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感染対策に携わる薬剤師のための ICT ラウンドガイド

改訂にあたって
私立医科大学病院感染対策協議会 薬剤師専門職部会 教育部委員会と抗菌薬適正使用推進
委員会では 2014 年 3 月に「感染対策に携わる薬剤師のための ICT ラウンドガイド」を発刊しま
した。その後、約 2 年半が経過し、本邦や海外から最新の知見が発表され、今回はその状況を反
映すべく改訂を行いました。
米国では2016年2月に「Antimicrobial Stewardship Program(ASP)についてのガイドライン」
が発刊され、抗菌薬適正使用プログラムによる抗菌薬の最適な使用を促すシステムについて報
告されました。日本おいては2016年4月に「術後感染予防抗菌薬適正使用のための実践ガイドラ
イン」、2016年6月に「抗菌薬TDMガイドライン 改訂版」が発刊され、これらのガイドラインに
より周術期抗菌薬の適正化とTDMの実用化がなされました。さらに2016年度私立医科大学感染対
策協議会相互ラウンド・サイトビジット評価表第6版では、薬剤部評価表の追加を行い、薬剤部
内における感染対策のポイントを作成しました。このような新しい知見等を本ガイドの改訂に
盛り込みました。
世界の感染症事情に目を向けますと、新興感染症の登場と再興感染症の増加、カルバペネム耐
性腸内細菌科細菌（Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae、CRE）等のグラム陰性桿菌の耐
性化など、様々な問題を抱えています。また、抗菌薬の開発は滞っております。このような状況
の中で、病院内で薬剤師は医師、看護師、検査技師と共同の Infection Control Team(ICT)で活
動しています。耐性菌を含めた感染症を広げないための感染対策と既存の薬剤を賢く使用するた
めの抗菌薬適正使用を推進するために、薬剤師は重要な役割を担っております。本ガイドが感染
対策に携わる多くの薬剤師の方々に今後も活用され、感染対策および抗菌薬適正使用における薬
剤師のさらなる地位の向上のためのガイドとなることを願っております。ガイドの末尾にはチェ
ック表も作成しておりますので、こちらも合わせてご活用頂ければ幸いです。
最後になりますが、本ガイドを作成するにあたり、ご尽力いただいた私立医科大学病院感染対
策協議会 薬剤師専門職部会 教育部委員会、抗菌薬適正使用推進委員会の委員の先生方ならび
に作成過程においてご協力いただいた世話人の先生方、改訂に関するご助言を頂きました医師部
会、看護師部会、臨床検査技師部会の担当の先生方には、感謝と御礼を申し上げます。
2017 年 4 月吉日
私立医科大学病院感染対策協議会 薬剤師専門職部会
教育委員会 委員長 酒井 義朗
抗菌薬適正使用委員会 委員長 高橋 佳子
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感染対策に携わる薬剤師のための ICT ラウンドガイド

発刊に寄せて
この度、私立医科大学病院感染対策協議会薬剤師専門職部会の編集による“感染対策に携わる
薬剤師のための ICT ラウンドガイド 第 2 版”が発刊される運びとなりました。
“第 2 版”は、2014 年に本協議会から刊行された前版のガイドを見直し、新しい知見の整理と
追加、現在の状況の反映等を加え、発刊されたものです。第 2 版の作成に当たっては、本協議会
薬剤師専門職部会の教育委員会 酒井義朗委員長、抗菌薬適正使用委員会 高橋佳子委員長をは
じめとして、これら委員会の委員の皆さま、さらには、執筆など御協力を頂いた皆様のご努力の
賜物と考えます。関係各位に深謝申し上げる次第です。
第 2 版は、上述のように、実際に感染対策に携わっている薬剤師の皆さまによってまとめられ
たものです。したがって、第 2 版は、必ずや皆様の日常業務のお役に立つものと確信しておりま
す。また、私ども私立医科大学病院の感染対策に従事している者がこのガイドを十分に使いこみ、
使いこなすことが、今回の第 2 版発刊に関与された皆様の御努力に報いる一番良い方法だと思い
ます。
終わりに、再度“感染対策に携わる薬剤師のための ICT ラウンドガイド 第 2 版”発刊に御尽
力頂いた皆様に感謝申し上げたいと思います。
2017 年 4 月吉日
私立医科大学病院感染対策協議会
議長 堀 誠治
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改訂に寄せて
今回、
「感染対策に携わる薬剤師のための ICT ラウンドガイド」を改訂する運びとなりました。
改訂を着手した 2016 年は感染対策に携わる我々にとって、様々な出来事がありました。1 月には
エボラ出血熱の流行に対する終息宣言が出されましたが、翌 2 月にはジカウイルス感染症が感染
症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の四類感染症に規定されたことを受け「デ
ング熱・チクングニア熱等蚊媒介感染症の対応・対策の手引き」が改訂されました。4 月には「感
染防止対策加算 1 および 2」の施設基準が一部改定され、
「1 週間に 1 回程度、定期的に院内を巡
回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実務状況の把握・指導を行うこ
と。」と付記されラウンドの重要性が一層高まりました。また米国感染症学会（IDSA）と医療疫学
学会（SHEA）からは抗菌薬スチュワードシッププログラム（ASP）の改訂版ガイドラインが発刊さ
れ、5 月には伊勢志摩サミットが開催されアクションプランが発出、さらに 6 月には抗菌薬 TDM
ガイドラインが改訂され、抗菌薬の適正使用について手段と目的が明確になりました。また記憶
に新しく 9 月にはベンザルコニウム塩化物、10 月にはホルムアルデヒドと消毒薬に関連した医
療事故が起こり適正な医薬品の管理体制の見直しが望まれています。
このような出来事に対処すべく、薬剤師部会では行政通知やガイドラインを見直し、初版以上に
実臨床に適応できるラウンドガイドへ改訂いたしました。
本ガイドを用いたとしても、感染対策全てを凌駕できるものではありませんし、不足している
点や改訂できなかった点を残しています。しかし、初版のラウンドガイドよりも一層充実した改
訂版を実際のラウンドにご活用いただきますようお願い申し上げつつ、さらなる改訂を今後も続
けていくことをここに記します。
文末となりますが、予想を超える早さで改訂版を発刊することができました。初版作成から改
訂につきまして、執筆並びにご意見とご協力を賜りました全ての方々に、心より感謝と御礼を申
し上げます。
2017 年 4 月吉日
私立医科大学病院感染対策協議会
薬剤師専門職部会
西 圭史
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本ガイド利用の手引
1. 本ガイド作成の目的
本ガイドは ICT ラウンドにおける薬剤師専門領域の評価項目について，薬学的視点から標準
的指針を示し解説することで，ICT ラウンドにおける薬剤師の活動を支援し，その質の向上に
寄与するとともに，ICT ラウンドにおける薬剤師の専門的役割を確立することが目的である。

2. 本ガイドが想定する利用場面
本ガイドは薬剤師が ICT ラウンドを行う際の標準的指針を示し，それらを共有することで感
染対策活動の質の向上が期待されることを想定し策定したものであり，ICT ラウンド時におけ
る現場での評価ツールとして活用されることを想定して策定されたものではない（持ち歩いて
使用するものではない）
。なお，ICT ラウンドの現場では本ガイドを簡略した携帯可能なポケッ
ト版を活用していただきたい。

3. 本ガイドが対象とする領域
本ガイドは 2016 年に私立医科大学病院感染対策協議会が発表した相互ラウンド・サイトビジ
ット評価表第 6 版の評価項目より薬剤師が関係する「抗菌薬の適正使用」
，
「消毒薬の適正使用」
，
「医薬品の適正な取り扱い」の評価項目のみを抜き出し策定したものである。ICT ラウンドに
おけるすべての領域の評価項目を網羅したものではない。

4. 本ガイドにおける評価対象
本ガイドにおける評価対象の「病院機能評価」
，
「サイトビジット」
，
「相互ラウンド」
，
「病棟
ラウンド」とは，以下のことをさす。なお，
「相互ラウンド」
，
「サイトビジット」については，
私立医科大学病院感染対策協議会の相互ラウンド・サイトビジット評価表第 3 版の評価項目に
準拠した。
➢

病院機能評価
病院機能評価（一般病院 2 3rdG：Ver.1.0）における評価項目

➢

サイトビジット
サイトビジットおよび感染防止対策地域連携加算における評価項目

➢

相互ラウンド
感染対策相互ラウンドにおける評価項目

➢

病棟ラウンド
環境衛生の改善を目的とした病棟ラウンドにおいて評価することが望ましい項目

5. 本ガイドの構成
本ガイドは「チェックの重要ポイント」
，
「推奨されるチェック内容」
，
「Question」および「解
説」より構成されており，
「推奨されるチェック内容」については要点を絞り「解説」を対にす
ることによって理解しやすいように配慮した。また，
「Question」では感染対策を実行していく
過程で薬剤師がよく直面する疑問点を挙げ，できる限りわかりやすく解説することを心がけた。
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6. 会員からのパブリックコメント
本ガイドは教育委員会および抗菌薬適正使用推進委員会の委員会メンバーで検討を重ね，薬
剤師専門職部会，看護師専門職部会からの意見を集約した後に，私立医科大学病院感染対策協
議会加盟施設からのパブリックコメントを募集した。寄せられた意見を基に再度検討を重ね，
修正したものを完成版とした。

7. 引用文献・参考資料
引用文献，参考資料には，MEDLINE/PubMed，医学中央雑誌などの医学文献情報データベース
を用いて検索し得られた文献の他に，本邦および欧米の院内感染対策に関して出版された主要
な著書やガイドライン,さらに各種専門書や製薬企業が作成する添付文書・医薬品インタビュー
フォームなどの臨床の現場で利用価値が高いと思われる三次資料なども対象とした。

8. 本ガイドの限界
エビデンスレベルおよび推奨度は科学的根拠の妥当性の指標となるものであり，臨床現場に
おいて適切な判断や決断を下すうえで重要な基準となるものであるが，本書の特質上，批判的
吟味の対象となる文献は少なくエビデンスレベルが高い研究も極めて限られることから，本ガ
イドではエビデンスレベルおよび推奨度の付記は行わず，評価項目の対象区分のみを付記した。

9. 今後の改訂
本ガイドは国内外の最新のエビデンスや知見を取り入れていく必要があるため，薬剤師専門
職部会の下部組織である教育部会および抗菌薬適正使用推進部会が機動的に改訂を行い，私立
医科大学病院感染対策協議会事務局の承認を得た後，私立医科大学病院感染対策協議会の総会
にて薬剤師専門職部会の委員に配布する予定である。また，私立医科大学病院感染対策協議会
の相互ラウンド・サイトビジット評価表および病院機能評価が改訂された際にも本ガイドの改
訂を行う予定である。

10. 使用上の注意
本ガイドは可能な限り科学的根拠に基づき編集されているが，これらの根拠は常に新たなも
のへと変更される可能性を有している。したがって，本ガイドに記載されているすべてについ
ては，使用の都度、最新の情報に基づき訂正あるいは解釈される必要があるのでご留意いただ
きたい。また，本ガイドに記載されている内容については責任を負うが，本ガイドを用いるこ
とにより生じた有害事象および人的・物的被害損失に関して，私立大学病院感染対策協議会お
よびガイド作成委員は一切の責任を負わない。加えて，本ガイドの内容は医療訴訟の根拠とな
るものではない。

11. 利益相反
本ガイド策定にあたっては，特定の企業や団体から資金やその他一切の支援を受けていない。
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薬剤の使用期限のチェックが行われている･････････････････････････････････････････････････････103

3.

複数回使用のバイアルでは開封日が記載され，院内の使用期限の基準を守っている･････････････････104
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III. カテーテル血流感染関連におけるチェック
Q.

