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序

文

私どもは平成 11（1999）年に厚生科学特別研究事業「透析医療における感
染症の実態把握と予防対策に関する研究班」の研究事業の一環として，日本透
析医会，日本透析医学会の協力を得て，
「透析医療における標準的な透析操作
と院内感染予防に関するマニュアル（初版）」を作成し，全国の日本透析医会
会員，日本透析医学会施設会員に配布しました．その後，平成 16（2004）年
に厚生労働科学研究費補助金医薬安全総合研究事業として，日本透析医会，日
本透析医学会に加え日本臨床工学技士会と日本腎不全看護学会の協力を得て，
改訂版を作成し平成 27 年には四訂版を刊行しました（別項に記載するように，
「マニュアル」から「ガイドライン」に変更した）．
これは，透析施設での感染症対策の必要性を啓発するのに大きな役割を果た
してきたとともに，透析施設の感染対策策定の教本的な役割を果たしました．
また行政においても医療監査を始めとする，行政の目標値としても引用され，
また司法における感染事故の調査にも利用されてきました．
当初主目的としたウイルス肝炎については，感染率が当初の 1/3 まで低下す
るなど一定の成果を得ることができました．ウイルス肝炎以外の感染症に対し
ても，standard precaution と感染経路別対策を組み合わせることで，制御可
能との印象を得ることができるようになりました．
一方この 10 年で，感染対策の分野にも個別化の考え方が取り入れられるよ
うになりました．診療報酬からみても，「最新のエビデンスに基づき，自施設
の実情に合わせた標準予防策，感染経路別予防策，職業感染予防策，疾患別感
染対策，洗浄・消毒・滅菌，抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書（マ
ニュアル）を作成」することを要求するようになりました．感染対策ではどこ
の透析施設にも適応できる万能の手順書はありえないことになります．各施設
は「自施設の事情」を勘案したうえで，
「エビデンスに基づいた」手順書を作
成するという難題を求められることとなったわけです．インフェクションコン
トロールドクター（ICD）や感染管理認定看護師（CNIC）が常勤する大病院
なら可能と思われますが，通常の透析施設では，非常に困難な課題と推測され
ます．

このような近年の動向を鑑み，標準的な規模の外来透析を主に担当する透析
施設を中心に考えて，感染対策の手順書作成に役立つ資料を提供することを意
図し，本書を企画しました．
本書が透析施設の感染対策策定にお役に立てるものと祈念します．
2016 年 3 月
東京女子医科大学腎臓病総合医療センター血液浄化療法科
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Ⅰ
感染症の基礎

1 序説 ― 透析医療における感染症とは
Check Point
▶透析患者は感染弱者である．
▶透析患者は近年，高齢化・透析歴の長期化・糖尿病性腎症の増加など，感染症死のリス
クが増加している．
▶透析医療では，しっかりした感染対策の順守が必要とされる．
▶「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン（四訂版）」を参
考に各施設の状況に応じた感染対策の「手順書（マニュアル）」を作成されたい．

Ⅰ 透析患者における感染症の重要性
１）透析患者と易感染性 1）

•慢性透析患者では，好中球/リンパ球比上昇，好中球機能低下，貪食能低下，
貪食細胞受容体機能低下，運動能低下，化学遊走能低下，接着分子の発現の
異常などが報告されており，易感染性の要因として注目されている．この一
部は透析治療の強化や，腎移植の実施により reverse され，尿毒症症状の一
部とも考えられている．
•尿毒症の症状でもある，低栄養，亜鉛欠乏，副甲状腺機能亢進症，1,25 水酸
化ビタミン D 欠乏症などにより易感染性が増強している．
•透析治療の影響として（言い換えれば透析療法の副作用としての），補体活
性化（cuprophane），好酸球増多（ethylene oxide），好中球/リンパ球比上昇，
好中球機能低下などが関与している．
2）頻回の感染の機会 ― 大部屋で長期反復して行われる観血的治療

•透析室は血液飛散が頻回にみられる特殊な環境であり，手術室に求められる
感染対策と同様ないしはそれ以上の，一般の病室とは異なる感染対策が求め
られる．
３）頻回の通院・入院
４）輸血（重要度は激減：献血 screening 精度向上と rHuEPO 製剤の使用により）
５）高水準の感染対策への社会からの要望
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図 1 わが国の慢性透析患者の年別死亡原因の推移
死亡原因の第 1 位は心不全で，最近増加傾向にあるようにも見える．感染症による
死亡は 1993 年頃からほぼ一貫して増加し，現在第 2 位である．


〔わが国の慢性透析療法の現況（2014 年 12 月 31 日現在）2）より引用〕

•透析患者の感染症は死亡原因の 2 位に挙げられるほど重要で（図 1），透析
施設の大部分は診療所でありながら，行政やマスメディアから，入院治療に
求められている高水準の感染対策が社会的に要求されることがある．たとえ
ば，感染 survey などの実施が当然のように問われるようになった．

Ⅱ 透析患者の背景因子の変化2）と感染症
❶ 透析患者の増加
わが国の透析患者数は，着実に増加している．1983 年 12 月で日本透析医学
会統計調査が把握した年末患者数は 53,017 人，1990 年 103,296 人，1995 年
154,413 人，2000 年 206,134 人，2005 年 257,765 人，2011 年 304,856 人，2014
年には 320,448 人となっている．人口比でも 1983 年には 443.7 人/100 万人だっ
たものが，2014 年には 2,517.3 人/100 万人と 5.67 倍となっている．

❷ 患者の高齢化
患者の年齢構成をみると，年末患者平均年齢は 1983 年 48.3 歳だったものが，
16
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図 2 2014 年透析患者の年齢層別死因分布
透析患者全体で，死亡患者の各年齢層別の死因の内訳を集計した．全
体の傾向は透析導入患者と同様であり，心不全，感染症，悪液質/尿毒
症により死亡した患者の全死亡患者に占める割合は高齢になるに従って
増加した．一方，脳血管障害，カリウム中毒/頓死による死亡の割合は
高齢になるほど減少した．
2）
〔わが国の慢性透析療法の現況（2014 年 12 月 31 日現在）
より引用〕

年々増加し，1990 年 54.5 歳，2000 年 61.2 歳，2010 年 66.2 歳，2014 年 67.5 歳
と高齢化をきたしている．年末患者の年齢層別患者数の推移をみると，65 歳
未満の患者数は過去約 15 年間にわたりほぼ一定で，ここ数年は減少傾向に転
じている．一方，65 歳以上の患者数および全患者に占める割合は一貫して増
加傾向にあり，透析患者数の増加が，この年代の患者数が増加していることに
起因することがわかる．透析患者の年齢層別死因分布をみると高齢者ほど感染
症による死亡が増加している（図 2）．

❸ 慢性透析の原疾患
糖尿病性腎症の割合は 1983 年は 7.4% にすぎなかったが，1990 年 14.7%，
2000 年 26.0%，2010 年 35.9%，2011 年には慢性糸球体腎炎を抜いて 1 位 36.7%
となり，2014 年には 38.1% である．

❹ 透析期間の長期化
年末患者の透析歴別患者数の推移は 20 年以上の透析歴をもつ患者が一貫し
て増加している．透析歴 20 年以上の患者は，1992 年には 1% にも満たなかっ
たが，2014 年末には 8.0% を占めており，10 年以上 20 年未満の透析歴をもつ
患者の割合はわずかずつではあるが，増加傾向にある．
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図 3 2014 年新規導入患者の 2014 年末までの死亡原因（男女別）
2）
〔わが国の慢性透析療法の現況（2014 年 12 月 31 日現在）
より引用〕

これらの背景因子の変化による患者の生命予後の変化を，日本透析医学会の
透析調査データ（Japanese Society for Dialysis Therapy Renal Data Registry；JRDR）を用いて解析した Sumida ら3）の報告では，年齢・性別・糖尿病
の有無で補正した感染症死亡のリスク増加は透析歴と関連した．透析歴 1 年以
上 2 年未満を対照とすると，透析期間の延長とともに感染症死亡リスクは次第
に増加し，30 年以上では 3.56（2.72～4.66）と上昇した．この結果は，透析歴
の長い透析患者の予後改善策として，感染症に対する予防と治療の重要性を示
すものである．日本透析医学会の集計では，導入年の死亡原因の第１位は感染
，本検討では透析歴 1 年未満を除外しているために起きた差異と
症で（図 3）
考える．

Ⅲ 透析患者のウイルス肝炎感染事故と対策の必要性の認識
❶ ウイルス肝炎感染事故の報告（表）
1994 年 10 月，東京都新宿区のある透析施設で劇症型 B 型ウイルス肝炎が 5
名に発症し，うち 4 名が死亡したと報じられた4）（p.22 Column 参照）．同時発
症であること，1 名のキャリアと 5 名の B 型肝炎ウイルス（HBV）が一致し
たこと，5 名に共通投与された薬剤は rHuEPO（遺伝子組換えヒトエリスロポ
エチン）であり，感染ルートとして rHuEPO 溶解時の注射器または針が HBV
18
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表

1994 年以降の透析室におけるウイルス肝炎多発事例

保健所への

肝 炎/キ ャ

新規ウイルス

1994年10月4日

感染新法前

東京都
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3

5

（1997年11月）
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広島県
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16

11

2000年9月11日

2000年9月26日

福岡県
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約 210

2000年9月13日

2000年9月14日

静岡県

C型
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5

7

2001年3月1日

2001年3月28日

東京都

C型

191

31

3

データ発現日

届け出日

都道府県名

B 型・C 型
の別

透析患者数

リア患者数

Ⅰ

肝炎患者数

感染症の基礎

発症ないし異常

5

キャリアの血液で汚染され，これが複数の患者に注射され集団発生に至ったこ
とが明らかになった．この「事件」により，医療行政担当者と一般国民に対し
て，透析患者はウイルス肝炎の高リスクグループで，なんらかの対策が必要で
あることが確認された．
しかしながら，東京都劇症肝炎調査研究班の提言では，「現代の医学水準に
基づいた透析医療を実施している限りにおいては，透析によって B 型肝炎が
多発するような事態は起こり得ないと判断するものであるが」との文章で始ま
り，
「なお今後，医療機関において，この種の事例の発生を予防するためには，
以下の様な点に留意する」と下記の対策を示して終わっている．
Ⅰ．
「改訂 B 型肝炎医療機関内感染防止ガイドマニュアル」等のより一層の徹底
Ⅱ．職員研修の充実
医学的常識からは想像できないきわめて特異な事態であった．

このようなまとめが行われた結果，今回は「特異な事態」ゆえとして，現場
の修正は示されず，当然のように透析室の感染対策は当時何も変わらなかった．
その 5 年後（1999 年）
，兵庫県の透析施設でのウイルス肝炎の多発が報道さ
れた．初期の報道では B 型肝炎発生 7 例だったが，その後，連続的に発生（二
次・三次感染の可能性），キャリアと 7 人の HBV 塩基配列が一致，同時に共
通に使用した薬剤はなく単一の原因とは考えにくく，繰り返し（日常的に）感
染が生じていた．C 型肝炎ウイルス（HCV）抗体陽性比率は 80% 以上である
ことが報じられ，「返血用の生理食塩水は透析室中央卓に一度回収してから再
19
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び他の患者に使用されていた」など，該当施設での透析操作に感染予防上多く
の問題点が指摘され，日常的に HCV 感染事故が起きていたことが明らかに
なった．

❷ 「ウイルス肝炎感染対策ガイドライン―医療機関内」改訂Ⅲ版 5）の内容
1980 年，肝炎研究連絡協議会において「B 型肝炎医療機関内感染対策ガイ
ドライン」が取りまとめられ，このガイドラインの周知徹底により B 型肝炎
の医療機関内感染防止がはかられてきた．このガイドラインの 1995 年に出さ
れた改訂Ⅲ版の序文では，前述の新宿区での劇症肝炎の集団発生について，
「こ
の事件については，
『B 型肝炎医療機関内感染対策ガイドライン』に基づく感
染対策が徹底されていれば，防ぎ得たとも考えられるものであり」と自画自賛
している．
しかしながら，この「ウイルス肝炎感染対策ガイドライン」は，isolation
precaution 主体〔Ⅳ 患者への対策（12 頁）「感染源の認知，すなわちその患者
が HBs 抗原陽性あるいは HCV 抗体陽性であることを知った上で，その感染
経路を遮断する」〕で書かれており，survey から外れた患者への感染予防の視
点はない．またⅡ 肝炎ウイルスの種類と感染源 2.（b）特異的な予防対策（6 頁）
では「医療従事者のうち，HBs 抗原，抗体陰性者にあらかじめ HB ワクチン
を接種」
，Ⅳ 患者への対策（12 頁）では「HBV の医療従事者への感染を予防
するのにもっとも重要なことは」とあるだけで，HCV 感染予防の standard
precaution の視点がない．

Ⅳ 「透析医療における標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュアル」の作成
このような環境のなかで，一般病棟の感染対策マニュアルを適応できない透
析医療において，標準的な感染予防対策を全国の透析施設に提示する必要性を
痛感した6），7）．

❶ 感染対策マニュアル
以上の経緯から，平成 11 年度（1999 年）の厚生科学特別研究事業「透析医
療における感染症の実態把握と予防対策に関する研究班」（主任研究者：秋葉
隆，分担研究者：吉澤博司，佐藤千史，山﨑親雄，秋澤忠男）を組織し，日本
透析医学会と日本透析医会の協力を得て，「透析医療における標準的な透析操
作と院内感染予防に関するマニュアル」（B５判，60 頁）を作成し，日本透析
医学会全施設会員，日本透析医会全会員に配布，また厚労省・透析医会のウェ
ブサイトに掲載した．その後，日本臨床工学技士会，日本腎不全看護学会の協
力を得て，平成 15 年改訂版，平成 16 年改訂第 2 刷，平成 20 年三訂版と改訂
20
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透析医療における標準的透析操作と
院内感染予防に関するマニュアル
（初版，改訂版，改訂第２刷，三訂版）

Ⅰ
感染症の基礎

厚生労働科学研究費補助金
医薬安全総合研究事業
分担研究
「透析に関する院内感染対策」
協力
日本透析医会
日本透析医学会
日本臨床工学技士会
日本腎不全看護学会
平成 11，15，16，20 年発行

図 4 歴代の「透析医療における感染対策マニュアル」

を行ってきた（図 4）
．

❷ 感染対策ガイドラインへの改訂
この「感染対策マニュアル」は広くたくさんの透析施設で使われて，「standard」の地位を得たともいえる状況であった．一方，本邦の健康保険給付は，
2002 年に院内感染防止対策未実施減算，2010 年には医療安全対策加算 1，2，
2014 年には医療安全対策加算 1 の増額，感染防止対策地域加算が加わるなど，
感染防止対策へ手厚い誘導が行われた．その内容は，感染防止対策加算は，
「第
2 部通則 7 に規定する院内感染防止対策を行った上で，更に院内に感染制御の
チームを設置し，院内感染状況の把握，抗菌薬の適正使用，職員の感染防止等
を行うことで院内感染防止を行うことを評価するものである．最新のエビデン
スに基づき，自施設の実情に合わせた標準予防策，感染経路別予防策，職業感
染予防策，疾患別感染対策，洗浄・消毒・滅菌，抗菌薬適正使用等の内容を盛
り込んだ手順書（マニュアル）を作成し，各部署に配布していること」（下線
筆者）という条件がついている．すなわち，各施設での対象患者と施設の実地
に応じた変更が必須であることを示した．
われわれは，従来の固定的な「マニュアル」を示すより，「手順書（マニュ
アル）作成に役立つ情報を各施設に提示すること」が必要と判断し，今回「ガ
イドライン」を作成提示することとし，2015 年 3 月「透析施設における標準
的な透析操作と感染予防に関するガイドライン（四訂版）」を発行，配布した．
各透析施設の「手順書（マニュアル）」作成に資することができるものと期待
する．
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Column
◉ 透析施設を震撼させた劇症 B 型肝炎集団発生
1994 年 9 月上旬から 10 月上旬にかけて，都内の一透析医療機関（透析患者 176 名）
において B 型肝炎が 5 例に発生し，うち 4 例で劇症化，全例死亡された．このニュース
は新聞の 1 面で連日 3 カ月にわたり報じられ，透析施設だけでなく一般にも「透析は危険」
という印象を与える結果となった．
疫学的検討によれば，発症は共通の透析スケジュールで B 型肝炎ウイルス（HBV）キャ
リア患者 3 名が治療されていた．このうち 1 例のキャリアの subtype が B 型肝炎患者 5
例と一致，塩基配列 99% 一致，5 カ所の突然変異の一致から，このキャリアと B 型肝炎
患者 5 例の HBV は，HBe 抗原非産生のほぼ同一の遺伝子構造を持つと結論された．
感染経路として，透析装置の位置・透析開始操作の順番・透析終了操作の順番・同一透
析従事者の開始・終了操作への関与などの医療行為による感染の可能性は推測し難かった．
結論として，東京都劇症肝炎調査班は注射薬剤など（rHuEPO 製剤など）の準備の段
階でこれらの注射薬剤などを HBV により汚染させてしまった，あるいは局所麻酔薬のボ
トルに誤って HBV を混入してしまったことが原因となって，感染が起きた可能性が高い
ものと推測した．
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2 医療資源の配分と感染対策
Check Point
▶院内感染による医療費の増大は大きな問題である．
▶医療資源は有限であり，どこまで感染対策に使うかは大きな問題である．
▶病院の入院治療については診療報酬上の配慮が進んでいるが透析医療にはない．
▶透析医療については血液を媒介とする感染は絶対に防止しなければならない．
▶その他の感染症については施設の特性などに応じ優先順位をそれぞれの施設で決定する．

Ⅰ 感染対策の費用対効果
● CDC の試算によれば，医療関連感染の治療のために病院に生じる医療費総額は，米
国全体で年間 284～338 億ドルに達している．日本での検討でも，全国で約 1.7 兆
円の過剰な費用が生じているといわれている．

● 有限である医療資源をどこまで感染対策に使うべきか，感染発生率と施設の総負担額
の関係からその適切な目標値が検討されている．

● 日本でも 2012 年に中央社会保険医療協議会に費用対効果評価専門部会が設置される
など，これまで十分になされてきたとはいえない費用対効果の検討の報告が増えてき
ている．

解説

❶ 医療関連感染の医療費への影響
医療施設における感染症は，公衆衛生上のきわめて大きな問題であり，施設
内感染による経済的な負担も莫大なものである．米国疾病予防管理センター
（CDC）からの院内感染による医療費の影響についての試算によれば，医療関
連感染の治療のため病院に生じる医療費の総額は米国全体で年間 284 億～338
億ドルと推計されている 1）．また日本でも 1,000 床規模病院での院内感染の費
用について検討した報告がある．この報告によれば，年間約 11 億円の過剰な
費用が使われているとしており，これを全国にあてはめると年間約 1.7 兆円の
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図 院内感染の費用対効果モデル
〔Graves, N. : Emerg. Infect. Dis. 2004 ; 10 : 561 ― 5663）を一部改変〕

過剰な費用が生じているとしている．さらに仮に院内感染の 30% が防げると
した場合，5,000 億円以上の医療費が節約できると指摘している 2）．

❷ 費用対効果モデルの検討
ただ実際には感染対策には医療安全体制の充実に伴う人件費，材料費などの
さまざまなコストを要する．医療資源は有限であり，他の医療の質向上のため
の投資も必要であるため，感染対策にいくらでも医療資源を使えるというわけ
ではない．そこで，とくに海外ではどこまで感染対策に医療資源を使うべきか
という観点で，感染対策の費用対効果が検討されてきた．その一例として図に
大腿骨置換手術における感染対策の費用対効果のモデルを挙げる 3）．Line A
は感染対策費用と発生率の関係で 0.01％まで感染発生率を下げるためには 150
万ドルの費用が必要であるが，5 % の発生率でよいのであれば 39.4 万ドルでよ
いという．Line B1 は感染発生率と総費用の関連を示したものであるが，この
うち入院日数延長などによる固定費を除いた正味の費用が Line B2 であり，
Line C は A＋B2, すなわち施設における総負担である．この総負担が最小とな
る X 点が費用対効果の観点からもっとも適切な目標であるとしている．

❸ 日本における検討
日本には最近までこのような医療関連感染による費用対効果に関する研究は
ほとんど存在しなかった．これは日本の診療報酬が以前は原則出来高払いであ
り，感染症によるコスト上昇が病院の負担には必ずしもならない，という状況
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病院で診療内容が公開されるようになったこと，院内感染の発生状況などを
サーベイランスすることを目的とした厚生労働省の院内感染対策サーベイラン
ス（JANIS）の活動が普及してきたことなどの要因で状況は変わりつつある．
診療報酬の具体的な内容を検討する中央社会保険医療協議会（中医協）にお
いても，費用対効果評価の必要性が指摘され，2012 年には中医協に費用対効
果評価専門部会が設置された．このように診療報酬に反映されるという流れも
あり，感染対策においても費用対効果の検討の報告は増えてきている．

Ⅱ 感染対策と診療報酬
● 1996 年の診療報酬改定で「院内感染防止対策加算」が初めて点数化された．

● 2005 年には，医療法改正で，医療機関に対する医療安全対策が条文化され義務化さ
れた．

● 2010 年以降の診療報酬改定で，加算の要件として，感染防止対策チーム（ICT）の
組織，対策マニュアルの整備などが加わっていく．

解説

❶ 「院内感染防止対策」の診療報酬上の評価
診療報酬上は 1996 年の診療報酬改定で新設された院内感染防止対策の整備
を評価する「院内感染防止対策加算（1 日 5 点）」が，わが国で初めて点数化
されたものである．これは，社会問題にもなった MRSA（メチシリン耐性黄
色ブドウ球菌）感染対策に限定したものであった．この加算は 2000 年の改定
では実施していない医療機関はペナルティを科せられるべきであるとの考え方
から，未実施施設は 1 日 5 点減算と変わった．

❷ 医療安全対策の義務化
2005 年には医療法が改正され 2006 年 4 月に施行されたが，このなかで医療
機関に対する医療安全対策が条文化され義務化された．感染対策については，
① 院内感染対策のための指針の策定，② 院内感染対策のための委員会の開催，
③ 従業者に対する院内感染対策のための研修の実施，④ 感染症の発生状況の
報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策の実施，の 4
点が医療機関に義務づけられた．診療報酬上は，これまでの感染防止対策未実
施に対する減算が廃止となり，新たに「医療安全対策加算」が医療安全対策に
係る専門の教育を受けた看護師，薬剤師などを医療安全管理者として配置（専
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従）していることを条件として新設された（入院初日に 50 点）．

❸ チームによる感染対策の評価
2010 年の診療報酬改定では院内感染防止対策を評価する新たな点数として
「感染防止対策加算（入院初日に 100 点）」が新設された．これは 1996 年以来
の院内感染防止対策独自の診療報酬上の点数新設であったが，この加算点数の
条件は，専従の医療安全管理者が配置されており，入院初日に 85 点と増点さ
れた「医療安全対策加算 1」の届け出を行っていることとされた．
感染防止対策加算の条件は，感染管理に係る適切な研修を修了した専任の看
護師を含む感染防止対策チーム（ICT）を組織すること，感染予防，感染対策
などに関するマニュアルを整備すること，院内感染対策に関する研修を行って
いること，などであったが，これらの条件を満たした施設では，「医療安全対
策加算 1（85 点）＋感染防止対策加算（100 点）＝ 185 点」が入院初日に算定可
能となった．
2012 年の改定では感染防止対策加算は医療安全対策加算から独立し，感染
管理に係る適切な研修を修了した専任の看護師を含む ICT を組織するなどの
条件で入院初日 400 点が算定できるようになった．
このように，入院医療に関しては感染対策にはコストがかかることが認識さ
れ，少しずつではあるが診療報酬における感染対策の評価は上がってきてい
る．一方，透析医療においては，日本透析医会がＢ型肝炎ウイルス（HBV），
Ｃ型肝炎ウイルス（HCV）
, ヒト免疫不全ウイルス（HIV）などの感染症透析患
者に対する障害加算の適応拡大を要望しているが，現状では実現しておらず，
透析医療における感染対策に対する診療報酬上の手当てはないのが現状であ
る．ただ，院内感染対策委員会の設置など病院，有床診療所のみで義務づけら
れているものであっても，無床透析診療所においても感染対策の必要が望まし
いと考えられ，「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイ
ドライン（四訂版）」においても推奨している．
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● 1994，1999 年に発生した透析施設での肝炎の集団発生をきっかけに，透析施設に
おける感染対策の確立が社会的に求められ，日本透析医会を中心に感染対策マニュア
ルが作成された．

● 透析医療においては感染対策に関する診療報酬上の配慮はなく，厳格な予防対策を行
えば行うほど，その施設の医療資源を超えてしまうというジレンマがある．

● 2015 年に改訂された「感染予防ガイドライン（四訂版）
」は，このガイドラインを
参考に各施設が，有効かつ身の丈に合った感染対策を作成することを意図している．

解説
1990 年にエリスロポエチン製剤が発売されるまでは透析患者は腎性貧血の
ため頻回輸血を余儀なくされ，かつては透析治療を受けると肝炎は必発という
時代があったという．しかしエリスロポエチン製剤の実用化に加え，1989 年
には血液製剤の HCV 抗体スクリーニングが始まり，通常の医療行為による肝
炎の発生は激減した．現在では，透析治療による肝炎ウイルスの感染は感染対
策によって防ぐことができるものという位置づけになっており，透析医療の感
染対策のなかでももっとも重要な位置を占める．
透析医療の感染対策における費用対効果の検討は皆無である．外来治療主体
の透析治療においては，感染症発生時には入院治療となることが多いため，経
済的負担が施設に課せられることは基本的にない．一方で感染症，とくに血液
を媒介とする肝炎のような感染症の発生時には，経済的な負担もさることなが
ら社会的な負担が施設に大きくのしかかることになる．

❶ 感染対策確立という社会的要請 ― マニュアルの作成
1994 年に東京都新宿区の診療所で B 型劇症肝炎が発生し 5 人が感染，うち
4 人が死亡した．また 1999 年には，兵庫県の施設で患者 7 人が B 型肝炎を発症，
うち 6 人が劇症肝炎などで死亡した．この兵庫県の施設では透析患者の 80%
が HCV に感染しており，院内感染調査委員会の調査では感染経路は不明とし
たものの，感染対策に大きな不備があることを示唆する状況であった．これら
の事例はマスメディアにも大きく報道され社会問題となった．また血液を媒介
とするウイルス性肝炎については基本的に医療行為による感染を強く疑われる
ため，訴訟リスクも発生する．1999 年の事例では，透析施設における感染対
策の整備を早急に行う必要がある，という社会的要請もあり，日本透析医会危
機管理委員会感染対策委員会を中心に「透析医療における標準的な透析操作と
院内感染予防に関するマニュアル（初版）」が作成された．透析医療において
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血液を媒介とする感染はあってはならないことであり，これに対する対策はコ
ストがかかっても，診療報酬上は技術料に含まれるというのが，現在の制度の
枠組みである．
透析医療においては，感染対策に関する診療報酬上の配慮はないが，現実に
は手袋，マスク，ガウンなどのスタンダードプリコーション（標準予防策）は
血液を扱う血液透析においては必須の対策となっており，このコストは施設の
負担となる．さらに，厳格な感染予防策を行えば，スタッフの負担は増加し，

Column
◉ 日本の透析医療は医療専門家にどのように評価されているのか
日本の透析医療は，国際的に見て死亡率は明らかに低く治療成績は優れている．これは
透析医療関係者の努力の蓄積の成果によるものとして誇るべきものと言える．しかし医療
全体のなかで透析医療の評価が高いかと言えば必ずしもそうではない，というのが現実で
はないか．
古くは標榜科として透析科が認められず，現在国の制度として検討されている専門医制
度においても，透析医療は基本領域としてはもちろんサブスペシャリティとしても認めら
れるのが困難な状況にある．これには政治的要因も含めいくつかの理由があると思われる
が，一つには透析医療が内科学，外科学から生理学，工学，精神医学，心理学などに至る
幅広い専門領域にまたがる学際的なものである一方で，これらの専門領域の integration
が結果として十分になされてこなかったのではないか，という指摘をしたい．
もう一つ，腎不全医療が患者の負担の大きさなど透析医療の不完全さを強調し，透析に
至らない，ということを治療の目標として強調してきたがために，透析医療が腎不全医療
における敗戦処理のような扱いを受けているというのではないかという印象を個人的には
持っている．
不幸にして透析に至った患者も，そこで人生が終わるわけではない．現在，透析歴の最
長は約 45 年であり，若くして導入に至った腎不全患者においては，透析導入前の人生よ
りも透析とともに過ごす人生のほうが長くなることもまれではない．このような状況にお
いて，単に命を長らえるというだけでは，慢性医療としての透析医療は十分な役割を果た
しているとは言えないのではないだろうか．
ハーヴァード大学の医療人類学者である Arthur Kleinman は，
「病い（illness）
」は医
療者視点の「疾患 (disease)」とは根本的に別の概念であることを指摘し，慢性疾患にお
いては，患者の主観として，身体的な問題のみでなく，苦悩，生活，社会との関わりまで
を含む患者の「物語」としての「病い」に寄り添い耳を傾けることの必要性を著書 “The
Illness Narratives”（邦題：病いの語り）で述べている．
透析医療のルーティン化した業務のなかで，このようなアプローチは容易なことではな
いが，慢性医療として，透析医療の未来を拓き，日本の医療のなかで透析医療が確かな評
価を得るためには重要な方向性ではないだろうか．
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医療コストを高め，その施設がもつ医療資源を超えるような状況になればその

Ⅰ

遵守は困難となる．
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❷ マニュアルからガイドラインへ
このため，2015 年に四訂版が作成された「透析施設における標準的な透析
操作と感染予防に関するガイドライン」（三訂版まではマニュアル）では，各
透析施設は，このガイドラインを参考に自施設の患者の病態，社会的な要請，
コスト負担能力により「身の丈にあった」感染対策を作成することとしている．
具体的な問題点の一つとしては，上記ガイドラインに推奨されている肝炎ウ
イルスマーカーが診療報酬では認められない，ということがある．本来は，学
術的な根拠に基づくガイドラインに診療報酬の取り扱いが一致することが理想
であるが，他科との整合性もあり現実には一致しないことも多い．検査につい
ては，必要性を吟味したうえで医療資源の持ち出しとなる部分についても，推
奨されるものについては極力実施することが望ましい．

おわりに
透析施設は集団で治療を受ける環境にあり，また共通の薬剤を使うことから
集団感染が起こりやすい環境にある．血液を媒介とする感染症については
100% 防止されなければならないが，それ以外の感染症についてもその施設の
特性などに応じ，優先順位をそれぞれの施設で決定したうえでの感染対策が必
要であろう．

■文

献
1） Douglas, S.R.：The Direct medical costs of healthcare‒associated infections in U.S.
hospitals and the benefits of prevention. 2009, Center for Disease Control and Prevention

http://www.cdc.gov/hai/pdfs/hai/scott_costpaper.pdf

2） 木村

哲：感染対策の経済性．化学療法の領域

2004；20：635‒638

3） Graves, N.：Economics and preventing hospital ― acquired infection. Emerg. Infect.
Dis. 2004；10：561‒566
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智之，中谷

春美）
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3 院内感染防止対策のための体制整備

Check Point
▶医療機関において感染対策は安全管理とともに欠かすことのできない柱であり，医療法
によりすべての医療施設において医療安全管理が義務化されている．
▶感染対策に関する最高決定機関である感染対策委員会（ICC）と実践的に対策に取り組
む感染対策チーム（ICT）を組織しなければならない．
▶自施設に合ったオリジナルの感染対策マニュアルを作成する必要があり，必要に応じて
透析現場に対応した部署ごとのマニュアルを作成する．
▶各職員が感染対策の必要性を理解し，実際に行動に移してもらうために，職員の教育お
よび啓発が必要である．
▶状況把握のためにサーベイランスを実施し，アウトブレイクなどの問題が発生したら迅
速に適切な対応を実施する．

医療行為に伴って感染のリスクが高まることは周知の事実であり，現在，医
療機関に求められていることは，感染対策をしっかり行う，という点である．
しかし感染対策は基本的に全職員が行うべきものであり，多くの医療行為に関
わりがあるため，医療機関は組織立てて対策に取り組む必要がある．
国は診療報酬の改定により平成 24（2012）年 4 月から感染防止対策加算を
新たに設け，医療機関における感染対策への取り組みを積極的に支援する姿勢
を示した．これが追い風となって多くの医療機関では感染対策の組織作りや改
善がはかられ，成果があったと思われる．ただし残念ながら現時点においても，
医療機関における感染対策はまだ充実しているとは言い難い面がある．
そこで本稿では，医療機関が感染対策に取り組むべきポイントについて，そ
の概要を解説する．
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表 1 医療法による院内感染対策の義務化

Ⅰ
感染症の基礎

1）院内感染対策のための委員会の開催：すべての医療施設において感染対策委員会を
設置し，定期的に会議を開催する．

2）院内感染対策のための指針の策定：各施設の実状に合った院内感染対策マニュアル
を作成する．
3）従業者に対する院内感染対策のための研修の実施：全職員向けの感染対策の講習会
などを実施する．
4）感染症の発生状況の報告，その他院内感染対策推進のための方策の実施：実態把握
のためのサーベイランスの実施．アウトブレイクの際は必要な対策を実施する．

Ⅰ 感染対策の法的義務づけ
● 平成 19 年 4 月改正の医療法により，すべての医療施設において医療安全管理が義務
化されている．

解説
現在，医療機関において感染対策は安全管理とともに欠かすことのできない
基本的な柱となっている．そのため，平成 19（2007）年 4 月改正の医療法1）
により，無床診療所を含むすべての医療施設において表 1 の業務内容を含め
て医療安全管理が義務化されている．この骨子としては，すべての医療機関が
感染対策に取り組まなければいけないこと，感染対策専門の組織を作ること，
自施設の状況に応じた独自のマニュアルを作成すること，職員の教育や啓発活
動を行うこと，そして，状況把握と問題が発生した際の適切な対応を取ること，
に集約されると思われる．

Ⅱ 院内における感染対策の組織と構成メンバー
● 感染対策に取り組む組織は，病院長を責任者とした感染対策に関する最高決定機関で
ある，感染対策委員会（ICC）と，日常の業務として感染対策に実践的に取り組む感
染対策チーム（ICT）の 2 つで構成される．

● 感染対策に関わる職員はその専門性が求められ，現在各職種ごとに認定資格がある．

解説

❶ 感染対策委員会
医療機関において感染対策に取り組む組織は大きく 2 つが挙げられる．その
1 つは感染対策委員会（infection control committee；ICC）であり，感染対策
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表 2 ICC の構成委員とその役割
・委員長：病院長…感染対策の統括，全体の責任者
・診療部門：診療部長…各診療部門の責任者

・看護部門：看護部長…看護の責任者
・薬剤部門：薬剤部長…薬剤管理の責任者
・臨床検査部門：検査部長…検査の責任者
・事務部門：事務部長…事務担当の責任者
・その他：関連各部署の責任者…栄養科，リハビリテーション
科，放射線科，医療機器管理など

に関する最高決定機関に位置づけられる．そのため，ICC は診療部門，看護部
門，薬剤部門，臨床検査部門，事務部門など感染対策に関連する部門を代表す
る職員により構成される（表 2）．なお，感染対策委員会の設置は以前は有床
施設のみが対象となっていたが，現在は無床透析施設でも原則として設置する
必要がある．
通常，ICC の責任者は病院長であり，最低月 1 回の委員会の開催が義務づけ
られているが，アウトブレイクなど緊急対応が必要な場合は臨時で開催される2）．
委員会においては，各種サーベイランスの結果や抗菌薬の使用状況などが報告
され，感染対策における取り組みの状況や対応，問題となる事例の有無やその
対策などについて話し合いが行われる．

❷ 感染対策チーム
感染対策に取り組むもう 1 つの専門組織として，感染対策チーム（infection
control team；ICT）が挙げられる．ICT は ICC と異なり，日常の業務として
感染対策に取り組む実践的なチームであり，医師，看護師，薬剤師，臨床検査
技師など関わりの深い職種のスタッフで構成される．専門的な立場として活動
することが求められているため，本来は感染対策に造詣の深い人が ICT の構
成メンバーに任命されるべきである．
ICT は現場の状況を十分に把握し，大きな問題になる以前に対策に取り組
むなど，よりきめの細かい対応が望まれる．そのため，大規模な病院であれば
兼任のスタッフだけで対応することは困難なため，専任および専従のスタッフ
が必要となる．中小規模の病院および診療所においては，専任のスタッフを確
保することは現実的に困難な場合もあり，通常は兼任スタッフによる ICT 活
動が行われる．

❸ 感染対策の専門性の認定資格
各医療機関において，感染対策に関わる職員はその専門性が求められる．現
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表 3 ICT メンバーの主要職種と感染対策面の認定資格

Ⅰ

師】

感染症の基礎

【医

・名称：インフェクションコントロールドクター（Infection Control Doctor；ICD）

・認定機関：ICD 制度協議会
・認定条件：医師歴 5 年以上の医師または博士号取得後 5 年以上の Ph D．病院感染対
策に係わる活動実績があり，所属施設長の推薦と ICD 制度協議会に加盟している所
属学会からの推薦が必要．
【看護師】
・名称：感染管理認定看護師（Certified Nurse（in）Infection Control；CNIC）
・認定機関：日本看護協会
・認定条件：約 6 カ月の教育プログラムを履修後，認定試験の合格が必要．
【薬剤師】
・名称：感染制御専門薬剤師（Board Certified Infection Control Pharmacy Specialist；BCICPS），および，感染制御認定薬剤師（Board Certified Pharmacist in
Infection Control；BCPIC）
・認定機関：日本病院薬剤師会
・認定条件：BCPIC は薬剤師として 5 年以上の実務経験を有し，3 年以上感染制御活
動に従事し，講習会参加による単位の取得と所属施設長の推薦および認定試験に合格
が必要．BCICPS は BCPIC あるいは ICD の資格を有し，指定学会における発表，論
文発表，所属施設長の推薦および認定試験に合格が必要．
【臨床検査技師】
・名称：感染制御認定臨床微生物検査技師（Infection Control Microbiological
Technologist；ICMT）
・認定機関：日本臨床微生物学会を含む ICMT 制度協議会（7 団体）
・認定条件：認定臨床微生物検査技師の資格を有し，感染制御に関する活動実績があり，
研修プログラム参加による単位取得と所属施設長の推薦が必要．

在では，医師，看護師，薬剤師，臨床検査技師の各職種において， 表 3 に示
す認定資格がある．いずれの資格も認定する機関は異なり，認定条件もさまざ
まである．このなかで ICD（Infection Control Doctor）は医師のみに限定し
た資格ではなく，他の職種であっても博士号を取得して条件を満たせば取得す
ることが可能である．また，各資格とも更新制であり，一定の期間ごとに条件
を満たした場合は更新の申請を行うことができる．
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Ⅲ 院内における感染対策のルール化，マニュアルの作成
● 各医療機関において感染対策は明文化・ルール化して，遵守すべき事項を職員に伝達
しなければならない．

● 各医療機関の状況を考慮して，オリジナルの感染対策マニュアルを作成すべきである．
● 感染対策マニュアルは，ICC の審議と承認を得て，運用・改訂される．

解説

❶ 職務としての感染対策の明文化
感染対策の実施は職員が守るべき遵守事項のなかで必須項目に位置づけられ
る．このことを各医療機関において明文化するとともにルール化して，遵守す
べき事項を職員に伝達しなければならない．具体的には病院としての方針のな
かに適切な感染対策を実施することを掲げ，職員向けの手帳や掲示物などで示
すことが望ましい．また，感染対策を怠ることは職員としての義務違反に相当
し，状況によっては処罰の対象となることを自覚してもらう必要があり，病院
長などの責任者が職員向けに説明すべきである．

❷ 感染対策マニュアルの作成
感染対策は個々の職員が勝手に自分の判断で行うことは許されない．あらか
じめ定められた手順などに従って実施されるべきである．ただし，院内におけ
る感染対策のあり方は医療機関によって異なることが多い．そのため，各医療
機関の状況を考慮してそれぞれの施設に合ったオリジナルの感染対策マニュア
ルを作成すべきである3）．
なお，マニュアルは必ずしも病院全体を対象とするわけではなく，個々の部
署において独自の対応が必要な場合は，その部署における個別のマニュアルも
作成される．透析部門は感染対策面でも独自の対応が求められることが少なく
ないため，透析の現場に対応したマニュアルを作成することが望ましい．ただ
し，各部署のマニュアルは全体のマニュアルを補完するものであって，病院全
体のルールを逸脱することがあってはならず，整合性を確認する必要がある．
また，作成されたマニュアルはスタッフの誰もが容易に閲覧できる状態にして
おくべきである．
作成された感染対策マニュアルは，通常，ICC における審議と承認を経たう
えで正式にその医療機関で運用される．運用後も状況の変化に応じて改訂しな
ければならないが，ICC での承認の手続きを経る必要がある．
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Ⅳ 感染対策を適切に運用するためのポイント
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● 医療法において，すべての医療機関において医療安全管理，院内感染対策に関する職
員研修を年 2 回程度実施することが義務づけられている．

● サーベイランスや ICT による院内ラウンドなどの定期的な実施により，対策が適切に
実施されているか，問題点はどこにあるのかを評価していく．

● アウトブレイクなどの問題発生時には，まず ICT が情報収集によって状況把握し，初
期対応を現場のスタッフに指示する必要がある．

解説

❶ 職員の教育，啓発
感染対策を適切に行うためには，各職員が感染対策の必要性を理解し，実際
に行動に移してもらう必要がある．ただし実際には個々の職員の理解度は差が
あり，モチベーションも異なる場合が多い．そのため，感染対策に関して職員
向けに定期的に教育の機会を設ける必要がある．医療法においては，無床診療
所・歯科診療所を含むすべての医療機関において，医療安全管理に加えて院内
感染対策に関する職員研修を年 2 回程度実施することが義務づけられている．
ただし，無床診療所・歯科診療所では外部講習会の受講でも可とされている．
院内のスタッフは入れ替わりがあるため，新規入職者に対しては入職者向け
の教育を実施する必要がある．また，必要に応じて各職種向けに研修会などを
実施し，透析関連の部署でも透析業務に応じた感染対策の研修を実施すること
が望ましい．

❷ サーベイランスの実施
感染対策が適切に行われているかどうかを判断する指標として，あるいは何
か問題が生じていないか検知するための方策として，サーベイランスが推奨さ
れている．サーベイランスは目的や手法に応じてさまざまな種類があるが，病
原体に焦点を当てたサーベイランスとして臨床分離菌サーベイランスがあり，
耐性菌を含む特定の菌が増加していないかどうか現状を把握することで，アウ
トブレイクの検知に役立てることも可能である．さらに個別の感染症に焦点を
当てたサーベイランスとして，血流感染サーベイランスや尿路感染サーベイラ
ンスなどがあり，これらによってたとえば各種カテーテルの管理方法が適切か
どうかを評価する一つの指標となる．
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❸ ICT による院内ラウンドの実施と改善
ICT の重要な業務として，院内の各部署をラウンドし，問題点を明らかに
することが挙げられる．ラウンドの際にチェックすべき項目は，厚生労働省や
各自治体，医療機関などが公開している4）．ラウンドによって改善すべき内容
があれば，なぜ問題になるのか理由を含めて現場にわかりやすく伝えることが
必要である．さらにその後，指摘した内容に沿って改善がなされたかどうかを
改めて確認しなければならない．なお，ラウンドはなるべくこまめに行うこと
が求められているが，その頻度ややり方は各医療機関の状況に応じて決めるべ
きであると思われる．

❹ アウトブレイクなどの問題発生時の対応
院内における感染面の問題は多様である．もっとも典型的な問題事例は院内
で多数の感染者が同時期に発生するアウトブレイクが挙げられる．インフルエ
ンザやノロウイルス感染症などのアウトブレイクは患者が症状を示す場合が多
いので，その発生を知ることはそれほど難しいわけではない．ただし耐性菌が
多数の患者に広がった場合は，培養検査を行わないかぎりは感染者や保菌を把
握することができないため，サーベイランスを含めて普段から状況把握に努め
ておく必要がある．なお，アウトブレイクではなく個々の患者が感染症を発症
したとしても医療側に原因がある場合がある．たとえば各種留置カテーテルに
起因する感染症は，挿入時の清潔操作やその後の管理が不適切であったために
起こる可能性も考えられる．
問題発生時には，まず ICT が情報収集を行って状況を把握するとともに，
初期対応として必要な伝播予防策の実施や患者の隔離などを現場のスタッフに
伝える必要がある．感染者数が多いなど問題が大きい場合は臨時の ICC を開
催して，病院としての対策を協議する必要がある．

❺ 抗菌薬適正使用の推進
感染対策上，抗菌薬の適正使用は欠かせない項目の 1 つである．個々の患者
において適切に抗菌薬を使用することで，治療効果を高めることができるとと
もに，耐性菌の増加を防ぐことができる．抗菌薬の選択や変更などについては，
院内に感染症の専門医がいれば相談が可能であるが，専門医がいない施設も多
く，ICT がチームとしてそれぞれの立場からアドバイスを行えるようにして
いくことが望ましい．

❻ 環境整備
感染対策の体制を整えるうえでは，感染対策を実施しやすい環境を整えるこ
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フが日常業務を行ううえで感染対策を行いやすい環境を整えることも重要であ
り，擦式消毒薬や個人防護具（personal protective equipment；PPE）の適切
な配置が求められる．

❼ 院内各部署との良好な関係の構築
医療機関における感染対策は，組織上は ICC が全体の方針を決定し，ICT
が現場における実践の指導役を果たす．しかし実際には日常の診療行為を中心
として患者に直接接し，感染対策を実施するのは現場のスタッフである．その
ため，何か感染対策面の介入を行う場合に，ICT の指導内容に対してスタッ
フが反発を感じて軋轢が生じることもある．また，医療機関全体として感染対
策の方針を決定するにあたって，院内の各部署の組織的な対立があるとスムー
スに事が運ばないことも少なくない．そのため，現場の医師や看護師などとの
良好な関係を普段から築いておくことが重要である．

Ⅴ 事業継続計画の作成
● 事業継続計画（BCP）は，さまざまな緊急事態に遭遇した場合に，必要とされる医療
機関の機能を維持し，診療行為を継続できるようにするための計画のことである．

● BCP は感染対策マニュアルと同様に，状況に合わせて各医療機関で独自に作成する
必要がある．

解説
事業継続計画（business continuity plan；BCP）は，自然災害，高病原性の感染
症のパンデミック，テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合に，必要とされる
医療機関の機能を維持し，診療行為を継続できるように，あらかじめ対応すべ
き内容や手段，必要な物品などを取り決めた計画のことである．なお，BCP
は必ずしも医療機関だけが対象ではなく，一般の企業でも作成する傾向にある．
感染症関連で BCP を作成する場合，急激に広がってパンデミックを起こす
可能性があり，さらに病原性が高くて死亡する場合もあり，患者だけでなく職
員も感染するリスクが認められるような感染症が典型例として捉えやすく，新
型インフルエンザなどを題材に用いる場合が多い．
BCP は感染対策マニュアルと同様に，各医療機関の状況に合わせた独自の
ものを作成する必要があるため，厚生労働省は診療所，小規模・中規模病院向
けと大規模・中規模病院向けにそれぞれ BCP 作成の手引きをホームページで
公開している5）．
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Column
◉ 新型インフルエンザを想定した BCP 作成例
各医療機関は自らの施設が地域で果たすべき役割を見据えて，流行時の状況を想定し
て，必要とされる診療活動を継続できるよう実現可能で具体的な BCP を作成する必要が
ある．
〈新型インフルエンザを想定した BCP 作成と対応の例〉（中小規模病院）
① 自施設の役割の明確化
要点：地域における自施設の役割を明らかにすることによって緊急時に対応すべきこ
とを明確にする．
例：地域医療を担う立場として，地域住民が必要な診療を受けられる体制を確保する．
② 流行の各段階における基本的な対応方針
要点：流行の初期から蔓延まで各段階に合わせた対応を決定する．
例：•海外発生期から地域感染早期（各都道府県での初の患者の発生）
新型インフルエンザの患者が当院に受診する可能性があることを念頭に入れて
対応．
•地域感染期（感染拡大～蔓延～患者の減少）
新型インフルエンザ患者の診療を行いながら，当院の診療機能の維持に努める．
③ 優先すべき診療業務の明確化
要点：診療業務の内容を以下の 3 段階の優先度に分けて分類する．
例：•優先度高：地域感染期でも継続…外来診療，透析業務，緊急手術など
•優先度中：地域感染期には縮小…慢性疾患の外来，入院など
•優先度低：地域感染期には延期…待期的手術，検診など
④ 被害の想定
要点：もっとも被害が大きい地域感染期の状況を踏まえて想定される被害を考察する．
例：•感染者：1 日最大 300 名の感染疑い患者が外来を受診（真の感染者は半数で，
その約 1 割は入院が必要）
．入院患者および職員の一部にも感染者が発生．
•通勤：利用できる公共交通機関は限定され，遠方の職員の通勤は困難
•職員の欠勤：職員自身および家族の感染などにより欠勤率 40%
⑤ 対応本部の組織作りと構成メンバー，役割分担の確認
要点：対策本部の本部長は院長とし，他の構成員とその役割を明確にする．
例：•構成員：院長，副院長，診療部長，看護部長，検査部長，薬剤部長，ICT メンバー，
その他
•指揮系統：対策本部長（院長）を頂点として，以下意志決定の順位を定める．
•役割分担：ICT メンバー（具体的対応の提案と現場指導），検査部長（流行時の
検査対応の指示）
，薬剤部長（必要な治療薬の確保と管理）など
⑥ 必要な機器や物品などの確認と準備
要点：流行時を想定して必要とされる物品や機器およびその数を明らかにし，緊急時
の供給体制についてあらかじめ業者と相談しておく．
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•検査キット：インフルエンザ迅速診断キット，他の迅速診断キットなど
• PPE：マスク（サージカル，N95），手袋，ガウン，ゴーグルなど
•消毒薬：擦式消毒薬，次亜塩素酸ナトリウムなど
•機器：人工呼吸器，パルスオキシメーター，簡易血液・生化学検査機器など
⑦ 職員向け連絡体制の確立
要点：緊急時の情報や診療体制の変更，個別の指示がスムースに行える連絡体制を築
く．
例：緊急連絡網の設置：職員の連絡先の把握や一斉メール配信システムなどの構築
⑧ 情報提供
要点：患者および地域住民向けに自施設の診療対応について情報を提供する．
例：•患者（入院，外来）への情報提供
診療体制の変更の通知や協力の依頼を直接および書面を通じて連絡
•地域住民への情報提供
ホームページや掲示物による新しい診療体制の提示
⑨ 地域連携
要点：他の医療機関，自治体，保健所，警察，消防などとの相互連絡や連携体制を相
談しておく．
例：•医療施設間相互の情報共有：各施設の患者受け入れ状況や入院可能人数，薬剤
保有状況などの情報共有
•自治体や保健所への報告内容の確認や連絡体制の確認

Ⅵ 他の医療機関や関係組織との連携
● 医療機関同士が相互にラウンドを行って，自施設内で見出せなかった問題点を指摘・
改善することが必要である．

● 保健所や自治体など関係組織との平時からの連絡や報告を行っておくべきである．

解説
普段，何か大きな感染対策上の問題が生じていない時点では，反省すべき点
があったとしても気づかずに素通りされる場合が多い．しかしそのような状況
でも，他の医療機関の感染対策のスタッフから見ると，現場の改善すべき点が
少なからず指摘されることもありうる．感染防止対策加算が設けられるように
なって医療機関の連携が進み，医療機関同士が相互にラウンドを行って他の施
設の問題点を指摘する機会も増えてきた．これによって新たな問題点に気づか
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され，改善に結びつく事例も多かったと考えられる．
また，何か感染対策上の問題が生じた場合には，保健所や自治体などへの報
告義務が生じる場合がある．あまり問題が大きくなってから報告すると，対応
する側にとっても大きな負担が生じるだけでなく，解決までに長い時間や過大
な労力を要することもある．そのため，報告義務に該当しない段階であっても，
早めに保健所や自治体に相談という形で連絡を取り，その後の経過についても
報告することが望ましい．
■ 参考 URL（2016 年１月現在）
1） 厚生労働省：医療法．http：//www.houko.com/00/01/S23/205.HTM

2） 厚生労働省医政局指導課：医療施設における院内感染の防止について．
http：//www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0202‒1.html

3） 大久保 憲：医療施設における院内感染（病院感染）の防止について．平成 15 年度厚生労働
科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究事業）分担報告書．国，自治体を含めた院内感染対
策全体の制度設計に関する緊急特別研究

http：//www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/dl/tp0202‒1.html

4） 厚生労働省：感染防止対策地域連携加算チェック項目表．

http：//www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/5‒2‒2‒7.pdf

5） 厚生労働省：新型インフルエンザ治療ガイドライン・手引きなど

http：//www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku‒
kansenshou/infulenza/kenkyu.html

（松本
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1 透析患者はなぜ感染に弱いのか

Ⅱ
感染予防の基本

Check Point
▶感染症は常に透析患者の死亡原因の上位を占めている．
▶透析患者の治療環境は，感染機会を高くしている．
▶透析患者は栄養・免疫異常，シャントの存在など感染を受けやすい状態にある．

Ⅰ 透析患者と感染症
● 透析患者は感染症死亡率が高い（統計的事実）

● 透析患者を取り囲む医療環境などの特殊性（外的要因）
● 透析患者の栄養，免疫機構などの特性（内的要因）

解説
日本透析医学会の統計調査委員会の年次報告データによれば，ここ 20 年間
透析患者の感染症死が増加傾向を続けており，現在は死因の第 2 位であるが，

免疫のパラドックス
自然免疫系の刺激状態

感染機会

免疫防御反応の低下？

透析操作・周囲環境

MIA 症候群
栄養・代謝障害

患者の持ち込み

慢性炎症

VA，PA の存在

貧血と動脈硬化

易感染性
VA：vascular access
PA：peritoneal access

図

透析患者はなぜ感染に弱いのか !?
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導入年死亡に限れば第 1 位である1）．これらは，透析患者が易感染性であるこ
とを支持する傍証である．しかし，病原体，感染経路，感染臓器，宿主の免疫
防御力は異なり，その原因は複合的なものであろう．
本稿では，透析患者の置かれた医療環境の特殊性（外的要因）と栄養，免疫
機構などの特性（内的要因）の 2 方向から，「透析患者はなぜ感染に弱いのか」
．
について概説を試みる（図）

Ⅱ 透析患者を取り囲む環境の特殊性（外的要因）
● 透析室環境の孤立性と感染機会の増加
● 患者による病原体の持ち込み
● 長期透析と感染機会の増加

解説

❶ 透析室環境の孤立性と感染機会の増加
一般に施設血液透析室では，複数の患者は同一の大部屋でベッドや透析機器
類，その他の空間を共有しながら血液透析時間を過ごしている．また，多くの
大規模病院では，重症度の高い入院患者と外来通院透析患者が，混合で同時に
透析を受けざるをえない場合がある．したがって，複数の患者に対し，巡回し
ているスタッフの手指や白衣は病原体で汚染されている可能性があり，そうし
たスタッフから患者は穿刺を受け，採血され，薬剤の注入などを受けることも
ありうる．
一方，患者の血液は，透析開始，終了のたびに直接外界と接触するため，周
囲環境を汚染する可能性をもつ．さらに，患者同士は更衣室，待合室などで接
触する機会も多く，ロッカーなどの物品を共有使用していることも患者間の感
染機会を増す．

❷ 患者による病原体の持ち込み
血液感染を主たる感染経路とする B 型肝炎ウイルス，C 型肝炎ウイルスの
抗原陽性率，抗体陽性率が透析患者で高いことは事実であり，透析患者からの
透析室への病原体の持ち込みと上述の汚染経路での伝播が，血液透析患者の肝
炎ウイルス保有率を増加させている一因である．
また，メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）は，環境表面にしばらくの
時間生き残っており，環境表面との接触で伝播する細菌である．血液透析患者
の MRSA 保菌率が高いことが報告されており，透析患者が血液透析室に
MRSA を持ち込むことで，医療従事者の手指，共有物品などを介して MRSA
44

1. 透析患者はなぜ感染に弱いのか

保菌率増加に関与している可能性は高い．類似した理由で飛沫感染する結核や
インフルエンザウイルス感染の機会も多く存在する．

❸ 長期透析と感染機会の増加

Ⅱ

血液透析患者は少なくとも 1 回約 4 時間，週 3 回（1 カ月で約 50 時間，1 年
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間で約 600 時間），こうした感染リスクの高い環境のなかに置かれる．したがっ
て，治療期間が長期にわたるほど透析環境（人，物）からの受動的感染機会が
高くなり，同時に不作為的に病原体の持ち込みにも関与することになる．

Ⅲ 透析患者の免疫機構の特性（内的要因）
● MIA 症候群：栄養障害，貧血，動脈硬化
● 感染防御機構のパラドックス

● バスキュラー・アクセス，腹膜留置カテーテルの存在

解説

❶ MIA 症候群
一般に透析患者の栄養状態は不良である．これには機能性または器質性胃腸
障害による，消化吸収不全，悪心や味覚障害，精神的抑うつ傾向，慢性的な心・
肺うっ血などの合併による食思不振などが関わる．さらに，程度の差はあるが，
内分泌障害，インスリン抵抗性，代謝性アシドーシスの併存があり，蛋白代謝
は異化にシフトしている．このため，血液透析患者はいわゆる「サルコペニア」
をきたしやすく，低アルブミン血症を呈する頻度も高い．また，ほとんどの患
者は，貧血（腎性貧血，鉄欠乏性貧血，亜鉛・カルニチン欠乏など）を合併し
ていて，これらすべてが免疫力を維持するためには不利益に働く．さらに，透
析患者の高齢化，糖尿病合併が免疫力低下にいっそう拍車をかけている．
スウェーデンの Stenvinkel らは，こうした病態を MIA（Malnutrition，Inflammation，Atherosclerosis）症候群という概念で包括した 2）．

