用期限を設定することが重要とな
る69）。例えば一度の調製量を制限し，デッドストックを減らすことで使用期限の短縮が
可能となる。いずれの場合も力価や安定性によって定められた使用期限を超えての設定
は避ける。
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針刺し・切創，皮膚・粘膜曝露

はじめに
　B型肝炎ウイルス（HBV），C型肝炎ウイルス（HCV），およびヒト免疫不全ウイルス（HIV）
は血液や体液が直接ヒトの体内に入ることにより伝播するもので，基本的に血液を介する感染症
として一括した感染対策が必要である。本項で述べる針刺し・切創，皮膚・粘膜曝露対策は，医
療現場で最も多い，患者の血液や体液などで汚染された注射針や医療用器具などによる曝露防止
に関する方法と対策を定め，同時に，エピネット日本版（職業感染制御研究会編）を用いて針刺
し・切創，皮膚・粘膜曝露情報の収集と解析を行うことにより，院内感染防止を図ることを目的
とする。
　EPINetTM（エピネット）は米バージニア大学のJanine�Jaggerにより開発された血液・体液曝
露予防のための情報収集・解析システムである1）。今日，エピネットは世界各国でサーベイラン
スシステムとして普及し，針刺し・切創，皮膚・粘膜曝露に関して集積された情報を基に感染対
策への解析が飛躍的に進んでおり，わが国でもさまざまな施設での血液・体液曝露サーベイラン
スに活用されている2）。

1 針刺し・切創，皮膚・粘膜曝露防止における標準予防策

 a	 使用済の注射針はリキャップせずにそのまま堅固な医療廃棄物容器に廃棄する。ⅠB

 b	 リキャップ不要の安全装置付き注射用器材（安全器材）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洗いをする。ⅠB

 d	 血液や体液などで衣服が汚染する可能性のあるときには，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，口を汚染する可能性のあるときには，マスクやゴーグル，フェ
イスシールドを着用する。ⅠB

 f	 血液や体液などにより汚染した環境表面は，手袋を着用しペーパータオルで拭き取った後に，
消毒を行う。 Ⅱ

 g	 血液や体液などで汚染されたリネンは，非透過性のプラスチック袋または水溶性ランドリーバッ
グに入れ，感染性として処理する。 Ⅱ

　HBV，HCV，HIVの院内感染の予防策は同一である。これらのウイルスの存在に関
係なく，すべての血液や体液などを危険な感染物とみなして標準予防策（11頁を参照）
をとる3）。標準予防策は，1）血液，2）体液，汗を除く分泌物，排泄物，3）損傷してい
る皮膚，4）粘膜，に対して適用する。針刺し・切創などの血液・体液曝露防止のため
に最も注意すべき点は，注射針，メス，その他の鋭利な器具による刺傷・切傷の防止で
ある。特に，使用済み注射針は感染症の有無にかかわらず，原則としてリキャップをし
ないで使用した状態のまま（針の取りはずしなどをせずに），ただちに堅固な医療廃棄

Ⅵ
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物容器に廃棄する4）�〜6）。医療廃棄物容器は使用地点に可能なかぎり近い場所に設置する
かあらかじめ用意して使用する。なお，医療廃棄物容器については，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，安全器材の導入を積極的に進める5）�〜7）。リキャップ不要のさまざまな工夫と
血液・体液曝露防止機能が付いた翼状針，静脈留置針，採血針，注射器などがある。
　血液や体液などに触れる可能性のあるときには手袋を着用する。
　また，血液体液曝露事例が発生した場合の具体的な対応を文章化して周知徹底し，日
頃より職員の感染対策教育を行う8），9）。

針刺し・切創，皮膚・粘膜曝露後の対処
1 曝露直後の洗浄

 a	 針刺し・切創，皮膚・粘膜曝露が起きた場合は，ただちに流水と石けん，粘膜曝露の場合は流
水で十分に洗浄する。可能であれば消毒液で消毒してもよいが，消毒のために洗浄を遅らせて
はならない。ⅠB

　針刺し・切創，皮膚・粘膜曝露が起きた場合は，施行していた医療行為などをただち
に中止し，血液・体液を速やかに除去することが重要である。このため，皮膚に対して
は流水と石けん，粘膜曝露の場合は流水による洗浄を行う。効果は確立されていない
が，可能であれば消毒薬による消毒を行ってもよい。ただし，消毒のために局所の洗浄
を遅らせてはならない。この場合ポビドンヨード（イソジン液）や消毒用エタノール

（76.9〜81.4 v/v％）が適している10），11）。汚染された口腔内の消毒の有効性を示すエビデ
ンスもないが，ポビドンヨード含嗽水（7 w/v％イソジンガーグル）を15〜30倍に希釈
して含嗽を行ってもよい。

2 曝露後の対処

 a	 血液や体液などに曝露した場合は，ただちに上司および感染対策のスタッフ等に報告し，エピ
ネット日本版による曝露報告書を院内感染対策委員会に提出する。 Ⅱ

 b	 曝露源（患者など）がHBV，HCV，またはHIV感染症の場合，曝露者（職員など）は原則とし
て曝露直後の採血検査を受ける。 Ⅱ

　職員がHBV，HCV，またはHIVを含む血液や体液などに曝露した場合，対策に関わ
る費用は病院が負担する。この際，必要なら労働災害補償手続きを行う。医学生，看護
学生，大学院生や研究生などが曝露した場合も，特に迅速な対応が必要な曝露直後には
職員と同等の対策が行えるようマニュアルを制定し，対策は当該の病院が行う。清掃員
などの委託業者は勤務先の災害補償制度に則り対処する。救急隊員は必要ならば公務災
害補償手続きを所属部署で行う。HBV，HCV，HIVの感染症検査に関しては，患者自
身から同意を取ることが望ましい。手術中の曝露も多いため，手術前や検査前に，あら
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かじめ感染症検査についての同意を取得しておくことが望ましい。曝露後の感染症検査
に関しては，当日あるいは数日以内の保存血清での実施も検討する。
　救急隊員，委託業者，学生など職員以外の者が，HBV，HCV，HIVの感染性の有無
に関係なく，病院内で血液や体液などに曝露した場合も，エピネット日本版による曝露
報告書を提出し7），12），曝露後の対策を講ずる。曝露時の状況や曝露者の感染状況に応じ
て追跡検査を行う13）�〜15）（図1参照）。

図1　HBV，HCV，HIVによる針刺し・切傷，皮膚・粘膜曝露発生時の処置
※1		曝露源不明の場合や患者が同定できても検査の同意が得られない場合や検査実施が不可能の場合は，HBV，HCVの曝露

源と仮定して対処する。HIV感染の曝露の可能性がある場合はHIV曝露源と仮定して対処する。
※2		曝露者のHBs抗原・HBs抗体の検査結果が24時間（遅くとも48時間）以内に判明しない場合は，結果を待たずに

HBIGの投与を考慮してもよい。
※3		HBVキャリア（HBs抗原とHBs抗体がともに陽性，またはHBs抗原陽性でHBs抗体陰性）の場合は，肝臓診療科受診を

勧める。

曝露者の
HBs抗原・HBs抗体の確認

HBV，HCVの感染性汚染源
と仮定して対処

汚染源患者の感染性
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針刺し・切創，皮膚・粘膜曝露発生 「エピネット日本版」提出
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HBVによる曝露後の対処
1 HBs抗原陽性血液・体液による曝露後の対処

 a	 HBs抗原陽性血液や体液などに曝露した場合，曝露者のHBs抗原，HBs抗体のいずれもが陰性
であれば，発生後24時間（遅くとも48時間）以内に乾燥抗HBsヒト免疫グロブリン（HBIG）
投与およびB型肝炎（HB）ワクチン接種を受ける。 Ⅱ

 b	 曝露者がHBワクチン接種者でHBs抗体の陽転化が確認できていない場合は，HBs抗体を測定
し，陰性ならHBIG投与とHBワクチンの追加接種を受ける。 Ⅱ

 c	 曝露者が，過去二度のHBワクチンシリーズの接種でもHBs抗体陰性の場合は，2倍量のHBIG
を投与する。 Ⅱ

 d	 曝露者がすでにHBs抗原，HBs抗体の少なくともどちらかが陽性の場合は，HBIG投与やHBワ
クチン接種の必要はない。 Ⅱ

 e	 HBワクチン接種者で過去にHBs抗体の陽転化が確認できている場合は，その後HBs抗体が陰
性化してもHBワクチンの追加接種の必要はない。 Ⅱ

 f	 曝露者は，HBIG投与やHBワクチン接種の，1カ月後，3カ月後および6カ月後にHBs抗原，
HBs抗体，AST，ALTの追跡検査を受ける。 Ⅱ

 g	 曝露者がHBVキャリア（HBs抗原とHBs抗体がともに陽性，またはHBs抗原陽性でHBs抗体
陰性）の場合は，曝露の事実とは別に肝臓診療科受診を勧める。 Ⅱ

　血液や体液などに曝露される可能性のある医療従事者は，採用時あるいは健康診断時
にあらかじめAST・ALT，HCV抗体，およびHBs抗原，HBs抗体の検査を受け，その
結果を認識する必要がある。HBs抗原とHBs抗体がともに陰性の場合は，HBワクチン
接種を受けることによりHBVによる感染の防御が可能である16），17）。1シリーズで3回の
接種（初回・1カ月後・3〜6カ月後）を受ける15）。3回目のHBワクチン接種後1〜2カ
月後にHBs抗体を測定し，陰性（抗体価がCLIA法で10 mIU/mL未満）なら無効と判
定する。最初の3回のHBワクチン接種で無効であった者でも，2度目のHBワクチンシ
リーズ（3回接種）で30％〜50％の者が抗体を獲得できる可能性がある18）。また，HB
ワクチン接種により獲得したHBs抗体の力価は経年変化するが，たとえHBs抗体価が
CLIA法で10 mIU/mL未満となってもHBワクチンの追加接種の必要はないと考えられ
ている19）。ただし，HBs抗体価が低下した場合，HBVへの曝露後にHBV�DNAが陽性
となったり20），免疫抑制状態においてHBV再活性化を引き起こしたりすることがあり21），
追加接種の必要性に関する検討は，今後さらに事例の蓄積が必要である。
　また，カットオフ値に関しては，複数のキットが販売されている状況に鑑みて各キッ
トに示されているカットオフ値の記載内容を随時確認することが必要である。
　医療従事者に対する1回のHBV曝露による感染率は約30％である22）。ときに劇症肝
炎により死亡する場合がある23）。血液・体液曝露によるHBV感染予防のためには，HBs
抗原陽性患者のHBe抗原やHBe抗体の有無に関係なく23），HBIG投与に加え3回のHB
ワクチン接種（曝露直後・1カ月後・3〜6カ月後）を受けることが推奨される15）。HB
ワクチン接種者で，HBs抗体の陽転化が確認できていない場合は，HBs抗体を測定す
る。HBs抗体陰性の場合は，HBIG投与とHBワクチンの追加接種を受ける。また，曝
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露者が過去2度のHBワクチンシリーズの接種でもHBs抗体が陰性の場合は，曝露直後
と1カ月後の2回のHBIGを投与することが推奨される15）。
　曝露者のHBs抗原，HBs抗体が不明の場合は，ただちにHBs抗原，HBs抗体検査を
依頼する。休日や勤務時間外の場合などでHBs抗原，HBs抗体の検査結果が24時間以
内に判明しない場合や検査実施が不可能の場合は，ただちに（曝露発生後24時間以内
が望ましい）HBIGの投与を受ける。HBs抗原，HBs抗体検査結果の判明時点で，HB
ワクチン接種の必要性を判断する。
　HBs抗原やHBs抗体の検査は休日や勤務時間外でも対応できる24時間検査体制をと
ることが望ましい。

HCVによる曝露後の対処
1 HCV抗体陽性血液・体液による曝露後の対処

 a	 HCV抗体陽性血液や体液などに曝露した場合，曝露者のHCV抗体が陰性であれば，曝露直後，
1カ月後，3カ月後，6カ月後および1年後を目安にHCV抗体，AST，ALTの追跡検査を受け
る。 Ⅱ

 b	 追跡検査の期間にHCV抗体が陽転したり，肝機能異常が出現したりした場合には，肝臓診療科
の受診を勧める。HCV-RNA検査にてHCV-RNAが検出された場合は，インターフェロン等に
よる抗ウイルス治療が考慮されることがある。 Ⅱ

 c	 追跡検査の期間に肝機能異常が出現してもHCV-RNAが陰性の場合は，さらに経過観察する。 Ⅱ

 d	 曝露者が曝露直後の検査でHCV抗体陽性の場合，曝露の事実とは別に肝臓診療科受診を勧める。
Ⅱ

 e	 曝露直後にインターフェロンなどの抗ウイルス薬や免疫グロブリンなどの予防投与は行わない。
Ⅱ

　医療従事者に対する1回のHCV曝露による感染率は約2％である24）。現在のところ，
曝露後に有効な感染予防薬はないが，曝露部位の流水と石けんによる十分な洗浄が大切
である。粘膜曝露の場合は流水による洗浄を行う。曝露直後のインターフェロンなどの
抗ウイルス薬や免疫グロブリンなどの予防投与の有効性は確認されていない24）。
　肝機能異常が出現してもHCV-RNAが持続陰性の場合は，HCVの一過性感染の可能
性がある25），26）。HCV-RNAが陽転化した場合は，インターフェロン等による抗ウイル
ス治療を考慮する25）�〜28）。1994年5月よりHCV抗体陽性血液・体液曝露によって発症し
たC型急性肝炎に対して，インターフェロン治療が公務災害補償の適用となった。ただ
し，HCV曝露によるC型急性肝炎に対するインターフェロン治療の最適な投与方法は
確立していない。C型慢性肝炎に準じたインターフェロン（またはインターフェロンと
リバビリンの併用）治療が有効な場合があるので25）�〜27），29），HCV感染の状況から専門医
がその投与方法を決定する。C型急性肝炎発症3カ月以内のALT値が2峰性ないし多峰
性を示し，発症2〜3カ月経過した時点でHCV-RNAが消失していない場合は慢性化が
予想されるため，インターフェロンを2カ月から6カ月間投与するという意見もある30）。
　インターフェロン（またはインターフェロンとリバビリンの併用）には多彩な副作用
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がみられ，なかでも発熱や倦怠感などのインフルエンザ様症状，白血球・血小板減少，
貧血などの発現率が高い。また，1）間質性肺炎，2）甲状腺機能異常，3）糖尿病，4）
精神神経症状（抑うつ，自殺企図，痙攣，意識障害�等），5）網膜症などの重篤な副作
用が報告されている31），32）。

HIVによる曝露後の対処
1 HIV感染血液や体液などによる曝露後の対処

 a	 HIV感染血液や体液などに曝露した場合，曝露者はできるかぎり速やかに（可能であれば2時
間以内）に抗HIV薬服用の是非を専門医と相談して決定する。 Ⅱ

 b	 専門医と連絡がつかない場合は，とりあえず曝露後ただちに服用し，専門医と連絡がつき次第
その後の服用を相談する。 Ⅱ

 c	 妊娠の可能性のある場合は，服用に先立って妊娠の検査（尿検査）をする。 Ⅱ

 d	 抗HIV薬として，テノホビルとエムトリシタビンの合剤（ツルバダ®配合錠）とラルテグラビル
（アイセントレス®錠）を併用し，可能であれば4週間継続する。 Ⅱ

 e	 薬剤耐性HIVの可能性が想定される場合，曝露者が妊婦あるいはHBV感染者である場合，基礎
疾患（肝障害や腎機能障害など）がある場合，併用薬がある場合には，専門医と相談のうえ，
レジメンの修正を行う。 Ⅱ

 f	 曝露者は原則として曝露直後，6週間後，3カ月後，および6カ月後にHIV抗体の追跡検査を受
ける（ Ⅱ ）。第4世代のHIV抗原・抗体同時検査で判定する場合は，曝露直後，6週間後およ
び4カ月後の検査でもよい。 Ⅱ