血管内留置カテーテルの微生物侵入経路と要因について教えてください。

42
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IV. 周術期感染対策関連におけるチェック
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周術期予防抗菌薬に用いられる一般的な抗菌薬と推奨される使用期間について
教えてください。

77
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Q.
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評価項目一覧
評価項目

病評

ｻｲﾄ

相互

病棟

Ⅰ.標準予防策・経路別予防策関連におけるチェック
手指衛生が適切なタイミングで実施されるように指導，教育している
直接観察や手指衛生材料の払い出し量のモニタリングなどで手指衛生のコンプ
ライアンスを調査し，フィードバックしている

●
●

手荒れ防止対策に取り組んでいる

●
●
●

Ⅱ.清掃・消毒関連におけるチェック
消毒薬の希釈方法，保管，交換が適切である
薬剤耐性菌が検出されている患者を収容している病室では，高頻度接触面を 1
日 1 回以上清拭消毒している
高水準消毒薬の使用の際に，換気やマスクなど粘膜刺激防止策をするよう指導
している
夜間・休日を含め使用した内視鏡の洗浄・消毒・保管が手順に則って実施されて
いる

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Ⅲ.カテーテル血流感染関連におけるチェック
中心静脈留置カテーテル管理に関する感染対策がマニュアルに記載され，必要
な項目（手指衛生，消毒方法など）が記載通り遵守されている
高カロリー輸液製剤への薬液混入はクリーンベンチで行っている
クリーンベンチや安全キャビネットは定期的なメンテナンスが実施され，その
記録が保管されている
原則として，輸血，血液製剤，脂肪乳剤は末梢ルートから投与されている

●

●

●

Ⅳ.抗菌薬適正使用関連におけるチェック
抗菌薬の使用量を定期的にモニタリングし，結果をフィードバックしている

●

●

抗菌薬使用のガイドラインがあり，スタッフに周知されている

●

●

●

●

●

●

●

●

抗菌薬適正使用支援（Antimicrobial Stewardship Program:ASP）を実践するた
めに、病棟ラウンドを定期的に行っている
抗 MRSA 薬やカルバペネム系抗菌薬などの広域抗菌薬に対して，届出制や許可制
などにより介入が出来ている
病評：病院機能評価

サイト：サイトビジット

相互：相互ラウンド

病棟：病棟ラウンド
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評価項目

病評

ｻｲﾄ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

清潔区域と不潔区域を区別している

●

●

●

ミキシング台には必要最低限の物品のみの設置としている

●

●

●

ミキシング台には点滴以外の物を吊り下げていない

●

●

●

抗菌薬の適正使用のため抗 MRSA 薬使用時に TDM を推進し，その実施状況を ICT

相互

病棟

で把握している
TDM 実施時には薬剤師が解析を行い，担当医に助言している

Ⅴ.周術期感染対策関連におけるチェック
周術期予防抗菌薬の種類や使用期間の状況について調査し指導している

Ⅵ.感染症診療関連におけるチェック
病院における細菌の薬剤感受性データ（アンチバイオグラム）をスタッフに定
期的にフィードバックしている
菌血症の診断精度の向上のため血液培養の 2 セット採取を推進している

Ⅶ.ミキシング関連におけるチェック
ミキシング台に手指消毒薬が設置され，ミキシング前に手指消毒をするよう教
育されている
ミキシングがクリーンベンチで実施されている。現場でのミキシングの場合は
患者投与直前に行われている
現場でのミキシングの場合，ミキシング台は空調や扇風機の下に設置されてい
ない

Ⅷ.薬品管理関連におけるチェック
薬品保管庫の中が整理されている

●

●

●

●

薬剤の使用期限のチェックが行われている

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

複数回使用のバイアルでは開封日が記載され，院内の使用期限の基準を守って
いる
保冷庫には薬品以外のものがなく，薬品保冷庫の温度管理がなされている
病評：病院機能評価

サイト：サイトビジット

相互：相互ラウンド

病棟：病棟ラウンド
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I. 標準予防策・経路別予防策関連におけるチェック
1. 手指衛生が適切なタイミングで実施されるように指導，教育している
評価対象

１．

✓ 病院機能評価
❑

❑サイトビジット

❑相互ラウンド

✓ 病棟ラウンド
❑

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
① 感染対策マニュアルに手指衛生に関する内容が記載されているか
② 手指衛生に関する指導, 教育の実績はあるか
病棟・外来・その他（薬剤部・臨床検査部門など）

２．

①

手洗い場の環境は適切か

②

擦式アルコール手指消毒薬の設置箇所は適切か

③

適切なタイミングで手指消毒を実施しているか

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
区分

推奨されるチェック内容

解説
マニュアルを作成する目的は，作業の手順や内容を

マニュアル・計画

手指衛生に関するマニュア

標準化，効率化することです。そして，ベストプラ

表の作成

ルを作成している

クティスの実践・追及およびローコストオペレーシ
ョンの実現にあります 1）。
啓発的な院内教育は,適正な手指衛生に対する理解

スタッフへの指
導や教育

➢

手指衛生に関する啓発的な

の促進とそれに準じた行動を増加させます。しか

院内教育を開催している

し，能動的介入を伴わない場合では効果が非常に小
さくなりますので，日頃の指導が重要です 1,2）。

新採用者および中途採用者

新採用者および中途採用者に対しては，採用後でき

への手指衛生に関する実習

るだけ早期に手指衛生に関する実践的指導・教育を

指導を行っている

行う必要があります 1）。

病棟・外来・その他（薬剤部・臨床検査部門など）でのチェック
区分

推奨されるチェック内容

解説
手洗い場などの水回りはグラム陰性桿菌が繁殖す

環境の整備 3）

手洗い場は清潔で乾燥した

る温床となりますので，常時，清潔で乾燥した状態

状態にある

を保持する必要があります。
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区分

推奨されるチェック内容

解説
使い回しの布タオルの使用で手指が微生物汚染さ

手洗い場には壁に備え付け
のペーパータオルが設置し
てある

れることから，ペーパータオルによる乾燥が推奨さ
れます。また，埃の影響や未使用のペーパータオル
が水で濡れることによる微生物汚染が考えられる
ため，ペーパータオルはホルダーで壁に備え付け下
向きに引き出すようにしておく必要があります。
固形石鹸の表面は細菌で汚染されている可能性が

手洗い場に液体石鹸または

あることから，液体石鹸または泡石鹸の使用が望ま

泡石鹸を設置している。継

しいとされます。また，それらの継ぎ足しによる微

ぎ足し使用はしない

生物汚染が報告されており，使用後の容器は廃棄す
ることが望ましいとされます。

病室入口に擦式アルコール
現場環境の整備 3） 手指消毒薬を設置している

病院スタッフや面会者等は，入退室時は擦式アルコ
ール手指消毒薬で手指消毒を行う必要があります。
医療スタッフが擦式アルコール手指消毒薬を携帯
しておくことが理想ですが，常に携帯しているとは

ベッドサイドや処置ワゴン
に擦式アルコール手指消毒
薬を設置しているなど工夫
をしている

限りません。そのため，ベッドサイドや処置ワゴン
などに擦式アルコール手指消毒薬を設置すること
によって，携帯していない医療スタッフも必要なタ
イミングで手指消毒ができるようになります。ただ
し，ベッドサイドに設置する場合は，患者が誤飲し
てしまう恐れがないか等安全性に十分配慮して行
う必要があります。

ミキシング台に擦式アルコ
ール手指消毒薬を設置して
いる

スタッフの行動

ミキシング前および作業中は，擦式アルコール手指
消毒薬で手指衛生を行う必要があります。

適切なタイミングで手指消

①～⑥は手指衛生を行う必要があるタイミングを

毒を実施している

示しています 4）。ポスターの掲示や指導，教育だけ

【 患者ケアのとき 】

でなく，適切な場面で手指消毒を実践しているか調

① 患者に触れる前

査して結果をフィードバックすることも大切です。

② 清潔・無菌操作の前

①の理由：患者に病原菌が伝播するのを防ぐ。

③ 体液に曝露された可能

②の理由：患者に病原菌が侵入するのを防ぐ。

性のある場合
④ 患者に触れた後
⑤ 患者周辺の物品に触れ
た後
【 患者ケア以外のとき 】
⑥ 注射剤のミキシング前

③の理由：患者の病原菌から医療スタッフを守る。
患者の病原菌が環境に広まるのを防ぐ。
④の理由：患者の病原菌から医療スタッフを守る。
患者の病原菌が環境に広まるのを防ぐ。
⑤の理由：患者の病原菌から医療スタッフを守る。
患者の病原菌が環境に広まるのを防ぐ。

および作業中（必要時） ⑥の理由：患者に病原菌が侵入するのを防ぐ。
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３．

Question ｰ①
患者ケアの際の手指衛生の適切なタイミングについて具体的に教えてください。
< 解 説 >
以下の場面で手指衛生を実施する必要があります 5）。
タイミング

具体的な場面
移動などの介助の前

患者に触れる前

入浴や清拭の前
脈拍や血圧測定の前
胸部聴診や腹部触診の前
口腔／歯科ケアの前
分泌物の吸引前

清潔・無菌操作の前

損傷皮膚のケアの前
創部ドレッシングを行う前
皮下注射，カテーテル挿入，血管アクセス開設などの前
食事，投薬，ドレッシング材の準備の前
口腔／歯科ケアの後
分泌物の吸引後
損傷皮膚のケアの後
創部ドレッシングを行った後

体液に曝露された可能性のある場合

皮下注射の後
検体の採取および処理をした後
ドレーンシステムの開設の後
気管内チューブの挿入と抜去の後
尿，糞便，吐物を除去した後や汚物の処理をした後
汚染箇所あるいは明らかに汚染された箇所の掃除をした後
移動などの介助の後

患者（健常な皮膚）に触れた後

入浴や清拭の後
脈拍や血圧測定の後
胸部聴診や腹部触診の後
ベッドリネンの交換の後
点滴速度調整の後

患者周辺の物品に触れた後

アラーム確認のために患者モニターに触れた後
ベッド柵をつかんだ後
ベッドサイドテーブルを掃除した後
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Question ｰ②
石鹸と流水による手洗いが必要な場面について教えてください。
< 解 説 >
以下の場合では石鹸と流水による手洗いが必要になります 6）。
石鹸と流水による手洗いが必要な場面
手指が肉眼的に汚れている場合

理由
擦式アルコール手指消毒薬は殺菌作用を有しますが，汚
れや有機物などを除去する洗浄作用は有していません。

血液，体液で汚染された場合

同上

トイレ使用後

同上
アルコールはクロストリジウム属菌（クロストリジウ

芽胞形成性病原体（クロストリジウム・ディ

ム・ディフィシルなど）やバチルス属菌（炭疽菌など）

フィシルや炭疽菌など）に曝露した可能性

などの芽胞形成性細菌に対し確実な殺芽胞力を有して

がある場合

おりません。そのため，非抗菌/抗菌石鹸と水で手を洗
う必要があります。

【引用文献・参考資料】

１)

洪 愛子. 手指衛生パーフェクトガイド. INFECTION CONTROL 2008; 秋季増刊号.

２)

How-to Guide. Improving Hand Hygiene: A Guide for Improving Practices among Health Care Workers. Institute
for Healthcare Improvement （IHI）.

３)

ICHG 研究会編集. 標準予防策実践マニュアル: 手洗いと手指消毒. 南江堂 2005; 59-65.

４)

H. Sax, B. Allegranzi, I. Uckay, E. Larson, J. Boyce, D. Pittet. My five moments for hand hygiene: a usercentred design approach to understand, train, monitor and report hand hygiene. J Hosp Infect 2007; 67: 921.

５)

倉辻忠俊. 院内感染防止手順: スタンダードプリコーション. メヂカルフレンド社 2004; 18-36.