❷ 感染防御機構のパラドックス
生体のもつ免疫能は，大きく自然免疫能と獲得免疫能に分けられる．自然免
疫の主役は単球 ― マクロファージ系細胞，とくに樹状細胞（dendritic cell；
DC）であり，この細胞はもっとも早期に侵入病原体を Toll‒like 受容体などの
働きにより認識するとともに，その情報を獲得免疫の主役であるリンパ球系細
胞に伝達する．この二つの免疫機構がバランスよく連動することにより正常な
感染防御機構が成立する3），4）．
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血液透析患者では末梢血液中の樹状細胞の数と機能が低下している5），6）．ま
た，末梢血中の単球はリポポリサッカライド（LPS）刺激に対する炎症性サイ
トカイン産生反応も低下している7），8）．これは，単球における Toll‒like 受容体
の遺伝子発現が尿毒症環境で低下しているためとも考えられる9），10）．さらに，
高濃度のβ2 ミクログロブリンが，DC の免疫機能を低下させることが，in
vitro 研究で示されている 11）．これらは，透析患者が，自然免疫機構に弱点を
もつ可能性を示唆する．一方，尿毒症では，自然免疫系細胞が常に刺激されて
おり，炎症性サイトカインや酸化ストレスを過剰に産生し続けるため，透析患
者は慢性炎症状態にある2），12）．その理由の一つとして，尿毒症では，腸内細菌
叢の構成異常（dysbiosis）が起こり，菌および菌体成分の腸粘膜透過性が亢
進するため，全身の自然免疫系細胞が常に刺激されていることが指摘されてい
る13）．また，透析患者の血中マクロファージ刺激因子（M ― CSF）濃度が異常
に高いことは，とくに単球 ― マクロファージ系細胞が慢性刺激状態にあること
を示唆する14），15）．
こうした慢性持続的な自然免疫刺激は，自然免疫系細胞を疲弊させ，かつ生
体免疫バランスを代償的に抗炎症性物質産生の方向に傾けるパラドックスを引

Column
◉ 感染防御機能低下のため治療に難渋したがん合併透析導入患者の 1 例
症

例：62 歳，男性．慢性腎臓病（CKD ステージ 5）で近医に通院中であったが，6

月より左頰部腫脹があり，当院耳鼻科を紹介受診．左上顎洞がん（T4aN0 M0）と診断
された．8 月にカルボプラチンの局所動注，放射線療法および 5FU の全身投与が開始さ
れた．腎機能が悪化したため，9 月に血液透析療法に導入し，がん治療を継続した．10
月頃より発熱，CRP 上昇を認め，血液培養で MRSA が検出されたため，敗血症と診断され，
即座にバンコマイシンの点滴静脈注射の治療が開始された．いったん小康状態に至った
が，11 月頃から腰痛の悪化があり，CT, MRI 検査で化膿性腰椎炎とその近傍部に腸腰
筋膿瘍が発見された．CT ガイド下に病変部を穿刺吸引し，その培養から MRSA が検出さ
れたため，バンコマイシン治療が再開された．しかし，翌年 1 月には椎体破壊が生じ
ADL は著しく低下した．腰椎手術も検討されたが，遺残した上顎洞がんの増大と全身状
態の悪化が認められたため緩和医療に移行した．
キーポイント：がん治療中に血液透析導入となった CKD 患者である．患者背景に慢性
腎不全，担癌による免疫能低下状態があり，これに治療に伴う各種生体ストレスが加わり，
患者の感染防御力はいっそう低下したと推察される．本症例では，鼻咽頭粘膜部の常在
MRSA が上顎洞のがん病変部から脊椎動脈に侵入して腰椎に至り，膿瘍を形成したと考
えられる．免疫不全状態では，MRSA 敗血症は遠隔臓器に膿瘍を形成し，難治性となる
ことに留意する必要がある．
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き起こし，有事に免疫防御反応が円滑に働かない免疫麻痺状態（immune paralysis）に陥らせる可能性をもつ12）．

❸ バスキュラー ・ アクセス，腹膜留置カテーテルの存在

Ⅱ

血液透析患者のもつ各種のバスキュラー・アクセスは血液透析患者に特有な
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ものであり，そこは穿刺時，回収時には常に病原体にとって格好の体内侵入口
となる．前述のように穿刺者の汚染された手指からの感染，患者自身の保有す
る菌，固定用のテープなどからの直接的血液感染のリスクは高い．実際，血液
透析患者は敗血症死亡率が高いことが明らかにされており1），16），バスキュ
ラー・アクセスからの細菌侵入との関連が十分に疑われる．腹膜透析患者にお
いては腹膜透析カテーテルが細菌侵入（腹膜炎）の大きなリスク因子である．
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感染予防の基本

（スタンダード・プリコーション）

Check Point
▶ CDC が 2007 年に公開した「隔離予防策のための CDC ガイドライン：医療現場にお
ける感染性微生物の伝播の予防」での「標準予防策」と，わが国で 2015 年に公開さ
れた「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン（四訂版）」
での「標準予防策」に対する考え方に違いはない．
▶ CDC が 2001 年に公開した「慢性血液透析患者における感染予防のための CDC ガイ
ドライン」と，わが国の「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイ
ドライン（四訂版）
」には下記の点において考え方の違いがある．
① 肝炎患者のベッド固定
② HB ワクチンの追加接種

感染予防の基本である「標準予防策」（standard precaution）は，CDC（米
国疾病予防管理センター）が，1996 年に公開した「病院における隔離予防策
のためのガイドライン」のなかで初めて示された．「標準予防策」は，すべて
の患者が何らかの病原体を有している可能性があると考えて，すべての患者に
分け隔てなく実施する必要がある感染予防策である．汗を除くすべての湿性生
体物質（血液，体液，分泌液，排泄物，汚染物），創のある皮膚，粘膜は感染
性があるとみなして対応する考え方である．
2007 年に CDC は，1996 年のガイドラインの改訂版にあたる「隔離予防策
のための CDC ガイドライン：医療現場における感染性微生物の伝播の予防」
を公開した1）．感染制御の基本は「標準予防策」と「感染経路別予防策」であ
るという考え方は変わっていないが，「標準予防策」に「咳エチケット」「安全
な注射手技」「腰椎処置における外科用マスクの装着」が追加された．
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Ⅰ 透析室で行う必要がある標準予防策 1），2）
● わが国のガイドラインの四訂版から，透析室で推奨される個人防護具（PPE）にガウ
ンまたはエプロン，ゴーグルまたはフェイスシールドが追加された．

● 透析の穿刺や返血の際には，血液汚染の可能性が高いことから，PPE の着用は必須で
あり，PPE は処置ごとに交換する必要がある．

● 透析室での環境表面の清拭には，除菌と洗浄効果をもつルビスタⓇ（ペルオキソ一硫
酸水素カリウムが主成分）が有用である．

解説
CDC が 2007 年に公開したガイドラインと，日本透析医会，日本透析医学会，
日本臨床工学技士会，日本腎不全看護学会の 4 学会合同で作成され，2015 年
に公開された「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイド
ライン（四訂版）
」2）（以下，わが国のガイドラインと表記）の「標準予防策」
に対する考え方に違いはない．

❶ 手指衛生が推奨される場面
① 湿性生体物質（血液，体液，分泌物，排泄物，汚染物．汗は除外）に触れ
たあと
② 手袋を外した直後
③ 患者と患者のケアの間
手指衛生は標準予防策の基本であり，①～③のタイミングで手指衛生が必要
となる．手指衛生とは，
「流水と抗菌石けんまたは石けんによる手洗い」と「擦
式消毒用アルコール製剤」を指す．手が目に見えて汚染している場合は，「流
水と抗菌石けんまたは石けんによる手洗い」，それ以外では「擦式消毒用アル
コール製剤」による手指衛生が推奨されている．ただし，透析室で接する機会
の多い感染症である B 型・C 型肝炎ウイルス（HBV や HCV），ノロウイルス
などは，アルコール系消毒薬の効果が低いことを認識して，流水による手洗い
を行うことが重要である．とくに透析の穿刺や返血の際には，血液汚染の可能
性が高いことから，流水による手洗いを行うことは重要である．

❷ 個人防護具（PPE）が推奨される場面
① 手袋
•湿性生体物質に触れる場合
•粘膜や創のある皮膚に触れる場合
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② ガウンまたはエプロン
•衣類や露出した皮膚が湿性生体物質に接触することが予想される処置お
よび患者ケア
③ マスク，ゴーグル，フェイスシールド

Ⅱ

•血液，体液，分泌物のはねやしぶきを作りやすい処置や患者ケア

感染予防の基本

わが国のガイドラインの四訂版から，透析室で推奨される PPE にガウンま
たはエプロン，ゴーグルまたはフェイスシールドが追加された．これらの
PPE は湿性生体物質の飛沫による皮膚や着衣，目や顔などの汚染を防止する
ために着用する．とくに透析の穿刺や返血の際には，血液汚染の可能性が高い
ことから，PPE の着用は必須であり，PPE は処置ごとに交換する必要がある．

❸ 患者ケアに使用した器具，周辺環境整備およびリネン
① リネン類は患者ごとに交換する．
② 透析装置外装・ベッド柵・オーバーテーブルは透析終了ごとに清拭する．
③ 聴診器や体温計，血圧計カフは使用後に毎回の清拭を行う．
④ 鉗子・トレイなどは使用ごとに，洗浄剤を用いて十分な予備洗浄を行い，
熱水消毒（80℃，10 分）または，0.1% 次亜塩素酸ナトリウムに 30 分間浸
漬後に十分な水洗いを行う．
⑤ 環境表面の清拭には，原因の細菌やウイルスに応じて，0.05～0.1% の次亜
塩素酸ナトリウム溶液またはアルコール系消毒薬を使用する．
透析室での環境表面の清拭に，多くの場面で使用可能な製品として，除菌と
洗浄効果をもつルビスタⓇ（ペルオキソ一硫酸水素カリウムが主成分）がある．
ルビスタは，次亜塩素酸を含有しながら金属腐食が少なく，HBV や HCV，ノ
ロウイルスへの有効性が確立されている．
また，透析室ではディスポーザブル製品の使用が推奨されており，使用後の
ディスポーザブル製品は感染性廃棄物として適切に処理する必要がある．とく
に患者の処置に使用した機材は，運搬の必要がないように廃棄できる環境が望
ましいが，運搬する場合は，血液や体液が飛散して周囲環境を汚染しないよう
に注意する．

❹ 針およびその他の鋭利物
① 可能であれば安全装置付き穿刺針を用いる．
② リキャップをしない，仮にリキャップが必要ならば，片手ですくう手技の
みを用いる．
③ 使用した針を持ち運ぶ必要がないように，すぐに耐貫通性容器に廃棄する．
透析室の作業は，穿刺から回収に至るすべての場面で，針刺しの危険性があ
り，針や鋭利物を持ち歩かなくて済む環境作成やスタッフ教育が重要である．
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❺ 患者配置
患者の罹患した感染症が，伝播の危険性が高い場合や環境を汚染させやすい
場合は，可能な限り個室を優先する．透析室で頻度の高い感染症では，HBV
やインフルエンザ，ノロウイルスなどが該当する．

❻ 咳エチケット（患者指導）
① くしゃみや咳の症状がある場合，外科用マスクを着用するように指導する．
② マスクを着用していない場合，くしゃみや咳をするときにはティッシュな
どで口や鼻を覆うように指導する．
③ 気道分泌物で手が汚れたあとには手指衛生を行うように指導する．
透析患者は週に 3 回と高頻度に，更衣室や待合室，送迎車などを共有して
おり，患者間の伝播の危険性が高いことから，患者教育は重要である．

Ⅱ 透析施設での感染予防策 2），3）
わが国のガイドライン2）では：

● HBV の感染対策では，
「HBs 抗原陽性患者」と「HBs 抗原陰性の既往感染者のなかで
HBV DNA 陽性である患者（オカルト HBV）」を感染対策の対象とする．

● HCV のベッド固定対象者は，三訂版までは HCV 抗体陽性患者となっていたが，四
訂版では HCV RNA 陽性患者のみを対象に変更している．

● HB ワクチンのブースター接種は，職員でも HBs 抗体価が 10 mL/IU 未満になった場
合，行うことを推奨している．

解説
CDC の透析施設での感染対策のガイドラインは 2001 年に「慢性血液透析患
者における感染予防のための CDC ガイドライン」3） が公開されている．この
CDC ガイドラインとわが国のガイドラインにはいくつかの違いがある．

❶ 肝炎患者のベッド固定
1）B 型肝炎

HBs 抗原陽性患者では「個室隔離透析」「隔離不可能な場合はベッド固定」
という考え方に違いはないが，わが国のガイドラインでは HBs 抗原陽性患者
以外に，HBs 抗原陰性の既往感染者のなかで HBV DNA 陽性である患者（オ
カルト HBV）も感染対策の対象としている〔詳細は p.121 Ⅲ章 1－1）参照〕．
2）C 型肝炎

C 型肝炎患者では，CDC ではベッド固定不要，わが国ではベッド固定を推
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奨している〔詳細は p.121 Ⅲ章 1－1）参照〕．さらに，わが国のガイドラインで
は，三訂版と四訂版で，ベッド固定対象者が下記のように変更されている．
ベッド固定対象者は，三訂版までは HCV 抗体陽性患者となっていたが，四
訂版では HCV RNA 陽性患者のみに変更している．この変更の理由は，HCV

Ⅱ

抗体陽性患者の約 30% は HCV RNA 陰性であり，HCV 抗体は中和抗体では
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ないため，HCV 抗体陽性かつ HCV RNA 陰性者のみが，HCV RNA 陽性者か
ら再感染する危険性があるためである．
また，近年の米国の透析施設での C 型急性肝炎の発症が多発しており，
CDC は 2016 年 1 月にガイドラインを遵守するように警告を出している参考 URL 1）．
今後，CDC の透析室でのガイドラインが見直される可能性がある．

❷ HB ワクチン
CDC およびわが国のガイドラインでは「患者および職員ともに HB ワクチ
ンの接種を推奨する」とういう考え方に違いはない．そして，透析患者では，
CDC およびわが国のガイドラインともに，HBs 抗体が 10 mL/IU 未満になっ
た場合は，ブースター接種を行うことを推奨している．ブースター接種後の
HBs 抗体測定は，CDC は年 1 回，わが国のガイドラインは 6 カ月に 1 回を推
奨している．
一方で，職員に対する HB ワクチンのブースター接種の考え方には，CDC
とわが国のガイドラインでは違いがある．CDC では，職員が HBs 抗体を獲得
した後のブースター接種不要，HBs 抗体のモニターも不要となっている．し
かし，わが国のガイドラインでは，職員も HBs 抗体が 10 mL/IU 未満になっ
た場合はブースター接種を行うことを推奨している．
CDC ガイドラインでは透析患者は免疫低下があるためブースター接種が必
要だが，職員は HB ワクチン接種により HBs 抗体を獲得した後，抗体価が低
下しても追加接種は不要としている．つまり一度 HBs 抗体が陽転化すれば，
抗体価が低下あるいは陰性化しても，免疫機能は永続しており感染防御効果は
続いていると考えている．実際に，一般人口では HB ワクチン接種後の長期観
察研究がなされており，HBs 抗体が低下あるいは陰性化後も免疫機能が永続
して，急性肝炎発症や HBs 抗原陽転化はないと報告されている4）が，急性肝
炎は発症しないものの，HBc 抗体が陽転化することが報告されている．つま
り，急性肝炎を発症せずに，既往感染者となっていることを意味する．
HBV 感染が起こり既往感染となった場合，HBs 抗原が陰性か陽性か，急性
肝炎を発症するかしないかにかかわらず，生涯にわたり HBV は体内に存在す
る（血中に存在しなくても）．HBV 既往感染者への免疫抑制や化学療法により
HBV 再活性化（de novo 肝炎）が報告されており，既往感染となることは，
職員の将来的な合併症を予見できないことから，将来的に免疫抑制や化学療法
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を必要とする疾患を合併した場合，de novo 肝炎のリスク因子となる可能性が
ある．以上の理由からわが国のガイドラインでは，職員も 10 mL/IU 未満に
なった場合，ブースター接種を行うことを推奨している．その後は年 1 回の
HBs 抗体の確認採血を推奨している．

■文

献
1） Siegel, J. D., Rhinehart, E., Jackson, M., et al.：The Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee：2007 Guideline for Isolation Precautions：Preventing
Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings. 2007

2） 厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業：透析施設における標準的な透析操作と感染予
防に関するガイドライン（四訂版）．2015

3） CDC：Recommendations for Preventing Transmission of Infections Among Chronic
Hemodialysis Patients. MMWR 2001；50（RR‒5）

4） Mahoney, F., J., Stewark, K., Hu, H., et al.：Progress toward the elimination of hepatitis B virus transmission among health care workers in the United States. Arch. In-

tern. Med. 1997；157：2601‒2605

■ 参考 URL（2016 年２月現在）
1） CDC Urging Dialysis Providers and Facilities to Assess and Improve Infection Con-

trol Practices to Stop Hepatitis C Virus Transmission in Patients Undergoing Hemodialysis.

http：//emergency.cdc.gov/han/han00386.asp

（菊地
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Check Point
▶透析患者の死亡原因に繫がる感染症の起因微生物に多剤耐性菌がある．
▶透析患者は多剤耐性菌に感染するリスクが高いとされている．
▶透析患者の死亡原因のなかで，感染症が占める割合は増加している．
▶新規抗菌薬の開発が滞り，さらに耐性菌が蔓延する可能性がある．
▶患者本人の手洗いによる積極的な予防策で感染症による死亡率の低減が期待される．

血液透析患者の感染症を考える際，問題となる病原微生物は透析室および透
析患者の特性別に大きく分けて 3 つある．まず大量の血液が扱われるという特
性から血液媒介感染するもの〔B 型肝炎（p.138），C 型肝炎（p.145），HIV
（p.159）
〕
，広い処置スペースで一堂に会して治療が行われるという特性から伝
染性の高い病態を起こすもの〔インフルエンザ（p.179），結核症（p.188），皮
膚接触感染症（p.196）〕，が挙げられる．これらの概要は感染予防各論に譲り，
ここでは 3 つ目の特性である透析患者の易感染性に関連する多剤耐性菌につい
て述べ，感染症による死亡率の低減を目論んだ「透析施設における標準的な透
析操作と感染予防に関するガイドライン（四訂版）」（以下，四訂版ガイドライ
ン）の改訂点に言及する．

Ⅰ 多剤耐性菌とは
● 届出義務のある薬剤耐性菌がある．

● 抗菌薬の開発が停滞し，感染症の治療戦略の見直しが迫られている．

解説

❶ 感染症法と薬剤耐性
多剤耐性菌とは，作用機序の異なる 2 種類以上の薬剤に対して耐性を示した
ものである．薬剤耐性の獲得は耐性遺伝子によるもので，「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」で 5 類感染症の 6 種（結核は 2 類感
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表 1 多剤耐性菌と感染症法の届出義務
•全数把握の対象（すべての施設で保健所に届出るもの）
1） バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌（VRSA）

2） バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）
•基幹定点把握の対象（定点施設以外ではアウトブレイク時に保健所に届出るもの）
3） メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）
4） ペニシリン耐性肺炎球菌（penicillin‒resistant Streptococcus pneumoniae；
PRIST）
5） 多 剤 耐 性 緑 膿 菌（multiple drug‒resistant Pseudomonas aeruginosa；
MDRP）
6) 多剤耐性アシネトバクター属（multiple drug‒resistant Acinetobacter；
MDRA）などのブドウ糖非発酵グラム陰性桿菌
カルバペネム・アミノグリコシド・フルオロキノロンの 3 剤とも耐性
•耐性の特殊性から院内で情報共有をはかり隔離の対象とするもの
a) メタロβラクタマーゼ産生菌
b） ニューデリー型メタロβラクタマーゼ NDM‒1
c） 基質特異性拡張型βラクタマーゼ 産生菌
d） カルバペネム耐性腸内細菌群

染症）は届出義務がある（表 1）．この他に有効な抗菌薬が限られる1）という
特殊性から，院内での情報共有をはかり隔離を含めた接触予防策が推奨される
ものがある．

❷ 抗菌薬治療戦略の見直し
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（methicillin‒resistant Staphylococcus aure︲
u s；M R S A） や バ ン コ マ イ シ ン 耐 性 腸 球 菌（v a n c o m y c i n ‒ r e s i s t a n t
Enterococcus；VRE）は，抗菌薬の連用・頻用によって生じたものと考えられ
ている2），参考 URL 1）．すでに MRSA や VRE には有効な抗菌薬が開発され不治
の感染症ではない．しかし，どのような薬も数年で耐性菌が出現する．一方で
現在の抗菌薬の開発状況から新薬が登場する機会が減っている参考 URL 2）．耐性
菌が院内蔓延する危険性があり，治療戦略の見直しが迫られている．その第一
歩として感染症治療の基本を忠実に守り抗菌薬の乱用を避けることは重要であ
り〔Ⅲ章 2－2）Column（p.177）〕，感染予防による感染症死の低減を患者とと
もに取り組むパラダイムシフトを目論んだ．

Ⅱ 多剤耐性菌と透析患者
● 透析患者は多剤耐性菌に感染するリスクが高い．

● 今までの透析室用感染対策では，感染症による死亡率は減少していない．
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解説

❶ 透析患者の多剤耐性菌感染のリスク
1986 年に初めて VRE が集団で検出されたのも，国内未発症のバンコマイシ

Ⅱ

ン 耐 性 黄 色 ブ ド ウ 球 菌（vancomycin‒resistant Staphylococcus aureus；

感染予防の基本

VRSA）感染症が 2002 年に初めて報告されたのも，透析患者においてであった．
透析患者は多剤耐性菌に感染するリスクが高いとされ，CDC（Center for
Disease Control and Prevention）のガイドライン参考 URL

1）

では血液透析室は

集中治療室や熱傷ユニットと並び，接触予防策の実施が推奨される特別な診療
部門に挙げられている．

❷ 感染対策に関する疫学的事実
透析室感染予防マニュアルの初版発表から四訂版ガイドラインが公示される
までの 15 年間に，透析患者の C 型肝炎ウイルス（hepatitis C virus；HCV）
抗体陽性率は 16.0 % から 6.7 % へ劇的に減少したが，死亡原因のなかで感染症
が占める割合は 15 % 台から 20 % 台に増加している．これまでの予防策で死
亡率は減少できていない事実を看過すべきではない．

Ⅲ VRE アウトブレイクと標準予防策の拡大解釈「患者さんにも手洗いを」
● 患者を含めた施設利用者全員の手洗いが透析室感染対策の中心になる．
● 手洗いは，死亡原因のうち感染症の割合を低減させる策の要となる．

解説

❶ 感染症による透析患者の死亡率を減らす
四訂版ガイドラインでは，「感染対策という視点から「標準的」とも呼べる
手技」のうちの患者側の準備（教育の徹底）として「患者さんに手洗いの励行
という日常的な習慣を身につけて」もらい（四訂版，p.5，1‒2‒7），手指衛生
の徹底として「医療従事者だけでなく，患者自身も感染予防策を実施できるよ
うに指導しなければならない．手指衛生は入退室時を含め必要なタイミングで
実施する必要がある」（四訂版，p.32，2‒II‒1）と患者自身の手指衛生に関する
記載がある．標準予防策の拡大解釈であるが，理想論ではない．透析患者の多
くは自立して日常生活を送り，高頻度で繰り返し医療施設に外来通院してい
る．院内・院外で拾った一過性の汚染から患者自身を守り汚染を拡散しないた
めに必要な対策である．また透析スタッフは手洗い・手指消毒・手袋の着用を
行うというもので，透析患者の死亡原因として感染症の割合を減らすための透
57

第Ⅱ章

感染予防の基本

析室内の感染対策を支える柱となる．

❷ 標準予防策の対象拡大による接触予防策の補強
VRE の伝播性はほかの多剤耐性菌と比較して驚くほど高く，１人保菌者が
見つかったときにはかなりの保菌者数になっていることがあり，いつ誰が最初
に持ち込んだかわからないアウトブレイクが生じる．濃厚なケアを要する保菌
者がいればわずか 1 日でも複数の患者に拡がる．さらに保菌者は普通にトイレ
を使用するため，VRE が検出された便座・トイレットペーパーホルダーや手
すりなど患者用のトイレを介した伝播の可能性が指摘された．担当者を専任化
して清掃を強化するが，自分自身の手についた菌の経口摂取を防ぐために患者
（表 2）．
の手指衛生の教育は非常に大事である3），参考 URL 3）
VRE は感染症の治癒後も便や尿に保菌状態が継続する2）ことが知られてい
るが，患者の手指消毒は感染源への対策としても有効である．多剤耐性菌が同
一患者の複数箇所から分離されたり4），隔離個室内の環境トレース5）から患者
本人の手を介した接触伝播が推定され，三訂版でも患者の手洗いを推奨してい
た．しかし重症呼吸器症候群（severe acute respiratory syndrome；SARS）
表 2 効果的な院内感染対策について調査委員会からの 10 の提言
① 標準予防策の徹底：教育 と定期的な遵守度のチェック
② 第三者による定期的な評価：外部の感染管理専門家の招聘と院内全体での共有
③ VRE 陽性患者の早期検出・早期対応と接触予防策の徹底：継続的な VRE スク
リーニングの実施とリスク評価・分離情報の院内での共有
④ 接触予防策の徹底：教育・患者対応マニュアルの作成 ・遵守度の確認・分離情
報の院内での共有
⑤ 病院の運営・管理部門による安全管理対策の推進：感染管理部門と医療安全管
理部門連携強化・ICD/ICN 活動の支援・人的資源投入
スクリーニング検査の実施・外部の感染管理専門家による定期的な感染対策の
評価
PPE の積極的な使用と財政的支援・患者ケアの密度に見合った人員配置
⑥ VRE 陽性患者に対しての情報提供：VRE 陽性患者転院の際の情報提供・自宅
退院の際の適切な指示
⑦ 環境対策の強化（療養環境整備と医療器具等の適切な処理）
：日常清掃のレベル
向上・適宜消毒・周囲環境を汚染しない手技の工夫
⑧ 医療機材の清潔な使用：清潔な清拭用タオルの使用・不適切な器具共有を避け
る・汚物室器械の適正使用
⑨ 患者の手指衛生の徹底：オリエンテーションの際の周知・入院生活のなかでの
注意喚起
⑩ 耐性菌産生の未然防止
抗菌薬使用の標準化・抗菌薬の届出制度・許可制度の導入と継続的な見直し

ICD：Infection Control Doctor, ICN：Infection Control Nurse, PPE：personal protective equipment（個人防護具）

〔参考 URL 3）より引用〕
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において隔離病院で奏効したサージカルマスク着用の事例6）と同様に，透析室
を介した感染事例 2） もあることから，透析患者では手指衛生の徹底参考 URL 3）
は踏襲に値し，バスキュラーアクセス感染症など個人の衛生状態が直接関与す
る感染症の低減も期待される．もちろん医療者側が率先して手洗いを励行しな

Ⅱ

ければ，患者に守ってもらえない7）ことはいうまでもない．
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Column
◉ カナリア諸島ミラクル ― 土地柄か管理の賜物か？
大西洋のアフリカ大陸の沖合にあるスペイン領カナリア諸島から報告された血液透析患
者の感染症の起因菌に関するデータ8）は，国内（p.174 図 4）や北米の報告（グラム陽
性球菌が 70%）とまったく異なる．バスキュラーアクセス（VA）感染の 50%，VA 関
連の菌血症（blood stream infection）の 72% がグラム陰性桿菌の緑膿菌と腸内細菌
（Citrobacter sp., Serratia marcescens, Acinetobacter baumannii, Enterobacter
cloacae, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli）であった．菌血症の起因菌とし
てみると，健腎者における割合と変わらない．透析患者の感染症制御として ① 抗菌薬の
使用管理と月初めに VA 感染の有無を確認し必要なら加療することと，② カテーテル導入
を避けるために VA 作製を先行させる Fistula First の遵守の 2 点が行われている．培養
施行率は抗菌薬投与前で 73%，VA 感染疑い時は 91% に及び，さらに臨床的に問題となっ
ている多剤耐性菌は MRSA のみであった．人口 200 万人ほどの常春の土地で，懐かしい
歌のタイトル以外筆者には思い浮かぶものはないが，その風土として黄色ブドウ球菌感染
症が少ないとも思えない．的確な感染管理が行われた後の姿なのかもしれない．
翻って，わが国の耐性菌報告（JANIS）では，依然 MRSA が最多であるが，多剤耐性
菌全体を見渡すと ESBL（基質特異性拡張型βラクタマーゼ）
・Amp（アンピシリン）C・
カルバペネム耐性のβラクタマーゼ産生腸内細菌系と国内未承認のコリスチン以外対応可
能な抗菌薬のない 3 剤（アミノグリコシド・カルバペネム・キノロン）耐性アシネトバ
クターバウマニや緑膿菌がもっとも問題となっている（表 1）．MRSA の mecA と異なり
これらの耐性遺伝子はプラスミド上にあり，バイオフィルム内で菌同士の接合によって伝
播しうるものである．もし四訂版もしくはそれ以降の対策で MRSA が制御されたら，血
液透析患者の感染症でも他の領域同様にこれらの対策が話題になると思われる．
参考 URL（2016 年２月現在）
1）Center for disease control and prevention, National Healthcare Safety Network. Tracking Infections in
Outpatient Dialysis Facilities
http：//www.cdc.gov/nhsn/dialysis/
2）厚生労働省 院内感染対策サーベイランス事業（JANIS）
：薬剤耐性菌の感染症発症動向
http：//www.nih‒janis.jp/report/zen.html
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Check Point
▶汚れや有機物は，消毒効果を減弱させるためあらかじめ洗浄を行う．
▶感染防止のために必要な場面において手指衛生を行う．
▶手指衛生は，
「流水と石けんによる手洗い」と「擦式アルコール製剤による消毒」を正
しく使い分ける．
▶バスキュラーアクセスの皮膚消毒は，既存データ・ガイドラインなどを参考に，状況に
応じて最適と思われる消毒薬を選択・使用する．
▶皮膚消毒薬と器具・器材の消毒薬を適切に選択する．

洗浄とは，有機物や汚れを水や洗剤を使用して物理的に除去することであ
り，滅菌・消毒前に実施することで微生物量を一定水準まで減少させ，その効
果を高める．
消毒法には，温熱や紫外線を用いる物理的消毒法と，消毒薬を用いる化学的
消毒法がある．消毒薬は加熱処理ができない生体や環境，非耐熱性の医療器具
に用いられ，その対象により生体消毒薬と非生体消毒薬に区分される．さらに
生体消毒薬には，患者の処置に用いる消毒薬と人体ではあるが患者ではない医
療従事者の手指を消毒するものがある．
手洗い・手指消毒および血管内留置カテーテルの消毒については，近年エビ
デンスに基づいた消毒薬の選択や使用法が推奨されている．

Ⅰ 手指衛生（手洗い・手指消毒）
● 患者または，その周辺器具・環境に触れるすべての行為の前後に手指消毒を行う．
● 手指が目に見えて汚れている場合には，石けんと流水による手洗いを行う．

● 手が目に見えて汚れていない場合には，擦式アルコール製剤による消毒あるいは石け
んと流水による手洗いを行う．

● 適切な手指衛生の手技，適切なタイミングを遵守する．
● 手指衛生の環境を整備する．
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解説

❶ 手指衛生の目的
手指衛生は，医療関連感染を予防するために行うもっとも基本的な対策の一
つである．手指に付着する一過性通過菌と常在菌の一部を除去することで，手
指を介した接触感染（交差感染）を防止する．

❷ 手指衛生の種類
手指衛生には，石けんと流水による手洗い（洗浄）と手指消毒が含まれる．
さらに手指消毒は，抗菌性石けんと流水による洗浄消毒と擦式アルコール製剤
による消毒に分けられる．擦式アルコール製剤による消毒は，殺菌作用に優れ，
表

CDC「隔離予防策のためのガイドライン」
（2007 年）の勧告

手指が目に見えて汚れている場合またはタンパク性物質に汚 非抗菌性石けんと流水または抗
染されているとき，血液・体液によって見た目に汚れている 菌性石けんと流水による手洗い
とき
芽胞形成菌（クロストリジウム・ディフィシルや炭疽菌など）
やエンべロープのないウイルス（ノロウイルスやロタウイル
スなど）アルコールに抵抗性のある病原体に接触したおそれ
のある場合

標準予防策

手指が目に見えて汚れていな ① 患者に直接接触する前
速乾性手指消毒薬による手指衛
い場合，または非抗菌性石け ② 血液，体液，排泄物，粘膜， 生が好まれる
んと流水で目に見える汚れを
健 常 で な い 皮 膚， 創 部 ド
取り除いた後
レッシング部位に触れた後 代わりに抗菌性石けんと流水で
手を洗ってもよい
③ 中心静脈カテーテル挿入時
など滅菌手袋を着用する前
④ 導尿カテーテル，末梢血管
カテーテルなど医療器具を
挿入する前
⑤ 患者の健常皮膚に触れた後
（脈や血圧の測定，体位交
換など）
⑥ 患者のすぐ近くにある無生
物（医療器具を含む）に触
れた後
⑦ 患者の処置中に，身体の汚
染部位から清潔部位へ移る
とき
⑧ 手袋を外した後

〔CDC：2007 Guideline for Isolation Precautions：Preventing Transmisson of Infectious Agents in Healthcare
Settings2）より作成〕
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〈スクラブ法：石けんまたは手洗い用消毒薬（スクラブ剤）での手洗い方法〉

1

２

３

４

Ⅱ

5

薬用石けんまたは手洗
い用消毒薬（スクラブ
剤）を手掌にとります．

6

指の間もよく洗います．

9

7

指までよく洗います．

10

手首もよく洗います．

手のひらを洗います．

親指の周囲もよく洗い
ます．

感染予防の基本

流水で洗浄する部分を
ぬらします．

手のひらで手の甲を包
むように洗います．反
対も同様に．

8

指先，爪もよく洗いま
す．

11

流水で洗い流します．

ペーパータオル等で拭
きます．

〈ラビング法：速乾性手指消毒薬の使い方（目に見える汚れのない場合のみ）
〉

1

２

消毒薬約 3 mL を手の
ひらにとります（ポン
プを１回押すと霧状に
約 3 mL でます）．

5

３

初めに両手の指先に消
毒薬をすりこみます．

6

指の間にもすりこみま
す．

次に手のひらによくす
りこみます．

４

手の甲にもすりこんで
ください．

7

親指にもすりこみます．

図

手首も忘れずにすりこ
みます．乾燥するまで
よくすりこんでくださ
い．

手指衛生の手順

〔ヨシダ製薬 http://www.yoshida-homecare.com/jitsurei/01.html より引用〕
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皮膚の乾燥を減らし，使用しやすいことなどから，医療現場における手洗いの
基本として海外のガイドラインでも推奨されている 1），2），参考 URL 1）．
ただし，擦式アルコール製剤には洗浄効果はないため物理的な汚染除去はで
きない．手指が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，またアルコールに抵抗性を示す微生物に接触した可能性があ
る場合には，石けんと流水による手洗いが必要となる．加えて，目に見える手
指の汚染がある場合には，高度な微生物汚染を伴うことがあるため石けんと流
水による手洗い後，手指消毒を行う．表に，標準予防策で推奨されている手指
衛生とそのタイミングを示す．

❸ 正しい手指衛生の手順をマスターする
手指衛生は，個々による自由な手順で実施した場合，洗い残しを招くことが
多い．常に全員が同じレベルでの除菌が行えるように，手洗い手順をマニュア
ル化することが望ましい．基本は，石けんと流水による手洗い（スクラブ法），
擦式アルコール製剤による消毒（ラビング法）ともに手全体から細菌を除去で
きるように手のすみずみまでよく擦ることである（図）．手洗い手順を示した
ポスターなどを手洗い場に設置し，洗い残しの起こりやすい部位を意識して洗
うことがポイントである．手洗い後は手荒れ予防のために十分乾燥させ，保湿
を行う．

❹ 手指衛生の環境整備
手指衛生の遵守率を向上させるためには，使いやすい手指衛生用具を準備
し，実施できる環境を整備する必要がある．手洗い場は適所に配置し，水洗は
可能であればセンサー感知の自動タイプか足踏み式とする．ポンプ式の液体石
けん，あるいはムースタイプの石けんを活用する．擦式アルコール製剤は必要
時速やかに利用できるよう，アクセスが容易で利用しやすい配置箇所を施設ご
とに検討する．携帯用を用いてもよい．手荒れ対策としてハンドクリーム・
ローションを設置する．

Ⅱ バスキュラーアクセス（vascular access；VA）の消毒
● 患者に透析室入室前の手指衛生およびシャント肢の洗浄を指導する．

● シャント・グラフト・透析用カテーテルの皮膚消毒には，＞ 0.5％クロルヘキシジン

グルコン酸塩（CHG）含有アルコール，10％ポビドンヨード（PI），消毒用エタノー
ル，70％イソプロパノールのいずれかを用いる．

● カテーテルと回路の接続時に使用する消毒薬は材質に適合したものを用いる．
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❶ 手指衛生とシャント肢の洗浄
感染予防の基本である手洗いは，患者自身にも習慣として実践できるように

Ⅱ

指導することが重要である．透析室入室前には必ず石けんと流水による手洗

感染予防の基本

い，あるいは擦式アルコール製剤による手指衛生を行う．内シャントの患者へ
は，シャント肢を石けんと流水で洗浄し，消毒前の皮膚を清浄化するように指
導する．

❷ シャント・グラフト・透析用カテーテルの皮膚消毒
血管内留置カテーテルの皮膚消毒薬には，わが国はもとより諸外国でも従来
10％PI が繁用されてきた．しかし近年，PI よりも CHG 製剤がカテーテル関
連血流感染（catheter‒related bloodstream infection；CR―BSI）のリスクを減
少させることがわかってきた．CDC（米国疾病予防管理センター）の改訂版「血
管カテーテル関連感染予防のためのガイドライン，2011 年」3）では，中心ライ
ンや末梢動脈ラインの挿入前，およびドレッシング交換時の皮膚消毒として，
0.5％ を超える濃度の CHG を含有するアルコールを推奨している．
推奨の根拠としては，中心静脈ラインにおける感染率で評価した 4,143 例の
メタアナリシスにおいて CHG 製剤は PI に比べ CR―BSI のリスクを低減させ
ることが明らかになったこと4），一方で 0.5 ％ CHG 含有アルコールでは 10 ％
PI と比較して感染リスクに差がみられなかったことなどから5），CHG 製剤は
10 ％ PI より中心静脈ラインの感染率を低下させるが，0.5 ％ CHG 含有アル
コールを推奨するエビデンスはないとして，0.5 ％ を超える濃度の CHG 含有
アルコールを推奨するとしている．
シャント・グラフト・透析用カテーテルの皮膚消毒薬には，CR―BSI の起炎
菌となる皮膚通過菌，皮膚常在菌に有効な消毒薬を選択する必要がある．なか
でも CHG 含有アルコールは，CHG の持続活性とアルコールの速効性および抗
菌スペクトルの補完を兼ね備えることから，現時点では VA の皮膚消毒にお
いてはもっとも優れた消毒薬といえる．しかし，単一の消毒薬は万能ではなく，
実際には過敏症や皮膚の状態，消毒部位などを勘案し，使用が推奨される消毒
薬のなかから最適な消毒薬を選択することが必要となる．

❸ カテーテルおよび接続部の材質と消毒薬
カテーテル皮膚出口部消毒では，皮膚だけでなくカテーテルにも消毒作用が
働く．消毒薬によってはカテーテルの材質を傷めるものもあり注意が必要とな
る．最近のカテーテルは，感染性合併症が少ないとされるポリウレタンやシリ
コン製が多用されているが，ポリウレタンはアルコール製剤，シリコンはヨー
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Column
◉ 生体消毒薬と非生体消毒薬を使い分ける
消毒薬は消毒の対象物により，人体に適用する生体消毒薬（antiseptics）と，人体に
は適用しない非生体消毒薬（disinfectants）があり，欧米ではこの区別がはっきりして
いる場合が多い．一方，わが国では，同一の消毒薬が生体・非生体をまたがる複数の効能・
効果，つまり適用部位について承認されている場合が多く，本来生体にしか使用できない
消毒薬を非生体に使用するなど，しばしば混乱を招く要因となっている．その代表例にポ
ビドンヨード（PI）がある．
PI は，遊離ヨウ素が殺菌作用を発揮するため，殺菌力は遊離ヨウ素濃度が高いほど強
くなる．たとえば，10％（高濃度）PI 液中の遊離ヨウ素濃度は約 1 ppm であるが，0.1％
（低濃度）液付近では最大約 25 ppm となり速効的な殺菌力を発揮する．
もともと生体消毒薬として開発された 10％ PI 液は，生体毒性を考慮し遊離ヨウ素が少
なく含まれている6）．このため速効性の殺菌力がなく，消毒効果が得られるまでには十分
な時間（2 分程度）が必要となる．これを器具などの硬質表面に用いた場合，消毒効果が
得られる前に PI 液は器具表面から流れ落ち，十分な接触時間を得ることができない．し
たがって，非生体物質であるカテーテルや接続部コネクタなどの器具の消毒に 10％ PI 液
を用いるのは適用外ということに留意する必要がある．
アルコールは，生体・非生体のいずれにも使用可能である．アルコールには優れた速効
性と速乾性があり，抗菌スペクトルが広く，芽胞を除くほとんどすべての微生物に対し有
効である．可燃性があるため広範囲の使用には不向きであるが，小面積の器具の消毒には
優れた消毒薬である．対象となる材質にもよるが，カテーテルや接続部コネクタの消毒に
はもっとも適した消毒薬といえる．
クロルヘキシジングルコン酸塩（CHG）はおもに生体消毒薬として用いられるが金属
製品，繊維製品に対する腐食性も少なく，非生体への適用も認められている．アルコール
に比べ抗菌スペクトルは狭く速効性はないが，血流感染（BSI）の感染起炎菌である一般
細菌には有効であり残留効果はアルコールよりも強い．わが国では結膜囊以外の粘膜，創
傷・熱傷への広範囲・高濃度の適用は禁忌となっている．このため市販されている皮膚消
毒に用いられる濃度としては，長い間 0.5％を超える製剤がなかったが，近年 1％までの
使用が認められたことにより 1％CHG 含有アルコール製剤が使用可能となっている．
消毒薬を選択する際には，まず生体・非生体消毒薬の区分を念頭におくことがもっとも
適切な選択につながる．この区分を外れて消毒薬を選択した場合，欧米の臨床試験成績な
どを文献で知る機会はほとんどないため，科学的根拠を示すことが難しい．特別な理由や
根拠がある場合を除き，添付文書などに記載された効能・効果，適用部位に従い消毒薬を
選択することが賢明といえる．
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ド系製剤によってカテーテルの劣化を招くとされている．また，カテーテル接
続部においてもポリカーボネートや塩化ビニルなどの材質は，アルコール製剤
によって破損を招くとされている．不適切な消毒薬の使用によりカテーテル接
合部の接着強度が低下するなどの不具合も報告されており参考 URL 2），添付文書

Ⅱ

や使用説明書を十分確認し，適切な消毒薬を選択することが重要である．
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2）「ブラッドアクセス留置用カテーテルに係る使用上の注意等の自主点検等について」薬食審査
発第 1007002 号，薬食安発第 1007001 号

2004 年 10 月 7 日

http：//www.info.pmda.go.jp/mdevices/md2004‒1007001.html

（萩原千鶴子）
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感染予防の基本

5 感染防止のための血液透析操作
1）透析の準備，開始から終了
Ⅰ 透析の準備
Check Point
▶作業前・作業後の手洗い励行．
▶準備時はサージカルマスク，未使用のディスポーザブル手袋を着用する．
▶ダイアライザ，血液回路の安全確認と使用患者の確認．
▶透析装置および鉗子など血液汚染の有無の確認と，トランスデューサ保護フィルタの使
用．
▶組み立て・洗浄充塡は，治療直前に行うことが望ましい．
▶注射薬などを準備する場所は，血液汚染の危険がない清潔な区域とする．

解説
感染は手の接触を介してスタッフから患者へ起こることが多く，準備作業で
大切なことは，手洗い，清潔操作などの感染対策の基本を励行することである．
服装も半袖の上着を着用して，腕時計やアクセサリーなどは着けないことや，
血液，分泌物で汚染した診療衣はただちに交換する．

❶ 手洗いの励行
準備作業前に手洗いを行う．また，目に見える汚れがない場合は擦式手指消
毒を行い，未使用のディスポーザブル手袋を装着する．
準備作業では滅菌された医療材料を取り扱うため感染対策の基本にあるよう
に「汚染しない」こと，
「汚染してもそれ以上拡大させない」ことが重要である．
すなわち，感染制御の基本の励行であり，適切な感染予防対策を行うことが必
．
要となる（表 1）
手洗いは石けんと流水で手を洗うことが基本となるが，手に目に見える汚れ
がない場合は速乾性手指消毒薬を用いて手指消毒を行う．その際，手洗いと速
乾性手指消毒薬による手指消毒を行うそれぞれの場面を正しく理解し，区別し
て実施しなければならない1）．また，医療従事者の口腔内あるいは鼻腔内の分
泌物が医療材料および患者を汚染する可能性があるため，作業中にはサージカ
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１）透析の準備，開始から終了

表 1 手指の消毒法
消毒法

方

洗浄法（スクラブ法）

消毒薬を約 3 mL 手に取り，よく泡立てながら洗浄する（30

Ⅱ

秒以上）．さらに流水で洗い，ペーパータオルで拭き取る．

エタノール含有消毒薬を約 3 mL 手に取り，よく擦り込み
（30 秒以上）
，乾かす．

擦式法（ラビング法）
ゲル・ジェルによるもの

エタノール含有のゲル・ジェル消毒薬を，約 2 mL 手に取り，
よく擦り込み（30 秒以上）
，乾かす．

清拭法（ワイピング法）

エタノール含浸綿で拭き取る．

感染予防の基本

擦式法（ラビング法）

法

ラビング法は，手が汚れているときには無効であることに注意する．
手が汚れている場合には，液体石けんと流水で洗った後に行う．
〔厚生労働省：高齢者介護施設における感染対策マニュアル1）より引用・改変〕

ルマスクを着用する．

❷ ダイアライザ，血液回路の取り扱いと構成
開封する前に使用患者名，滅菌有効期限，袋の破損，液漏れ，異物混入など
．また，包装から血液回路を取り出すときはキャップな
の確認を行う（図 1）
どの外れに注意する．これらはダイアライザ，血液回路の添付文書に記載され
ている事項であり，励行しなければならない参考 URL 1）．
トランスデューサ保護フィルタ（図 2）は感染防止対策として必須であり，
使い回しをしないことが大切である2）．組み立て後は血液の漏出を防止するた
めにダイアライザの接続部，ライン末端のキャップの増し締めを行う．

❸ ノンクリティカル器具の清拭
透析室でしばしば使用されるノンクリティカル器具（健常な皮膚に接触する
が粘膜とは接触しない器具）である血圧計のカフや聴診器，ベッドパン，血液
回路に使用する鉗子，トレイ，駆血帯などは感染伝播には通常関与しないとさ
れている．しかし，透析室では使用する器具の血液による汚染が頻繁に発生す
ることが予想されるため，ノンクリティカル器具に B 型肝炎ウイルス（HBV）
や C 型肝炎ウイルス（HCV）が付着している可能性を常に念頭におくべきで
ある．したがって使用後は，洗浄できるものは洗浄し，それ以外は清拭を基本
とし熱水消毒，次亜塩素酸ナトリウムやアルコールなどによる中水準消毒を実
．
施する3）（表 2）
抗微生物スペクトルによる分類で結核菌にも有効な消毒薬として，次亜塩素
酸ナトリウム，ポビドンヨード，消毒用エタノール，クレゾール石けんなどが
ある．これらの消毒薬の抗微生物スペクトルはそれぞれ異なる．また，消毒薬
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⑪
⑩

⑪

⑨

⑤

⑥

動脈側回路

②

⑧

血液浄化器

④

⑦

抗凝固薬注入ライン

③

⑨

①

②

静脈側回路

⑦

⑩

< 各部の名称と部品 >
① アクセス部
② ニードルレスアクセスポート
③ 補液ライン
④ ピロー
⑤ ポンプセグメント部
⑥ 抗凝固薬注入ライン
⑦ エアートラップチャンバ
⑧ ダイアライザ接続部
⑨ 液面調整ライン
⑩ 圧力モニターライン
⑪ トランスデューサ保護フィルタ

⑧

①

図 1 血液回路の構成
透析医療事故防止のための標準的透析操作マニュアルにより規
定されている血液回路の仕様．

〔透析用血液回路標準化基準（Ver.1.00）2012 年 9 月発行より引用・改変〕

図 2 トランスデューサ保護フィルタ
トランスデューサ保護フィルタは他の患者と共有する透析装置
を媒体にした交差感染の原因になる可能性が指摘されており，ディ
スポーザブルとして使用する．

の殺菌効果に影響を与える因子としておもに微生物の種類，菌量，血液などの
有機物，濃度，作用時間，pH などがあり殺菌力が減弱するため使用時は注意
が必要である．
中水準消毒薬とは，結核菌，栄養型細菌，ほとんどのウイルス，ほとんどの
真菌を殺滅するが，必ずしも細菌芽胞を殺滅しないレベルの消毒薬である．
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表 2 消毒レベルと消毒薬の分類
消毒レベル

効

果

多数の細菌芽胞を除くすべての微
高水準消毒薬

グルタールアルデヒド
オルトフタルアルデヒド

Ⅱ

過酢酸製剤

中水準消毒薬

細菌芽胞以外のほとんどのウイル
スと真菌を不活化するが，なかに
は殺芽胞性を示すものがある．

次亜塩素酸ナトリウム
消毒用エタノール
ポビドンヨード

低水準消毒薬

結核菌や細菌芽胞など抵抗性のあ
る微生物以外のほとんどの細菌，
数種のウイルス，数種の真菌を死
滅させる．

第４級アンモニウム
グルコン酸クロルヘキシジン
両性界面活性剤

感染予防の基本

生物を殺滅する．長時間の接触で
は真菌および芽胞などあらゆる微
生物を殺滅する．

消毒薬

CDC ガ イ ド ラ イ ン は， 血 液 汚 染 が あ る 際 の 消 毒 に 中 水 準 消 毒 薬、 と く に 300～
600ppm（0.03～0.06％）次亜塩素酸ナトリウムを推奨し，周辺環境の清拭による消毒
には，低水準消毒薬を推奨している．

Ⅱ 開始から終了
Check Point
▶穿刺時，返血操作時はプラスチックエプロン，サージカルマスク，ゴーグルあるいは
フェイスシールド，未使用のディスポーザブル手袋を装着する．
▶薬剤をシリンジに吸引する場合は，未使用のシリンジと注射針（ディスポーザブル製品）
を使用する（プレフィルドシリンジ製品を極力使用する）．
▶使用後の穿刺針内筒はリキャップせず，針刺し事故を起こさないように耐貫通性専用容
器に入れる．
▶穿刺針と血液回路の接続は，患者側と装置側それぞれ 1 名ずつ担当し共同で行うこと
が望ましい．

解説
開始時と終了時の作業では直接，患者と接触することが多いため，すべての
患者に対して標準予防策を実施していくことが重要である．検査結果から感染
症の有無を判断することには限界があり，患者および医療従事者の双方に対し
て標準予防策を実施していかなければならない．
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❶ 治療開始
治療開始前に手洗い・うがいの励行，環境の清掃が重要となる．また，血液
を扱うため，これらが飛び散る場合に備えてディスポーザブルの非透水性ガウ
ンまたはプラスチックエプロン，サージカルマスク，ゴーグルあるいはフェイ
スシールド，未使用のディスポーザブル手袋を装着する．

❷ 穿刺業務
穿刺時はプラスチックエプロン，サージカルマスク，ゴーグルあるいはフェ
イスシールド，未使用のディスポーザブル手袋を装着する．やむをえず穿刺を
素手で行う場合は，石けんと流水で手洗い後に速乾性手指消毒薬で手指を十分
消毒してから行い，穿刺後はただちに手指衛生を行う．
穿刺部の消毒には，消毒用アルコールまたは消毒用ポビドンヨード液を使用
するか両者を併用する．「慢性血液透析用バスキュラーアクセスの作製および
修復に関するガイドライン」では，併用する場合，まず消毒用アルコールで皮
膚を消毒し，その後 10 % ポビドンヨード液を塗布して 2 分ないし 3 分間放置
する方法を推奨している4）．
使用後の穿刺針内筒はリキャップせず，スタッフの針刺し事故を起こさない
ように耐貫通性専用容器に入れて感染性廃棄物として廃棄する．なお，耐貫通
性専用容器は容易に手が届く場所に設置することとしている．また，針刺し事
故を防止するためには誤穿刺防止機構付き穿刺針の使用を検討する（図 3）．

グリップ
穿刺時

廃棄時
グリップをスライドさせると
内針がボディに収納される

図 3 誤穿刺防止機構付きの穿刺針
〔製品添付文書より引用・改変〕

72

5. 感染防止のための血液透析操作

１）透析の準備，開始から終了

開始操作は穿刺トラブル時の対応，透析条件設定の再確認など安全性を考慮
して 2 名で行うことが推奨されているが，1 人で操作する場合は，穿刺時に手
袋が血液や滲出液で汚染する可能性があるため手袋が装置に直接触れないよう
に操作しなければならない．

Ⅱ
感染予防の基本

❸ 返血操作・廃棄
手指衛生を行いディスポーザブルの非透水性ガウンまたはプラスチックエプ
ロン，サージカルマスク，ゴーグルあるいはフェイスシールド，未使用のディ
表 3 医療廃棄物の分類
分

類

内

容

医療廃棄物

医療行為に伴って生ずる廃棄物

感染性廃棄物

医療機関などから生じ，人が感染するおそれのある病原体が含まれ，
もしくは付着している廃棄物

非感染性廃棄物

医療行為に伴って生ずる廃棄物のうち，感染性廃棄物以外の廃棄物

注：「感染性廃棄物」と同等の扱いとなるもの
・外見上血液と見分けがつかない輸血用血液製剤など
・鋭利なもの
・医師などが感染性のおそれがあると判断したもの

生理食塩液
針

血液ポンプ

動脈側

透析液
ダイアライザ

静脈側
※点線内が感染性廃棄物

ダイアライザ，チューブなど血液が含まれる部分に
ついては感染性廃棄物に該当する．
図 4 透析回路で感染性廃棄物となるのはどの部分か？
〔廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル5）を一部引用・改変〕
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スポーザブル手袋を装着する．なお，未使用のディスポーザブル手袋は作業ご
とに廃棄する．
返血作業は原則として 2 名で共同して行うことが望ましいが，1 人で行う場
合は，① 生理食塩液置換での返血操作がすべて終了していること，② 装置側
などに触れる操作を終了した後で動・静脈の抜針を行うような手順で行ってい
る，③ 全自動透析装置を使用している場合に限られる．
ダイアライザ，血液回路，手袋などの廃棄物は可能なかぎり個々の患者の
ベッドサイド近くで廃棄できる環境とする．なお，治療で使用したディスポー
ザブル医材は汚染がなくても感染性廃棄物として処理する（表 3）．
使用後の廃棄物は汚染，感染を防止し「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物
（図 4）．
処理マニュアル」などに従って，適正な処理，処分を行う5）
使用済みのダイアライザ・血液回路は残液が漏出しないように密閉して感染
性廃棄物として廃棄する．また，未使用の注射針などの鋭利なものについても
医療施設から廃棄されるため感染性廃棄物として処理する．

Column
◉ 患者が突然来院しなかったとき，準備した洗浄済みのダイアライザの処分は？
透析予定の患者が突然来院できなくなった場合，使用予定だったプライミング・洗浄済
みのダイアライザは原則として破棄する．ただし，同日または同時間帯に他の患者へ使用
できる場合など，運用の基準を定めておくことも必要となる．
院内感染防止で伝播と拡散を防止する場合，スタッフを介しての接触感染防止の第一予
防策である手洗い実施の励行，マスクの着用，服装などの防護策の徹底，そして作業環境
などの 3 つの要素を考えなければならない．通常，血液回路の組み立て作業は，透析室
内で複数の機器を取り扱うため，組み立て，プライミング操作では菌類が混入するリスク
が存在することを理解しなければならない．
最近では，透析液の清浄化を達成して生菌数が検出限界以下を維持し，スーパーピュア
透析液でオンライン HDF を実施したり，ダイアライザのプライミング・返血に使用した
りしている施設もある．スーパーピュア透析液の清浄化管理は手間と時間を要し，清浄度
を一定に維持管理することは容易ではない．さらに透析液には細菌繁殖を招くブドウ糖が
含まれており，細菌の繁殖にとって格好の環境であり，ダイアライザに流された透析液の
清浄度を保証するのは困難となる．
したがって院内感染防止対策上，医療器材の準備，臨床での使用状況，環境などを十分
に理解し，感染制御を実施することが重要となる．
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感染防止のための血液透析操作

2）終了後の物品の処理・廃棄など
Check Point
▶血液回収後のダイアライザや血液回路内には，希釈された微量の血液が混入している．
▶感染防止の観点から，これらは感染性廃棄物として適切に処理しなければならない．
▶廃棄時には，血液飛散，漏れがないよう動・静脈回路部を接続し密閉して廃棄する．こ
れらは，感染性廃棄物専用の容器へ収納して廃棄する（バイオハザードマーク：橙色）．
▶金属針は，感染性廃棄物として耐貫通性の針専用容器へ収納して廃棄する（バイオハ
ザードマーク：黄色）
．
▶血液が付着したガーゼなど，輸血用血液製剤（バッグ）および鋭利なものなどは，すべ
て感染性廃棄物として専用容器へ収納して廃棄する．
▶在宅医療での廃棄物は，① 医療用注射針，点滴針のような鋭利なものは医療機関に持
ち込む，② CAPD バッグ，吸引チューブ，輸液ラインなど鋭利でないものは一般廃棄
物として処理する．

透析終了後のダイアライザ，血液回路，処置ガーゼ，紙シーツ，消毒用処置
綿棒，エプロンなどには，血液混入や血液付着がある．それらはすべて感染性
廃棄物として取り扱い，バイオハザードマークが表示してある専用容器へ収納
し廃棄する．これらの廃棄物は，血液の飛散，漏れがないように堅牢な容器へ
収納しなければならない．また，金属針は，血液付着の有無にかかわらず，感
染性廃棄物として耐貫通性の針専用のプラスチック製容器へ収納し廃棄する．
感染性廃棄物は，法に則して適切な処理法により廃棄する．廃棄処理は，自ら
または委託して行う．
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２）終了後の物品の処理・廃棄など

Ⅰ 使用済み物品の処理
● ダイアライザや血液回路内には微量の血液が混入している．飛散，漏れがないように

Ⅱ
感染予防の基本

回路を密閉して廃棄する．

● 廃棄物の持ち運び距離を最小限にするために，専用容器は適正数設置する．

● 終了後の装置パネルや外表面は，血液飛散を考慮して洗浄剤入り消毒薬を用いて清拭
する1）．

解説
1）血液飛散，血液漏れ対策：血液飛散などを防止するために，終了後に血
液回路系を密閉する工夫をする．手技として当院では，付属品（血液回路の一
部）を用いて動脈・静脈穿刺針（カニューレ）を接続して密閉している．金属
針の場合では，針と血液回路を離脱して，針は針専用容器へ収納し廃棄する．
回路は前述のように動脈・静脈回路先端を接続する．その他，止血などに使用
したガーゼや消毒用綿棒などは紙シーツにまとめ専用容器に収納して廃棄する．
2）透析治療は，一つの治療室で 10～30 名くらいの患者を治療する特殊な環
境である．感染性廃棄物の持ち運び時は，血液飛散，漏れを生じる場合もあり，
容器投入まで最小限の距離とすることが望ましく，透析室内には適正数の専用
容器を設置する．
3）終了後の装置パネル，外表面は血液が付着しているものと考え，0.05 %
次亜塩素酸ナトリウムなどの消毒薬を用いて清拭する．