　医療従事者におけるHIV感染血液・体液曝露による感染率は0.2〜0.5％で，HBVや
HCVの場合と比べ低いことが知られている33）。しかし，次のような曝露事例の場合は
感染の危険性が上昇するので留意する34）。1）傷が深部に達している場合，2）曝露に関
与した器具に目に見える程血液が付着している場合，3）HIV患者の静脈や動脈に使わ
れた器具を介する曝露の場合，4）HIV感染の病状が進行している患者の血液による曝
露の場合，などである。
　HIV感染の危険性が高い曝露後速やかにジドブジンを服用することで感染率を81％
下げることが可能といわれている33）。多剤（通常は3種以上の抗HIV薬）併用療法はさ
らに有効であると推定されている35）。曝露後予防内服の選択は複雑であるため，専門医
の意見を聞くことは重要であるが，そのために曝露後予防内服の開始を遅らせてはなら
ない36）。
　HIV曝露後の予防的治療では，テノホビルとエムトリシタビンの合剤（ツルバダ®配
合錠）1日1回1錠およびラルテグラビル（アイセントレス®錠）1回1錠を1日2回の併
用が最も推奨される37）。このレジメンは，2013年9月に新たに推奨となったものである
が，以前の推奨レジメンで予防内服を行った場合にも，HIV感染例の報告はないため，
各施設での配置薬の期限を目途に予防内服薬の変更を考慮してもよいと考えられる。
　ツルバダ®錠の代替薬としてアバカビルとラミブジンの合剤（エプジコム®錠）1日1
回1錠，あるいはジドブジン（レトロビル®カプセル）4〜6カプセルとラミブジン（エ
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ピビル®錠）300 mgを併用し1日2回に分けて，あるいはジドブジンとラミブジンの合
剤（コンビビル®配合錠）1日2錠を2回に分けての服用などがあげられる。テノホビル，
エムトリシタビン，ラミブジンは抗HBV効果も有するため，曝露者がHBV感染者の場
合には，これらの薬剤の中止後に肝炎が増悪する危険があることを考慮して薬剤を選択
する（例；ジドブジン〔レトロビル®カプセル〕とアバカビル〔ザイアジェン®錠〕の
併用）36），38），39）。
　アイセントレス®錠の代替として，ロピナビルとリトナビルの合剤（カレトラ®錠）1
日4錠を1〜2回に分けての服用36），あるいはダルナビル（プリジスタナイーブ®錠
800 mg）1錠とリトナビル（ノービア®錠）1錠の併用を1日1回（食事と同時あるいは
食後30分以内）があげられる38）。
　これらの薬剤選択は各施設の実情に応じて行ってよいが，マニュアルに従った抗HIV
薬の選択は初回1回（または数回）のみと考え，以降はHIV専門家に相談し，必要に応
じて修正することが重要である。薬剤耐性HIVの可能性が想定される場合，曝露者が
妊婦あるいはHBV感染者である場合や腎機能障害や糖尿病がある場合，抗HIV薬と相
互作用しうる薬剤（CYP3A4代謝の薬剤など）を服用している場合には，専門家との相
談は必須である36）�〜38）。
　薬剤耐性HIV変異株の存在が考えられる場合は交差耐性の少ない薬剤の併用を考慮
する35）。抗HIV薬の服用開始時期についての正確なエビデンスはないが，曝露後24〜
36時間の開始では効果が弱い可能性がある39），40）。また，妊娠初期の胎児に対する安全
性も含め，曝露者に対する抗HIV薬の安全性や有効性については確立していないので，
曝露の状況から感染の危険性を考慮して予防服用の必要性を判断する。
　抗HIV薬の主な副作用には次のようなものがある35）。1）ツルバダ®配合錠：消化器
症状（発現率5〜15％），疲労（発現率5％以下），腎機能障害（1％未満）など。B型慢
性感染患者が服用した場合，服用中止後に肝炎が悪化することがある。2）カレトラ®

錠：消化器症状など。
　曝露後予防を実施した場合は，少なくとも服薬開始時および2週間目に血算，肝・腎
機能検査，血糖値，尿検査を行い，副作用の有無を確認する38）。
　曝露者は，原則として曝露直後，6週間後，3カ月後および6カ月後にHIV抗体の追
跡検査を受ける必要がある36）。第4世代のHIV抗原・抗体同時検査を用いる場合には，
曝露直後，6週間後，4カ月後での検査で判定することも可能である37）。HIVと同時に
HCVにも曝露し，HCV感染が成立した場合には，12カ月後にもHIV抗体検査を受ける
ことが推奨される36）。
　なお，2010年9月より，抗HIV薬の投与について，針刺し等の受傷後からの一連の処
置として労災保険の保険給付として認められている41）。

2 プライバシー保護とカウンセリング
　曝露者のHIV抗体が陽転化した場合，原則として本人のみに告知する。曝露者に対しては精
神的ケアについて十分配慮し，カウンセリングを行う。関連する医療従事者は守秘義務を守って
プライバシー保護に留意する。
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感染性不明患者または曝露源患者不明の場合の対処
1 感染性不明患者または曝露源不明の血液・体液曝露後の対処

 a	 インフォームドコンセントを実施したうえで曝露源や曝露者に対してHBs抗原，HBs抗体，
HCV抗体，HIV抗体の検査を行う。 Ⅱ

 b	 曝露源不明の場合や患者が同定できても検査の同意が得られない場合や検査実施が不可能の場
合は，曝露源はHBV，HCV，HIVに感染していると仮定して対処する。 Ⅱ

 c	 曝露者のHBV，HCV，HIVの検査実施が不可能の場合や検査が実施できても結果が判明するま
では，曝露者はいずれの感染症に対しても，感染の既往はないと仮定して対処する。 Ⅱ

 d	 曝露者は1カ月後，3カ月後，6カ月後および1年後に，曝露の状況や曝露者の感染状況に応じ
て，HBs抗原・HBs抗体，HCV抗体，HIV抗体，AST，ALT等の追跡調査を受ける。 Ⅱ

 e	 曝露源のHBs抗原，HCV抗体，HIV抗体検査がいずれも陰性で，感染症のリスクが少ないと考
えられる場合は，曝露者は6カ月後1回のみの経過観察とし，dに示す検査を行う。 Ⅱ

 f	 曝露者がHBs抗原・HBs抗体ともに陰性であった場合は，B型肝炎ワクチンの接種開始を推奨
する。 Ⅱ

　採血検査は原則として患者や曝露者の同意を得る。HBs抗原，HBs抗体，HIV抗体
の検査は休日や勤務時間外でもただちに行う必要があるが42），HCV抗体検査は平日の
勤務時間内の対応でよい。HIV抗体のスクリーニング検査法のうち，簡便・迅速な方法
として20分以内で測定結果が判明する免疫クロマトグラフ法がある。免疫クロマトグ
ラフ法の偽陽性率は0.6〜1.3％であるが，迅速なHIV抗体検査が実施困難な場合はこう
した測定キットなどを常備することが推奨される。
　曝露源不明で曝露者のHBs抗原やHBs抗体の検査結果が24時間（遅くとも48時間）
以内に判明しない場合は，結果を待たずにHBIGの投与を考慮してもよい（「HBs抗原
陽性血液・体液による曝露後の対処」〔269頁〕参照）。
　HCVによる曝露の可能性のある場合は，経過観察によりHCV-RNAが出現してから
対処すればよい（「HCV抗体陽性血液・体液による曝露後の対処」〔270頁〕参照）。
　曝露源不明時のHIV感染の危険性に対する対処として，一般的に予防薬服用の必要
性は低い。しかし，HIV感染の曝露の可能性がある場合は，予防薬服用を考慮し，72
時間後に必要性を再評価する。なお，曝露源のHIV抗体の陰性が判明したら中止する43）。
抗HIV薬服用に関して自己決定できない場合は専門医と相談して最終的に自己決定し，

「HIV感染血液や体液などによる曝露後の対処」（271頁）に準じて対処する。

その他の注意すべき針刺し・切創，皮膚・粘膜汚染
　代表的な血液媒介の感染性病原体であるHBV，HCV，HIV以外にも，成人T細胞性白血病

（ATL）の病原体であるHTLV-1や梅毒の病原体である梅毒トレポネーマなどにも針刺し・切創，
皮膚・粘膜汚染による感染成立の可能性がある。またクロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）の病
原体であるプリオンは通常の消毒法では感染力を失わないことから，院内感染の予防には注意が
必要である。
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1 HTLV-1抗体陽性血液や体液などによる曝露後の対処

 a	 曝露者は原則として曝露直後，1カ月後，3カ月後，および6カ月後にHTLV-1抗体検査を受け
る。 Ⅱ

 b	 曝露者のHTLV-1抗体が陽転化した場合は専門医の指示を受ける。 Ⅱ

　HTLV-1キャリアからのATL発症率は2∼4％と低率であることが知られている44）。
HTLV-1抗体陽性者の血液や体液による，針刺し・切創，皮膚・粘膜曝露によりHTLV-1
が感染する可能性は極めて低いと考えられているが，針刺しによる感染例も報告されて
いる45）。HTLV-1感染からATL発症までは数十年の年月がかかるため，針刺しによる
感染によってATL発症のデータはまだない。HIVに使用される逆転写酵素阻害剤は
HTLV-1の複製も阻害することが報告されているが46），HTLV-1陽性血液による針刺し
等の際の予防投薬についての指針はない。

2 梅毒血清反応陽性血液や体液などによる曝露後の対処

 a	 患者がTPHAのみの陽性であるのかSTSも陽性であるのか確認する。 Ⅱ

 b	 患者の梅毒感染リスクが高い場合は，STSのみ陽性の場合でもSTS/TPHAの追跡検査を行う。
Ⅱ

　梅毒血清反応陽性の血液や体液などによる汚染による感染の可能性は極めて低いと考
えられる。梅毒トレポネーマが血中に存在する期間は感染後数時間から数日間（抗体陰
性）と二期梅毒などである。確率は極めて低いが，感染初期患者（抗体陰性者）からの
輸血による感染事例47），針刺しによる血清反応陽転事例48），針刺し局所での初期硬結発
生事例49），などが報告されている。梅毒血清反応のスクリーニングはSTSとトレポネー
マ抗原法の組み合わせで行われている。感染初期にSTSが陽性化し，トレポネーマ抗
原法（TPHAなど）は遅れて陽性となる。STSが治療により陰性化するのに対し，ト
レポネーマ抗原法の陽性は梅毒の治療後も継続する。TPHA陽性のみで感染性がある
という誤解が対応を混乱させている。STSやTPHAが陽性の患者からの血液・体液曝
露の場合は患者の感染性をまず評価することが原則である。その後の対応は感染する可
能性が極めて低いことも考慮して，経過観察のみか，定期的検査フォローアップを行う
かは，施設ごとに異なっているのが現状と考える。

3 クロイツフェルト・ヤコブ病患者の血液や体液などによる曝露後の対処

 a	 刺傷・切傷を受けた場合や傷のある皮膚などに曝露した場合は，ただちに曝露部位を流水で十
分洗浄する。 Ⅱ

 b	 粘膜・結膜や口腔などが汚染された場合は，本ガイドラインの「曝露直後の洗浄」（267頁）に
従い対処する。 Ⅱ

 c	 曝露に関して記録を残し，できるだけ長期の経過観察を行う。 Ⅱ

解説
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　医療従事者が針刺しなどでCJDに感染したとの報告はない。
　現在のところ，CJDや変異型CJD（狂牛病の牛の脳・脊髄・目などの摂取が原因と考
えられる）のプリオン病のスクリーニング検査法はなく，発症前に診断することは不可
能である。曝露者のプリオンに対する感染の危険度を下げる方法は現状ではない。その
後の経過観察についても潜伏期間が10年以上もある疾患であるため実際には困難であ
ると考えられる50）。
　プリオン病は，経気道，経口感染では発症しにくいと考えられる。医原性感染とし
て，CJD患者からの角膜・硬膜移植，CJD患者由来のヒト下垂体ホルモン投与，汚染
深部脳波電極を使用した検査により感染したとの報告がある51）。病原体であるプリオン
は通常の消毒・滅菌法では感染力を失わないため，プリオン病患者の手術時（特に脳外
科手術），および死亡例の剖検や病理標本作成時は，感染防止に十分注意する必要があ
る。傷口の汚染，注射針や腰椎穿刺針などの刺傷，感染物の眼への飛沫や汚染した手で
眼をこすることなどを避ける。使用した器具はできるかぎり単回使用とすることを原則
とする。再使用をせざるを得ない手術器械に対しては，「プリオン」の項（105頁）を
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食中毒の予防と発生時の対応
　食中毒は食べ物に関連した健康被害と定義される1）。その原因として，細菌，ウイルス，動物
性自然毒，植物性自然毒，化学物質，その他寄生虫などがあげられる1）。細菌による食中毒は発
症機序により，さらに感染型と毒素型に分けられる。感染型にはサルモネラ属菌，腸炎ビブリ
オ，カンピロバクター，病原性大腸菌など，毒素型には黄色ブドウ球菌，ボツリヌス菌，ウェル
シュ菌などによるものがある。一般に毒素型は感染型よりも潜伏期間が短い。ウイルス性食中毒
ではノロウイルス感染症が多いが，A型肝炎やE型肝炎などもみられる。
　いずれも経口感染であり，食品や食器などを清潔に保つことが重要である。ICTと食品衛生管
理担当者が連携して，指針の作成や，病院内で勤務するすべての調理従事者（外部委託職員を含
む）への周知徹底を行うことで，食中毒の予防に努める必要がある。

1 食中毒の予防

 a	 原材料の受け入れおよび下処理段階における管理を徹底する。ⅠC

 b	 加熱調理食品については，中心部まで十分加熱し，病原微生物を死滅させる。ⅠC

 c	 加熱調理後の食品および非加熱調理食品の二次汚染防止を徹底する。ⅠC

 d	 万一，病原微生物が付着した場合を想定して，その増殖を防ぐため，原材料および調理後の食
品の温度管理を徹底する。ⅠC

　入院患者は，高齢者や易感染性宿主であることが多く，通常よりも少量の病原微生物
で食中毒を発症する可能性がある2）。保管，準備，調理，提供などのすべての過程にお
いて，食品や食器が病原微生物に汚染されないよう，適切に取り扱う。
　食品衛生法をはじめ，「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガイ
ドライン）」3），「大量調理施設管理マニュアル」4），各都道府県からの指針など，食品衛
生に関連する規定や保健所などの行政機関の指導を遵守する。特に，「大量調理施設管
理マニュアル」4）の別添2の作業手順書では，手指衛生をはじめ，調理従事者が遵守す
べき事項が詳細に記載されており，周知徹底することが望ましい。
　調理従事者は食品の安全に最も影響を与える立場にあるため，安全な食品の取り扱い
について繰り返しトレーニングを受けることが重要である。適切な手指衛生が最も重要
であり，手袋の装着は手指衛生の代用とはならないことも認識しておく。
　また，自らが環境や食品の汚染の原因とならないために，体調管理に留意し，健康な
状態を保つように努める4）。

2 ICTの役割

 a	 ICTと食品衛生管理担当者が連携し，調理従事者の体調不良時の行動指針を作成し，周知徹底
を図る。 Ⅱ

Ⅶ
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 b	 ICTと運営管理責任者や食品衛生管理担当者が連携し，調理従事者を含めた職員の健康管理お
よび健康状態の把握を組織的かつ継続的に行う。 Ⅱ

 c	 調理従事者が体調不良を来した際は，ただちに業務を中断して，食品衛生管理担当者やICTな
どに報告し，指示に従う。 Ⅱ

　体調不良を来した調理従事者が勤務を継続することにより，食事を介した食中毒が発
生する恐れがある。そのため，ICTは運営管理責任者（病院長など）や食品衛生管理担
当者と連携し，体調不良時の行動指針を作成し，調理従事者に周知徹底することが望ま
しい。ICTと食品衛生管理担当者は，調理従事者を含めた職員の健康管理および健康状
態の把握を組織的かつ継続的に行い，調理従事者の感染および調理従事者からの環境汚
染の防止に努める4）。
　対策例として，調理従事者が体調不良（下痢，嘔吐，腹痛，発熱，黄疸など）を来し
たとき3）には，ただちに勤務を中断して食品衛生管理担当者やICTなどに報告し，勤務
継続の可否，勤務停止の期間，復帰後の注意点などについて相談し，指示に従うことが
あげられる。
　また，ICTは，調理従事者に手指衛生を含めた感染対策についての教育を行う。ICT
ラウンドなどの機会を利用し，食品，調理器具，食器などの取り扱いや，手指衛生が適
切に行われているかを定期的に確認することも重要である。