６)

Boyce, JM. Et al. Guideline for Hand Hygiene in Health-care Settings. Recommendations of the Health-care
Infection Control Practices Advisory Committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Task Force. Am J Infect
Control 2002; 30（8）: sl-46.
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2. 直接観察や手指衛生材料の払い出し量のモニタリングなどで手指衛生のコン
プライアンスを調査し，フィードバックしている
評価対象

１．

✓病院機能評価
❑

✓サイトビジット
❑

❑相互ラウンド

❑病棟ラウンド

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
① 調査実績はあるか
② 委員会等への報告頻度は適切か
③ 調査結果のフィードバックなど、情報の共有がなされているか
病棟・外来・その他（薬剤部・臨床検査部門など）
① 手指衛生の改善に向けたツールはあるか（情報共有・フィードバック・部署内研修等）

２．

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容
手指消毒薬の使用量が少な

スタッフへの指
導や教育

い病棟や手指衛生の遵守率
が低い病棟に対しては指導
などを現場スタッフに行っ
ている

解説
手指消毒薬の使用量や手指衛生の遵守率が低い場
合は，感染対策の基本的手法である手指衛生が行わ
れていないことにつながることから指導を行う必
要があります。また，消毒薬の使用量は，患者数に
影響があることから患者数あたり使用量を比較す
ることが望ましいとされます 1,2）。

手指消毒薬の使用量もしく
モニタリングの
実施

は払い出し量を定期的に集
計している
手指衛生の遵守率を定期的
に算出している
感染対策委員会等で手指消

継続的に使用量や遵守率をモニタリングおよびフ

毒薬の使用量や手指衛生の

ィードバックすることによって，手指衛生の習慣化

遵守率などを定期的に報告

が図れます 1,2）。

現場へのフィー

している

ドバック

集計した手指消毒薬の使用
量や手指衛生の遵守率など
を現場スタッフにも報告し
ている

16

➢

病棟・外来・その他（薬剤部・臨床検査部門など）
チェックの区分

現場環境の整備

３．

推奨されるチェック内容

解説

手指消毒薬の使用量が少な

手指衛生遵守率の低下の原因には，手指衛生を行う

い場合や手指衛生の遵守率

環境（手洗い場所がない，擦式アルコール手指消毒

が低い場合において，現場

薬が配置されていない等）が整備されていない，現

スタッフ間で問題を共有し

場を中心とした手指衛生向上のための介入がなさ

改善に向けた体制が整って

れていない等の状況があり，手指衛生改善に向けた

いる

体制を整える必要があります 1～3）。

Question ｰ①
手指消毒薬の使用量の算出方法について教えてください。
< 解 説 >
2002 年に公表された「医療現場における手指衛生遵守のための CDC ガイドライン」の第Ⅲ部実践の
指標の項では，病棟や診療科別に 1,000 患者日数ごとの擦式アルコール手指消毒薬の使用量（または手
洗いや手指消毒の界面活性剤使用量）を推奨しています 2）。

Question ｰ②
手指衛生の遵守率を算出する方法について教えてください。
< 解 説 >
日常的なケア中の手指衛生に関する医療従事者の直接的観察は，手指衛生実施を評価するための方
法の一つです。直接観察法は手指衛生の推奨への医療従事者の遵守における最も正確なデータを作り
出す手法とされています。直接観察法遵守率（100%）は，
「行為の数（分子）」を「手指衛生をしなけ
ればならない機会の数（分母）」で割ります。予め，手指衛生すべき行為を定め，ケアの行為をシート
で観察して遵守率を算出します1,4）。

【引用文献・参考資料】
１)

洪 愛子. 手指衛生パーフェクトガイド. INFECTION CONTROL 2008; 秋季増刊号.

２)

Boyce, JM. Et al. Guideline for Hand Hygiene in Health-care Settings. Recommendations of the Health-care
Infection Control Practices Advisory Committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Task Force. Am J Infect
Control 2002; 30（8）: sl-46.

３)

How-to Guide. Improving Hand Hygiene: A Guide for Improving Practices among Health Care Workers. Institute
for Healthcare Improvement （IHI）.

４)

H. Sax, B. Allegranzi, I. Uckay, E. Larson, J. Boyce, D. Pittet. My five moments for hand hygiene: a usercentred design approach to understand, train, monitor and report hand hygiene. J Hosp Infect 2007; 67: 921.
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3. 手荒れ防止対策に取り組んでいる
評価対象

１．

✓サイトビジット
❑

❑病院機能評価

❑相互ラウンド

❑病棟ラウンド

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
① 手荒れ防止について具体的な対応策はあるか
② 手荒れに関するモニタリングおよび指導しているか
病棟・外来・その他（薬剤部・臨床検査部門など）
① 部署内で手荒れ防止対策を推進しているか

２．

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分
モニタリングの
実施
スタッフへの指
導や教育

➢

推奨されるチェック内容
手荒れを起こしている医療
スタッフがいないか確認し
ている
手荒れを起こしている医療
スタッフに対し対応策を指
導している

解説
手荒れを起こしていると手指衛生の遵守率が低下
するとともに，皮膚が損傷すると菌の定着が報告さ
れています。スキンケアおよび手荒れを起こしてい
る医療スタッフの確認と指導が望ましいとされま
す 1～5）。

病棟・外来・その他（薬剤部・臨床検査部門など）でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
スキンケア製品が提供されているか，適切なタイミ

現場におけるス

現場で具体的なスキンケア

ングでスキンケアを行うために適切な場所にスキ

キンケアの推進

対策を行っている

ンケア製品が配置されているかなどを確認する必
要があります 5）。

３．

Question ｰ①
手荒れ防止対策にはどのようなものがあるか教えてください。
< 解 説 >
①良品質の手荒れ防止クリームやローションの提供，②手荒れ防止クリームやローションの規則的
な使用の推奨 4），③アルコール製剤の使用直前直後に石けんと流水で規則的に手を洗う行為を避ける，
④水やアルコールで手が濡れている間は手袋の着用を避ける

4）

などが手荒れ防止対策として推奨され

ます。ただし，手荒れ防止クリームやローションの細菌汚染により院内感染を起こした事例があるた
め，これらに十分に注意し管理する必要があります。
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【引用文献・参考資料】
１)

大久保憲. 手洗いと手指消毒: エビデンスに基づいた感染制御 第 2 集. メヂカルフレンド社 2003; 3-13.

２)

菊地克子. 手指衛生と手荒れ. 感染対策 ICT ジャーナル 2010; 5（2）: 215-9.

３)

Boyce, JM. Et al. Guideline for Hand Hygiene in Health-care Settings. Recommendations of the Health-care
Infection Control Practices Advisory Committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Task Force. Am J Infect
Control 2002; 30（8）: sl-46.

４)

H. Sax, B. Allegranzi, I. Uckay, E. Larson, J. Boyce, D. Pittet. My five moments for hand hygiene: a usercentred design approach to understand, train, monitor and report hand hygiene. J Hosp Infect 2007; 67: 921.

５)

洪 愛子. 手指衛生パーフェクトガイド. INFECTION CONTROL 2008; 秋季増刊号.
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II. 清掃・消毒関連におけるチェック
1. 消毒薬の希釈方法，保管，交換が適切である
評価対象

１．

✓ 病院機能評価
❑

✓サイトビジット
❑

✓ 相互ラウンド
❑

✓ 病棟ラウンド
❑

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
① マニュアルはあるか
② 消毒薬の開封後使用期限の施設基準を定めているか
病棟・薬剤・臨床検査部門
① 定められた濃度，浸漬時間で使用されているか
② 希釈した消毒薬の使用期間や交換間隔は適切か
③ 医療器材の洗浄・滅菌は,中央化されているか
④ 消毒薬の開封後使用期限の管理状況

２．

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分

マニュアル・計画

推奨されるチェック内容

解説

消毒薬の希釈方法，保管，交

消毒薬は，適切な濃度，温度，接触時間などを確保

換，用途に関するマニュア

することが必要であり，調製方法や用途とともに標

ルを作成している

準化されている必要があります 1）。
開封後の消毒薬でもっとも問題となるのは細菌汚

表の作成
消毒薬の開封後使用期限の

染です。細菌による汚染の程度は消毒薬の種類や濃

施設基準を定めている

度，容器口と手指の接触，温度など様々な要因によ
り影響を受けます。そのため，開封後の消毒薬は細
菌汚染を受けることを考慮し，自施設で開封後使用

モニタリングの
実施

消毒薬の開封後使用期限が

期限の基準を定めておくことが重要です。また，自

適切に管理されているか確

施設の開封後使用期限内で管理されているかを定

認している

期的に確認する必要があります。擦式アルコール手
指消毒薬などでは，開封後の使用期限を定めること
で使用回数の向上なども期待できます。
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➢

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説

消毒薬の希釈方法，保管，交

誰が調製しても一定の濃度になるなど，消毒薬の希

換，用途に関するマニュア

釈方法や保管，交換，用途などに関するマニュアル

ルが配置されている

を現場に配置しておくことが重要です 1）。

現場環境の整備

病棟や処置室における医療スタッフの感染の危険
医療器材の洗浄・滅菌は,中

性を排除できます。また，洗浄作業を中央化するこ

央化されている

とにより，専門の作業者による効率的な洗浄が実施
され，器材の品質管理も可能となります 2,3）。

消毒薬の希釈方法，保管，交

消毒薬の使用方法に対する正しい知識をスタッフ

換，用途に関して現場スタ

に周知することで，消毒薬を適切に使用することが

ッフに周知されている

可能となります。
消毒薬を定められた濃度以下で使用した場合，十分

消毒薬は定められた濃度，

な殺菌効果が得られない可能性があります。また，

浸漬時間で使用している

消毒薬の中で菌が生存可能となり，医療関連感染を
発生させる場合があります 4）。

現場スタッフの

消毒薬は定めた使用期間，

行動

交換間隔で使用している
消毒薬の容器に開封日を記
載している

経時的変化や反復使用などの理由により，消毒薬の
力価は低下してしまいます。そのため，使用期間，
交換間隔を遵守する必要があります。
開封後の消毒薬は前述の通り細菌による汚染を受
けるため，開封日を容器に記載し，開封後の期限チ
ェックを行う必要があります。特に擦式アルコール
手指消毒薬などは主成分であるアルコールが揮発

消毒薬の開封後使用期限の

しやすいため厳密な管理が必要となります。開封後

チェックを行っている

使用期限の期日を容器に記載,消毒薬の品質と使用
量を管理することも感染対策上重要です。

３．

Question ｰ①
代表的な消毒薬の希釈後の使用期限，交換時期について教えてください。
< 解 説 >
希釈した消毒薬は基本的には 1 回限りの使い捨て使用が最も望ましいとされます 5）。しかし，実地臨
床の現場では，コスト，施設規模や調製の手間などから可能な限り長時間使用が望まれます。希釈した
消毒薬の使用期限を考える場合には，濃度低下と微生物汚染の両方を考慮に入れる必要があります。
➢

高水準消毒薬における希釈後の使用期限，使用回数については，
「夜間・休日を含め使用した内視
鏡の洗浄・消毒・保管が手順に則って実施されている」の項（Ⅱ-4）参照

➢

中水準消毒薬である次亜塩素酸ナトリウムは，殺菌効果が高く微生物汚染を受けにくいとされま
すが，有機物の混入や直射日光などの諸条件により分解されるため，使用時にその都度調製または
24 時間ごとに交換する必要があります。また有機物で汚染した場合はその時点で交換します 1）。
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➢

クロルヘキシジングルコン酸塩やベンザルコニウム塩化物，両性界面活性剤などの低水準消毒薬
は，濃度低下により微生物汚染が大きな問題となります。したがって，通常 24 時間以内に交換す
ることが望ましく，汚染を受けやすい使用状況下では更に短期間の 8 時間以内で交換すべきとさ
れます。

Question ｰ②
消毒薬を取り扱う際の注意点について消毒薬別に教えてください。
< 解 説 >
数多くある消毒薬を使い分けるためには，各種消毒薬の特長・欠点を正しく理解し，十分把握するこ
とが大切です。消毒薬を取扱う際のおもな注意点としては，①容器の材質と清潔度 ②予備洗浄，③希
釈に用いる水，④希釈調製量，⑤正確な濃度，⑥希釈液の交換，⑦表示の明確化，⑧消毒薬の滅菌，⑨
pH，⑩消毒薬の排水，⑪消毒薬抵抗性細菌と汚染防止対策，⑫消毒薬の経時変化（使用開始後の安定
性）
，⑬消毒薬の選択と適応などがあります。
表 主な消毒薬の取扱い上の注意点 6,7）
消毒薬名