Ⅱ 感染性廃棄物の処理
● 感染性廃棄物の処理は，
「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」
（平成
24 年 5 月

環境省大臣官房

なければならない ．

廃棄物・リサイクル対策部）に基づいて適正に処理し

2）

● 感染性廃棄物は，上記マニュアルにおいて「感染性廃棄物は，医療関係機関等から生
じ，人が感染し，若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ，若しくは付着して
いる廃棄物または，これらのおそれのある廃棄物をいう」と定義される．

解説

❶ 廃棄物の分類
廃棄物は，図 1 に示すように産業廃棄物（事業活動に伴う廃棄物）と一般
廃棄物に分類される．一般廃棄物のうち，爆発性，毒性，感染性，その他の人
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産業廃棄物
廃棄物

特別管理産業廃棄物
一般廃棄物

感染性産業廃棄物
特別管理一般廃棄物
感染性一般廃棄物

図 1 廃棄物の分類

の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを
「特別管理一般廃棄物」という．
また，産業廃棄物のうち，爆発性，毒性，感染性，その他の人の健康または
生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを「特別管理産業
廃棄物」という．感染性廃棄物は，医療関係機関などから生じ，人が感染し，
もしくは感染するおそれのある病原体が含まれ，もしくは付着している廃棄物
または，これらのおそれのある廃棄物をいう．感染性一般廃棄物は，「特別管
理一般廃棄物」である感染性廃棄物をいう．
また，感染性産業廃棄物は，「特別管理産業廃棄物」である感染性廃棄物を
いう．感染性廃棄物は，医療行為などに伴って発生する廃棄物で感染性と非感
染性に区分される．透析室での廃棄物は，「特別管理産業廃棄物（感染性廃棄
物）
」が占める．

❷ 感染性廃棄物の判別
図 2 に示すように感染性廃棄物の判別は，形状，排出場所，感染症の種類，

の観点から判断するものとしている．
形状では，血液，血清，血漿および体液（精液を含む）（以下，血液など），
手術などに伴う病理廃棄物（摘出，切除された臓器，組織，郭清に伴う皮膚な
ど）
，血液などが付着した鋭利なもの，病原微生物に関連した試験，検査など
に用いられたものをいう．
また，排出場所では，感染症病床，結核病床，手術室，緊急外来室，集中治
療室および検査室（感染症病床など）において治療，検査などに使用された後，
排出されたものをいう．
感染症の種類では，感染症法の一類，二類，三類感染症，新型インフルエン
ザなどの感染症，指定感染症および新感染症の治療，検査などに使用された後，
排出されたものや，四類，五類感染症の治療，検査などに使用された後，排出
された医療器材，ディスポーザブル製品，衛生材料などをいう．
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２）終了後の物品の処理・廃棄など

【STEP１】（形状）
廃棄物が以下のいずれかに該当する。
① 血液，血清，血漿及び体液（精液を含む）（以下「血液等」という）
② 病理廃棄物（臓器，組織，皮膚等）
YES
③ 病原微生物に関連した試験，検査等に用いられたもの
④ 血液等が付着している鋭利なもの（破損したガラスくず等を含む）

➡

➡

【STEP３】（感染症の種類）
① 感染症法の一類，二類，三類感染症，新型インフルエンザ等感染
症，指定感染症及び新感染症の治療，検査等に使用された後，排
出されたもの
② 感染症法の四類及び五類感染症の治療，検査等に使用された後，
排出された医療器材等（ただし，紙おむつについては特定の感染
症に係るもの等に限る）

➡

⬇NO

YES

感染予防の基本

【STEP２】（排出場所）
感染症病床，結核病床，手術室，緊急外来室，集中治療室及び検査
室において治療，検査等に使用された後，排出されたもの

感染性廃棄物

⬇NO

Ⅱ

YES

⬇NO

非感染性廃棄物

図 2 感染性廃棄物の判断フロー
2）
〔「医療廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」
より〕

透析（室）治療では，血液を対象としていること，鋭利なものがあること，
透析回路には血液などが分離されず一体となっていることにより感染性廃棄物
となる．また，透析室は，排出場所の観点から感染症病床などに含まれる．非
感染性の廃棄物であっても鋭利なものや輸血用血液製剤は，感染性廃棄物とし
て取り扱う．

❸ 委託処理，梱包
事業活動に伴う廃棄物処理は，排出事業者が適正に処理する責務がある．処
理とは，廃棄物の発生から処分までの行為で，廃棄物の分別，保管，収集運搬，
再生および処分までの一連の流れの行為をいう．処理は，自らまたは委託して
処理するものとしている．委託では，都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物
処理業者に処理を委託しなければならない．感染性一般廃棄物と感染性産業廃
棄物は，混合して特別管理産業廃棄物（感染性廃棄物）処理業者に委託するこ
とができる．委託する場合，医療機関などは，定められた様式による産業廃棄
物管理票（マニフェスト）に必要事項を記入して交付しなければならない．
感染性廃棄物の梱包は，容器に収納し密閉できること，収納しやすい，損傷
しにくいことが条件とされる．梱包は，鋭利なもの，固形状のもの，液状また
は泥状のもの，の 3 種類に区分される．梱包時は，廃棄物の形状に応じた容器
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図 3 針専用器（耐貫通性）（バイオハザードマーク：黄色）

図 4 ダイアライザ・血液回路等専用容器（バイオハザードマーク：橙色）

の材質などを併せ持つものを使用し，注射針，メスなどの鋭利なものは金属製，
プラスチック製などで耐貫通性のある堅牢な容器を用いる（図 3）．固形状の
ものは，丈夫なプラスチック袋を二重にし，堅牢な容器を使用する（図 4）．
また，液状または泥状のものは漏洩しない密閉容器を使用する．
梱包表示は，全国共通のバイオハザードマークが推奨されている．マークを
付けない場合は「感染性廃棄物」を明記する．性状に応じてマークの色は，
① 液状または泥状のもの（血液など）
：赤色，
② 固形状のもの（血液付着したガーゼなど）
：橙色，
③ 鋭利なもの：黄色
である．
委託処理において感染性廃棄物が運搬されるまでの施設内の保管は，極力短
期間とし，保管場所は，関係者以外立ち入れないように配慮し，他の廃棄物と
区別し，さらに感染性廃棄物の表示をする．感染性廃棄物の処理は，焼却，溶
融，滅菌，消毒，破砕などの方法があり，焼却処理では温度や排ガスなどの基
準が設けられている．
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２）終了後の物品の処理・廃棄など

Column
◉ 透析開始後に感染症が発覚したらどうするか？
1）たとえばノロウイルス

Ⅱ

ノロウイルス感染患者では，接触予防策，空気予防策を講じる．オープンスペースで開

感染予防の基本

始した場合では，未感染者への防護として空間的隔離対応や衝立，カーテンを使用して区
画する．スタッフは，PPE（サージカルマスク，ディスポーザブル手袋・ガウン，フェイ
スシールド）を装着する．嘔吐物は，拡大しないようにペーパータオルなどで覆い，
0.1％ 次亜塩素酸ナトリウムをしみ込ませて密閉し廃棄する．衣類についた嘔吐物は，拡
大しないように拭き取り，衣類は部分的に脱がせビニール袋に入れて密閉し透析後に
0.1％ 次亜塩素酸ナトリウムをしみ込ませ消毒する．アルコールは抵抗性があるため石け
ん，流水による手洗いをする．接触した表面（透析イス，ベッド周囲，更衣室，体重計）は，
0.05～0.1％ 次亜塩素酸ナトリウムを用いて消毒する．
2）たとえばインフルエンザ
飛沫感染と接触感染が主体となる．透析患者では重症化し死亡率も高い．他の患者への
伝播を防止するため個室で行うか空間的隔離対応やベッド間にスクリーンを使用して区画
する．患者にはマスクをさせる．透析終了後のベッドなどは 0.1% 次亜塩素酸ナトリウム
で消毒する．また，患者に接触した透析患者に対して早期に（12～24 時間以内）抗イン
フルエンザ薬の予防投与が推奨されている．
3）たとえば疥癬
① 通常疥癬：感染経路は，皮膚と皮膚の直接接触がおもでまれに寝具衣類を介する感染
もある．接触予防策を講じる．短時間接触ではほとんど感染しない．予防策を実施す
ることで透析は継続してよい．
② 角化型疥癬（ノルウェー疥癬）
：集団感染の原因となるため隔離対策が必要である．多
数のダニが寄生して感染力が強い．短時間接触や衣類など間接的な接触でも感染する．
スタッフは PPE を装着する．透析は個室利用，ディスポーザブルシーツを使用し，使
用後はビニール袋に入れ，ビレスロイド系殺虫剤を噴霧し，24 時間密閉する．落屑
処理は粘着シートを使用して埃をたてない．
4）たとえば多剤耐性菌（MRSA，VRSA，VRE など）
接触感染対策を講じる．基本的に個室隔離が望ましい．個室隔離ができない場合，患者
には咳エチケットとしてのマスクを装着させて，液体拡散を防止するため衝立やカーテン
を利用する．また，空間距離対応も有用である．スタッフは PPE を装着する．透析ベッド
などは，環境衛生用クロスを使用，0.05～0.1％次亜塩素酸ナトリウムを用いて消毒する．
参考文献
＊透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン（四訂版）
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Ⅲ 在宅血液透析や腹膜透析（CAPD）での医療廃棄物の処理
● 環境省「在宅医療廃棄物処理に関する取組推進のための手引き」を指針とする．

● ① 医療用注射針，点滴針のような鋭利なものは医療機関に持ち込む，② CAPD バッ
グ，吸引チューブ，輸液ラインなど鋭利でないものは一般廃棄物として処理する．

解説
在宅医療廃棄物の処理については，環境省からの「在宅医療廃棄物の処理に
関する取組推進のための手引き（平成 20 年 3 月）」参考 URL 1）を参考にして記述
する．手引きでは，収集業者他の誤穿刺での感染を考慮して，① 医療用注射針，
点滴針のような鋭利なものは医療機関へ持ち込むこと，② CAPD バッグ，吸
引チューブ，輸液ラインなど鋭利でないものは一般廃棄物として処理するこ
と，が示されている．血液透析については明記されていないが，手引きに準拠
すれば，穿刺針は鋭利なものとして医療機関へ持ち込み，ダイアライザや血液
回路は一般廃棄物として処理すると解釈できる．一般廃棄物のダイアライザや
血液回路は，血液や透析液の漏れがないように密閉状態にして廃棄することが
重要である．
さらに，廃棄内容〔血液付着（量），廃棄量など〕が他の廃棄物とは異なる
ため，各市町村と十分に廃棄体制や周知などについて協議しておくことも必要
である．

■文

献
1） 厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業：透析施設における標準的な透析液操作と感染
予防に関するガイドライン（第四版）．2015

2） 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部：医療廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マ
ニュアル．平成 24 年 5 月

■ 参考 URL（2016 年２月現在）
1） 環境省：在宅医療廃棄物の処理に関する取組推進のための手引き（平成 20 年３月）
http：//www.env.go.jp/recycle/misc/gl_tmwh/

（松金
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感染防止のための血液透析操作

３）透析装置・透析室の洗浄と消毒

Ⅱ
感染予防の基本

3）透析装置・透析室の洗浄と消毒
Check Point
▶血液透析装置について血液を体外循環させる際に感染媒体とならないよう，日頃の洗
浄，消毒を実施することが大切である．

透析医療における感染の経路は患者相互，スタッフから患者へ伝播，また，
患者およびスタッフが外部で感染して持ち込むものなどさまざまである．血液
透析においては，透析液汚染に起因する合併症という特殊性も存在する．透析
ベッドの柵やオーバーテーブル，椅子などの環境表面，それと治療を行う透析
装置の外装は，透析終了ごとに洗浄（清拭）し，適切な消毒薬を用いて消毒す
ることが必要とされている．
装置内部の水系統消毒に関するポンプ内部の耐腐食などについては論文を散
見することができるが，装置表面の消毒についての論文は少なく，メーカー公
表の資料も少ないのが現状である．現在，装置表面に使用されているパネル類
についてはその多くがプラスチック，ポリカーボネートなどを主体とする耐腐
食材質である．操作パネル類などはタッチパネルで構成されているので，その
消毒効果と部材劣化についてはさらに検討を要する．
透析医療において感染予防の指針として用いられている「透析医療における
標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュアル（三訂版）」は，2015 年
に「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン（四
訂版）
」
へ変更し，エビデンスの強さと推奨度を明記したガイドラインとなった．
本稿では，このガイドラインに基づき，透析装置・透析室の洗浄と消毒につ
いて解説する．
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Ⅰ ガイドラインでの考え方
● 透析ベッドの柵やオーバーテーブル，椅子などの環境表面，および透析装置外装は，
透析終了ごとに洗浄（清拭）し，適切な消毒薬を用いて消毒する．（Level 1 A）

解説
透析の一般的な血液汚染による装置外装，ベッド周辺の環境汚染は日常的に
生じる問題であり，とくに B 型肝炎ウイルス（HBV）
・C 型肝炎ウイルス（HCV）
のアウトブレイクの原因ともなりうるとされている．CDC ガイドラインでは，
血液汚染がある際には中水準消毒薬を推奨し，周辺環境の清拭には低水準消毒
薬を推奨している．しかし，アウトブレイクの原因となりうる周辺環境は中水
準消毒薬を使用すべきと考えられる．エタノールの揮発性あるいはポピドン
ヨードでは皮膚の消毒であるために環境の消毒については次亜鉛素酸ナトリウ
ムやその他の塩素系化合物が適している．塩素系では装置や環境においてガス
の発生，塩素臭，装置，ベッドまわりの腐食などが考えられるために効力を発
揮する濃度をしっかりと守り清拭をする．清拭をした後は速やかに拭き取るこ
とが大切である．
● リネン類は患者ごとに交換することが望ましい．（Level 2 B）

● リネン類が汚染されることが予想される場合には，ディスポシーツなどでリネンの保
護を行い，リネンに明らかな汚染がある場合には交換する．（Level 1 B）

解説
ここで留意すべき点としては，入院中の透析患者は抗菌薬投与など行われて
いることもあり，病棟ではさまざまな原因において多くの患者が入院している
ためにアウトブレイクをも起こりうることなど念頭に入れ，とくに入院患者の
リネン交換は大切である．
また，糖尿病性腎症からくる末梢動脈疾患などの治療を行う透析患者が増え
ている．本院のそれらの入院患者の多くは，形成外科に入院してデブリードマ
ンという組織を少しずつ除去するなどの治療を行っている．多くはバック療法
を用いて創部の滲出液などを陰圧吸引して装置内に排出する装置をつけたりし
ているが，滲出液が創部から包帯へ出て滲んでいるような患者も時には見受け
る．このような場合，明らかにシーツへの汚染が考えられるために，ディスポ
シーツを創部下へ敷き対応に当たる．また，透析終了後は必ずシーツ交換を行
う必要がある．
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● 患者から離れた場所で，患者やスタッフの手指が高頻度に接触する場所に対しては，
1 日数回清拭や消毒を行う．
（Level 1 A）
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解説
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目安として，1 日 1 回以上，洗剤による湿式清拭を基本とするとされている．
当院の透析センターでは患者ごとのオーバーテーブルに手指消毒剤を設置，
1 処置ごとに手指消毒を行っていた．また，感染対策担当のスタッフは月時ご
とにその使用量なども把握し，手指消毒の徹底をはかってきた．しかし，より
身近な場所に消毒剤を置くことを目的に，現在ではスタッフ一人ひとりが腰，
肩掛けの消毒剤ボトルを用いるようになり，高頻度に手指消毒を行うことが可
能となった．
● 床や壁など，それ以外の場所に関しては，埃が目立たない程度の清掃で良く，消毒薬
を用いる必要はない．
（Level 2 C）

解説
病室内あるいは手術室内などにおいては，病院設備学会が定める基準があ
る．塵や埃についての除去は消毒薬の使用は必要ないが，浮遊しているいわゆ
る落下細菌なども考慮しておく必要がある．
消毒薬について近年，米国環境保護局（Environmental Protection Agency；EPA）や米国労働安全衛生局（Occupational Safety and Health Administration；OSHA）に登録された，HBV に対する有効性表示のある環境用消毒
薬配合洗浄剤（第四級アンモニア塩化合物・塩素系含有製品）や，次亜塩素酸
を活性本体としながら金属腐食が少なく，塩素臭もないペルオキソ一硫酸水素
カリウムを主成分とした製品も利用可能になってきている．現在この商品は発
売されており，多くの施設で使用されるようになった．
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Ⅱ 環境調査の検討
● 血液透析を施行する環境について数値化したデータなど報告例もあるので意識すると
よい．

● ATP 値に関しては，あくまでも指標として捉えていただきたい．

解説

❶ 透析室内環境調査の実施
当施設における ATP 測定装置を用いた透析室内環境調査を実施したので紹
介する．
透析室内では複数の患者がベッドを共有している．そのために使用する装
置，環境などは治療ごとに清拭を行っているが，清拭後も目視では見えない血
液成分や菌の温床となる有機物が感染を拡大する可能性があり否定はできない
とされる．そこでわれわれは ATP 測定装置を使用して透析室内の装置・ベッ
ドサイド周辺の環境調査を行った．ATP（adenosine triphosphate，アデノシ
ン三リン酸）は，すべての動物，植物，微生物などの生命体中に存在する化学
物質である．ATP は，ルシフェラーゼおよび酸素の存在下でルシフェリンを
生物発光（バイオルミネッセンス）する性質がある．この原理を利用して洗浄
後の食品生産ライン・器具，厨房の器具，手などの汚れ，細菌では医療現場な
どでも汚染度を定量している．日常的に ATP による洗浄度の確認を行うこと
により，精度の高いモニタリングにつながるといわれている．われわれが実施
した検討は透析室内を中心とした環境を対象に行った．測定装置は 3 M 社製
ATP 測定器ルミノメーター UNG3（以下，クリーントレースTM），ATP 測定
試薬は 3 M 社製専用試薬 UXL100 を使用し測定した．

❷ 確認事項
① 透析室における環境汚染源（水・血液・手指・毛髪・皮脂）を対象とし
ATP 値を測定．測定方法は，水道水・血液は 1 mL ディスポーザブルシリ
ンジを使用し 0.05 mL 採取，UXL100 に染み込ませ測定．手指は手掌と手
指の間を，毛髪は頭髪を直接に，皮脂は額部分を，UXL100 でおのおの拭
き取り測定．
② 透析室の環境調査として透析後の装置環境・ベッドサイド環境を測定した．
拭き取り面積はメーカー推奨 100 cm2 を目安に行った．対象は，日機装社
製 DBB27®
（装置タッチパネル，シリンジ受け，血液ポンプつまみ），ベッ
ドサイド周辺（オーバーテーブル，ベッド柵）とした．また消毒用エタノー
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〈透析室内環境〉

３）透析装置・透析室の洗浄と消毒

〈透析装置〉
タッチパネル
124±84 ⇒ 47±40

Ⅱ
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オーバーテーブル
877±1354 ⇒ 184±87

血液ポンプつまみ
2,987±6,324 ⇒ 88±93
ベット柵
126±86 ⇒ 112±65

図

シリンジ受け
377±509 ⇒ 78±52

透析室内と装置における清拭前・後の数値の変化（清拭前 ⇒ 清拭後）

ルで清拭後，どの程度 ATP 値が低下するか清拭前と同条件で測定した．
③ 感染媒体の一つは人間の手指であり，手指接触による ATP 値の伝搬を測定
した．対象をオーバーテープル清拭後，手指，オーバーテーブル手指接触
後とした．それぞれに対して ATP 値の測定を行った．

❸ 測定結果
対象とした ATP 値は以下の結果となった．
① 水道水 12±5 RLU，血液 64,726±11,8762 RLU，手指 674±525 RLU，毛髪 1,329
±1,083 RLU，皮脂 9,077±72 RLU であった．血液が極度に高い ATP 値を示
した．
② 透析室内環境において，透析後の ATP 値はタッチパネル 124±84 RLU，シ
リンジ受け 377±509）RLU，血液ポンプ 2,987±6,324 RLU，オーバーテープ
ル 877±1,354 RLU，ベッド柵 126±86 であった．血液ポンブおよびオーバー
テーブルにおいて，ATP 値は数検体高値でありばらつきが認められた．清
拭後の ATP 値はタッチパネル 47±40 RLU，シリンジ受け 78±52 RLU，血
液ポンプつまみ 88±93 RLU，オーバーテーブル 184±87 RLU，ベッド柵
112±65 RLU であった（図）
．
③ オーバーテーブル清拭後の ATP 値は 132±92 RLU，手指の ATP 値 13,709
±13,534 RLU，オーバーテーブル手指接触後は 1,039±584 RLU であった．
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❹ まとめ
透析室内で考えられる有機物の ATP 値は，対象によって異なる数値を示し
た．透析室でクリーントレースを活用し ATP 高値である場合，血液由来の汚
染源である可能性がその理由の 1 つとして考えられた．透析室内環境では清拭
前の血液ポンプつまみ，オーバーテーブルにおいて ATP 値が高値を示した．
清拭後の ATP 値が 200 RLU 以下で推移したが，クリーントレースは各施設で
基準値設定が必要である．また，感染源が人の手を媒体として伝播することが
ATP 値の変化より確認できた．清拭前の環境下では，ATP 高値を示す結果も
認めており，手指が媒介し，汚染を他環境へ広げる可能性が示唆された．
清拭に用いる試薬によっても ATP の値は変わってくる．とくに装置に対し
ては部材を意識して薬剤を選択する必要もある．本検討は消毒用アルコールを
用いた清拭であるが血液ポンプ部などに用いられているポリカーボネート素材
などはクラックが発生してくる危険性がある．多くの施設では低濃度の次亜鉛
素酸を清拭に用いているが金属ネジ，さらにその下にあるシャーシなどの腐食
も懸念されている．今後は塩素臭も少ないペルオキソ一硫酸水素カリウムを主
成分とする消毒剤など取り入れていくことを考慮したい．

■ 参考文献
１） 小倉憂也，小澤智子，野島康弘，他：複合型塩素系除菌・洗浄剤の各種病原微生物に対する有
効性．環境感染誌

2015；30：391‒398

２） 田中陽平，大濵和也，鈴木洋通，他：ATP 測定装置を用いた透析室内環境調査．埼玉透析医
学会会誌

2012；1：60‒63

３） 厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業：透析施設における標準的な透析操作と感染予
防に関するガイドライン（四訂版）．2015，59‒64

４） 杉崎健太郎：穿刺時の血液飛散リスクを考える－透析現場の現状．DNUTS 2015；5（12）
：3

（大濵
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Check Point
▶法的院内感染対策の義務事項
▶透析室の特殊性（感染制御面から）
▶透析感染対策チーム

Ⅰ 透析室の感染対策体制
● 感染制御面からの「透析室の特殊性」を考慮した「透析における感染対策マニュアル」
を作成する必要がある．

解説
「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン（四
1）
における院内感染対策の義務化について表 1 に示す．
訂版）」

透析室は診療部門に所属するが，
「透析室の特殊性（感染制御面から）」
（表 2）
に示すように，透析患者の内的要因として，B 型肝炎の抗原陽性率や C 型肝
炎の抗体陽性率がきわめて高いことは周知のことであり，その対応が求められ
ているところである．
加えて，透析患者の高齢化に伴い免疫能異常や栄養障害による感染症への抵
抗力低下が考えられる．
また，週に 3 回のバスキュラーアクセス（VA）穿刺により針入部の感染リ
スクが高く，さらに 4 時間透析週 3 回が標準的なスケジュールで，長時間にわ
たり感染リスクに曝露される治療である点も特異的である．
外的要因としては，透析室という同一の空間において，数十台の透析ベッド
が狭い間隔で並ぶ状況のなかで，少数のスタッフが多数の患者に対し，ほぼ同
時に穿刺，接続，返血，抜針などの血液汚染を誘発しやすい手技を繰り返す特
殊な環境であることが挙げられる．
そのため，院内感染対策委員会では，院内全体で活用できる総合的な院内感
染対策マニュアルに加えて，透析の特殊性を考慮した，「透析における感染対
89

第Ⅱ章

感染予防の基本

表 1 医療法による院内感染対策の義務化
1）院内感染対策のための委員会の開催

•全ての有床医療施設において院内感染対策のための委員会を設置し，定期的に会議

を開催しなければならない．（Level 1 E）
2）院内感染対策のための指針の策定
•各施設の実情に合った院内感染対策マニュアルを作成する必要がある．
（Level 1 C）
•施設内で伝播しやすい流行性のウイルス性疾患や耐性菌に対する対応策をルール化
し，マニュアルに記載しておく必要がある．
（Level 1 C）
3）従業者に対する院内感染対策のための研修の実施
•最低年に 2 回，職員向けの感染対策の講習会等を実施し，必要に応じて各職種向け
に研修会等を実施する．（Level 1 E）
•透析関連の部署については，必要に応じて個別に研修を実施する．
（Level 2 B）
4）感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方
策の実施
•院内感染の実態を把握するためにサーベイランスを実施するべきである．
（Level 1 A）
•また，アウトブレイクと考えられる状況が確認された場合は感染経路の解明に努め，
必要な対策を実施する．（Level 1 A）
1）
〔「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン（四訂版）」
より引用〕

表 2 透析室の特殊性（感染制御面から）
透析患者の HCV 抗体陽性率が高い

透析患者の易感染性（免疫能異常・栄養障害）
VA 穿刺による反復治療

外来患者と入院患者が混在
ベッド間隔が狭い同一空間

長期透析による受動的感染曝露時間が長い

策マニュアル」が必要である．そして，これらのマニュアルは定期的に最新の
科学的根拠や実態に基づき適時見直しを行わなければならない．

Ⅱ 病院とサテライトの感染防止体制
● 第五次改正医療法は，医療機関の規模や機能にかかわらず，すべての医療機関を対象
として医療安全対策を責務としている．

● 透析感染対策チームは，透析に特化した感染制御の実働部隊である．

解説
第五次改正医療法（平成 19 年 4 月１日施行）において，医療安全が強化され，
病院，診療所または助産所の管理者は，① 医療の安全を確保するための指針
の策定，② 従業者に対する研修の実施，③ その他の当該病院，診療所又は助
90

6. 透析室の感染防止体制

産所における医療の安全を確保するための措置を講じなければならないことが
示された．
これにより医療安全は施設管理者自らが行う責務となり，医療安全委員会
（医療安全対策委員会等）を設置し，医薬品の安全管理体制，医療機器の安全
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病院では透析室は一部門であり，病院全体の感染対策委員会や感染対策チー
ムの下部組織として透析感染対策チームによって感染防止に努めなければなら
ない．
サテライトは透析専門施設として機能する医療機関であり，病院に比べ規模
は小さく，感染対策委員会と透析感染対策チームは一体として活動することが
合理的である．
透析感染対策チームの構成メンバーは，医師，看護師，臨床工学技士，助手
などの透析に従事する職種の管理・指導力をもつ代表とし，役割は透析に特化
した感染制御の実働部隊である．

Ⅲ 透析感染対策チームの実際
● 委員会開催頻度は，定期委員会 1 カ月に 1 回以上で，感染発生時など必要に応じて
臨時委員会を開催することが望ましい．

● 議事録については，全透析スタッフがいつでも閲覧可能な状態にしておくことが望ま
しい．

解説
委員会開催頻度は，定期委員会は 1 カ月に 1 回以上で，透析患者の感染発生
時，インフルエンザやノロウイルスなどの感染症流行時はただちに臨時委員会
を開催する．
委員会の議事としては，透析患者の感染発生動向の報告，各種報道による感
染症流行の情報の報告，感染対策マニュアルの各職員の順守状況や問題点の報
告，その他感染対策上の問題点などの報告，そしてこれらの報告事項から必要
な改善点や対応を検討・決定し，全透析スタッフへの周知徹底をはかり，議長
が事後チェックする．また，非医療職へは医療職チームメンバーが直接指導・
教育を行うようにする．
なお，患者やスタッフのインフルエンザなどの予防ワクチン接種状況の管
理，感染症を有する患者の透析ベッド配置の管理，スタッフの針刺し事故後の
対応と管理なども重要である．
議事録については，全透析スタッフがいつでも閲覧可能な状態にしておくこ
とが望ましく，図に示す例のごとく，全スタッフへの周知が完了したことを議
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20
参加者
議 長

第
年

月

報告・問題事項

回

日

感染対策委員会
時〜

時

討議内容

図

議事録

1/ 全

P

場所
書記

対策・対応

全スタッフへの
周知確認
（議長サイン）

議事録の例

長が確認して事後サインするような工夫も必要である．
そして，日常業務において委員会での決定事項が順守されているか，問題点
があるのかをチェックし，委員会へフィードバックすることもチームメンバー
の重要な役割である．

おわりに
日本透析医学会統計調査委員会によれば，平成 25（2013）年度末の透析施
設数は 4,264 施設であり，無床診療所から大学病院までさまざまな形態の医療
機関が透析治療を行っているとの報告がある．形態の異なる施設における透析
室での感染対策は，基本的な対応が同じであってもそれぞれ異なった環境であ
るため，感染に対する詳細な対策に画一的な方法を求めることは困難である．
そのため「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドラ
イン（四訂版）」を基に，それぞれの施設で対応が可能な透析室専用の感染対
策マニュアルを独自に作成し，運用することが重要と考える．
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Column
◉ 感染対策委員会のスタッフにどうやって動機づけを維持するのか？
透析室業務において，院内感染対策に関する業務は往々にしてサブ業務的にみられ，い
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わゆる地味な業務として扱われやすい傾向があると思われる．
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しかし，院内感染対策は透析の安全管理においてきわめて重要であり，感染対策委員会
のスタッフは高度な専門的知識が必要となり，メンバーのモチベーションの高揚と維持に
ついては，大きな課題ともいえる．
感染制御の専門認定資格の取得：インフェクションコントロールドクター（Infection
Control Doctor；ICD 資格協議会認定）
，感染管理認定看護師（Certified Nurse Infection Control；CNIC，日本看護協会認定）
，医療環境管理士（医療福祉検定協会）
など感染制御の専門資格制度があり，資格取得により自らのスキルアップに加えて，透
析スタッフ全体への波及効果も期待される．
抄読会の開催：院内感染に関するテーマについての論文をみんなで読んで，理解を深め
る勉強会を開催する．とくに日本透析医学会などの過去の感染対策セッションの抄録か
らの勉強は，透析分野での感染対策に大いに役立つと思われる．
施設内の感染症事例の集計と報告会の開催：年 1 回以上の院内感染防止研修会として
過去事例の報告，外部専門家の招聘講義，対策マニュアルについてなどの研修会の開催
は，透析スタッフ全体のスキルアップと意識高揚策となる．
関連学会への参加：感染対策に関係した日本環境感染学会，日本感染症学会，医療の
質・安全学会への参加を促し，常に最新の感染対策を身に付けるようにする．
他施設の感染対策委員会との交流：感染対策はすべての透析施設が抱える課題であり，
他施設の実態や工夫を共有する機会となる．
権能の付与：感染対策委員会は施設長直属であり，感染対策委員に対しては委員会決定
事項を行使できる力と権限が与えられていることを全スタッフに周知し，また自覚を促
すことも重要である．

■文

献
1） 厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業：透析施設における標準的な透析操作と感染予
防に関するガイドライン（四訂版）．2015

2） 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律．平成 18 年６
月 21 日 法律第 84 号

3） 同法律の一部の施行について．平成 19 年３月 30 日 医政発第 0330010 号

（川崎

忠行）
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7 感染防止上の透析室設計と設備
Check Point
▶透析室の構造設備設計時には医療法，その他関連法令の担保や，診療報酬上の基準を満
足させるとともに，感染防止の観点から設計を行うことが重要である．
▶第五次改正医療法では「透析医療機関における感染防止対策の推進」も明記されており，
透析室における感染防止対策の推進が重要となっている．
▶透析室は，安全かつ効率的に治療を行うために各部屋（エリア）に分かれているが，患
者の安全と感染予防のための各エリアにおける留意点があり，その順守が重要である．
▶室内環境も感染防止の観点からは非常に重要であるため，空調設備や空気清浄度基準に
ついて，病院設備設計ガイドラインの基準などを参考に設計を進める．

病院，診療所など医療機関の構造設備は，医療法や診療報酬上の基準に満た
すべき要件がある．透析室の設計においても，病院，診療所（専門クリニック），
救急指定病院などの施設形態や，入院患者の有無，その他の血液浄化療法の実
施状況など，治療形態の違いにより，設計にはおのずと差異が生じることにな
るが，本稿では，透析室の設計と設備において，感染防止上の担保すべき基本
的な留意点を述べる．

Ⅰ 透析室の設計
透析室の設計については，基本となるべき建築基準法参考 URL 1）と医療法参考
，薬事法，消防法，バリアフリー新法，建築物衛生法，感染症新法，各

URL 2）

種条例などの関連法令を担保するものでなければならず，「透析施設における
1）
など学会，協
標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン（四訂版）」

会などでも基準1）～3）が示されている．
このように法令・ガイドラインの順守，感染予防など，種々の条件を考慮し
て透析室の設計を行うことになるが，過度な設備投資にならないように，事前
に施設の目的，設計思想をもとに，感染予防対策を含めたレイアウト・管理を
施設の管理者と十分に検討することが重要である．
患者にとって，安全であり快適な環境，感染防止も踏まえた一般病院の透析
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透析器械室
器材庫
個室 1

個室 2

WC2

リネン庫

洗浄室
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廃棄物
保管庫
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スタッフ /
カンファレンス
ルーム

WC1

医師控室
ナース
ステーション

診察室

透析室

調剤室
更衣室 1

WC
（車椅子可）

患者待合い・休憩スペース

更衣室 2
：手洗い

図

一般病院の透析室レイアウト図

室レイアウト図を示す（図）
．

Ⅱ 感染防止対策の推進
2007 年に，
「良質な医療を提供する体制の確立を図る」目的で第五次改正医
療法が施行された．このなかで，院内感染防止は医療機関が適切に対処するよ
う周知されているとされ，「透析医療機関における感染防止対策の推進」も明
記された．また，同法 25 条第 1 項の規定に基づく「立入り検査」の留意事項
にも透析室の感染予防が明示されている4）．
透析治療は，比較的オープンな空間で血液体外循環を伴う治療が，多人数の
なかで行われるという特殊な治療環境であり，透析患者は易感染者であり，透
析室内の各所を目的に合った清浄度で区域分けを行う「ゾーニング」など感染
予防に十分な配慮が必要となる．
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Ⅲ 感染防止上の各区域の留意点
● 透析室の各区域は，患者の安全と感染予防，快適性の確保に加えてスタッフの作業動
線を考えて配置する．

● 透析施設の形態，機能によっておのずと違いが生じる．

以下に，治療エリアと管理エリアに分けて重要な各区域の感染防止に関する
留意点を示す．

解説

❶ 治療エリア
1）患者ステーション

ベッドおよびチェア，透析用監視装置を設置する区域である．感染予防上の
問題から，ベッド間隔は 1～1.22 m 以上，患者 1 名の専有面積は 7.43 m2（約
2.73 m × 2.73 m）以上が望ましい1），3） とされる．患者ステーション間をカー
テンや間仕切りで区画したり，個室を採用する施設もある．また，肝炎ウイル
ス陽性患者などの感染症患者のベッドは，可能なかぎり一定の位置に固定す
る1）．
床や壁は，出血などに対して次亜塩素酸ナトリウムなどで消毒できる材質と
し，防水性も必要である．
透析用監視装置外装部の消毒・清拭も必要である．さらに，毎回準備される
透析器材は，患者ごとに滅菌されたもの，ディスポーザブル製品を使用する．
2）隔離（緊急）透析室

重症者や感染症の患者の透析を行うための部屋である．透析室の入口に近
く，ナースステーションに隣接することが望ましい．出入口は一般者とは別に
設置することも考慮する．個室の区画の上部はカーテン付きガラスなど，室外
からの観察が可能なものとする．空気感染者には，換気条件・室内圧・空調な
どは，感染予防の対策を取ることが望ましい1），2），5）．
3）ナースステーション

すべての患者ステーションを目視で観察できる位置に設置する．スタッフが
常駐する場所であり，侵襲的手技・行為ごとの手洗いの励行，器材の使用前・
使用後の交差や扱うスタッフの交差がないようにゾーニングを考慮する．
4）手洗い

設置数の規定はないが，CDC（アメリカ疾病予防管理センター）ガイドラ
イン6）の標準予防策（スタンダードプリコーション）では，侵襲的手技・行為
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ごとの手洗いが推奨されており，患者のシャント肢の洗浄も重要である．米国
の基準では，患者ステーション 4 床に対して少なくとも 1 台の設置が推奨され
ている3）．自動栓で，水の跳ね返りがなく，手拭きはペーパータオルを使用する．
5）調剤所（医薬品室）
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保持し，冷暗所を設けるとあるが，透析室においても調剤所（医薬品室）を設
け5）薬剤の準備・取扱い・保存は清潔区域として汚染区域とは分離して行う7）．
6）汚物処理・洗浄室

汚物処理，使用後の器具の洗浄・消毒を行う区画である．ドアノブなど高頻
度に接触のある場所，環境表面は，清拭することが望ましいとされる．消毒剤
に使用した次亜塩素酸のガスなどの排気のために空調は全排気とする．施設上
可能であれば，現場での一次洗浄は極力行わず可能なかぎり中央部門で一括し
て十分な洗浄を行う8）．
7）廃棄物・感染廃棄物置場

廃棄物・感染廃棄物は，患者の動線に入らずに産業廃棄物処理業者が持ち出
せる位置に設置し，施錠できる場所に保管する．
8）トイレ・洗面所

車椅子対応とし，うがいなども行える洗面所を配置する．便器蓋の自動開閉，
温水洗浄便座（ウォシュレットⓇ），傾斜鏡，自動照明，出血や緊急時のため
のナースコールを設置し，手拭きはペーパータオルを使用する．

❷ 管理エリア
1）エントランスホール

透析治療の開始・終了時間帯に患者などが集中するので広めに計画する．咳
エチケット，手指消毒薬を準備することなど基本的な感染防止策を実施する．
体調不良，インフルエンザなどの疑いのある人は，診察室での診察を受診させ
診断後に透析治療を開始する．
2）患者待合いロビー

透析治療室，更衣室に隣接し，透析室に入室までの間，患者全員が待機でき
る広さを確保する．
出血や緊急時のナースコール，手洗い，洗面台，トイレなどを併設する．
3）カンファレンスルーム

感染対策のスタッフへの教育は重要である．施設の責任者を委員長とした感
染対策委員会を設置し，各職種のスタッフに対して透析の標準的操作や感染症
対策に関する定期的な教育を行う．
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表 1 病院の機能的区域別の病院清浄度クラスと換気条件（代表例）
清浄度
クラス

名

称

摘

要

該当室（代表例）

最小風量のめやす
室内圧
（回/h）
（P：陽圧，
室内循環 E：等圧，
外気量※ 1
風量※ 2 N：陰圧）

給気最終
フィルタ
の効率※ 3

Ⅰ

高度清潔区域

層 流 方 式 に よ る 高 バイオクリーン手術室
度 な 清 浄 度 が 要 求 易感染患者用病室※ 6
される区域

5※4
2

－※ 5
15

P
P

PAO 計数法
99.97%

Ⅱ

清潔区域

必 ず し も 層 流 方 式 一般手術室
でなくてもよいが，
Ⅰに次いで高度な
清浄度が要求され
る区域

3※4

15

P

高性能フィルタ
JIS 比色法
98% 以上
（ASHRAE 比色
法 90% 以上）

Ⅲ

準清潔区域

Ⅱよりもやや清浄
度を下げてもよい
が， 一 般 区 域 よ り
も高度な清浄度が
要求される区域

未熟児室
膀胱鏡・血管造影室
手術手洗いコーナー
NICU・ICU・CCU
分娩室

3
3
2
2
2

10
15
6
6
6

P
P
P
P
P

高性能フィルタ
JIS 比色法
95% 以上
（ASHRAE 比色
法 80% 以上）

Ⅳ

一般清潔区域

原 則として 開 創 状
態でない 患 者が 在
室 する一 般 的 な 区
域

一般病室
新生児室
人工透析室
診察室
救急外来（処置・診察）
待合室
X 線撮影室
内視鏡室（消化器）
理学療法室
一般検査室
材料部
手術部周辺区域（回復室）
調剤室
製剤室

2※7
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

E
P
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

中性能フィルタ
JIS 比色法
90% 以上※ 13
（ASHRAE 比色
法 60% 以上）

Ⅴ

汚染管理区域

有害物質を扱った
り， 感 染 性 物 質 が
発 生 す る 室 で， 室
外への漏出防止の
た め， 陰 圧 を 維 持
する区域

RI 管理区域諸室※ 9
細菌検査室・病理検査室※ 9
隔離診察室※ 9
感染症用隔離病室※ 9
※9
内視鏡室（気管支）
解剖室※ 9

全排気
2
2
2
2
全排気

6※8
6
12
12
12
12

N
N

N ※ 10
N
N
N

中性能フィルタ
JIS 比色法
90% 以上
（ASHRAE 比色
法 60% 以上）

患者用便所
使用済リネン室
汚物処理室
霊安室

－※ 11
－※ 11
－※ 11
－※ 11

10 ※ 12
10 ※ 12
10 ※ 12
10 ※ 12

N
N
N
N

－※ 11

拡散防止区域 不 快な 臭 気や粉 塵
など が 発 生 する室
で，室外への拡散を
防止するため陰圧を
維持する区域

： 換気回数と，一人当りの外気取り入れ量 30 m3/h 程度を比較し，多い値を採用することが必要である．
： 全排気の場合は，排気量を示す．
※3
： 空調機または外調機内に設置する最終フィルタを示す．
※4
： 余剰麻酔ガスやレーザーメス使用時の臭気を排除するため，10 回/h 以上を要求される場合もある．
※5
： 吹出し風速を垂直層流式 0.35 m/s，水平層流式 0.45 m/s 程度とする．
※6
： 造血幹細胞移植患者用病室など．
※7
： 各室に便所などを配置した場合，必要排気量によって外気量が決定することもあるので注意する．
※8
： 使用する RI の種類（核種），数量，使用条件から医療法・厚労省局長通知に基づき算出する．
※9
： 排気には汚染物質を有効に処理可能な，排気処理装置を考慮すること．
※ 10
： 空気感染防止の場合．
※ 11
： 特に規定しない．各施設の状況により決定する．
※ 12
： 排気量を示す．
※ 13
： 清浄度クラスⅣで室内循環機器を設置する場合は，機器吸込口にはプレフィルタ以上を設置すること．清浄
度クラスⅣでは JIS 比色法 90% 以上のフィルタの設置が望ましいが周囲の交通量が少ないなど，大気がき
れいな立地条件の場合には，室内浮遊粉塵量がビル管理法に規定される 0.15 mg/m3 以下になるようなフィ
ルタを設置すればよいものとする．
※厨房については「大量調理施設管理マニュアル（最終改正：平成 25 年 2 月 1 日付食安発 0201 第 2 号）」
によることとする．
※1
※2

〔日本医療福祉設備協会：病院設備設計ガイドライン（空調設備編）HEAS‒02‒2013．20132）より引用〕
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Ⅳ 室内環境の感染防止対策
● 院内における感染は，人から人へ直接，または医療器具や環境を媒介して発生する．

Ⅱ
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● 環境を介するものとしては，衛生設備および空調設備が挙げられるが，とくに感染経
路別予防策における飛沫感染・空気感染予防には，空調設備の対策を考慮することが
必須である．

解説

❶ 空調設備（空気調和設備）の感染防止対策
空調設備は適正な温度と湿度の空気を送風による気流に乗せて供給する機器
である．病院においては各区域に必要な空気清浄度に適した空気を供給する．
室内空気の清浄化には，外気を取り入れての換気・排気を行い，循環させる場
合には，高性能エア・フィルタなどを使用する．また，必要に応じて，室内へ
の給気量と排気量のバランスにより室内の圧力を制御し，室内圧を陰圧または
陽圧に保持することも可能となる．空気感染隔離室は陰圧室が，易感染患者の
防護には陽圧室が選択される．

❷ 空気清浄度基準
空気清浄度は，一定の空気に含まれる粉塵量の数で表しクラス分けを行って
おり，ISO 規格が国際統一規格となっている．無菌治療室管理加算Ⅰ・Ⅱなど
の診療報酬上の施設基準にクラス分けの基準が一部みられるが，「病院設備設
2）
では，病院は室内での作業内容が大きく変化
計ガイドライン（空調設備編）」

したり，測定場所によりばらつきがみられることなどから，工業的なクリーン
ルームのクラス分けは妥当でないととされ，病院内の各部屋（区域）はその部
表 2 透析室診療内容別の室内環境の清浄度クラス基準
1）一般透析室，隔離透析室（手洗い場所を含む）
：清浄度クラスⅣ（Level 2 E）
2）救命救急センターに附属した透析室：清浄度クラスⅢ（Level 1 E）
3）バスキュラーアクセスのための緊急用留置カテーテルなどを挿入する場合：清浄度
クラスⅣ（Level 1 E）
4）機械室：清浄度クラスⅣ（Level 1 E）
推奨度…1：強い（推奨する），2：弱い（望ましい）
，3：グレードなし（妥当である）
エビデンスレベル…A：高い，B：中等度，C：低い，D：もっとも低い，E：法律などによ
り規定
＊各ステートメントに，1A，2C など，推奨度とエビデンスレベルの組み合わせで示す．
〔透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン（四訂版）．20151）より引用〕
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屋の用途に適合する空気清浄度を維持しなければならないとある．病院の機能
的区域別の病院清浄度クラスと換気条件（代表例）を表 1 に示す2）．また，透
析室診療内容別の室内環境の清浄度クラス基準を表 2 に示す1）．

Column
◉ 透析患者が増加したときの増床方法とその限界
透析患者が増加し満床状態となり，シフトの増加では対応できないときは，ベッドおよ
び透析装置の増床をはかることになる．その際に施設を建て替えることは困難であり，既
存の透析室のレイアウト変更による対応を検討するのが一般的である．ただし，透析機械
室にある多人数用透析液供給装置から透析室にある透析装置に透析液を供給するための透
析配管の引き直しは大がかりな工事となるため，設計段階より増床の可能性を考慮した透
析室設計・配管レイアウトが望ましい．
増床を視野に入れた配管レイアウトで注意すべき点としては，透析液清浄化の観点よ
り，予備配管が液だまり（死に水）にならないよう，透析液や洗浄液が流れる配管とする
ことが挙げられる．とくに枝管や，末端止めは液の流れがなくなるため，細菌繁殖の原因
となる．また，ガイド管を敷設しておき，必要に応じて増設する．
クリーンな配管があらかじめ透析室に通っていれば，スペースの許す部分に増床するこ
とが可能となる．一般的には個室や機械室を大きめにとることや，透析室のベッド間隔に
余裕をもった広さにしておくことにより，増床用のスペースを確保しておく．
施設内における透析室の拡張が許される場合は，透析用配管を含めた拡張工事を行い，
増床対応を行う．その場合は治療室や更衣室など仕切られた部屋を個室として増床するこ
とが可能である．注意したい点としては，透析液供給圧力の関係上，機械室の階上・階下
という異なるフロアでの増床や，同フロアであっても 50 m 以上の透析液配管が必要とな
ることは避けたほうがよい．
増床数の限界は，透析用水を作成する RO 装置の処理能力および透析液供給装置の作成
能力がそのまま増床限界数に当てはまる．現在，市販されている主要メーカの多人数用透
析液供給装置の最大能力は 50～70 人用となっている．A・B 粉末透析液溶解装置，RO
装置についても供給量が見合えば増床可能となる．また，オンライン HDF 施行時には，
補液分の透析液も必要なため，注意が必要である．
今後多様化する透析治療への対応や，感染防止対策，増床時への対応などを鑑みると，
透析室新規開設時には各種装置のスペックや各部屋の大きさに余裕をもたせた設計が望ま
しい．

100

7. 感染防止上の透析室設計と設備

おわりに
2015 年 5 月，日本透析医会より，「透析施設における標準的な透析操作と感
1）
が示された．院内感染防止は，医療
染予防に関するガイドライン（四訂版）」
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機関が適切に対処することとあり，設計上の留意点を踏まえて，各施設の院内
感染防止マニュアルなどの整備を行っていかなければならない．

■文

献
1） 厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業：透析施設における標準的な透析操作と感染予
防に関するガイドライン（四訂版）．2015

2） 日本医療福祉設備協会：病院設備設計ガイドライン（空調設備編）HEAS‒02‒2013．2013

3） The American Institure of Architects Academy：Guidelines for Design and Construction of Hospital and Health Care Facilities,37‒38,1996‒97

4） 厚生労働省：透析医療機関における院内感染対策の推進について：医政指発第 1122001 号・
健疾発第 1122001 号医政局指導課長・健康局疾病対策課長連名通知，平成 16 年 11 月 22
日

5） 芝本

隆：感染防止上の透析室設計と設備．秋葉

隆 編：透析医療における感染症予防・治

療マニュアル．2005，66‒71，日本メディカルセンター，東京

6） 矢野邦夫 訳：慢性血液透析患者における感染予防のための CDC ガイドライン．Infection
Control ・透析ケア共同編集，2001，48‒75，メディカ出版，大阪

7） 大久保憲：院内感染の総合対策．臨牀透析

2004；20：1001‒1007

8） 厚生労働省：医療機関等における院内感染対策について：厚生労働省医政局指導課長
発 0617 第 1 号，平成 23 年 6 月 17 日

医政指

■ 参考 URL（2016 年１月現在）
1） 総務省電子政府総合窓口 e‒Gov（イーガブ）
：建築基準法

http：//law.e‒gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html

2） 総務省電子政府総合窓口 e‒Gov（イーガブ）
：医療法

http：//law.e‒gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO205.html

（高木

政雄）
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8 透析スタッフの感染予防対策
Check Point
▶血液・体液曝露で起こる可能性がある感染症に対し，抗体価測定，ワクチン接種は重要
であり，肝炎ウイルスキャリアスタッフは一定基準を満たせば通常勤務が可能である．
▶針刺しなどによる血液・体液曝露防止の取り組みとして，スタッフ全体に情報を提供し，
教育と意識づけを継続して行うことが必要である．
▶血液・体液曝露発生時の対応は十分な説明と同意のもと迅速に実施し，具体的な手順は
マニュアルに明確化しておく必要がある．

職業感染のうち，血液や体液により汚染された鋭利な器材（針・メスなど）
による針刺しや切創により飛沫が眼などに入り，血液・体液に曝露することで
起こる可能性のあるおもな感染症には，HBV（B 型肝炎ウイルス），HCV（C
型肝炎ウイルス），HIV（ヒト免疫不全ウイルス）などがある．
透析治療は穿刺や止血，回路を扱う際に血液や体液に触れるリスクの高い操
作を多く要求される特殊な治療環境のため，これらの感染対策を日常的に行う
ことは重要である．職業感染はスタンダード・プリコーション（標準予防策）
で完全に防止することは困難であり，ワクチンによる抗体価取得はもちろん，
日常業務の注意点から事故発生時の対応などをマニュアルなどで明確化し，ス
タッフに教育・指導を行うことができる環境を整備することは，施設にとって
労務安全上からも重要である．

Ⅰ 感染予防対策委員会によるスタッフ管理
● 入職時に血液媒介感染症に関する抗体価をあらかじめ測定する．

● HBV は医療従事者にとってリスクの高い血液媒介感染症であり，血液・体液と接触

する可能性のある医療従事者にあらかじめ B 型肝炎ワクチン接種を行い，抗体を獲得
させておくことが推奨される．

● HBs 抗原陽性のスタッフは，肝障害がなく，教育により注意事項が守られている限り
においては医療従事者として勤務して差し支えない．
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解説

❶ 定期健康診断
「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン（四
訂版）」1）（以下，ガイドライン）では「施設管理者は職員に年 1 回の定期健康

Ⅱ
感染予防の基本

診断を実施する」よう明記されている．これは労働安全衛生法参考 URL 1）に基づ
き義務化されているものである．当院では，22 時以降の勤務が月 4 回以上あ
る透析室スタッフは，
「6 カ月以内ごとに 1 回」実施しなければならない．こ
れも法律に基づくものであり，施設管理者の義務である．

❷ 肝炎ウイルスキャリアスタッフについて
HBs 抗原陽性スタッフについては，「ウイルス肝炎感染対策ガイドライン」2）
によると，「感染予防指導：キャリアである職員は出血時の注意，日用品の専
用使用，輸血のための供血の禁止，乳幼児に接するときの注意，月経時の処置，
排尿，排便時の処置などの感染予防のための注意事項を守る限り，医療従事者
として勤務して差し支えない」としている．
「キャリア」については，HBs 抗原陽性で肝機能検査正常者を「無症候性
HBs キャリア」と定義している．HCV 陽性者に対しても HCV―RNA 定性検
査を年 1 回測定し，陽性の場合はキャリアとして扱う．いずれも過去に専門医
の受診がない者は，肝機能検査が正常であっても担当医師に受診し，その指示
に従うことにしている．

❸ ワクチン接種
1）B 型肝炎ワクチン

新規入職者は採用時に感染症（HBs 抗原・抗体，HCV 抗体，梅毒―TP 抗体
などの抗体価の測定）を確認し，HBs 抗体の陰性者に対しては，HB ワクチン
の適応であるかを肝臓内科医または院内感染制御委員会（以下，ICT）が判断
する．適応者には接種に際し「意思確認票」を配布し，インフォームドコンセ
ントを行ったのち，3 回 1 クールをガイドラインに準じて行っている．3 回接
種後 1 カ月の HBs 抗体 10 mIU/mL 未満の職員に対しては，追加クールやワ
クチンの種類変更などを考慮する．
追加接種後の抗体価上昇がない場合はワクチン不応者として ICT に登録し，
勤務内容につき関係部署責任者と協議し，特別な配慮（事故発生時の迅速な対
応，本人へ通知のうえ希望があれば部署配属の考慮など）を講じるようにして
いる．
2）定期フォローについて

各種抗体価（HBs 抗原・抗体，HCV 抗体，梅毒―TP 抗体）については，年
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2 回の定期健康診断（看護師などハイリスクスタッフは全員，その他の職種で
は 22 時以降勤務者）で測定し，数値を確認する．陽転化など受診や処置が必
要となった場合，院内感染制御委員長が判断し，スタッフ本人へ通知するよう
にしている．

Ⅱ 針刺し，血液・体液曝露防止に関するスタッフ指導
● 針刺し，血液・体液曝露防止の取り組みとして，血液媒介病原体の知識，リキャップ
の禁止，防護具の使用，安全装置付き器材の使用，廃棄物の処理につき定期的な教育
の継続が必要である．

● 一定期間における事故発生数や状況を院内全部署に報告し，適宜対策を講じること
は，スタッフに対する意識づけにおいて重要である．

解説

❶ 針刺し，血液・体液曝露事故防止策
1）リキャップの禁止

いかなる針においても，使用後のリキャップは誤って針刺しを起こす原因と
なるため原則禁止とする．使用後の針はその場で小型の携帯用感染性廃棄物専
用容器を使用し，速やかに廃棄する．やむをえずリキャップする場合は，必ず
トレイなどの中で「すくい上げ法」などで直接針に触れずに行う．これを遵守
せずにリッキャップしたために針刺しをした事例として，当院では，2015 年
度において以下の 3 件が発生した．
① 透析開始時，痂皮を取るための針をよそ見しながらリキャップした．
② 透析終了時，血糖測定のため A 側回路から採血を行い，リキャップした．
③ 透析室でインスリン（ペンニードルⓇ）施注後，リキャップのためトレイ
内ですくい上げ法を実施しようとしたがうまくできず，手を添えたため針
刺しした．
こうした事例からその原因をはっきりさせ，スタッフの再教育が必要である．
また，これは非常にまれなケースであるが，患者用トイレを清掃していた業
者が使用後のインスリンの針を刺したという事例も発生した．これは，患者が
トイレ内でインスリンを注射したあと，針を誤って床に落としてしまったため
であった．透析室はオープンスペースなので，女性の患者はトイレ内でインス
リン注射をしていたという．早速，透析室内にスクリーンを設け，そのスペー
スで注射できるように改善したところである．
2）防護具の使用

透析操作，採血など血液・体液曝露または針刺しのリスクが高い操作を行う
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図 1 当院における透析用穿刺針による針刺し発生件数の推移

際には，必ず手袋・マスク・フェイスシールド（もしくはゴーグル）を着用す
る．手袋自体に針刺し予防の効果はないが，着用することで針刺し時の体内に
入る血液量（ウイルス量）を減少させることができるとされている参考 URL 2）．
当院では，2012 年末から 2013 年の初め頃より，透析開始・終了時のゴーグ
ル（アイシールド），エプロンの着用を開始した．しかし，ゴーグル着用につ
いては，スタッフになかなか徹底できていない．「ICT 環境ラウンド」におい
て指摘を繰り返し行い，ゴーグルの着用を促しているが，「穿刺ミスの原因に
なる」「メガネをかけているので無理」などと現場の声が出されており，装着
については，
「スタッフの判断」で実施されている場合も多い．そうしたなか，
2015 年 8 月に，透析開始時，穿刺後脱血がなかったため，針を少し引き抜い
た際，血液が少量吹き出し，顔面に飛んで「血液が目に入った」という事故が
発生した．これを機にゴーグル着用について再指導した．常に着用しているス
タッフは「慣れれば，ゴーグルなしでは穿刺はできなくなります」と述べてお
り，口を酸っぱく何度も説得し，習慣化することが大切だと ICT は認識して
いる．
3）安全装置付き器材の使用

当院では，2013 年 7 月までは金属針を使用していた．そのため，透析終了
操作時（抜針後の針を扱う際）の針刺し件数がそれ以前の 10 年間においては，
年間約 10 件程度と多かった（図 1）．そこで，プラスチック針のサンプルの試
用を開始し，ICT で随時経過報告を受け，種類や操作方法の徹底などの検討
を重ねた．徐々に金属針からの移行を拡大し，2013 年 7 月には，透析室の役
職者会議で安全装置付きプラスチック針もしくは安全装置付き金属針を使用す
る方針が決定された．以降，この 2 年間については透析終了時の針刺しの発生
は認めていない．
安全装置付き穿刺針使用の際は必ず正しい使用方法を指導し，使用者は確実
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図 2 「感染対策キャンペーン 2015：針刺し・
切創対策」部署掲示用