3 病院内での食中毒発生時の対応

 a	 食中毒を疑った際には，確定診断を待つことなく，食品衛生法第58条第1項に基づき，ただち
に最寄りの保健所に届け出る。ⅠC

 b	 コレラ，細菌性赤痢，腸管出血性大腸菌感染症，腸チフス，パラチフスの場合は感染症法三類
感染症，A型肝炎やE型肝炎の場合は四類感染症として，感染症法12条第1項の規定に基づき，
ただちに最寄りの保健所に届け出る。ⅠC

 c	 食中毒を疑った場合は，ただちに病院内にICT，食品衛生管理担当者，病院長などを含めた対
策本部を設置し状況を把握する。ⅠC

　病院内で，食事が原因と考えられる急性胃腸炎の患者が2名以上発生した場合は，食
中毒を疑う。感染拡大防止のために，食中毒を疑った時点で迅速に対応することが重要
である3）。食中毒を疑った場合は，ただちに病院内にICT，食品衛生管理担当者，病院
長などを含めた対策本部を設置し，状況を把握する。食品衛生法に従い，ただちに保健
所への届出を行い，行政の指導のもと，対策本部が中心となって，感染拡大防止のため
の対策を講じる。多数の患者が短期間に発生する可能性があり，病院内での混乱を防ぐ
ため，状況を迅速に把握し，医療従事者および入院患者に正確な情報を提供する。
　給食が中止となる場合に備え，ほかの給食を供給する手段をあらかじめ確保してお
く。ほかの給食業者と非常時の取り決めを行っておくのもよい。
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4 二次感染防止策

 a	 標準予防策を遵守する。ⅠB

 b	 吐物や排泄物の処理時は，適切な個人防護具を装着する。ⅠB

 c	 病原微生物や患者の状況により感染経路別予防策を追加する。ⅠB

 d	 二次感染の可能性のある場合，発症者を個室に隔離，あるいは複数の発症者を同室に集める（コ
ホーティング）。ⅠB

　感染型細菌やウイルスによる食中毒では二次感染防止策を迅速に講じる1），3），5）。ノロ
ウイルス以外のウイルスや細菌による食中毒では標準予防策を遵守することにより予防
が可能であるが，嘔吐や下痢などによって汚染された環境からの患者や職員などへの伝
播を防ぐため，患者を個室隔離とするか，あるいは症状が類似する患者を同室に隔離す
るコホーティングを行うとよい5），6）。ノロウイルスによる食中毒に関しては「ノロウイ
ルス関連胃腸炎」の項（81頁）を参照する。
　患者周辺の環境汚染を防ぐため，排泄後の患者の手指衛生を徹底するとともに患者が
頻回に触れる環境表面は，次亜塩素酸などの消毒薬を浸み込ませた使い捨てクロスで清
拭する5），6）。排泄物を取り扱う医療従事者は標準予防策を遵守して手袋やプラスチック
エプロンなどを装着し，予想される汚染状況に応じて，マスクやゴーグルなどの個人防
護具を装着する。排泄物が付着したリネンや衣類は熱水洗濯，あるいは水洗い後（個人
防護具を装着して実施）に次亜塩素酸ナトリウム液（200 ppm以上）などの消毒薬に浸
漬したのち通常の洗濯を行う7）。毒素型細菌性食中毒や動物性自然毒のほか，植物性自
然毒，化学物質による食中毒では通常二次感染はない1）。

� 1）�Mody�RK�and�Griffin�PM：Foodborne�disease.� In：Mandell,�Douglas,�and�Bennettʼs�Principles�
and�Practice�of�Infectious�Diseases,�18th�edition.�Elsevier�Inc,�USA,�2014；pp.1283-1296.

� 2）�Lund�BM,�OʼBrien�SJ：The�occurrence�and�prevention�of�foodborne�disease�in�vulnerable�peo-
ple.�Foodborne�Pathog�Dis,�2011；8：961-973.

� 3）�厚生労働省医薬食品局食品安全部長「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガ
イドライン）について」（2014年5月12日　食安発第0512第6号）

� 4）�厚生労働省医薬食品局食品安全部長「『大量調理施設衛生管理マニュアル』の改正について」（2013
年10月22日　食安発1022第10号）

� 5）�Siegel�JD,�Rhinehart�E,�Jackson�M,�et�al；2007�Guideline�for�Isolation�Precautions；Preventing�
Transmission�of�Infectious�Agents�in�Health�Care�Settings.�Am�J�Infect�Control,�2007；35：S65-
164.

� 6）�Centers� for�Disease�Control�and�Prevention（CDC）�,�et�al；Updated�norovirus�outbreak�man-
agement�and�disease�prevention�guidelines.�MMWR�Recomm�Rep,�2011；60（RR-3）：1-18.

� 7）�国立感染症研究所感染症情報センター：ノロウイルス感染症；ノロウイルス感染症とその対応・
予防（医療従事者・施設スタッフ用）．http://idsc.nih.go.jp/disease/norovirus/taio-b.html，2015
年3月2日現在．
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抗菌薬適正使用

抗菌薬適正使用
　1940年代にペニシリンが臨床応用されて以来，さまざまな抗菌薬が開発され，高度先進医療
の発展に貢献してきた。一方で，抗菌薬投与のみに依存し，診断や起因菌の同定が不十分なまま
に，広域抗菌スペクトルを有する抗菌薬（広域抗菌薬）が過剰に使用されてきた結果，MRSA
やMDRPをはじめとする抗菌薬耐性菌が世界中で大きな問題となっている。抗菌薬耐性菌の出
現あるいは蔓延の背景には，近年の高齢化社会や医療技術の進歩に伴う易感染性患者の増加，侵
襲性の強い医療器具の使用や手技，伝播防止策の不徹底などが存在するが，抗菌薬耐性菌の分離
状況と抗菌薬使用には密接な関係があることも判明している1）。
　抗菌薬耐性菌による感染症は，抗菌薬の選択を困難にするばかりでなく，予後の悪化や在院期
間の延長など，医療の安全を脅かし，医療コストの増大をもたらす2）�〜4）。これまで，抗菌薬耐性
菌には新しい抗菌薬で対抗してきたが，新規抗菌薬の開発も停滞状態にあり，抗菌薬耐性菌の抑
制と貴重な財産である既存の抗菌薬の有効性の保持が重要な課題となっている。
　2001年，米国疾病管理センター（Centers�for�Disease�Control�and�Prevention：CDC）は抗菌
薬耐性菌の抑圧のためのアクション・プラン5）を公表し，“Campaign�to�prevent�antimicrobial�
resistance� in�healthcare�settings”を開始した6）。このキャンペーンには，抗菌薬耐性菌抑圧の
ための12ステップからなる基本戦略が記されており，そのうちの6ステップに抗菌薬使用につい
ての項目が盛り込まれている。
　2006年および2014年の米国感染症学会�/米国病院疫学学会（Infectious�Diseases�Society�of�
America/Society�for�Healthcare�Epidemiology�of�America：IDSA/SHEA）による抗菌薬管理ガ
イドライン7），8）では，無駄な抗菌薬使用の削減をはじめ，抗菌薬の臨床効果を最大限に引き出し，
抗菌薬耐性菌の出現，菌交代現象，抗菌薬使用による副作用を最小限に抑えること，さらには医
療コストを削減することを目標とした抗菌薬適正使用を推進するための組織的プログラムである
抗菌薬適正使用支援プログラム（antimicrobial�stewardship�program：ASP）を提唱している。
　このように，今日では，抗菌薬使用による不要な選択圧や副作用を回避するために，適切な感
染症診療や科学的根拠に基づいた抗菌薬の使用および使用状況の監視が厳しく求められている。

抗菌薬投与の開始
1 抗菌薬の選択と投与

 a	 患者背景，起因菌，感染部位，組織移行性に基づいた抗菌薬の選択を行う。ⅠB

 b	 医療機関ごとに主要な細菌の抗菌薬感受性パターン（アンチバイオグラム）やその動向を把握
し，経験的（empiric）治療での抗菌薬選択に活用する。 Ⅱ

 c	 患者状態を勘案し，十分量（高用量）で十分な期間の抗菌薬投与を行う。ⅠB

 d	 重症例などでは，広域抗菌薬の投与による状態の改善を目指すが，広域抗菌薬は，多用や長期投
与により患者体内あるいは環境中の抗菌薬耐性菌の増加につながるため，慎重に使用する。ⅠB

Ⅷ
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 e	 複数菌感染症や抗菌薬耐性菌感染症の治療などを除いて，通常は単剤療法を選択する。 Ⅱ

 f	 併用薬との相互作用により，抗菌薬または併用薬の血中濃度や薬理効果が変化することがある
ので，併用薬を確認する。 Ⅱ

 g	 抗菌薬投与前に，感染巣に関連する検査材料を採取するなど，起因菌の検索に努める。 Ⅱ

 h	 原則として，保菌に対する抗菌薬投与は行わない。 Ⅱ

　感染症治療の基本は，感染部位および起因菌を確定して適切な抗菌薬を選択し，最適
な用法・用量で投与することである9）。カルバペネム系薬，第四世代セファロスポリン
系薬，キノロン系薬などの広域抗菌薬の多用あるいは長期使用は，宿主環境や病院環境
における抗菌薬耐性菌の増加を誘導し10），11），次に起こる感染症をより難治なものにす
る。そのため，広域抗菌薬は，多用を避け，長期使用を必要最小限とするなど，慎重に
使用すべきである。しかし，重症感染症例においては，推定起因菌をカバーした適切な
治療を行った場合と行わなかった場合で死亡率に有意差があったことから12），13），推定
される起因菌を網羅する広域抗菌薬によって経験的（empiric）治療を早期に開始する
ことが推奨される9），14）。経験的に開始した抗菌薬については，微生物学的検査から明ら
かとなった起因菌の抗菌薬感受性を勘案し，より狭域な抗菌スペクトルの抗菌薬への変
更（de-escalation療法）や余分な併用療法の中止により，不必要な抗菌薬曝露の減少
と大幅な経費削減が可能となる7），15）�〜17）。また，保菌に対して抗菌薬を使用する場面は
非常に限定されており，コンセンサスの得られた予防的投与などの場合を除き，感染症
に対してのみ抗菌薬を使用する。
　起因菌を特定するための努力は最大限行うべきであり，そのためには抗菌薬投与前の
適切な検査材料の採取が必須である9）。細菌感染症の場合，通常は単剤投与を行う。しか
し，特定の臨床状況においては，原因となる細菌によって併用が薦められる場合もある18）。
複数菌感染症が疑われる場合や抗菌薬耐性グラム陰性桿菌などが多く分離されている医
療機関では，アンチバイオグラムに基づく抗菌薬の併用を検討することがある。19），20）。
個別の患者背景，起因菌，感染部位，PK/PDに基づいた抗菌薬療法の最適化は14），21）�〜24），
抗菌薬適正使用の重要な要素である7）。
　抗菌薬とほかの薬物を併用することにより，抗菌薬あるいは併用薬の薬物動態（吸
収，分布，代謝，排泄）に影響を与え，薬物の血中濃度の上昇あるいは低下が生じ，副
作用の増強や効果の減弱が起こる。また，体内動態を変化させない場合においても，併
用することにより抗菌薬の作用点に影響を与え，抗菌薬感受性を変化させ，副作用の増
強が起こることがある9）。
　抗菌薬耐性菌は，医療機関や地域，あるいは医療機関の抗菌薬の使用状況などによっ
て，分離頻度や抗菌薬感受性成績が異なることが示されている1），25）。このため，サーベ
イランスを行い，医療機関ごとの疫学データを把握することで，経験的治療の失敗を避
けることができる6）。
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2 小児への抗菌薬投与

 a	 小児では，抗菌薬ごとに吸収に差があるため，薬物動態の変動に留意した投与量および投与方
法の設計を行う。 Ⅱ

 b	 乳幼児では主要血漿蛋白質であるアルブミンやα1-酸性糖蛋白質が低値であるため，抗菌薬の
遊離型濃度の上昇を勘案した薬物投与設計を考慮する。 Ⅱ

 c	 小児は成人と比べ肝機能や腎機能が未熟であるため，代謝および排泄が成人と異なることに留
意する。 Ⅱ

　小児には成長過程という特徴があり，使用が禁止あるいは制限されている抗菌薬があ
る。使用が認められている抗菌薬でも，年齢や体の大きさに合わせてその用量を調節す
る必要がある。また，新生児から乳児期に薬物代謝や排泄に関係する肝・腎機能に大き
な発達変化が生じるため，成人での薬物動態と異なることを勘案し臨床薬理学的な観点
に基づいたアプローチが重要である26）。
　抗菌薬のPK/PDを考えるうえで血清アルブミンおよびα1-酸性糖蛋白質は必要不可
欠なものである。小児ではこれらが低値であり，成人と比較して薬物の蛋白結合率が低
く，薬理作用・組織移行性に関与する遊離型薬物の血中濃度が高くなる傾向があるた
め，遊離型薬物濃度の上昇を勘案した薬物投与設計が必要であると考えられている27）。
　小児は，骨の発育段階であり，カルシウムとキレート化しやすい薬物の影響を受けや
すい。テトラサイクリン系薬が骨や歯に沈着し骨の発育障害や歯の黄染を起こすことが
あるため，8歳未満の小児には使用してはならないことが報告されている28），29）。サル
ファ薬やセフトリアキソンは血清アルブミンと結合しているビリルビンを遊離させるこ
とにより血液脳関門の未発達な新生児では核黄疸を引き起こす恐れがある30），31）。キノ
ロン系薬では幼若動物モデルにおいて関節障害を発現することが報告されていることか
ら，ノルフロキサシンおよびトスフロキサシン以外のキノロン系薬は小児に対して禁忌
となっている32）�〜34）。また，ピボキシル基を有する経口抗菌薬は，カルニチン排泄を亢
進させ，血中カルニチン濃度を低下させる。小児（特に乳幼児）は，もともとの血中カ
ルニチンが少ないため，重篤な低カルニチン血症に伴う低血糖症，痙攣，脳症などに注
意が必要である35），36）。

3 妊婦への抗菌薬投与

 a	 妊婦への抗菌薬の投与は，使用経験が豊富で胎児への有害作用がみられない比較的安全な抗菌
薬（ペニシリン系薬，セフェム系薬，マクロライド系薬，ホスホマイシン）を投与することが
望ましい。 Ⅱ

 b	 胎児への有害作用が報告されている抗菌薬（テトラサイクリン系薬，アミノグリコシド系薬，
キノロン系薬，サルファ薬，クロラムフェニコール）は，投与を避けることが望ましい。 Ⅱ

　妊婦に対する抗菌薬投与は母子ともに及ぼす影響を考慮する必要がある。特に，薬物
の催奇形性および胎児毒性を考慮する必要があると考える。妊娠中のアミノグリコシド
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系抗結核薬の使用や妊娠後期のテトラサイクリン系薬の使用に関して，胎児への有害作
用が報告されている37），38）。
　妊娠中，腎クリアランスが高まり，分布容積が増え，蛋白結合率が低下する薬物があ
るので，難治性感染症の治療では体内動態の変化を考慮する39），40）。