有機物

金属

の影響

腐食性

その他

高水準消毒薬
グルタラール

小さい

小さい

フタラール

小さい

小さい

過酢酸

小さい

大きい

「高水準消毒薬の使用の際に，換気やマスクなど粘膜刺激防
止策をするよう指導している」の項（Ⅱ-3）参照

中水準消毒薬
主に環境・器具の消毒に用いられる
･浸漬消毒には蓋つき容器を使用する
次亜塩素酸
ナトリウム

･酸性物質との併用で有毒な塩素ガスが発生する
大きい

大きい

･クロルヘキシジングルコン酸塩と反応し褐色の着色物質を
形成する
･血液，体液などの有機物は殺菌作用を減弱させるため，有機
物が付着したままの医療器具には使用しない
主に生体の消毒に用いられる
･ヨード過敏症の人には使用禁忌

ポビドンヨード

大きい

大きい

･大量かつ長時間の皮膚との接触によって皮膚化学熱傷や皮
膚変色が起こることがある
･石鹸により殺菌作用が減弱する
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中水準消毒薬
主に環境・器具・生体の消毒に用いられる
･引火性があるので火気には注意する
･粘膜や損傷皮膚に刺激性があり，これら部位への使用は禁忌
消毒用エタノール
イソプロパノール

･脱脂作用を有するため，皮膚荒れを起こすことがある
小さい

小さい

･イソプロパノールの方がより強い脱脂作用を有する
･揮発により濃度が低下し，殺菌力に持続性がない
･蛋白凝固作用を有するため，医療器具などの消毒に用いる場
合は，予め洗浄を行ってから使用する
･一部の合成ゴム製品，合成樹脂製品などを変質させる

低水準消毒薬
ベンザルコニウム

主に環境・器具・生体の消毒に用いられる

塩化物

･陰イオン界面活性剤＊が存在すると沈殿物を形成し殺菌力

ベンゼトニウム

大きい

小さい

が低下する
･繊維製品＊＊に吸着され，濃度低下を起こしやすい

塩化物

･皮革製品を変質させる
主に生体の消毒に用いられる
･アナフィラキシーショックを生じる可能性があるため，結膜
嚢以外の粘膜への適用は禁忌
クロルヘキシジン
グルコン酸塩

大きい

小さい

･長時間の皮膚との接触よって皮膚化学熱傷が起こることが
ある
･陰イオン界面活性剤＊や次亜塩素酸ナトリウムが存在する
と沈殿物を形成し殺菌力が低下する
･繊維製品＊＊に吸着され，濃度低下を起こしやすい
主に環境・器具の消毒に用いられる

アルキルジアミノエ
チルグリシン塩酸塩

大きい

小さい

･陰イオン界面活性剤＊が存在すると殺菌力が低下する
･脱脂作用を有するため，皮膚荒れを起こすことがある
･繊維製品＊＊に吸着され，濃度低下を起こしやすい
主に生体の消毒に用いられる
･アナフィラキシーショックを生じる可能性があるため，

オラネキシジン

小さい

グルコン酸塩

小さい

粘膜への適用は禁忌
･薬物の血中濃度上昇の恐れがあるため，創傷部位には使用し
ない

＊

陰イオン界面活性剤：石鹸や一部の合成洗剤など，＊＊繊維製品：綿球，ガーゼなど
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Question ｰ③
擦式アルコール手指消毒薬の開封後使用期限について教えてください。
< 解 説 >
一般的に開封後の使用期限については規定がなく，施設ごとの判断に任せられています。実際に消
毒薬の安定性や微生物汚染の程度は，使用環境により大きく異なることから自施設の使用状況などを
考慮して設定することが重要です 1）。一つの参考として，製薬会社によって平成 17 年に行われた「ウ
エルパスⓇ開封後の安定性試験」では，ポンプ装着後容器 1L で 500mL 残ったもの，350mL 残ったものの
2 タイプを，調剤時，3 カ月後，6 カ月後，12 カ月後に，ベンザルコニウム塩化物およびエタノールの
比重を測定した結果，各測定値に大差はなく濃度低下がまったく見られなかったことを根拠に，1 年間
は問題なく使用できると結論付けられています

8）

。しかし，製剤的には 1 年間の使用が可能であって

も，臨床での使用条件が一定ではないことや使用回数の向上を目的に，施設ごとに開封後使用期限を
短く設定する意義は高いと考えます。

Question ｰ④
一次洗浄，一次消毒について教えてください。
< 解 説 >
一次消毒とは主に病棟や処置室における医療スタッフの感染の危険性を排除する目的で，使用した
器材をそのまま，もしくは簡単な洗浄の後に浸漬消毒を行う方法です。しかし，この方法では器材に有
機物などが固着した状態で，最終的な消毒・滅菌処理工程に送ってしまう恐れがあります。また，十分
な消毒効果が得られていない状態であるにもかかわらず，消毒されているという前提で器材が取り扱
われることにつながり，かえって作業者を感染の危険にさらすことにもなります 9）。したがって，原則
として一次消毒は避けるべきであり，現場での処理は汚染の飛散や職業感染の危険性もあることから，
汚染された器材は，まず安全で適切な一時保管容器に入れ，洗浄・消毒・滅菌工程に送ることが合理的
であると言えます 10,11）。
一次洗浄は英語で double-handling と呼ばれ，二度手間で不経済とされ，かつ C 型肝炎などの業務
感染の危険性を高めるという報告があります

12）

。厚生労働省からの通知

3）

でも「使用済みの医療材料

は，消毒，滅菌に先立ち，洗浄を十分行うことが必要であるが，その方法としては，現場での一次洗浄
は極力行わずに，可能な限り中央部門で一括して十分な洗浄を行うこと」としています。この通知を受
け，汚染物を密封して材料部に運び，一括して処理することが望ましいとされています。

24

【引用文献・参考資料】
１)

満田年宏. 結果が出せる感染対策 いちから始める実践プログラム. INFECTION CONTROL 2013; 春季増刊号．

２)

小林寬伊, 永井 勲, 大久保憲, 他. 鋼製小物の洗浄ガイドライン 2004．病院サプライ 2004; 9（1）: 32-45．

３)

医療施設における院内感染の防止について. 医政指発第 0201004 号: 平成 17 年 2 月 1 日付厚生労働省医政局指導課長
通知．

４)

石塚紀元, 小林寛伊, 尾家重治. 消毒薬: 感染制御学. 東京:へるす出版 1996; 125-56.

５)

尾家重治. ここが知りたい！消毒・滅菌・感染防止の Q&A．照林社 2010.

６)

吉田製薬文献調査チーム. Y's text -消毒薬テキスト第 5 版: エビデンスに基づいた感染対策の立場から消毒薬テキ
スト. 協和企画

2016；170－200．

７)

伏見 了，島崎 豊，吉田葉子. これで解決！洗浄・消毒・滅菌の基本と具体策. ヴァンメディカル 2008.

８)

丸 石 製 薬 . ウ エ ル パ ス Ⓡ 医 薬 品 イ ン タ ビ ュ ー フ ォ ー ム 2009 年 9 月 改 訂 ． (http://www.maruishipharm.co.jp/med2/files/item/206/other/interview.pdf?1432714175) (2016/11/5 閲覧)

９)

山口茂美. 医療器材の洗浄処理と感染予防．感染防止 2003; 13（5）: 35-46．

１０) 小林寬伊，永井

勲，大久保

憲, 他. 鋼製小物の洗浄ガイドライン 2004. 病院サプライ 2004; 9（1）: 32-45．

１１) 小林寬伊，大久保 憲，永井 勲, 他. 医療現場における滅菌保証のガイドライン 2005. 医器学 2005; 75（9）: 491-

573．
１２) Shiao JSC, et al. Sharps inquires among hospital support personnel. J Hosp Infect 2001; 49: 262-7.

25

2. 薬剤耐性菌が検出されている患者を収容している病室では，高頻度接触面を
1 日 1 回以上清拭消毒している
評価対象

１．

✓ 病院機能評価
❑

✓サイトビジット
❑

✓相互ラウンド
❑

✓病棟ラウンド
❑

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
① 高頻度接触面の清掃・消毒を行っている患者の対象条件は適切か
② 使用する消毒薬名
病棟・薬剤・臨床検査部門
① 清掃頻度

２．

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分

モニタリングの
実施

➢

推奨されるチェック内容

解説

薬剤耐性菌が検出されてい

医療関連施設内における環境中にはメチシリン耐

る患者の病室では，1 日 1 回

性黄色ブドウ球菌（MRSA）1,2）やノロウイルス 3）を

以上高頻度接触面の清拭消

はじめ多くの接触を介して伝播する微生物が存在

毒がされているか確認して

するため，これらの環境を適切に管理することは院

いる

内感染対策上重要と考えられます 4,5）。

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容
薬剤耐性菌が検出されてい

現場スタッフの

る患者の病室では，高頻度

行動

接触面を 1 日 1 回以上清拭
消毒している

３．

解説
薬剤耐性菌が検出されている患者を収容している
病室の高頻度手指接触面に対しては 1 日 1 回以上
の清拭消毒が推奨されています

6,7）

。使用する消毒

薬としては一般的にアルコールや第 4 級アンモニ
ウム塩を含有したクロスが適しています 8）。

Question ｰ①
環境消毒が必要な場面と使用する消毒薬，清掃・消毒頻度について教えてください。
< 解 説 >
医療関連施設内における環境中にはメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）をはじめ多くの接触を介
して伝播する微生物が存在するため，これらの環境を適切に管理することは院内感染対策上重要であ
ることは明らかです。一般にドアノブ，電話受話器，カート，ストレッチャー，点滴台支柱，ベッド柵，
床頭台，椅子，オーバーテーブル，スタッフステーションのテーブルなどの手指を頻回に接触する環境
表面では 1 日 1 回以上の定期的な湿式清掃を行い,埃や汚れを取り除きます 9,10）。通常は湿式清掃が基
本であり常時消毒薬を用いる必要はないと考えられていますが，環境表面や患者の使用物などを介し
て接触伝播する MRSA などの薬剤耐性菌を排菌している患者やノロウイルス検出患者などの接触感染対
策が必要な患者を収容している病室などでは，前述の病原微生物により高度に汚染されている可能性
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があるため，これらの病室の高頻度手指接触面に対して 1 日 1 回以上の清拭消毒が推奨されています
11～13）

。一方，病室の床などは多数の微生物や埃が存在するものの手指の接触は殆どないため，これらの

環境表面を日常的に消毒する必要はありません

14）

。事実，床表面に対し消毒薬を使用しても感染率に

変化はみられないとする報告が多数存在します。ただし，人が歩くことにより微生物や埃が空中に舞い
上がるため，定期的および退院時に湿式清掃を行う必要があります。また，血液や体液などによる汚染
時には，物理的除去に加え 0.1%（1,000ppm）の次亜塩素酸ナトリウムで汚染箇所のみを清拭消毒しま
す。物理的除去が出来ない場合は 0.5%～1%（5,000～10,000ppm）の次亜塩素酸ナトリウムを用いて消
毒します。前述のとおり，通常，床表面は消毒を行う必要はありませんが，手術室などで床表面を消毒
する場合には，0.2%アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩液や 0.2%ベンザルコニウム塩化物液，0.2%
ベンゼトニウム塩化物液などの優れた洗浄作用を有する低水準消毒薬を用いて行います。手指の接触
や埃の付着が少ない病室の壁やカーテンなどの垂直環境表面に対しては，汚染時にのみ湿式清掃・洗浄
を行います。MRSA や VRE などの薬剤耐性菌が検出されている患者の病室における高頻度手指接触面の
消毒には，0.2%アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩液や 0.2%ベンザルコニウム塩化物液，0.2%ベ
ンゼトニウム塩化物液などの低水準消毒薬もしくはアルコール消毒薬が推奨 15）されていますが，ノロ
ウイルスなどのウイルスによる汚染の可能性が考えられる場合はアルコール消毒薬 ＊が一般に適して
います 16）。厚生労働省医政局指導課長通知 17）の「環境整備と環境微生物調査」の項においては，
「ドア
ノブ，ベッド柵など，医療従事者や患者が頻繁に接触する箇所については，定期的に清拭し，必要に応
じてアルコール消毒を行うこと」とされています。クロストリジウム・ディフィシルなどの芽胞菌に汚
染された環境表面に対しては，清拭による徹底的な除去が基本となりますが，消毒薬を用いる場合は
0.1～0.5%（1,000～5,000ppm）の次亜塩素酸ナトリウムを用います 18,19）。なお，特定の微生物に焦点を
当て，その伝播経路や汚染源を明らかにするために環境表面の微生物検査を行うことはありますが 20），
環境の細菌汚染度と医療関連感染の発生率は関係性が低いことから，定期的な環境表面の微生物検査
は意義がないとされています 6,21）。
＊