に操作する必要がある．また，透析開始・終了操作時は急な患者の体動などに
対応できるよう 2 人体制で行うことも重要である1）．
4）廃棄物の処理

感染性廃棄物は貫通性や液体の漏れがない強固な専用容器を使用する．廃棄
物の容量は容器の 8 割までとし，必ず蓋は閉めること，絶対に直接手で押し込
まないこと，廃棄物がはみ出さないようにすることをスタッフに繰り返し指導
している．しかし，現場においては専用容器の節約のため，容量いっぱいに詰
め込むこともあり，その際，処理を誤って針刺しをしてしまう事例が 2012 年
頃まで年に 1～2 件発生していた．以降では，2014 年 12 月を最後に皆無となっ
ている．

❷ スタッフに対する意識づけ
毎月の感染対策に関する委員会で部署別針刺し・血液・体液曝露発生件数の
状況を院長はじめ組織管理者，ICT へ報告している．また，ICT より適宜全
．
部署スタッフに対しキャンペーン活動などを行い，注意喚起を行っている
（図 2）
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Ⅲ 針刺し，血液・体液曝露時の対策
● 針刺し，血液・体液曝露発生時，院内感染対策マニュアルを参照し速やかな対応を行
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うことが重要である．

● 院内感染対策マニュアルは迅速な対応が可能なように手順を明確化し，スタッフがす
ぐに手に取れる場所に配置しなければならない．

● 必要な検査や処置は，スタッフと曝露源である患者に十分な説明と同意を得たのちに
実施する．

● 発生後はスタッフに対し定期的なフォロー採血を 1 年間行い，感染の有無を確認する．

解説

❶ 針刺し，曝露発生後の対応
1）創部の洗浄

創部は速やかに石けんと大量の流水で洗浄する．ガイドラインでは（Level
1 B）とされているが，血液を絞り出すことが感染を減らすという明確なエビ
デンスはない参考 URL 3）．しかし，エビデンスに乏しくても，心情的には絞り出
す行為を無意味だとする必要はない．余分な費用が発生するものでも，特別な
労力がかかる行為でもないため，あえて，ガイドラインに明記されたものだと
考える．
2）報告・受診

洗浄後，ただちに部署責任者（またはリーダー），感染管理室（感染管理認
定看護師）へ報告する．その後，詳細な情報を職業感染制御研究会発行の「血
液・体液曝露報告書」にスタッフ本人が記載し，担当医外来を受診する．
スタッフの採血は本人へ十分な説明後，同意書で意思を確認したのち，原則
として事故当日に実施する．発生後フォロー採血は月 1 回，1 年間とし，肝機
能，各種感染症のチェックを行う．スタッフならびに嘱託職員に関する検査の
諸経費ならびに労災などの申請については，院内規定に従い実施する．
3）曝露源が HBs 抗原陽性の場合

担当医の指示のもと，B 型肝炎抗体価 10 mIU/mL 以下のものに対しては高
力価 HBs 抗体含有ヒト免疫グロブリン（HBIG）を 48 時間以内に投与し，ワ
クチン接種（直後，1 カ月後，2 カ月後）する．抗体価が十分なもの，抗原陽
性のスタッフは予防投与不要である．
4）曝露源が HCV 抗体陽性の場合

C 型肝炎に対しては，曝露後の有効な予防法が確立されていないため，月 1
回 の フ ォ ロ ー 検 査 で HCV 抗 体 な ら び に HCV―RNA を 含 め AST，ALT，
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LDH，ALP，γ―GTP などの肝機能をチェックする．異常が認められた場合
は専門医に受診する．
5）曝露源が HIV 抗体陽性の場合

スタッフの採血後，速やかな抗 HIV 薬の予防投与が望ましい．スタッフが
HBV キャリアの場合予防投与はせず，ただちに連携病院の HIV 専門医へ連絡
し，受診する．予防投与に関しては担当医の説明のもと，最終的には本人が服
用の意思決定をした場合には専用の同意書により，服用しない場合は意思決定
書でその意図を明確にする．その後，連携病院の HIV 専門医に連絡を行い，
受診の可否などにつき指示を受けるようにしている．

❷ 患者（曝露源）の対処について
曝露源である患者に対し，肝機能ならびに各種感染症に関する採血検査を原
則事故当日に行う．採血困難な患者の場合は次の透析前に実施する．患者本人
（回答不能な場合は家族）に対し検査の必要性や内容につき十分な説明を行い，
本人（または家族）の意思を専用の同意書で明確化した後，実施することが重
要である．検査は実施を強制するものではなく，同意がない場合はその意思を
本人（回答不能な場合は家族）に回答書へ記載してもらい，明確化しておく．
対応者がカルテにもその旨を必ず記載しておく．

おわりに
以上，針刺し事故対策を中心に述べた．ガイドラインに基づいて当院の「感
染対策マニュアル」が作られたが，今後も改訂されるたびに変更事項を反映す
るようにしていきたい．
当院では，金属針から安全装置付きプラスチック針に変更したことで針刺し
事故は大幅に減少できたが，リキャップの禁止の不履行やゴーグルの未着用な
ど，
「マニュアルの不履行」のために発生する事故が散見されている．マニュ
アルを遵守するよう現場での指導も大切だが，「守られないマニュアル」なら
マニュアルの変更も視野に入れた柔軟な対応も必要であろう．ガイドラインで
「望ましい」と表記された事項については，現場の意向や費用対効果を含めて
考慮し，透析室における感染対策を推進していきたい．
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Column
◉ 針刺し件数減少を目指して ― 安全装置付き穿刺針の導入について
現在，各メーカーよりさまざまな種類の安全装置付き穿刺針が発売されている．これら
を使用することにより針刺しのリスクを減少させ，実際に発生件数が減少するなどの効果
．

Ⅱ
感染予防の基本

があったとの報告もみられている

3）
，4）

当院においても以前より安全装置付き透析用穿刺針を一部導入していた．しかし，
2011 年に院内感染制御委員会（ICT）発足後，透析終了時の穿刺針による針刺し発生件
数が減少していないとの指摘があった．そのため，新たな安全装置付き穿刺針の検討を開
始した．
まずは金属針からよりリスクの少ないプラスチック針への移行を目的とし，院内の一部
の部署において 2 社のサンプルの試用を開始した．経過につき定期的に確認を行い，他
部署へ試用を拡大しようとした矢先に安全装置付き穿刺針での針刺しが発生した．操作方
法や使用感などにつき再検討し，試用期間を延長したという経緯がある．安全装置付き穿
刺針は，正しい方法で使用しなければその能力を発揮しないため，慣れない穿刺針に対し，
使用方法の周知不足もあったのではないかと考えられた．
サンプル使用開始から約 1 年半後，全透析室においてプラスチック針への移行を開始
した．これまで使用していた針の在庫もあり，使用するスタッフの慣れも必要なため移行
は徐々に行うこととした．その経過は透析室リンクスタッフならびに ICT メンバーから
感染対策に関する委員会で定期的に報告され，状況の確認を継続して行った．移行直後は
針刺しが数件発生したが，2013 年には初めて透析室における年間の針刺し 0 件を達成す
ることができた．
検討開始当初は金属針を使用しない方向であったが，金属と比べ軟らかいプラスチック
針に対し，「人工血管は穿刺がしにくく，針先の補正が困難」などの意見が現場から聞か
れた．幾度も検討を重ね，透析室役職者会議にて 2014 年 7 月以降，安全装置付きを条
件とした金属針の併用を開始した．2013 年以降現在まで，透析終了時の穿刺針による針
刺しは発生していない．
穿刺針の変更に際し，以前に比べ大きなコスト増が新たな問題となったが，安価であっ
ても安全装置のない穿刺針は，職員の安全ならびに感染対策上推奨しない方針とした．と
はいえ，コスト増は無視できず，現在も透析室において安全でコスト削減を目指した穿刺
針の検討を模索中である．

■文
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防に関するガイドライン（四訂版）．2015

2） 厚生省保健医療局エイズ結核感染症課，財団法人ウイルス肝炎研究財団：ウイルス肝炎感染対
策ガイドライン－医療機関内（改訂Ⅲ版）．1995
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Check Point
▶個人衛生や感染予防に関する自己管理が重要である．
▶透析室という特殊環境下における感染予防策の必要性を指導する．
▶感染症患者への告知はプライバシーの保護に努め，正しい知識が獲得できるように支援
する．
▶感染症患者は感染ルートを理解し，他人に伝播させない注意が必要である．
▶感染予防に関する患者教育は，院内感染対策と並行して行う．

透析患者は易感染性宿主であるうえに，治療には観血的操作が必要であるこ
と，また感染者や感染キャリアが存在する集団治療の場という特殊性から感染
症を発症しかつ伝播しやすい環境下におかれている．医療者の院内感染対策の
徹底はもちろんではあるが，患者自身も感染のリスクを認識し，自己管理を行
うことが感染症の発症や拡大を防ぐことに繫がる．

Ⅰ 基本的な感染予防教育
● うがいや手洗い，穿刺前のシャント肢の洗浄が習慣化できるように指導する．
● レスピラトリー・エチケットの励行．

● 血液，体液，分泌液，排泄物などは感染の危険性があることを指導する．

● 発熱や咳・くしゃみ，下痢など感染症が疑われる症状がある場合は，来院前に連絡す
るように指導する．

● 感染症やその徴候についての知識，推奨されているワクチンなどについての教育を行
う．

解説

❶ 日常的な健康管理指導
患者教育の基本は，「（自分が）感染しない，（他人に）感染させない」こと
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である．日頃から自分自身の健康状態をチェックし，異常の早期発見や感染症
流行期の感染予防行動などを指導する．なかでも，うがいや手洗い，レスピラ
トリー・エチケット1）（咳やくしゃみをする際に鼻や口を覆う，手で覆った場
合は手洗いをする，咳が出る場合はマスクをする）は基本的な生活における衛
生の実践であり，感染予防の基本である．医療従事者だけでなく患者や面会者
を含め必要時，必要な場面で習慣として実践できるように指導することが重要
である．

❷ 透析室や施設内における指導
バスキュラーアクセスの穿刺では常に細菌感染の危険が伴う．穿刺時の消毒
の前処置としてシャント肢の洗浄を習慣化する．すべての人の血液，体液，分
泌液，排泄物は感染の危険性があることを指導し，手指衛生の徹底とともに血
液や分泌物で汚染された物品は放置せず直接，透析室内の感染性廃棄物入に廃
棄するように指導する．
感染症やその徴候についての知識，推奨されているワクチンなどについての
教育を行う．また，透析室は集団治療の場という特殊性から感染症を発症しか
つ伝播しやすい環境にあることを説明し，感染症が疑われる症状がある場合に
は，来院前に連絡するように指導する．感染症が疑われる場合には，治療を含
め院内の感染対策に沿った対応をすることをあかじめ説明しておく．

Ⅱ 感染症患者に対する教育
❶ B 型肝炎・C 型肝炎ウイルス陽性患者への教育
● 告知する際は，プライバシーの保護に努め，患者が不安を抱いたり過度に神経質にな
らないように注意する．

● 正しいウイルス肝炎の知識が獲得できるように支援する．

● 血液，体液が感染源になることを十分説明し，感染ルートを理解したうえでの感染予
防行動がとれるように指導する．

解説
ウイルス肝炎についての正しい知識はまだ社会のなかで浸透しているとはい
えず，無知による誤解が周囲に過剰反応を引き起こす場合がある．患者への告
知は，そのような社会背景を十分考慮したうえで行われなければならない．告
知後は正しい知識に基づく感染予防行動が取れるように支援する必要がある．
ウイルス肝炎研究財団から一般用として出版されている小冊子2），3）などを用
いて十分な説明を行う．
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感染ルートには，輸血や血液製剤のほかに注射その他の医療行為，出血を伴
う民間療法，刺青やピアスをする際の器具，母子感染，性交渉などがある．C
型肝炎ウイルスは B 型肝炎ウイルスに比べて感染力が低く，性交渉で感染す
る頻度は低いとされている．感染経路遮断のためには標準予防策以外にも隔離
や専用の機器・器具，ベッド位置の変更などが必要となる．これらの対応を行
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う際は患者および家族に十分なインフォームド・コンセント行い理解を得る．
患者自身が注意すべきことは，自分の血液や分泌物が直接または間接的に他
人に接触しないことを心がけることである．入浴や理髪，食器や衣類の洗濯な
どは区別する必要はなく，日常の接触では感染しない．当然，職場や学校など
の集団生活では支障はなく，差別される理由はない．
〈日常生活上における指導〉
（B 型肝炎・C 型肝炎ウイルス共通）

① 透析後の再出血を含め傷，皮膚炎あるいは鼻出血などの出血時は，できる
だけ自分で手当てをし，また手当てを受ける場合には，他人に血液がつか
ないように注意する．血液の付着したものは透析室では直接透析室内の感
染性廃棄物入に廃棄する．自宅では密封して廃棄し，廃棄できないものは
自分で十分水洗する．
② 月経時，出血時の処置後は手指を十分に流水で洗う．
③ 排尿，排便後は流水で手をよく洗う．
④ 分泌物などの汚物は，ただちにトイレに捨てるか，密封して廃棄する．
⑤ 注射その他の医療行為，出血を伴う鍼灸などの民間療法，刺青やピアスな
どを行う際は事前にキャリアであることを伝える．
⑥ 乳幼児に口移しに食物を与えない．
⑦ B 肝炎ウイルス陽性者の婚約者，配偶者および同居者で HBs 抗原抗体陰性
者については HB ワクチンによる予防を考慮する．

❷ 抗ヒト免疫不全ウイルス（HIV）陽性患者への教育４），５）
● 告知は心理面に配慮し必ず本人に対して行い，プライバシーの保護には細心の注意を
払う．

● 二次感染予防のための注意事項，日和見感染や AIDS（後天性免疫不全症候群）発症
防止のための健康管理指導を行う．

● 専門病院での教育，カウンセラーや MSW（医療ソーシャルワーカー）
，ボランティ
アとの連携が必要となる．

解説
血液・体液媒介性感染症であるが，感染力は弱く種々の消毒薬や殺菌作用に
よって容易に不活化される．隔離の必要はなく標準予防策と血液媒介予防策を
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実施する．日常生活上の注意や指導は肝炎ウイルスに準ずるが，性生活ではコ
ンドームの使用を勧める．HIV 薬の確実な服用や体力維持・日和見感染予防
のための健康管理の指導も必要となる．
HIV 感染者は年々増加してきているが，診療経験の少ない透析施設では
HIV 感染症診療のための充実した情報や対応，スタッフ連携を準備すること
が困難な場合がある．必要に応じてエイズ治療・研究開発センターやエイズ・
ブロック拠点病院，中核拠点病院と連携をとる．また HIV 感染者に対する差
別，偏見は未だに根強く，心理面への配慮とともにプライバシーの保護にはと
くに細心の注意を払う必要がある．

❸ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）感染者，保菌者への教育
● 基本的教育内容の実践，とくに手洗いが重要である．
● 感染対策のための特別な処置が行われる場合がある．

解説
MRSA はさまざまな抗生物質に耐性をもつ細菌であり，皮膚・鼻腔・口腔・
咽頭・下部消化管・前部尿道・膣などに常在する黄色ブドウ球菌の中に存在す
る．感染ルートには自己の体内で内因性感染を起こす場合と感染者・保菌者と
の接触によって伝播する外因性の感染がある．易感染者が感染すると重篤な感
染症を発症する場合があるが，その場合には適切な治療を行う．
〈透析室および日常生活における指導〉

① MRSA 感染者および保菌者は手洗いを励行し，保菌部位に手を触れないよ
うに，また易感染者に近づかないようにする．
② 鼻腔内保菌者に上気道症状がある場合は，サージカルマスクの着用を指導
する．
③ 他の患者への感染防止のために，隔離や専用のケア器具の使用，入室時，
スタッフはバリアプロテクターを着用する必要があることを説明する．
④ 健康者や易感染者以外の患者に MRSA 感染症が発症する危険性は低く，家
庭での日常生活は支障はない．

❹ 結核感染者への教育６）
● 排菌がある場合は専門施設での隔離が必要となる．

● レスピラトリー・エチケットの指導を行い，サージカルマスクを着用させる．
● 確実な服薬指導．
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解説
結核は空気感染であり，通常は，排菌陽性の肺，気管支，咽頭結核患者のみ
が感染源となる．肺外結核（結核性胸膜炎，胸水例でも）が周囲に伝染する可
能性はきわめて低い．排菌のある場合には，結核病棟へ隔離入院し，空調や換
気条件を備えた個室管理が必要となることを説明する．
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患者指導としては，結核感染者およびその疑いがある場合はレスピラト
リー・エチケットの指導を行いサージカルマスクを着用させる．有効な化学療
法を開始すれば，喀痰の中の結核菌量は急速に減少し感染性も急速に低下す
る．疾患の社会に及ぼす影響，治療が中断された場合の再治療の難しさをよく
説明し，服用する薬剤の用法，用量を厳守してもらう．また，結核感染者の家
族・接触者には検診が義務づけられていることを説明する．

❺ インフルエンザ感染者への教育
● 予防接種がもっとも有効な感染予防策である．
● うがいや手洗いの励行．

● 罹患患者および咳嗽などの症状のある患者はマスクを着用する．

解説
直径５µm 以上の飛沫により感染する．患者がマスクをしていれば飛沫の発
生は最小限に抑えられるので，インフルエンザに罹患した患者，および咳嗽な
どの症状のある患者は感染拡大を防止する意味から，マスクの着用をさせる．
また，更衣室やロビーでの他患者との接触を避けるための対策なども指導す
る．手指などを介した接触感染もあるため手洗いは確実に行う．
患者教育では，インフルエンザ・肺炎球菌ワクチンの予防接種を推奨する．
その他，流行時期には人混みを避けることや，帰宅時のうがいや手洗いなどの
個人衛生を再指導する．予防のためのマスクは，感染予防というより咽頭や鼻
腔の乾燥を防ぐ保湿効果がある．自宅では部屋の換気や湿度に注意を払う．

Ⅲ その他の感染症
透析室で注意すべき感染症は上記以外にもさまざまなものがある．重要なこ
とは透析室スタッフが感染症の原因となる微生物の特徴や感染源，感染経路な
どを十分理解し，院内感染対策と並行して感染予防に関する患者教育を行って
いくことである．
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Column
◉ ウイルス肝炎の告知
透析室は，血液による汚染が頻繁に発生するため血液媒介病原体，とくに肝炎ウイルス
に対する伝播予防策がきわめて重要とされる．標準予防策に加え，隔離やベッド固定，交
差感染を防ぐための穿刺の順番など自施設の状況に合わせたマニュアルを実行するために
は，事前に，なぜそのような対策が必要なのかの患者への説明が欠かせない．その前提と
なるのが病名告知，病状説明である．肝炎ウイルスマーカーを含め感染症に関する検査は，
患者の承諾のもとに実施され，当然ながらその結果は必ず患者に伝えなければならない．
しかし，施設によっては未だに肝炎ウイルスキャリアへの告知をしていない施設がある
という．ウイルス肝炎を「うつる病気」
「恐ろしい病気」と捉える世間の過剰な反応を慮り，
悪い結果を伝えることの負担から告知をためらうとしたら，それは患者にとっての益とは
なりえない．医療者自身のなかに知識不足によるネガティブなイメージがないか振り返っ
てみる必要がある．
本稿で述べたように肝炎ウイルスの周囲への伝播は，正しい知識と適切な感染予防行動
によって防ぐことが可能である．また最近のウイルス肝炎の治療法や治療薬の進歩は目覚
ましく，次々と新しい抗ウイルス薬が開発され高い治療効果が期待できるようになってき
た．かつて不治の病と恐れられたウイルス肝炎は，現在では適切な治療や管理によってコ
ントロール可能な疾患となりつつある．告知をしなければ，患者はこうした情報を得るこ
とができず，有益な治療を選択する機会を逸したり，それと知らず感染源となってしまう
ことになる．
患者には，医療者が医療を通じて知りえた患者の身体や病気についての真実の情報を知
る権利があり，医療者にはそれを説明する義務がある．説明義務は，すべての医療行為に
先立って行われなければならず，それは単に病名を告げることにとどまらず病気の全般的
な説明や経過，治療についての情報も含まれる．そこには患者の自己決定権の行使に際し
ての前提条件の提示という意味がある．すでに臨床現場で定着しているインフォームド・
コンセント (informed consent；IC) の法理であるが，告知と説明は同義であり，キャ
リアであることを告知しないことは「患者の知る権利」と「自己決定権」を侵害すること
に繋がることを改めて自覚する必要がある．
説明や告知（truth telling）は医療者と患者の双方向の対話，コミュニケーションプロ
セスの第一歩である．医療行為がこのコミュニケーションプロセス中で進められることに
よって，患者は医療者とともに，主体的に医療行為に参加することになるということを今
一度，心に留めおきたい．
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1 ウイルス肝炎の院内感染防止のための
個別予防策・治療

Ⅲ
感染予防各論

1）血液媒介感染症である B 型肝炎（HBV），
C 型肝炎（HCV）への対策

Check Point
▶透析施設での感染対策は，スタンダード・プリコーションはもちろんのこと，感染経路
別の予防策，とくに血液媒介感染症の予防は重要である．
▶透析施設での血液媒介感染症である HBV 感染や HCV 感染の有病率や新規感染率は，
いまだに一般人口と比較して高率である．
▶新規感染を見逃さないために，B 型肝炎および C 型肝炎関連検査を定期的に行う．
▶ HBV および HCV の感染を予防するためのマニュアルを作成すること，これに基づく
スタッフ教育および厳格な感染コントロール手順を実施する．
▶ HBV 感染患者は個室隔離透析を，HCV 感染患者はベッド固定を行う．HBV 感染患者
で隔離が不可能な場合はベッド固定，専用の透析装置（コンソール）や透析関連物品の
使用を行う．

Ⅰ 透析施設での B 型肝炎および C 型肝炎のスクリーニング
● 透析患者では無症状であっても，月に1回以上は血清トランスアミナーゼの検査を行う．
● 透析導入時および転入時は，HBs 抗原，HBs 抗体，HBc 抗体，HCV 抗体の検査を行う．
● 透析患者は初回検査で HBs 抗原や HCV 抗体検査が陰性であっても，6 カ月に 1 回
は HBs 抗原，HBs 抗体，HBc 抗体，HCV 抗体の検査を行う．

● HBs 抗原陽性患者には HBe 抗原，HBe 抗体，HBV DNA 検査を，HCV 抗体陽性患
者には HCV RNA 検査を行う．

解説

❶ 透析患者における HCV の新規感染
透析患者での C 型肝炎ウイルス（HCV）新規感染率は年間に 0.33～1.0％と
報告されており，一般人口の 0.0019％と比較して非常に高率である1）～3）．しか
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図 1 透析患者での HCV 抗体陰性者と陽性者の
トランスアミナーゼ
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図 2 透析患者での C 型急性肝炎の新規発症
経 過：透析導入時は HCV 抗体陰性であり，AST・ALT 値も低値であった．2009 年 1 月の定期
採血では，AST・ALT は腎機能正常者の基準値の上限まで上昇しているものの，担当医に肝炎の可
能性を考慮されていなかった．担当医はその後のさらなる AST・ALT の上昇に気づくことなく，3
カ月後には AST・ALT が基準値内に改善している．担当医は 6 カ月に 1 回施行している HCV 抗体
検査で抗体が陽転化していることに気づき，HCV 新規感染と認識した．
解 説：透析患者の AST・ALT は低値であるが，
測定不要というわけではない．この症例のように，
肝炎発症時には AST・ALT が上昇しており，急性肝炎と診断できる．また，数カ月後に AST・ALT
は基準値内に改善しているものの，HCV 抗体陰性時と比較して，陽転化後は高値となっている．本
文にも記載しているように，月 1 回以上の AST・ALT 検査のための採血を施行して，前の月との変
化を追うことは，肝炎のスクリーニングとして重要である．また，半年に 1 回以上の定期的な HCV
抗体検査も，肝炎のスクリーニングとして重要である．
この症例のように，不幸にして AST・ALT の変化に気づかれなかった場合でも，定期的な HCV
抗体の検査で新規感染を拾い上げることが可能となる．
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図 3 de novo B 型肝炎患者の経過
経 過：透析導入時に AST・ALT 値が高値であったため，HBs 抗原陰性であったが HBc 抗体陽性で
あり，既往感染の再活性化 (de novo 肝炎 ) を疑い，HBV DNA リアルタイム PCR 検査を施行した．
AST・ALT 値の上昇があり HBV DNA 陽性であったため，de novo B 型肝炎と診断した．HBs 抗原陰
性だが，HBV DNA 陽性であり感染源となるため，隔離透析に変更した．その後は約 1 年半，AST・
ALT は基準値内で経過したが，AST・ALT は再上昇したのちに正常化，HBV DNA 陰性となった．
解 説：本文にも記載があるように，透析導入時や転入時に B 型肝炎のスクリーニングを行うことは
重要である．本症例のように導入時に HBs 抗原，HBs 抗体，HBc 抗体の測定を行い，既往感染患者に
は HBV DNA リアルタイム PCR 検査を施行する必要がある．本症例においても，HBV DNA 陽性で経
過している期間でも，AST・ALT が透析患者の基準値内を推移している．このような症例は，感染既往
のある透析患者では数％存在しているが，HBV DNA リアルタイム PCR 検査を施行しなければ，同定す
ることはできない．このような症例は，HBs 抗原陰性だが，HBV DNA 陽性であり，感染源となる可能
性があるため，個室隔離透析，隔離が不可能な場合はベッド固定を行う必要がある．
※透析領域の論文では HBs 抗原陰性かつ HBc 抗体陽性の既往感染者で HBV DNA 陽性者をオカルト
HBV と呼んでいる．しかし，本症例では AST・ALT の上昇，すなわち肝炎があることから de novo
B 型肝炎と診断した．

し，B 型肝炎・C 型肝炎ともに不顕性感染＊1 の場合があり，とくに C 型肝炎
では急性肝炎を起こすことは比較的まれである．そして，透析患者では肝炎の
活動性を評価する血清トランスアミナーゼ（aspartate aminotransaminase；
AST, alanine aminotransferase；ALT）が低値であるため，新規の感染を発
見することが困難である．

＊1

不顕性感染：臨床的に確認できる症状がない．

＊2
検査の重要性（図 1 ～ 3）
❷ 血液透析患者の血清トランスアミナーゼ（AST，ALT）

透析患者の血清トランスアミナーゼは腎機能正常者より低値を示すことか
ら，腎機能正常者の基準値が使用できない．ただし，透析患者でも「肝炎の患
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者」は「肝炎ではない患者」より血清トランスアミナーゼは高値である4）．した
がって，血清トランスアミナーゼが突然上昇した場合，それが基準値内の変動
であっても，肝炎の新規発症や肝炎の増悪の可能性を常に考慮する必要がある．


＊2

血液透析患者の ALT は 20IU/L 未満を基準値と考える5）．

❸ HBV および HCV 関連検査の重要性
肝炎は不顕性感染の場合が多く，透析患者では血清トランスアミナーゼが低
値で経過するため，新規感染を拾い上げるためには，定期的な B 型肝炎ウイ
ルス（HBV）および HCV 関連検査が重要である．透析患者は初回検査で HBs
抗原や HCV 抗体検査が陰性であっても，6 カ月に 1 回以上の HBs 抗原，HBs
抗体，HBc 抗体，HCV 抗体の検査を行い，新規感染がないことを確認する必
要がある．

❹ HBV および HCV 関連検査の読み方
1）HBV 関連検査（表 1）
◦HBs 抗原，HBs 抗体，HBc 抗体
HBV キャリアの診断には HBs 抗原がもっとも重要であり，HBs 抗原陽性で
あれば現在 HBV に感染していることを示している．HBs 抗体は HBs 抗原に
対する中和抗体＊ 3 として HBV に対する感染防御機能をもっている．HBs 抗
体が陽性であることは過去に HBV 感染の既往があるか，または HB ワクチン
接種を受けたことを示している．既往感染者は HBc 抗体陽性であるが，HB
ワクチン接種による HBs 抗体陽性者は HBc 抗体陰性である．HBc 抗体が陽性
であることは，過去に HBV 感染したことがあるか，現在も HBV に感染して
いるかのどちらかであることを示す．HBs 抗原陰性で HBc 抗体陽性の場合は

表１

HBV 関連検査の読み方

◦太枠内の既往感染者に HBV DNA 陽性者（オカルト HBV）が
存在する可能性がある．
◦HBs 抗原のみのサーベイランスではオカルト HBV を見逃す
可能性がある．
－

HBs 抗体

－

－

＋

－

＋

HBc 抗体

－

＋

＋

＋

－

ワクチン

⑤

－

既往感染

④

－

既往感染

③

＋

持続感染

②

－

感染なし
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西條クリニック下馬 西條クリニック鷹番
維持透析中の患者161人

HBs抗原
（＋）
またはHBs抗体
（＋）
またはHBc抗体
（＋）
45/161人（28.0%）

HBV DNA（＋）
6/161人（3.7%）
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オカルト HBV
HBs抗原
（＋）
4/161人
（2.5%）

HBs抗原（ー）
2/161人（1.2%）

図 4 オカルト HBV のスクリーニングと有病率
慢 性 血 液 透 析 患 者 161 人 の な か で， 感 染 の 既 往 が あ る と 考 え ら れ る 患 者 は 45 人
（28.0％）．この感染既往がある患者のなかで，HBV DNA 陽性患者は 6 人であったが，
HBs 抗原陽性者は 4 人であり，2 人は HBs 抗原陰性であった．この 2 人は肝炎の活動性も
なく，HBs 抗原陰性であることから，HBs 抗原のみのスクリーニングでは，HBV 感染を見
逃すこととなる．
透析施設での B 型肝炎のスクリーニングには，HBs 抗原，HBs 抗体，HBc 抗体の検査を
行い，感染の既往があると考えられる患者には，HBV DNA 検査を行う必要がある．
〔Saijo,T.,etal：Ther.Apher.Dial.2015；19：125‒130 より一部改変して引用〕

HBs 抗体の有無にかかわらず HBV の既往感染であることを示す6）．


※3

中和抗体：感染を防御する働きのある抗体

◦ HBs 抗原陰性かつ HBV DNA 陽性の HBV キャリア（オカルト HBV，図 4）
透析患者では免疫抑制薬を使用していない場合でも，HBs 抗原陰性かつ
HBs 抗体または HBc 抗体陽性の既往感染者のなかに，肝炎の活動性がなく
HBV DNA 陽性の HBV キャリア（オカルト HBV）が存在することが報告さ
れている7），8）．したがって，既往感染者と考えられる HBs 抗体または HBc 抗
体陽性の患者には HBV DNA の検査を行うことが推奨される．ただし，HB
ワクチン接種による HBs 抗体単独陽性例は除外する．
2）HCV 関連検査（表 2）
◦ HCV 抗体（感染既往を把握する検査）
HCV 抗体陰性：第 2 世代および第 3 世代のアッセイ系で HCV 抗体陰性であ

れば，基本的に HCV 感染なしと診断する．
HCV 抗体陽性：HCV 抗体は中和抗体ではないため感染防御能力はない．

HCV 抗体陽性であるからといって HCV RNA 陽性，つまりキャリアというわ
けではない．透析患者でも，HCV 感染後に 20～30％の患者は自然治癒し，70～
80％の患者が慢性肝炎に移行する．現在も感染しているかどうかを確認するた
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表 2 HCV 関連検査の読み方
HCV 抗体は中和抗体ではないため感染防御能力はない．
◦ HCV 抗体陰性

第２世代および第３世代のアッセイ系で HCV 抗体陰性であれば，基本的に HCV
感染なしと診断する．
◦ HCV 抗体陽性
HCV 抗体陽性≠ HCV RNA 陽性
HCV 感染後に 20～30％の患者は自然治癒し，70～80% の患者が慢性肝炎に移
行する．
◦ HCV RNA リアルタイム PCR
HCV 抗体陽性患者は，現在の感染状態を確認するため HCV RNA 検査を行い，
HCV 血症の有無を評価する．

めには，HCV RNA リアルタイム PCR 検査を施行する必要がある．
◦ HCV RNA リアルタイム PCR（感染状態を把握する検査）
HCV 抗体陽性患者は HCV RNA 検査を行い，HCV 血症の有無を確認する
必要がある．HCV RNA 陽性は現在 HCV に感染していると診断する．

Ⅱ 感染患者への対策
● 透析施設において，HBV および HCV の感染を予防するためのマニュアルを作成し，
これに基づくスタッフ教育および厳格な感染コントロール手順を実施する．

● HBV 感染患者は，個室隔離透析とする．隔離が不可能な場合はベッド固定，専用の
透析装置（コンソール）や透析関連物品の使用を行う．

● HCV 感染患者は，ベッド固定，専用の透析装置や透析関連物品の使用を行う．

解説

❶ HBV および HCV の感染を予防するためのマニュアル作成とスタッフ教育
Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study（DOPPS） の 報 告 で
は9），10），透析施設での HBV および HCV 感染の有病率と新規感染率が高率で
あることが示されている．しかし，HBV は 78.1％の施設で，HCV は 55.6％の
施設で年間の新規感染は 0％であり，施設により新規感染率に差があることが
報告されている．このなかで HBV 感染患者に対する診療プロトコールがある
かどうかが新規感染率を低下させる重要な要因であることが示されている．ま
た，HCV 感染の有病率と新規感染率には強い相関関係があり，高度熟練スタッ
フ（2 年以上の正式な訓練を受けた経験）が多い施設ほど有病率が低いことが
報告されている．HBV および HCV の新規感染を予防するためには，施設環
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境に対応した実践可能なエビデンスに基づく感染対策マニュアルを作成し，徹
底したスタッフの教育を行い，感染対策を実践する必要がある．
ただし，どんなに優れたマニュアルを作成して感染対策を行っても，それを
実施するスタッフ全員が取り組まなければ，順守していないスタッフからの院
内感染が発症する危険性がある．医師やスタッフが積極的に学会や研究会へ参
加して最新の知識を取り入れ，定期的な院内勉強会や月 1 回の感染対策委員会
を開催することで，徹底したスタッフの教育を行い，知識を統一化して最新の
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感染マニュアルを作成していくことが重要である．

Ⅲ

❷ 肝炎患者でのベッド配置
On‒line HDF を施行している施設では，補充液ポートの汚染による院内感
染が危惧されることから，On‒line HDF 施行中の肝炎患者のベッド固定は必
須である（補充液ポートが汚染していた場合，肝炎ウイルスの混入した補充液
が直接血管内に入る可能性がある）．
1）HBV 感染患者（HBs 抗原陽性者と HBV DNA 陽性者，図 5，6）
HBV は室温で最低 7 日間は環境表面に存在することが可能であり，透析装
置や鉗子などから HBs 抗原が検出されることが報告されている11），12）．定期的
な清掃や消毒が行われていない透析装置（コンソール）や透析関連物品がリザー
バーとなり，透析スタッフの手指，透析関連物品から新規感染やアウトブレイ
クを引き起こす可能性がある．HBs 抗原陽性患者と HBs 抗原陽性患者が使用
した器具を隔離することで，患者間の HBV 感染を減少できることが報告され
ている13）．「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドラ
イン（四訂版）
」14）では，したがって，HBV 感染患者は個室隔離透析，隔離が
不可能な場合はベッド固定を行い，専用の透析装置や透析関連物品の使用を行

隔離室

入口

HBｓ抗原（＋） HBｓ抗体（＋） HBｓ抗体（−）

入口
HBｓ抗体（−） HBｓ抗体（−） HBｓ抗体（−）

HBｓ抗原（−）
HBV DNA
（＋） HBｓ抗体（＋） HBｓ抗体（−）

HBｓ抗体（−） HBｓ抗体（−） HBｓ抗体（−）

HBｓ抗体（−） HBｓ抗体（−） HBｓ抗体（−）

HBｓ抗体（＋） HBｓ抗体（＋） HBｓ抗体（−）

HBｓ抗体（−） HBｓ抗体（−） HBｓ抗体（−）

HBｓ抗原（＋） HBｓ抗体（＋） HBｓ抗体（−）

図 5 HBV 感染透析患者のベッド配置

図 6 隔離透析が不可能な場合の HBV 感染透析

改訂四版では隔離に HBs 抗原陽性者以外
に HBV DNA 陽性者を追加している．

患者のベッド配置
中和抗体である HBs 抗体陽性者を感染者
と非感染者の間に配置する．
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入口
HCV抗体（−） HCV抗体（−） HCV抗体（−）
ベッド固定

HCV抗体（−） HCV抗体（−）

HCV RNA
（＋） HCV抗体（＋）
HCV抗体（−）
HCV RNA
（−）
HCV RNA
（＋）
IFN療法後SVR HCV抗体（−）
HCV RNA
（−）

図 7 HCV 感染透析患者のベッド配置
以前は HCV 抗体陽性者を対象としていたが、
改訂四版では HCV RNA 陽性者を対象とする．

うことを推奨している．
HBV 感染患者の個室隔離またはベッド固定は，HBs 抗原陽性患者と HBV
DNA 陽性患者を対象とする．個室隔離が不可能な施設で HBV 感染患者のベッ
ド固定を行う場合は，HBV 感染患者を透析室の隅に配置して，その周囲に
HBs 抗体陽性患者（既往感染者またはワクチン接種者）を配置して，その外
側に HBs 抗体陰性である非感染患者を配置する．
2）HCV 感染患者（HCV RNA 陽性者，図 7）
HCV 新規感染率は高率であり，厳格な HCV 感染対策が必要と考えられ
る2），15）．また，国内では HBV だけではなく，HBV より感染力が弱いとされ
る HCV のアウトブレイクが多数報告されており，これらは静脈注射製剤の共
用が原因とされる事例，原因不明の事例であった．これらの透析施設では日常
的な作業の不備や感染対策の徹底不足が報告書で指摘されている16）～20）．米国
でも HCV のアウトブレイクが多数報告されており，静脈注射製剤の共用以外
に，感染者と非感染者の透析機械の共用が危険因子となったことが指摘されて
いる21），22）．このような新規感染を予防するために，HCV 感染患者のベッド固
定や隔離を行うことにより新規感染率が減少したことが，国内外から報告され
ている23）～28）．実際に HCV のアウトブレイクが報告されていること，新規感
染率の高い施設が存在すること，HCV 感染患者の固定や隔離により新規感染
率が減少したと報告されていることから，HCV 感染患者はベッド固定し，専
用の透析装置や透析関連物品を使用することを推奨する（p.49 Ⅱ章 2 参照）．
HCV 感染患者のベッド固定は HCV RNA 陽性であるキャリア患者を対象と
する．ただし，抗ウイルス療法中の HCV RNA 陰性患者や抗ウイルス療法後
24 週未満の HCV RNA 陰性患者は感染対策の対象となる．抗ウイルス療法後
24 週以降に SVR ＊ 4 を確認し，感染対策を解除する．
＊4
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SVR（sustained virological response；ウイルス学的著効）：抗ウイルス療法終了 24 週後の
HCVRNA の陰性化
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Check Point
▶肝炎のサーベイランスには，1 カ月に 1 回の血清トランスアミナーゼ検査，6 カ月に 1
回の HBs 抗原，HBs 抗体，HBc 抗体，HCV 抗体検査が推奨される．
▶ B 型急性肝炎が疑われた場合は，HBs 抗原，IgM‒HBc 抗体，HBs 抗体，HBc 抗体検
査が推奨される．
▶ C 型急性肝炎が疑われた場合は，HCV 抗体，HCV RNA 検査が推奨される．
▶肝炎発生時は，疫学的調査により感染源，感染経路，感染リスクを究明し，これらに基
づき当該施設に適合したさらなる感染対策を講じる．

これまで透析施設における各種感染予防ガイドラインやマニュアルが策定さ
れ，透析施設におけるウイルス肝炎の予防策が講じられてきた．しかし，依然
として肝炎ウイルスの院内感染が起こっていると推定されており，各透析施設
においてはそれぞれの施設に適合した感染対策を継続するとともに，常にその
見直しをはかっていく必要がある．とくに，施設内においてウイルス肝炎が新
規に発生した場合には，詳細なウイルス学的および疫学的調査を行い，感染源，
感染経路，感染リスクの特定を行い，再発防止のための新たな対策を構築して
いくことが重要である．
本稿では，院内でのウイルス感染の探知と発生時に行うウイルス学的検査，
および実地疫学的調査について概説する．

Ⅰ ウイルス肝炎発生のサーベイランス
● ウイルス肝炎は無症状のことが多いので，定期的なサーベイランスが必要である．

● 肝炎のサーベイランスには，1 カ月に 1 回の血清トランスアミナーゼ検査，6 カ月に
1 回の HBs 抗原，HBs 抗体，HBc 抗体，HCV 抗体検査が推奨される
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解説

❶ 推奨されるサーベイランス間隔
ウイルス肝炎は発症しても無症状のことが多く，ウイルス肝炎の発生を早期
に探知するためには，定期的なサーベイランスが必要である．ウイルス肝炎の
早期診断，あるいは肝炎ウイルス感染が起こってから発症までの潜伏期間にウ
イルス感染を探知できれば，当該患者における肝炎の発症や重症化の予防のみ
ならず，より迅速な院内感染対策を講じることが可能となる．日本透析医会編
の「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン（四
訂版）」では，透析患者では無症状であっても月に 1 回以上は血清トランスア
ミナーゼ値（aspartate aminotransaminase；AST，alanine aminotransferase；ALT）の検査を行うことと，６カ月に 1 回は HBs 抗原，HBs 抗体，
HBc 抗体，HCV 抗体の検査を行うことが推奨されている．

❷ 透析患者では血清トランスアミナーゼ値が低値である
透析患者の血清トランスアミナーゼ値は腎機能正常者より低値を示すことか
ら，腎機能正常者の基準値が使用できない．しかし，透析患者でも肝炎を発症
した例では血清トランスアミナーゼ値は高値となることが知られている1），2）．
したがって，経過中血清トランスアミナーゼ値が突然上昇した場合には，それ
が基準値内の変動であっても，肝炎の新規発症や肝炎の増悪の可能性を考慮す
る必要がある．透析患者における血清トランスアミナーゼの測定頻度に関して
のエビデンスはないが，透析患者では月に 1 回以上は定期検査として血液検査
を施行していることから，定期検査の際に血清トランスアミナーゼを測定する
ことが望ましいと考えられる．
一方，透析患者では血清トランスアミナーゼ値が低値であるため，血清トラ
ンスアミナーゼの測定のみで新規の感染を発見することは困難である．C 型急
性肝炎患者を対象に腎機能正常者と透析患者を比較した研究では，急性肝炎を
診断する場合，腎機能正常者では ALT の上昇が診断に有効であったのに対し，
透析患者では ALT が低値であるため HCV 抗体の陽転化が診断に有効であっ
たことが報告されている3）．したがって，６カ月に 1 回は定期的に HBs 抗原，
HBs 抗体，HBc 抗体，HCV 抗体などの肝炎ウイルスマーカーの検査を行い，
新規感染を発見することは患者の管理や治療，および透析施設の感染対策を講
じるために重要である．
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Ⅱ 急性肝炎が疑われたときのウイルス学的検査
● B 型急性肝炎が疑われた場合は，HBs 抗原，IgM ― HBc 抗体，HBs 抗体，HBc 抗体
検査が推奨される．

● C 型急性肝炎が疑われた場合は，HCV 抗体，HCV RNA 検査が推奨される．

Ⅲ
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解説
明らかな原因もなく血清トランスアミナーゼが上昇して，B 型急性肝炎また
は C 型急性肝炎が疑われた場合は，前者では HBs 抗原，IgM‒HBc 抗体，HBs
抗体，HBc 抗体，後者では HCV 抗体，HCV RNA の検査を行うことが推奨さ
れる．

❶ B 型急性肝炎
HBs 抗原の陽性は HBV の感染状態を意味し，以前の HBs 抗原が陰性であっ
た患者において，新規に HBs 抗原の陽転化を認めた場合には HBV の急性感
染が起こったと診断しうる．これに対して以前の HBs 抗原の有無が判明して
いない場合は，当該患者が急性肝炎であるか HBV キャリアからの急性増悪で
あるかが鑑別となる．この鑑別のためには，IgM‒HBc 抗体と HBc 抗体の力価
が参考になる．B 型急性肝炎では IgM‒HBc 抗体が高力価陽性，HBc 抗体は低
力価陽性であるのに対し，キャリアからの急性増悪では，IgM‒HBc 抗体は陰
性または低力価陽性で，HBc 抗体は高力価陽性であることが多い．急性感染
と診断した場合，病態の評価として HBe 抗原，HBe 抗体，HBV DNA 検査を
施行する4）．一方，B 型急性肝炎では早期に HBs 抗体が陽性化し HBs 抗原が
陰性化する場合があり，HBs 抗原が陰性でも HBs 抗体の陽転化を認めたら，
新規感染を疑い IgM‒HBc 抗体や HBV DNA などを確認する必要がある．

❷ C 型急性肝炎
C 型急性肝炎が疑われた場合，HCV RNA の検査を行う．HCV には初期感
染を示す IgM 型抗体の検査はなく，HCV 抗体が陽性化するまでのウインドウ
期が存在することや透析患者では HCV 抗体が出現しにくいことがあることか
ら，C 型急性肝炎を疑う場合には HCV RNA を測定する必要がある1）．
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Ⅲ 肝炎発生時の疫学的調査
● 肝炎発生時は，疫学的調査により感染源，感染経路，感染リスクを究明し，これらに
基づき当該施設に適合したさらなる感染対策を講じる．

● 情報収集は，時，場所，ヒトの 3 要素を考慮して行い，それらの特徴を図式化して疫
学分析する．

● 疫学的調査においては，プライバシーの保護や倫理的な配慮が必要である．

解説
急性肝炎の発生を探知した場合は，検査結果を患者本人に告知し，教育，カ
ウンセリングを行うとともに，必要な治療を開始する．この際腎臓専門医だけ
で対応することなく，肝臓専門医あるいは感染症専門医の介入を要請すること
が大切である．また急性肝炎の発生をスタッフに周知し，法令に基づく届け出
を行う．ただし，プライバシーの保護には十分配慮する．そのうえで感染調査
委員会を中心に実地疫学的調査を実施し，現場での情報収集（いつ，どこで，
誰が感染したか）とウイルス学的検査を行い，感染源および感染経路を推定す
るとともに感染リスクを明らかにし，これら検証結果を基にさらなる感染対策
を講じる．

❶ 院内感染・集団感染の存在を確認
新規の肝炎発生を認めたら，肝炎患者の治療を進めるとともに，まずそれが
真の院内感染であるか，そして集団感染が存在するかを確認する．前提として
検査の誤りや，より高感度の検査が導入されていなかったかなどの検査方法の
変化が起こっていなかったかの予備調査を行い，現場における無用な混乱を避
ける．肝炎患者については院外での肝炎ウイルスの曝露の可能性がないかなど
詳細な病歴調査を行い，院外曝露の可能性が低い場合は院内感染の疑いが強ま
る．また，一定期間内に同一施設で，通常よりも多くの肝炎が発生していた場
合には集団感染の疑いがもたれる．

❷ 感染源，感染経路，感染リスクの推定・特定
院内感染・集団感染の疑いがある場合は，調査対象症例を定義しその広がり
や特徴を調査する．ウイルス肝炎における症例定義は，前述のように血清トラ
ンスアミナーゼの上昇，HBs 抗原や HCV 抗体および HCV RNA の陽転化で
定義されるため比較的明快である．
症例定義に合致する症例をより広く拾い上げるためには積極的症例探査，す
なわちすべての患者および透析施設関係職員の生化学的・ウイルス学的検査を
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実施することが必要な場合がある．感染源として施設内の肝炎ウイルスキャリ
アが原因と推定される場合には，発症者の肝炎ウイルスゲノムと感染源となり
うるキャリアの肝炎ウイルスゲノムの相同性を塩基配列に基づき分子生物学的
に比較解析する．この解析により，感染源を特定することや単一の感染源で
あったかどうかの判定が可能な場合が多い．
感染経路については，症例定義に合致する症例において，
① 時の観点（いつから発症したか，いつ判明したかなど），

感染予防各論

② 場所の観点（どの透析ベッドを使用していたか，どこの業務を担当して

Ⅲ

いたかなど），
③ ヒトの観点（感染者は患者またはスタッフのどちらか，キャリア患者の
治療状況，肝炎を発症している患者の症状・併存疾患・検査データなど）
から情報収集する．得られた情報は，これら三つの要素に分けてその特徴を図
式化して分析する．時の要素としては，たとえば横軸を発症日，縦軸を新規発
症者数とした発症ヒストグラムを作成することで，単一曝露であったか，複数
回曝露であったかが推定できる場合がある．単一曝露が疑われる場合には，ウ
イルス肝炎の潜伏期を考慮することで曝露時期を絞り込むことができることが
ある．さらに潜伏期間を遡った時点での曝露状況を，どのユニットのどのベッ
ドで，誰が曝露されたかなど，場所とヒトの要素を加えて解析することで，ど
のような感染経路でウイルス肝炎が拡大したかが推定可能である．
これらの分析から，肝炎ウイルスが，いつ，どこで，どのように感染したか
が把握でき，さらに感染防止対策の遵守状況や発症者個人の医学的情報（ワク
チン接種歴や併存疾患の有無など）を加えて分析することで，何が危険因子（感
染リスク）となり感染が起こったかが推定可能となる．

❸ 効果的な感染対策の実施
上述の疫学分析により推定された，感染源，感染経路，感染リスクに基づき，
それぞれについての効果的な感染対策を実施する．とくに感染経路対策として
は，標準予防策やウイルス肝炎の感染予防策の遵守状況を確認したうえで，当
該施設に適合した再発防止のための実効性のある対策を行う．疫学分析の結果
から感染経路，感染リスクに関して新たな要因やエビデンスが得られた場合に
は，ワクチン接種の勧奨やスタッフに対する衛生教育の徹底などを，分析結果
に基づき実施する．

おわりに
ウイルス肝炎発生時におけるウイルス学的検査および疫学的調査について概
説した．ウイルス肝炎はその発生を未然に防ぐことがもっとも重要であるが，
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ウイルス肝炎の発生を認めた場合には，適切な調査を速やかに行い，再発防止
のための新たな対策を講じることが必要である．詳細なウイルス学的・疫学的
調査により当該施設により相応しい感染対策の構築が可能となるのみならず，
これら個々事例における調査結果の集積により普遍的な感染予防策の新たな提
言に繫がることもあると考えられる．このように肝炎発生時における詳細な調
査はきわめて重要であるが，患者および透析施設関係者に対する十分な倫理的
配慮も必要である．

Column
◉ 架空の感染事例におけるウイルス学的・疫学的調査の実施例
以下に架空の院内感染事例を挙げ，ウイルス学的・疫学的調査の実施例を紹介する．
ある透析施設（透析ベッド数 45 床，透析患者数 105 名，総職員数 55 名）における
定期サーベイランスにおいて，1 名の透析患者に新たな HBs 抗原の陽転化と AST・ALT
の上昇を認め B 型急性肝炎と診断された．当該患者に告知しカウンセリングを行うとと
もに，必要な治療を開始した．B 型急性肝炎として法令に基づき当局へ届け出るとともに，
新たな感染であり，当該施設外での感染曝露の可能性が低かったことから，院内感染が疑
われた．翌日になり新たな B 型急性肝炎患者が発生したことから，院内感染による集団
感染が強く疑われ，ただちに専門家により構成される調査委員会を設置して，プライバ
シーに十分配慮したうえで，感染源の究明，感染経路の解明に取り組んだ．
調査対象は，B 型肝炎発症者および HBV キャリアを含む全透析患者，透析施設関係者，
透析患者カルテ，透析記録，透析装置などの透析医療に関わるものすべてに及び，感染者
を広く拾い上げるために積極的な症例探査を行った．その結果，さらに 3 名の新規 HBV
感染患者が判明した．感染源については，B 型急性肝炎を発症した 5 名と当該施設で維
持透析を受けている HBV キャリア 4 名のウイルス検査から，キャリアのうちの 1 名と発
症者 5 名全員の HBV DNA の塩基配列が一致したため，発症者 5 名全員がこのキャリア
由来の HBV に感染したことが強く示唆された．発症時期の調査からは，感染が起こった
のは調査実施時より遡って 6 カ月以内と推定されたが，透析記録からはこの間に感染源
となったキャリアと発症者 5 名すべてが同一日に透析を受けたことはなく，感染の機会
は 1 度ではなかったと推定された．したがって，キャリアからの感染経路がおもなもの
と推定されるが，発症者から発症者への感染も否定できなかった．
当該施設では HBV キャリアのベッド固定が行われており，キャリアからの直接曝露は
考えにくく，また院内感染防止マニュアルも策定してあったが，院内関係者への周知徹底
は十分とはいえなかった．透析操作に伴う感染経路を詳細に検証したところ，透析装置に
は問題がなく，穿刺時の処置，およびヘパリン注入や採血による感染の可能性は低いと考
えられたが，返血用の生理食塩水による感染の可能性は否定できないと考えられた．また，
感染性廃棄物の処理に関わる感染予防上の対応も十分ではなかった．そこで今回の調査結
果を踏まえて，当該施設における返血操作や感染廃棄物に関わる院内感染防止マニュアル
をより厳格なものに改訂するとともに，新規職員はもとより関係職員全員に対して定期的
な院内研修の実施を徹底するように提言した．
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ウイルス肝炎の院内感染防止のための個別予防策・治療

3）肝炎ウイルス感染者の治療
① B 型肝炎
Check Point
▶ HBV 感染症には多彩な病態があり，透析患者では HBV 急性感染が慢性持続感染に移
行しやすい．
▶治療対象選択の指標には，① 組織学的進展度，② ALT 値，③ HBV DNA 量が重要であ
る．
▶透析患者では，治療適応の判断が困難なことが多く，肝生検を含めた総合的評価が重要
である．
▶ペグインターフェロンは，治療後も効果が持続し HBs 抗原が陰性化することがあるが，
効果は限定的で副作用も無視できない．
▶核酸アナログ薬は，経口薬でほとんどの症例で抗ウイルス作用を発揮するが，通常長期
継続投与が必要であり，透析患者では添付文書に従って投与量を調節する必要がある．
▶治療法選択は，原則としてペグインターフェロンを第一に検討するが，肝線維化進展例，
ペグインターフェロンの効果不良・不適応例では，核酸アナログ薬が第一選択薬となる．

B 型肝炎ウイルス（HBV）の持続感染は，慢性肝炎を引き起こし，最終的
に肝硬変・肝細胞癌へ進展することが問題となる．わが国における肝細胞癌の
10～15 % は B 型肝炎が原因であり，HBV の持続感染を治療により制御する
ことは肝硬変・肝細胞癌の発症を抑制するためにきわめて重要である．
わが国における HBV の持続感染者数は約 150 万人と推定されているが，透
析患者における HBs 抗原の陽性率は 1.9％と報告されており，腎機能正常者の
0.7 % に比し高率である．透析患者は HBV 曝露の高危険群であり，免疫能が
低下しているため急性感染でも腎機能正常者に比しキャリア化・慢性化しやす
い．また，HBs 抗原が陰性であるにもかかわらず HBV DNA が陽性である，
いわゆる occult HBV 感染が多いことも透析患者の特徴である．
本稿では，透析患者における B 型肝炎の治療について概説する．
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３）肝炎ウイルス感染者の治療 ① B 型肝炎

Ⅰ HBV 持続感染の自然経過と治療対象
● HBV 感染症は，急性肝炎，慢性肝炎，無症候性キャリア，潜伏感染，再活性化など
多彩な病態がある．

● 透析患者では HBV 急性感染が慢性持続感染に移行しやすい．

● 抗ウイルス療法の治療目標は，
「肝炎の活動性と肝線維化進展の抑制による慢性肝不
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全の回避ならびに肝細胞癌発生の抑止」である．

● 治療対象選択の指標には，① 組織学的進展度，② ALT 値，③ HBV DNA 量が重要で
ある．

● 透析患者では，治療適応の判断が困難なことが多く，肝生検を含めた総合的評価が重
要である．

解説
HBV 感染症は，急性肝炎，慢性肝炎，無症候性キャリア，潜伏感染，再活
性化など多彩な病態がある．出産時ないし乳幼児期や透析患者などの免疫不全
状態で HBV に感染すると持続感染に移行しやすい．HBV 持続感染の多くは
HBe 抗原陽性から HBe 抗体陽性へと HBe 抗原セロコンバージョンを起こし
て非活動性キャリアとなり，ほとんどの症例で病態は安定化する．しかし，約
1 割の症例ではウイルスの活動性が持続して慢性肝炎の状態が続き，年率約
2 % で肝硬変へ移行し，肝細胞癌，肝不全に進展する1）～3）．したがって，日常
臨床ではこれらの病態を十分把握したうえで治療対象を選択し治療方針を決定
する必要がある．

❶ HBV 持続感染者に対する治療
HBV 持続感染者に対する抗ウイルス療法の治療目標は，「肝炎の活動性と肝
線維化進展の抑制による慢性肝不全の回避と肝細胞癌発生の抑止，およびそれ
による生命予後ならびに QOL の改善」である4）．したがって，活動性があり
肝線維化進展や肝細胞癌の発生リスクが高い症例が治療対象となる．治療対象
を選択するうえでもっとも重要な項目は，① 組織学的進展度，② ALT 値，
③ HBV DNA 量である．慢性肝炎については HBe 抗原の有無にかかわらず，
ALT 31 U/L 以上かつ HBV DNA 4 log copies/mL 以上の症例は治療対象であ
り，肝硬変では HBV DNA が陽性であれば，HBe 抗原，ALT 値，HBV DNA
量にかかわらず治療すべきである．
透析患者では肝炎の活動性があっても，腎機能正常者に比し ALT が低値で
あることが多く，治療方針の決定には肝生検による組織学的評価が重要とな
る．また，HBe 抗原陰性の慢性肝炎は，HBe 抗原陽性例と比較し高齢で線維
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化進展例が多いため，より進んだ病期と認識すべきである点に注意を要する．

❷ 無症候性，非活動性キャリア
一方，HBe 抗原陽性の無症候性キャリア，および HBe 抗原陰性の非活動性
キャリアには治療適応がない．しかし，HBV DNA が陽性であり，かつ線維
化が進展し発癌リスクが高いと判断される症例は治療対象となる．すなわち，
ALT が軽度あるいは間欠的に上昇する症例，40 歳以上で HBV DNA 量が多
い症例，血小板数 15 万未満の症例，肝細胞癌の家族歴のある症例，画像所見
で線維化進展が疑われる症例は発癌リスクが高いため，肝生検や非侵襲的方法
により肝線維化を評価することが推奨される．
このように，患者の年齢や線維化の程度など病態進展に影響を与えるリスク
因子は複雑であり，個々の症例における治療適応については総合的かつ専門的
な判断を要することが多い．また，治療対象とならず経過観察を基本とする症
例でも，発癌リスクの高い症例では定期的な画像検査による肝細胞癌のサーべ
イランスが必要である．

