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院内感染という言葉 

• １９９０年「院内感染」 富家恵美子著 

  

日本の感染防止対策の 
歴史はとても浅い 

 
 

見習うべき対策や   
その根拠がすでに 
示されている 



感染対策の変遷 

院内感染 NOSOCOMIAL INFECTIONS  

病院感染 HOSPITAL-ACQUIRED INFECTIONS 

医療関連感染 HEALTHCARE-ASSOCIATED INFECTIONS 

 

 

 

＊医療サービスを受ける過程で感染源に  

 曝露することにより発症する感染症 

＊患者のみならず、医療従事者、訪問者に 

 も起こり得る 



医療関連感染予防の目的 

• 医療関連感染（HAI）の発生や伝播を予防、
またコントロールすることにより 

 

1. 患者をHAIから守る 

2. 職員、訪問者および院内の他の人々をHAI
から守る 

3. HAIによる病院の経済的損失を防ぐ 



感染対策とは 

• 感染予防（Prevention) 

 →病院感染を未然に防ぐこと 

 

 

• 感染制圧（Control） 

 →発生したアウトブレイクを制圧すること 



標準予防策 
（Standard precaution） 

『ヒトの身体から湿った状態で出てくるもの   
（湿性生体物質：血液、尿、便、痰、唾液、体液）

には、病原性微生物がいるはずだ！』            
と考えて取り扱う 

すべての人に行うべき対策 



病原性微生物がいる！ 
とわかっているのは調べた人だけ 

見えているのは 
検査で調べた 
この部分だけ 

潜在的な 
保菌者は・・・ 



標準予防策 
（Standard precaution） 

『ヒトの身体から湿った状態で出てくるもの   
（湿性生体物質：血液、尿、便、痰、唾液、体液）

には、病原性微生物がいるはずだ！』            
と考えて取り扱う 

【具体的内容】 

＊手指衛生 

＊個人防護具 

＊環境整備 



感染対策の基本 

～手指衛生～ 



手指衛生とは 

• 病原性微生物が医療従事者の手指を介して
伝播すると病院感染の原因となる。 

 

• 手指衛生は病院感染制御において最も  
基本的な行為である。 

「感染制御学」 小林寛伊著 ヘルス出版より 一部改変 



手指衛生の目的 

• 微生物に汚染された医療関係者の手を             

 清浄化すること 

 

• 医療関係者の手に付着した微生物を  
患者に伝播させないこと 



感染予防における手指衛生向上のため
の国際共同研究 
～日本版基礎調査～ 

【目的】日本の教育病院における手指衛生遵守率のベースライ
ンを明らかにすること 

【研究方法】異なる地域（北海道，関西，関東）の4急性期医
療施設（大学病院1、市中病院3）の13部署（内科、外科、 

クリティカル領域）において行った観察研究 

【結果】患者に接触する前の医療従事者（医師・看護師）の 

手指衛生行動を、Saintらが開発した直接観察法を用いて1人の
外部観察者（感染管理看護師）が観察を実施した結果、2011年
7－11月の観察期間中、全観察場面は3545回で手指衛生が実施
されたのは677回、遵守率19%であった 

職種別の遵守率は医師15%、看護師23%であった 

 Sakihama T, Honda H, et al．Hand Hygiene Adherence Among Health Care Workers at Japanese Hospitals:   

 A Multicenter Observational Study in Japan. J Patient Saf. 2014. Epub ahead of print. ［PMID：24717527］
より一部改変  



院内感染に関する生活者の意識・実態の
把握（20～69歳、全国、インターネット調査） 

Q  入院や外来の診察の際に、医師や看護師が、患者毎に
手を洗ったり消毒したりしているかどうかについて  
あなたご自身はどの程度気になったことがありますか？ 

2009年 院内感染リサーチ Vol.06-02より 



院内感染に関する生活者の意識・実態の
把握（20～69歳、全国、インターネット調査） 

Q  入院や外来の診察の際に、医師や看護師が、患者毎に
手を洗ったり消毒したりしているかどうかについて  
あなたご自身はどの程度気になったことがありますか？ 

2009年 院内感染リサーチ Vol.06-02より 

医師や看護師の手洗い、
手指消毒に不安を感じる 

・・・6割 

医師や看護師の手洗い、
手指消毒に取り組みを  
期待する・・・9割 



院内感染に関する生活者の意識・実態の
把握（20～69歳、全国、インターネット調査） 

Q 院内感染防止に積極的にり組んでいると思われる病院や医
院（歯科を含む）をあなたが選ぶとしたら、どの点に着目して
判断しますか？ 

2011年 院内感染リサーチ Vol.08-04より 



医療環境は汚れている 



手指衛生の５つのタイミング 



医療者はいつから 
手を洗うようになったのか？ 



外科の手術は素手!? 