ノロウイルスなどのノンエンベロープウイルスであっても物理的排除を兼ねた清拭消毒ならアルコール

でも有効と考えられています。

表

環境表面の清掃・消毒
手指接触

場所
病室の壁，カーテン
など

垂直面

清掃・消毒

頻度

湿式清掃・洗浄

汚染時

低頻度

定期的
病室の床など

水平面

湿式清掃

汚染時
退院時

ドアノブ，電話受話
器，カート，ストレ
高頻度

ッチャー，点滴台，
ベッド柵，床頭台，
テーブル面など

MRSA などの薬剤耐性菌を排菌

湿式清掃

している患者やノロウイルス

＋

患者などの接触感染対策が必

消毒(アルコール・低

1日1回

水準)

以上

要な患者を収容している病室
上記以外の病室

湿式清掃
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3. 高水準消毒薬の使用の際に，換気やマスクなど粘膜刺激防止策をするよう指導
している
評価対象

１．

✓病院機能評価
❑

✓サイトビジット
❑

✓相互ラウンド
❑

❑病棟ラウンド

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
① マニュアルはあるか
病棟・薬剤・臨床検査部門
① マスクを付けているか
② 換気を行っているか

２．

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分
マニュアル・計画
表の作成

➢

推奨されるチェック内容
高水準消毒薬の取り扱いに
関するマニュアルを作成し
ている

解説
本邦で使用が認められている高水準消毒薬は，いず
れも皮膚や呼吸器系，眼の粘膜などに障害を与える
ため 1），マニュアルを作成し適切な安全防止策を施
す必要があります。

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
マニュアル作成の目的として，作業の手順や内容の

高水準消毒薬の取り扱いに
現場環境の整備

関するマニュアルが配置さ
れている

均一化及び安全対策上のベストプラクティスの実
践にあります。従って，人体に多大な悪影響を与え
る恐れがある高水準消毒薬の取り扱いに関しては，
必ず作業現場に高水準消毒薬の取り扱いマニュア
ルを配置しておく必要があります。
薬液付着により皮膚炎や化学熱傷

2,3）

，皮膚の変色

4）

などを起こすためニトリル手袋，ガウンを着用し

ます。また，その蒸気は眼，咽頭，鼻を刺激し結膜
高水準消毒薬使用の際は，

炎や鼻炎などの原因となるため 5～7），浸漬槽はふた

現場スタッフの

手袋，ガウン，マスク、ゴー

がしっかり閉まり蒸気が外に漏れないものを用い

行動

グル（保護メガネ）を装着し

ます。眼への飛入防止にも十分注意を払う必要があ

換気も行っている

ります。使用の際は大きな窓や換気扇があり，換気
を十分に行える場所で作業する必要があります。や
むを得ず換気を十分に行えない環境下で作業する
場合は，専用のマスク，保護メガネを装着します。
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３．

Question ｰ①
高水準消毒薬の種類とその取扱い時の注意点について教えてください。
< 解 説 >
現在，本邦で使用が認められている高水準消毒薬は，グルタラール，フタラール，過酢酸の 3 種類で
す。これらの消毒薬はいずれも皮膚や呼吸器系，眼の粘膜に対し障害を与えるため，作業者はマスク・
ガウン・手袋・ゴーグル（保護メガネ）などの安全防止策を施す必要があります。また，高水準消毒薬
の蒸気はいずれも空気より重いことから，換気扇の設置場所は，眼の位置もしくは眼より下の位置とし
ます。内視鏡自動洗浄消毒装置を設置している部屋などでは，ふた付近に換気扇を設置することが推奨
されています。以下に，高水準消毒薬の各々の特徴について記します。
表 高水準消毒薬の特徴 8～17）
高水準

利点・欠点

消毒薬
<利点>

金属，ゴム，プラスチックなどの材質を傷めにくい
比較的安価
<欠点>
グルタラール

使用前に緩衝化剤を添加する必要がある
経時的な分解を生じる
蛋白質を凝固する
一部の抗酸菌（Mycobacterium avium など）において低感受性が報告されている
本剤が残留した医療器具を使用し出血性の直腸結腸炎などが発現した報告がある
作業環境に対する空気中の濃度規定（0.05ppm 以下）が設けられている
<利点>
金属，ゴム，プラスチックなどの材質を傷めにくい
グルタラールに比べ蒸気揮発性が少ないため臭いや粘膜刺激が少ない
緩衝化剤の添加は不要で，経時的な分解はない

フタラール

<欠点>
蛋白質などの有機物と強固に結合する
芽胞を殺滅する力は弱いため，関節鏡などに対する化学滅菌剤としての使用は控える
アナフィラキシー様反応発現のため経尿道的に使用する医療器具には使用不可
白内障手術患者で水泡性角膜症発現のため超音波白内障手術器具類には使用不可
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高水準

利点・欠点

消毒薬
<利点>

市販の消毒薬の中でもっとも強力な殺菌効果を示す
廃棄後，最終的に酢酸，水，酸素に分解されるため環境への悪影響が少ない
蛋白質などの有機物を凝固させない
内視鏡自動洗浄消毒装置への充填はカセット方式のため充填時の蒸気曝露が少ない
過酢酸

<欠点>
使用時に原液の 6%濃度液を水で希釈し 0.3%濃度とする必要がある
使用前に緩衝化剤を添加する必要がある
経時的な分解を生じる
金属，ゴム，プラスチック等の材質への腐食性が強く 10 分間を超えての浸漬は避ける
原液は酢酸臭が強く，皮膚や鼻・眼等の粘膜に対する激しい刺激作用を有する
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4. 夜間・休日を含め使用した内視鏡の洗浄・消毒・保管が手順に則って実施され
ている
評価対象

１．

✓病院機能評価
❑

✓サイトビジット
❑

✓ 相互ラウンド
❑

❑病棟ラウンド

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
① マニュアルはあるか
病棟・薬剤・臨床検査部門
① 内視鏡の洗浄・消毒方法は適切か

２．

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
通常，医療器具の洗浄・消毒は中央部門にて一元管理

夜間・休日対応を含めた内

されていますが，内視鏡の洗浄・消毒は内視鏡室で行

マニュアル・計画

視鏡の洗浄・消毒方法の手

われるのが一般的であり，さらに内視鏡自動洗浄消

表の作成

順に関するマニュアルを

毒装置の設置有無など内視鏡室の環境は施設ごとに

作成している

大きく異なるため，施設の実状に合わせたマニュア
ル作成が重要です。

➢

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
内視鏡はその使用用途から患者と医療従事者の両方

内視鏡の洗浄・消毒方法の
現場環境の整備

手順に関するマニュアル
が配置されている

に高い感染リスクを伴ううえ 1），その内部構造（図）
は非常に複雑な微細構造で消毒がされにくく，人体
への影響が強い高水準消毒薬を用いる 2,3）ため，マニ
ュアルは内視鏡室に配置し常時確認できる状態にし
ておく必要があります。

夜間・休日対応を含め，内
現場スタッフの

視鏡の洗浄・消毒方法はマ

上記理由により，マニュアルに遵守した作業手順の

行動

ニュアルに従って作業が

徹底が求められます。

行われている
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図 消化管用電子内視鏡の基本構成（左）と消化管用電子内視鏡の内部管路構成（右）
（内視鏡の洗浄・消毒に関するガイドライン第 2 版より）

３．

Question ｰ①
内視鏡を高水準消毒薬で消毒する際の浸漬時間について教えてください。
< 解 説 >
健常な粘膜は一般的な芽胞による感染には抵抗性を持ちますが，ウイルスや抗酸菌には抵抗性を持
たないため，内視鏡のようなセミクリティカル器具を用いる際は，少数の芽胞を除くすべての微生物を
排除しておく必要があります 4～6）。このため内視鏡のような非耐熱性のセミクリティカル器具の再利用
には，一部の例外（直腸用体温計などでは中水準消毒）を除き，通常，高水準消毒薬であるグルタラー
ル，フタラール，過酢酸のいずれかを用いて消毒を行います 7,8）。下表は内視鏡を消毒する際における
高水準消毒薬への浸漬時間を記しています。浸漬時間については，添付文書記載の浸漬時間と消化器内
視鏡の洗浄・消毒マルチソサエティガイドライン 9）（日本環境感染学会，日本消化器内視鏡学会，日本
消化器内視鏡技師会の 3 学会より合同で策定）における浸漬時間は異なりますが，通常，上記のガイド
ラインに準じて行うのが一般的であるため，ここではガイドラインにおける浸漬時間を載せています。
なお，参考のため，芽胞を含むすべての微生物を殺滅するのに必要な時間も載せています。
表 内視鏡の浸漬時間 9）
内視鏡の消毒に要する時間

<備考>

（芽胞を除くすべての微生物を殺滅）

芽胞を殺滅するのに要する時間

グルタラール

10 分間

6 時間

フタラール

10 分間

96 時間

過酢酸

5 分間

10 分間

高水準消毒薬
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Question ｰ②
高水準消毒薬の使用開始後の使用期限，使用回数について教えてください。
< 解 説 >
高水準消毒薬の使用開始後の使用期限を以下に示します。ただし，下記の使用期限内であっても有効
濃度以下になったものは使用できません。そのため使用前に簡易試験紙を用いて消毒薬の濃度を確認
する必要があります。なお，内視鏡自動洗浄消毒装置の使用時においても，本装置は消毒薬の濃度を表
示するこができないため，同様の作業を行う必要があります。
表 高水準消毒薬の使用期限 9）
高水準消毒薬

内視鏡の洗浄・消毒方法
浸漬容器
（用手法）

グルタラール

内視鏡自動洗浄消毒装置

する因子

3%製品：21～28 日間
3.5%製品：28 日間
20 回もしくは 7～10 日間

3%製品

使用期限に影響

2～2.25%製品：7～10 日間

2～2.25%製品：

2～2.25%製品
3.5%製品

使用期限の目安＊1

3%製品：

水による希釈
経時的な分解

40 回もしくは 21～28 日間
3.5%製品：
50 回もしくは 28 日間

0.55%フタラール＊2

内視鏡自動洗浄消毒装置

30～40 回

0.3%過酢酸＊3

内視鏡自動洗浄消毒装置

25 回もしくは 7～9 日間

水による希釈
水による希釈
経時的な分解

＊1

グルタラールおよび過酢酸の使用期限は，緩衝化剤添加後の使用期限を示しています。

＊2

フタラールは蛋白質などの有機物と強固に結合する特性を有しており，本剤を洗浄不十分な内視鏡に用い
ると，すすぎを行っても内視鏡に残留する危険性があるため，内視鏡自動洗浄消毒装置での使用が望まし
いとされます。

＊3

過酢酸は酢酸に酸素原子が 1 つ付加した化学構造を有し強力な酸化作用を有するため，金属，ゴム，プラ
スチックなどの材質の腐食を生じやすく内視鏡自動洗浄消毒装置での使用が望ましいとされます。

Question ｰ③
内視鏡の推奨される洗浄・消毒方法について教えてください。
< 解 説 >
以下に内視鏡の洗浄・消毒における作業手順を記します。近年は洗浄，消毒からすすぎ，乾燥までの
工程をすべて自動で行う内視鏡自動洗浄消毒装置を導入している施設が増えており，用手による内視
鏡の洗浄・消毒を行っている施設は以前に比べ減っています。内視鏡自動洗浄消毒装置は，作業時間の
大幅な短縮に加え，作業レベルの均一化や高水準消毒薬への曝露軽減などのメリットがあり，本装置を
用いることが推奨されています。ただし，内視鏡自動洗浄消毒装置を用いても高水準消毒薬による蒸気
曝露を避けることはできないため，装置付近に排気装置を設置するなどの対策が必要です。
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表 内視鏡の洗浄・消毒における作業手順 9）
手順