Ⅱ B 型慢性肝炎・肝硬変の抗ウイルス療法
● B 型慢性肝炎・肝硬変に対する抗ウイルス薬には，インターフェロンと核酸アナログ
薬がある．

● ペグインターフェロンは，drug free で治療効果が持続し HBs 抗原が陰性化すること
があるという利点があるが，効果は限定的で副作用も無視できない．

● 核酸アナログ薬は，経口薬でほとんどの症例で抗ウイルス作用を発揮するが，通常長
期継続投与が必要であり，透析患者では投与量を調節する必要がある．

● 治療法選択は，原則としてペグインターフェロンを第一に検討するが，肝線維化進展
例，ペグインターフェロンの効果不良・不適応例では，核酸アナログ薬が第一選択薬
となる．

解説

❶ 治療に用いる抗ウイルス薬
B 型肝炎における抗ウイルス薬としては，インターフェロンと核酸アナログ
薬の 2 種類がある．インターフェロンと核酸アナログ薬ではその特性が大きく
異なり，その優劣を単純に比較することはできないが，表にその特性を示す．
治療薬の選択に当たっては，B 型肝炎の自然経過，およびペグインターフェロ
ンと核酸アナログ薬の薬剤特性をよく理解し，個々の症例の病態に応じた方針
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表

３）肝炎ウイルス感染者の治療 ① B 型肝炎

ペグインターフェロンと核酸アナログ製剤の薬剤特性
核酸アナログ製剤

ペグインターフェロン

エンテカビル・テノホビル

抗ウイルス蛋白の誘導
免疫賦活作用

直接的ウイルス複製阻害

投与経路

皮下注射

経口投与

治療期間

期間限定（24～48 週間）

原則として長期継続投与

薬剤耐性

なし

まれ＊1

副作用頻度

高頻度かつ多彩

少ない

催奇形性・発癌

なし

催奇形性，および長期投与での発癌の可
能性が否定できない

妊娠中の投与

原則として不可＊2

危険性は否定できない＊3

非代償性肝硬変への投与

禁忌

可能＊4

治療反応例の頻度

治療中止後の効果持続

HBe 抗原陽性の 20～30%
HBe 抗原陰性の 20～40%
（予測困難）
セロコンバージョン例では高率
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作用機序

非常に高率

低率

： エンテカビルでは３年で約１% に耐性変異が出現，テノホビルでは６年間投与で耐性変異の出現
は認めなかったと報告されている．

＊1

： ヨーロッパ肝臓学会（EASL），アジア太平洋肝臓学会（APASL）の B 型慢性肝炎に対するガイド
ラインでは，妊娠中の女性に対する Peg‒IFN の投与は禁忌とされている．

＊2

： FDA 薬剤胎児危険度分類基準において，エンテカビルは危険性を否定することができないとさ
れるカテゴリー C であるが，テノホビルはヒトにおける胎児への危険性の証拠はないとされるカ
テゴリー B とされている．

＊3

： 非代償性肝硬変に対する核酸アナログ投与による乳酸アシドーシスの報告があるため，注意深い
経過観察が必要である．

＊4

〔日本肝臓学会：B 型肝炎治療ガイドライン（第 2.1 版）参考 URL 1），p. 7 より引用・改変〕

を決定する必要がある．

❷ ペグインターフェロン
ペグインターフェロンは期間を限定して投与することで持続的効果を目指す
治療である．治療反応例では drug free で治療効果が持続するという利点があ
り，HBs 抗原が陰性化するという報告もある．透析患者でも腎機能正常者と
同等の投与量でよいことも利点として挙げられる．しかし，ペグインターフェ
ロンにより治療効果が得られる症例は HBe 抗原陽性の場合 20～30 % ，HBe
抗原陰性では 20～40 % にとどまる．透析患者では腎機能正常者に比し，血球
減少をはじめとする副作用が出やすいことにも注意が必要である．
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❸ 核酸アナログ薬
一方，核酸アナログ薬は強力な HBV DNA 増殖抑制作用を有し，ほとんど
の症例で抗ウイルス作用を発揮し，肝炎を鎮静化させる．また，現在第一選択
薬となっているエンテカビルやテノホビルは耐性変異出現率がきわめて低い．
経口薬であるため治療が簡便であり，短期的には副作用がほとんどないことも
利点である．しかし投与中止による再燃率が高いため長期継続投与が必要であ
り，インターフェロン治療と比較して HBs 抗原量の低下が少ないことも指摘
されている．さらに長期投与において薬剤耐性変異株が出現する可能性，さら
に安全性の問題を残している．
核酸アナログ薬を腎機能低下例や透析患者に投与する場合は，高い血中濃度
が維持されるおそれがあるので，添付文書に従って投与量を調節する必要があ
る．エンテカビルの場合は，通常量 0.5 mg を 7 日に 1 回，ラミブジン不応患
者では 1.0 mg を 7 日に 1 回，透析日の場合は透析後に投与する．またテノホ
ビルの場合は，300 mg を 7 日に 1 回，透析後または累積約 12 時間の透析終了

〈初回治療〉

〈再治療〉
IFN 治療への
（+）
反応性＊3

Peg‒IFN＊1

慢性肝炎

〈治療開始基準〉
HBV DNA 4.0 log copies/mL
以上，かつ
ALT 31U/L 以上
（HBe 抗原は問わない）

IFN 治療への
反応性＊3（ ― ）

ETV or TDF＊2

肝硬変

〈治療開始基準〉
HBV DNA 陽性
（ALT 値，ならびに HBe 抗原は
問わない）

〈再燃時〉
① Peg‒IFN（IFN）
② ETV or TDF
ETV or TDF

〈ETV 中止後の再燃時＊4〉
① ETV or TDF
② Peg‒IFN（IFN）

ETV or TDF＊2

： HBe 抗原セロコンバージョン率や HBV DNA 陰性化率が必ずしも高くはないこと，個々の症例
における治療前の効果予測が困難であること，予想される副反応などを十分に説明すること．

＊1

： 長期継続投与が必要なこと，耐性変異のリスクがあることを十分に説明すること．挙児希望があ
る場合には，妊娠中の投与のリスクについて説明すること．

＊2

： ALT 正常化，HBV DNA 量低下（HBs 抗原量低下）
，さらに HBe 抗原陽性例では HBe 抗原陰性
化を参考とし，治療終了後 24～48 週時点で判定する．

＊3

： ETV 中止後再燃時の再治療基準：HBV DNA 5.8 log copies/mL 以上，または ALT 80 U/L 以
上．

＊4

図

慢性肝炎・肝硬変に対する抗ウイルス療法の基本方針

〔日本肝臓学会：B 型肝炎治療ガイドライン（第 2.1 版）参考 URL 1），p. 54 より引用・改変〕
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３）肝炎ウイルス感染者の治療 ① B 型肝炎

後に投与する．

❹ 治療法の選択
日本肝臓学会「B 型肝炎治療ガイドライン」における，B 型肝炎に対する抗
ウイルス療法の基本方針について図に示す．本ガイドラインでは，慢性肝炎に
対する初回治療では，HBe 抗原陽性・陰性や HBV ゲノタイプにかかわらず，
原則としてペグインターフェロン単独治療を第一に検討することが推奨されて

感染予防各論

いる．一方，肝線維化が進展し肝硬変に至っている可能性が高い症例，ペグイ

Ⅲ

ンターフェロンの効果不良例や不適応例では，長期寛解維持を目的とした核酸
アナログ薬（エンテカビル，テノホビル）が第一選択薬となる．とくに肝硬変
では，代償性・非代償性にかかわらず，核酸アナログ薬が第一選択薬となり，
治療中止後の再燃は肝不全を誘発するリスクがあるため，生涯にわたる治療継
続が基本である．

Ⅲ B 型急性肝炎への対応
● B 型急性肝炎では，劇症化や慢性化が懸念されないかぎり基本的に抗ウイルス療法の
適応はない．

● 透析患者では慢性化しやすいことを考慮して慎重に対応する必要がある．

解説
B 型急性肝炎は自然治癒傾向の強い疾患であるため，劇症化や慢性化が懸念
されないかぎり基本的には抗ウイルス療法の適応はない．しかし，透析患者で
は慢性化しやすく，また院内感染による劇症肝炎の報告もあり注意が必要であ
る．慢性化が疑われる症例や急性肝炎重症型ではラミブジンを投与することが
推奨されるが，急性肝炎に対する抗ウイルス療法には保険適用はなく，ラミブ
ジンの投与前には HIV（ヒト免疫不全ウイルス）感染症の合併の有無を確認し，
HIV の治療が単剤とならないように留意する必要がある．

おわりに
以上，B 型肝炎の抗ウイルス療法について概説した．B 型肝炎は病態が複雑
であり，日常臨床において治療対象や治療法の選択などの治療方針の決定に難
渋することが多い．とくに透析患者ではしばしば困難であり，個々の症例にお
いて高度な専門的判断を要することが多い．したがって，個々の症例における
診療方針の決定には，肝臓専門医との連携による総合的かつ専門的な判断が重
要となる．
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Column
◉ B 型肝炎ウイルスの完全排除を目指した治療 ― 今後の展望
HBV が肝細胞に感染すると，HBV ゲノムである不完全二重鎖 DNA が完全二重鎖
DNA に修復され cccDNA が形成される．cccDNA は感染細胞の核内に終生持続的に潜
伏し，ミニクロモゾームとして働き HBV ゲノムや HBV 蛋白をコードする種々の mRNA
転写の鋳型となる．現行の核酸アナログ薬は，pregenome mRNA から HBV ゲノム
DNA の逆転写過程を阻害するのみであるため，核内に潜伏する cccDNA の直接排除は
起こらず HBV の完全排除は困難である．したがって，薬剤中止による肝炎再燃のため生
涯にわたる投与が必要であり，また cccDNA からのウイルス蛋白翻訳を抑制しないため
発癌抑制効果が限定的である．現行のインターフェロンや核酸アナログ薬による治療で
は，cccDNA が核内に終生持続的にとどまることが HBV 感染の完全制圧を困難としてお
り，これらを補完する新規クラスの抗ウイルス治療薬の開発が望まれている．
新規クラスの抗ウイルス薬として，HBV の肝細胞への侵入を阻害する薬剤，HBV の不
完全二重鎖 DNA から cccDNA が形成される過程を阻害する薬剤，cccDNA から転写さ
れる HBV の mRNA を抑制する薬剤，ヌクレオキャプシッドの阻害薬が研究・開発途上
である．また，免疫を調節する薬剤として，各種サイトカイン，制御性 T 細胞阻害薬，
Toll 様受容体作動薬，DNA ワクチンなども研究されている．

■文

献
1） Fattovich, G.，Bortolotti, F. and Donato F.： Natural history of chronic hepatitis B：
special emphasis on disease progression and prognostic factors. J. Hepatol. 2008；

48：335‒352

2） Ganem, D. and Prince, A.M.： Hepatitis B virus infection－natural history and clinical
consequences. N. Engl. J. Med. 2004；350：1118‒1129

3） McMahon, B.J.： Natural history of chronic hepatitis B. Clin. Liver Dis. 2010；14：
381‒396

4） Asahina, Y.，Hayashin, N.，Hiramatsu, N.，et al.：JSH guidelines for the management
of hepatitis B virus infection. Hepatol. Res. 2014； 44：1‒58

■ 参考 URL（2016 年 2 月現在）
1） 日本肝臓学会：B 型肝炎治療ガイドライン（第 2.1 版）．2015 年５月

https://www.jsh.or.jp/medical/guidelines/jsh_guidlines/hepatitis_b

（朝比奈靖浩）
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Check Point
▶透析患者の HCV 感染率は高率であり，生命予後を低下させる合併症であることから，
積極的な抗ウイルス療法の施行が期待される．
▶genotype 1 型で NS5A 耐性変異のない透析患者では，DAA 療法により 95％以上の
SVR が期待できる．
▶genotype 2 型では透析患者で使用できる DAA がない．Peg―IFN 単独療法により，
HCV RNA 量が 6.5 Log IU/mL 未満の患者を選択した場合，SVR が 88％と高率であり，
十分な効果が期待できる．

1989 年に C 型肝炎ウイルス（HCV）が発見され，輸血製剤の抗体スクリー
ニングが可能となり，輸血による新規感染は激減した．また，1990 年にエリ
スロポエチン製剤が保険適用となり，輸血を施行する機会も減少した．しかし，
慢性透析患者の 2007 年の HCV 抗体陽性率 9.8 %，2006～2007 年の HCV 抗体
陽転化率 1.0 % と，一般人口と比較して非常に高率である1），2）．2007 年の透析
導入患者の HCV 抗体陽性率は 7.9 % と導入時から高率であり，慢性透析患者
での輸血の機会は減少したが，有病率の高い原因の一つとなっている．非感染
透析患者と比較して，HCV 感染透析患者の生命予後は低率であり，肝硬変や
肝がんの発症率が高いことが報告されている3）．HCV 感染透析患者の生命予
後改善や透析施設での有病率や新規感染率の低下のため，抗ウイルス療法の施
行は重要である．
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Ⅰ 抗ウイルス療法の変遷
● わが国の C 型肝炎治療は 1992 年に従来型 IFN が保険適用となり，その後 2011 年

に第 1 世代の DAA が登場して，Peg―IFN と RBV との３剤併用療法により，SVR は

約 90％までに上昇した．

● 2014 年には IFN フリーの DAA が保険適用となり，この SVR は 95～100％と非常
に高率である．

解説

❶ インターフェロン（IFN）を基本とする治療（表 1，図 1）
わが国では 1992 年に C 型慢性肝炎に対して従来型インターフェロン（IFN）
表 1 C 型肝炎に対する抗ウイルス療法の変遷
（IFN を基本とする治療）
SVR ※
1992 年
2001 年
2003 年
2004 年

インターフェロン（IFN）単独療法
IFN＋リバビリン併用療法
ペグインターフェロン（Peg‒IFN）単独療法
Peg‒IFN+ リバビリン併用療法

5％
20％
20％
50％

direct‒acting antiviral（DAA）
2011 年
2013 年

Peg‒IFN+ リバビリン + テラプレビル 併用療法
Peg‒IFN+ リバビリン + シメプレビル 併用療法

透析患者ではリバビリンが禁忌
※
：genotype 1・高ウイルス量での SVR

1．rapid virological response（RVR）
治療開始 4 週後の HCV RNA の陰性化
2．end-of-treatment response（ETR）
治療終了時の HCV RNA の陰性化
3．sustained virological response（SVR12）
投与終了後 12 週の HCV RNA の陰性化
4．SVR24
投与終了後 24 週の HCV RNA の陰性化
RVR

治療 4
開始

ETR

治療
終了

SVR12

12

図 1 抗ウイルス療法の効果判定
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24（週）

70％
90％
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表 2 genotype 1 型に対する IFN フリー DAA 療法
薬

剤

治療期間

SVR(%)

透析適応

24 週

85 ＊

可

2014 年 9 月

ソフォスブビル +
レディパスビル

12 週

100 ＊＊

不可

2015 年 9 月

ギリアド・
サイエンシズ

バリタブレビル/リトナ
ビル + オムビタスビル

12 週

95 ＊３

可

2015 年 11 月

アッヴィ合同
会社

ダクラタスビル +
アスナプレビル

発

売

発売元
ブリストル・
マイヤーズ
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SVR は第 3 相試験のデータ．＊：SVR24，＊＊，＊ 3：SVR12

が保険適用となったが，もっとも難治でありもっとも多く存在する，genotype1 型・高ウイルス量の C 型慢性肝炎に対するウイルス学的著効（sustained
virological response；SVR）は 5～10 % と低率であった．その後，2001 年に
従来型 IFN＋リバビリン（RBV）併用療法，2003 年にペグインターフェロン
（Peg‒IFN）単独療法，そして 2004 年には Peg‒IFN＋RBV 併用療法が保険適
用となり，SVR は約 50% までに向上した．その後 2011 年には直接作用型抗
ウイルス薬（direct‒acting antiviral；DAA）であるテラプレビル と Peg‒IFN
＋RBV 併用療法，2013 年 Peg‒IFN＋RBV＋シメプレビル併用療法が保険適用
となり，SVR は約 90 % まで飛躍的に向上した．

❷ IFN を使用しない治療（表 2）
わが国では 2014 年に IFN フリー，内服薬のみでの治療であるダクラタスビ
ル＋アスナプレビル療法が保険適用に，2015 年にはソフォスブビル＋レディ
パスビル療法，バリタブレビル/リトナビル＋オムビタスビル療法が保険適用
となった．この SVR は 95～100% と非常に高率であり4）～6），C 型慢性肝炎は
根治を目指せる時代に突入した．

❸ 透析患者での治療
2011 年に日本透析医学会より公開された，
「透析患者の C 型ウイルス肝炎治
療ガイドライン」7）（ガイドライン）では，従来型 IFN 単独療法または Peg‒
IFN 単独療法が推奨されている．実際に透析患者では RBV の使用が禁忌であ
るため，RBV を併用するすべての治療法が施行できないことから，ガイドラ
イン作成当時は，腎機能正常者で可能であった RBV 併用療法の恩恵を受けら
れない状況にあった．IFN フリーの登場する 2014 年までは，抗ウイルス療法
を施行する場合，IFN 療法を否応なく選択することとなり，治療の普及が低
率である原因の一つであった．
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Ⅱ 透析患者での抗ウイルス療法の治療成績
● 国内での HCV 感染透析患者を対象とした Peg‒IFNα2a の単独療法の多施設共同研
究 で は，genotype 1 型 で HCV RNA 量 が 5.7 Log IU/mL 未 満 の SVR 64%，
genotype 2 型で HCV RNA 量が 6.5 Log IU/mL 未満の SVR 88% と，cut off 値を
設定して治療した場合，非常に高い治療効果が得られた．

● 国内での HCV 感染透析患者の genotype 1 型を対象としたダクラタスビル + アス

ナプレビル療法の多施設共同研究では，SVR12 が 95％と，IFN フリー DAA 療法の
非常に高い効果が明らかとなった．

解説

❶ 国内での Peg‒IFNα2a 単独療法の多施設共同研究での治療成績 8）
REACH study（Recommendation of Peg‒IFNα2a treatment for hepatitis
C patients on Hemodialysis）は，国内での HCV 感染透析患者に対する Peg‒
IFNα2a の有効性と安全性を検討する多施設の前向き介入研究で，参加施設
数は 20 施設，56 人の患者を対象に行われた．
治療は gerotype に関係なく，低ウイルス量（HCV‒RNA 5.0 Log IU/mL 未
満）は Peg‒IFNα2a 90 µg/week，高ウイルス量（HCV‒RNA 5.0 Log IU/mL
以上）は Peg‒IFNα2a 135μg/week で，48 週間の治療が行われた．対象は
gerotype 1 型の高ウイルス量 33 人，低ウイルス量 8 人，gerotype 2 型の高ウ
イルス量 9 人，低ウイルス量 6 人であった．全症例の 75% が高ウイルス量で
あったにもかかわらず 39 %（1 型 29 %，2 型 67 %）と高い SVR が得られた．
また，ウイルス型別での SVR が高率となる HCV RNA 量の cut off 値は，1 型
では HCV RNA 量が 5.7 Log IU/mL 未満で SVR 64 %，2 型では HCV RNA
量が 6.5 Log IU/mL 未満 で SVR 88 % であった．Peg‒IFNα2a 療法は，単独
療法であっても高い SVR が得られ，とくに cut off 値を設定して治療した場合，
非常に高い治療効果が得られることが明らかとなった．

❷ 国内での gerotype 1 型を対象とした DAA 療法の治療成績
― ダクラタスビル＋アスナプレビル療法

北海道大学の坂本直哉先生が中心となった NORTE study group の治療成績
を紹介する．対象は男性 15 人，女性 6 人の 21 人．年齢は 63（50～79）歳，
透析歴は 7（1.5～33）年，HCV RNA 量は 5.7（2.9～6.8）Log IU/mL，NS5A
耐性変異は Y93 変異 3 人の患者背景．治療はダクラタスビル 60 mg/day＋ア
スナプレビル 200 mg/day を 24 週間内服，治療終了 12 週後の HCV RNA 陰
性（SVR12）で効果判定が行われた．結果 SVR12 は 95.2 %（20/21）ときわめ
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て高い効果が明らかとなった9）．
第 60 回日本透析医学会学術集会（横浜，2015 年）で藤田記念病院内科の宮
崎良一先生の発表を紹介する．対象は男性 6 人，女性 4 人の 10 人．患者背景
は年齢 59～78 歳，HCV RNA 量 2.9～6.1 Log IU/mL，NS5A 耐性変異は L31
変異 2 人である．治療はダクラタスビル 60 mg/day＋アスナプレビル 200 mg/
day を 24 週間内服，SVR12 で効果判定が行われた．結果 SVR12 は 100 %
（10/10）ときわめて高い効果が明らかとなった10）．
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Ⅲ 透析患者への抗ウイルス療法の実際
● HCV 感染透析患者の治療選択は，genotype 1 型は DAA 療法，genotype 2 型は
Peg‒IFN 単独療法である．

解説
透析患者でのガイドライン作成からすでに 5 年が経過しており，この間にエ
ポックメーキングである DAA が登場して，透析患者での抗ウイルス療法もパ
ラダイムシフトを迎えている．透析患者においても大多数を占める genotype 1 型
で NS5A 耐性変異のない症例では，DAA 内服治療を完遂できれば 100 % に近
い SVR が期待できる．DAA 療法では IFN 療法と異なり，併用禁忌薬が多い
ことが難点であるが，IFN 療法のようなインフルエンザ様症状はなく，その
他の副作用も軽微である．とくにダクラタスビル＋アスナプレビル療法では，
透析患者での有効性と安全性が確立されつつある．また，薬物動態的に透析患
者でも使用可能である，バリタブレビル/リトナビル＋オムビタスビル療法は，
米国では透析患者にも使用されており，国内では末期腎不全患者での第 4 相試
験が開始予定で，有効性と安全性が検討される．
genotype 2 型の治療は，2015 年にソフォスブビル＋RBV 療法が保険適用と
なった．DDA で唯一 genotype 2 型に使用可能な薬剤であり，SVR 96.4% と
非常に効果の高い治療法であるが，併用薬が RBV であることから透析患者で
は適応できない．genotype 2 型の透析患者での治療は，すでにエビデンスの
ある Peg‒IFN 単独療法が第一選択となる．REACH study の結果から，genotype 2 型に対する Peg‒IFN 単独療法で，HCV RNA 量が 6.5 Log IU/mL 未満
の患者を選択した場合，SVR が 88 % と高率であり，十分な効果が期待できる．

● 透析患者での抗ウイルス療法の治療選択
▶ genotype 1 型（効きづらい）

•ダクラタスビル＋アスナプレビル（Y93/L31 変異なしの症例）24 週
•バリタブレビル/リトナビル＋オムビタスビル（Y93 変異なしの症例）
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12 週
• Peg‒IFN 単独療法

24～48 週

▶ Genotype 2 型（効きやすい）

• Peg‒IFN 単独療法

24～48 週

おわりに
わが国のガイドライン作成から 5 年が経過しており，この間に透析患者でも
使用可能な DAA が発売されて，安全性と高い SVR が得られることが確認さ
れている．いまだに透析患者の HCV 感染率は高率であり，生命予後を低下さ
せる合併症であることから，積極的な抗ウイルス療法の施行が期待される．

■文
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Check Point
▶抗ウイルス治療の進歩により C 型肝炎による肝癌は減少しているが，B 型肝炎による
肝癌は減少していない．
▶ B 型肝炎では，肝癌の合併がある状態でも核酸アナログ治療は適応がある．
▶肝癌治療後の B 型肝炎に対する核酸アナログ治療は，肝癌の再発を抑制し，生命予後
を改善する．
▶ C 型肝炎に対する抗ウイルス治療は，肝癌の合併があると適応がないが，手術やラジ
オ波焼灼療法などで根治すれば適応がある．
▶肝癌治療後の C 型肝炎に対するインターフェロン治療は，肝癌の再発を抑え，生命予
後を改善する可能性がある．

Ⅰ 肝硬変・肝癌の疫学
● 肝硬変の成因の 53% が C 型肝炎，12% が B 型肝炎である．

● C 型肝炎治療の進歩，普及により，C 型肝炎による肝硬変，肝癌は減少している．
● B 型肝炎による肝硬変は減少傾向があるが，肝癌は減少していない．

解説

❶ 肝硬変の成因
第 50 回日本肝臓学会総会のポスターシンポジウムにおいて，肝硬変の成因
に関する全国調査が行われた．30 以上の施設から 26,293 例の肝硬変例を収集
し，その成因を分析したところ，肝硬変の 53% が C 型肝炎，12% が B 型肝炎
であった（図 1）．成因の年次推移の分析では肝硬変のうち C 型肝炎が占める
割合は 2007 年以前と 2008 年以降の比較で 61% から 49% へと減少したのに対
して，B 型肝炎が占める割合は 14% から 11% へと減少していた．C 型肝炎に
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自己免疫性肝炎
2%

その他
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B 型肝炎
12%

（%）
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6.9

13.1
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原発性胆汁性肝硬変
3%
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83.3

75.9
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11.0

11.2

40

アルコール性
18%

C 型肝炎
53%

B 型肝炎＋C 型肝炎
1%

図 1 肝硬変の成因
〔第 50 回日本肝臓学会総会：ポスターシンポジウム 2014
年全国調査（26,293 例），泉 並木 監：肝硬変の成因別
実態 2014．2015，p. 2，医学図書出版より引用〕
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非B非C
C 型肝炎
B 型肝炎
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9.8

10.1

1996~ 2001~ 2006~ 2011~ （年）
2000
2005
2010
2014

図 2 武蔵野赤十字病院（2,399 例）における
肝癌の成因の年次推移

対する抗ウイルス治療は急速に進歩，普及していることが，C 型肝炎による肝
硬変の減少に寄与していると推察される．

❷ 肝癌の成因
武蔵野赤十字病院における初発肝癌 2,399 例の分析では，肝癌の成因のうち
C 型肝炎の占める割合は，1996～2000 年は 83%，2001～2005 年は 76%，2006
～2010 年は 68%，2011 年以降は 58% と年々減少している（ 図 2）．これも C
型肝炎に対する抗ウイルス治療の進歩，普及によるものと推察される．一方，
B 型肝炎の占める割合は約 10% で不変であることから，現状の B 型肝炎治療
は発癌を抑止するという観点では十分な効果を発揮できていない．一方，C 型
肝炎でも B 型肝炎でもない非 B 非 C 型肝癌が増加傾向であり，1996～2000 年
の 7% に対して 2011 年以降では 32% である．その原因は多彩であるが，非ア
ルコール性脂肪肝，糖尿病，あるいは C 型肝炎ウイルス排除後などの病態が，
新たな発癌母地として重要性を増している．
このように，C 型肝炎，B 型肝炎は明らかな発癌リスクであり，また C 型
肝炎ウイルスの排除により肝癌が減少することは疫学データからも明らかであ
るため，透析患者においても積極的な抗ウイルス治療を行うことが推奨され
る．B 型肝炎と C 型肝炎に対する抗ウイルス治療は前項で詳述されているため，
本稿ではすでに肝癌を発症した症例に対する抗ウイルス治療について焦点を
絞って解説する．
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3）肝炎ウイルス感染者の治療 ③ 肝癌合併例

Ⅱ 肝癌を合併した B 型肝炎の治療
● 肝癌治療後の B 型肝炎に対する核酸アナログ治療は，肝癌の再発を抑制する．
● 肝癌治療後の B 型肝炎に対する核酸アナログ治療は，生命予後を改善する．
● 上記の効果は，核酸アナログの種類により差異はない．

● B 型肝炎では，肝癌の合併がある状態でも核酸アナログ治療であれば適応がある．

Ⅲ
感染予防各論

● 手術やラジオ波焼灼療法などにより肝癌が根治できれば，インターフェロン治療も適
応となる．

解説

❶ 再発抑制効果
肝癌を発症した場合，3 cm 未満で 3 個以下，あるいは 5 cm 未満で単発の場
合には，肝切除や経皮的ラジオ波焼灼療法で局所を根治させることが可能であ
る．しかしながら，B 型肝炎がある場合には，背景の肝臓全体の発癌ポテン
シャルが高いため，肝臓の別部位に新たな肝癌が再発する確率はきわめて高い．
肝癌を治療した後に抗ウイルス治療を施行した結果が報告されている．ラン
ダム化比較試験は核酸アナログ治療では 2 報，インターフェロンでは 3 報の報
告がある．核酸アナログでは再発抑制効果があったのに対し，インターフェロ
ンではその効果がなかった．核酸アナログ治療の 2 報は，それぞれ 163 例，
200 例の肝切除治療例を対象とし，前者はラミブジン1），後者はアデホビル・
エンテカビル2） による再発抑制効果を検討した．無治療と比較した再発のハ
ザード比はそれぞれ 0.51，0.64 であり，メタ解析では 0.57（95% CI 0.43～0.74）
と有意に再発抑止効果があった3）（図 3）．ランダム化比較試験ではない核酸ア
ナログ治療のコホート研究 16 論文では，有意な再発抑制効果を示したのが 7
論文であったが，メタ解析では，無治療と比較した再発のハザード比は 0.63
（図 3）．
（95% CI 0.54～0.74）と有意な抑制効果を示した3）
したがって，肝癌合併の B 型肝炎に対する核酸アナログ治療は，肝癌の再
発を抑制することが証明されており，積極的な治療導入が推奨される．

❷ 生命予後の改善
肝癌を治療した後に核酸アナログ治療を施行すると，肝癌の再発が抑制され
ることから，生命予後も改善すると期待される．加えて，核酸アナログ治療は
肝機能を改善する効果もある．651 例の肝硬変あるいは肝線維化進行例に対し
てラミブジンとプラセボを無作為に割り付けたランダム化比較試験では，ラミ
ブジンにより肝機能の増悪が阻止されることが示された4）．またエンテカビル
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核酸アナログ治療による肝がん再発抑制効果
＜ランダム化比較試験＞

HR（95%CI）

Weigh:

Yin,

0.51（0.35, 0.74）

52.56

Huang,

0.64（0.43, 0.94）

47.44

Subtotal（I−squared=0.0% p=0.404）

0.57（0.43, 0.74）

100.00

.05

.5
Favor NA

核酸アナログ治療による肝がん再発抑制効果
＜コホート研究＞

1

2
Favor Control
HR（95%CI）

Weigh:

Kuzuya,

0.80（0.33, 1.94）

2.85

Kubo,

0.13（0.03, 0.61）

1.07

Koda,

0.93（0.40, 2.17）

3.08

Chuma,

0.57（0.29, 1.11）

4.51

Li,

0.64（0.39, 1.05）

6.99

Chan,

0.63（0.39, 1.00）

7.36

Yang,

0.61（0.44, 0.83）

11.32

Wu,

0.73（0.61, 0.87）

16.04

Su,

0.68（0.42, 1.08）

7.36

Ke,

0.80（0.55, 1.16）

9.62

Yan,

0.49（0.24, 1.01）

3.94

Yin,

0.76（0.62, 0.92）

15.34

Nishikawa,

0.51（0.31, 0.84）

6.99

Zhang,

0.22（0.07, 0.65）

1.94

Zhang,

0.32（0.06, 1.89）

0.80

Hann,

0.04（0.01, 0.22）

0.78

Overall（1−squared=41.7%, p=0.041）

0.63（0.54, 0.74）

100.00

5.0e−06

Favor NA

.5 1 3.5 10
Favor Control

図 3 肝癌合併 B 型肝炎に対する核酸アナログ治療の肝癌再発抑制効果：メタ解析
〔Liu, G.M., et al.：Hepatol. Res. 20153）より改変・引用〕

治療により 3 年後に 57% の症例で肝線維化が改善し，さらに肝硬変を含む線
維化進行例でも 85% の症例で肝線維化が改善した5）．
肝癌を治療した後に核酸アナログ治療を行った上述のランダム化比較試験 2
報では，無治療と比較した死亡のハザード比はそれぞれ 0.29，0.55 であり，メ
タ解析では 0.41（95% CI 0.22～0.78）と有意に生命予後改善効果があった3）
（ 図 4）
．ランダム化比較試験ではない核酸アナログ治療のコホート研究 15 論
文では，有意な再発抑制効果を示したのが 6 論文であったが，メタ解析では，
無治療と比較した死亡のハザード比は 0.62（95% CI 0.50～0.76）と有意な抑制
．
効果を示した3）（図 4）
したがって，肝癌合併の B 型肝炎に対する核酸アナログ治療は，肝癌の再
発を抑制するのに加えて，生命予後も改善することが証明されており，積極的
な治療導入が推奨される．

❸ 保険適応と薬剤選択
B 型肝炎では，肝癌の合併がある状態でも核酸アナログ治療の適応がある．
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核酸アナログ治療による生存延長効果
＜ランダム化比較試験＞

3）肝炎ウイルス感染者の治療 ③ 肝癌合併例

HR（95%CI）

Weigh:

Yin,

0.29（0.17, 0.49）

45.35

Huang,

0.55（0.39, 0.79）
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Subtotal（I−squared=75.8% p=0.042）
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Ⅲ

2
Favor Control

HR（95%CI）

Weigh:

Kuzuya,
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1.36（0.53, 3.49）

3.99

Koda,
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Li,
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Yang,
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Wu,
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Ke,
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Yin,
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Su,
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Zhang,
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Zhang,
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100.00
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核酸アナログ治療による生存延長効果
＜コホート研究＞

1

.5 1 3.510
Favor NA
Favor Control

図 4 肝癌合併 B 型肝炎に対する核酸アナログ治療の生命予後改善効果：メタ解析
〔Liu, G.M., et al.：Hepatol. Res. 20153）より改変・引用〕

手術やラジオ波焼灼療法などにより肝癌が根治できれば，インターフェロン治
療も適応となるが，再発抑制と生命予後延長のエビデンスは核酸アナログのほ
うが確立している．使用する核酸アナログによる効果の差異は明らかではない
が，ウイルス抑制効果，薬剤耐性のリスクの少なさからは，エンテカビルある
いはテノホビルが第一選択薬となっている．

Ⅲ 肝癌を合併した C 型肝炎の治療
● 肝癌治療後の C 型肝炎に対するインターフェロン治療は，肝癌の再発を抑制する．

● 肝癌治療後の C 型肝炎に対するインターフェロン治療でウイルス排除に成功すると
生命予後が改善する．

● インターフェロンフリーの新規治療薬でも同様な効果が得られるのかは未知数である．
● 肝癌を合併した状態では，C 型肝炎に対する抗ウイルス治療は適応がない．

● 手術やラジオ波焼灼療法などにより肝癌が根治できれば，抗ウイルス治療の適応がある．
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解説

❶ 再発抑制効果
B 型肝炎と同様に C 型肝炎がある場合でも，肝切除や経皮的ラジオ波焼灼
療法で局所を根治させても背景の肝臓全体の発癌ポテンシャルが高いため，肝
臓の別部位に新たな肝癌が再発する確率はきわめて高い．インターフェロン治
療が肝癌治療後の再発を抑制するという知見は，エタノール局注療法で根治し
た肝癌症例をインターフェロン 48 週治療と非治療に無作為割り付けした研究
で示された．1 回目再発は両群で差がなかったが，2 回目以降の再発は有意に
インターフェロン治療群で低かった6）．また，局所根治が得られた肝癌 127 例
に対してインターフェロン少量長期治療を行った症例と背景をマッチさせた非
治療例を比較した結果，2 回目以降の再発率が有意に低下していた 7）．
このような，肝癌を治療した後にインターフェロン治療を施行した 11 論文
のメタ解析では，1 年以内の肝癌再発はハザード比 0.69（95% CI 0.51～0.93），

＜1 年以内再発＞
Study or Subgroup

Interferon
Events Total

Ikeda K
Suou T
Kubo S
Miyaguchi S
Shiratori Y
Lin SM
Mazzaferro V
Jeong S
Kudo S
Jeong S
Hagihara H

0
1
1
3
12
5
25
0
2
2
5

Total（95% CI）
Total events

56

10
18
15
16
49
20
76
42
43
16
37
342

Control
Events Total Weiqht
10
6.9%
5
22
3.4%
3
15
3.8%
3
16 12.5%
10
25 10.0%
6
10
6.7%
4
74 30.5%
24
42
3.1%
2
84
5.1%
6
16
1.3%
1
33 145 16.8%
97

459 100.0%

Risk Ratio
Year
M-H, Fixed, 95% CI

Risk Ratio
M-H, Fixed, 95% CI

0.09 （0.01, 1.45）2000
0.41 （0.05, 3.59）2001
0.33 （0.04, 2.85）2002
0.30 （0.10, 0.89）2002
1.02 （0.43, 2.40）2003
0.63 （0.21, 1.83）2003
1.01 （0.64, 1.61）2006
0.20 （0.01, 4.04）2007
0.65 （0.14, 3.09）2007
2.00（0.20, 19.91）2007
0.59 （0.25, 1.42）2011
0.69 （0.51, 0.93）
0.01
0.1
1
Favours Interferon

10
100
Favours control

＜2 年以内再発＞
Study or Subgroup
Ikeda K
Suou T
Miyaguchi Y
Kubo S
Lin SM
Shiratori Y
Mazzaferro V
Jeong S
Jeong S
Kudo M
Hagihara H
Total（95% CI）
Total events

Interferon
Events Total
0
2
3
5
5
25
40
9
7
12
17
125

10
18
16
15
20
49
76
42
16
43
37
342

Control
Events Total Weiqht
7
10
4.0%
7
22
3.4%
14
16
7.5%
6
15
3.2%
6
10
4.3%
17
25 12.0%
39
74 21.0%
13
42
6.9%
11
16
5.9%
43
84 15.5%
76 145 16.4%
239

Risk Ratio
Year
M-H, Fixed, 95% CI
0.07 （0.00,
0.35 （0.08,
0.21 （0.08,
0.83 （0.32,
0.42 （0.17,
0.75 （0.51,
1.00 （0.74,
0.69 （0.33,
0.64 （0.33,
0.55 （0.32,
0.88 （0.60,

Risk Ratio
M-H, Fixed, 95% CI

1.03） 2000
1.48） 2001
0.60） 2002
2.15） 2002
1.04） 2003
1.10） 2003
1.35） 2006
1.44） 2007
1.21） 2007
0.92） 2007
1.28） 2011

459 100.0% 0.69 （0.58,0.82）
0.01
0.1
1
Favours Interferon

10
100
Favours control

図 5 肝癌合併 C 型肝炎に対するインターフェロン治療の肝癌再発抑制効果：メタ解析
〔Zhang, W., et al.：Mol. Clin. Oncol. 2014；2：1125‒11348）より改変・引用〕
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2 年以内の肝癌再発はハザード比 0.69（95% CI 0.58～0.82）と有意に再発抑止
．
効果があった8）（図 5）
肝癌合併の C 型肝炎に対してインターフェロン治療を施行しうる症例，あ
るいはインターフェロン治療でウイルス排除の成功する症例は限られるが，イ
ンターフェロンフリーの新規治療薬では，その認容性が高く治療効果も格段に
優れていることから，治療対象となる症例や，ウイルス排除に成功する症例も
飛躍的に増える可能性がある．このような症例においてもインターフェロン治

感染予防各論

療と同様な肝癌再発抑制効果が得られるのかは現時点では未知数である．

Ⅲ

❷ 生命予後の改善
上述の，エタノール局注療法で根治した肝癌に対するインターフェロン 48
週治療では，生命予後の改善も報告されている．5 年生存率は無治療では 48%
に対しインターフェロン治療例では 68%，とくにインターフェロン治療でウ
イルス排除に成功した症例では 78% であり，7 年生存率はそれぞれ 23%，
53%，68% であったことから，インターフェロン治療でウイルス排除に成功す
ると生命予後が改善する6）．

Column
◉ 肝臓医と透析医の協力体制について
B 型肝炎ウイルス（HBV）
，C 型肝炎ウイルス（HCV）感染者は，発癌のリスクが高い
集団である．従来のインターフェロン治療は副作用が多いため，多彩な随伴疾患を有する
透析患者には施行しにくく，またウイルス排除成功率も限定的であった．しかし副作用の
少ない経口薬による治療は簡便であり，B 型肝炎のウイルス増殖抑制効果はきわめて高
く，また C 型肝炎でもウイルス排除成功率はきわめて高い．肝癌の発症を予防するため
の早期治療はもとより，肝癌発症後の抗ウイルス治療も積極的に考慮すべき状況は整って
いる．
肝炎治療の進歩は著しく急速で，消化器専門医でも新規薬剤の特徴を把握するのは大変
である．消化器を専門としない医師においては，なおのこと困難と考えられるため，新し
い情報に接する機会を積極的に作る必要がある．C 型肝炎の新規治療薬は腎機能や透析の
有無に応じて使い分けが必要であり，治療の導入に当たり腎臓専門医との連携が必要であ
る．またウイルス排除成功率が向上したため，HCV 関連腎症の予後が変化する可能性も
期待される．いままでになく消化器専門医と腎臓専門医の連携が必要になってくる．
このような，双方の専門医にとって重要なトピックスを軸として，地域あるいは院内の
勉強会で，最新の治療について情報共有し，新しい視点で患者の治療を推進することがな
により大事である．
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❸ 保険適応と薬剤選択
C 型肝炎では，肝癌の合併がある状態では抗ウイルス治療の適応がないが，
手術やラジオ波焼灼療法などにより肝癌が根治できれば，適応となる．現時点
では，再発抑制と生命予後延長のエビデンスはインターフェロン治療において
のみ証明されているが，インターフェロンフリーの新規治療薬でも同様な肝癌
再発抑制効果が得られるのかは現時点では未知数である．ウイルスを排除する
効率はインターフェロンフリーの新規治療薬のほうが格段に優れているが，再
発を抑制する効果という観点では，インターフェロン治療とインターフェロン
フリー治療のいずれが優れているかは今後の検討課題である．
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Check Point
▶今後，透析治療を必要とする HIV 感染者の急増が予想されている．
▶透析実施，透析用器材の消毒，医療廃棄物の処理を含め，すべて標準予防策に従えば十
分である．
▶ HIV 感染者の透析管理では，HIV 自体よりも合併しうる HBV，HCV への配慮が重要
である．
▶新規透析導入例などでは HIV スクリーニング検査を積極的に考慮する．
▶針刺し事故を起こした場合でも，曝露後予防内服により感染を 100% 阻止できる．
▶ HIV 感染者に合併しうる各種感染症への配慮が必要である．

human immunodeficiency virus（HIV）感染者 1,482 例を対象とした慢性腎
臓病（CKD）の有病率を調査した村松らの報告によると，CKD ステージ 3 以
上の有病率は 6.7% である1）．2015 年末時点で国内の生存 HIV 感染者はおよそ
2 万人と推定されており，単純計算ではすでに 1,340 人の HIV 陽性の透析予備
軍が存在すると考えられる．
（人）
1,400

15%

1,200
1,000
800
600
400
200
0

図

3%

CKDステージ3以上
CKD予備軍（eGFR 60〜75）
非CKD

35%

21%
37%
40歳未満 41〜64歳 65歳以上

41%

HIV 感染者の CKD および CKD 予備軍の割合
（ACC データ，2014 年 12 月現在）
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図に国立国際医療研究センター・エイズ治療・研究開発センター（以下，
ACC）に通院する HIV 感染患者の年代別の CKD 有病率を示した．推算糸球
体濾過量（eGFR）60 mL/min /1.73 m2 未満の CKD ステージ 3 以上の有病率
は 40 歳未満で 3 %，41～64 歳で 15%，65 歳以上では 37% であり，さらに
eGFR 60～75 mL /min/1.73 m2 を CKD 予備軍と定義すると，CKD 予備軍の
割合は各年代でそれぞれ 21%，35%，41% にもなる．HIV 感染者では予後の
改善に伴う高齢化も問題となってきており，それに伴い糖尿病や高血圧などの
合併症も増加しているほか，C 型肝炎ウイルス（HCV）の重複感染がみられ
るなど，CKD 発症・進展の危険因子をもつ割合が高い．さらに，HIV 自体も
腎不全の危険因子となることが近年明らかになっている．
以上のような要因から，今後，HIV 陽性の透析患者が増えることはほぼ確
実であると考えられている．HIV 感染者の透析医療に対しては心理的な不安
が付きまとうものであるが，HIV 感染症の正確な知識を身に付け，経験を積
むことが不安の払拭につながると考えられる．

Ⅰ HIV 感染者の透析実施に関する特別事項は存在しない
● HIV 感染者であっても，患者を個室隔離する必要はない．

● 透析実施，透析用器材の消毒，医療廃棄物の処理を含め，すべて標準予防策に従えば
十分である．

● 合併している，もしくは経過中に合併するリスクの高い HBV，HCV への注意が必要
である．

解説

❶ 透析施設における HIV 感染伝播のリスク
1）透析室の血液媒介感染症のリスクの高さ

透析室はその特性から血液媒介感染症に対する感染対策がきわめて重要な領
域である．通常の病室と比べても，そこでケアされる患者からの血液・体液曝
露が起こるリスクは高いと考えられ，場合によっては血液が飛散するようなリ
スクの高い曝露事故も起こりうる．その点では，一般病室とはまったく状況が
異なっており，その曝露事故のリスクは手術室のそれに近く，また勤務してい
るスタッフの感染対策の装備を考えると，どちらかといえば手術室よりもリス
クの高い領域であるといえるかもしれない．HIV のような血液媒介感染症に
対して必要な感染対策は「標準予防策」につきるわけであるが，実際にこれま
で透析室において B 型肝炎ウイルス（HBV）や HCV の施設内感染例が起こっ
ている現状を考えれれば，その徹底は必ずしも容易ではないことが理解できる．
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2）標準予防策下での HIV 感染伝播事例は皆無であるという事実

一方で，HBV や HCV とは異なり，HIV に関しては途上国の透析室での集
団発生の報告は散見されるものの，これらは重大な感染対策上の問題点があっ
た場合のみに限られており，標準予防策が行われている状況下での感染伝播事
例の報告は「現時点でも皆無である」ことは重要な疫学的事実として強調して
おきたい．
針刺し事故例の解析でも，HIV の感染力は HBV の 100 分の 1，HCV の 10
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分の 1 と感染力が低いことが知られていることに加え ，HBV と異なり HIV
2）

は乾燥に弱く環境表面で速やかに死滅するため，透析装置，器材などの環境表
面を介した接触感染が理論的にほとんど起こらないこともリスクが低い要因の
一つだろうと考えられる．HBV においては乾燥した環境でも 1 週間程度は感
染性を保持していると考えられているため，環境表面を介した接触感染のリス
クがある．しかしながら，HIV は乾燥に弱く，血液内のウイルスであっても
凝固・乾燥した場合には数時間で感染性が失われることがわかっている．さら
に，HIV は消毒薬や熱に対する抵抗性が低く，低水準消毒薬を含むさまざま
な消毒薬や界面活性剤で容易に不活化される．このように，HIV は環境表面
が感染経路となる可能性が事実上無視できるため，HBV 感染対策で行われる
ような患者のベッド配置に関する配慮などは一切不要である．
以上より，HIV の感染リスクは同じ血液媒介感染症である HBV に比べても
著しく低く，透析施設であっても標準予防策の遵守のみで十分に対応できる．
3）腹膜透析（CAPD）での注意点

CAPD の排液中には HIV が含まれている可能性が高く，感染性として扱う
必要がある．取り扱う際には，ディスポーザブルのマスク，手袋，非透水性ガ
ウンまたはプラスチックエプロン，フェイスシールドマスクまたはゴーグルを
着用し，排液の粘膜への飛散が起こらないよう十分に配慮する必要がある．
以上，HIV 患者の透析における重要事項を表 1 にまとめた．
表 1 HIV 患者の透析における重要事項
① ディスポーザブルのマスク，手袋を常時使用すること．手袋は必ず患者ごとに交換すること．
穿刺，返血時にはガウンとフェイスシールドマスクあるいはゴーグルを装着する．絶対に素手で
は止血操作を行わない．
② 手指に外傷や傷がある場合は，創部を覆うなどの配慮をする．
③ 環境表面は感染経路とならないので，HBV で求められるようなベッド配置の考慮は基本的に不要．
④ CAPD 廃液中には HIV が存在する可能性が高いので、取り扱いには注意する．
⑤ 曝露事故が起こった場合に事故者の希望に応じて，速やかに HIV の曝露後予防内服が行えるため
の準備が整っていること．
⑥ 透析導入時および経過中の HBV 感染および HCV 感染の可能性に留意する．
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❷ HBV および HCV 共感染のリスクについて
HIV 感染者の透析を行うに当たって注意すべき点は，HIV 感染自体ではな
く，HIV 感染者では慢性 HCV 感染，慢性 HBV 感染を合併していることが決
してまれではなく，さらに経過観察中に新規発症するリスクも比較的高い点で
ある．透析管理中には，施設内の基準に従い定期的に HBV，HCV のスクリー
ニング検査を行いつつ，HIV 感染者の血液を取り扱う場合には，HBV，HCV
も含まれている可能性を念頭において対応を行うことが勧められる．すなわ
ち，透析器材など環境表面の血液汚染があった場合には，基本的には HBV 汚
染血液に準じた対応で消毒等を行うことが勧められる．血液などで汚染された
物品の消毒法について，「HIV 感染患者透析医療ガイドライン」参考 URL 1）より
．
表を引用した（表 2）
当科（エイズ治療・研究開発センター；ACC）の通院患者におけるデータ
では，性交渉による HIV 感染者の初診時の HCV 抗体陽性率は 6 %（59/989）
であり，日本の一般献血者における HCV 抗体陽性率（ 1 ～ 2 %）よりもはる
かに高率である．これまで HCV の性交渉による感染はほとんどないと考えら
れてきたが，最近になって HIV 感染者（とくに男性同性愛者）における性感
表 2 血液などで汚染された物品の消毒

材

⃝ウォッシャーディスインフェクターを使用した．洗浄 + 熱水消毒を第一
選択とする．
⃝非耐熱性の器材は，洗浄後，0.1% 次亜鉛素酸ナトリウムで 30 分以上浸
漬消毒する．
⃝浸漬や次亜鉛素酸ナトリウムが使用できない器材は，血液を拭き取った
後，消毒用エタノールまたは 70% イソプロパノールを含有した布等で清
拭消毒する．

尿・便器

⃝ベットパンウォッシャーを使用した，洗浄 + 熱水消毒を第一選択とする．
⃝ベットパンウォッシャーがない場合や非耐熱性の尿・便器は，内容物を処
理・洗浄後，0.1% 次亜鉛素酸ナトリウムで 30 分以上浸漬消毒する．

リ ネ ン

⃝水溶性ランドリーバック等に密封し，熱水洗浄（80℃10 分）を行う．
⃝非耐熱性の素材の場合には，微温湯で洗浄した後にすすぎで 0.01～
0.02 w/v% 次亜鉛素酸ナトリウムに 30 分～1 時間浸漬してから洗濯する．
⃝なお，外部委託を行っている場合，病院内で消毒後に委託する．

環境表面

⃝ペーパータオル等で血液等を拭き取った後，0.5% の次亜鉛素酸ナトリウ
ムで清拭消毒する．なお，金属部分は錆防止のために，消毒後に水拭きを行
※
う．

器

：（著者注）ただし，0.5% 次亜塩素酸ナトリウムは刺激性がきわめて強い．
血液が十分に拭き取られていれば，0.1% 濃度でも HBV も含めて消毒可能である．
参考 URL1）

〔「HIV 感染患者透析医療ガイドライン」
より引用〕
※
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染症としての急性 C 型肝炎が増加しているという報告がなされている3），4）．当
科でも 2002～2012 年に通院患者から 34 例の急性 C 型肝炎を経験しており，
原因不明の肝酵素の上昇があった場合には，積極的に急性 HCV 感染を疑う必
要がある．HBV についても，当科の初診患者の慢性 B 型肝炎（HBsAg 陽性）
は 7.5%（198/2,634）でみられており，日本の推定慢性 HBV 感染率（ 1 ～ 2 ％）
と比較して著しく高い．HBV は性感染症として伝播するため，観察期間中の
感染・発症も当然のことながらまれならず経験されているのが現状である．
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Ⅱ HIV スクリーニング検査の積極的実施について
● 透析導入時や他院からの転入時には，患者の同意を得て HIV スクリーニング検査を
実施することを考慮する．

● HIV スクリーニング検査では，一定の確率で「偽陽性」となりうることに留意する．

● HIV スクリーニング検査陽性が判明した場合でも，患者に対する特別なカウンセリン
グは不要である．

解説

❶ 患者の同意を得たうえで，HIV スクリーニング検査を積極的に実施することが望ましい
前述のように HIV 感染はそれ自体が腎不全のリスク因子であるため，透析
導入を契機に HIV 感染が判明するケースも散見されるようになっている．新
規透析患者はもちろん，すでに透析が導入されている患者のなかにも，検査が
行われなかったために見逃されている HIV 感染者が存在している可能性がゼ
ロではない．
1）HIV スクリーニング検査は「救命検査」であるという認識

HIV 感染症は薬剤の進歩によりすでに治療可能な疾患となり，早期診断例
での死亡例はほぼ消失した．しかしながら，HIV 感染の診断が遅れ，エイズ
を発症してから診断されているケースでは現在でも診断例の 2 割が死亡してい
るのが現状である（ACC データ）．その意味で，HIV スクリーニング検査は
感染者を救うための「救命検査」であり，他の感染症スクリーニング検査とは
そのインパクトという点で一線を画していると考えられる．スクリーニング陽
性例が出た場合には，「HIV 検査には偽陽性が存在しており（後述），確定診
断にはさらに検査が必要なこと」「HIV 感染症であったとしてもすでに治療可
能な疾患になっている」ということだけをしっかり伝えたうえで，専門施設へ
紹介すれば十分である．この場合には特別なカウンセリングは不要であり，カ
ウンセリング体制がないことを理由に HIV 検査の実施をためらうべきではな
い．繰り返しであるが，HIV スクリーニング検査は感染者を救うための「救
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命検査」であるという認識で積極的に検査を実施すべきである．
2）ただし，渦剰なスクリーニング検査は不要である

一方，HIV 陰性透析患者や透析スタッフを対象とした HIV スクリーニング
の定期的サーベイランスは不要である．過剰なスクリーニング検査は後述の
「偽陽性」の問題からも，無用な混乱の原因ともなる．日常的に HIV 感染者の
治療に当たっている HIV 治療拠点病院のスタッフでも，針刺し事故などの曝
露事故がないかぎり HIV スクリーニング検査は行っていない．そのような医
療従事者や患者の（知らない間に起きた）院内感染事例は，世界でこれまでに
1 例も報告されていない．

❷ HIV スクリーニング検査には「偽陽性」が起こりうる
とくに透析患者においては HIV スクリーニング検査における偽陽性率が高
いという報告もあり，注意が必要である5）．長期に透析を受けている 98 例の
コホート研究で，8 例（8.2%）が酵素免疫法（EIA）のスクリーニング検査で
HIV 陽性となったが，確認検査では全例陰性であった．その後の，EIA 検査
の追跡調査で全例で陰性化が確認されている．腎移植前，数カ月以内の輸血歴，
これまでの輸血歴がスクリーニング検査による偽陽性に有意に相関していたと
いう．

針刺し事故後の曝露後予防内服（post‒exposure prophylaxis；PEP）
の有効性は確立している

Ⅲ

● 針刺し事故であっても HIV の感染率は低く，とくに抗 HIV 薬の治療を受けている患
者からの感染リスクはきわめて低い．

● リスクの程度にかかわらず，感染性体液に曝露した場合には，PEP が推奨されている．
● 適切な PEP の実施により，感染リスクは事実上ゼロにできると考えられている．
● 各施設で曝露後対応のマニュアルを準備しておくことが必要である．

解説
さまざまな事故防止のための対策を立てても，医療行為を行うかぎり，針刺
し事故をはじめとする曝露事故をゼロにすることは不可能である．HIV によ
る曝露事故が起こった場合には，適切な PEP により感染確率をほぼゼロにす
ることができると考えられている．よって，曝露事故が起こった場合，最初の
PEP を迅速に開始できるようにするための施設内の対策マニュアルの作成が
必要である．とはいえ，HIV 拠点病院以外の医療機関で HIV の曝露事故が発
生した場合，PEP の是非を含めた判断を迅速に行うのは難しい点もある．非
拠点病院においては，近隣の HIV 拠点病院の所在を把握し，いざというとき
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に速やかに適切なアドバイスが得られるように準備しておくことが現実的であ
ろう．
一般的にいえることであるが，HIV 汚染体液による経皮あるいは経粘膜曝
露事故は，その実際の感染リスクの大きさそのものよりも事故者に与える心理
的インパクトのほうが大きい．万一，針刺し事故のような濃厚な曝露事故が起
こった場合でも，感染確率は高く見積もってもせいぜい 1 % 未満である．し
かしながらそれがもたらす精神的な不安から，事故者の多くは曝露後予防の抗
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ウイルス薬内服を希望することが多い．万一，曝露事故が起こった場合でも，
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事故者の希望に応じて速やかに抗 HIV 薬の予防内服ができる体制を，全透析
施設で確立しておくことが重要である．

❶ 曝露事故による HIV の感染リスクの程度
標準予防策の考え方では，湿性体液（血液，唾液，鼻汁，喀痰，尿，便，腹
水，胸水，涙，母乳など）はすべて感染性があるものとして扱う．しかしなが
ら，HIV 感染症に限れば，感染性のリスクがあると考えられている体液は，
血液，髄液，関節液，胸水，腹水，心囊水，羊水などに限られる．これらのう
ち，血液以外の体液については，個々の感染リスクについてのデータが十分で
はないが，血液に比べればリスクは低いと考えられている．一方で，便，鼻汁，
唾液，喀痰，汗，涙，尿，吐物などは，血液が混在していないかぎり感染性は
ないものとして扱われ，曝露した場合でも基本的に曝露後予防などの対応は不
要である6）．
曝露のタイプによる感染リスクの違いを表 3 に示した7）．健常皮膚への体液
曝露については，2,712 件の事例からは 1 例も感染は認められていない（0%，
．皮膚に傷がある場合には，理論的には健常皮膚よりも感
95%CI 0.0 ― 0.11%）
染リスクが上昇するはずであるが，粘膜曝露を超えるものではないと推定でき
る．さらに重要なのは， 表 3 で示された感染リスクのデータは，有効な抗
HIV 薬が存在せず，PEP も行われなかった時代のものであるという点である．
無治療の HIV 患者では血液中に 104～105 copies/mL 程度のウイルスが存在し

表 3 曝露のタイプによる感染リスク
曝露のタイプ
針刺しによる経皮曝露
粘膜への曝露
健常皮膚への曝露

1 回当りの感染リスク（95% 信頼区間）
0.3%（0.2～0.5%）
0.09%（0.006～0.5%）
0%（0.0～0.11%）
〔Bell,D.M.：Am.J.Med.1997；102（5B）
：9 ― 157）より作成〕
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ているが，有効な抗 HIV 治療が行われるようになった現在では，治療中の
HIV 患者の血中のウイルス量は 20 copies/mL 未満に抑えられており，無治療
の場合の 1,000 分の 1 以下になっている．よって，抗 HIV 治療中の患者からの
曝露事故においては，表 3 で記載された数値のさらに 1,000 分の 1 のリスクし
か存在せず，さらに PEP を行うことで，感染リスクは事実上ほぼゼロにでき
ると推測される．実際，米国においては，抗 HIV 薬の PEP が行われるように
なり，HIV 培養中の事故による実験者の感染例を除いて，2000 年以降は 2013
年末まで職業曝露による HIV 感染の確定事例の報告は皆無と報告している8）．