4 高齢者への抗菌薬投与

 a	 加齢に伴う薬物動態の変化を考慮して投与量および投与方法を選択する。 Ⅱ

 b	 高齢者においては，合併症のために多種の薬物を併用していることが多く，薬物相互作用につ
いて十分注意する。 Ⅱ

　高齢者は，成人に比べ，血中濃度半減期の延長，血中濃度曲線下面積の増大，尿中排
泄率の低下がみられる。高齢者への抗菌薬投与においては，体重と排泄機能の低下を考
慮し，1回投与量を減らしたり，投与間隔を延長したりする必要がある41）。高齢者では，
加齢により内因性クレアチニン産生が低下しているため血清クレアチニン値は腎機能の
指標として適切でない場合が多く，そのような場合は，実測のクレアチニンクリアラン
スから腎機能を評価することも考慮する。また，高齢者においては，感染症以外の疾患
を有している場合が多いため，複数の併用薬を服用する可能性が高い。そのため，薬物
相互作用を勘案した薬物投与設計を行うことが望ましい。

5 好中球減少時の抗菌薬投与

 a	 発熱性好中球減少症（febrile	neutropenia：FN）が疑われる場合，抗菌薬投与前に2セット
以上の血液培養検査を行う。 Ⅱ

 b	 好中球減少時に発熱がある場合，重症感染症合併のリスクアセスメントを行う。ⅠB

 c	 治療開始の遅れが患者予後を悪化させるため，発症時は，リスク分類に従って速やかに抗菌薬
投与を開始する。ⅠB

 d	 FNの経験的治療として，抗緑膿菌活性を有するβ-ラクタム系薬を単剤で経静脈投与する。ⅠB
また，抗菌薬の選択は，各医療機関での臨床分離菌の抗菌薬感受性パターン（アンチバイオグ
ラム）を参考にする。ⅠB

 e	 敗血症などの重症例で，MRSA分離の既往や保菌がみられる場合や抗菌薬耐性グラム陽性菌の
感染が強く疑われる状況では，グリコペプチド系薬などのMRSA感染症治療薬の使用を考慮す
る。 Ⅱ

 f	 解熱が得られ，かつ好中球数が500/µL以上となるまで抗菌薬の投与を継続する。 Ⅱ

　日本臨床腫瘍学会による「発熱性好中球減少症（febrile�neutropenia：FN）診療ガイ
ドライン」では，好中球数が500/µL未満，または1,000/µL未満で48時間以内に500/µL
未満に減少すると予測される状態，かつ腋窩温37.5℃以上（口腔内温38℃以上）の発熱
を生じた場合をFNと定義している42）。FNの発症頻度や重症度は，好中球減少の程度

（好中球数の最低値）と持続期間に相関する。好中球数が1,000/µL以下になると発熱の
頻度が増加し，500/µL以下になると重症感染症を起こすリスクが高くなり，100/µL以
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下まで減少すると10〜20％の患者で血流感染症が起こる43）。また，好中球減少の持続期
間が長くなるほどFNを起こす頻度が高くなる44）。
　好中球減少時に発熱が起こった場合，感染巣や起因微生物を特定できる確率は20〜
30％であり，多くの発熱の原因は不明である45）。好中球減少時には病理学的な炎症所見
が生じにくいことに加え，感染臓器の特定が極めて困難であるため，発熱に加え，血液
培養検査による起因菌の同定は重要な診断根拠となる。血液から以外の培養検査は，症
状・徴候を伴い，感染症が疑われる部位がある場合に行う。
　FNの重症度リスクは，国際癌サポーティブケア学会（Multinational�Association� for�
Supportive�Care� in�Cancer：MASCC）スコアシステムを用いた評価が用いられる

（MASCC�FN�Risk�Index�Score）46），47）。また，IDSAガイドラインにおいては，高リス
クの因子として，7日間以上持続する高度な好中球減少（100/µL以下），嚥下障害や高
度な下痢症を伴う消化管粘膜障害，消化器症状（腹痛・悪心・嘔吐・下痢症），血管内
留置カテーテル関連血流感染症などの7項目があげられている。
　好中球減少時の発熱は急速に重症化して死に至るリスクが高いが，発熱後ただちに広
域抗菌薬を投与すると症状が改善し，死亡率が低下することが経験的に知られてい
る48）�〜51）。逆に，好中球減少している期間は抗菌薬の中止により発熱が再燃することが
ある。
　FNの経験的治療は，原則，抗緑膿菌活性を有するβ-ラクタム系薬を単剤で経静脈的
に投与することが推奨される。すなわち，セフェピム，カルバペネム系薬，タゾバクタ
ム/ピペラシリンなどを選択する52），53）。FNの起因菌に対する抗菌薬感受性は医療機関
の間で開きがあるため，各医療機関において作成されたアンチバイオグラムを参考に抗
菌薬を選択する。FNの経験的治療でグリコペプチド系薬を追加する場合と，しない場
合とを比較した無作為化試験では，発熱の持続期間および総死亡率のいずれについても
グリコペプチド系薬追加による有意な低下は認められていない54）。また，72時間以上発
熱が持続した時点で投与を開始しても，有効率は同等であることが報告されている55）。
血行動態が不安定な場合，血液培養検査でグラム陽性菌を認め抗菌薬感受性成績が判明
するまでの期間，血管内留置カテーテル関連血流感染症が疑われる場合，皮膚・軟部組
織感染症を伴う場合，MRSAを保菌している場合など，特定の臨床状態では併用を考
慮する。経験的に投与を開始した抗菌薬の効果判定は投与開始後2〜4日目に行う。血
液培養陽性例や感染巣の同定された患者では，抗菌スペクトルのde-escalation（また
はescalation）について検討し，治療方針の修正を行う。また，4日間以上の発熱が続
いた場合は再度全身評価を行い，治療方針の修正が必要か否か検討する46）。さらに長期
間の発熱が続く場合には，抗真菌薬の追加などを検討する。
　臨床的あるいは微生物学的に確認された感染症の場合，抗菌薬治療の期間は，起因菌
を消失させ，感染症を終息させるのに必要な期間と考えられる。しかし，好中球減少状
態では抗菌薬によって感染症状が改善しても起因菌の排除が十分に排除できない可能性
があるため，好中球数が500/µL以上となるまで抗菌薬を継続すべきである46）。
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6 抗菌薬の局所投与

 a	 局所投与は有効性および安全性が明確にされている投与量・投与方法で行う。ⅠB

 b	 局所投与を行った場合，必要最小限の投与期間にとどめ，有害事象の発現や抗菌薬耐性の出現
に関してモニタリングを行う。 Ⅱ

 c	 ムピロシン軟膏の鼻腔内塗布は，MRSAの除菌が必要な患者のみに対象をしぼり，投与期間を
最小限にとどめる。ⅠB

　コンセンサスが得られている点眼や点耳などを除き，一般的に，抗菌薬の局所投与は
優先して行うものでない。その理由として，抗菌薬は全身投与により局所にも十分移行
すること56），局所での抗菌薬濃度が高くなることで抗菌薬耐性菌出現のリスクが高まる
こと57），適切な投与量・投与方法や安全性が明確でないことなどがあげられる。例えば，
MRSA髄膜炎の治療において，バンコマイシンやアルベカシンは，髄液中の抗菌薬濃
度を治療域に確実に到達させる目的で，脳室内や髄腔内に投与することが効果的である
と考えられている58）。しかし，その適切な投与量・投与方法や安全性が明確でないこと
から，組織移行性の良好なリネゾリドの全身投与による治療を優先することが多
い59），60）。また，化膿性関節炎の治療を目的として行う関節腔内への抗菌薬の直接注入
療法は，滑膜炎などの合併症を誘発することが報告されている61）。一方で，細菌性角膜
炎の治療で使用する抗菌薬含有の点眼液や眼軟膏のように，全身投与では組織移行が不
十分であると考えられる場合の局所投与に関しては，臨床試験が実施され有効性が確認
されているものもある。抗菌薬の局所投与は，有効性および安全性が明確にされている
範囲内で，投与期間を最小限とし，投与による有害事象の発現および抗菌薬耐性の出現
に留意して行う。
　抗菌薬の吸入療法に関する症例報告は多数あるが，有効性および安全性についての明
確な回答は得られていない。咽頭に定着しているMRSAの除菌を目的としたアルベカ
シンの吸入療法は，除菌効果は示されているものの62），安全性やMRSAの再定着に関
しての情報が不十分であることに加え，適応外使用であること，経静脈投与でも気道上
皮被覆液への移行性が示されていること63）などから経静脈投与による治療が推奨され
る。また，バンコマイシンの吸入療法の検討では，除菌率は良好であったものの約
50％に再定着がみられ64），気管支痙攣誘発のリスクも指摘されている65）。
　ムピロシンは，日本では，鼻腔内のMRSAの除菌を目的に用いる軟膏である。ムピ
ロシンによるMRSAの除菌率は通常90％以上とされているが，過剰使用によるムピロ
シン耐性ブドウ球菌の出現が問題となっている。したがって，術前の患者に対して鼻腔
内塗布を行う場合を含め，対象を除菌が必要な患者のみにしぼり，日常的に塗布するこ
とは避け，投与期間も必要最小限の期間（5日間程度）にとどめるべきである66）。
　適応外使用による局所投与の例として，術後感染症の予防を目的に行う手術創への抗
菌薬の散布があげられるが，これも有効性および安全性が確立されているとはいえない
投与方法である。また，抗菌薬の組織移行が不良な人工骨頭などの人工物を留置する手
術において，術後のMRSA感染症を予防するためにバンコマイシン含有骨セメントを
補填することは，臨床試験により有効であったとする報告もあるが67），安全性の検証が
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十分であるといえない適応外使用であることから，各医療機関での承認を得ておくこと
が望ましいとする意見もある。

抗菌薬投与中の有効性評価
1 抗菌薬有効性の判断

 a	 白血球数，CRP値，発熱などのパラメータだけではなく，臓器特有のパラメータ，感染部位の
状態，患者の基礎疾患・免疫状態なども十分考慮して抗菌薬の有効性を評価する。 Ⅱ

 b	 経験的治療の有効性評価は，治療開始前に実施した微生物学的検査などの結果が明らかになっ
たころに行い，抗菌薬の継続・変更・中止を判断し，用法・用量の評価を行う。 Ⅱ

　抗菌薬療法の開始時や最初の有効性評価のときには，抗菌薬の有効性評価のための指
標（熱型，酸素飽和度，尿検査所見など）をあらかじめいくつか設定しておく68）。起因
菌やその抗菌薬感受性成績が明らかになったとき，有効性が期待でき，抗菌薬耐性を誘
導するリスクが低く，感染部位で治療域濃度に到達することが予想され，患者にとって
毒性が低い抗菌薬に変更あるいは継続する69）。

2 抗菌薬無効時の判断

 a	 感染症であるかどうか判断する。 Ⅱ

 b	 抗菌薬の抗菌スペクトル，用法・用量，投与ルート，投与間隔などが適切であるか確認する。 Ⅱ

 c	 抗菌薬が無効の感染症（ウイルス感染症など）でないか判断する。 Ⅱ

 d	 複数菌感染症，細胞内寄生細菌による感染症，感染症合併症（深在性真菌感染症を含む）の併
発がないかを確認する。 Ⅱ

 e	 宿主防御能の低下により感染症治療が奏効しない可能性を確認する。 Ⅱ

 f	 起因菌の耐性化，菌交代現象に伴う抗菌薬耐性菌感染症でないかを確認する。 Ⅱ

 g	 排膿ドレナージや異物除去などの処置の必要性を確認する。 Ⅱ

　抗菌薬療法に反応しない場合，感染症であるかどうか，感染部位が正しく評価されて
いるか，微生物学的検査で検出された微生物に対して起因菌・定着菌（保菌）・検体採
取時の汚染菌の判定が適切であったかどうか，生体側の要因を受けて抗菌薬療法が不十
分になっている可能性がないか，抗菌薬の種類，用法・用量，感染部位への移行性など
についての再評価を行う。この再評価に基づいて抗菌薬療法を見直し，必要に応じて微
生物学的検査などの検査診断を実施する。
　治療効果が不十分と判断された場合，ウイルス感染症，抗菌薬耐性菌感染症，嫌気性
菌や結核菌などの特殊な菌による感染症を考慮に入れなければならない。また，複数菌
感染症であることも考慮する必要がある。なかには，レジオネラ属菌やクラミジア属菌
のように，ヒト細胞のなかでの増殖が可能な細胞内寄生細菌とよばれる病原微生物もあ
る。β-ラクタム系薬やアミノグリコシド系薬は，細胞内移行性が不良であるため，細胞

3
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内に寄生・増殖する病原微生物による感染症では効果が不十分となる可能性が高い14）。
また，宿主防御能の低下により感染症治療が奏功しない可能性にも留意する。
　好中球減少や細胞性免疫不全を伴っている患者において，広域抗菌薬の投与にもかか
わらず発熱が継続する場合は，酵母や糸状菌による深在性真菌症の可能性も考慮する。
血液培養検査，血清学的検査，画像検査などにより，深在性真菌症の検査診断を進める
とともに，抗真菌薬療法について検討する70）。
　長期入院歴がある症例，過去に何度も入退院を繰り返している症例，過去に抗菌薬耐
性菌が分離されている症例，感染症が再燃する症例などでは，特に，菌交代現象による
抗菌薬耐性菌の出現や耐性獲得などの可能性も考慮する必要がある。
　感染が持続すると，感染部位の膿瘍化やバイオフィルム形成など，十分な濃度の抗菌
薬が菌に到達できず抗菌作用が得られない状況になる場合がある。このような状況で
は，排膿ドレナージなどの外科的処置や感染源となっているカテーテル類を除去するこ
となどが状態の改善につながることが少なくない71）。

3 抗菌薬投与の継続・変更

 a	 経験的に投与を開始した抗菌薬は，起因菌およびその抗菌薬感受性成績が判明した段階で広域
抗菌薬から臨床効果が期待できる狭域抗菌薬へ変更するde-escalation療法を適宜考慮する。
Ⅱ

 b	 患者の臨床症状に併せて注射薬から経口薬への切り替えを行う。 Ⅱ

 c	 グリコペプチド系薬やアミノグリコシド系薬では薬物血中濃度モニタリング（therapeutic	
drug	monitoring：TDM）に基づき投与量・投与間隔を設定する。ⅠB

　広域抗菌薬の多用による抗菌薬耐性菌の出現の問題が指摘されているため，漫然とし
た長期間の使用は避けなければならない。すべての症例で取り入れ可能というわけでは
ないが，広域抗菌薬の継続使用に伴う常在細菌叢の減少や抗菌薬耐性菌の出現を抑制す
るために，可能なかぎりde-escalation療法を考慮すべきである。
　患者の臨床的改善，血行動態の安定，消化器症状や肝機能の改善が認められれば，
ADLの改善を前提として，注射薬から経口薬に切り替えることが可能となる。注射薬
から経口薬への切り替えにより，入院期間の短縮や医療費の削減が達成されることが報
告されている72）�〜74）。
　抗菌薬療法中は，微生物学的検査（培養検査および抗菌薬感受性試験）を必要に応じ
て行うとともに，抗菌薬療法に反応しない場合は，抗菌薬無効時に準じて有効性に関す
る再評価を継続する75）。また，抗菌薬の種類，投与量，投与方法を決定する際は，抗菌
薬感受性成績だけでなく，患者の腎機能，肝機能，感染臓器・部位などとともに，抗菌
薬の体内動態や組織移行性などの特徴を考慮して行う必要がある。
　グリコペプチド系薬やアミノグリコシド系薬は，治療濃度域が狭く副作用が比較的生
じやすい抗菌薬である。そのため，これらの抗菌薬投与を行う場合，有効性を確保する
とともに腎障害などの副作用を避けること，さらには抗菌薬耐性菌の出現の抑制を目的
としてTDMを実施し，投与量や投与間隔を適切に設定する必要がある68）。グリコペプ
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チド系薬やアミノグリコシド系薬はいずれも腎排泄型の抗菌薬であることから，投与設
計の際には患者の腎機能をできるだけ正確に評価することが大切となる。グリコペプチ
ド系薬やアミノグリコシド系薬のTDMは，新たに投与を開始したとき，投与中に腎機
能が変化したとき，治療効果が得られないときなどに実施して適切な投与量や投与間隔
の設定に活用する75），76）。