作業チェック内容

解説

ベッドサイドでの洗浄・消毒（手順 1～3）
検査終了直後にベッドサイドで光源装置から取り外すこ
検査終了後，直ちにスコープ外

となく，内視鏡の外表面に付着した血液や粘液などの汚染

表面の清拭を行っている

物を水道水などで濡らしたガーゼで拭き取ります。同時に
スコープの材質に影響を与えない中性または弱アルカリ

1

洗浄前にアルコールガーゼな

性の酵素洗浄液を 200mL 以上吸引して吸引・鉗子チャンネ

どの消毒薬で拭き取っていな

ル内に付着した汚染物を除去します。この際，汚染物が乾

い

燥し固着すると除去しにくくなるため，速やかに行う必要
があります。また，内視鏡の外表面を拭き取る際にアルコ

検査終了後，直ちに吸引・鉗子
チャンネルの吸引洗浄を行っ
ている

ールガーゼなどの消毒薬を用いると汚染物を凝固・固着さ
せてしまうため，洗浄前にアルコールガーゼなどの消毒薬
を用いてはいけません。
送気・送水ボタンを取り外し，A/W（air/water）チャンネ

2

送気・送水チャンネルへの送水
を行っている

ル洗浄アダプターを装着後，送気のチャンネルと送水のチ
ャンネルの両方に水を通します。この操作は検査中に送
気・送水チャンネル内へ逆流した粘液や血液などの汚染物
を除去し，ノズルの詰まりを防ぐために行います。

スコープケーブル，吸引チュー
3

ブ，送水ボトル接続チューブの
清拭を行っている

汚染度合が低い光源装置接続部分に対し，スコープケーブ
ル，吸引チューブ，送水ボトル接続チューブは汚染度合が
高いため，洗浄液で濡らしたガーゼで拭き取り後に，アル
コールガーゼで清拭消毒を行います。

洗浄室への搬送と洗浄室での用手による洗浄（手順 4～14）
：自動洗浄装置を用いる場合は機械が行
う

4

5

内視鏡室以外の場所で使用し

光源装置からスコープを取り外し洗い場へ持っていきま

た内視鏡は，洗い場までビニー

す。病棟や外来など内視鏡室以外の場所で使用した場合

ル袋もしくはふた付き容器に

は，搬送中の環境への汚染拡大を防ぐため，ビニール袋も

入れて運搬している

しくはふた付き容器に入れて搬送します。この作業は内視

洗浄シンクは内視鏡が洗浄で

鏡室以外の場所に使用前の清潔な内視鏡を搬送する場合

きる十分な広さと，水が飛散し

も同様です。また，洗浄シンクとしては，作業者の腰の負

ない深さを有するものを使用

担をきたさない高さにあり，内視鏡が洗浄できる十分な広

している

さと，水が飛散しない深さを有するものが望まれます。
防水キャップを取り付けた後，洗浄前に漏水テストを行い

6

検査終了後，症例ごとに漏水テ
ストを実施している

ます。付属の漏水テスターを装着後，水中に浸漬し連続的
に気泡が出ていないか確認します。もし気泡が認められれ
ば内視鏡の破損が疑われます。この操作は症例ごとに行う
ことが望まれます。その他，漏水テスターには加圧した空
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気の漏れをメーターで計測するタイプのものなどもあり
ます。
手順

作業チェック内容

解説
汚染物が残ったまま消毒を行うとそれらが凝固・固着して

7

洗浄液とスポンジなどを用い

しまい十分な消毒効果が得られないなどの問題が生じる

てスコープ外表面の洗浄を行

ため，消毒前にスコープ外表面を洗浄します。洗浄には中

っている

性もしくは弱アルカリ性の酵素洗浄液を用い，スポンジ，
ブラシ，ガーゼなどを用いて汚染物を落とします。

付属部品（特に先端キャップ）
8

はスコープより取り外し洗浄
している
吸引・鉗子チャンネル内を専用

9

のブラシでブラッシングして
いる

10

洗浄液は規定された条件下（温
度，濃度，時間）で用いている

送気・送水ボタン，吸引ボタン，鉗子栓はスコープから取
り外し洗浄します。特に ERCP に用いる内視鏡の先端キャ
ップは米国での CRE アウトブレイクの問題から外して洗浄
することが推奨されます。
チャンネル掃除ブラシを用いて吸引・鉗子チャンネル内を
ブラッシングします（図）
。ブラシに粘液や血液などの汚染
物が付着していないことを目視で確認し，付着がなければ
ブラッシングを終了します。
チャンネルを洗浄液で満たし，各メーカー指定の温度，濃
度，時間で浸漬洗浄します。用いる洗浄液としては洗浄効
果が確実に期待できる酵素洗浄液が推奨されます。
水道水でスコープ外表面をすすぎます。すべてのチャンネ

11

洗浄液のすすぎをきちんと行
っている

ルはチャンネル掃除ブラシを用いてすすぎます。水道水は
飲用に適するレベルであれば問題ありません。すすぎが不
十分であった場合，薬液残留により患者に被害をもたらし
たケースがこれまで報告されています。
通常，用手法ではグルタラールを用います。フタラールと
過酢酸は内視鏡自動洗浄消毒装置での使用が推奨されま

12

防護具を着用し高水準消毒薬

す。グルタラールとフタラールは最低 10 分間，過酢酸は最

に浸漬している

低 5 分間浸漬します。この際，ニトリル手袋，ガウンを着
用します。また，浸漬槽はふたがしっかり閉まり蒸気が外
に漏れないものを用います。これらの作業は大きな窓や換
気扇があり，換気を十分に行える場所で作業する必要があ

13

高水準消毒薬の浸漬時間は守

ります。やむを得ず換気を十分に行えない環境下で作業す

られている

る場合は，専用のマスク，保護メガネを装着します。一般
にグルタラール，フタラールに対してはグルタラール用マ
スク，過酢酸に対しては酸性ガス用マスクを用います。

14

アルコールリンスを行ってい
る

チャンネル内部に水分が残存していると細菌の増殖源と
なるため，アルコールリンスを行い，内視鏡チャンネルを
送気や吸引で強制的に乾燥させます。一部の抗酸菌におい
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てグルタラールに低感受性が報告されているため，アルコ
ールリンスを行うことはこの意味でも重要です

手順

作業チェック内容

10,11）

。

解説

保管・管理（手順 15～23）
送気・送水ボタン，吸引ボタン，
15

鉗子栓を取り外した状態で保
管している

16

吊り下げた状態で保管してい
る

送気・送水ボタン，吸引ボタン，鉗子栓を取り外した後，
保管庫に吊り下げた状態で保管します。この際，使用後の

17

使用後の汚染した内視鏡と消

汚染した内視鏡と消毒後の内視鏡の置き場所は，明確に区

毒後の内視鏡の置き場所は，明

別しておく必要があります。保管庫は定期的に清掃し，清

確に区別されている

潔で乾燥した状態にしておく必要があります。紫外線殺菌
灯は眼や内視鏡にダメージを与えるため使用しないこと

18

19

20

保管庫は定期的に清掃し，清潔

が勧められます。

で乾燥した状態になっている

紫外線殺菌灯を照射していな
い

高水準消毒薬の使用期限を厳

高水準消毒薬は水による希釈や経時的な分解のため使用

守している

開始後の使用期限が定められていますが，使用期限内であ
っても有効濃度以下になったものは使用できません。従っ

21

使用前に高水準消毒薬の濃度
を確認している

て，用手，自動洗浄装置のいずれにおいても簡易試験紙を
用いて使用前に消毒薬の濃度を確認する必要があります。
また，①いつ（年月日と時刻）
，②どの（内視鏡自動洗浄・
消毒装置番号）
，③誰が（作業担当者氏名），④何を（内視

22

洗浄・消毒に関する記録を行っ
ている
内視鏡自動洗浄消毒装置は定

23

期的にメーカーのメンテナン
スを受けている

鏡番号と患者氏名）
，⑤どうした（消毒薬濃度や浸漬時間な
ど）などの洗浄・消毒に関する記録を残すことが望ましい
とされます

12）

。内視鏡自動洗浄消毒装置は定期的にメーカ

ーのメンテナンスを受け，故障前に対策を講じる必要があ
ります。
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III. カテーテル血流感染関連におけるチェック
1. 中心静脈留置カテーテル管理に関する感染対策がマニュアルに記載され，
必要な項目（手指衛生，消毒方法など）が記載通り遵守されている
評価対象

１．

✓ 病院機能評価
❑

✓サイトビジット
❑

✓ 相互ラウンド
❑

❑病棟ラウンド

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
① マニュアルはあるか
② 遵守状況
病棟・薬剤・臨床検査部門
① カテーテル挿入部や接続部の消毒方法は適切か

２．

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
血管内留置カテーテルの微生物侵入経路として，ル

中心静脈留置カテーテル管

ート接続部やカテーテル挿入部などがあげられま

マニュアル・計画

理に関する感染対策マニュ

す。これらの部位は手指衛生や消毒が不十分な場合

表の作成

アルに手指衛生，消毒方法

に汚染されます。血管内留置カテーテルは直接血管

の記載がある

に挿入されており，確実な予防対策に努める必要が
あります。
マニュアルの熟知度と励行状況を定期的に評価す

モニタリングの
実施

マニュアルに遵守した手指
衛生，消毒が行われている
か確認している

ることが奨められています1～9）。手指衛生を行うタ
イミングとしては，血管内留置カテーテルの挿入，
交換，アクセス，修復，ドレッシングの前後だけで
なく，カテーテル挿入部位の触診の前後にも行う必
要があります6,10～12）。

➢

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容
中心静脈留置カテーテル管

現場環境の整備

理に関する感染対策マニュ
アルが配置されており現場
スタッフに周知されている

解説
マニュアルにより標準化されることで感染リスク
の低減が期待できます 1,6,8,9）。血管内留置カテーテ
ルの挿入・維持管理に携わるスタッフ全員を対象
に，ガイドラインの熟知度と励行状況を定期的に評
価することが奨められています 1～9）。
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チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
遵守率の向上は感染率低減の重要な要素です。PDCA

現場環境の整備

遵守状況が悪い場合に，現

サイクルのような継続的な改善が期待できる体制

場スタッフ全員が問題を共

が有用です。分かりやすい手順書を作成し，このチ

有するツールや改善に向け

ェックリストをリスク分析のうえ作成することで，

た体制が整っている

改善すべき行動の監視・評価を行うことができます
13,14）

。

抗菌薬含有軟膏を中心静脈
留置カテーテル挿入部に使
用していない

抗菌薬配合の軟膏やクリームは，真菌症と抗菌薬耐
性を助長する可能性があります 15,16）。
カテーテル関連血流感染予防には， 即効性に優れ
たアルコールに持続性（残留性）が高いクロルヘキ
シジンを追加したクロルヘキシジンアルコールが
もっとも推奨されています。現在,国内でカテーテ

カテーテル挿入部の消毒に

ル関連血流感染予防に使用可能なクロルヘキシジ

は 0.5%を超えるクロルヘキ

ンアルコールとしては 0.5%および 1%濃度製剤があ

シジンアルコール

注）

を用い

ている

りますが、CDC ガイドラインでは 0.5%を超える（＞
0.5%）濃度が推奨されていることから，1%濃度製剤
を使用することが望ましいと思われます 17,18）。
注）

クロルヘキシジンアルコールに対し過敏症があ

る場合や皮膚に損傷がある場合は，10%ポビドンヨ

現場スタッフの

ードが推奨されます。

行動

ラインの接続部管理はカテーテル関連血流感染発
19）

輸液ラインやカテーテル接

生の重要な因子です

。ポリカーボネートや塩化

続部の消毒には消毒用エタ

ビニルなどの高分子と反応しない消毒薬が好まし

ノールを用いている

く，一般に効果の面からも消毒用エタノールが用い
られます 20）。

エビデンスは乏しいがカテ
ーテル挿入部から外へ同心
円状に描くように消毒して
いる

中心から外へ円を描くように清拭消毒することで，
挿入部位の皮膚の常在菌叢の密度を減らしていく
ことができ，また効率的でもあります。
境界部分よりも中心部分のほうがより清潔と考え
21）

消毒の範囲はドレッシング

られます

。無色の消毒薬を使用の場合は塗り漏

で覆われる範囲以上に行っ

れがないよう注意して消毒する必要があります。複

ている

数回消毒する場合も，2 回目は 1 回目よりも狭い範
囲を消毒します。
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3.