❷ 曝露後予防内服（PEP）ガイドライン
PEP の方法については，USPHS（米国公衆衛生局）ガイドラインがしばし
ば参照されている．USPHS が 1996 年に最初の PEP ガイドラインを出して以
降，3 度の改訂（1998，2001，2005 年）が行われたが，2013 年に 8 年ぶりに
改訂が行われた6）．重要な改訂点は以下の 2 点である．
1）PEP レジメンは全例で 3 剤併用の TVD（テノホビル・エムトリシタビン合剤）
+RAL（ラルテグラビル）を推奨

前版（2005 年）のガイドラインでは，曝露状況を評価したうえで感染リス
クを 2 段階に評価し，2 剤もしくは 3 剤併用の予防内服を推奨していた．しか
しながら，針刺し事故でも 0.3% 程度しかない低い感染リスクを，さらに 2 段
階に区分する意義はいまひとつ不明であった．今回の改訂版では，曝露状況に
よるリスクアセスメントは行わず，全例で 3 剤併用が推奨されている．改訂の
理由として，① 3 剤内服は 2 剤内服よりも高い効果が期待できる，② 薬剤耐
性ウイルスの可能性の観点からも多剤併用が好ましい，③ 2005 年以降に登場
した抗 HIV 薬は，安全性および忍容性が向上し，副作用も少なく高いアドヒ
アランスが期待できる，という点を挙げている．
さらに，推奨薬剤はこれまでの TVD+LPV/r（ロピナビル・リトナビル合剤）
から TVD+RAL へと変更された．本組み合わせは現時点で治療に用いられて
いる組み合わせでも，副作用が少なく，抗ウイルス効果が迅速かつ強力で，し
かも薬物相互作用がもっとも少ないという特徴をもっている．従来の推奨薬剤
であった LPV/r は他の併用薬剤との相互作用のリスクが懸念されていた．実
際に，非職業曝露に対する PEP を行った患者が PEP 薬との薬物相互作用によ
り死亡した症例が報告されている9）．
2）現在使用されている第四世代の HIV スクリーニング検査ならフォローアップ
期間を 4 カ月に短縮できる

HIV 検査は第三世代（抗体検査）を用いる場合には baseline，6 週後，12 週
後，6 カ月後の 4 回，第四世代（抗原＋抗体）を用いる場合には，baseline，6
週後，4 カ月後の 3 回でよいとした．ただし，HCV 合併曝露源の針刺し事故
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で HCV 感染が起こった場合には，12 カ月後の検査実施を推奨している．

❸ PEP の具体的方法
これまで述べてきたように，PEP の有効性はすでに確立されており感染リ
スクについて過度に恐れる必要はないが，いざというときにパニックを起こさ
ないように，対応について各機関でマニュアルを整備しておくべきである．し
かしながら，一般医療機関で PEP の是非を含めた判断を迅速に行うのは難し
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い場合もありうるため，前もって近隣の HIV 拠点病院の所在を把握しておき，
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曝露後，速やかに適切なアドバイスが得られるようにあらかじめ連絡をとって
おくことも，現実的な対応法として検討しておくことが勧められる．HIV 拠
点病院のリストは国立国際医療研究センター病院エイズ治療・研究開発セン
ター（ACC）のホームページ参考 URL 2）が参照可能である．
1）曝露部位の洗浄

曝露部位を多量の流水と石けんで洗浄する．眼球への曝露の場合は，流水で
洗浄する．負傷部位から血液を絞り出そうとする試みや，曝露部位への消毒薬
の使用などは，有効性が証明されていないうえに，PEP 開始までの貴重な時
間を失うことになるため推奨されない．
2）PEP の決定

曝露事故後は責任者に判断を仰いだうえで，PEP が開始されるのが理想で
あるが，事故者が責任者と連絡が取れない場合には事故者の判断で速やかに初
回の PEP を行うことが推奨される．事故の状況によっては曝露源が HIV に感
染しているかどうかがわからない場合もあるが，PEP は曝露後，可能なかぎ
り速やかに初回内服を開始することが重要であるため，リスクが高いと判断さ
れる場合には曝露源の HIV 検査結果を待たずに PEP を開始すべきである．初
回内服を終えれば次回内服まで 12 時間の時間的猶予ができるため，曝露源が
HIV 陰性であると判明した時点で PEP を終了すればよい．ちなみに，曝露源
の HIV 検査が陰性であっても，window period の問題から厳密には HIV 感染
を 100% 否定することはできない．USPHS ガイドラインでは，「そのような感
染事例は米国でも 1 例も報告されていない」とし，「急性 HIV 感染症が積極的
に疑われている状況でない限り，PEP 開始の判断においてこの可能性を検討
する必要はない」というスタンスを取っている．
最新の USPHS ガイドラインによる PEP の第一推奨薬剤は TVD（ツルバダⓇ）
+RAL（アイセントレスⓇ）であるが，従来の TVD+LPV/r（カレトラⓇ）の
PEP の有用性が否定されたわけではないため，相互作用の可能性のある常用
薬剤の有無を確認したうえで TVD/LPV/r を使用しても良い．また USPHS ガ
イドラインでは EZC（エプジコムⓇ）は致死的過敏症のリスクから推奨されて
いないが，日本人では過敏反応と関連している HLA B57‒01 がほとんどみら
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れないことから，EZC も PEP 薬剤として積極的に使用可能である．USPHS
ガイドライン改訂も踏まえた PEP の方法については，ACC のホームページ内
で公開しているので参照されたい．
3）事故後のフォローアップ

PEP を行った場合には副作用のチェックのため，内服開始 2 週時点での全
血球計算，生化学（肝機能，腎機能）検査を行う．PEP 薬による悪心，嘔吐，
下痢などの消化器症状がある場合には，積極的に制吐薬，止痢薬の併用を行い，
副作用の軽減に努めることが重要である．内服開始後 2 週以内に発疹などの薬
剤アレルギーが現れることがある．多くは服薬継続により発疹の消失がみられ
るが，症状によって PEP レジメンの変更も考慮する．第四世代のスクリーニ
ング検査を用い，baseline，6 週後，4 カ月後の計 3 回の HIV 検査を実施する．

Ⅳ HIV 感染者に合併しうる各種感染症への配慮
● HIV 患者に起こりうる各種感染症への配慮が必要であるが，HIV 治療を適切に受け治

療効果が良好で，CD4 数が 200/μL 以上であれば，その感染症発症リスクは他の透
析患者と同等と理解してよい．

● HIV 患者でとくに留意すべき疾患として，ニューモシスチス肺炎，肺結核，麻疹が挙
げられる．

解説
HIV 感染者は免疫不全宿主であるため，経過中に各種日和見感染症などを
発症するリスクがある．透析施設は免疫不全宿主が多数存在する環境であると
考えられるため，感染症発症を早期に検出することは，感染対策上の観点から
も重要といえる．その意味で，HIV 患者の医療機関への通院状況や，現在の
免疫能（CD4 数）を適宜把握しておくことは有用であろう．
一方で，HIV の治療を適切に受けており治療効果が良好であれば，HIV 感
染者の感染症発症リスクはきわめて低く，CD4 数が 200/μL 以上であればそ
の感染症発症リスクは他の透析患者とほぼ同等であると理解して良い．
以下，HIV 患者でとくに留意すべき疾患について，簡単に述べる．

❶ ニューモシスチス肺炎（PCP）
HIV 感染者が罹患する肺炎でもっとも頻度が高いものである．Pneumocys︲
tis jirovecii が病原体であり，発症患者からは周辺の環境に同菌が拡散し，空
気感染しうることが示されている10）が，ヒト・ヒト感染は腎移植病棟などの
重度免疫不全病棟のみに限られており，透析施設における施設内感染のリスク
はゼロである．PCP の発症は「CD4 数 200/μL 未満で抗 HIV 治療を受けてお
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らず，かつ PCP の予防内服を実施していない場合」に起こるため，透析患者
における PCP 発症は，HIV 医療機関への受診中断例に限られると推定される．

❷ 肺結核
HIV 患者で肺炎像を呈する患者では常に考慮すべき疾患である．HIV 患者
では，臨床症状や画像所見がしばしば非典型的となるため，結核の診断自体が
必ずしも容易ではない場合があり，しばしば診断が遅れる原因となる．CD4
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数低値例（CD4<200/μL）でリスクが高いが，高値例でも発症リスクはゼロで
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はなく，抗 HIV 治療中の患者からもしばしば発症例がみられる．透析施設で
は，長時間かつ頻回に他の患者と接触するため，感染対策上はもっとも注意を
要する疾患であるといえるだろう．原因不明の発熱や咳などの呼吸器症状が長
期間（2 週間以上）続く場合には，結核の可能性を念頭に置いて対応する必要
がある．

Column
◉ HIV 感染者の生命予後の改善と今後も求められる抗 HIV 薬の開発
最初の HIV 感染者が報告された 1981 年から 6 年間は，臨床で使用できる抗 HIV 薬は
まったくなく，感染者はエイズを発症するとなす術もなく 1～2 年で死亡していた．
1987 年からジドブジン（AZT）などの核酸系逆転写酵素阻害薬（NRTI）が登場したが，
服薬当初こそ効果を示すものの，体内で薬剤耐性のウイルスが容易に出現するために，す
ぐに臨床的に無効となり予後を改善することはなかった．1996 年にプロテアーゼ阻害薬
（PI）1 剤と NRTI 2 剤の 3 剤を併用する多剤併用療法が導入されるようになり，感染者
の予後は劇的に改善した．現在では，
「抗 HIV 療法に良好な反応を示し，エイズ指標疾患
や C 型肝炎などの合併症がなく，かつアルコールや薬物の依存もない患者群」に限れば，
HIV 感染者の寿命は非 HIV 感染者と同様であることが報告されるに到っている．
しかしながら，現在の多剤併用治療であっても，服薬アドヒアランスが不良であれば
HIV は薬剤耐性を獲得する能力をもっているため，感染者は長期間にわたり高い服薬アド
ヒアランスを維持しなければ，耐性ウイルスの出現により治療が失敗してしまうリスクが
ある点は今も変わりはない．そのため，より副作用が少なく，かつ内服が簡便な新規薬剤
の開発が求められている．2013 年 5 月に「スタリビルド配合錠」という合剤が登場し，
1 日 1 回 1 錠の服用で多剤併用治療が可能な時代が到来した．2015 年 12 月現在，3 種
類の 1 日 1 回 1 錠の合剤が使用可能となっており，服薬の簡便さから，アドヒアランス
維持による治療成績の向上につながると期待されている．
一方で，患者の予後の改善に伴い，生存感染者の高齢化も大きな問題となってきた．今
後は，臓器機能の低下した高齢者でも長期服用が問題なく可能であるような，より副作用
の少ない薬剤の開発が望まれている．
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❸麻 疹
麻疹に対する感染防御の主体は細胞性免疫であるため，細胞性免疫が低下す
る HIV 患者が罹患した場合には，重篤化するリスクがある．HIV 感染者の場
合にはたとえ過去の罹患歴があっても，免疫不全進行例では再感染が起こりう
るため，CD4<200/μL の場合には既往歴にかかわらず感受性者であると考え
られる．麻疹の流行状況を考慮し，透析施設内で疑い例（発熱，発疹など）が
出た場合には，HIV 患者との接触がないよう十分に配慮する必要がある．ま
た，万一，施設内で麻疹患者が発生し，HIV 患者が麻疹に曝露した（空気感
染可能）可能性がある場合には，患者本人あるいは受診医療機関へその旨を連
絡することが望ましい．
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肝炎ウイルスを除く感染症の個別予防と治療

2）MRSA などの個別予防策
Check Point
▶透析患者の死因に関わる肺炎や敗血症の起因菌でもっとも多いものはメチシリン耐性黄
色ブドウ球菌（MRSA）で，保菌者の敗血症発症率は非保菌者の 11 倍高率であった．
▶感染症による死亡率を低減させるために，積極的サーベイランスで MRSA 陽性の 8 割
を占める保菌者を把握し感染症を発症する前に対処する．
▶すべての耐性菌保菌者を隔離する必要はない．
▶病態を踏まえた保清・衣生活援助・環境整備の提供という基礎看護そのものが保菌解消
の切り札となる．医師を含め透析室全体で提供する環境を構築することが重要である．
▶感染予防は職場全員の共通認識が要求され，状況に合わせ最善策を選択することで施設
独自の流儀に妥当性が生まれる．

透析患者の感染症による死亡率低減を目論んだ「透析施設における標準的な
1）
（四訂版ガイドライン）
透析操作と感染予防に関するガイドライン（四訂版）」

の改訂点の補足として，要となる手指衛生を遵守するための手立てと積極的予
防策としての保菌対策について述べる．

Ⅰ 透析患者の感染症死の内訳と MRSA 感染症
● 透析患者では，メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（methicillin-resistant staphylo︲
coccus aureus；MRSA）を起因菌とする敗血症による死亡が多い．

● MRSA は保菌者が感染症を起こす割合が高い．

● 積極的サーベイランスで保菌を把握し解消すれば，感染症の発症を予防しうる．

解説

❶ 透析患者の感染症に関する疫学データ
感染症は透析患者の死因の約 20 % を占め，国民全体での 7.5 倍2）に達する（図
１）
．この内訳は肺炎が 48.4 %，敗血症が 41.2 %3）（図 2）で健腎者と比較して
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敗血症が格段に多い．MRSA を含めた黄色ブドウ球菌が肺炎の起因菌の
（図 3），菌血症の 80.6 %5）を占める（図 4）
（四訂版，p.97，5‒IV‒1‒ ②）．
37.6 %4）
臨床的に問題となる生体防御能の低下は好中球機能障害と穿刺，カテ－テル
による皮膚バリア破綻3）によることが起因病原微生物から推測される．透析患
者のメタ解析では MRSA 陽性者の 80 % は保菌者であったが，保菌者の 2 割
が 6～20 カ月後に感染症となり，非保菌者より 11.5 倍高率であった6）．
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❷ 治療戦略の転換
患者自身を含めた施設利用者全員の手洗いで新たな保菌者を作らないように
するとともに，保菌のうちに除菌して感染症を予防するという “ 積極予防策 ”
が，透析患者の MRSA 感染症による死亡率そのものを低減する有用な手段と
＜国民全体（厚生労働省）
＞
悪性腫瘍
28.9%

その他
35.2%

脳血管疾患
9%

その他
32.4%

＜透析者＞ 悪性腫瘍
9%
心筋梗塞
4.3%

感染症
age match
7.5 倍
心不全を除く
心疾患
心不全 9.9%
感染症
11.4%

心不全
26.3%
脳血管疾患
7.1%

5.6%

感染症
20.9%

図 1 死亡原因分類 ― 国民全体と透析者の比較
〔日本透析医学会：わが国の透析患者の現況（2014 年 12 月 31 日現在），厚生労働省：平成 26 年人口動態
統計月報年計（概数）の概況，Wakasugi, M., et al.：Ther. Aph. Dial. 2012：16：226‒231 より引用〕

（%）
60
50

肺炎 48.4 %（45.5〜51.9 %）

40
30

敗血症 41.2 %（38.6〜45.0 %）

20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314（年）

図 2 透析者の感染症死の内訳
〔大薗英一：腎と透析 2010；69：609‒613 3）を改変・引用〕
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MSSA
10.1%

GPC
4.5%

others
30.6%

GNR
4.5%

Fungi
4.5%

（n＝67）

CNS
6.0%
37.6%

MRSA
27.5%

MSSA
47.8%
80.6%

5.8%

MRSA
32.8%
7.2%

8.7%

10.1%

図 3 透析者の肺炎起因菌 “HDAP”
〔Kawasaki, S., et al.：J. Infect. Chemoter. 2011；
17：640‒6454）より作成〕

CNS：Coaglase（－）Staphylococcus
GPC：Ggam（+）coccus
GNR：Gram（－）rod

図 4 透析者の菌血症の起因菌
〔森兼啓太（2014），Personal communication5）〕

なる．

❸ 積極的サーベイランス
昨今，標準予防策が守られている前提で保菌を調査しない風潮があった．し
かし今までの予防策で死亡率が減少できていない事実を顧みると，保菌者の把
握を目的とした積極的サーベイランス7）が必要な状況（四訂版，p.36，2‒II‒5）
にあると考え，患者の入院時・転入時・手術時の咽頭・鼻腔培養と瘡部や感染
症部位の培養を行う．

Ⅱ 衛生習慣の改善による積極予防策
● 保清・衣生活援助・環境整備という基礎看護が保菌解消の鍵となる．
● 耐性菌保菌者をすべて隔離する必要はない．

解説

❶ 局所投与による保菌対策の限界
MRSA の感染症は 8 割が内因性である．ゆえに保菌の解消は「そこに病原
菌がなければ感染も発症もしない」という単純な理屈に基づいている．しかし
保菌率の高い鼻腔に対して単にミュピロシン（バクトロバンTM）塗布や抗
MRSA 薬投与だけでは解消されない6）例が多く経験されている．鼻腔の立体
構造を考えた塗布8）という処置技量の問題もあるがそれだけではない．
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❷ 保菌解消の鍵となる保清・衣生活援助
そこで活躍するのは，対象となる人々の健康を維持するためには何が必要か
を考え，清潔を保ち休息が取れるように実際に日常生活の援助を行うという，
看護の専門性そのものである．腎不全や感染症という病態を踏まえた基礎看護
技術の提供が症例経験では確実に奏効し成果を上げている．一緒に手を洗うな
ど行って見せたうえで，保菌を解消する意義を伝える．清潔に日常生活を送る
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という対象者の社会性の回復は，疾患という枠を離れ人として援助・ケアを受

Ⅲ

けて良かったという対象者側の意識の変化にあるように思える8）．医師や技士
など他の医療者も協力して適切に提供できる状況をつくる，本来医療サービス
の基礎に当たる部分である（四訂版，p.99～100，5‒IV‒3）．

❸ 接触予防策と個室隔離
多剤耐性菌の感染対策は保菌の場合でも接触予防策であり，“ 原則 ” 隔離の
対象となる．湿性分泌物の中に菌が含まれ，排便コントロールがつかない腸
炎・便保菌者や尿管カテーテルを伴う尿路感染症患者，気管切開，喀痰・鼻汁
の多い咽頭・鼻腔保菌者，広範囲な皮膚病変・火傷・褥瘡のある患者では個室
隔離したほうがはるかに管理しやすい．しかし隔離できないことだけを理由に
保菌者の受け入れを拒むべきではない．そもそも個室隔離は，菌が感染源から
何を介してどの程度拡散するかを勘案する代わりの空間的な遮蔽にすぎない．
MRSA 保菌が咽頭や鼻腔・被覆可能な瘡部に限局し周囲を汚染する可能性が
少なく，保菌者が状況を理解し手洗いが励行できるなら，大部屋で行われる透
析でも隔離する必要はない．

Ⅲ 感染制御における施設単位の流儀＝必須事項と掟破り
● 手の衛生手技の核心は手の汚染を解消することにある．

● 現状の問題から清潔性を保つための次善の策として行っている作業手順を，妥協しう
る流儀として施設マニュアルに明記する．

● マニュアルに従わなくても構わないという慣習を見直す．

解説

❶ 規定された作業の核心と作業手順
ヒトの作業は基本的に手で行われる．手で拾った病原微生物を，他者を感染
させたり周囲に拡散する前に洗浄や消毒で減滅するということが手指衛生の主
旨である．手を洗い，手指を消毒し，清潔な手袋に替える行為は，手の汚染を
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次の行為の前に解消するための手段であり，すべての作業前・処置後に行うこ
とが理想的である．しかしその核心は手の汚染を解消することにある．手袋を
手指消毒薬で清浄化して使い回す9）ことは避け，着衣者や環境中の菌で汚染10）
される白衣のポケットに未使用の手袋を入れてはいけない．

❷ 施設独自の流儀の妥当性
しかし，手抜きでなく現状での作業動線上の問題から清潔性を保つための次
善の策として行っているなら，妥協しうる作業手順としてその旨を施設マニュ
アルに明記すべきである．そのうえでマニュアルに従わなくても構わないとい
う慣習があるのなら，それを見直すことから始める11）．感染制御は施設や職場
単位で在籍者全員の共通認識が要求され，状況に合わせて病態や作用点を考慮
し最善の方法を選択すれば施設独自の流儀にも妥当性が生まれる．

❸ 許容項目の是正による手技の標準化
管理する立場ならガイドラインを外れる行為を是正するように作業者側にも
経営側にも働きかけ，経営する立場でこれから新しく透析室を作るなら作業動
線上に十分な数の流しを作り，隔離用の個室も設計時から考慮すべきである．
一方，自国でアウトブレイクが発生するまで C 型肝炎ウイルス（HCV）対
策を行う必要がないとした CDC（Centers for Disease Control and Prevention）勧告に従った施設に勤めている方なら，なぜ HCV の罹患率も死亡率も
低い米国の勧告を採用したのか感染制御の責任者に真の理由を問い質すべきで
ある．スタッフ・患者とも感染する危険性が高い状況を放置していた過ちは過
ちとして認めたうえで，是正した履歴を残す作業は施設としての流儀に妥当性
を負荷するために必須である．同様に，皮膚消毒で高濃度クロルヘキシジンア
ルコールがヨード系より効果が高いという報告12）は，ポビドンヨードが効能
を発揮するために必要な，塗布後乾くまで待つ時間を穿刺前に設ける環境がな
い施設では間違いが起きないフールプルーフとして正しい．しかし消毒をする
にあたって，直面している患者はその人一人であり，消毒をしているのはメタ
でもマスでもないあなた自身である．どう考えてどう取り組むかは貴施設の姿
勢にある．

❹ 手洗いが必須な状況
流水と石けんを用いた手洗いが絶対に必要となるのは，作業者の手が直接湿
性汚物で汚染された直後，手が自分の口に直接触れる可能性のある喫煙や飲食
の前と仕事が終わり着替えて帰宅する前である．拡大再生産のための行為で行
為者が倒れるような真似はしてはいけない，と筆者は考えている．
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Column
◉ 抗菌薬は解熱剤ではない，患者や医療者の精神安定剤でもない13）
感染症で対診を依頼した医師から，透析を受けている方が抗菌薬を希望するのは医療費
が免除されているせいなのか，普段いわゆる感冒など軽症でも抗菌薬を出しているせいな
のか，と尋ねられ絶句したことがある．透析患者は易感染性があり，かつ生命予後に関わ
る感染症の大部分は細菌性である．だからこそ，感染症診療の基本13）を忠実に守り不要
な抗菌薬の使用を控えるべきである．タイトルのとおり，抗菌薬は解熱剤ではない，患者
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や医療者の精神安定剤でもないのである．
発熱や CRP・WBC の上昇のみで細菌感染症の存在を疑い抗菌薬を投与してはいけな
い．喀痰・鼻汁・局所痛・皮疹・皮膚瘡などの発熱以外の症候も併せて，その原因が何か
患者を診察して見極める．所属リンパ節の腫脹の有無や分泌物の膿性・漿液性も，感染症
の有無や細菌性ウイルス性の判別の一助となる．さらに膿性分泌物や瘡部から採取した検
体を細菌培養検査に出したうえで，その場でグラム染色して診断精度を上げる方法の魅力
は捨てがたい．専門外でも突然感染症の治癒率が向上する．
ウイルスなど非細菌性なら無数の白血球が観察されても細菌の貪食像はまったくみられ
ない．細菌性なら感染症の起因菌は原則 1 つである．貪食されている菌や突出して多く
観察される菌がグラム陽性菌か陰性菌か，球菌か桿菌かわかれば検体の分離された場所と
合わせ菌種が想定される．これが予測されたらエンピリカルな治療として広域スペクトラ
ムの抗菌薬を用いるにしてもその選択が異なってくる．さらに培養結果から菌種が同定さ
れ，薬剤感受性検査でスペクトラムの狭い抗菌薬でも有効であることが判明したら変更す
る（ディエスカレーション）
．腹膜透析では腹膜炎診断用に整備されていることが多いが，
対物 100 倍のレンズ付きの顕微鏡に染色液とアトラス14）をつけても 20 万円程度の投資
で揃う．染色自体も学生が 1 日の実習で行うことが可能なほど簡便で十分診断に役立つ．
細菌感染症で抗菌薬投与が必要な際も，来院したときに検体を採取して透析後の実際の投
与まで数時間余裕がある血液透析療法向きの検査法である．
新薬開発が活発でない現状では，有効な抗菌薬がなくなる危険性は単なる警鐘ではな
い．治療戦略の見直しを迫られているなかで，起因菌も想定せずに広域スペクトラムの抗
菌薬を漫然と投与したり，合併症もないウイルス感染症に投与することは避けるべきであ
る．冒頭に記載した他科からの疑いは，バンコマイシン耐性腸球菌（vancomycin‒resistant enterococci；VRE）やバンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌（vancomycin‒resistant Staphylococcus aureus；VRSA）の臨床初発例が透析患者であったことに帰来す
る．これを晴らすには，感染症対策もすべての透析施設で地道に行っていることを示す以
外手立てがない．
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Check Point
▶透析患者はインフルエンザのハイリスク群である．
▶予防には，インフルエンザに関する正しい知識の周知，ワクチン接種，日常的な感染対
策が有効である．
▶院内感染防止には，飛沫感染防止，接触感染防止を行う．
▶早期発見，早期治療が重要である．
▶抗インフルエンザ薬の予防投与を積極的に行う．

透析施設におけるインフルエンザの予防，個別発生時の対策，および多発時
の対応を中心に，2015 年 3 月に発表された「透析施設における標準的な透析
参考 URL 1）
を実際に応用する際
操作と感染予防に関するガイドライン（四訂版）」

の注意点を加えて解説する．

Ⅰ インフルエンザの予防
● 透析患者はインフルエンザのハイリスク群であり，とくに透析施設は，集団で腎不全
患者を治療することより，発症予防が重要である．

● 透析施設において，インフルエンザの予防には，インフルエンザに関する正しい知識
の周知，日常的な感染対策，ワクチンの接種が有効である．

● その他，インフルエンザ流行期前の透析施設の準備として，発熱時連絡体制の確立，
患者発生時の診療の手順の整備・確認，感染対策や診療に必要な物品の準備が必要で
ある．

解説

❶ 透析患者におけるインフルエンザの意義
透析患者は，喘息や糖尿病などとともに，インフルエンザのハイリスク群で
ある．透析患者のインフルエンザは，以前から問題となっていたが，これだけ
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注目されるきっかけとなったのは，2009 年の新型インフルエンザ A（H1/N1）
の流行である．この際には，わが国では透析患者における流行はむしろ少な
かったが，欧米では，透析患者の死亡が一般人の約 10 倍多く，透析患者が改
めてインフルエンザのハイリスク群であることを知らしめる出来事となっ
た1）～3）．また，透析施設における季節性インフルエンザの院内感染，アウトブ
レークも冬季には問題となることが多く，高齢者保健施設とともに院内感染が
報道されることがあるので，施設にとっては，インフルエンザの予防は，患者
のためであることに加えて，スタッフを守り，施設を守ることにつながる．

❷ インフルエンザの予防策
透析施設において事前に行うべきインフルエンザ予防策を表 1 にあげた．
インフルエンザを正しく理解することは，予防の第一歩である．「正しく，
怖れる」必要がある．感染経路を知ることは，予防対策を実際に行う際に基本
となる．
日常的な感染対策として，手洗い，うがい，咳エチケットの徹底，標準予防
策の確実な実施，および患者・スタッフの日常からの健康管理が基本となる．
ワクチンの接種は，透析患者におけるインフルエンザ予防策のなかで，もっ
とも重要である．透析患者におけるインフルエンザワクチンの効果と意義につ
いて，免疫能の低下した透析患者では抗体価が低いという報告もあるが，有効
性を示す報告もあり，議論がある4），5）．
しかし，健常人と同様に透析患者においてもインフルエンザワクチン接種が
予防には有効であり，副作用も少ない．季節性インフルエンザワクチンにより，
透析患者においても入院や死亡が有意に減少し，ワクチンが有効であることが
示されている6）．最新の報告でも，インフルエンザワクチンの透析患者におけ
る効果がメタアナリシスで検討されている7）．インフルエンザワクチンの接種
は，インフルエンザ流行シーズンの全死亡を 32 % 減少させ，また，インフル
エンザ流行シーズンのインフルエンザ/肺炎による死亡を 14 % 減少させた．
従来の透析患者へのインフルエンザワクチンの効果に関する議論にけりをつけ
表 1 透析施設におけるインフルエンザ予防策および流行期前準備
〈予防策〉
〈流行期前準備〉
① インフルエンザに関する正しい知識の周知
④ 発熱時連絡体制の確立
② 日常的な感染対策
⑤ 患者発生時の診療の手順の整備・確認
•手洗い，うがい，咳エチケットの徹底
•各施設に合ったマニュアルの整備
•標準予防策の実施
⑥ 感染対策や診療に必要な物品の準備
•患者・スタッフの日常からの健康管理
•マスク，手袋，抗インフルエンザ薬
③ ワクチンの接種
•インフルエンザワクチン，肺炎球菌ワクチン
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た論文であると考えられる．
今回のガイドラインでも，透析患者に対するインフルエンザワクチンの接種
を推奨している．また，スタッフのワクチン接種は，スタッフ自身のインフル
エンザによる欠勤を減少させるとともに，スタッフによる透析患者へのインフ
ルエンザの伝播を防ぐ意味で重要である．したがって，透析施設においては，
流行期前（10～11 月）に患者全員および医療スタッフ全員にワクチン接種を
薦める必要がある．
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さらに，免疫能の低下した慢性腎臓病患者では，インフルエンザに合併する
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細菌性肺炎が予後不良の原因となるので，肺炎球菌ワクチンの接種も推奨され
ている．肺炎球菌ワクチンは末期腎不全および透析患者では，ワクチンに対す
る反応が低下しているが，透析患者の死亡を減少させる作用があり，とくにイ
ンフルエンザワクチンと併用することにより，死亡率が約 3 割減少することが
報告されている8）．

❸ インフルエンザ流行期前の準備
透析施設においては，インフルエンザ流行期前に， 表 1 のような準備が必
要である．発熱時の連絡体制，患者発生時の診療の手順の整備・確認，各施設
に合ったマニュアルの整備はインフルエンザを発症した症例が非感染患者とク
ロスしないようにするために，必須である．また，あらかじめ，マスク，手袋，
抗インフルエンザ薬などの感染対策や診療に必要な物品の準備も重要である．

Ⅱ インフルエンザ発症患者への対策・透析室内での伝播防止
● 透析患者のインフルエンザは早期診断・早期治療が重要である．

● インフルエンザは飛沫感染であり，発症した透析患者に透析を行う場合，他患者への
伝播を防止するために時間的・空間的に隔離して透析を行う．

● インフルエンザは接触感染を介しても起きるので，器材や環境表面の消毒も重要であ
る．

● インフルエンザを発症した患者に接触した透析患者に対して，抗インフルエンザ薬の
予防投与を行う．

● 透析患者に対する抗インフルエンザ薬の投与量は腎機能を勘案して行う．

解説

❶ 透析患者におけるインフルエンザ診断
流行期に，急激に発症する発熱，関節痛などのインフルエンザを思わせる症
状がある場合には，事前に施設に連絡してもらい，透析室に入る前に，インフ
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ルエンザの診断のための診察を受ける必要がある．また，インフルエンザ患者
との接触歴があれば，あらかじめ申告してもらう．流行期には，透析中の発熱
などにも早急に対応する必要がある．インフルエンザの診断に関しては，病歴，
理学的所見とともに，ウイルス抗原を検出する迅速診断キットが一般的である
が，感度の問題もあり，発症後 24 時間以内では，偽陰性を呈することに注意
する．流行期に典型的な症状を呈する場合は，たとえ迅速診断が陰性であって
も，インフルエンザとして対応する．

❷ 時間的・空間的隔離
インフルエンザの感染は，飛沫感染と接触感染が主体と考えてよい．した
がって，インフルエンザ感染・発症者が未発症の他の患者と直接に接触するこ
とを避けることが重要である．インフルエンザを発症した透析患者は，個室（陰
圧室である必要はない）での透析が望ましいが，個室が利用できない場合は，
他の患者と時間をずらして透析を行う．そのいずれも不可能な場合は，ベッド
間隔を 2 m 以上あけるか，カーテンやパーティションで仕切りを設け，スタッ
フが患者から 2 m 以内での医療行為を行う際にはサージカルマスクを着用す
る．感染患者にはマスクを着用してもらい，手洗いを励行する．また，感染患
者が透析を終えた後のベッドや床頭台などの環境は，通常以上に念入りに消毒
する．

❸ 器材，環境表面の消毒
インフルエンザは飛沫などが器材や環境表面に付着して，手などを介して接
触感染することがあり，器材や環境表面の消毒も重要である．消毒方法に関し
ては，器材は，80 ℃ 10 分の熱水消毒，0.05～0.5 % 次亜塩素酸ナトリウム，2
～3.5 % グルタラール，0.55 % フタラール 30 分浸漬，0.3 % 過酢酸 10 分浸漬な
どが，環境は，消毒用エタノールまたは 0.05～0.5 % 次亜塩素酸ナトリウムに
よる清拭が薦められている．

❹ 抗インフルエンザ薬の予防投与
インフルエンザ感染者との接触があった透析患者に対しては，抗インフルエ
ンザ薬の予防投与が薦められる．どの範囲までを考慮するかはケースバイケー
スであるが，同居する家族や透析施設において隣接するベッドの患者がインフ
ルエンザに感染した場合などは，予防投与を考慮する．予防投与の時期は，早
いほうが効果的であり，インフルエンザ初発患者の発症から 12～24 時間以内
を目標とする．通常，オセルタミビル 75 mg を 1 回内服し，5 日後 75 mg を
もう 1 回服用する．ザナミビルは 1 日 1 回 10 mg（5 mg/ブリスターを 2 ブリ
スター）吸入を 7～10 日間行い，ラニナミビルの場合は 1 日 1 回 20 mg 吸入
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を 2 日間行う．予防投与を実施しても発症することはありうるので，経過観察
は引き続き行い，発症したら治療量で治療する．一般的に，抗インフルエンザ
薬による予防投与の効果に関しては，オセルタミビルで 68～89%，ザナミビ
ルで 72～82% と高く，透析患者でも同様の効果が期待できる．
予防投与を行う場合は，本人に説明し了承を得ること，保険がきかず自費診
療となることを納得してもらう必要がある．オセルタミビルの場合，透析患者
では投与量が少ないことから，施設の持ち出しとなることが実際には多いので
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はないかと推察する．

Ⅲ

❺ 透析患者における抗インフルエンザ薬の投与
透析患者に対する抗インフルエンザ薬の投与量について表 2 に示した．オ
セルタミビルの排泄経路は腎臓であり，透析患者では減量する必要がある．オ
セルタミビル 75 mg 単回投与し，5 日後症状が残っていたら，もう 1 回投与す
る．一方，吸入薬であるザナミビル，ラニナミビルは減量する必要がなく，ザ
ナミビルは 10 mg（5 mg/ブリスターを 2 ブリスター）1 日 2 回 5 日間，ラニ
ナミビルも通常量（40 mg 単回吸入）が使用できる．重症患者に用いられる点
滴静注剤であるぺラミビルも腎排泄であり．透析患者の場合，通常の 1/6 量に
相当する 50～100 mg を透析後に投与する．

表 2 透析患者における抗インフルエンザ薬の使い方
治

療

予

防

オセルタミビル

1 回 75 mg，5 日に 1 回

1 回 75 mg，5 日に 1 回

ザナミビル

通常量
5 mg/ブリスターを 2 ブリスター
1 日 2 回 5 日間

通常量
5 mg/ブリスターを 2 ブリスター
1 日 2 回 10 日間

ラニナミビル

通常量
40 mg を単回吸入

20 mg 吸入

ペラミビル

2 日間

通常の場合

重症化するおそれがある場合

通常の 1/6 量 50 mg を第 1 日
+ 透析ごと透析後

50～100 mg を第 1 日 + 透析ご
と透析後
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Ⅲ 多発時の対応
● 透析患者はインフルエンザのハイリスク群であり，集団で長時間治療を行うことから
アウトブレークのリスクが高く，その防止が重要である．

● アウトブレーク時には，同じフロア全体における抗インフルエンザ薬の予防投与が必
要である．

● 透析施設での透析医療の継続のための事業継続計画をあらかじめ作成しておく．

解説

❶ 透析施設におけるインフルエンザアウトブレーク
前述したように，透析患者はインフルエンザのハイリスク群であり，老人保
健施設などと同様に，アウトブレークのリスクが高い．透析施設における季節
性インフルエンザの院内感染，アウトブレークも毎冬問題となる．2013 年に
は，ある透析施設で，数日の間に透析患者 48 名と職員 12 名の感染を認め，報
道されている．

❷ アウトブレーク時の対策
高齢者施設に関しては，日本感染症学会が，インフルエンザ様の患者が 2～
3 日以内に 2 名以上発生し，迅速診断でインフルエンザと診断される患者が 1
名でも発生したら，施設や入所者の実情に応じて同意取得を心がけたうえで，
フロア全体における抗インフルエンザ薬予防投与の開始を前向きに考慮する，
と提言している参考 URL 2）．透析施設はこれに準じると考えられる．また，アメ
リカ疾病予防管理センター（CDC）では，施設内でインフルエンザのアウト
ブレークが発生した場合，最低 2 週間あるいはアウトブレークが終息してから
1 週間後まですべての患者に化学予防を行うことを推奨している．さらに，ス
タッフでもワクチン接種をしていない者を対象に化学予防を考慮するとしてい
る 9）．
実際に，透析患者における抗インフルエンザ薬の予防投与が透析施設におけ
るインフルエンザのアウトブレーク時に効果がみられたとする報告がある10）．
すなわち，わが国で，2007 年の季節性インフルエンザの透析施設での集団発
生（2 日間で 9 名が発生）の際に，同施設の透析患者に対してオセルタミビル
75 mg 1 回の予防投与が 299 名になされ，予防投与がなされた群では新規のイ
ンフルエンザ発症が 0 名であったのに対して，希望により予防投与を行わな
かった群では 31 名中 2 名が新規にインフルエンザに罹患した（ 図 ）．また，
2009 年のインフルエンザ（A/H1 N1）2009 でも，透析患者 441 名でオセルタ
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血液透析患者
385 名
調査協力なし
46 名
2/19〜20

調査対象者
339 名
発症者
9名

非発症者
330 名

2/21 以降

発症者
0名

非発症者
299 名
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予防内服
あり

Ⅲ
予防内服
なし

発症者
2名

非発症者
29 名

図 透析施設におけるオセルタミビルの予防内服の例（2007 年）
〔菊地

博，他：透析会誌 2010；43：461‒46610）より引用〕

ミビルの予防投与がなされたところ，発症者は出ず，副作用も軽微で有用で
あったとの報告がある11）．
なお，抗インフルエンザ薬の予防投与は保険適用でなく，自己負担となるこ
とも患者に伝える必要がある．

❸ 事業継続計画
新型インフルエンザの際のパンデミック時，透析患者も基本的には新型イン
フルエンザ等対策特別措置法（緊急事態の場合には，外出の自粛や劇場などの
大きな施設の使用制限などを伴う）に従うが，透析医療は継続する必要がある．
このような場合には，職員の確保が困難となることもありうる．このような場
合を想定して，透析施設での透析医療の継続のための事業継続計画をあらかじ
め作成しておくことが必要である．その場合には，一施設のみでなく，地域の
透析施設との連携が重要で，日常からの連携や地域における透析医療継続のた
めの事業継続計画を考慮しておくことが有用である．
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Column
◉ インフルエンザ施設内多発の事例
実際の透析室でのインフルエンザ発症状況について，ある施設からデータを提供いただ
いたので紹介する12）．この施設では，2013 年 1 月から 2 月にかけて，透析患者 117 名
中 5 名，スタッフ 22 名中 5 名が相次いで A 型インフルエンザに罹患した．いずれの発
症者もインフルエンザワクチンを接種済みであった．インフルエンザの感染が確認された
透析患者は，通常の時間帯から比較的人数の少ない時間帯へ，透析時間の変更がなされ，
隔離透析（時間的隔離）の状態で透析を施行し，透析患者同士の水平感染は以後認められ
なかった．スタッフの感染経路は不明であるが，発症時期が近いことから，透析症例の発
症に関連のある可能性はあったと考えられる．スタッフについては，インフルエンザ罹患
後ただちに就業を停止した．このことから，インフルエンザについては，早期に診断し，
可能なかぎり時間的・空間的隔離を行うことが，アウトブレークを最小限にする可能性が
ある．
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肝炎ウイルスを除く感染症の個別予防と治療

4）結核症の診断

Check Point
▶透析患者は，結核感染のハイリスク群であり，非典型的な結核や肺外結核が多いことを
頭に入れておく．
▶結核に特徴的な症状や所見を認めた場合，ただちに Interferon‒Gamma Release Assays（IGRAs）も含めた検査を実施し鑑別診断を行う．
▶結核の感染対策でもっとも重要なのは，早期発見・早期治療であり，発病者を認めた場
合，ただちに保健所に届けて，必要な感染対策を実行していかねばならない．

血液透析（hemodialysis； HD）患者は，感染症に対する抵抗力，免疫力が弱
く，結核に罹患しやすいことはよく知られているが1），限定的なスペースで多
数の患者が近接したまま HD を受けるため，飛沫核感染症である結核が発生す
ると透析施設内で蔓延しかねない．したがって，結核は HD 施設の感染管理上
もきわめて重要な感染症であり，感染予防に関するガイドラインに則った厳格
な対応が求められている．

Ⅰ 透析患者における結核
● 透析患者における結核は，非典型的なものや肺外結核が多く，見過ごされやすい．
● 頑固な胸水では，結核性胸膜炎を想起する必要がある．

● 過去によく指摘された HD 導入期や導入直後だけではなく，HD 導入後何年か経て発
症する結核も増えているので，注意が必要である．

解説

❶ 非典型的な結核や肺外結核が多い
典型的な肺結核は診断が容易であるが，HD 患者の場合，咳や喀痰，微熱な
どの症状を伴わない非典型的な結核や肺外結核（リンパ節結核，粟粒結核など）
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が比較的多く，診断が困難で見過ごされやすい．実際，肺外結核の頻度は非
HD 患者に比較して HD 患者では有意に高い2）．おまけに，HD 患者の場合，
結核性胸膜炎に伴う胸水は，心不全や除水不足，合併する肝硬変，低栄養状態
による漏出性胸水との鑑別が難しい．さらに，結核性胸膜炎以外の感染症や悪
性腫瘍に伴う滲出性胸水との鑑別まで視野に入れておかねばならず，HD 患者
で結核性胸膜炎と診断するのは至難である3）．腹腔内のリンパ節結核や脊髄の
結核となると，専門家でも診断は困難である．

Ⅲ
感染予防各論

❷ 免疫能低下に伴う内因性再燃
HD 患者における結核発症のほとんどは内因性再燃によるといわれており，
結核結節内などに封じ込められていた結核菌が何年も経過した後に活性化し結
核が再発するもので，HD 患者の細胞性免疫能低下がリスクになっている．最
近では，HD 導入時期だけではなく，HD 導入後 10 年以上経た患者における結
核発症が少しずつ増加してきたという報告もある4）．エリスロポエチンによる
貧血改善，HD の早期導入などにより HD 導入期の全身状態が改善したため，
HD 導入前後の結核発症が以前より減少したものと推測される．反面，HD 患
者の高齢化や糖尿病による HD 患者が増えたことにより，HD 導入後に免疫不
全が徐々に進行し結核を合併しやすくなった可能性もある．とくに高齢者で
は，経済力の低下や栄養不良，劣悪な生活環境が認められるケースも増えてお
り，結核発症の誘因になっている可能性が考えられる．

Ⅱ 結核の診断と検査
● 持続性の発熱や咳，慢性の喀痰，胸水，膿尿，リンパ節腫脹，倦怠感，食欲不振，全
身衰弱などの症状や所見，炎症反応の持続的な高値や画像検査異常が結核を疑う契機
となりうる．

● 結核菌の存在を同定するための塗抹検査や培養検査は重要である．
● X 線検査や CT 検査は，画像診断のうえで欠かせない．

● 必要に応じて，生検，気管支鏡，胸腔鏡も鑑別に併用する．

● インターフェロンγ遊離試験（Interferon‒Gamma Release Assays ；IGRAs）は，
今日の結核診断には欠かせなくなっている．

解説

❶ 結核の疑診
一般抗菌薬が無効な持続性の発熱や咳，慢性的な喀痰，胸水，膿尿，リンパ
節腫脹，倦怠感，食欲不振，全身衰弱などを認めたら，結核を鑑別に挙げる．
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表

結核の診断に必要な検査

① 結核菌検査

④ 生検

•培養検査：固形培地，液体培地
•遺伝子検査
•同定検査：マイコバクテリア DDH 法，ア
キュプローブ法，キャピリア TB，ナイア
シンテスト
② ツベルクリン反応
③ 画像検査
•胸部 X 線検査
• CT 検査
• PET（positron emission tomography）

•胸膜生検
⑤ 気管支鏡検査
•肺胞洗浄液検査
•肺生検
⑥ 胸腔鏡検査
⑦ インターフェロンγ遊離試験（IGRAs）
• QuantiFERON Ⓡ ‒TB Gold

•塗抹検査

•リンパ節生検

• T‒ スポットⓇ. TB

〔日ノ下文彦：結核―対策と最近の話題，秋葉 隆，他 編：透析療法ネクストⅧ 感染症対策．2009，
74‒83，医学図書出版，東京 5）より改変・引用〕

炎症反応（CRP，血沈，白血球数）高値が持続する場合も結核を疑うべきであ
る．胸部 X 線所見，CT 画像，腹部超音波検査異常も結核を疑う契機となりう
る．胸水や腹水中の adenosine deaminase（ADA）の上昇は診断の補助になる．
結核の確定診断には，結核菌の検出や病理組織学的診断が必要だが，結核を確
診できる陽性結果が出揃わない場合もあるので，病状やいくつかの検査結果を
総合して判断せざるをえない場合があることも肝に銘じておかねばならない．
5）
．
以下に，結核の診断に使われる一般的検査について簡単にまとめておく（表）

❷ 結核菌検査
まず，塗抹検査が行われることが多いが，早ければ数十分で結果が得られる．
喀痰，咽頭粘液，胃液，気管支洗浄液などが検査材料である．たとえば，喀痰
の塗抹検査で結核菌が陽性に出れば，グレードによって周囲への感染危険度も
予測可能である．
培養検査は検出感度が高く，生菌が得られるので信頼性も高い．薬剤感受性
試験や菌種同定にも利用される．
核酸増幅による遺伝子検査も実施されるが，生菌と死菌の判別ができず菌量
を測定できない欠点があり，補助診断として活用されることが多い．

❸ ツベルクリン反応
ツベルクリン反応は古典的結核診断法であるが，強陽性の場合には診断の参
考になる．通常の HD 患者では，細胞性免疫能低下により陰性結果が出やすい
のであまり参考にならない．
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❹ 画像検査
胸部 X 線検査は必須である．CT 検査は X 線写真だけで結核を確定しづら
いときに有用である．胸部 CT は，肺結核と肺癌の鑑別，肺門部周辺の結核巣
の同定，傍気管支や傍大動脈のリンパ節腫脹などの同定に役立つ．腹部 CT は
腹腔内リンパ節結核の診断や脊椎，その周辺部，肝臓，脾臓，消化管の結核の
診断に有用である．
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❺生
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検
リンパ節生検や胸膜生検により結核性病変が確認されれば，診断を確定でき
る．

❻ 気管支鏡検査
肺内結核性病変では，気管支鏡が診断に役立つこともある．気管支洗浄液や
気道分泌物の採取により，結核菌検査（塗抹検査，培養検査，核酸増幅法など）
が可能となる．生検によって結核菌を検出したり類上皮細胞肉芽腫を証明する
ことも可能である．胸部 X 線検査や CT で見つかった結節性病変が，肺癌な
のか肺結核なのか鑑別するのに役立つ場合もある．

❼ 胸腔鏡検査
結核の診断に胸腔鏡が用いられることもある．細いファイバースコープを病
変部に近づけると直視下に観察できるので，病変がファイバースコープで視認
できる範囲にあれば有用である．

❽ Interferon‒Gamma Release Assays（IGRAs）
結核菌特異抗原で刺激したメモリー T 細胞から産生されるインターフェロ
ン―γ 量 を 測 定 し て BCG 接 種 の 影 響 を 受 け ず に 診 断 で き る 方 法 の 総 称 を
IGRAs と呼んでいる6）～9）．非定形抗酸菌症の影響を受けないため，透析患者
など免疫力が低下している患者でも有用性が高い．特異度は 90% 以上だが，
ツベルクリン反応同様，過去の感染者でも陽性に出てしまうことが多く，注意
が必要がある．現在，QuantiFERON Ⓡ ‒TB Gold 法と採血時の処理が簡便な
T―スポットⓇ．TB が普及しており，肺結核のみならず腎不全患者の胸水の鑑
別や結核菌感染の補助診断として定着しつつある9）．参考のため，QuantiFERON Ⓡ ‒TB Gold 法による判定基準を図に示す．
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QFT‑3G

＜ 0.1
陰性

0.1 ＜ ≦ 0.35
判定保留

感染危険小

0.35 ≦
陽性

感染危険大
＊
（QFT 陽性率≧15%）

未感染

感染

図 QuantiFERON Ⓡ―TB Gold（QFT―3 G）の判定フロー
＊

：接触者健診などで対象集団の QFT 陽性率 15% 以上を想定

Ⅲ 結核の治療
● 抗結核治療はイソニアジド（INH）
，リファンピシン（RFP），エタンブトール（EB），
ピラジナミド（PZA）が主体である．

解説
通常，結核の治療は抗結核薬であるイソニアジド（INH），リファンピシン
（RFP）
，エタンブトール（EB）
，ピラジナミド（PZA），ストレプトマイシン
（SM）などを用いる．標準的には，PZA が投与可能なら，前者 4 剤をまず 2
カ月間投与し，その後，INH，RFP の 2 剤で 4 カ月間治療する．INH，EB，
SM，PZA のように HD 患者では用量や投与間隔を加減しなければならない
薬もあるので注意する．最近は，抗結核治療を 6 カ月間程度に短縮することが
多くなっているが，免疫能が低下している透析患者では，それ以上長い期間治
療を継続したほうがよいともいわれる．
なお，HD 患者のようなハイリスク群では，潜在性結核感染（latent tuberculosis infection；LTBI）も INH 単独投与といった予防的治療の対象になる．
潜在性結核感染とは，明らかな活動性結核がないものの IGRAs が陽性になっ
たようなケースである．

192

2. 肝炎ウイルスを除く感染症の個別予防と治療

4）結核症の診断

Ⅳ 結核の感染対策
● 結核の感染対策の基本は早期発見，早期治療である．

● 結核患者が発生したら「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイ
10）
ドライン（四訂版）
」
に従って，厳格に感染対策を実行していかねばならない．
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解説
HD 施設内における結核感染対策の基本は，早期発見と早期治療である．通
常，透析施設で感染源となるのは排菌陽性の肺，気管支，咽頭結核患者のみで
ある．呼吸器以外の肺外結核が周囲に伝染する可能性はきわめて低い10）．
最初に発見された結核患者が排菌していた場合（開放性結核），空気感染隔
離室（airborne infection isolation room；AIIR）へ患者を収容する．それがで
きなくても HEPA フィルター内蔵アイソレーターなどの設備が必要であり，
スタッフは感染予防のため N95 マスクを着用する．隔離対策ができない場合，
速やかに隔離透析ができる施設へ転院させる．患者へはマスクの着用や咳エチ
ケット（周囲に病原体が拡散しないよう手で口を押さえたり気を配る）などの
教育もしておく必要がある．同時期に透析室にいた透析患者や医療スタッフに
は，接触者検診を実施する．事前の対策として，透析患者だけではなく，透析
医療スタッフも定期的に胸部 X 線検査を受けておくとよいが，結核を疑う症
状が続いたり IGRAs が陽性になった場合，迅速に精密検査を進める．
結核は 2 類感染症に分類されており，結核患者が発生したら感染症法第 12
条第 1 項規定により医師はただちに管轄の保健所へ届け出る必要がある．その
際，結核発症患者だけではなく，無症状の病原体保有者，疑似患者も届け出な
ければならない10）．
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Column
◉ 開放性結核症に対する対策
本文で述べたように，結核は飛沫核感染であるため，HD 室内で肺結核や気管支結核，
咽頭結核など排菌陽性の患者が発生した場合には，周囲の患者やスタッフに感染する確率
が高い．そこで，以下のような発病者および接触者に対する対策をきちんと実行しないと
同じ HD 施設内で結核が蔓延し，HD 室閉鎖の事態にもなりかねないので注意が必要であ
る．
排菌患者に対しては，空気感染隔離室（airborne infection isolation room；AIIR）
へ収容するか，透析可能な結核患者向けの隔離病棟に収容するのが原則である．しかし，
感染隔離室を有する HD 施設や結核病棟内で HD ができる施設は限られている．おまけに，
結核病棟で HD が可能な病院でも，出張 HD となると人手が複数取られてしまい，本来
の HD 室内業務が手薄になるため，同時期に多くの患者を受け入れられないことが多い．
したがって，同じ地域で複数名の結核患者が発生すると，完全隔離などの感染対策可能な
病院の収容人員枠をオーバーし，隔離転院が困難となるケースも散見される．そのような
隔離転院ができない場合，個室（独立した空調を有し，空気が流出しないよう陰圧にする．
空調が独立していなければ空調を止め，ドアは閉めて一般病室へ空気の拡散がないように
する）で透析するか（空間的隔離）
，時間帯を一般の透析患者と変えて透析する（時間的
隔離）10）．その際，スタッフは微粒子用 N95 マスクおよび非透水性のディスポーザブル
ガウンを着用する．また，換気を頻回に行う（1 時間に 6 回以上）といった対策が義務
づけられている．移送の際，患者にサージカルマスクを着用してもらうのはいうまでもな
い．
開放性結核患者が発生した場合，面倒ではあるが，接触者検診をただちに実施しなけれ
ばならない．同じ HD 室内で同時期にいた患者および医療スタッフ（濃厚接触者を第一同
心円として対象者を選定）に対し，IGRAs を実施する．IGRAs は結核の接触者健診に有
用である（図）10）．IGRAs が陽性になるには 2～3 カ月かかるので，その時点で測定し，
陽性者を潜在性結核感染者として治療の対象とするが，必要に応じて問診（発熱や咳，痰
などの症状）や胸部 X 線検査も併用するとよい．なお，IGRAs 陽性率が非常に高かった
場合など，結核感染率がきわめて高いと推定される集団では，IGRAs の再検査を最終接
触の 6 カ月後にも実施することが推奨されている．
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肝炎ウイルスを除く感染症の個別予防と治療

5）とびひ・水虫・その他皮膚接触感染症
の個別予防策と治療
Check Point
▶発疹や傷のある皮膚に触るときは，未使用のディスポーザブル手袋を装着する．
▶患者が皮膚のかゆみを訴えるときは，皮膚の状況の観察をすること．
▶皮膚掻痒症の患者は，引っかいたりした皮膚が感染して伝染性膿痂疹（とびひ）となっ
て発症することがある．
▶足白癬（水虫）が原因で，蜂窩織炎などの感染症を起こすことがある．
▶共用のマットやスリッパには，落屑などに包まれて足白癬菌や疥癬虫が存在している可
能性がある．

「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン（四
1）
に，感染対策の基本となる標準予防策について明記してある．
訂版）」

•標準予防策は，すべての血液，
（汗を除く）すべての体液，分泌物，排泄物，
粘膜，健常でない皮膚が感染性を有する対象として適用される．
（Level 1 A）
•感染性を有する湿性生体物質に触れる可能性が高い場合は，未使用のディス
ポーザブル手袋の着用が重要である．
“ 健常でない皮膚 ” とは，患者のかきむしった皮膚，発赤や発疹，水疱，膿疱，
痂皮（かさぶた）などがある皮膚，ただれた皮膚，角化した爪，ひび割れたか
かとなどを示す． “ 感染性を有する湿性生体物質 ” とは，血液，体液，喀痰，
鼻汁，尿，便，眼脂，羊水，創部からの排出液などを示す．この基本の考え方
を知っておくことが重要である．
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5）とびひ・水虫・その他皮膚接触感染症の個別予防策と治療

Ⅰ とびひ（伝染性膿痂疹）
● 黄色ブドウ球菌や連鎖球菌が原因菌の接触感染である2）．

● メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）による伝染性膿痂疹が増えている．
● 健常でない皮膚に触るときはディスポーザブル手袋を着用．

Ⅲ
感染予防各論

解説

❶ とびひとは
•黄色ブドウ球菌もしくは連鎖球菌による皮膚感染症で，水疱や膿疱をつく
る．黄色ブドウ球菌が原因のときは水疱を形成するため，水疱性膿痂疹（ブ
ドウ球菌性膿痂疹）と呼ばれ，連鎖球菌が原因のときは膿疱や痂皮が形成さ
れるため，非水疱性あるいは痂皮性膿痂疹（連鎖球菌性膿痂疹）と呼ばれて
いる．
•接触感染であり，潜伏期間は 2 日～10 日程度．
•学校保健安全法施行規則第 18 条において，第 3 種感染症（学校教育活動を
通じて流行を広げる可能性がある伝染病）に位置づけられている．通常，登
園 ･ 登校停止の必要性はないと考えられているが，共同浴場やプールは避け
ること，病巣の被覆を行うことなど直接接触を避けることの指導が必要であ
る．また，炎症の強い者，広範な者については登園・登校不可とする場合が
ある．

❷ 水疱性膿痂疹とは
•小児での発症が多く，とくに夏季に発生．まれに成人も発症する．
•虫さされ，小さなけが，アトピー性皮膚炎などの引っかき傷に感染を起こす
ことによって生じ，膜の薄い水疱ができる．
•水疱は簡単に破れてただれた皮膚（びらん）となり，痂皮形成され手で掻い
ているうちに他の部分にも広がり“飛び火”していく．
•軽いかゆみがあるが，発熱は伴わない．

❸ 痂皮性膿痂疹とは
•季節や年齢に関係なく発症する．
•小さい水疱あるいは膿疱で始まり，黄色っぽく痂皮形成され急速に広がる．
皮疹の周辺は炎症症状が強い．
•病変部近くのリンパ節腫大，発熱，咽頭痛を伴うこともある．
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❹ 伝染性膿痂疹の原因菌調査で約 25% に MRSA を検出
•伝染性膿痂疹で治療に難渋する例や重症化する例があり，古村らの 2 回の調
査で 75% がメチシリン感受性黄色ブドウ球菌（MSSA），約 25% に MRSA
が検出されたという報告がある3）．
•ゲンタマイシン（GM）に対する薬剤耐性菌の検出率が高く，外用薬ではテ
トラサイクリン系抗菌薬（TC）含有軟膏が有用である．