1９世紀 

医師は紳士である 
紳士は清潔である 

だから、医師の手が  
汚れているはずがない 

当然、手袋もなく 
手洗いの習慣も 

不十分 
 

医療行為は素手 
 

清潔不潔の概念なく、
次々にいろんな人の
傷や臓器に触れて 

いく時代 

手術時は   
フロックコート
…洗わない… 



イグナッツ・フィリップ・センメルワイス 
（Ignaz Philipp Semmelweis、1808〜1865） 

• 産褥熱で産婦の10～30％が死亡する時代 

• 微生物の概念がない時代…死病と言われた 

 

【死亡率の違いに着目】 

• 第1産科：12％  ↔ 第2産科：3％弱 

• 医師が解剖する ↔ 助産師教育 解剖なし 

 



イグナッツ・フィリップ・センメルワイス 
（Ignaz Philipp Semmelweis、1808〜1865） 

＊産褥熱の原因（病毒）は死体の中にあって、 

医師に手についた病毒が 

出産時の産道の傷に入り産婦の命を 

奪っている⁉ 



イグナッツ・フィリップ・センメルワイス 
（Ignaz Philipp Semmelweis、1808〜1865） 

＊解剖後に石けんで手を洗う                 

→臭いが取れないので塩素水に手を浸す             

→爪の下の汚れが取れないので爪を短く切って 

 ブラッシングする 

 

 

まさに現代の「手術時手洗い」 

その結果、第1産科死亡率：12.3％⇒3.4％へ減 

 



イグナッツ・フィリップ・センメルワイス 
（Ignaz Philipp Semmelweis、1808〜1865） 

「産褥熱の原因、概念および予防」について
論文を発表 

 

 

 

!!若手の医師だったセンメルワイス!! 

 



興味がおありの方、   
こちらでどうぞ… 



ゼンメルワイスの死後10年… 

1870年代…近代細菌学の開祖 
コッホ…炭疽菌、結核菌、コレラ菌発見 

パスツール…低温殺菌法の開発、ワクチンに 

よる予防接種の開発、狂犬病ワクチンの発明 

 

 細菌培養が可能となり、 

 微生物の概念が定着 



ゼンメルワイスの死後10年… 

1870年代…近代細菌学の開祖 
コッホ…炭疽菌、結核菌、コレラ菌発見 

パスツール…低温殺菌法の開発、ワクチンに 

よる予防接種の開発、狂犬病ワクチンの発明 

 

 細菌培養が可能となり、 

 微生物の概念が定着 

「手を洗う」 
…医療における当たり前の行為 
         として浸透していく 
「塩素水」    
…次亜塩素酸として現代でも 
         医療現場で活用 



現代の医療者が行う手指衛生 

• 目に見える汚れがない場合 

→速乾性手指消毒剤による消毒 

 

• 目に見える汚れがある場合、勤務終了時
など 

→流水と石けんによる30秒以上の手洗い 

 



手洗いエラー 

手洗いエラーの起きやすい部分を 
意識的にきれいにする！ 







ウイリアム・スチュアート・ハルステッド 
（1852～1922） 

• 手術前手洗い:塩素水⇒昇汞(塩化第２水銀)  

• 皮膚炎に苦しむ医療スタッフ 

• 非常に優秀な彼女の職を失わせ      
たくないと考え、            
グッドイヤー社に薄いゴム製の              
手袋を作らせる 

• 手術時手袋の始まり 

しょうこう 



科学的根拠に基づく手指衛生 

• 微生物の存在も明らかでなかった時代に、 
実践で「手洗い」の効果を証明 

 

• めまぐるしく発展する医学・科学においても
不変・普遍である「手指衛生」 

 

• 「手指衛生」に感染を防ぐ効果がないと証明
されることはない（その必要がない限り） 



標準予防策 
（Standard precaution） 

『ヒトの身体から湿った状態で出てくるもの   
（湿性生体物質：血液、尿、便、痰、唾液、
体液）には、病原性微生物がいるはずだ！』            

と考えて取り扱う 

【具体的内容】 

＊手指衛生 

＊個人防護具 

＊環境整備 



感染対策の基本 
～個人防護具～ 



個人防護具 



病原体を受けとりやすい部位:『手』 

 

 

素手で処置を   
行わない！ 



手袋は手洗いの代わりにはならない 

手袋には目に見えない穴
（ピンホール：針穴）が
開いていることがある 

 

＊汚染を受ける 

＊汚れを落とす 

装着前後の手指衛生 



当院で採用しているアイシールド 



病原性微生物がいる！ 
とわかった人には… 

検査で見えた 
この部分への 

対策 



感染経路別予防策 

• 空気感染予防策 

• 飛沫感染予防策 

• 接触感染予防策（直接・間接） 

感染症の種類に  
応じて実践する 

接触感染 

空気感染 

飛沫感染 



感染対策の考え方 

 

標準予防策    感染経路別予防策 

検査で病原性微生物が 
検出された場合 

その種類ごとに追加する 



接触感染 

 

 

直接 間接 



接触感染 

 

 

直接 間接 

手指衛生 
手袋装着 
環境整備 



飛沫感染 

1～2m以内 

飛沫5μm以上 

水分 



飛沫感染 

1～2m以内 

飛沫5μm以上 

水分 

マスク装着 
エプロン装着 
手指衛生 
環境整備 



空気感染 

数十m 

飛沫核5μm以下 



空気感染 

数十m 

飛沫核5μm以下 

N95マスク装着 
→医療者・接触者 

 
咳エチケット→患者 

 
環境整備 



個人防護具は皆さんの身代わり 

• 使用後の防護具表面は汚れている                  
→使用後の防護具をつけたままで               
ウロウロしない 

 

• 原則、再使用禁止                              
→ポケットに入れない、あごや肘に付けない 

 

• 外すときに手は汚れる                       
→必ず手指衛生 



おわりに 

手指衛生は・・・ 

• 自分の身を守る 

• 患者を守る        

• 仲間を守る 

• 家族を守る 

 

歴史を知って、 
改めて手指衛生の  
重要性について考える
機会にしてください！ 



ご清聴ありがとうございました 