Question ｰ①
血管内留置カテーテルの微生物侵入経路と要因について教えてください。
< 解 説 >
カテーテル関連血流感染は，院内感染の中で 4 番目に多く，感染率は 13％を占めます。主な原因菌
は，表皮ブドウ球菌，黄色ブドウ球菌，腸球菌，カンジダなどで，グラム陰性桿菌は起因菌の 19～21％
程と報告されています 22）。グラム陰性桿菌であるセラチア菌，セパシア菌はクロルヘキシジンの中で
も生息が可能であり，芽胞菌は消毒用エタノールの中でも生息可能です。感染制御のうえで，これら
環境に生息する細菌の消毒薬に対する抵抗性を理解する必要があります 23）。

Question ｰ②
中心静脈留置カテーテル挿入部や接続部の消毒方法について教えてください。
< 解 説 >
挿入部の消毒方法
消毒薬 0.5%を超えるクロルヘキシジンアルコール
※過敏症がある場合，皮膚に損傷のある場合は 10％ポビドンヨード
・塗り漏れのないようカテーテル挿入部から外へ円を描くように消毒
・消毒の範囲はドレッシングで覆われる範囲以上に行う
・複数回消毒する場合，2 回目は 1 回目よりも狭い範囲を消毒
・消毒部位と消毒薬との接触時間を十分にもつ
・消毒薬は十分乾燥させる（※乾燥させず血管内へクロルヘキシジンが混入した
場合アナフィラキシーショック発生のリスクあり）
・消毒後は挿入部周囲に触れない（触れた場合再度消毒する）
・手指消毒を行い，手袋を着用し，清潔操作で行う
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接続部の消毒方法
消毒薬 消毒用エタノール
血液透析用のブラッドアクセス留置用カテーテルセット使用の場合，各添付文書を確認すること。消
毒用エタノールで接合部の接着強度の低下がおこり接合部がゆるむとの報告あり

24）

。イソプロピルア

ルコールはポリカーボネートや塩化ビニルなどの高分子と反応するため使用しない。
・揮発性があるため単包あるいは複数入りパック製品を使用し力価の低下を防ぐ
・消毒部位と消毒薬との接触時間を十分にもつ
・消毒薬は十分乾燥させる
・消毒後は接続部周囲に触れない（触れた場合再度消毒する）
・手指消毒を行い，手袋を着用し，清潔操作で行う

Question ｰ③
クロルヘキシジン含有ドレッシング材の適正な使用について教えてください。
< 解 説 >
クロルヘキシジン含有ドレッシング材の添付文書は，感染部位への使用（治療を目的としておらず
効果について十分な検証がなされていない）
，過敏症の既往のある患者，生後 2 ヶ月未満の乳児（未
熟な皮膚に使用すると過敏症や皮膚の壊死を起こす可能性）について使用を禁忌・禁止としていま
す。
また，クロルヘキシジン消毒剤の添付文書については平成 28 年 5 月 31 日付厚生労働省医薬・生活
衛生局安全対策課長通知「クロルヘキシジングルコン酸塩を含有する外皮用殺菌消毒剤に係る「使用
上の注意」の改訂について」25）により，溶液の状態で長時間皮膚と接触させた場合に皮膚化学熱傷を
起こしたとの報告があると追記改訂されましたが，クロルヘキシジン含有ドレッシング材の添付文書
は 2016 年 9 月現在改訂されていません。ドレッシング材のクロルヘキシジン濃度は不明のものから
2％製品のものもあり，7 日間貼付されることを考えると注意が必要と思われます。具体的にはクロル
ヘキシジン含有ドレッシング材の使用における接触性皮膚炎の発生率は 1.1％であり非含有製品では
0.29%であったとの報告 26）や，体重 1,000g 未満の新生児では 0.5％含有製品の使用における接触性皮
膚炎の発生率は 15%であったとの報告 27）などもあります。クロルヘキシジン含有ドレッシング材を使
用の場合は，リスクマネージメントとして貼付部のモニタリングが望まれます。
カテーテル関連血流感染の発生にはカテーテル挿入のテクニックおよび挿入部分のケアが不十分で
あることが大きく関連しています。カテーテルの挿入・維持管理を行う医療従事者の教育・訓練，中
心静脈カテーテル挿入時のマキシマル・バリアプリコーションの使用，カテーテル挿入・維持管理に
関わる消毒薬の適正使用，中心静脈留置カテーテルのルーチン交換の回避の徹底を先ず行うことが重
要です。カテーテル留置から最初の 1 週間を過ぎると，ハブを取り扱った後の管腔内保菌や汚染，カ
テーテル取り扱いの頻度がカテーテル関連血流感染の発生の主な原因となります 27）。ニードルレスコ
ネクターは閉鎖式接続方式と呼ばれていますが，針刺し防止を目的とした器具であり安易に側注を実
施することは感染の機会を高める可能性があります 28）。
十分な対策のもとで，カテーテル関連血流感染により予後が悪化する症例など 29）リスクベネフィッ
トを考慮しての使用が望まれます。
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2. 高カロリー輸液製剤への薬液混入はクリーンベンチで行っている
評価対象

１．

✓ 病院機能評価
❑

✓サイトビジット
❑

❑相互ラウンド

✓ 病棟ラウンド
❑

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
なし
病棟・薬剤・臨床検査部門
① 高カロリー輸液製剤の調製作業に関するマニュアルはあるか
② マニュアルに従って作業が行われているか
③ クリーンベンチで行っているか
④ 薬剤師が現場スタッフに指導・助言を行っているか
⑤ 調製した高カロリー輸液製剤の取り扱いは適切か

２．

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
なし

➢

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分
現場環境の整備

現場スタッフの
行動

推奨されるチェック内容

解説

高カロリー輸液製剤の調製

マニュアルにより標準化されることで感染リスク

作業に関するマニュアルが

の低減が期待できます。遵守率の向上は感染率低減

あり現場で遵守されている

の重要な要素です。

高カロリー輸液製剤への薬

クリーンベンチ（クラス 100）で調製した製剤の抜

液混入は，可能な限り薬剤

き取り調査では細菌汚染が認められなかったとの

部のクリーンベンチにて行

報告もあり，無菌製剤の調製環境は製剤の細菌汚染

っている

に影響します 1,2）。

病棟（非無菌環境下）で高カ

高カロリー輸液製剤に混合された注射製剤が不正

ロリー輸液製剤への薬液混

確であったり，汚染されたことが患者の罹病率およ

入を行っている場合は，薬

び死亡率に影響を与えたという報告があります 3）。

剤師が現場スタッフに作業

病棟で混合した場合に細菌汚染が検出されたとの

手順や環境整備，清潔管理

報告もあり，病棟での混合にはリスクが伴います。

に関して監督指導を行って

すべての注射剤混合の作業手順に関して薬剤師が

いる

監督指導を行うべきであると考えます 4）。

46

チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
糖や電解質を含有している高カロリー輸液製剤は
微生物のよい栄養源となります。調製時に微生物が

現場スタッフの

病棟（非無菌環境下）で調製

混入してしまった場合，室温下で時間経過とともに

した高カロリー輸液製剤は

微生物が増殖する可能性があります

できるだけ早く使用してい

射剤・抗がん薬無菌調製ガイドラインでは，「病棟

る

（非無菌環境下）で調製した高カロリー輸液製剤

4,5）

。なお，注

は，28 時間以内に投与を終了することが望ましい」

行動

とされています。
薬剤部のクリーンベンチ
（無菌環境）にて調製した
高カロリー輸液製剤は冷蔵
庫に保管している

３．

微生物が増殖するには，水分・温度・栄養素の 3 つ
の条件が必要です。冷蔵庫保管することで増殖を抑
えることができます 4,5）。

Question ｰ①
高カロリー輸液製剤への薬液混入を無菌環境下で行う理由について教えてください。
< 解 説 >
糖や電解質を含有している高カロリー輸液製剤は微生物のよい栄養源となります。また室温下で時
間をかけて投与されます。このように高カロリー輸液製剤は微生物が増殖しやすい条件を満たしてい
るため，先ず調製の際に微生物を混入させないことが大切です。

調 製 す る 際 の 微生 物 侵 入 経 路 と 要 因

調製者の手指衛生や無菌調製手技も重要ですが，無菌環境下で調製を行うことで細菌汚染を低減す
ることができます。クリーンベンチで調製した製剤の抜き取り調査では細菌汚染が認められなかった
との報告があります。クリーンベンチは，一立方あたりの 0.1μm 以下の微粒子数が 100 個以下（ク
ラス 100）と決められている清潔な空間です。ただし，これはクリーンベンチ内の浮遊微粒子はゼロ
ではない，ということです。上部から HEPA フィルターによって微粒子が除去された清浄な空気が調
製者側に向けて流れ出る構造のため，フード手前に存在する浮遊微粒子を考慮し 15cm 以上奥で調製
することが推奨されています。
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微生物は地球上のあらゆる場所に生息し，病棟では空中浮遊菌および表面付着菌として環境に広
く分布しています。このような環境下でのミキシングは微生物混入のリスクが高くなります。病棟
でやむなく調製する場合，独立した調剤室がない場合には，清潔な器具や清潔操作を行う専用スペ
ースを決め，使用後の器材や汚染した医療従事者と交差しないように配置する必要があります。ま
た，室内の床は定期的に清掃します。
その他，作業工程数と感染の機会は相関することが知られていますので，ダブルバッグまたはワ
ンバッグのキット製剤やプレフィルドシリンジ製剤を用いることで汚染の機会を減らすことが出来
ると考えます。
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3. クリーンベンチや安全キャビネットは定期的なメンテナンスが実施され，
その記録が保管されている
評価対象

１．

✓サイトビジット
❑

❑病院機能評価

❑相互ラウンド

✓ 病棟ラウンド
❑

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
なし
病棟・薬剤・臨床検査部門
① 手順書もしくはマニュアルはあるか
② 稼働日毎，また別に定期的なメンテナンスが実施されており保守点検記録があるか
③ 薬剤師が現場スタッフに指導・助言を行っているか

２．

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
なし

➢

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
設置場所は，人の動線や入口，窓及び空調による気
流への配慮がなされたところ，すなわち調製室内の
動線から離れたところ，流入気流によって前面開口
部の気流バランスを障害しないところ等への設置
が望まれます 1）。

現場環境の整備

設置上の安全に関する注意

抗がん薬を調製の場合はクラスⅡB2 の室外排気

の条件を満たすところに機

型，またはクラスⅢ（アイソレーター）の安全キャ

器が設置されている

ビネットが推奨されます。
安全キャビネットを設置する抗がん薬調製室は，周
囲から独立した部屋であり 2），空調は抗がん薬によ
る室内空気汚染の可能性を考え，室外に流れ出ない
ように陰圧であることが望ましいとされています
3）

。

正しく使用することで初めて，製品の品質と調製者
の安全が守られます。手順書もしくはマニュアルが
現場スタッフの
行動

稼働日毎にメンテナンスが
実施されており保守点検の
記録がある

あり，稼働日毎の保守点検項目をすぐに確認するこ
とができることが重要です。
キャビネット内に，糖液などアルコールと反応する
薬液をこぼした場合は，薬液を拡散させないようガ
ーゼ等に染み込ませてから，先ず水拭きし，次にア
ルコール消毒します。
49

チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
キャビネットの性能は，主として密閉度，HEPA フィ
ルター，前面開口部の気流バランスの 3 点で決定さ
れます。このいずれの性能も目視で直接評価するこ
とはできません。キャビネットの性能を維持するに
は，適切な時期に適切な検査法でキャビネットを現
場検査する必要があります。HEPA フィルターは使
用により目詰まりを起こすため定期的な交換が必
要です。この場合も気流の変化を補正するために検

現場スタッフの
行動

稼働日毎とは別に定期的な
メンテナンスが実施されて
おり保守点検の記録がある

査が必要となります 4）。キャビネットの清掃は，薬
物の洗浄と無毒化が必要です。汚染した薬剤の種類
によって 2％次亜塩素酸ナトリウム，および 1％チ
オ硫酸ナトリウムを使用します。基本は水洗いとな
ります 3）。ミキシング環境保全のためのモニタリン
グ対象は，微生物と空中浮遊微粒子となります。微
生物測定は細菌及び真菌を対象とし，微粒子測定は
0.5μm 以上の空中浮遊微粒子を対象とします。微
粒子数の測定には，粒径別に計測できるパーティク
ルカウンター(微粒子計測器)を用います。微生物測
定法には，浮遊菌数測定法，表面付着菌数測定法，
落下菌数測定法などがあります 5）。

３．

Question ｰ①
クリーンベンチや安全キャビネットの稼働日毎に行う保守点検項目の具体例を教えて下さい。
< 解 説 >
基本的には，作業スペースの整理整頓と清潔を心掛け，機器の取扱説明書に準じて下さい。
始業時
項目

基準

・殺菌灯

点灯していない

・プレフィルターの目詰まり

フィルター表面に異物や多量の埃がない

・HEPA プレフィルターの目詰まり

必要な風速を確保している

・前面シャッターの開口

高さ約 20cm

・運転中の異常音

認められない

・運転中の振動

認められない

・キャビネット内の消毒

実施している
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終業時
項目

基準

・キャビネット内の清掃

実施している

・キャビネット内の消毒

実施している

・前面シャッターの開口

全閉

【引用文献・参考資料】
１)

JIS. K 3800:2000.