❺ 透析室におけるリスクと感染拡大防止
1）観察，発見

•透析患者は皮膚のかゆみを訴えることが多いため，皮膚掻痒症はいつものこ
ととして皮膚観察が遅れ，膿痂疹の発見が遅れてしまう危険性がある．また，
ワンフロアでの透析中に体幹部の観察や処置がしにくいなどの条件も重なっ
てくるが，医療者の目で異常を発見できる機会を生かし早期治療へとつなげ
たい．
2）処置時の注意

•処置を行う場所の周囲環境の汚染防止に努める必要がある．透析ベッドの上
で処置をする場合，ディスポーザブルシーツを敷き，使用後のガーゼなどを
速やかに廃棄できるようにビニール袋を準備する．
•処置時には必ずディスポーザブル手袋を着用し，手袋着脱前後にアルコール
手指衛生を実施する．
•石けんと水にて局所と周囲の洗浄をし，ガーゼで水気を拭き取ったあとに軟
膏を塗布．患部は広くガーゼで覆い，保護する．包帯が可能な部位ではさら
に包帯で覆っておく．
•処置に使うテープは患者個人用とし，ジッパー付ビニール袋などに入れてお
き清潔区域に戻さないようにする．また，患部に触れた手袋でテープカット
をしないこと．
3）リネンと環境の管理

•病巣が衣服などで完全に被覆されている場合であっても，患者ごとにシーツ
交換をするのが望ましい．
•リネンの消毒は，0.01 %（100 ppm）次亜塩素酸ナトリウムで 2 分間の浸漬，
または熱水 80 ℃・10 秒間や 70 ℃・30 秒間でも有効である．
•ベッド周囲や環境については，通常の両面活性剤入りの環境クロスなどを
使っての清拭を実施する．
4）教

育

•手指や爪で皮膚を引っかくことで，他の部位にも感染拡大していく．石けん，
流水での手洗いを行い，病巣を引っかかないように指導する．
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•自宅でシャワー浴にて痂皮や分泌物をよく洗い落とすこと，患部を拭くタオ
ルは共有しないことを指導する．

Ⅱ 水虫（足白癬）
● 白癬菌は生命力が強く，ケラチンを栄養源として剝がれ落ちた皮膚の中でも生きてい
る（毛髪や爪もケラチンでできている）．

Ⅲ
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● 高温多湿，気温 15℃，湿度 70% 以上にて活発に増殖．

● 白癬菌が角質層に侵入するのに 1 日くらいかかるため，清潔に洗い流すことで侵入を
防げる．

● 白癬菌が原因で蜂窩織炎を起こし，劇症化した場合死に至ることがある．

解説

❶ 水虫とは
•水虫は「白癬菌」というカビが寄生して起こる感染症で，皮膚や毛髪，爪を
構成するケラチンを栄養素として増殖．感染部位により頭部白癬，体部白癬，
股部白癬，手白癬，爪白癬，足白癬などと呼ばれ，足白癬を一般的に水虫と
．
呼んでいる4）（図 1）

❷ 水虫の症状
•好発部位は足の指のまた（趾間），足の裏，足の裏のふちなどである．足の

しらくも
（頭部白癬）
ぜにたむし
（体部白癬）
手白癬
いんきんたむし
（股部白癬）

爪白癬

水虫
（足白癬）

図 1 白癬菌の感染部位による呼称
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趾間型
爪白癬
趾間型………足趾と足趾の間（趾間）の皮膚が白くふやけてむけ，か
ゆみを感じる．最初は第 4 趾間にできることが多い．
小水疱型……土踏まずや足の側面に小さな水疱ができ，赤みや皮むけ
を生じ，強いかゆみを感じる．水疱が破れると皮膚がむ
ける．
角質増殖型…かかとを中心として足全体の皮膚が厚くなり，ひび割れ
を起こす．
爪白癬………爪に白癬菌が侵入し，黄白色に変色する．爪の肥厚，変
形，爪がもろくなるなどの症状が現れる．

小水疱型

角質増殖型

図 2 水虫の症状・好発部位

部位や症状によって 4 つに分けられる（図 2）．

❸ 透析患者でとくに水虫に注意が必要な理由
•透析患者の閉塞性動脈硬化症（ASO）などによる下肢切断を予防するために，
フットチェックなどによる足病変の早期発見，早期治療，予防対策の啓発な
どがたいへん重要である．しかしながら，水虫についてはあまり緊迫感を
もっていない患者が多いのが現状である．なぜだろうか？
•水虫は冬になると自然に軽快するケースがあるため，一時的に治ったように
感じてしまうことが多く，治療が中断され水虫の完治が難しくなっていって
しまう．
•さらに，水虫は，皮膚が損傷している状態であり，患部より黄色ブドウ球菌
などの化膿菌が侵入すると，足の壊疽などが起こり下肢切断する事態に陥る
こともある．また，劇症化して死に至ることもある．
•角質増殖型足白癬と爪白癬の多くは，外用抗真菌薬と同時に経口抗真菌薬の
内服が必要になる．完全に治癒するまで根気よく治療を続ける必要がある．

❹ 透析室におけるリスクと感染拡大防止
1）観察，発見

•定期的なフットチェック時に，水虫の好発部位と症状についてチェックす
る．ディスポーザブル手袋を着用して観察を行う．
•フットチェックは透析中に行うことが多いと思われるが，周囲の患者に聞こ
えるような大きな声で水虫について言わないように，患者のプライバシーに
も十分注意する．
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2）処置時の注意

•角質増殖型の水虫では，かかとの皮膚が厚くなり，ボロボロと剝がれ落ちた
りする（落屑）が，その皮膚の中には白癬菌が多く含まれ，他の人へ感染さ
せる原因となってしまう．
•落屑が多いときは，ディスポーザブルシーツを敷いた上で処置することが必
要である．
3）リネンと環境の管理

感染予防各論

•洗い流すことで感染力はなくなる．洗濯して乾燥させることが大事である．

Ⅲ

•バスマットやスリッパは共有しないように工夫する．
4）教

育

•毎日，足を洗うこと，接触した可能性があったら洗い流すことを指導する．
•白癬菌が角質層に侵入するのに 1 日くらいかかるといわれている．仮に白癬
菌が皮膚に付着しても，角質層の中に侵入する前に洗い流すことで予防する
ことができることを伝える．
•医師の指示に従い，水虫の治療は中断しないこと，軟膏塗布は最低 1～2 カ
月続ける必要があることを指導する．

Ⅲ 疥

癬

● 疥癬は，感染力の違いにより通常疥癬と角化型疥癬（ノルウェー疥癬）に分類され，
5）
通常疥癬の患者に対しては接触予防策を行う（Level１Ａ）
．

● 角化型疥癬の患者に対しては，接触予防策に加えて原則として個室隔離を行う（Level １Ａ）5）．

● 数か月間で 2 人以上の疥癬患者が見つかった場合は，角化型疥癬を感染源とした集団
発生を考え対策を実施する6）．

解説

❶ 疥癬とは
•疥癬は，ヒゼンダニという小さなダニがヒトの皮膚に寄生して，皮膚の掻痒
感や角化をきたす疾患であり，ヒトからヒトへ感染する．
•「通常疥癬」と「角化型疥癬」はどちらも同じヒゼンダニ感染症であるが，
感染力の強い角化型疥癬に対する予防対策が重要である．

❷ 透析室におけるリスクと感染拡大防止
•通常疥癬は，長い時間の皮膚の接触でダニが移動して感染する．短時間の接
触ではほとんど感染しないが，疥癬の患者の使用した同じリネンを使うこと
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表

疥癬感染予防のポイント

•角化型疥癬では，透析ベッドは個室を利用またはそれに準じた環境にすること．
ベッドを連続して使わないこと．器具を共有しないこと．

•ディスポーザブルシーツを使用し，患者ごとに交換する．
•ベッド上の落屑は，粘着シートを使って埃を立てないように回収し，掃除機で清掃
する．
•清拭や薬剤塗布，更衣，シーツ交換時は，手袋，ディスポーザブルガウンを使用する．
•シーツや病衣は毎日交換し，埃を立てないようにして小さくまとめビニール袋に密
封し運搬する．
6）
〔日本皮膚科学会：疥癬診療ガイドライン（第 3 版）
より作成〕

で感染することもある．
•角化型疥癬は，桁違いに多数のヒゼンダニが寄生し，感染力が強い．短時間
の接触や衣類や寝具を介した間接的な接触でも感染する．
•一般に疥癬のダニは人体から離れると 2～3 時間で死滅するが，角化型疥癬
は落屑の中にも多数の生きたダニが含まれ，それが付着することでも感染す
る．
１）角化型疥癬は厳重な接触予防対策を実施

•角化型疥癬は全身衰弱者や重篤な基礎疾患を有する人，ステロイド薬や免疫
抑制薬の投与などにより免疫能の低下している人など，また，それらを有す
る高齢者に好発するといわれている．
•感染経路は，皮膚と皮膚の直接接触が主体で，ケアに当たって感染した職員
が媒介して他の患者や家族に感染拡大する事例もある．通常疥癬は，接触予
防策を実施すれば隔離は不要であるが，角化型疥癬は集団疥癬の原因となる
ため，厳重な個室隔離対策が必要となる．
•日本皮膚科学会が平成 27（2015）年に策定した疥癬診療ガイドライン第 3
版6）の「疥癬感染予防のポイント」を表に示す．
２）集団発生事例

•疥癬については届出対象となっていないため全国データがないが，2002 年
国立病院で 49 人，1998 年特別養護老人ホームで 150 人の大規模集団感染の
報告がある．
３）日常的な標準予防策の実施

•健常でない皮膚に対する標準予防策の実施を日常から実施すること，少しで
も疥癬を疑ったら，ディスポーザブル物品を使用して環境整備をしておくこ
とが重要である．
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2. 肝炎ウイルスを除く感染症の個別予防と治療

5）とびひ・水虫・その他皮膚接触感染症の個別予防策と治療

Column
◉ 角化型疥癬は，最初に見た人のアセスメントが重要 !!
2013 年 8 月に静岡県の透析ベッドをもつ総合病院の病棟にて，入院患者，外来患者，
職員合わせて 14 名に疥癬が集団発生した．その年の 5 月に 3 日間入院して死亡退院し
た患者が集団感染の発端となったと考えられたが，皮膚科未受診であったので，角化型疥
癬だったのではないかという推測の状況である．調査してみると，発端と考えられる患者
の手指に落屑を伴う皮膚びらんを認めたようだったが，患者の急変時には手袋を装着でき

Ⅲ
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ずにケアしていたことが判明した．
８月と 9 月に主治医と看護師それぞれが疥癬を発症．当該患者の入院・転棟制限を実施．
9 月に該当病棟の患者にイベルメクチンの治療 ( 予防 ) 投与を実施し，10 月末に終息宣
言に至った．この間 6 カ月間を要した．角化型疥癬は感染力が強く，健康な職員でさえ
も感染してしまった．誰もが問題視していなかったことによるアセスメント不足が招いた
結果と考えられる．
腎臓内科の病棟での発症であったため，入院中の透析患者も感染した．個室透析を実施
し，二次感染を防止した．透析患者に発生した場合は個室透析が必要となるが，少しでも
疑った場合は隔離すべきである．アセスメントの遅れがアウトブレイクになることを，こ
の事例を通し学びとっていただけたら幸いである．

■文

献
1） 厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業：透析施設における標準的な透析操作と感染予
防に関するガイドライン（四訂版）．2015

2） 玉置邦彦 編：最新皮膚科学大系（第 14 巻）細菌 ･ 真菌性疾患．2003．53‒63，中山書店，
東京

3） 古村

速，竹川鋼史，川崎浩三他，他．：小児の伝染性膿痂疹の細菌学的，臨床的検討．小児

感染免疫

2007； 19：405‒412

4） 日本皮膚科学会ガイドライン：皮膚真菌症診断・治療ガイドライン．日皮会誌
119，851‒862

５） 文献１），105‒109

６） 日本皮膚科学会：疥癬診療ガイドライン（第 3 版）．日皮会誌

2009；

2015；125：2023‒2048

（帯金

里美，塚本

久美 )
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3 腹膜透析関連感染症
Check Point
▶腹膜透析（PD）関連感染症にはカテーテル出口部感染・トンネル感染，腹膜炎がある．
▶ PD 離脱予防や腹膜保護のためには感染症を予防することが重要である．
▶ PD 関連感染症に関して国際腹膜透析学会（ISPD）からガイドライン（勧告）1）が示さ
れている．
▶カテーテル出口部感染は起因菌で頻度の高い黄色ブドウ球菌，緑膿菌に対する治療を行
う．
▶腹膜炎治療には，まずグラム陽性菌・グラム陰性菌に対する経験的治療を行い，起因菌
同定後に感受性のある抗菌薬に変更する．

腹膜透析（PD）関連感染症には，カテーテル出口部・トンネル感染，腹膜
炎があり，その診断，治療法について，国際腹膜透析学会（ISPD）からのガ
イドライン1）を中心に解説する．

Ⅰ PD 関連感染症の予防
● PD の予後をよくするため腹膜炎予防に十分配慮し，それぞれの施設，それぞれの患
者に適した PD 治療計画を立案すべきである．透析施設では最低でも 1 年ごとに感染
症発症率を算定し，常に把握しておくべきである．

● カテーテル留置時に抗菌薬を予防的に投与することは，感染リスクを減らす（エビデン
ス）
．

● PD 患者はまれに侵襲的な医療行為により腹膜炎が誘発されることがある（エビデンス）
．
検査，処置のときは腹腔内を空にして，抗菌薬を予防投与する．

● 重度の便秘と腸炎は，腸内細菌による腹膜炎と関係がある（エビデンス）．
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解説

⃝ 感染症の発症率
〈発症率の算定（すべての感染と起因菌ごとに計算）
〉

•一定期間の感染症の発症数を透析年数で除することで，1 年当りの発症率
で表す．
•透析月数を発症数で除することで，1 発症に要する月数で表す．

感染予防各論

各施設の腹膜炎発症率は，1 回/18 患者月（0.67 回/1 患者年）を超えてはな

Ⅲ

らない1）．ただし，全体として 1 回/41～52 患者月（0.29～0.23 回/1 患者年）
と低率であることが報告2），3）されており，これは施設が達成すべく努力しなく
てはならない目標でもある．
腹膜炎の発症ごとに発症原因を確定するための分析を行い，新たな発症を防
ぐために可能なかぎり対策を講ずるべきである．患者の手技の再確認，必要に
応じて再トレーニングを行う．

Ⅱ PD カテーテル出口部・トンネル感染
● カテーテルケアで重要なのは出口部の観察であり，現在の状況を把握し対応すること
である．出口部ケアの最終目標はカテーテル関連感染症，腹膜炎を予防することであ
る．

● 出口部感染の起炎菌でもっともよくみられる黄色ブドウ球菌と緑膿菌は再燃すること

が多く，腹膜炎に進展することがある（エビデンス）．とくに注意を要するため，積
極的な治療が重要である．

● 抗菌薬治療は出口部が完全に正常化するまで継続すべきであり，最低 2 週間は治療を
継続する．緑膿菌の場合は 3 週間治療を行う．

● 適切な抗菌薬治療が行われているにもかかわらず治癒しない場合は，カテーテル入れ
替え術を行う．出口部感染が腹膜炎へと進展してしまった患者や，同一菌による出口
部感染と腹膜炎を同時に発症している患者では，カテーテルを抜去すべきである．

解説

❶ 予防のためのカテーテルケア
カテーテルケアに当たり，出口部の状態は 3 つの時期に分類できる．
•創傷治癒の時期：カテーテル挿入術後の創傷治癒の時期．ドレッシング材
で表面を覆い交換しないことが推奨されている．交換する場合は医療者が
無菌的に行う．
•維持の時期（非感染）
：創部は治癒し，出口部は乾燥し炎症性変化や感染
のない時期．日常のカテーテルケアを患者教育する．
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•感染の時期：出口部に発赤・腫脹・熱感・疼痛・膿・肉芽形成など感染の
症状がある時期．治療が必要であり，外来受診を指導する．
〈出口部皮下トンネルの構造〉

カテーテル出口部（体表から皮下トンネルへの移行部分）は脆弱であり，カ
テーテルの不安定な固定による機械的損傷や消毒液による化学的損傷で移行部
分のバリア機能が破綻し，細菌の侵入が容易となり出口部感染を発症すると考
えられる．
また，カテーテル出口部は時間経過とともに表皮のダウングロースが発生し
カテーテル周囲のポケットを形成し，落屑組織の蓄積などが感染の温床とな
る．そのため清潔を維持することが重要であり，出口部周囲の洗浄が必要であ
る．

❷診

断
カテーテル出口部および皮下トンネル部を観察し，発赤・腫脹・痂皮・圧痛・
排膿の有無を確認する．出口部からの膿性の滲出液は感染の存在を示す．出口
部の発赤は，必ずしも感染を示すものではない（エビデンス）．
国際腹膜透析学会（ISPD）ガイドライン1） では，出口部評価スコア（表）
を提示している．まず局所の培養検査を施行し，培養結果が判明する前に経験
的治療を行う．培養結果から感受性のある抗菌薬に変更する．

❸治

療
経験的治療は黄色ブドウ球菌に有効な抗菌薬を用いる．緑膿菌による出口部
感染症の既往がある場合は，緑膿菌も考慮し抗菌薬を選択する．
黄色ブドウ球菌に対する治療として第一世代セフェム系抗菌薬を使用する．
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）保菌者や既往のある患者ではバンコ
表

ISPD の出口部評価スコア

０点
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1点

2点

腫

脹

なし

出口のみ
＜ 0.5 cm

＞ 0.5 cm
および・または
トンネル部

痂

皮

なし

＜ 0.5 cm

＞ 0.5 cm

発

赤

なし

＜ 0.5 cm

＞ 0.5 cm

疼

痛

なし

軽度

重度

滲出液

なし

漿液性

膿性

4 点未満は感染疑い．4 点以上は感染とみなす．膿性滲出液が認め
られる場合は 4 点未満でも感染とする．

〔Li,P.K.,etal.：Perit.Dial.Int. 2010；30：393‒4231）より改変・引用〕

3. 腹膜透析関連感染症

マイシンの投与を考慮する．
緑膿菌には第一選択として経口キノロン系抗菌薬が推奨される．長期の場合
セフタジジムを腹腔内投与する．抗菌薬は 2 剤を併用し，治療期間として 3 週
間は必要である．
抗菌薬の経口投与は，MRSA を除き腹腔内投与とほぼ同等の効果がある．
皮下トンネル部の超音波検査は感染波及部の評価や治療方法の決定に有用で
ある．トンネル感染の外科的治療としてアンルーフィング，出口部変更術，カ

感染予防各論

テーテル入れ換え術がある．

Ⅲ

Ⅲ 腹 膜 炎
● 排液が混濁している PD 患者は腹膜炎が起こっていると考えるべきである．これは，
排液の細菌数とその種類，および排液の培養により確認できる（エビデンス）．

● できるかぎり早く経験的治療を開始することが重要であり，抗菌薬はグラム陽性菌と

グラム陰性菌の両方を対象にする．腹膜炎に対する治療が適切に行われないと，再燃，
カテーテル抜去，血液透析への完全移行，死亡といった重大な結果に至る可能性があ
る（オピニオン）
．

● 難治性腹膜炎（適切な治療にもかかわらず 5 日以内に改善しないもの），再燃性腹膜
炎（前回腹膜炎治療終了後 4 週間以内に発症した腹膜炎で起因菌が同一または菌が検
出されないもの）
，真菌性腹膜炎および難治性カテーテル感染症の場合にはカテーテ
ルを抜去すべきである．重視すべきはカテーテルの温存でなく，腹膜をいかに護るか
である．

● 腹膜炎治療期間は最短 2 週間とし，重症例では 3 週間とすることが推奨される．

解説

❶診

断
排液混濁，排液中細胞数 100 個/mL 以上かつ好中球 50% 以上，グラム染色・
培養による菌の検出のうち 2 つ以上当てはまると確定診断となる．
感染経路は外因性として経カテーテル感染（不潔操作などカテーテル内から
の感染），傍カテーテル感染（出口部・トンネル部からの感染）と，内因性（経
腸・経膣・血行感染）がある．
培養陰性の腹膜炎は，20% に満たないはずである．標準的な培養法では血
液培養ボトルを使用するが，検出率を上げるために，排液 50 mL を遠心分離
した後，沈澱物を培養するのが理想的である（エビデンス）．
automated PD（APD）など PD 液の腹腔内貯留時間が短い場合，排液中の
細胞数は少なくても好中球が 50% 以上あれば感染性腹膜炎と診断する．
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〈黄色ブドウ球菌腹膜炎〉

〈緑膿菌腹膜炎〉

培養で黄色ブドウ球菌を検出

培養でシュードモナス属を検出

グラム陰性菌に対する抗菌薬の投与中止，出口の再評価
グラム陽性菌に対し感受性のある抗菌薬を継続
MRSAであれば，
バンコマイシンあるいはテイコプラニンを投与
リファンピシン600㎎/日
（単回あるいは分割投与）
を5〜
7日間経口投与
（体重50㎏未満であれば450㎎/日）
臨床的改善を評価，
3〜5日目に再度透析排液中細胞数算定と培養を実
施

臨床的改善を認めた場合
（症状が
改善，排液が清明に）
：抗菌薬投
与を継続出口 / 潜在性トンネル感
染，腹腔内膿瘍形成，カテーテル
へのコロニー形成等の再評価
治療期間：最低21日間
出口あるいはトンネル感染を伴
う腹膜炎の場合は難治性である
ため，カテーテル抜去を考慮，
PD再開までには最低3週間あ
ける

臨床的改善を認めない場合（ 症
状，排液混濁が持続）：再培養，
再評価

適切な抗菌薬治療にもかかわら
ず5日以内に臨床的改善を認め
なければ，
カテーテル抜去

カテーテル
（出口/トンネル）
感
染がない場合

腹膜炎にカテーテル
（出口/ト
ンネル）感染を合併している
場合

作用機序の異なる 2 種の抗菌
薬を感受性に基づき投与：経
ロキノロン，
セフタジジム，
セフ
ェピム，
トブラマイシン，
ピペラ
シリン

カテーテル抜去

臨床的改善を評価，
3〜5日目
に再度透析排液中細胞数算定
と培養を実施

最低2週間にわたり抗菌薬を
経口および/または全身投与

臨床的改善を認めた
場合
（症状が消失，
排
液が清明に）抗菌薬
治療を継続；治療期
間：最低21日間

臨床的改善を認めな
い場合
（症状，
排液混
濁が持続）再培養，
再評価

適切な抗菌薬治療にも
かかわらず 5 日以内に
臨床的改善を認めなけ
れば，カテーテル抜去

図

腹膜炎の原因別治療フローチャート

〔Li,P.K.,etal.：Perit.Dial.Int. 2010；30：393 ― 4231）より改変・引用〕

❷治

療
1）抗菌薬による経験的な治療

経験的治療の抗菌薬の選択は，グラム陽性菌とグラム陰性菌の両方を対象に
する．
各施設において過去の腹膜炎の起因菌に対する感受性に基づいて選択する．
グラム陽性菌はバンコマイシンまたはセファロスポリン，グラム陰性菌は第
3 世代セファロスポリンまたはアミノグリコシドが推奨されている．
2）抗菌薬の投与量

ISPD では，抗菌薬は腹腔内投与を推奨している1）．日本では病院での静脈
内投与が可能であり，腹膜移行性の良い薬剤は点滴静注でもよい．
抗菌薬は PD 液に無菌的に添加しなくてはならない．また，PD 液の貯留時
間は最低 6 時間としなければならない．
3）起因菌同定後の腹膜炎治療

培養結果と感受性が確定した後は，抗菌薬は狭域スペクトルの適切な薬剤に
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Column
◉ カテーテル出口部感染から腹膜炎に罹患し，PD を離脱した症例
75 歳，女性．外来通院中 PD カテーテル出口部の肉芽形成を認めた．その後出口部よ
り滲出液が出現し，培養検査では緑膿菌が検出された．感受性のある抗菌薬の内服投与を
開始した．外来通院中 PD カテーテル出口部は軽快と増悪を繰り返していた．
6 カ月後，PD カテーテル出口部脇に膿瘍が出現した．カテーテル皮下トンネルに連続
する瘻孔を形成していた．切開排膿し抗菌薬投与にて治癒し，表面は上皮化した．
しかし 1 カ月後，排液混濁，腹痛が出現し腹膜炎で入院した．PD 液培養検査では緑膿
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菌が検出され，カテーテル出口部，皮下トンネル部分からの腹膜炎と診断した．カテーテ
ル感染があるためカテーテル入れ換えが必要と判断した．高齢独居であり，PD 継続は不
可能と考え，PD カテーテルを抜去し血液透析へ移行した．

修正する．残腎機能を有する患者〔尿 100 mL 以上，糸球体濾過量（GFR）
5 mL/min/1.73 m2 以上〕では，腎排泄量を考慮して抗菌薬投与量を調整する
必要がある．
4）原因菌別治療法（図）1）

表皮ブドウ球菌を含むコアグラーゼ陰性のブドウ球菌による腹膜炎は時とし
てバイオフィルム形成による再燃性腹膜炎に至ることがあり，カテーテル入れ
換え術が推奨される（エビデンス）．
黄色ブドウ球菌と緑膿菌は重篤な腹膜炎を起こす．カテーテル感染が原因の
場合，抗菌薬のみでは治療が困難でありカテーテル抜去を必要とする（エビデ
ンス）．
真菌が同定されたら，ただちにカテーテルを抜去する（エビデンス）．カテー
テル抜去後，経口的にフルシトシン 1,000 mg とフルコナゾール 100～200 mg
を 10 日間は継続する．

■文

献
１） Li, P.K. Szeto, C.C. Piraino, B., et al.：Peritoneal dialysis ― related infections recommendations: 2010 update. Perit. Dial. Int. 2010；30：393‒423

2） Li, P.K., Law, M.C., Chow, K.M., et al.：Comparison of clinical outcome and ease of

handling in two double ― bag systems in continuous ambulatory peritoneal dialysis：

a prospective, randomized, controlled, multicenter study. Am. J. Kidney Dis. 2002；
40：373‒380

3） Kim, D.K., Yoo, T.H., Ryu, D.R., et al.：Changes in causative organisms and their anti-

microbial susceptibilities in CAPD peritonitis：a single center’s experience over one
decade. Perit. Dial. Int. 2004；24：424‒432

（塚田三佐緒）
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4 カテーテル関連感染症
Check Point
▶非カフ型カテーテルは 3 週間以内の使用が推奨されている．
▶カフ型カテーテルは，3 カ月以上の長期的血液浄化目的での使用が推奨されている．
▶カテーテル素材に適した消毒薬を選択し，カテーテルの劣化破損を引き起こさないよう
に管理する．
▶カテーテルの感染，閉塞，破損があった場合には状況に応じて対応する．
▶計画的にバスキュラーアクセス（VA）造設を行い，カテーテル透析を回避する努力を
する．

Ⅰ 透析用カテーテルの種類 1）
● 透析用カテーテルには，非カフ型，およびカフ型カテーテルの二つのタイプがある．

解説
非カフ型カテーテルは，緊急に血液浄化が必要な患者に用いることを想定し
ており，具体的には透析導入時に内シャント・人工血管がまだ使用可能になっ
ていない患者，あるいはバスキュラーアクセス（VA）トラブルの患者が対象
となる．非カフ型カテーテルに推奨される使用期間については，2011 年版日
本透析医学会「慢性血液透析用 VA の作製および修復に関するガイドライン」
（以下，2011 GL）のなかで 3 週間以内とされている1）．
一方カフ型カテーテルは，自己血管が荒廃し内シャント造設や人工血管移植
が不可能な患者，あるいは心機能が低下している患者に用いることを想定して
おり，3 カ月以上の長期的血液浄化目的での使用が推奨されている1）．

210

4. カテーテル関連感染症

Ⅱ 透析用カテーテルおよび皮膚出口部の標準的消毒法 2）
● 透析用カテーテルの標準的消毒法は，
「透析施設における標準的な透析操作と感染予
防に関するガイドライン（四訂版）
」
（発行：日本透析医会，協力：日本透析医会・日
本透析医学会・日本臨床工学技士会・日本腎不全看護学会，平成 27 年 3 月）（以下，
GL 四訂版）の第 3 章で提唱されている．
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● それによると，透析用カテーテル挿入時および挿入後の皮膚出口部の消毒には 0.5%

以上濃度クロルヘキシジングルコン酸塩含有アルコール・10% ポビドンヨード・消
毒用エタノール・70% イソプロパノールのいずれかを，また透析用カテーテル回路
接続時にはカテーテルの素材に適合したものを使用するよう推奨されている．

解説
皮膚消毒には即効性のあるアルコール，持続活性に優れるクロルヘキシジン
グルコン酸塩（CHG）の使用が推奨されている．ポビドンヨードは CHG に比
較して残留活性は劣るが，透析実施中の 3～4 時間程度ならば CHG と同程度
の効果が期待できるとされている．これら消毒薬は患者の皮膚の状態（アル
コールに過敏，皮膚が荒れやすいなど）に合わせて選択する．また皮膚に用い
る消毒薬はカテーテルにも接触するので，後述するようにカテーテル素材との
適合性にも注意を払う必要がある．

Ⅲ 透析用カテーテルの素材と推奨消毒薬・禁忌消毒薬（表 1）
● カテーテル素材に適合しない消毒薬を用いるとその劣化を早めてしまうことがあり，
とくに長期使用を前提としているカフ型カテーテルの場合には，カテーテル破損から

出血，感染，カテーテル破断，カテーテル断端体内遊走などの事故に至ることもある．

● 日常のカテーテル管理においては，カテーテル添付文書に示されている推奨消毒薬を
用いる必要がある．

解説
表 1 には各社より発売されているカフ型カテーテルの素材および推奨/禁忌

の消毒薬名を，添付文書あるいは各社ホームページ（HP）からピックアップ
し一覧表とした．
透析カテーテル本体の素材としてはポリウレタンあるいはシリコンが使用さ
れている．
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ポリウレタン

留置期間

禁忌消毒薬

推奨される消毒薬

イソジンなどのヨー
ド系消毒薬（HP）

メドコンプ

イソジンなどのヨー
ド系消毒薬（HP）

ポリウレタン

林寺メディノール

メドコンプ

BFS‒6

バ イ オ・ フ レ ッ ク ス
テシオカテーテル

カテーテル感染症の出現，静
脈圧の上昇，血流量の低下を
認め，処置をしても改善がみら
れない場合は，カテーテルの
交換が必要
血液培養が陽性の場合は，ただ
ちにカテーテルを抜去し，適切
な抗菌薬を投与すること
カテーテルが破損もしくは離
断した 場 合にはただ ちにカ
テーテルを抜去する

アセトンあるいはポ
リエチレングリコー
ル軟膏などの軟膏や
ゲル

エクステンションの
交換時期は 6 カ月を
目安（HP）

エクステンションの
交換時期は 6 カ月を
目安（HP）

アルコール系または アルコール系消毒薬 アルコール系消毒薬
（HP）
ハ イ ポ 液 な ど の ア ル （HP）
コール系消毒薬，アセ
トンなど有機溶剤

ポビドンヨード

ポリウレタン

メディコン

販売元

カテーテル素材

林寺メディノール

バード

製造元

SST28

5534190

製品番号

スプリット ストリー
ム カテーテル

バスキャスカテーテ
ル/ソフトセル

製品名

ロックライトアダプ
ターやカテーテルに
漏れや損傷を認めた
場合，ただちに部品交
換

カテーテルが閉塞し
た場合にはただちに
抜去

30 日以上の留置禁止

アセトンなど有機溶剤

アルコール系または
ハイポ液などのアル
コール系消毒薬

－

ポリウレタン

東レ・メディカル

メドコンプ

70320100

ショーンカテ P

表 1 カフ型カテーテルの種類と消毒薬

有害な重大事象が認
められたらただちに
適切な処置をするこ
と
大腿部には最大 3～4
日を超えてカテーテ
ルを留置しないこと

血 管 内， 皮 下 内 で カ
テーテルに屈曲，亀裂
および断裂がないか，
定期的によく確認する．
カテーテルに異常が
あった場合はカテー
テルを抜去・除去し適
切な処置を行う

延長チューブルアーコネク
タ部にはアルコール系消
毒薬使用禁止
（添付文書）

有機溶媒（添付文書）

アルコールなどの有
機溶剤

カテーテル刺入部および
ライン接続部は水溶性ポ
ビドンヨード使用を推奨
カテーテル挿入出口部：ア
ルコール系外皮用殺菌消毒
薬（添付文書）使用を推奨
カテーテル本体部（シ
リコン製）にはポビド
ンヨード系の外皮用殺
菌消毒薬使用禁止（添
付文書）

ハブ：ポリスルホンまた
はポリ塩化ビニル樹脂

カテーテル本体：シリコン

カテーテル本体：シリコン
ハブ：塩化ビニル樹脂

日本コヴィディエン

コヴィディエン

17748001

パームキャス

林寺メディノール

メドコンプ

SL28PC（Ⅱ）

ヘモ・キャセ シリコンダ
ブルルーメン カテーテル
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❶ ポリウレタン製の場合
カテーテル本体がポリウレタン製の場合，禁忌と明示されているのがアル
コール系消毒薬，アセトンなどの有機溶剤である．推奨される消毒薬はポビド
ンヨード，ヨード系消毒薬とされている．しかし一概にヨード系消毒薬といっ
ても剤形が異なると含有物に相違があり，たとえばスクラブ液（手術時の手洗
い，手術部位の皮膚消毒用）には発泡剤と界面活性剤が，フィールド液（手術

感染予防各論

部位の皮膚消毒用）にはエタノールが含有されているので，薬剤の種類ととも

Ⅲ

に剤形の選択にも注意を払う必要がある．
またカテーテル本体がポリウレタンの製品で，添付文書に使用禁忌消毒薬は
提示されているものの推奨消毒薬は示していないものがある．これは他製薬会
社製造の消毒薬を自社カテーテル製品に使用する安全性までは保証しえない，
ということであろうか．

❷ シリコン製の場合
カテーテル本体がシリコン製の場合，消毒薬の推奨/禁忌がやや複雑になっ
ている．これはカテーテル本体，ハブ（ポリ塩化ビニル樹脂またはポリスルホ
ン）
，インジェクションキャップ（ポリカーボネート，ポリイソプレン，ポリプ
ロピレンなど）
などのパーツが，異なる素材で製造されているためなのであろう．
これら複数カテーテルの添付文書を確認すると，カテーテルだけの消毒が前
提なのか，皮膚とカテーテルを同時に消毒するのか，またはカテーテルのどの
部品を消毒するのか，などの記載法が統一されていないため，一覧表にまとめ
てもまだわかりにくいところがある．かといって添付文書に示している文言は
各社が製品に対しどこまで責任をもつかとの表明でもあるので，筆者が安易に
要約することは控えなければならない．したがって，ある患者がカテーテル透
析を行うことが決定したならば，患者個人とカテーテル特性をつき合わせ，場
合によってはメーカーに問い合わせをし，複雑になりすぎず重要ポイントは外
さない最適な消毒方法を，患者個人ごとの院内マニュアルとして作成しておく
べきであろう．
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Ⅳ カフ型カテーテルの留置期間（表 1）1）
● 2011 GL では，カフ型カテーテルは，概ね 3 カ月以上の使用が必要と見込まれる場
合にその留置を推奨している．

● しかしこれはカテーテルが 3 カ月以上使用可能であること，耐久性があることを保証

しているわけではない．カテーテル閉塞，感染，破損などの異常が認められたなら，
カテーテル抜去・交換などの適切な対処が求められる．

解説
かつてカフ型カテーテルは長期カテーテルと呼称されていた．長期カテーテ
ルが国内医療市場に発表された当初は長期にわたる使用が希求されており，そ
の後はカテーテル性能向上に伴って長期使用が実現可能となってきた．しか
し，対象症例が増加するにつれ体内でのカテーテル破損例の報告が散見される
ようになり，すると長期カテーテルと呼び習わしていたカテーテルは長期使用
を保証しているものではないと，改めて認識されるようになった．
そのため現在，長期カテーテルとの呼称は用いておらず，特定保健医療材料
の分類上「カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル」として認可され
ている．緊急用の認可となっているため，その留置期間については使用者の自
己責任に委ねられている．
表 1 には各社の HP あるいはカテーテルの添付文書から，カテーテル留置期

間に関連した記載をピックアップした．どのカテーテルにおいても，閉塞，感
染，位置形態異常があった場合には，カテーテル抜去などの適切な処置を必要
としているが，一部の製品では 30 日以上の留置禁止，あるいは 6 カ月を目安
にエクステンションの交換など，期間を定めた処置が必要な製品もあるので注
意を要する．

Ⅴ カテーテル感染の定義と対処法（図 1，表 2）1）
カテーテル感染は，出口部感染，トンネル感染，カテーテル内感染に分けら
れ，前二者は局所の処置および抗菌薬投与にて現在のカテーテルを継続使用で
きる可能性がある．カテーテル内感染・血流感染に至った場合には，原因と
なったカテーテルは抜去が必要となる．
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カテーテル感染の部位別対処方法
出口部感染

トンネル感染

カテーテル内感染

無効
① 消毒
② 抗生剤の内服
③ 局所の抗生剤軟膏

① アンルーフィング
② 抗生剤の全身投与

① 抗生剤の全身投与
② 抗生剤のカテーテル内投与
カテーテルの抜去

Ⅲ
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無効

① カテーテルの交換
（血液培養陰性を確認後）
② 抗生剤を3週間投与

図 1 カテーテル感染の部位別対処方法
〔日本透析医学会：透析会誌 2011；44：855‒9371）より引用〕

表 2 カテーテル感染の定義
出口部感染
•挿入部に膿，発赤，腫脹
•上記を理由に患者が入院あるいは抗生剤投与
•透析と関連しない他の部位に明らかな感染がない
トンネル感染
•皮下トンネル内の感染，狭義ではカフまでの感染
カテーテル内感染
検査確定血流感染（laboratory confirmed blood stream infection；LCBI）判定基
準 A または判定基準 B のいずれかを満たすこと
•判定基準 A：下記の 1，2 のすべてを満たすこと
1．患者の 1 回以上の血液培養から一般の皮膚汚染菌〔類ジフテリア（Corynebac︲
terium 属），バシラス属（B. anthracis は除く），Propionibacterium 属，コ
アグラーゼ陰性ブドウ球菌（S.epidermidis を含む），viridans 群連鎖球菌，
Aerococcus 属，Micrococcus 属〕以外の病原体が分離される．
2．血液から培養された微生物は，血液透析に関連しない他の部位の感染と関係が
ない．
•判定基準 B：下記の 1～3 のすべてを満たすこと
1．患者は以下の徴候や症状を少なくとも一つ有している：発熱（38℃）
，悪寒戦慄，
低血圧．
2．徴候や症状や陽性の検査結果が血液透析に関連しない他の部位の感染と関係が
ない．
3．一般の皮膚汚染菌が別々の機会に採取された 2 回以上の血液培養検体から培養
される．
〔日本透析医学会：透析会誌 2011；44：855‒9371）より引用〕
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Ⅵ アクセスの計画的造設（図 2～4）3），4）
● カテーテル透析/人工血管での透析/内シャントでの透析，この順番で生命予後が悪い
3）
ことは周知の事実である（図 2）
．

● VA は計画的に造設し，できるだけカテーテル透析を回避できるよう努力する必要が
ある．

解説
第 1～2 期 DOPPS（Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study）調査
（1996～2004 年）では，世界 27,364 名の血液透析患者を対象として，使用して
いる VA と死亡率の関係を示している（図 2）．その報告によると，各透析施
設内での人工血管使用割合，カテーテル使用割合により 5 群（人工血管使用：
15% 未満，15～25%，25～36%，36～56%，56% 以上，カテーテル使用：8%
未満，8～14%，14～20%，20～30%，30% 以上）に分けて各群の死亡率を比較
したところ，人工血管あるいはカテーテル使用の割合が上昇するにつれ，死亡

RR of death
Fac. Catheter Use
1.5
（R2=0.95）
1.31
1.24
1.25
1.14
1.07
1
1.14
1
1

1.45
1.26

1.38

Fac. Graft Use
（R2=0.966）

0.75
0.5

0

10

20
30
40
50
Adjusted Facility Access Use

60

70（%）

Patient mortality risk was estimated in relationship to categories of the case‒
mix adjusted % of catheter and graft use in a patient’s facility. Data are shown
for midpoints of facility catheter use ranges of ＜ 8％, 8‒14%, 14‒20%, 20‒30%,
and ≧ 30％, and facility graft use ranges of ＜ 15%, 15‒25%, 25‒36%, 36‒56%, and
≧ 56%, in relationship to the RR of death for each category. The R2 values are
shown for the linear trend lines relating either facility catheter or graft use with
mortality risk（p ＜ 0.0001 for each). Each model adjusted for age, sex, black
race, yrs with ESRD, body weight. 14 classes of comorbidity, phase, whether the
facility was ａ hospital‒based unit, region, and for the facility’s case‒mix adjusted use of the other two VA types.（n ＝ 27,364）

図 2 Adjusted mortality risk by approximate quintiles of
case-mix–adjusted facility (Fac.) catheter and graft use
〔Pisoni, R. L., et al.：Am. J. Kidney Dis. 2009；53：475‒4913）より引用〕
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〔Pisoni, R. L., et al.：Am. J. Kidney Dis. 2015；65：905‒9154）より引用〕
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〔Pisoni, R. L., et al.：Am. J. Kidney Dis. 2015；65：905‒9154）より引用〕

率も上昇することが示されており，その傾向はカテーテル使用についてより顕
著であったとのことである．
世界 21 カ国が参加した第 5 期 DOPPS 調査（2012～2014 年）では，どの種
4）
．
類の VA を使用して透析導入を行っているかを国別に調査している（図 3）

それによると，日本では，84% が内シャント，5% が人工血管，11% がカテー
テルを使用して透析導入を行っている一方，米国では内シャント 28%，人工
血管 5%，カテーテルが 67% となっている．これは日本人の場合，造設した内
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Column
◉ 人工血管感染治療で難渋した 1 症例
72 歳・女性，透析歴 35 年の患者．人工血管穿刺部感染にて当科来院．来院当日のデー
タは WBC 10,600/µL，CRP 19.7 mg/dL，血液培養では MRSA が検出された．同日入
院とし，感染人工血管全抜去術施行，バンコマイシン，ガンマグロブリン投与を開始した．
しかしその後も炎症反応は軽快せず，CRP は 20～30 mg/dL の間で推移した．腰痛およ
び左膝関節痛を訴えるため CT，MRI など画像検査を行ったところ，① 腰部脊柱管狭窄症
治療のためのインプラント感染，② 硬膜外膿瘍形成，③ 左膝膝蓋骨骨折治療のためのイ
ンプラント感染，があることが発覚した．
入院 10 日目に当院整形外科で腰部インプラント抜去，膝部インプラント抜去，第二腰
椎椎弓切除術を行った．抜去したインプラントからは MRSA が検出された．その後，大
動脈弁置換術後の胸骨固定ワイヤーが皮膚から露出，排膿あり，MRSA が検出されたた
め，入院 13 日目に当院心臓血管外科でワイヤー抜去術施行，ワイヤー抜去後の前胸部開
放創は当院形成外科が治療に当たった．入院 30 日目まで血液培養で MRSA が検出され
ていたが，その後は血液培養陰性となった．
血液培養陽性であった間の透析は短期留置カテーテルの入れ替えで凌いでいたが，血液
培養陰性になった後は，経食道心エコーで感染性心内膜炎がないことを確認したうえで，
入院 44 日目にカフ付きカテーテルを留置して透析を行い，入院 89 日目に軽快退院した．

シャントはその 94% が術後 1 カ月以内で使用可能となっているのだが，米国
人の場合には内シャント造設から使用可能になるまで，3～4 カ月の長い期間
4）
，このことは患者の体格・必
を必要とする患者が 72% 存在している（図 4）

要透析血流量の差などの総合的な結果と考えられる．他国に比較し，日本はカ
テーテル透析を回避しやすい恵まれた条件で透析を行いうるので，それに加え
て計画的 VA 造設により，患者の生命予後の改善に努めるべきであろう．

■文

献
1） 日本透析医学会：2011 年版慢性血液透析用 VA の作製および修復に関するガイドライン．透
析会誌

2011；44：855‒937

2） 厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業：透析施設における標準的な透析操作と感染予
防に関するガイドライン（四訂版）．2015

3） Pisoni, R. L., Arrington, C. J., Albert, J. M., et al.：Facility hemodialysis vascular ac-

cess use and mortality in countries participating in DOPPS：an instrumental variable
analysis. Am. J. Kidney Dis. 2009；53：475‒491

4） Pisoni, R. L., Zepel, L., Port, F. K., et al.：Trends in US vascular access use, patient

preferences, and related practices：an update from the US DOPPS practice monitor
with international comparisons. Am. J. Kidney Dis. 2015；65：905‒915

（廣谷紗千子）
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Check Point
▶透析患者は免疫能が低下しており，インフルエンザや肺炎などの感染症のリスクが高い．
▶透析室では観血的な処置が繰り返されており，血液透析患者は血液媒介感染症にとくに
注意が必要である．
▶感染予防のためには，実施可能な手段を最大限に利用すべきである．
▶透析患者には，インフルエンザワクチン，肺炎球菌ワクチン，B 型肝炎ワクチンの接種
が強く推奨される．

透析患者においてとくに接種が推奨されるワクチンとして，インフルエンザ
ワクチン，肺炎球菌ワクチンおよび B 型肝炎ワクチンがある．このほか接種
を考慮すべきワクチンとしては，ジフテリア・百日咳・破傷風混合ワクチン
（DPT），麻疹・風疹混合ワクチン（MR），ムンプスワクチン，水痘ワクチン
などがある．
本稿では，とくに重要な前 3 者について概説する．

Ⅰ インフルエンザワクチン
● 透析患者は，易感染性でインフルエンザのハイリスク集団であり，発症した後も定期
的な通院を必要とし，集団治療のために患者間の伝播のリスクも高いため，ワクチン
接種が推奨される．

● 健常人と同様に，透析患者においてもインフルエンザワクチン接種が予防に有効であ
り，副反応も少ない．

● スタッフの感染による患者への伝播を防ぐ意味でも，スタッフも全員が接種を受ける
べきである．

219

第Ⅲ章

感染予防各論

解説

❶ ワクチン接種の必要性
１）透析患者で接種が推奨される訳

インフルエンザは毎年冬に流行し多くの人が罹患するため，鶏卵アレルギー
などの禁忌でないかぎり，すべての透析患者はインフルエンザワクチンの接種
が強く推奨される．その理由は概ね以下の 4 つである．
① 透析患者は免疫能が低下しており易感染性である．
② 透析施設では狭い空間に長時間多数の患者が滞在するため，患者間の伝
播の場となりやすい．
③ 透析患者はインフルエンザのハイリスク群であり，重症化しやすく死亡
率も高い．
④ 透析患者はインフルエンザに罹患した場合でも，透析治療継続のために
通院が必要である．
透析施設も含めた医療機関でインフルエンザの集団感染は毎年のように発生
しており，インフルエンザワクチンを接種して罹患のリスクを低下させ，集団
で免疫を得た状態にするのが望ましい．
インフルエンザワクチンは接種後およそ 2 週間で効果が出現するとされ，効
果の持続期間は 4～5 カ月間とされる．したがって，インフルエンザワクチン
を毎年 10～11 月に接種することが推奨される．なお 2015 年よりわが国のイン
フルエンザワクチンも，従来の 3 価ワクチンから 4 価ワクチンに変更されてい
る．
2）透析患者でのインフルエンザの入院率，死亡率

透析患者は喘息患者，糖尿病患者などと同様に，インフルエンザのハイリス
ク群であり，重症化しやすくまた死亡率も高いことが知られている．2009 年，
Marcelli ら1）は，ヨーロッパ，アフリカ，南米の 85 施設における透析患者の
新型インフルエンザ（H1 N1）2009 に関する報告で，入院率は 38% と高く，
死亡率は 5% と健常人の約 10 倍，さらに糖尿病および慢性心疾患を合併した
透析患者においては，死亡のリスクが 3 倍高かったと述べている．死亡例の
53% が肺炎と関連しており，慢性呼吸器疾患の存在下では肺炎のリスクがさ
らに約 3 倍高まったという．Li ら2） は，中国において新型インフルエンザに
より入院を要した透析患者が，オルセタミビルによる治療を行っていたにもか
かわらず，呼吸不全を呈するなど健常人より重症化する傾向を認め，ウイルス
陽性期間も平均 12 日間と長かったと報告している．
透析施設では，長時間にわたり集団治療が行われることや，患者はインフル
エンザ罹患後も通院透析を継続する必要があるため，インフルエンザ流行時に
はアウトブレイクの発生にとくに注意が必要であり，特別の対策が求められ
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る．過去の報告では透析施設で患者とスタッフがともに集団感染した例もある．
このような背景より，インフルエンザに対する予防策として，すべての透析
患者が流行前にワクチンを接種することが強く推奨される．患者には接種の必
要性について十分に説明し同意を得るように努める．どうしても同意が得られ
ない患者については，その旨を診療録に記載しておくことが望ましい．
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❷ 透析患者におけるインフルエンザワクチンの有効性
健常人と同様に，透析患者においてもインフルエンザワクチン接種が予防に
有効であり，副反応も少ない．
季節性インフルエンザワクチンにより，透析患者においても入院や死亡が有
意に減少し，ワクチンが有効であることが示されている3）．しかし一方では，
透析患者において期待されるほどの効果が得られないとの報告も散見される4）．
Scharpé ら5）はインフルエンザ A（H1 N1）2009 のワクチンの効果について，
透析患者でも約 80% の有効率を示し，健常人と同様に高い効果が得られると
報告しているが，一方で透析患者では約 30～60% と健常人の半分程度しかワ
クチンによる免疫が獲得されないとの報告もある6）～8）．ただしいずれの報告に
おいても，インフルエンザワクチンは透析患者において安全に使用可能である
ことが示されている．
またスタッフのワクチン接種は，スタッフ自身のインフルエンザによる欠勤
を減少させるとともに，スタッフによる透析患者へのインフルエンザの伝播を
防ぐ意味でもたいへん重要である．したがって透析施設では，流行期前（毎年

Column
◉ インフルエンザワクチンの副反応について
ワクチン接種の副反応については事前に十分な説明を行ったうえで，文書にて同意を得
る．おもな局所的副反応として注射部位の発赤，腫脹，熱感，疼痛などが（10 人に 1 人
程度）あるが，通常は 2～3 日で消失することを説明する．また，全身性の副反応として
は，悪寒，発熱，けいれんなどがあり，その他に倦怠感，関節痛，筋肉痛，食欲減退，下
痢，吐気，嘔吐，腹痛などが現れることがあるが，通常 2～3 日で消失する．なお発熱は
100 人に 1 人程度とされる．また過敏症としては，発疹，蕁麻疹，かゆみ，紅斑などが
認められることがあることも十分説明しておく．詳細については，予診票とともにワクチ
ン接種の説明用の文書を手渡しておく．
鶏肉や鶏卵アレルギーがある場合の接種は禁忌であり，十分注意すべきである．
万一，インフルエンザワクチン接種後に副反応報告基準に該当する副反応を認めた場
合，医療機関は因果関係の有無にかかわらず，厚生労働省に報告することとされている．
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10～11 月）に患者全員および医療スタッフ全員にワクチン接種を薦める必要
がある．

Ⅱ 肺炎球菌ワクチン
● 透析患者において，肺炎球菌ワクチンは死亡率の減少，入院率の減少と関連し，イン
フルエンザワクチンとの相乗効果が認めれらている．

● 日本感染症学会のガイドラインでは，インフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチン
は，6 日間以上の間隔をおいて接種することが推奨されている．

解説
免疫能の低下した透析患者では，イフルエンザと合併する細菌性肺炎が予後
不良の原因となるため，インフルエンザワクチンとともに肺炎球菌ワクチンの
接種が有効である．透析患者において，肺炎球菌ワクチンは死亡率の減少，入
院率の減少と関連し，インフルエンザワクチンとの相乗効果が認められている9）．
肺炎球菌は高齢者を中心に肺炎の起因病原体としてもっとも一般的である．
肺炎は，市中感染症であり，すべての透析患者は罹患のリスクを抱えており，
リスクを低下させるために本ワクチンを接種すべきである10）．成人用の 23 価ポ
リサッカライドワクチン（ニューモバックスⓇNP）が用いられる．2014 年 10 月
1 日から高齢者に対して本ワクチンの定期接種が開始された参考 URL 1）．なお，従
来は小児用とされ 2014 年 6 月に 65 歳以上にも適応が拡大された 13 価ワクチン

Column
◉ ユニバーサルワクチネーション（Universal vaccination）とセレクティブ
ワクチネーション（Selective vaccination）について
わが国では，1986 年以降，HBs 抗原陽性の妊婦からの出生児に対する抗 HBs ヒト免
疫グロブリンおよび B 型肝炎ワクチンの接種を行う母子感染予防事業が行われてきた．
すなわち一部のハイリスク者のみを対象とするセレクティブワクチネーション（SV）で
あるが，この方法では接種漏れによる母子感染や，水平感染の予防はできない．
一方ユニバーサルワクチネーション（UV）は，すべての出生児に対して B 型肝炎ワク
チンを接種する方法であり，母子感染（垂直感染），父子感染および乳幼児期の水平感染，
性交渉での成人の水平感染を予防し，感染源の撲滅や肝硬変や肝がんなどの死亡をなくす
ために，1992 年に WHO が導入を勧告した．2011 年には 179 カ国で定期予防接種と
して実施されている．近年，わが国でも UV の導入が検討され，おそらく平成 28 年度中
には，0 歳児に対する UV が開始される見込みである．しかし現時点では，SV が行われ
てきたわが国の国民の大多数は B 型肝炎ウイルス（HBV）に対する免疫をもっていない．
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5. 透析患者へのワクチン投与

（プレベナー 13 Ⓡ）は，任意接種に使用できるが定期接種には指定されていない
ので注意が必要である参考 URL 2）．定期接種は 60 歳以上の透析患者は全員，5 の
倍数の年齢に達する年度に一度だけ接種を受ける制度である．その一方で一度
だけの接種では肺炎球菌ワクチンに対する終生免疫は得られないため，一般に
は再接種が必要となり，今後の接種体制の課題となっている．なお，5 年以内
に再接種を行うと通常よりも副反応が出現する頻度および程度が増強すると考
えられており，再接種する場合は 5 年以上の間隔を空ける必要がある．

感染予防各論

なお，インフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチンの同時接種の安全性につ
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いては一定の見解がなく，日本感染症学会のガイドラインでは 6 日間以上の間
隔をおいて接種することが推奨されている．

Ⅲ B 型肝炎ワクチン
● 透析患者では，血液媒介感染症，とくに B 型肝炎と C 型肝炎に対する罹患のリスク
が一般人に比してきわめて高い．

● すべての透析患者は，透析導入時に HBs 抗原・抗体（HBc 抗体）を測定し，ワクチ
ンの適応を確認する．

● B 型肝炎ワクチンは，3 回接種が標準である．

解説

❶ B 型肝炎ワクチン接種の必要性
透析患者は一般に免疫低下状態にあり，さまざまな感染症に罹患するリスク
があるうえに，血液透析では穿刺や抜針などの観血的処置が繰り返されてお
り，血液媒介感染症，とくに B 型肝炎と C 型肝炎に対する罹患のリスクが一
般人に比べてきわめて高い．C 型肝炎はワクチンが存在しないが，B 型肝炎は
ワクチンで予防可能な疾患である．
近年，B 型肝炎のユニバーサルワクチネーション（UV）が議論されているが，
わが国は現時点で，セレクティブワクチネーション（SV）が行われている．す
なわち一部のハイリスクの者に対してのみ接種を行うとする考え方であるが，
透析患者は明らかに SV の適応集団である．
また透析導入後はワクチンの免疫原性が低下するため，透析に移行しそうな
慢性腎臓病患者は，前もって B 型肝炎ワクチン接種を受けることが望ましい11）．

❷ ワクチン接種の適応
すべての透析患者は，透析導入時に HBs 抗原・抗体（HBc 抗体）を測定し，
ワクチンの適応を確認する．検査結果は患者本人にも告知し，関連する必要な
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情報を提供することが望ましい．
HBs 抗原が陽性の者は，急性肝炎，慢性肝炎などの状態であると考えられ，
肝炎の診断・治療の専門家に相談する．HBs 抗原が陰性で，HBs 抗体価が
10 mIU/mL を超えた者は HBc 抗体の結果にかかわらず B 型肝炎に対する十
分な免疫をもっていると考えられるので，ワクチンの接種を必要としない
（HBs 抗体陽性，HBc 抗体陰性の場合はすでにどこかでワクチン接種を受けて
いる場合であり，両者が陽性であれば既感染である）．
HBs 抗体陰性者に対しては B 型肝炎ワクチンの接種を行う．なお B 型肝炎
ワクチンは，可能であれば透析導入が推定される段階から接種し，透析に入る
段階では十分な抗体価が得られるようにしておくことが望ましい．なおワクチ
ン接種の費用（自己負担）についても十分な説明を行い，同意を得る努力が必
要となる．経済的理由などで患者の同意が得られず，ワクチン接種を行わない
場合には，その旨診療録に記載しておくことが望ましい．

❸ B 型肝炎ワクチン接種の実際
わが国で市販されているワクチンは，ヘプタバックスⓇ ‒Ⅱ（チメロサール
フリー）とビームゲンⓇ（チメロサール含有）で，ヘプタバックス‒Ⅱはジェ
ノタイプ A，ビームゲンはジェノタイプ C のみを抗原に含むが，抗原性に普
遍性があり 1 種類の抗原で他の種類もカバーできる．
B 型肝炎ワクチンは接種回数が多くなるほど抗体獲得率が高まり，3 回目で
90% を超えるため，3 回の接種が標準である12）．2 回目は 1 回目の 1 カ月後，