4 抗菌薬投与の終了・中止

 a	 経過が良好で抗菌薬を投与しなくても感染症が治癒すると判断したとき，抗菌薬を終了する。 Ⅱ

 b	 細菌感染症でないと判断したとき，抗菌薬を終了する。 Ⅱ

 c	 薬物性発熱やアレルギーなどの副作用が出現したとき，その原因となりうる抗菌薬を中止する。
ⅠB

　抗菌薬の投与を終了するタイミングや推奨される投与期間は，感染症の病態および起
因菌により異なる。一般的には，血流感染症では10〜14日間77）�〜80），感染性心内膜炎では
4〜6週間81），急性腎盂腎炎では14日間82）�〜84），人工呼吸器関連肺炎では1〜2週間85）�〜87）

とされている。それぞれの感染症において推奨される投与期間を勘案したうえで，臨床
症状などから抗菌薬の継続が不要であると判断した場合は，副作用，医療費，抗菌薬耐
性菌出現防止の観点からも抗菌薬の投与を終了することが望ましい。また，細菌感染症
以外の感染症や疾患（自己免疫疾患や悪性腫瘍など）である可能性が強く疑われる場合
や臨床的に細菌感染症であることが確定できない場合などには抗菌薬の投与を終了する
ことも検討する。抗菌薬開始当初は，臨床症状や検査所見が改善し，有効と思われたに
もかかわらず，治療を継続しても発熱が持続し，炎症所見の改善も認められない場合に
は，いわゆる薬物性発熱を疑って，いったん抗菌薬を中止して経過観察したほうがよい
場合もある。

5 抗菌薬の副作用・薬物相互作用

 a	 過敏症（アナフィラキシー，発熱，皮疹，好中球減少など）が発現した場合は，その原因とな
りうる抗菌薬の投与を中止し，過敏症に対する適切な治療をする。 Ⅱ

 b	 用量依存性細胞毒性（腎毒性，聴器毒性，骨髄毒性など）が発現した場合は，投与量・投与間
隔などを調節して中毒域を回避するか，その原因となりうる抗菌薬の投与を中止する。 Ⅱ

 c	 抗菌薬投与後，副作用，抗菌薬耐性の獲得，菌交代現象が発現した場合，その原因となりうる
抗菌薬の投与を中止し，それぞれに対する適切な対応を行う。 Ⅱ

 d	 薬物血中濃度依存性の副作用が発現した場合は，適切にTDMを実施し投与量・投与間隔などの
調節を行う。ⅠB

 e	 薬物相互作用として重大な副作用を引き起こす場合があり，注意が必要である。 Ⅱ

　実施している抗菌薬療法が有効な場合であっても，副作用のために治療の継続が困難
になることがある。抗菌薬を投与している期間は，ショックやアナフィラキシー様症状
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などの過敏症，腎障害，肝障害，下痢症，出血性腸炎，偽膜性腸炎，ビタミンK・ビタ
ミンB欠乏症などの副作用，起因菌の抗菌薬感受性の変化，菌交代症の発現に関して慎
重にモニタリングする。抗菌薬の副作用は，各種基礎疾患を有する患者では特に注意す
べきである。グリコペプチド薬，アミノグリコシド系薬，抗真菌薬のボリコナゾールに
関しては，治療濃度域が狭く副作用が比較的生じやすい抗菌薬であるため，TDMを実
施し，投与量や投与間隔を適切に設定する必要がある88）。また，TDMの規定されてい
ないリネゾリドにおいても，腎機能低下患者（透析患者を含む），肝機能低下患者（肝
硬変患者など），重症感染症患者において，血小板減少などの副作用の発現頻度の上昇
や体内動態の変動が報告されている89）�〜91）。そのため，このような患者においては十分
な副作用や薬効のモニタリングが必要である。
　また，近年，複数菌感染症の増加やさまざまな抗菌薬耐性菌の出現などにより，抗菌
薬の併用療法が必要な場合も増え，特に，抗菌薬の多剤併用時には自身の副作用ばかり
でなく，併用抗菌薬の副作用も増強させることもあり，注意が必要である88）。
　相互作用としては，キノロン系薬のテオフィリン代謝阻害，カルバペネム系薬とバル
プロ酸の併用によるてんかん発作誘発，致死的な不整脈の原因になりうるマクロライド
系薬と抗ヒスタミン薬との併用によるQT延長など，重大な副作用を引き起こす場合が
あり注意が必要である。また，抗菌薬の点滴投与時には併用薬や輸液との配合変化（混
濁，沈殿，力価低下など）にも十分注意しなければならない88）。

抗菌薬の予防的投与
1 周術期の予防的投与

 a	 予防的抗菌薬は，ランダム化臨床試験（RCT）により非使用の場合と比較して有意に手術部位
感染症（SSI）が低率となる手術において適応となる。ⅠA

 b	 予防的抗菌薬は手術部位に常在する細菌をターゲットとし，広域抗菌薬の使用を避ける。 Ⅱ

 c	 予防的抗菌薬には，安全性が高く，医療経済を考慮した抗菌薬を選択する。 Ⅱ

 d	 汚染手術や感染部位の手術では，治療的抗菌薬の投与も検討する。 Ⅱ

 e	 予防的抗菌薬の初回投与は，執刀前60分間以内の静脈内投与が推奨される。ⅠA

 f	 予防的抗菌薬は，その十分な血中および組織内濃度の維持を考慮して術中の追加投与を行う。ⅠB

 g	 予防的抗菌薬の投与量は治療量を用い，過体重・肥満患者では増量を行う。ⅠB

 h	 予防的抗菌薬の投与は，可能なかぎり短期間で終了する。 Ⅱ

 i	 MRSA感染症治療薬を予防的抗菌薬として日常的に使用しない。ⅠB

 j	 セファロスポリン系薬またはペニシリン系薬が第一選択の予防的抗菌薬となる手術において，
これらの抗菌薬にアレルギーがある場合には，手術部位に応じて，バンコマイシン，クリンダ
マイシン，アミノグリコシド系薬，キノロン系薬，メトロニダゾールを代替薬とする。ⅠB

　周術期予防的抗菌薬は，ランダム化臨床試験（RCT）により非使用の場合と比較し
て有意に手術部位感染症（SSI）が低率となる手術において適応となる92）。投与を行う
目的は，組織の無菌化ではなく，宿主の免疫機構により手術部位感染の防御が可能な細
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菌量にまで低減することにある。すなわち，SSIの予防が目的であり，遠隔部位感染症
を対象とするものではない93）。
　予防的抗菌薬は，ほぼすべての手術患者に対して使用される。したがって，安全性が
高く，医療経済を考慮した抗菌薬を選択することが重要である。さらに，抗菌薬耐性菌
出現防止の観点から，手術部位に関連する細菌に活性を有する抗菌薬（手術の清潔度に
応じた抗菌薬）を選択し，広域抗菌薬を投与することは考慮すべきではない94）。一方で，
手術操作が及ぶ部位から常在菌以外の細菌が検出されている場合や，常在菌以外の細菌
による感染を引き起こしている場合では，その細菌に活性を有する抗菌薬を選択するこ
とがある95），96）。
　手術の清潔度は，一般的に「清潔手術」「準清潔手術」「汚染手術」「不潔�/感染手術」
に分類される。清潔手術に対しては，皮膚常在菌を対象として，一般的に第一世代セ
ファロスポリン系薬のセファゾリンが推奨される。消化管手術などの準清潔手術では，
胃や腸管内の常在細菌を対象として，嫌気性菌にも活性を有するセファマイシン系薬の
セフメタゾールやオキサセフェム系薬のフロモキセフを選択する。一方で，消化管穿孔
などが確認され，手術時にすでに感染が成立している「不潔�/感染手術」においては，
治療的抗菌薬の投与が推奨される場合がある。このように，予防的抗菌薬にはβ-ラク
タム系薬を選択し，バンコマイシンを予防的抗菌薬として日常的に使用することは抗菌
薬耐性の制御の観点から推奨されない。なお，β-ラクタム系薬に対してアレルギーを
有する場合は，バンコマイシン，クリンダマイシン，アミノグリコシド系薬，キノロン
系薬の投与も状況に応じて考慮する。また，下部消化管や婦人科などの準清潔創の手術
では，予防的抗菌薬として保険適応がとれていないことを考慮のうえでメトロニダゾー
ルをアミノグリコシド系薬またはキノロン系薬と併用することも検討する97）。各外科領
域における標準術式に対する術後感染予防抗菌薬の適応，推奨抗菌薬，投与期間につい
ては，「術後感染予防抗菌薬適正使用のための実践ガイドライン（日本化学療法学会�/
日本外科感染症学会　編）」を参照とする98）。
　手術部位感染の発生は術中から術後数時間までの間に決まるため，予防的抗菌薬の初
回投与は手術開始時に十分な抗菌薬の血中および組織内濃度が得られるタイミングで投
与することが必要とされ99）�〜103），初回投与は，執刀前60分間以内の静脈内投与が推奨さ
れる。ただし，予防的抗菌薬としてバンコマイシンやレボフロキサシンを使用する場合
には，投与時間や組織分布の時間が長いため執刀前120分間以内に開始する。抗菌薬の
十分な血中および組織内濃度を維持するために，手術時間の長いケースでは術中に追加
投与を行うことが必要である。目安としては，使用抗菌薬の半減期の2倍程度の時間で
の再投与が推奨される。抗菌薬の半減期は腎機能の影響を大きく受ける。また，出血時
には血中の抗菌薬も喪失することが予想されるため，大量出血時（1,500 mL以上を目安）
には追加投与を考慮する。さらに，手術中に十分な抗菌薬の血中および組織中濃度を確
保するために，通常，抗菌薬は治療用量を用い，過体重・肥満患者においては抗菌薬の
増量などを行う必要がある104），105）。
　予防的抗菌薬の投与期間に関しては，長期間の予防的抗菌薬の投与が抗菌薬耐性菌に
よる術後感染症のリスクを上昇させることが報告されていることからも，予防的抗菌薬
の投与は必要最低限の期間にとどめる94），98），106）。
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2 周術期以外の曝露後予防的投与

 a	 髄膜炎菌感染症患者と接触した者には，リファンピシン，シプロフロキサシン，セフトリアキ
ソンなどによる予防的投与を行う。ⅠB

 b	 百日咳患者との濃厚接触者には，クラリスロマイシン，アジスロマイシン，エリスロマイシン
などの予防的投与を行う。ⅠB

 c	 潜在性結核感染症の患者には結核の発症を予防する目的で抗結核薬を投与する。ⅠB

 d	 免疫能が低下している患者（化学療法時，HIV感染，造血幹細胞移植時，ステロイド投与時な
ど）にはニューモシスチス肺炎の発症予防を考慮する。ⅠA

　抗菌薬の予防効果に関するエビデンスは限定的で，細菌感染症のリスクが低い場合や
エビデンスが存在しない場合においては，積極的な抗菌薬の予防的投与は行わないこと
が望ましい。一方で，周術期の手術部位感染症予防のほか，髄膜炎菌（Neisseria men-
ingitidis）感染症や百日咳の曝露後の発症予防，潜在性結核感染症（latent�tuberculosis�
infection：LTBI）の結核発症予防，ニューモシスチス肺炎の発症予防などについては，
予防的に治療薬を投与すること（post-exposure�prophylaxis：PEP）の有効性が示さ
れている。
　N. meningitidesは，感染により髄膜炎，菌血症，呼吸器感染症，尿路感染症，結膜
炎などを発症することが知られている。N. meningitides感染症患者の気道分泌物など
に曝露した家族，患者，医療従事者にはリファンピシン，シプロフロキサシン，セフト
リアキソンなどによる予防的投与を行うことが推奨される107）。このとき，抗菌薬耐性
髄膜炎菌の可能性を考慮し，臨床分離された髄膜炎菌の抗菌薬感受性成績を確認し，効
果の期待できる抗菌薬を選択する。百日咳は，百日咳菌（Bordetella pertussis）および
パラ百日咳菌（Bordetella parapertussis）の感染により発症し，鼻咽頭や気道からの分
泌物による飛沫感染や接触感染が主な感染経路である108）�〜110）。日本では，ジフテリア・
百日咳・破傷風（DPT）三種混合ワクチンが予防接種法において定期予防接種に分類
されている。しかし，百日咳に曝露した者には年齢およびワクチン接種歴にかかわら
ず，クラリスロマイシン，アジスロマイシン，エリスロマイシンの予防的投与を行うこ
とが推奨されている108）。
　LTBIに対する結核発症予防を目的とした抗結核薬の投与は，インターフェロン-γ遊
離試験（interferon-gamma�release�assay：IGRA）またはツベルクリン反応検査で結
核感染が明らか，または強く疑われた場合に行う。通常の場合，イソニアジドを単独で
6カ月間または9カ月間投与する。イソニアジドが副作用などのために使用できない場
合や初発患者から検出された結核菌がイソニアジド耐性であった場合は，リファンピシ
ンの投与を検討する111）。また，イソニアジドおよびリファンピシンの両者に対して耐
性を示す結核菌の場合は，ピラジナミドとエタンブトールの併用またはピラジナミドと
レボフロキサシン（またはオフロキサシン）の併用で6〜12カ月間投与する方法が報告
されている111），112）。
　ニューモシスチス肺炎の発症予防には，スルファメトキサゾール�/トリメトプリム（ST）
合剤が有用とされている。HIV感染者におけるニューモシスチス肺炎の発症予防はエビ
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デンスが証明されている。非HIV感染者における発症予防に関しては十分なエビデン
スがあるとはいえないが，化学療法時，造血幹細胞移植時，長期ステロイド薬投与時

（プレドニゾロン換算で1日20 mg以上，4週間以上）などの免疫能低下時では，ニュー
モシスチス肺炎の予防を考慮する113）�〜116）。

抗菌薬の管理
1 抗菌薬の管理

 a	 抗菌薬の使用許可制や届出制などの処方規制を導入し，使用状況や使用目的を監視する。 Ⅱ

 b	 適切な抗菌薬の選択，投与量，投与経路，治療期間などに関して，感染症を専門とする医療チー
ムで介入し，フィードバックを行う。ⅠB

 c	 感染症を専門とする医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師などを含む多職種によるチーム医療
体制を構築し，抗菌薬適正使用を推進することが推奨される。ⅠB

　ASPは，抗菌薬耐性菌出現の防止および治療効果の向上の両方を目的とした抗菌薬
適正使用を推進するための組織的プログラムである7），117）�〜119）。抗菌薬の適正使用を推進
するために，抗菌薬の使用状況を監視し，適切な抗菌薬の選択，投与量，投与経路，治
療期間を提案することは，抗菌薬による副反応発現や抗菌薬耐性菌出現の軽減，患者の
予後改善，治療費の抑制に有効である120），121）。また，微生物学的検査で検出された病原
微生物の起因性についても検討し，不必要な抗菌薬投与を低減する。ASPを実践するう
えで，抗菌薬使用状況，微生物分離状況の把握，医療関連感染対策の実施は必須であり，
感染症を専門とする医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師などを含む抗菌薬適正使用支
援チーム（antimicrobial�stewardship�team：AST）のもとでの活動が推奨される7），119）。
ASTによる活動として，血液培養陽性患者や広域抗菌薬長期使用患者への介入があげ
られるが，その運用方法は各医療機関の実情により異なっている。今後，ASP推進の
ための標準的なガイドラインの策定およびASPを実践，評価するための環境の整備が
望まれる8），119）。
　抗菌薬の使用許可制や届出制は，抗菌薬の不適切な使用を防止し，使用対象患者を限
定することによる使用量削減に効果的である7），122）�〜125）。届け出に際し，患者基本情報や
抗菌薬使用量のほかに，基礎疾患，感染症名，使用目的，微生物学的検査の結果，そし
て臨床症状などの詳細な記載項目を設けることで不適切な使用をより低減させることが
できる。届出対象抗菌薬としては，適正使用の監視を必要とするMRSA感染症治療薬
のほかに，広域抗菌スペクトルを持ち耐性を獲得することにより治療上の影響が大きい
第四世代セファロスポリン系薬，カルバペネム系薬，キノロン系薬，タゾバクタム�/ピ
ペラシリンなどが推奨される126）。ただし，一部の抗菌薬に対する処方規制のみでは，
抗菌薬耐性の制御が十分に達成されない可能性があることにも留意する。届出制に加
え，使用期間の監視，MRSA感染症治療薬の初期投与設計，TDMによる投与設計など，
薬剤師による継続的な介入も効果的である127），128）。
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2 抗菌薬使用に関するデータ解析およびサーベイランスとフィードバック

 a	 各医療機関において，抗菌薬の使用状況や使用動向を把握するために，抗菌薬使用量について
サーベイランスを行い，定期的にデータのフィードバックを行う。ⅠB

 b	 医療機関の間での抗菌薬使用量の比較には，入院延べ患者数で補正した規定1日用量（defined	
daily	dose：DDD）や抗菌薬使用日数（days	of	therapy：DOT）を用いる。ⅠB

　抗菌薬使用量サーベイランスのデータは，抗菌薬の使用状況の把握やASPにおける
介入の効果を評価するための指標として有用である129），130）。抗菌薬の種類および使用量
を抽出し，病棟（診療科）別や系統別に抗菌薬の使用割合を月単位ならびに年単位で集
計を行う。抗菌薬の使用状況は，感染管理担当者だけでなく医療機関内全体にフィード
バックする。
　抗菌薬使用量の算出方法として，世界保健機構（World�Health�Organization：WHO）
はanatomical� therapeutic�chemical/defined�daily�dose（ATC/DDD）システムを推奨
しており，入院延べ患者数で補正することで医療機関の間での抗菌薬使用量の比較が可
能である118），129），130）。ATC/DDDシステムを用いた多施設での抗菌薬使用量サーベイラ
ンスは，地域全体における抗菌薬適正使用について評価し，地域の抗菌薬耐性菌の出現
状況と抗菌薬使用量の関係性を検討するうえで有用である131）�〜133）。一方で，ATC/DDD
システムを用いた集計は，高齢者，腎機能低下者，小児などが多い医療機関では過小評
価となること，DDDの規定値が日本の用量と乖離している抗菌薬があることからデー
タの評価には注意を要する。
　抗菌薬使用日数（DOT）は，CDCが提唱する抗菌薬使用量の指標である134）。DDDと
異なり抗菌薬投与日数をもとに算出するため，1日用量によらないことが特徴である。
ただし，日本におけるDOTの有用性に関する報告は限られており135）。両指標の特性を
活かした抗菌薬適正使用の評価法の確立が望まれる。

アナフィラキシー対策
1 アナフィラキシー対策

 a	 事前に既往歴などについて十分な病歴聴取を行う。なお，抗菌薬などによるアレルギー歴は必
ず確認する。ⅠB

 b	 投与開始から投与終了後まで，患者の安静を保持し，十分な観察を行う。特に，投与開始直後
は注意深く観察する。ⅠB

 c	 抗菌薬投与に際しては，ショックなどに対してただちに対処できるよう，必ず救急処置対応の
準備をしておく。 Ⅱ

　抗菌薬投与に伴うショックおよびアナフィラキシー様症状の発現がまれながらも報告
されており，年齢，性別，人種，遺伝的素因，基礎疾患や既往歴，さらには投与方法な
どが関与すると言われている136）。しかし，血液検査などの結果は不明確な参考情報程
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度のものであり，確定診断に寄与するようなものではない137）。さらに，β-ラクタム系
薬などの静脈内投与時にあらかじめ微量の抗菌薬を用いた皮内反応が実施されてきた
が，この方法はアナフィラキシー発現の予知としての有用性に乏しいとの結論が得られ
ている138）。このため，抗菌薬投与に関連するショックなどによる医療被害を最小限に
するための対応が必要である。アナフィラキシーショックの発現予防のために，患者の
薬物投与歴およびアレルギー歴に関する病歴聴取を十分に行わなければならない。抗菌
薬に関連するアレルギー歴がある患者の場合，抗菌薬にショックの既往がある患者につ
いては当該抗菌薬の投与は禁忌とする。類似抗菌薬の投与も原則禁忌とするが，慎重に
投与することが許容される。ただし，アナフィラキシー発現のリスクが大きいことを認
識して対処する。抗菌薬にショック以外で過敏症の既往がある患者については当該抗菌
薬の投与は原則禁忌とするが，慎重に投与することが許容される。ただし，アナフィラ
キシー発現のリスクがあることを認識して対処する。類似の抗菌薬についても慎重な投
与を行う。アレルギー疾患（気管支喘息など）や抗菌薬以外の薬物に対するアレルギー
歴がある患者の場合にも，慎重な投与を行う。
　最も重要な病態はⅠ型アナフィラキシーであり，β-ラクタム系薬はこの原因薬物と
しての頻度が高い。特に抗菌薬投与後30分間以内に発症し，気管支痙攣，血管浮腫，
低血圧・ショックを伴うものは，投与後2時間以上経過してから局在性の蕁麻疹や非特
異的な皮疹を呈する病態に比較して危険である。抗菌薬投与時にみられる即時型アレル
ギーを疑わせる臨床症状として，注射局所の反応では，注射部位から中枢にかけての皮
膚発赤，膨疹，疼痛，掻痒感などがあり，全身反応としては，しびれ感，熱感，頭痛，
眩暈，耳鳴り，不安，頻脈，血圧低下，不快感，口内・咽喉部違常感，口渇，咳嗽，喘
鳴，腹部蠕動，発汗，悪寒，皮疹などがある139）。静脈内投与中のみならず，終了後も
異常を自覚したら，ただちに医療従事者に申告するよう患者に説明する。点滴・静脈内
投与ではより早くから即時型アレルギーが起こると考えられるため，投与開始直後から
注意して観察する。患者が何らかの異常を訴えた場合，あるいは他覚的異常を認めた場
合には速やかに静脈内投与を中止する。ショックやアナフィラキシー様症状が発現した
場合には，症状に応じて対処する必要がある。そのため，抗菌薬投与の際には，患者の
安静を保持し，投与開始から投与終了までではなく，投与終了後も患者をモニタリング
できる環境を整えるとともに，ショックやアナフィラキシー様症状に対してただちに救
急処置対応が行えるように医療器材ならびに治療薬を準備しておく必要がある140）。
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微生物検査法

迅速診断検査
1 インフルエンザウイルス
　インフルエンザはインフルエンザウイルスの感染により引き起こされる感染症である。インフ
ルエンザウイルスは，A型，B型，C型の3つの型があり，A型とB型は流行的に発生するイン
フルエンザとして知られている。
　日常的なインフルエンザの診断検査には一般的な免疫クロマトグラフ法や銀増幅反応を加えた
銀増幅免疫クロマトグラフ法，EIA法を原理とした検査試薬が用いられており，A型とB型につ
いて検査することができる。免疫クロマトグラフ法の感度・特異度は，A型で感度64.6％，特異
度：99.1，B型で感度52.2％，特異度：99.8％とされている1）。ウイルス量は発症から24〜48時間
に増加するため，検査の感度が最も高いとされるのに対し，48時間以降ではウイルス量が減少
するため検査の感度も低下する1）。ウイルス分離は日常検査では実施されないが，ウイルスの型
決めや抗原変異の解析においてウイルス分離は欠かすことのできない検査法である。ウイルス分
離を行う場合は，数日の保存であれば冷蔵，一週間以上の保存は－80℃にて凍結保存を行う。ま
たインフルエンザウイルスの核酸検出（遺伝子増幅）法は（平成28年度）診療報酬点数上，イ
ンフルエンザの感染が疑われる重症患者のみに算定される検査のため，日常検査として実施され
ていない。国内で市販されている迅速抗原検査試薬では，鳥インフルエンザA（H7N9）に対し
ても反応することが示されている2）。新型インフルエンザが出現した場合，使用している検査試
薬にて検査可能か確認しておく必要がある。

2 ノロウイルス
　ノロウイルスは感染性胃腸炎・食中毒の原因ウイルスで，潜伏期は1〜2日とされ嘔吐や下痢
などの症状を起こす。ヒトに感染するノロウイルスは主に2つの遺伝子群GenogroupⅠ（GⅠ）
とGenogroupⅡ（GⅡ）に分類され，各遺伝子群には多数の遺伝子型が存在することが報告され
ている3）�〜5）。現在市販されている迅速検査キットは，ノロウイルスの各遺伝子型に共通な抗原に
対するモノクローナル抗体を使用した免疫クロマトグラフ法を原理とし，15分程度でノロウイ
ルス抗原の検出が可能である。しかしながら，ノロウイルス抗原に対する検出感度は35〜52％，
特異度は95％以上で6），抗原陰性の場合であってもノロウイルス感染の否定をすることはできな
い7）。また，ノロウイルスGⅡ.17型は，検査試薬によっては検出感度が低い場合があるためさら
に注意が必要である8）。ノロウイルス抗原検査は，3歳未満や65歳以上の患者，悪性腫瘍と診断
された患者などにかぎり健康保険が適用されている。免疫クロマトグラフ法以外のノロウイルス
の検査方法として，電子顕微鏡検査や，RT-PCR法およびRT-nested�PCR法，RT-リアルタイ
ムPCR法による核酸増幅検査がある。核酸増幅検査は高感度であるため，症状消失後1カ月経過
しても検体中のウイルスを検出することがある。検体を保存する場合は，－20℃以下で凍結保存
が可能であるが，できるかぎり速やかに処理する6）。

Ⅸ

1

6章再.indd   302 2020/12/09   午前9:11



そ
の
他

第

章
6

303Ⅸ　微生物検査法

3 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
　クロストリディオイデス（クロストリジウム）・ディフィシルは抗菌薬関連下痢症の主要原因
菌である。芽胞形成菌であるため，乾燥や熱，種々の消毒薬に抵抗性を示し，医療環境中でも長
期間にわたり生存することができる。糞便培養は感度の高い検査法であるが酸素に弱い菌である
ため，検体の品質により検出感度が大きく左右される9），12）。
　クロストリディオイデス（クロストリジウム）・ディフィシル感染症の本態はトキシン産生株で
あるため，トキシンの検出が最も重要である。免疫クロマトグラフ法は迅速性や簡便さから日常
検査に汎用されているが，ゴールドスタンダードとされている細胞毒性試験に比べトキシン検出
の感度が劣る9）。免疫クロマトグラフ法のトキシン検出感度は80％未満との報告もあるため，トキ
シン陰性GDH陽性例に対しては培養法や細胞毒性試験を追加実施することが望ましい9），10）。健常
成人であっても7％程度が腸管内にディフィシル菌を保菌しているため，下痢などの症状を呈して
いる場合にのみ検査は有用である9），11）。新鮮糞便が検査対象として推奨されるが，採取後72時間
までは2〜8℃で保管できる。欧米では糞便検体を対象とした毒素遺伝子の核酸増幅法（Nucleic�
Acid�Amplification�Test：NAAT）が行われている。無症候性の保菌者であっても陽性になりう
る問題点はあるが，キットを用いた毒素検出よりも感度・特異性は優れている13），14）。近年では，
下痢惹起能をもち第3の毒素とも言われるバイナリートキシンを産生する株の報告もある。欧米で
はバイナリートキシン産生能をもつ強毒変異株BI/NAP1/027型のアウトブレイクも起きている15）。

4 レジオネラ
　レジオネラ症とはレジオネラ・ニューモフィラを代表とするレジオネラ属菌による感染症で，
その病型は劇症型の肺炎と一過性のポンティアック熱がある。
　レジオネラ属菌は発育に時間を要するため，免疫クロマトグラフ法による尿中抗原検査が有用
である。尿以外の検体（血清，喀痰，咽頭ぬぐい液等）は使用できない。免疫クロマトグラフ法
ではレジオネラ・ニューモフィラ血清群1のみの検出が可能であり，血清群1以外のレジオネラ・
ニューモフィラやニューモフィラ以外のレジオネラ属菌の検出はできない。レジオネラ・ニュー
モフィラ血清群1に対する検出感度は74％，特異度は99％以上と報告されている16）。そのため，
尿中抗原陰性でもレジオネラ感染症を否定することはできない。多くの場合，肺炎症状出現後3
日以降から検出が可能となり，症例によって異なる17），18）。LPS抗原は尿中に数日から数週間に
渡って排出されることがある。測定結果の解釈には発症日や症状を十分に考慮する必要があり，
治療効果判定には使用できない。また，検体中の抗原濃度によっては血清型7,9への交差反応が
認められている製品もある19）�〜22）。検体を保存する場合は，4℃で1週間程度，凍結で2週間程度
保存ができる。免疫クロマト法以外の検査方法として，培養検査および遺伝子学的検査がある。
培養検査では，非選択培地であるBCYEαや選択培地のWYOα，GVPCαを用いる。遺伝子学的
検査では2011年に保険適用となったLAMP法がある。レジオネラ感染症は4類感染症であり，
診断後ただちに届け出が必要である。

主な真菌感染症疑い症例の対応
1 輸入真菌症の概要
　わが国における輸入真菌症（旅行者感染症）は近年増加の一途をたどっている。日本では国外

2
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の生息地への旅行や居住によってその環境に浮遊している真菌（分生子）を肺へ吸引することで
感染し，国内で発症する。主な輸入真菌症にはコクシジオイデス症，ヒストプラズマ症，パラコ
クシジオイデス症，マルネッフェイ型ペニシリウム症，ブラストミセス症があり，それぞれに流
行地が存在する（表1）。これらの真菌症にはヒト�-ヒト感染はないとされているが，環境からの
感染力と病原性が高く，健常者においても発症する。輸入真菌症の主な病型は肺真菌症である
が，髄膜，皮膚・皮下組織，骨・骨髄など，ほかの部位に病巣を形成する症例もあるなど，病像
から輸入真菌症を疑うことは容易ではないため原因真菌の生息地への渡航歴が診断には有益な情
報である。近年は流行地域から来日した外国人が発症する例もみられている。検査依頼時に渡航
歴を必須情報とするような仕組みを構築することで安易な培養検査を防ぐことができる。輸入真
菌症には潜在性感染している患者が免疫低下状態となり内因性に発症（あるいは再燃）する場合
があることや，特にパラコクシジオイデス症においては感染からの潜伏期が長く，10年後に発
症することもあるので十分な渡航歴の聴収が必要である。
　検査室内感染の危険性は，培養することで感染性の高い分生子を大量に形成することである。
人に感染しているときには感染性を示さないが，安易な培養検査から形成された分生子が検査室
内環境に飛散，拡散することで肺への吸引による検査室内感染の可能性がある最も注意すべき病
原体である。深在性真菌症の診断・治療ガイドライン201423）には感染力と病原性による検査室
内感染の危険性を考え，一般医療機関では原則として培養検査は行わないこと，専門機関へ相談
することが明記されている。輸入真菌症の原因真菌は，すべてバイオセーフティレベル（BSL3）
でCoccidioides immitis，Coccidioides posadasiiについては三種病原体に分類され四類感染症で
ある。

表1　輸入真菌症の主な流行地（生息地）と原因真菌24）

真菌症 主な流行地（生息地） 原因真菌

コクシジオイデス症 米国南西部・メキシコ国境地域：アリゾ
ナ，カルフォルニア，ニューメキシコ，テ
キサス，ユタ
中南米：中南米の多くの国々

Coccidioides immitis
Coccidioides posadasii

ヒストプラズマ症 北米：ミシシッピー渓谷流域
中南米：メキシコが多い
東南アジア・インド：特にタイ，ベトナ
ム，マレーシア，中国南部
アフリカ：サハラ砂漠南部
その他：ヨーロッパ，オーストラリア

Histoplasma capsulatum
Histoplasma duboidii

パラコクシジオイデ
ス症

中南米：中南米の多くの国々，特にブラジ
ルが多い

Paracoccidioides brasiliensis

マルネッフェイ型ペ
ニシリウム症

東南アジア：特にタイ北部，ベトナム，中
国南部

Penicillium marneffei
（Talaromyces marneffei）

ブラストミセス症 北米：オハイオ川，ミシシッピー川流域，
五大湖周辺
その他：アフリカ，中南米，インド，ヨー
ロッパ

Blastomyces dermatitidis

（亀井克彦，渋谷和俊，宮崎義継，編：輸入真菌症の診断・治療指針．協和企画，東京，2011をもとに作成）
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2 コクシジオイデス症，ヒストプラズマ症 23）�〜25）