HBs抗原陰性かつHBs抗体≦10mIU/mL
1 回目：HBワクチン10μg
（0.5mL）を皮下または筋肉内に接種
１カ月後
追加接種を３回行う

2 回目：同量を接種
１回目から６カ月後

HBs抗体測定
HBs抗体≦10mIU/mL

3 回目：同量を接種
3回目から1カ月後
HBs抗体測定

HBワクチン不応者
として登録
特別な配慮を講じる

HBs抗体≦10mIU/mL

図
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HBs抗体陽性者

年１回の検査
（HBs抗原・抗体）

B 型肝炎ワクチン接種の実際（ガイドラインで推奨する方法）
〔文献13）より作成〕

5. 透析患者へのワクチン投与

3 回目は 6 カ月後が望ましい．3 回目接種の 1 カ月後，HBs 抗体を測定し，
10 mIU/mL 以上の場合，免疫が獲得されたと考える．10 mIU/mL 未満と十分
な抗体価を獲得できなかった者も，同様のスケジュール（0，1，6 カ月）で，
もう 3 回追加接種をすることにより，その半数程度が抗体を獲得できるので，
もう 3 回のワクチン接種を行う（図）13）．
これを行っても HBs 抗体が 10 mIU/mL を超えない患者は，ワクチン無反
応者（non‒responder；NR）として，それ以上のワクチン接種は行わず，血
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液透析における「B 型肝炎罹患ハイリスク者」として，HBs 抗原陽性の透析
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患者からできるだけ離れた場所で透析を行うなど，ベッド配置に配慮する．
また透析患者では HBs 抗体価は徐々に低下するため，年 1 回の定期的な検
査で抗体価が 10 mIU/mL 未満に低下した場合は，追加で 1 回のワクチン接種
を行う．抗体価が 10 mIU/mL 未満となった場合は，10 mIU/mL 以上を維持
できた場合よりも有意に B 型肝炎罹患リスクが高まるので14），1 回のワクチン
追加接種を行い，抗体価の上昇（ブースター効果）を確認することが望ましい．

❹ B 型肝炎ワクチンの副反応
B 型肝炎ワクチンは 1982 年以降，世界で 10 億回以上接種されており，安全
性の高いワクチンである．B 型肝炎ワクチン接種の副反応としては， 5 % 以下
の確率で，発熱，発疹，局所の疼痛，かゆみ，腫脹，硬結，発赤，吐き気，下
痢，食欲不振，頭痛，倦怠感，関節痛，筋肉痛，手の脱力感などがみられる．
いずれも数日で回復する．ワクチン成分（酵母）に対するアレルギー反応があ
る者は HBIG（B 型肝炎ウイルス免疫グロブリン）を選択するが，予防効果は
短期間である．多発性硬化症などいくつかの副反応の疑いが報告されてきた
が，いずれも科学的な根拠は否定されている．

おわりに
透析患者の死因の第 2 位は感染症であり，感染予防はきわめて重要な課題で
ある．透析医療はほとんどが公費負担で賄われているが，ワクチン接種には患
者の一部自己負担も発生することから，ワクチン接種が普及するためには，患
者の理解と協力が不可欠となる．スタッフの努力なしに患者の協力を得ること
は困難で，透析医療に従事する全スタッフは，一丸となって日夜感染予防のた
め不断の努力を行っていることを患者にも知ってもらい，理解を求めることが
必要であろう．今後，透析患者の感染予防のために適切なワクチン接種が行わ
れるよう期待する．
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1 感染症発生時の対応
Check Point
▶対応すべき感染症は，日常的に発生する感染症が著しく増加した場合と，日常的には発
生しない感染症に対してである．

Ⅳ
院内感染と透析医療

▶対応の原則は，迅速かつ的確に，である．
▶原因究明調査と拡大防止対策は異なるが，どちらも大切であり，同時並行で行う．

Ⅰ 日常的に発生する感染症と，そうでない感染症
● 透析医療において遭遇する感染症には，① バスキュラーアクセスや CAPD 関連感染

症，インフルエンザの透析室内感染などの「院内感染」と，② インフルエンザ，麻疹・
風疹など病院外で発生する「市中感染症」の 2 つがある．

● 本稿で論じられるべき「感染症発生時の対応」とは，アウトブレイクへの対応や備え
のことである．

解説

❶ 感染症にはすべて「対応」すべきか？
感染症はさまざまな状況のもとで発生し，発展途上国におけるヒトの死因の
上位には下痢症や結核などがいまだに名を連ねている．日本にいても，一生の
うちに何度も感染症にかかるだろう．それらのすべてに「対応」することは不
可能であり，その必要もない．では，「対応」すべき感染症とはどんなもので
あろうか？
それを考える前に，まず透析医療においてわれわれが遭遇する感染症を 2 つ
に分けて考える．すなわち，透析医療において新たに発生する感染症と，そう
でないものに分けて考えてみる．前者の例として，バスキュラーアクセス
（VA）関連感染症などの透析医療そのものに関連した感染症や，ある透析患
者の（透析に関連しない）感染症が他の患者に伝播した場合（例：患者 A か
ら患者 B にインフルエンザが伝播した），などが挙げられる．
後者は，透析医療を受けている患者が市中で罹患した感染症である．透析患
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病院外（≒市中）で発生する感染症

医療施設

インフルエンザ
麻疹・風疹

透析医療施設内で
発生する感染症

市中感染症

VA や CAPD 関連感染
インフルエンザの透析室内伝播

院内感染

図 1 さまざまな感染症

者は社会生活を営んでおり，市中でさまざまな感染症に罹患する．患者だけで
はなく，透析医療に従事するスタッフも同様であり，それも広い意味で後者に
含まれる．これらは基本的に公衆衛生の範疇に入る疾患であり，医療者が介
入・制御することは困難である（図 1）．

❷ 院内感染とその日常的な発生
透析医療において新たに発生する感染症は，院内感染の範疇に入るものであ
る．そしてその多くが理論上は防止可能であり，発生ゼロを目指すべきもので
ある．本書の第Ⅲ章までに記されているさまざまな感染防止のための取り組み
は，そのほとんどがこの院内感染を防止するための対策である．
理論的に防止可能な感染症の防止対策が，それほどに詳細に記されているの
はなぜか？

それは，こういった感染症が今も発生し続けているからである．

VA 関連感染を例にとると，筆者らのデータでは 1,000 透析回数当り 0.08（ア
クセスがシャントの場合，以下同じ），1.35（グラフト），1.62（長期留置カテー
テル）
，12.68（短期留置カテーテル）といった頻度で血流感染または局所の感
染症が発生している1）．アメリカの透析関連感染症データベースでも同様の数
値が報告されており2），仮に日本の透析患者 30 万人の 90 % がシャントによる
アクセスで血液透析を受けているとすれば，年間 3,240 件のシャント感染が発
生している計算になる．
院内感染の日常的な発生は，透析医療現場だけにとどまらない．医療現場に
おける包括的な院内感染の発生状況は，アメリカのデータベースにみることが
できるが，2011 年に発生した院内感染の推計数は 71 万件であり，肺炎や手術
3）
．
部位感染（術野感染），血流感染や尿路感染などが高頻度であった（図 2）

なお，総件数は 9 年前の 2002 年に発生した推計値に比べて半分以下に減少し
ている．すなわち，対策が進み，減少しているが，ゼロにはならないのが院内
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〈アメリカ，2011 年の推定値，合計 71 万件〉

肺炎
22 %

その他
17 %
血流感染
10 %

手術部位感染
22 %

尿路感染
13 %
消化管感染
17 %
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図 2 医療関連感染の種類と割合
〔Magill, S.S., et al.：N. Engl. J. Med. 2014；370：1198‒12083）より作成〕

感染である．

❸ メディアや一般人の認識としての「院内感染」
筆者は何度か非医療者を対象に院内感染対策の講演を行ったことがある．そ
の際に必ず聴講者に質問するのが，「院内感染は起こるはずがない，起こるべ
きではないものだとお考えですか？」ということである．講演前はともかく，
院内感染とその対策について一通り説明した講演後でも，この質問に「Yes」
と回答する人が必ず何人かいる．
その背景には，一般人に大きな影響を与えるメディアの報道姿勢に大きな問
題があることがあげられる．メディアで「院内感染」として取り上げられる事
象は，前項で述べた日常的に発生している個々の院内感染ではない．それらは
日常的に発生しているので，視聴者の関心を惹かないのである．
メディアが取り上げるのは，多剤耐性の緑膿菌やアシネトバクターなど，滅
多に分離されない病原体が複数の患者から分離され，相互の伝播が疑われる事
例や，インフルエンザ・ノロウイルス感染症など市中で流行する感染症が，医
療機関内で大きな流行となった事例などである．これらをセンセーショナルに
取り上げ，病院の対応を問題にするという姿勢の報道が，一般人には強く印象
に残り，院内感染のイメージが作り上げられていく．

❹「対応」すべき感染症の発生
このような，メディアが取り上げ，一般人に強く印象に残る事象を，院内感
染対策・感染症対策の専門領域では「アウトブレイク」と呼ぶ．少々前置きが
長くなったが，本稿で「感染症発生時の対応」として記述するのは，このアウ
トブレイクへの対応や備えのことである（表 1）．
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表 1 院内感染，アウトブレイクなどの用語
日常的に発生している
• VA 関連感染，尿路感染など

• MRSA などありふれた薬剤耐性菌による感染
•「発生ゼロ」にはできない

アウトブレイク（集団発生）
•一般人が「院内感染」としてイメージしている事象
•多剤耐性緑膿菌やアシネトバクターなどめったに分離されない
病原体による感染・保菌事例の集積
•日常的に発生している院内感染であっても，通常想定される発
生率より著しく高い場合
•発生ゼロにできる（そうあるべき）

Ⅱ アウトブレイクとは？
● アウトブレイクを察知するためには，感染症の発生に関する継続的なサーベイランス
が必要である．

● さまざまな経路で検知されたアウトブレイク情報については，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必要がある．

解説

❶ アウトブレイクの定義
アウトブレイクに明確な定義はないが，透析医療に関連した感染症のアウト
ブレイクには，次のような場合が考えられる．
A．特定の種類の院内感染が通常より高い頻度で発生した場合
B．互いに関連する院内感染が 2 例以上発生した場合
C．通常発生しないような特殊な微生物あるいは特殊な状況による院内感染が
1 例以上発生した場合

❷ アウトブレイクの察知
アウトブレイクは自然に察知できるものではない．感染症の発生に関する継
続的な監視活動であるサーベイランスが必要である．とくに，前項の A のよ
うな，「通常より高い頻度」ということがいえるためには，「通常」を把握して
おかねばならない．日常的に発生している VA 関連感染などの院内感染も，
通常想定される頻度よりはるかに高頻度に発生すればそれはアウトブレイクで
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あるが，その発見には日常的に VA 関連感染をサーベイランスしていなけれ
ばならない．
一方，多剤耐性菌など滅多に分離されない病原体は，日常のレベルがゼロで
あり，分離されない状況が平常であるので，必ずしもサーベイランスによる継
続的監視を行っていなくても発見できるであろう．
多剤耐性菌などまれな病原体は，まず微生物検査室で探知される．多くの透
析クリニックでは微生物検査を外注にしていると思われるが，その場合は外注
検査業者から報告される微生物検査結果に目を通す部署を設けるべきである．
個々の患者の担当医や看護師などは，これらの情報に目を通しているとはかぎ
らない．
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もちろん，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．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ろう．

❸ アウトブレイクの確認
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
し，院外であれば検査センター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．これは偽性アウトブレイクと呼ばれるもので，注意が必要である．
また，たと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．この点にも気をつける必要がある．

Ⅲ アウトブレイクの際の初動体制と連携
● 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．

● 対応の柱は，拡大防止対策と原因究明のための調査の 2 つである．

解説
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
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図 4 発見・対応が迅速な場合

図 3 発見・対応が遅い場合

拡大防止対策

原因究明・疫学調査

アウトブレイクの確認

図 5 アウトブレイクへの
標準対応

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（図 3，4）．上記の「② ア
ウトブレイクの察知」の項で述べたことを活用し，早期発見に努めることが大
切である．
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 2 つで
ある．この 2 つは相互に密接に関係しているが，どちらかといえば拡大防止対
策は現在発生しているアウトブレイクの制御を，原因究明のための調査は再発
防止を目的としている．前者が必須なのはいうまでもないが，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のための調査は同時並行で行うのが原則だが
（図 5），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
ざるをえ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．たとえば，VA 関連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．一方，まれな薬剤耐性菌の保菌者の集団発生であれば，感
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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．
さて，原因究明の調査であるが，原因が単純な場合は透析施設，あるいは医
療施設に所属するスタッフによって実施することができるだろう．しかし，原
因が複雑である，アウトブレイクの規模が大きく疫学的な観点や解析を必要と
する場合がある，などの理由で，専門的な調査（疫学調査と呼ばれる）を必要
とする場合もある．その場合は，保健所など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い．
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行政に相談することに関しては，なんらかの指導を受けることを恐れ，消極
的になりがちである．また，保健所などには院内感染の専門家があまりおらず，
相談しても仕方ないといった意見もある．しかし，疫学的観点からは医療従事
者よりも保健福祉行政従事者のほうが一般に高い専門性を有している．さら
に，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り，これらの
機関の専門家に相談できる近道である．また，行政に相談せず事例を抱え込ん
で，手に負えなくなってから相談すると，それこそ指導などを受けることにな
りかねない．早めに相談しておくのが賢明である．

Ⅳ アウトブレイクの拡大防止対策
● 基本となるのは，新たな感染症患者を増やさないことであり，その感染症の種類に応
じた経路別予防策をとることである．

● 隔離された患者に対する適切な治療も大切である．

解説
アウトブレイクの拡大防止対策は，その種類（病原体）によりさまざまであ
る．基本となるのは，新たな感染症患者を増やさないことであり，その感染症
の種類に応じた経路別予防策をとることである．
多剤耐性菌の場合は通常，接触感染で広がっていくので，感染症に罹患して
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接触予防策をとる．
インフルエンザの場合は飛沫予防策をとる．また，薬剤耐性菌によるアウトブ
レイクの場合は，当該患者の周囲で療養して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．
多剤耐性アシネトバクターなどの病原体の場合は，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
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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．
また，忘れてはいけないのが，隔離された患者に対する適切な治療である．
隔離された患者から他の患者に病原体を運ばないことは大切であるが，隔離さ
れた患者への適切な対応を怠ると訴訟に発展するなどのリスクもある．

Ⅴ アウトブレイクの疫学調査
院内感染のアウトブレイクは標準予防策や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，疫学調査から得られる情報もそれを再確
認するにすぎないことが少なくない．一方，予測困難な要因が疫学調査によっ
て初めて明らかになることもあり，同様の事例の再発を防止する手がかりとな
ることもある．
アウトブレイクの疫学調査は，表 2 の手順に沿って進めるのが一般的である．
表 2 アウトブレイクに対する疫学調査の手順
① 症例定義の決定，積極的患者発見
② 記述疫学によりアウトブレイクの特徴を図式化
③ 原因を仮定
④ 仮説を検証するための解析疫学
―症例対照研究やコホート研究
⑤ 再発防止のための提言

Ⅵ アウトブレイク終息の確認方法
日常的に発生している院内感染の異常な増加を伴うアウトブレイクでは，日
常レベルに戻ったことをサーベイランスによって確認する．それ以外では，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．もちろん，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．
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Column
◉ 透析施設における B 型肝炎のアウトブレイク事例
本書の冒頭で紹介されている透析施設における B 型肝炎のアウトブレイク（p.22
Column 参照）
は，1998 年 8 月から 1999 年 5 月までの間に発生したと推定されている．
さらに，同施設で血液透析を受けている患者の C 型肝炎ウイルス（HCV）抗体陽性率は
80% に達し，異常な高さを示している．これはいうまでもなく，B 型肝炎ウイルスや
HCV が日常的に伝播し，長期間にわたってアウトブレイクというべき状況が継続してい
たことを示している．
その後も，透析施設における肝炎のアウトブレイク事例の報告は枚挙にいとまがない．
また，VA 関連の細菌感染症に至っては，日常的なサーベイランスが実施されていないの
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でアウトブレイクが発生しているかどうかもわからないのが現状ではないだろうか．
院内感染のアウトブレイクは，透析施設以外でも多数発生している．2010 年に東京都
の大学病院で発生した多剤耐性アシネトバクターのアウトブレイクは，察知・対応される
まで約 1 年を要したことがあとになって判明し，その終息に多大な労力と時間を要した．
その間，救急医療を制限するなどする必要があったため，当該病院の医療経営上大きなダ
メージになったのはいうまでもないが，それだけでなく，周辺の医療機関において一時的
に救急医療の負荷が大きくなるなどの影響を及ぼした．

■文

献
1） 細田清美，森兼啓太，谷口弘美，他：透析関連感染サーベイランスシステムの構築．日本環境
感染学会誌

2012；27：189‒194

2） Klevens, R.M.，Edwards, J.R.，Andrus, M.L., et al.：Dialysis Surveillance Report：National Healthcare Safety Network（NHSN）‒data summary for 2006. Semin. Dial.

2008；21：24‒28

3） Magill, S.S., Edwards, J.R., Bamberg, W., et al.：Multistate point‒prevalence survey
of health care‒associated infections. N. Engl. J. Med. 2014；370：1198‒1208

（森兼

啓太）
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2 院内感染防止のためのスタッフ教育

Check Point
▶透析室は血液媒介感染のほか，接触感染や飛沫感染が生じやすい環境にある．
▶透析室に配属されるスタッフは全員，院内感染対策の初期教育・指導を受ける必要があ
り，院内感染対策委員会が教育活動を行うことが推奨される．
▶定期的勉強会や業務中の指導（OJT）などの教育活動を継続的に行うことが効果的であ
る．

Ⅰ 透析室における院内感染
● 透析室は血液媒介感染のほか，環境汚染による接触感染や閉鎖空間での集団治療によ
る飛沫感染のリスクが高い環境にある．

● 患者間の感染媒介のみでなく，スタッフが感染症に罹患するリスクもある．このため，
全職員が予防策を理解したうえで実践し，院内感染を防止する必要がある．

● 医療法1）では，医療安全管理者が院内感染対策委員会を組織し，院内感染の防止に努
める責務がある．

解説

❶ 透析室における感染リスク
透析室は体外循環に伴う血液汚染のリスクが高いだけでなく，免疫力の低下
した多数の透析患者が出入りする環境であるため，種々の病原体がこれらの患
者により持ち込まれる機会が多い．このため，環境汚染を介した接触感染によ
る感染症が生じる危険が多い．一方，閉鎖された空間で同時に多数の患者の治
療が行われるために，飛沫感染や空気（飛沫核）感染による感染症が患者やス
タッフに同時期に多発発生するアウトブレイクも起きやすい．
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❷ 全スタッフへの感染対策教育の必要性
医療安全管理者（院長あるいは部門長の医師）は院内感染対策委員会を組織
し，委員（院内感染対策担当者）と協力して，職員の教育を立案・実行する責
務がある．多くの職員が順番に院内感染対策担当者として自ら活動することで
教育効果が向上する．
透析室で仕事を行うスタッフは医師，看護師，臨床工学技士だけでなく，介
護士，看護補助者，検査技師，栄養士，医療ソーシャルワーカー（MSW），事
務職員や清掃職員に至るまで，院内感染防止のための教育を受け，これを正し
く理解したうえで感染防止対策を常に実践していく必要がある．誰かがこれを
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怠ると，環境汚染による感染症や，インフルエンザや結核症のアウトブレイク
が発生する危険性がある．
同時に，患者にもできる範囲で感染対策の教育・指導を行うことが望まれる
（p.111 Ⅱ章 9 参照）．

Ⅱ 配属（入職）時の感染対策教育
● 院内感染防止のためには，全職員が配属時に院内感染防止のための初期教育（表 1）
を受けることが必須であるが，継続的な教育も重要である（次章参照）．

● 医療職と非医療職では感染対策の重点項目や実践が異なる．

● 非医療職職員には標準感染予防策を理解させ，ほかは各々の業務に関する予防策を業
務手順として指導する（On the Job Training；OJT）．

表 1 院内感染防止のための教育項目
① 標準感染予防策と経路別感染予防策
② 手指衛生
③ 個人用感染防護具
④ 血液，尿，便，喀痰などの検体の取り扱い方
⑤ 院内感染予防のための環境整備
⑥ 感染防止のための標準的透析操作と透析液清浄化
（医師，看護師，臨床工学技士）

解説

❶ 標準感染予防策と経路別感染予防策
ヒトの体液は汗以外すべて感染を媒介するリスクがあるので，患者の診察あ
るいは処置を行う際には感染を防ぐ対策が必要である．患者から採取した血
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表 2 感染経路と透析室でとくに注意すべき病原体
感染経路
血液媒介感染

接触感染

とくに注意すべき病原体
B 型肝炎ウイルス（HBV）
，C 型肝炎ウイルス（HCV）
，ヒト
免疫不全ウイルス（HIV）

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA），多剤耐性緑膿菌
（MDRP），多剤耐性アシネトバクター（MDRA），バンコマイ
シン耐性黄色ブドウ球菌（VRSA），バンコマイシン耐性腸球
菌（VRE），基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ（ESBL）産生
菌などの耐性菌，クロストリジウム・ディフィシル，疥癬，
ノロウイルス，インフルエンザ *

飛沫感染

インフルエンザ

空気（飛沫核）感染

結核菌，ノロウイルス **

：飛沫が付着した部位へ接触した手指からの経口感染もある．

＊

：乾燥した吐物が空気中に浮遊して感染する場合がある．

＊＊

液，尿，便，喀痰などの検体を取り扱う場合にはとくに注意が必要である．ま
た，スタッフの手指にも皮膚常在菌や病原体汚染が存在するので，処置の際に
患者へ感染を伝播するリスクがあり，これを防ぐ対策が必要である．標準感染
予防策は，このための対策として手指衛生と個人用感染防護具の着用を適切に
実践しながら医療行為を行うことである．
感染経路には血液媒介感染，接触感染，飛沫感染，空気（飛沫核）感染があ
る．透析室においてとくに注意すべき病原体を表 2 に示す．
HBV 陽性患者は原則，隔離が推奨されるが，施設の事情でできない場合に
は，ベッド固定と準隔離措置（隣のベッドを空ける，隣に HBs 抗体陽性患者
をおく）を行う．HCV，HIV 陽性患者はベッド固定でよいが，ベッド配置のゾー
ニング（感染エリアと非感染エリア）が望ましい．
感染が判明した患者に接触する場合や検体を扱う場合には，適切な予防策を
要する．インフルエンザでは院内集団感染を防ぐため，来院前の電話連絡（患
者教育）や，時間的・空間的な隔離を行うとともに，接触した患者やスタッフ
への抗インフルエンザ薬の予防投与が有効である
（詳細は本書の各項目を参照）
．

❷ 手指衛生
医療スタッフから患者への感染と患者の体表や体液から医療スタッフへの感
染の両方を防止するため，患者の診察や処置前後に手指衛生を行う必要があ
る．検体の運搬に際しても，ディスポーザブル手袋の着用に加え，業務終了後
に手指衛生を行う必要がある．石けんと流水による手洗いが基本であるが，目
に見えた汚染がない場合には，速乾性手指消毒薬を使用してもよい（HBV に
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は無効の可能性がある）．

❸ 個人用感染防護具（personal protective equipment；PPE）
血液の飛散の可能性がある場合には，ディスポーザブル手袋，サージカルマ
スク，ディスポーザブルガウン（またはエプロン），フェイスシールド（また
はゴーグル，メガネ）の着用を要する．感染性が高い HBV，インフルエンザ，
ノロウイルス，疥癬の感染がある患者の処置には，腕を覆うガウンの着用が必
須であるが，それ以外の場合は施設の事情に応じてエプロンで代用することも
可能である（Ⅱ章 2 節と関連の節を参照）．排菌がある結核患者や強毒性イン
フルエンザ患者の処置では，微粒子用マスク（N95 規格）の着用を要する．
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❹ 血液，尿，便，喀痰などの検体の取り扱い方
検体移送の場合は，ディスポーザブル手袋，サージカルマスクの着用により
自身の感染を防御するとともに，透析室内の清潔エリアを汚染しないように注
意する必要がある．

❺ 院内感染予防のための環境整備
治療ベッド周辺（シーツ，布団カバー，オーバーテーブル，ベッド柵，椅子，
透析装置）は血液汚染の危険性が高い．シーツ，布団カバーは治療ごとの交換
が最善策であるが，1 日 2 クール以上の血液透析を行う施設の現状ではこれは
困難であり，明らかな血液汚染がある場合のみに交換することが次善策とな
る．シャント肢の下にディスポーザブルシーツを敷くことにより，シーツの汚
染を防ぐことが基本である．
HBV は感染性が高いため，HBs 抗原陽性患者ではシーツの上に非透水性
ディスポーザブルシーツを敷き，治療終了後に当該患者専用の廃棄用ビニール
袋に入れて廃棄する．MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）やノロウイル
ス，インフルエンザウイルス，疥癬など接触感染性の高い患者の場合も同様で
ある．
オーバーテーブル，ベッド柵，椅子などの環境表面や透析装置外装は治療終
了ごとに清拭し，適切な消毒薬を用いて消毒する（Ⅴ章 4 節参照）．透析室の
床や壁は治療の合間の時間に清拭する．明らかな血液汚染がある部位は，洗
浄・清拭後に 0.003～0.006 % 次亜塩素酸ナトリウムにより消毒する．ノロウイ
ルス感染患者の便や吐物で床などに汚染が生じた場合には，対応する PPE を
着用して，洗浄・清拭後に 0.05～0.1 % 次亜塩素酸ナトリウムなどにより消毒
し，トイレの便器や床，ドアノブの清拭・消毒も必要である（Ⅴ章 4 節参照）．
治療ベッドから離れた場所でも，患者やスタッフの手指が高頻度に接触する
箇所は 1 日数回の清拭や消毒を要する．手洗い場の水回りは緑膿菌などグラム
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陰性菌が繁殖しやすい場所のため，手洗い場は頻回に洗浄したうえで乾燥させ
ておく必要がある．

❻ 標準的透析操作と透析液清浄化
医師，臨床工学技士と看護師に対しては，感染防止のための標準的透析操作
と透析液清浄化の教育と指導を徹底することが大切である（Ⅱ章 5 節参照）．

Ⅲ 継続的感染対策教育
● 入職時の感染対策の初期教育だけでは不十分で，定期的な感染対策勉強会や日常業務
の過程で OJT を行うことも大切である．

● 院内感染が生じた場合には，院内感染対策委員会が再発防止策を立て，全職員に周知
することが大切である．

解説

❶ 感染対策勉強会
学会や医学雑誌で感染対策の発表があった場合などに，これをもとに勉強会
を行うことも再教育のために有用である．担当者を複数決めてチームでレジメ
を作成し，スタッフ全員が勉強会で論議する形式が推奨される．

❷ 感染リスク発生時の再教育（OJT）
インフルエンザの流行期前や感染患者が入ってきた際に，これをテーマに❶
と同様の勉強会を行うことも有用である．

❸ 感染予防策遵守状況の確認
担当者を複数決めて，抜き打ちで手指衛生や PPE 着用の現状を直接観察法
で検証し，その結果をもとに遵守状況を改善する方法も有用である．可能であ
れば環境の感染状況のサーベイランスを行い，環境衛生対策に役立てる．

❹ 感染に関するアクシデント報告による再発防止対策
針刺しや肝炎などの院内感染，インフルエンザの院内集団発生などがあった
場合には，アクシデント報告を分析して，その結果を周知することによって再
発防止に役立てることができる．
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Column
◉ 透析室における感染リスク｜20 年間の変遷
約 15～20 年前の 1994 年と 1999 年，透析施設において多数の死亡例を含む B 型肝
炎の集団発生があり，透析施設では血液媒介感染症の高いリスクがある現状が認識され
た．当時は種々のディスポーザブル製品や標準感染予防策の概念が普及していなかった背
景があった．
これを機に，1999 年の厚生科学研究事業の一部として「透析医療における標準的な透
2）
析操作と院内感染予防に関するマニュアル」
が刊行され，以後 3 回改訂されている．

このマニュアルが全国の透析施設に配布され，HBV や HCV の院内感染予防の意識が
高まり，さまざまな感染予防対策がとられた．それはディスポーザブルの穿針セットや返
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血セット，穿針・返血時のサージカルマスクやディスポーザブルのガウンやエプロン，バ
スキュラーアクセス穿針用の安全針， 赤血球造血刺激製剤（ESA）やヘパリンのプレフィ
ルドシリンジなどである．
その結果，HCV 抗体陽性率を例にとると，陽性率は 1999 年の 15.5 % から 2006 年
の 10.2 % に減少し，感染予防策の効果は上がっているものと評価できる．
一方，その後透析医療の環境の変化（患者の高齢化，長期透析患者や認知症合併患者，
重症患者の増加，医療費削減策に対応した透析室スタッフ数の減少など）があり，日和見
感染，とくに耐性菌感染のリスクが高まってきた．
現在は院内感染予防対策や個人用防御具が普及した結果，20 年前に比べて一見院内感
染への備えが充実しているように思えるが，まだ十分とはいえない．日常業務に感染予防
の手順が取り込まれた結果，感染予防の意識が逆に薄れているおそれがある．現状の感染
対策に頼りきった油断から，ケアレスミスや手抜き行為が生じる，あるいは感染症リスク
に関する情報共有に抜けが生じることにより，潜在的なリスクは依然高いと考える．一人
の油断が感染の直接伝播だけでなく環境汚染を介する間接的伝播を起こす，あるいはイン
フルエンザなどの感染源の侵入の阻止に支障をきたす危険性がある．

■文

献
1）「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行
について」，平成 19 年 3 月 30 日医政発第 0330010 号厚生労働省医政局長通知

2） 厚生省厚生科学特別研究事業：「透析医療における感染症の実態把握と予防対策に関する研究

班」平成 11 年度報告書，透析医療における標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュ
アル．2000

（篠田

俊雄）
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3 感染防止に関するコスト・医療経済

Check Point
▶スタッフ・患者の定期検査費
▶感染者のベッド固定，ベッド間隔実施に対するコスト負担
▶診療報酬改定による今後の体制作りの必要性
▶感染性廃棄物処理マニュアルの改訂，その負担と対策費
▶訴訟・賠償対策費として「医療廃棄物排出者責任保険」の負担
▶医師個人としての「賠償責任保険」
，法人・施設の「賠償責任保険」の負担

院内感染防止対策は医学的に患者側・スタッフ側にとって重要なテーマであ
ることは明白である．とくに血液透析医療は，一度に多数の患者に対して，血
液を体外循環させる医療であり，血液の飛散による血液媒介感染のみならず，
インフルエンザなどの飛沫感染やノロウイルス感染などの接触感染などによる
さまざまな感染伝播のリスクが非常に高い特殊な環境下で治療することがほと
んどである．日本透析医会・日本透析医学会では以前より透析医療における感
染対策ガイドラインを作成し，その普及と啓蒙に努めてきた．その尽力により，
感染伝播が未然に防げるようになってきたのは先人のおかげである．しかし依
然として透析における死因第 1 位は感染症である．もちろんその原因としては，
透析患者が免疫不全状態であることによるものがその主であることは紛れもな
い事実である．対策に関わるコストについては施設に一任されており，診療報
酬においても十分に補償されているとは言い難い現状であることから，すべて
の施設で同様の対策がとられているかは不明である．透析医療は今後高齢者や
要介護者が増加し，より安心・安全が求められるなか，それに関わる感染防止
に対する医療経済・コストについてまとめた．透析医療に関わるすべての医療
従事者の参考になれば幸いである．
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Ⅰ 感染防止対策にかかる諸経費
● スタッフ・患者に対する定期的な感染症の確認が必要である．

● スタンダードプリコーションとして，個人防護具が必要である．

● 透析ベッドのスペースや，個室透析に至るまで，検討すればその対応は多様となる．

解説
手洗いの実施に対する費用負担は水道代・石けん代・手指消毒薬があるが，
透析分野だけに関わることではないので，ここでは省略する．

Ⅳ
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❶ スタッフに関する費用
スタッフ側としては，現場スタッフの定期的な肝機能検査（1 回/2 カ月），
HBs 抗原・抗体と HCV 抗体検査（1～2 回/年），HBs 抗体陰性者に対するワ
クチン接種費（1 コース 3 回接種）などで表 1 に示すような負担が発生する．

❷ 患者に関する費用
患者側としては，表 1 を参照されたい．まず患者 1 名に対するプラスチッ
ク手袋を例にすると，準備・穿刺・接続・透析中の処置などで必要時・回収（2
名）・片付け操作を計算すると最低 7 双であり 1 双 32.5 円とすると 227.5 円の
負担である．次にスタンダードプリコーション1）である個人防護具（PPE）と
してゴーグル，サージカルマスク，エプロンなどが必要となる．また院内感染
防止対策として必要と考えられる HBe 抗原・抗体，IgM 型 HBc 抗体，HBV－
DNA 検査（それぞれ新規に HBs 抗原陽性となった患者のみ），HCV－RNA 定
量（PCR 法）（HCV 抗体陽性患者のみ），HTLV－1 抗体価（ATLA）
・HIV－1,2
抗体価（1 回/初診時）は包括点数から外され，個別請求となっているが，ほ
とんどが削られ施設負担となることが多い．
無床診療所ではほとんど対応困難だが，ノロウイルスによる接触感染や空気
感染を引き起こす結核などの感染症になると，それ専用の隔離透析（陰圧設備
などを整える必要）が必要なうえに，N95 マスク（1 枚/1 回訪室時）やガウン
（1 枚/1 回訪室時）が追加となる．
さらに感染者専用ベッド（HBV，HCV，MRSA など．HIV の場合はベッド
固定や隔離の必要性は少ないとされている）としてベッド固定を実施すると，
1 回の透析医療費 2,195 点（4 時間以上 5 時間未満）が適応者のいない空きベッ
ドのときに負担となる．さらにヘパリンや低分子ヘパリンなどのシリンジによ
る個別使用は感染伝播抑制に有用とされているが，こちらも包括算定とされて
いる．なお入院などに伴い，もともと易感染性宿主である透析患者は MRSA
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表 1 感染防止対策にかかる諸経費
項

目

現場スタッフの肝機能検査
ウイルス性肝炎関連項目
抗体陰性者へのワクチン

内

容

生化学検査

（肝炎関連）7 項目
HBs 抗原・抗体，
HCV 抗体

費

用

備

（薬価，定価）
930 円
2,920 円

考

2 カ月に 1 回×
スタッフ
年 1～2 回×全職員

職

HBV ワクチン接種 7,302 円
陰性者
（3 回分）
（2,434 円×3）

員

プラスチック手袋
サージカルマスク
N95 マスク
ゴーグル
エプロン
ガウン
フェイスシールド
フェイスガード
キャップ

32.5 円
18 円
200 円
1,220 円
20 円
350 円
32.5 円
350 円
22 円

それぞれ必要時

感染症項目の定期検査

HBe 抗原・抗体
IgM 型 HBc 抗体
HBV‒DNA 検査
HCV‒RNA 定量
HTLV‒1 抗体価
HIV‒1,2 抗体価

1,070 円
1,460 円
2,870 円
4,500 円
1,800 円
1,230 円

それぞれ必要時

MRSA 検査

MRSA 鼻腔検査

1,600 円

適宜

ヘパリンの個別使用化
ヘパリン
（シリンジ例として 5,000 単位） 低分子ヘパリン

209 円
780 円

患

スタンダードプリコーション

者

包括算定

を外来透析施設に持ち込むことが多く，これらに対し鼻腔咽頭検査によるスク
リーニングを行うことがあるが，こちらは概ね個別算定が認められている．

❸ より厳格な防止対策を行った場合の想定
透析施設としてより感染防止を強化し，専用透析室とすれば負担はさらに増
加する．表 1 を参考にスタッフ 2 名で穿刺・接続・回収，1 名が透析中の管理
として試算すると，手袋代 227.5 円/1 透析に予防防具代（マスク・ガウン）
368 円/1 回（訪床時ごとに交換）が加算され，さらにフェイスガードを使用す
れば 350 円/1 回が加算される．ここでは専用スタッフの人件費やベッド未使
用時のコスト負担は加味していない．さらに空気感染防止対策を充実させるに
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は個室陰圧透析室が必要となり，さらに膨大な初期投資・維持負担が発生する
が費用は一様ではないので省略する．
しかし，たとえば「今後飛沫感染防止対策として必要とされるベッド間隔が
1.2 m 間隔へ移行する」となると，現在 0.8～1 m 間隔の多くの施設では 21 m
前後の広さで単純計算（ベッドそのものの幅 1 m）しても 0.8 m 間隔でベッド
11 床であったものが，1.2 m 間隔ではベッド 9 床配置となるため，同じ面積で
も 2 ベッド分減収となる．

Ⅱ 院内感染防止対策に関する診療報酬

Ⅳ
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● 現在，感染防止対策は無床診療所では評価されない．今後は多人数の患者を同時に治
療する無床診療所に対しても診療報酬が算定されるようになることを望みたい．

解説
平成 26（2014）年度診療報酬改定では，感染防止対策加算はいずれも従来
どおりで変更はなかった2）．院内感染防止対策に関する診療上の評価のこれま
でのおもな推移は表 2 にまとめた．この 10 年間で大きく変化したのは，平成
表 2 院内感染防止対策に関する診療報酬上の評価のおもな推移
年

度

院内感染防止対策に関するおもな診療報酬改定内容

平成 8 年度診療報酬改定

院内感染防止対策加算（5 点/日）新設

平成 10 年度診療報酬改定

変更なし

平成 12 年度診療報酬改定

院内感染防止対策未実施減算に変更

平成 14 年度診療報酬改定

変更なし

平成 16 年度診療報酬改定

変更なし

平成 18 年度診療報酬改定

医療安全対策加算（入院初日 50 点）新設
入院基本料の算定要件となり，医療安全対策の枠組みに
組み込まれる

平成 20 年度診療報酬改定

変更なし

平成 22 年度診療報酬改定

感染防止対策加算（入院初日 100 点）新設
医療安全対策加算 1 の届け出が要件

平成 24 年度診療報酬改定

感染防止対策加算 1（入院初日 400 点）新設
感染防止対策加算 2（入院初日 100 点）新設
感染防止対策地域連携加算（入院初日 100 点）新設

平成 26 年度診療報酬改定

変更なし
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22（2010）年度の「感染防止対策加算」（入院初日 100 点）と平成 24（2012）
年度の「感染防止対策加算 1」（入院初日 400 点），「感染防止対策加算 2」（入
院初日 100 点），「感染防止対策地域連携加算」（入院初日 100 点）と，従来の
医療安全対策の枠組みから評価されるようになった点であろう．
しかしいずれも病院・有床施設に限ったことであり，また施設基準は「第 2
部通則 7 に規定する院内感染防止対策を行った上で，更に院内に感染制御の
チーム（ICT）を設置し，院内感染状況の把握，抗菌薬の適正使用，職員の感
染防止等を行う」とされており，一般の無床診療所である透析クリニックは評
価されない．ただしこういった施設基準は，今日の院内感染防止対策のあるべ
き姿を示しているという見方もでき，今後多人数の患者を同時に治療する無床
診療所に対しても同様の「院内感染防止対策」に対する診療報酬が算定される
ようになるかもしれない．

Ⅲ 感染性廃棄物処理に関する負担
● 感染性廃棄物処理はたとえ委託をする場合においても，排出した事業者にも責任があ
る．

解説
「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」3） では，ダイアライ
ザー・透析回路・輸液点滴セットなどはすべて感染性廃棄物として処理する必
要がある．そして透析関連以外の感染性廃棄物の量自体も増加し，さらなるコ
スト負担増を招くようになってきている．とくに他の診療科と異なり，血液施
設は感染性廃棄物が圧倒的に多いので，この負担には十分な対応が必要とな
る．しかしコスト削減のために廃棄物処理業者に安価で排出すると不法投棄な
どが起こり，最終的には排出医療機関として社会的責任と現状復帰の費用負担
を強いられることがある．現在は感染性廃棄物の処理については，「排出事業
者が自らの責任において廃棄物を処理すること」と法で定められており，「委
託処理する場合においても廃棄物が処分されるまでの責任を負う」とされてい
る．

❶ 処理費用の実際
われわれの施設における 1 透析当りの廃棄物平均の排出量は 3.65 kg と 10
年前（1.16 kg）と比して増加し，感染性医療廃棄物 1 kg 当りの処理価格を平
均 288 円とすると 1 カ月（透析 13 回/月）の負担としては 13,666 円となる．
排出者である医療機関は「廃棄物の撤去や汚染土壌の浄化にかかる費用，投棄
廃棄物により生じた健康被害に対する医療費，海に投棄された場合には漁業権
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まで補償する」ことを考えると，万一不法投棄措置命令を受けた場合，医療機
関の経営の根幹に関わることが予想される．したがってこれらを補償する保険
加入は必要不可欠であり，今後の賠償額の増加が起きればさらに負担増となる．

❷ 「医療廃棄物排出者責任保険」の負担額
不法投棄に対する医療機関の排出者責任（排出者＝医療機関が投棄排出物の
除去について負う責任）を補償する「医療廃棄物排出者責任保険」の負担額は，
100 床の病院が支払限度額 1 億円の保険に加入した場合：約 120,000 円/年，診
療所が同様の保険に加入した場合：有床診療所で約 14,000 円/年，無床診療所
で約 12,000 円/年となる．

Ⅳ
院内感染と透析医療

Ⅳ 賠償責任保険の負担（図）
● 医療従事者を取り巻く環境は厳しく，賠償責任保険についての理解は重要である．

解説
医師の賠償責任保険については，日本医師会会員であれば，自動的に加入さ
れる①「日本医師会医師賠償責任保険（日医医賠責保険）」に加え，②「日本
医師会医師賠償責任特約保険（特約保険）」，③「都道府県医師会団体医師賠償
責任保険」（例としては東京都医師会では東医医賠責保険）への加入が適当で
ある．医師会会員以外であれば，民間の保険会社による④「医師賠償責任保険」，
⑤「診療所契約医師賠償保険」，⑥「病院契約医師賠償責任保険」などへ加入
するのが適当であろう．それ以外に施設の賠償に限った⑦「施設賠償責任保険」
や，政府管掌の強制保険として，就業中の血液汚染事故などに対する⑧「政府
労災保険」などがある．

支払い限度額
2億円
1億円

「特約保険」
「日医医賠責保険」
免責金額（100万円）
行為者責任
A会員

図

開設者・
管理者責任

開設者責任

責任

自己負担分

A会員が理事または
管理者である法人

日本医師会医師賠償責任保険・特約保険の仕組みと補塡限度額
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個人や施設に見合った賠償責任保険を選んでいただきたい．ここでは，日本
医師会会員での医賠責について簡単に述べる．

❶ 日本医師会医師賠償責任保険4）
契約事項としては，日本医師会の A〔A ①，A ②（B），A ②（C）〕会員は
年会費を支払うと自動的に加入することになり，看護師などコメディカルス
タッフが起こした医療事故について，A 会員が医療施設の開設者，管理者ま
たは監督者として責任を追及された場合には，この保険が適用される．
しかし補償されない部分の確認も必要である．それは，① A 会員以外の医
師に責任がある場合や法人固有の責任については，その責任負担額分は支払わ
れないこと（カット払い），② 開設者が法人など（医療法人，国，地方公共団体，
学校法人，会社など）は A 会員ではないので，たとえ A 会員が法人の役員で
も法人のみが賠償請求を受けたときにはこの保険は適用されないこと，③ 医
療施設である建物や設備などの使用・管理上の事故（火災，エレベーター，患
者搬送中の事故など）が原因で発生する場合はこの保険は適用されないので，
「施設賠償責任保険」を付帯しておくのが望ましいこと，④ 免責部分として事
故負担分（100 万円）があることなどである．

❷ 日本医師会医師賠償責任特約保険
そこでこれらの不足をカバーしようと追加されたのが，
「特約保険」である．
この特徴としては，まず A 会員が理事あるいは管理者である病院・診療所を
開設する法人（ただし 99 床以下の法人設立病院が対象．開設者が国・公的医
療機関・社会保険関係・会社である病院の場合は対象とされない）が被保険者
となりうることで，前述の① カット払い，② 法人の問題を解消しうることで
ある．
ただしここで解消できない 100 床以上の病院に関しては，「病院契約医師賠
償責任保険」への加入が必要であろう．次に，
「日医医賠責保険」と「特約保険」
を合算して，1 事故 2 億円，保険期間中（年間）6 億円まで補塡額が増額となっ
ている．

❸ 東京都医師会団体医師賠償責任保険
前述の不足分④ の免責部分の事故負担額 100 万円をカバーし，さらに③ の
医療施設の建物・設備の使用・管理上の事故，給食などの事故にも対応する賠
償責任保険をセットとしている．
最後に，被保険者としての負担額について表 3 にまとめたので参考として
いただきたい．なお，制度全般の詳細については所属都道府県医師会に確認・
検討をお勧めしたい．
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表 3 医療賠償保険の費用負担（年会費）
1．日本医師会 A 会員の場合
① 日医年会費〔A ① 会員＊：126,000 円，保険料 66,000 円含む〕より加入
〔A ②（B）会員＊＊：82,000 円，保険料 54,000 円含む〕
〔A ②（C）会員＊3：33,000 円，保険料 33,000 円含む〕
② 日医医賠責特約保険料（診療所・A ② 会員：23,000 円）
（病院： A ②会員在籍なし：16,000 円，A ②会員 1～2 名在籍：
15,200 円
A ② 会員 3 名以上在籍：14,400 円×病床数－40,000 円）
③ 都道府県医師会賠償責任保険料（7,074～8,262 円）

Ⅳ

2．民間の医賠責保険（例）

院内感染と透析医療

① 医師賠償責任保険料（支払限度額によって 39,140～50,830 円）
② 診療所契約医師賠償責任保険料（無床：37,720～100,780 円，有床：43,450～
116,020 円）
③ 病院契約医師賠償責任保険料（1 ベッドに対し 7,720～28,950 円，ベッド数や病床
形態によって異なる）
＊

：A ① 会員…病院・診療所の開設者，管理者およびそれに準ずる会員
：A ②（B）会員…上記 A ① 会員および A ②（C）会員以外の会員

＊＊
＊3

■文

：A ②（C）会員…医師法に基づく研修医

献
1） 厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業：透析施設における標準的な透析操作と感染予
防に関するガイドライン（四訂版）．2015

2） 平成 26 年度診療報酬改定資料．厚生労働省

3） 廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル．平成 24 年 5 月，環境省大臣官房
物・リサイクル対策部，2012

4） 日本医師会医師賠償責任保険（含む日医医賠責特約保険）解説
公益社団法人日本医師会，2014

廃棄

第 4 版．平成 26 年 7 月，

（杉崎健太郎，杉崎

弘章）

251

索

和 文
あ
アウトブレイク 35，231，
232，233，234，236，238，
239
インフルエンザ――時の対策
184
偽性―― 233
アデホビル 153
アルコール 65，211
足白癬 199
安全装置付き器材 105
安全装置付き穿刺針 105

い
イソニアジド（INH） 192
イソプロパノール 211
インターフェロン 140，153，
157
――少量長期治療 156
――治療 151，155
――フリー 147，155，157
従来型―― 146
インフェクションコントロール
ドクター（ICD） 33
インフォームド・コンセント
113，116
インフルエンザ 179
――アウトブレーク時の対策
184
――ワクチン 219
――感染者 115
――の予防 179，180
――流行期前準備 180
抗――薬 182
新型――（H1 N1）2009
185，220
易感染性 15，90
医療安全委員会 91
医療安全管理者 238
医療安全対策の義務化 25
医療経済 244
医療費 23
医療法 90

252

引

院内ラウンド 35
院内感染 230，231，232，236
――制御委員会 103
――対策委員会 31，238，
239
――対策マニュアル 31，
34，107
――の費用対効果モデル 24
――防止対策 247
――防止のための教育項目
239
肝炎―― 134

う
ウイルス肝炎 131
――サーベイランス間隔
132
――感染事故 18
ウイルス肝炎感染対策ガイドラ
イン 20
ウイルス肝炎研究財団 112

え
エイズ・ブロック拠点病院
114
エイズ治療・研究開発センター
114
エタンブトール 192
エンテカビル 142，153，155
栄養障害 45
疫学調査 236
塩化ビニル 67

お
オカルト HBV 125
オセルタミビル 182
黄色ブドウ球菌 56，172，
197，206
メチシリン耐性――
（MRSA） 44，56，114，
172，197，206

か
カテーテル感染
血液透析用――
腹膜透析用――

214
205

カテーテル関連血流感染 66
カテーテル皮膚出口部消毒 66
カフ型カテーテル 210，212
非―― 210
疥癬 201
角化型―― 201
通常―― 201
開放性結核症 194
角化型疥癬 201
核酸アナログ 142，151
――治療 153，154
――投与量調節 142
拡大防止対策 234
隔離 182，235，240
時間的・空間的な―― 240
痂皮性膿痂疹 197
肝炎ウイルス 116
――キャリア 135
――キャリア職員 103
肝炎院内感染 134
肝炎感染対策 27
肝炎集団感染 134
肝癌 151，152，153，156
――の生命予後 154
非 B 非 C 型―― 152
環境汚染 238
――サーベイランス 242
環境整備 36，241
器具，周辺―― 51
環境表面 84
肝硬変 152
――の成因 151
患者教育・指導 239
患者の知る権利 116
患者配置 52
肝切除 153
肝線維化 154
感染管理認定看護師（ICN）
33
感染機会の増加 44
感染経路 235
感染症 102
2 類―― 193
血液媒介―― 102，160，
223
市中―― 230

感染症法第 12 条第 1 項規定
193
感染性一般廃棄物 78
感染制御専門薬剤師（BCICPS）
33
感染制御認定臨床微生物検査技
師（ICMT） 33
感染性産業廃棄物 78
感染性廃棄物 73，76
――処理 248
感染対策 102
――チーム 26，32，91
――勉強会 242
肝炎―― 27
感染対策マニュアル 31，34，
107
感染対策委員会 31，93，
238，239
感染防止対策加算 30
感染防止対策にかかる諸経費
245
管理エリア 97

き
偽性アウトブレイク
急性肝炎 133
急性 C 型肝炎 163

233

く
クロストリジウム・ディフィシ
ル 62
クロルヘキシジングルコン酸塩
（CHG） 64，211
空気清浄度 99
空気（飛沫核）感染 240

け
経皮的ラジオ波焼灼療法 153
経路別感染予防策 239
劇症 B 型肝炎集団発生 22
結核 188
――感染者 114
――感染予防に関するガイド
ライン 188
――菌検査 190
――性胸膜炎 189
――接触者への検診 115
――の早期発見・治療 193
潜在性――感染 192
粟粒―― 188
肺―― 168
肺外―― 188

リンパ節―― 188
血液・体液曝露 102
血液回路 69，70
血液透析操作 68
血液媒介感染 238，240
血液媒介感染症 102，160，
223
血液媒介病原体 116
血清トランスアミナーゼ検査
123
血流感染 231

こ
個人衛生 111
個人防護具（PPE） 50，104，
241，246
誤穿刺防止機構付きの穿刺針
72
抗 HIV 薬 114
抗インフルエンザ薬 183
抗ウイルス薬
B 型肝炎の―― 140
C 型肝炎の―― 145，151
抗菌薬 56，177，206
――の適正使用 36
告知 111，112

さ
サージカルマスク 241
サーベイランス 35，174
ザナミビル 182
細菌性肺炎 181
再発 153，154，156
――抑制効果 153
作業動線 96
擦式アルコール製剤による消毒
61
擦式法 69
産業廃棄物管理票（マニフェス
ト） 81

し
シャント感染 231
シャント肢の洗浄 64，112
シリコン 66，211
次亜塩素酸ナトリウム 241
0.05%―― 77
事業継続計画（BCP） 37，39
自己管理 111
自己決定権 116
市中感染症 230
手指衛生 50，57，61，240

――の種類 62
――の手順 64
――の目的 62
手指の消毒法 69
手術部位感染 231
消毒 241
――レベル 71
カテーテル皮膚出口部――
66
擦式アルコール製剤による
―― 61
消毒薬 85
高水準―― 71
生体―― 65
速乾性手指―― 240
中水準―― 71
低水準―― 71
非生体―― 65
皮膚―― 66
職業感染 102
診療報酬 25，247

す
スクリーニング 58
スタンダード・プリコーション
49
スンベプラ 149
水疱性膿痂疹 197

せ
セレクティブワクチネーション
223
清拭 69，241
清浄度クラス基準 99
生体消毒薬 65
咳エチケット 52
接触感染 182，197，238，240
切創 102
穿刺業務 72
穿刺針 51，71，72
安全装置付き―― 105
誤穿刺防止機構付きの――
72
洗浄・消毒 61
透析装置・透析室の―― 83
洗浄法 69

そ
ゾーニング 240
ソフォスブビル 149
粟粒結核 188
速乾性手指消毒薬 240

253

た

は

ダイアライザ 68
ダクラタスビル＋アスナプレビ
ル療法 148
ダクルインザ 149

バイオハザードマーク 76
ハイリスク群 188
バスキュラーアクセス 64
――関連感染 232
――関連感染症 229，232
――計画的造設 216
――穿刺 89
バリタブレビル/リトナビル＋
オムビタスビル療法 149
パンデミック 185
肺炎 231
細菌性―― 181
ニューモシスチス―― 168
肺炎球菌ワクチン 115，181，
222
肺外結核 188
廃棄物の処理 105
肺結核 168
敗血症 46
賠償責任保険 249
配属時初期教育 239
培養検査 189
白癬菌 199
曝露源 107，108
曝露後予防内服（PEP） 159，
164
――薬との薬物相互作用
164
曝露時の対策 107
針刺し 102，242
針専用容器 76

ち
チームによる感染対策
直接観察法 242
治療エリア 96

26

つ
ツベルクリン反応
通常疥癬 201

190

て
ディスポーザブルガウン 241
ディスポーザブルシーツ 241
ディスポーザブル手袋 241
テノホビル 142，155
定期フォロー 103
伝染性膿痂疹 197

と
とびひ 197
トランスアミナーゼ 132
透析液清浄化 242
透析患者の背景因子 16
透析室
――内環境調査 85
――の各区域の感染防止
――の設計 94
――の洗浄と消毒 83
――の特殊性 89
透析装置 68
――外装 84
――の洗浄と消毒 83
動脈硬化 45
塗抹検査 189

な
内因性再燃

189

に
2 類感染症 193
ニューモシスチス肺炎
尿路感染 231，232

の
ノロウイルス

254

62

168

96

ひ
ヒト免疫不全ウイルス→ HIV
ピラジナミド 192
非 B 非 C 型肝癌 152
非カフ型カテーテル 210
非生体消毒薬 65
皮膚消毒薬 66
飛沫核感染 188，240
飛沫感染 181，238，240
費用対効果 23
標準感染予防策 239，240
標準的透析操作 242
標準予防策 49
病院清浄度クラスと換気条件
98
病原体の持ち込み 44
病名告知 116
微粒子用マスク→ N95 マスク

貧血

45

ふ
ブースター効果 225
フェイスシールド 241
プライバシーの保護 111
腹膜炎 207
腹膜透析関連感染症 204

へ
ペグインターフェロン
（Peg-IFN） 141，147
ベッド固定 52，240
ベッド配置 127，225
返血操作 71，73

ほ
ポビドンヨード 64，211
ポリウレタン 66，211
ポリカーボネート 67
保健所 193
保険適応 158
保護フィルタ 68，70
保清 175

ま
麻疹 168
慢性炎症 43

み
水虫

199

め
メタ解析 153
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
（MRSA） 44，56，114，
172，197
免疫のパラドクス 43

や
薬剤耐性菌

232

ゆ
ユニバーサルワクチネーション
223
輸血用血液製剤 79

よ
四訂版「透析施設における標準
的な透析操作と感染予防に関
するガイドライン」 27
予防接種 115

劇症――集団発生 22
B 型肝炎ウイルス→ HBV
B 型肝炎ウイルス免疫グロブリ
ン（HBIG） 225
B 型肝炎ワクチン 53，103，
223
B 型肝硬変 140
B 型急性肝炎 133，143

ら
ラニナミビル 183
ラミブジン 153

り
リキャップ 104
リネン 51
――類 84
リバビリン 147
リファンピシン 192
リンパ節結核 188
流儀 175
流水と石けんによる手洗い

C

61

れ
レスピラトリー・エチケット
112
連鎖球菌 197

わ
ワクチン 112
――接種 103
――無反応者 224
3 価―― 220
4 価―― 220
23 価ポリサッカライド
―― 222
B 型肝炎―― 53，103，223
インフルエンザ―― 219
肺炎球菌―― 115，181，
222

欧 文
A
adenosine deaminase（ADA）
190
ALT 123
AST 123
ATP 測定装置 85

B
BCP 37，38
BCPIC 33
B 型肝炎 112，113，140，
151，154，163，223
――治療ガイドライン 142
――のスクリーニング 121
――罹患ハイリスク者 225
de novo ―― 124

C 型肝炎 112，113，151，223
――のスクリーニング 121
「透析患者の――肝炎治療ガ
イドライン」 147
C 型肝炎ウイルス→ HCV
C 型急性肝炎 133，163

D
de novo B 型肝炎 123
direct-acting antiviral（DAA）
147

Interferon-Gamma Release
Assays（IGRAs） 188，
189，191

L
latent tuberculosis infection
（LTBI） 192

M
M-CSF 46
MIA 症候群 43
MRSA（methicillin-resistant
Staphylococcus aureus）
44，56，114，172，197，206

N
N95 マスク

193，241

O
On the Job Training（OJT）
239

H

P・Q・T

HBc 抗体 133，223
HBIG → B 型肝炎ウイルス免疫
グロブリン
HBs 抗原 103，133，223
HBs 抗体 133，223
HBV
――持続感染者 139
――の施設内感染例 160
オカルト―― 125
HB ワクチン→ B 型肝炎ワクチ
ン
HCV 103，145
――抗体 133
――抗体陽性率 89
――の施設内感染例 160
HIV
――スクリーニング検査にお
ける偽陽性率 164
――感染患者透析医療ガイド
ライン 162
――拠点病院 164
――陽性の透析予備軍 159
抗――薬 114

PD カテーテル 205
PD 関連感染症 204
PEP 薬との薬物相互作用 164
PPE →個人防護具
QuantiFERON®TB Gold 法
191
T- スポット®. TB 191

V・W
VRSA 57
window period

167

I
ICC（infection control
committee） 31
ICT（infection control team）
32，103

255

［ 解説 ］
透析医療における

感染症対策ガイドライン
2016 年 3 月 16 日

編

集

秋葉

第 1 版 1 刷発行

隆

発 行 者 増永 和也
発 行 所 株式会社 日本メディカルセンター

東京都千代田区神田神保町 1―64（神保町協和ビル）
〒 101―0051 TEL 03（3291）3901 ㈹

印 刷 所

三報社印刷株式会社
ISBN978 ― 4 ― 88875 ― 286 ― 2
Ⓒ 2016

乱丁・落丁は，お取り替えいたします．

本書に掲載された著作物の複製・転載およびデータベースへの取り込みに関する許諾権は
日本メディカルセンターが保有しています．
＜出版者著作権管理機構 委託出版物＞
本書のコピーやスキャン等による無断複製は著作権法上での例外を除き禁じられています．複製され
る場合は，そのつど事前に，㈳出版者著作権管理機構（電話 03―3513―6969，FAX 03―3513―6979，
e―mail：info@jcopy.or.jp）の許諾を得てください．