　コクシジオイデス症とヒストプラズマ症の患者発生数は，千葉大学真菌医学研究センターの報
告によると1980年代から増加し続け現在に至っており，2011年から2015年の集計においても患
者発生数の最も多い輸入真菌症である。感染力と病原性が高く，コクシジオイデス症では生息地
を車で通過しただけでも感染した事例や流行地の産物である綿花に付着していた分生子による感
染した事例もある。ハイリスクな人である免疫系の低下する基礎疾患を有する患者やコクシジオ
イデス症においては妊婦などで重症化する。ヒト-ヒト感染はないが安易な培養から感染源であ
る分生子の検査室内の拡散により検査室内感染がある。

3 細菌検査室での普段からの対応と輸入真菌症疑い患者の検体（喀痰など）への対応
　細菌検査室での普段からの対応として，培地の観察，釣菌にも安全キャビネットの使用が望ま
れる。培地に真菌（糸状菌）が発育している可能性もあり，培地の観察はシャーレの蓋越しに発
育状況を確認することが重要である。
　輸入真菌は喀痰などを室温に長時間放置することで検体中に存在している菌体が菌糸形とな
り，感染性の強い分生子を産生し飛散させる可能性がある。同様に，本菌を含む可能性のある検
体（胸水，滲出物など）にも注意する25）｡ 渡航歴などの聴収から輸入真菌症が疑われる場合には，
一般医療施設における検査室や外部委託検査による培養検査は原則として行わない22）�〜25）。検体
を採取する前に専門機関へ相談し，検査室と臨床側で対処法を調整しておく必要がある22）�〜25）。

4 検査室内拡散が起こった場合の対応
　検査室内拡散が考えられる場合には感染対策と拡散防止処置が必要になる。可能性のある菌を
扱う部屋やキャビネットを限定しておくとともに，万一の際を考えて，事前に空調系統がどのよ
うにつながっているか，特に排気がどこにつながっているか，HEPAフィルタは排気系統のどこ
についているかなどを調査しておく必要がある。
　輸入真菌症の検査室内感染は，輸入真菌症を疑わないことや渡航歴情報が得られなかったこと
から培養検査が実施され，検査室内に拡散した分生子の吸入による呼吸器感染症である。検査室
内感染を防止するには，要員の退避と拡散した分生子の封じ込めを早期に実施することが重要で
ある。対応の流れを表2に示す。この対策を迅速かつ円滑に実施するには責任者による指示が必

表2　細菌検査室での対応の流れ
	 1．	拡散が考えられる場合には責任者へ連絡する。
	 2．	責任者は要員を細菌室から退出させ入室を禁止する。
	 3．	責任者は入室していた要員名簿を作成し技師長へ連絡する。
	 4．	室内の空気の動きを減らすためにできるだけ空調を止める。空調の排気がほかの部屋に循環す

る構造であれば，ほかの部屋での対応も検討する。
	 5．	感染症医へ連絡し，専門機関へ連絡し対応を協議する。
	 6．	空調を止めてから24時間経過以降に，ガウン，手袋，N95，キャップ，シューカバー，ゴー

グルを装着し，細菌検査室に入り培地等の処理を実施する。
	 7．	培地等をビニール袋に入れ，オートクレーブで滅菌する。
	 8．	必要に応じ検査室の燻蒸（安全キャビネットを含む）。
	 9．	検査室を解放。
10．	入室していた要員や感染の危険のあるスタッフに専門機関による抗体検査を実施する。まず，

前値を知るために採血を行っておく。

6章再.indd   305 2020/12/09   午前9:11



第6章─その他306

要である。まず，要員を退避させ，検査室の空調を止める。その後に関係各所に連絡し対策を協
議する。培地の処理は拡散した分生子の落下をもって実施するが24時間経過以降に実施するの
がよいのではないかと思われ，その際には個人防護具（PPE）を装着する。必要に応じて検査室
や安全キャビネットを燻蒸する。それぞれの病原体に応じて，想定される病状や潜伏期間を確認
する。必要に応じて胸部X線写真その他適切な検査を行う。それぞれの病原体に応じて，ハイリ
スクな人に曝露の可能性があれば，積極的に検査を行う。状況により抗真菌薬の予防投与も検討
する。

抗菌薬耐性菌感染症への対応
1 監視培養の目安

 a	 抗菌薬耐性菌の早期発見には，監視培養が有効である26），27）。ⅠB

 b	 積極的監視培養の実施には，標的となる抗菌薬耐性菌のプロトコールを作成し実施する28）�〜48）。
Ⅱ

　抗菌薬耐性菌の多くは定着として体内に存在し，無症候の状態で経過することも多
い48），49）。微生物検査室に提出される検体の多くは，感染症が疑われる患者の原因菌検索
のために実施することが目的である。よって，入院中のすべての患者に対して耐性菌の
保菌状況を把握しているわけではない。そのため，定着による耐性菌の伝播があったと
しても感染症を発症しないかぎり発見することはできない。一方で，すべての患者に対
してすべての耐性菌を網羅するための検査は，実状では不可能である。ゆえに，それら
を効率よく検出するためのエビデンスが必要ではある。多剤耐性菌のハイリスクカテゴ
リーに該当する患者・職員に対しては，監視培養を選択的に実施することで，潜在的な
保菌者を効率的に検出でき，無駄なコストも省くことが可能となる。適切な感染対策を
早期に開始するためには，各耐性菌に応じた監視培養を実施することが有効である50），51）。
　MRSAやVREは監視培養の歴史もあり多くのエビデンスが存在するが，多剤耐性グ
ラム陰性桿菌に対する監視培養のエビデンスは少ない。積極的な監視培養は集団感染の
状況下で多剤耐性グラム陰性桿菌の制御を成功させる一つとされてきた。一方で，一つ
の報告では多剤耐性グラム陰性桿菌の流行の制御にはアクティブサーベイランスの使用
は必要ないことを示唆している結果もある52）�〜53）。監視培養が有効であることを確定す
るためにはさらなる研究が必要である54）。一つのレビューではあるが，以下のような患
者の場合にはスクリーニングを実施したほうがよいとしている（表3）。また，流行の度
合により対象を分けている55）。この考え方は，すべての多剤耐性菌に適応できると考え
られる。医療従事者が海外でCREを獲得し感染源になる可能性も考慮する必要がある56）。
　各種耐性菌に対する監視培養のための検体採取は，菌種ごとに定着しやすい部位（鼻
腔，気道，直腸など）から行うことが望ましい。MRSAの場合，前鼻孔のサンプリン
グが最も監視培養に適した部位であるが，近年の研究では咽頭培養も合わせて実施した
ほうがよいとされている。さらに，気管内チューブの吸引，経皮的胃造瘻部，肛門周囲
または会陰の培養を，陽性率を上げるために追加してもよいとされている57）�〜60）。また，

3

解説
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複数の部位から採取したスワブを同じ選択液体培地に入れてもよい57）。MRSAのアク
ティブサーベイランスについては，病院アウトブレイク時やMRSA保菌リスクが高い
以下の患者の場合で最も有用であるとされている61）�〜76）。VREの場合，便，直腸，肛門
周囲サンプルを収集する。ただし，直腸スワブ培養の全体の感度は，一つのレポートで
はあるが58％と報告されており，高率に偽陰性が発生することを念頭におく必要があ
る77）�〜81）。また，選択圧と保菌圧の両方の改善が感染対策には必要である。地域的に蔓
延した状態での制御はほとんど困難であり，それ以前の改善が重要とされている71）。グ
ラム陰性桿菌の場合，多くは直腸のスワブによる検体の採取が推奨されている83）�〜90）。
また，多剤耐性グラム陰性桿菌で，気道に保菌していることが疑われるならば気管内
チューブ吸引または喀痰を培養すべきである86），87）。
　これらの抗菌薬耐性菌を検出する方法もさまざまである。一般的にはスクリーニング
培地が使用されるが，検出感度・特異度も一様ではないため注意が必要である。例えば，
Carbapenemase-producing�Enterobacteriaceae（CPE）の場合には，感度42.1〜96.27％
と培地により大きな差が生じる55）。監視培養を実施する場合，この差は検出率の差とな
るため，使用する培地の特性を十分理解したうえで使用する必要がある。また，特異度
も21.2〜88.57％であり55），培地に発育したからといって目的とする耐性菌というわけで
もない。近年では培養検査に代わってより鋭敏な遺伝子検査（PCR法など）を行う施
設も増えており，一定の効果も報告されている81）。

2 監視培養時の主な検査法

 a	 抗菌薬耐性菌の監視培養には，各種耐性菌用スクリーニング培地を用いる92）�〜101）。ⅠB

 b	 CLSIなどにより検出が確立されている抗菌薬耐性の検出は，その方法により行う102）。 Ⅱ

　監視培養時の検査は，スクリーニング培地等を使用して検体から目的とする耐性菌を
選択し，種々の方法を用いて確定することである。現在，監視培養には一般的にスク
リーニング培地が使用されるが，多くの耐性菌で色素性酵素基質を含んだ培地の評価が
高い92）�〜101）。一方，日本においては，MRSAやESBL産生菌に対してはさまざまな培地
が出ており，色素性酵素基質培地と同等の評価が多い103）。培地により特徴はあるものの，

解説

表3　CPO（カルバペネマーゼ産生菌）感染患者のスクリーニング基準
地域 スクリーニング対象患者

地域流行していない場合 多くの病院に入院歴がある患者
ICU入院患者
過去12カ月の間に流行地域で治療を受けた患者
常に医療現場にいる患者
CPO感染もしくは保菌の既往歴がある患者
以前に長期入院していた患者
流行地域からきた患者
個人で治療が困難であると予測される患者

地域流行している場合
（エンデミック）

全員（検査や隔離のための資源があるかぎり）
特に重篤な病態で排泄物の処理ができない，長期入院が予測される患者
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市販のどの培地を選択したとしても現状では問題にはならないと思われる。
　耐性菌用の選択培地には，それぞれ目的となる耐性菌に対し，感度がよいとされる抗
菌薬が添加されている104）。そのため，添加されている抗菌薬に感性の場合には偽陰性と
なる可能性を考慮する必要がある。例えば，VRE選択用培地には6 µg/mLのvancomycin
が添加されているが，vanB型のVREでVCMのMIC値が4 µg/mLを示す株の報告があ
り105）�〜107），それらの株では検出漏れが生じるということである。また，すべての培地に
おいて，偽陽性が存在するため，同定検査や確認試験が必要となる107）�〜112）。グラム陽性
球菌の選択培地には，目的とする菌種以外にも発育が認められるため，発育株の同定検
査が重要となる。一方，グラム陰性桿菌で問題となる耐性菌の多くがβラクタマーゼ産
生菌であり，なかでもプラスミド性は重要となる。プラスミド性では院内感染対策の強
化を必要とするため，さまざまな検出方法が考案されている113）。ESBL産生菌および
CPEにおいては，CLSIで検出法が確立されており，その方法が推奨される93），114），115）。
しかし，CPEを検出するためのmodified�Hodge�Test，CarbaNP�Test，Carbapenemase�
Inactivation�Method，それぞれに偽陰性となる遺伝子型が存在する。それらを回避す
るためには，抗菌薬感受性試験におけるスクリーニング薬剤の設定（セファマイシン系
やファロペネムなど）とPCR法，MALDI-TOFなどを含めたより多くの確認方法を用
いる必要がある116）�〜121）。

血流感染への対応
1 検体採取と培養

 a	 悪寒戦慄が出現しはじめたときや発熱の初期に行う。ⅠB

 b	 抗菌薬投与前に行う。ⅠB

 c	 抗菌薬投与中の場合は，一時中止（1〜3日），あるいは血中濃度が最も低い時期に行う。ⅠB

 d	 血管内留置カテーテルからの採血は，原則として避ける。ⅠB

 e	 成人の採血量は，通常，好気，嫌気ボトルそれぞれ8〜10mL採取する。ただし，ボトルの種
類ごとに設定されている最大量を考慮する。ⅠB

 f	 好気，嫌気ボトルを1セットとし，24時間以内に2〜3セット採取する。ⅠB

 g	 採血時，最初にアルコール系消毒薬で消毒し，ついで，ポビドンヨードあるいはクロルヘキシ
ジングルコン酸塩エタノール液で消毒する。ⅠB

　採取時期と採取部位について，1）38℃以上の発熱，または36℃以下の低体温を呈す
る患者，2）白血球増加，特に未熟なまたは桿状核球への左方移動を伴う場合（10,000/µL
以上の白血球の総末梢白血球），3）絶対的な顆粒球減少（1,000/µL未満の成熟した多
核白血球），4）またはこれらの組み合わせに合致する場合には，抗菌薬投与前に採取す
ることが望ましい122）。血液量10 mLと比較し，20 mLでは検出率が30％上昇，30 mLで
は47％上昇する。しかし，40 mLでは，7％の増加に留まるため，20〜30 mLの採取が
推奨される123）。血管内留置カテーテルからの採血は血液と比べ2倍程度の頻度でコンタ
ミネーションが起こるため，原則として避ける124）。ただし，カテーテル感染の診断法
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の一つとして，カテーテルから採取した血液と末梢血との間に陽性までの時間が2時間
以上の開きがあった場合は，カテーテル感染を疑うことができるとの報告がある125）。
　採血量と採血回数について，2セットの採取は，通常，左右正肘静脈が用いられる。
セット数と陽性率の関係は，心内膜炎のない163例の血流感染において1回目で65％，
2回目で80％，3回目で96％との報告がある123）。
　採血時の皮膚消毒について，0.5％クロルヘキシジングルコン酸含有アルコール水溶
液とポビドンヨード溶液を比較し，クロルヘキシジングルコン酸群で汚染率が低かった
ことが報告されている126）。また，2％クロルヘキシジングルコン酸を含んだ70％イソプ
ロピルアルコールとヨードチンキ製剤を比較し，汚染率に差がなかったことが報告され
ている127）。さらに，アルコール単独の消毒による評価では，10％ポビドンヨード，
70％アルコール，ヨードチンキと70％アルコール＋ポビドンヨードで比較し，汚染率
に差がなかった128），70％アルコール＋ポビドンヨードと70％アルコールのみで比較し，
汚染率に差がなかったとの報告がある129）。

2 血液培養の評価

 a	 血液培養検査の適正さの評価に用いるパラメータは，提出セット数（1,000 patient-daysあた
り），1セット採取率（％）あるいは複数セット採取率（％），陽性率（％），汚染率（％）を用
いる。 Ⅱ

　「血液培養検査の適正さの評価に用いるパラメーター」について，Cumitech�1C：Blood�
Culture�Ⅳ�2005では，提出セット数（1,000 patient-daysあたり）103〜188が推奨され
ている130）。1セット採取率（％）で管理する場合は，可能なかぎり減少させる，また複
数セット採取率（％）で管理する場合は，100％に近づけることが望ましい。陽性率が
5％以下あるいは15％以上の場合は，適切に血液培養が依頼されているか調査する。汚
染率は，2〜3％以下を指標とし，超える場合は採血方法，特に消毒方法に問題ないか確
認する。

結核への対応
1 結核疑い症例への対応

 a	 結核菌の証明を待たずに感染対策を開始する131）。 Ⅱ

 b	 膿性痰の採取に努め，3日間連続喀痰抗酸菌検査を実施する132）。 Ⅱ

 c	 塗抹初陽性例では迅速に結核菌	/非結核性抗酸菌の鑑別を行う131）。 Ⅱ

　20歳代を中心とした若年層結核では外国出生患者の著しい増加傾向がみられ，国内
感染者に比べ薬剤耐性の傾向がみられる133）ことから，患者背景や画像所見から結核の
可能性を少しでも疑った際には早急に喀痰検査を行う。高齢者結核においては，臨床症
状の乏しさや他疾患の合併などから診断の遅れがやや多くみられる傾向がある133）ため，

解説
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スクリーニングによる喀痰検査が重要である。ただし，結核菌の証明には最短でも数時
間を要するため，臨床症状，検査所見，画像所見などから結核を疑う症例に対する感染
対策の開始は菌の証明を待たずして開始すべきである。
　誘発痰の塗抹検査に蛍光法，培養検査にBACTEC�460TBとLöwenstein-Jensen（L-J）
培地を用いた場合，陽性結果の累積百分率は1回目の塗抹検査�/培養検査が64％�/70％，
2回目：81％�/91％，3回目：91％�/99％，4回目：98％�/100％となり，3回目までにほぼ
感度の上限に達するため，通常3日間連続喀痰抗酸菌検査を行う134）。抗酸菌塗抹検査の
標本作成法には直接塗抹と均等化・遠心集菌塗抹があり，染色法にはZiehl-Neelsen法
と蛍光法があるが，均等化・遠心集菌塗抹�/蛍光法の組み合わせが推奨される132）。
　均等化・遠心集菌塗抹は直接塗抹に比べ感度が15〜20％上昇，蛍光染色はZ-N染色
に比べ同等の特異度を保ったまま感度がおよそ10％上昇する135）。核酸増幅検査は塗抹
陽性例での有用性が高い一方，塗抹陰性例においても塗抹陰性�/培養陽性結核の50〜
70％を核酸増幅検査で検出可能であることから，臨床像や患者の社会的背景などをもと
に判断し利用する136）。
　喀痰抗酸菌検査の検査精度は喀痰の品質に大きく左右されるため，塗抹陰性結核（塗
抹陰性�/結核菌核酸増幅検査陽性）でも，後日の検査で塗抹陽性となることがある。空
気感染対策の解除は慎重な判断のもと行う。また，結核を疑う症例において抗酸菌塗抹
検査，核酸増幅検査ともに陰性で，後日（同月）の検査で塗抹陽性となった場合，核酸
増幅検査は保険診療にて実施できないが，感染対策を考慮し実施すべきである。
　現在，核酸増幅検査にはさまざまなキットが販売されている。いずれも高い検出感
度・特異度を有するが，操作性や迅速性，コストパフォーマンス，試薬ラインナップ，
機器サイズなどに差異があり，施設状況に応じた選定が可能である。培養検査に用いる
培地には液体培地，寒天平板培地，卵培地（小川培地など）があり，検出感度・迅速性
ともに液体培地が優れているが，口腔内常在菌による培地汚染回避や複数種抗酸菌混在
時の鑑別のためには，液体培地と固形培地（寒天平板培地もしくは卵培地）の組み合わ
せが推奨される132）。
　培養陽性時には必ず培養菌の塗抹標本を作成し，Z-N法により抗酸菌�/雑菌の有無，
菌の形態的特徴やコード形成の有無などを詳細に記録する132）。MPB64検出試験では，
ごくまれにMPB64陰性株の結核菌が認められるため，菌形態やコード形成の有無，患
者背景などからの総合判断により，必要に応じた追加試験の実施を行う132）。
　結核再燃を疑う症例における塗抹検査と核酸増幅検査は，ともに死菌による偽陽性の
可能性があり慎重な解釈が必要となる。画像所見や治療完了からの経過などを含めた総
合判断により対応を行う。
　肺結核と肺癌が併発することもあるため，癌細胞の証明が結核の否定とはならない131）。

2 検体採取と保存

 a	 喀痰採取は陰圧空調個室や採痰ブースなどで採取する132）。 Ⅱ

 b	 検体採取容器は滅菌された密閉容器を用いる132）。 Ⅱ
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　喀痰採取時には膿性痰の採取に努め，必要に応じて採痰指導，高張食塩水吸入，ラン
グフルートなどの排痰促進デバイス用い，採取困難例では胃液採取や経気管吸引痰の採
取を行い，室温なら2時間以内，4℃なら24時間以内に検査を行う137）。一部例外を除き，
肺外結核においても肺結核同様，結核菌の侵入門戸は肺であるため，肺外結核と肺結核
は併発しうる。肺外結核確定症例においても院内感染対策の観点から喀痰抗酸菌検査を
行う。
　喀痰の肉眼的性状分類は採取後すみやかにMiller�&�Jonesの分類を用い，血液成分や
夾雑物の混在があればコメント記載する。

3 抗酸菌塗抹検査

 a	 1〜24時間以内に検査結果を報告する132）。 Ⅱ

 b	 均等化・遠心集菌塗抹	/蛍光法の組み合わせが推奨される132）。 Ⅱ

　塗抹陽性結核患者は多量排菌と判断され空気感染対策の適応となるが，不良検体で検
査を行った際には偽陰性を来す可能性がある。そのため，検査結果を評価する際には，
検体性状とあわせて判断する必要がある。
　抗酸菌塗抹検査法は均等化・遠心集菌塗抹�/蛍光法の組み合わせが推奨されるが，緊
急に応じ推奨法以外の抗酸菌塗抹検査を実施した際には方法名を併記して結果報告し，
後追いで推奨法を実施する132）。

4 核酸増幅検査

 a	 塗抹陽性の場合，積極的利用が勧められる132）。 Ⅱ

 b	 治療効果の判定や経過観察に用いてはならない132）。 Ⅱ

　現在，核酸増幅検査にはさまざまなキットが販売されている。いずれも高い検出感
度・特異度を有するが，操作性や迅速性，コストパフォーマンス，試薬ラインナップ，
機器サイズなどに差異があり，施設状況に応じた選定が可能である。増幅された結核菌
DNAを用い薬剤耐性遺伝子変異の検出を行う試験法もあり，再発例や薬剤耐性結核の
多い国での感染が疑われる症例では積極的利用が勧められるが，菌株を用いた薬剤感受
性試験も並行して行わなければならない。

5 抗酸菌培養

 a	 抗酸菌症の診療に必須であるため省略してはならない132）。 Ⅱ

　培養菌株による菌種同定，抗結核薬感受性試験は結核症の診断，治療に必須の検査で
あり，疫学調査にも菌株は必要となるため，菌株は可能なかぎり長期保存することが望
ましい。そのため，たとえ患者を転送する場合でも培養検査は省略してはならない。現
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在のところ菌の生死判定を鋭敏に判定できる方法は培養検査のみであるため，治療効果
の判定にも抗酸菌培養は必須となる。前処理法，培養法ともにいくつかの種類がある
が，いずれの方法を用いる際にも精度保証が必要となり，雑菌汚染率の低下，培養陽性
率向上に努める。
　抗酸菌用培地にも口腔内常在菌や環境菌は発育しうる。誤判定を防ぐため培養陽性時
には必ず培養菌の標本を作成し，Z-N法により抗酸菌�/雑菌の有無を確認し，同時に菌
の形態的特徴やコード形成の有無などを詳細に記録する。これらの特徴が同定菌種や抗
結核薬感受性パターンに矛盾が生じた際には必要に応じて追加試験，平板分離などを行う。
　同じ患者で繰り返し培養陽性となる菌株の同定試験・抗結核薬感受性試験は，検出ご
とに行う必要はないが，臨床経過のなかで菌種が変わることもあるため，患者の臨床像
や菌の形態的特徴の変化などに注意を払い，必要に応じて追加試験を行う。

6 菌種同定

 a	 免疫クロマトグラフ法により結核菌	/非結核性抗酸菌の鑑別を行う132）。 Ⅱ

　抗酸菌培養陽性時点において，すでに核酸増幅検査で菌種が判明している場合には，
基本的には同定検査は不要であるが，患者の臨床像や菌の形態的特徴などから矛盾が生
じた際や，菌種と薬剤感受性パターンに矛盾の可能性がみられた際には同定試験を行う
必要がある。
　非結核性抗酸菌種の生理・生化学的性状による分類法は現在キット化された試薬は販
売されていないため，DNA-DNAハイブリダイゼーション法が広く用いられているが，
この検査法で同定可能な菌種は18菌種である。現在登録されている抗酸菌は，170種以
上もあり，同定不能や誤同定が散見される。DNAシークエンス解析を用いることです
べての抗酸菌種同定を行うことができるが，そのためには複数個所のハウスキーピング
遺伝子領域を解析する必要があり，手間と時間が要される。質量分析による菌種同定は
短時間かつ低ランニングコストで分析可能であるが，現在のところすべての抗酸菌種が
ライブラリーに含まれていないため，いずれの方法にも利点欠点が混在するが，院内感
染対策の観点からは結核菌が否定された非結核性抗酸菌種同定は急を要さないため，施
設状況に応じて外部委託を検討することも可能である。

7 抗結核薬感受性試験

 a	 培養菌株を用いた抗結核薬感受性試験は必ず実施する132）。 Ⅱ

　1993年に出されたCDCの勧告によると塗抹検査は24時間以内，培養・同定検査は14
日以内，抗結核薬感受性試験は30日以内に担当医に報告とすることとされ，抗結核薬
耐性結核に対する院内感染対策の観点からも迅速性に優れた液体培地を用いた抗結核薬
感受性試験法を選択すべきである。しかし，液体培地を用いた方法では測定できる薬剤
種に限りがあるため，何らかの耐性がみられた際には小川培地を用いた比率法などによ

解説

解説
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り，再検も兼ねて二次抗結核薬感受性試験を実施する。また，薬剤耐性と判定されるも
ののなかには雑菌や非結核性抗酸菌の混在例があるため，薬剤耐性がみられた際には，
汚染菌や非結核性抗酸菌の混在の有無を確認するための追加試験，および寒天平板培地
での再分離を行い，再試験を行う。抗結核薬耐性遺伝子変異の検出試験は現在のところ
RFP，PZA，INHの3薬剤がキット化され，それぞれ喀痰からの直接検出が可能である。
特にRFP耐性菌はそのほとんどがMDR-TBに関与している9）ことから，RFP耐性遺伝
子変異の迅速な検出はMDR-TB患者の早期発見，早期感染対策につながるため，比較
的抗結核薬耐性リスクの高い外国出生者患者や既治療症例，海外移住暦のある患者など
で有用性が高い。そのため，これらに該当する患者頻度の多い施設では抗結核薬耐性遺
伝子変異の検出試験の導入を検討する。抗結核薬耐性遺伝子変異の検出試験と培養菌株
を用いた抗結核薬感受性試験の結果に乖離がみられることがあるが，原因として耐性遺
伝子変異測定領域以外の遺伝子領域での変異による耐性獲得，低レベル耐性，感受性菌
と耐性菌の混在するヘテロな状態，遺伝子変異があっても発現していない株などの可能
性があり，さらに未解明な部分も多く残されているため，感染対策上では耐性側の結果
ととらえ対応することが妥当である。

8 その他
　抗酸菌塗抹，核酸増幅検査，抗酸菌培養における優位性を表4に示す。検査法ごとに検出感度
が異なるため，検査結果の組み合わせに応じた解釈を行うこと。これらの検査結果に乖離がみら
れた際における解釈と対応の一例を表5に示す。各検査結果からの総合判断と院内感染対策への
活用には，それぞれの検査ステップにおける精度保証が大前提であるため，精緻な内部精度保証
プログラムの策定・実施，定期的な外部精度保証の実施を行う132）。
　結核菌検査を行うのに必要とされるバイオセーフティレベルは，国立感染症研究所病原体等安
全管理規定によりBSL3に分類される。また，「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律」（感染症法）においては，結核菌は「四種病原体等」に，超多剤耐性結核菌に相当
する結核菌は「三種病原体等」に規定される。「三種病原体等」として「感染症法に基づく病原
体保持に関する法律」が発動するのは抗結核薬感受性試験結果により超多剤耐性結核菌と判明し
てからであるが，院内感染対策としては抗結核薬感受性試験結果が判明するまでは超多剤耐性結
核菌の可能性もあることを考慮に入れた取り扱いと管理体制が求められる。結核菌検査における

表4　抗酸菌塗抹，核酸増幅検査，抗酸菌培養における優位性
塗抹・培養・核酸増幅検査の

優位性
検出
感度 迅速性 定量性 菌種の

判別
菌の生
死判別 抗結核薬感受性 疫学遺伝子

解析

塗抹
直接塗抹・Z-N染色 × ◎ ◎ × × × ×

集菌塗抹・蛍光染色 △ ○ ◎ × × × ×

培養
小川培地 ○ × ○ ◎ ◎ ◎ ◎

液体培地 ◎ △ △ ◎ ◎ ◎ ◎

核酸
増幅 PCR，TRC，LAMP等 ○ ◎ × ◎ × ×

（PCR法のみ一部可） ×

◎＞○＞△＞×
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検体収集，輸送，検査，保管，譲渡，滅菌，廃棄時に必要とされるバイオセーフティのための設
備，機器，機材，人員配置の整備と管理に努め，検査担当者の健康管理や事故発生時における対
応策などをもあらかじめ策定しておく132）。

疫学解析
1 疫学解析のための検査法

 a	 アウトブレイク発生の有無の判断，もしくは感染ルートや感染源を推定するためにPulsed-
field	gel	electrophoresis（PFGE）やPCR-based	open	reading	frame	typing（POT）の
利用が望ましい140）�〜145）。 Ⅱ

 b	 アウトブレイクの原因菌の種類によって疫学解析の検査法を選択する必要がある141），�147）。 Ⅱ

 c	 Multilocus	sequence	typing（MLST）は，地域，国内，あるいは世界レベルでの同一クロー
ンの疫学解析に用いる146），�147）。 Ⅱ

　PFGEは，微生物の全ゲノムDNAを対象としており，制限酵素による処理で切断さ
れたDNA断片の長さの違いを解析する手法である148）。PFGEは菌株タイピング分解能
が高く，限られた場所や地域，あるいは限られた時期に集められた菌株の識別に適して
いる140）。PFGEは明確で単純な原則に基づいており，まれに遭遇する菌種にも適応させ
ることが可能である149）。現在のところ，PFGEはアウトブレイクなどの疫学解析におい
てゴールデンスタンダードとして実施される150）。しかし，測定には専用装置が必要で
あり，解析にも5〜7日間を要す場合があることから病院検査室レベルでの実施は困難
なことが多い。POTは特定の遺伝子領域をマルチプレックスPCRで検出し，DNA増副
産物を電気泳動することで菌株の識別が可能である。その保有パターンを3個に数値化

6

解説

表5　検査結果に乖離がみられた際における解釈と対応の一例

塗抹 核酸増幅
（TB/MAC） 培養 考えられる原因 次に考慮すべき事項

－ － ＋ 検出感度の違い 膿性痰の採取 培養菌の菌種同定 検査を
繰り返す

－ ＋ ＋ 検出感度の違い 塗抹検査の見
落とし

塗抹標本の
再確認 膿性痰の採取 検査を

繰り返す

＋ ＋ － 抗菌薬の既投与 前処理の不備 薬歴の確認 前処理法の変更 検査を
繰り返す

＋ － － 塗抹検査の
誤判定

通常培養法で
発育しない
NTM

塗抹標本の
再確認 培養条件の変更 検査を

繰り返す

－ ＋ － 既治療
（old	TB）

コンタミネー
ションによる
偽陽性

既往歴の確認 再検
（残検体・再提出）

検査を
繰り返す

＋ － ＋ TB/MAC以外の
NTM

菌種同定を
行う
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したPOT型によって菌株を分別する。院内感染などの疫学解析に適しており，解析結
果を簡単に数字化できることから施設間で比較することが可能である141），151）。MRSAで
は，PFGEと同等の菌株識別能力と再現性を有しており，操作も簡便である152）。また，
解析完了までの所要時間は4〜5時間と迅速性に優れ，サーマルサイクラーとゲル電気
泳動装置があれば検査室レベルで実施可能である153）。しかし，現時点でPOTを適応で
きる菌種は限定されている。MLSTは，技術的な再現性は本質的に100％であり，生物
学的な再現性も高く，任意の変化を定量的に表現することが可能である。使用の目的は，
地域，国内もしくは世界レベルで同一クローンによる流行などの調査に使用される146），147）。
　このほか，Sequence-Based�Strain�Typing，RibotypingおよびRepetitive�sequence�
based-PCR（Rep-PCR）の疫学解析がCLSIドキュメントに掲載されている154）。また，
近年はMatrix-assisted� laser�desorption/ionizationtime�of� flight�mass�spectrometry

（MALDI-TOF�MS）を利用した疫学解析の報告がある155）�〜158）。
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