２)

日本病院薬剤師会.注射剤・抗がん薬無菌調製ガイドライン.

３)

日本病院薬剤師会.抗がん薬調製マニュアル第 3 版.

４)

JACA.No.17D-2009.

５)

PMDA.無菌医薬品製造区域の環境モニタリング法.

51

4. 原則として，輸血，血液製剤，脂肪乳剤は末梢ルートから投与されている
評価対象

１．

✓サイトビジット
❑

❑病院機能評価

✓相互ラウンド
❑

❑病棟ラウンド

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
なし
病棟・薬剤・臨床検査部門
① 輸血，血液製剤，脂肪乳剤は末梢ルートから投与しているか

２．

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
なし

➢

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
血液成分は微生物にとって良い栄養源であり，カテ
ーテル関連血流感染のリスク因子です。末梢ルート

輸血や血液製剤は末梢ルー
トより投与されている

からの投与が望ましいといわれています 1）。高カロ
リー輸液にアルブミンを加えると微生物の生育能
力が高まるとの報告もあります 6）。投与するのに用
いられた点滴ラインは，点滴開始から 24 時間以内

現場スタッフの

に交換する必要があります 2～5）。

行動

脂肪乳剤が汚染した場合には微生物が急速に増殖
します 7～10）。
投与に使用する点滴ラインは可塑剤で
脂肪乳剤は末梢ルートより
投与されている

ある DEHP（フタル酸ジ‐2‐エチルヘキシル）を含
まない材質の製品を用いて 24 時間以内に交換する
必要があります

11）

。末梢静脈栄養施行時に脂肪乳

剤を併用することは，浸透圧が下がり血栓性静脈炎
の予防や NPC/N 比の調整にも有用です 12）。

３．

Question ｰ①
輸血，血液製剤，脂肪乳剤は末梢ルートから投与する理由について教えてください。
< 解 説 >
輸血，血液製剤，脂肪乳剤がカテーテル関連血流感染の独立リスク因子である理由は，微生物の増殖
を助長することに加え，フィブリン，血漿蛋白質，細胞要素（血小板，赤血球など）がコンディショニ
ングフィルムとなりカテーテルを覆ってしまうことや

13,14）

，脂質がカテーテル壁面に付着する性質を

有しているためです。一般に輸血，血液製剤，脂肪乳剤は末梢ルートからの投与が推奨されていますが
1）

，その理由は末梢静脈よりも中心静脈にカテーテルを留置する方がカテーテル関連血流感染について
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の報告が多くされているためです

15）

。ただし，静脈炎を起こすなどの要因により末梢ルートにおいて

は一定期間で差し替えがなされているなどの集計上の影響も考えられるため，たとえ手背などから挿
入する静脈留置針であっても長期間留置した場合には菌血症の原因となり得ることに十分留意する必
要があると思われます。また，血液の逆流，吸引は輸液や輸液回路を潜在的に汚染します。輸液回路内
に一方弁があっても，静脈内カテーテルを通じて回路内への血液の逆流を防ぐことはできません

16）

。

その他，採血にカテーテルが用いられる場合において，微生物を宿す可能性のある「内側のしわ」の存
在なども報告されています 17）。
投与に用いた点滴ラインは，点滴開始から 24 時間以内に交換する必要がありますが 2～5），特に脂肪
乳剤であるプロポフォールの投与に使用した点滴ラインは 6 時間または 12 時間ごとに交換することが
推奨されています

17,18）

。その他，ヒトエリスロポエチンやウロキナーゼなどのように安定化剤として

アルブミンが添加されている薬剤に関しても取扱いに注意が必要です。これらの薬剤をやむを得ず中
心静脈カテーテルから投与する際は，終了時に生食を用いて側管注射用部品や延長チューブなどを洗
い流す必要があります

1）

。潜在的な流体のデッドスペースや不透明器具内の流路目視不良などの存在

から，生食フラッシュのみでは対処不十分な可能性もあるため，清潔操作が最も重要と思われます。
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抗菌薬適正使用関連におけるチェック

IV.

1. 抗菌薬の使用量を定期的にモニタリングし，結果をフィードバックしている
評価対象

１．

✓ 病院機能評価
❑

✓サイトビジット
❑

✓ 相互ラウンド
❑

❑病棟ラウンド

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
① 報告実績はあるか
② 報告頻度
③ 情報の共有がなされているか
④ 抗菌薬の使用量改善に向けたツールはあるか
病棟・薬剤・臨床検査部門
① 調査実績はあるか
② 調査頻度
③ モニタリングしている抗菌薬の種類
④ 調査に必要なデータが必要時得ることができるか

２．

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
毎月の（定期的な）集計が使用量のベースラインを
決め，月毎や年毎の使用量推移の把握につながりま
す。また，病院全体に加え病棟や診療科単位でも集

モニタリングの

抗菌薬の使用量を毎月集計

実施

している

計することで，より有用なモニタリングができま
す。なお，使用量をモニタリングすることの最終的
な目的は，薬剤耐性(Antimicrobial Resistance:
AMR）を増やさないことですので，主要な分離菌の
感受性パターンとあわせてモニタリングしていく
ことが望まれます。

抗菌薬の使用量が不適切な
スタッフへの

病棟や診療科に対しては指

指導や教育

導などを現場スタッフに行
っている

集計結果をもとに，広域抗菌薬の偏った使用状況の
確認と注意喚起が必要です。現場を含めて，不適切
な使用に対する指導や教育で改善を目指します。
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チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説

現場へのフィー

感染対策委員会で定期的に

不適切な使用や改善がされた（されない）現状を委

ドバック

報告している

員会に報告することが重要です。

全スタッフが抗菌薬の使用

現場へのフィー

状況を確認できるツールが

ドバック

➢

ある

で，様々な視点から意見や改善策が得られます。
また，普段から適切に使用されている現状を確認
できる環境に整えておくことが大切です。

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容
抗菌薬の使用量が不適切な
場合において，現場スタッ

現場環境の整備

フが問題を共有するツール
や改善に向けた体制が整っ
ている

現場スタッフの
行動

３．

全スタッフが抗菌薬の使用状況を把握すること

特定の抗菌薬だけでなく採
用抗菌薬の全ての使用量を
把握している

解説
抗菌薬の不適切な使用は，耐性菌の増加の原因とな
ります 1～4）。また，抗菌薬の使用量が適切になるこ
とで院内の MRSA や緑膿菌の検出率が減少し，コス
ト削減にもつながります 5,6）。
特定抗菌薬の使用量は，他の抗菌薬の使用量に影
響を及ぼします 7,8）。どの抗菌薬が増えて，または
減った結果が AMR の発生に影響を及ぼしているか
評価することが大切です。

Question ｰ①
抗菌薬使用量の算出方法について具体的な例を挙げ教えてください。
< 解 説 >
抗菌薬使用量の算出方法は AUD（Antimicrobial Use Density）9）や DOT（Days Of Therapy）

10）

，

LOT（Length Of Therpy）11）また，単に使用量（バイアル数，グラム数）で算出する方法もありま
す。本ガイド改訂時は AUD と DOT が一般的であり，本協議会や国公立大学附属病院感染対策協議会薬
剤師部会の活動報告にも AUD と DOT が用いられています。AUD と DOT を用いることのメリット，デメ
リットを明確にした上で使用量の把握に用いることが重要です。
AUD 100

=

DOT 100

=

一定期間の特定抗菌薬の総使用量(g)

× 100

特定抗菌薬の DDD(g)×同期間の延べ入院患者日数
一定期間における特定抗菌薬の延べ使用患者日数
同期間の延べ入院患者日数

× 100

また、自施設での AUD や DOT を評価するためのツールとして、JACS（Japan antimicrobial
Consumpton Surveillance）があります。参加することで私立医科大学以外の施設との比較ができる
ので有用です。
※1.DDD （Defined Daily Dose） とは WHO が抗菌薬ごとに設定した体重 70kg あたりの 1 日の維持量
を考慮して決められる基準値（g）です。
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※2.JACS は厚生労働科学研究費補助金事業で参加は以下のサイトからです。http://www.jacs.asia/

AUD、DOT のメリット、デメリット 10,12）
算出方法

AUD

メリット

デメリット
・小児、透析患者等では正確性に欠ける

・情報として得やすい

・DDD が処方量と異なる

・施設や国での比較が可能

・DDD は変更される場合がある

・新生児、小児に影響されな
DOT

・1 日投与量が適正量であることが前提

い

・腎機能低下時、半減期の長い抗菌薬の

・腎障害、透析に影響されな

投与日数の算出が煩雑になる

い

・施設によっては算出が難しい

【引用文献・参考資料】
１)

Goldmann DA ，Weinstein RA， Wenzel RP， et al．Strategies to prevent and control the emergence and
spread of antimicrobial-resistant microorganisms in hospital: a challenge to hospital leadership. JAMA
1996; 275: 234-40.

２)

Interagency Task Force on Antimicrobial Resistance. A public health action plan to combat antimicrobial
resistance． Part I. Domestic issues. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention 2001; 1–43.
Available at: http://www.cdc.gov/drugresistance/actionplan/index.htm. Accessed 8 October 2006．

３)

Monnet DL. Toward multinational antimicrobial resistance surveillance systems in Europe. Int J
Antimicrob Agents 2000; 15: 91-101．

４)

Muraki Y et al. Nationwide surveillance of antimicrobial consumption and resistance to Pseudomonas
aeruginosa isolates at 203 Japanese hospitals in 2010. Infection. 2013; 41: 415-23.

５)

Miyawaki K，Miwa Y， et al．The Impact of antimicrobial stewardship by infection control team in a
Japanese teaching hospital．
． Yakugaku Zasshi

６)

2010 ；130：1105-11．

Polk RE, Johnson CK, McClish D, Wenzel RP, Edmond MB. Predicting hospital rates of fluoroquinoloneresistant Pseudomonas aeruginosa from fluoroquinolone use in US hospitals and their surrounding
communities. Clin Infect Dis 2004; 39: 497–503．

７)

飯沼由嗣. 抗菌薬のレギュレーション届出制， 許可制. 総合臨床 2009; 58: 378-81．

８)

丹羽 隆, 他. Infection Control Team による全入院患者を対象とした注射用抗菌薬適正使用推進実施体制の確立と
アウトカム評価．医療薬学 2012; 38: 273-81．

９)

World Health Organization．Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology: ATC Index with DDDs.
Oslo, Norway 2004．Available at: http://www.whocc.no/atcddd/. Accessed 14 January 2007.

１０) Ronald E P, et al. Measurement of Adult Antibacterial Drug Use in 130 US Hospitals: Comparison of

Defined Daily Dose and Days of Therapy. Clin Infect Dis 2007; 44: 664–70.
１１) Schwartz DN, et al. Deriving measures of intensive care unit antimicrobial use from computerized pharmacy

data: methods, validation, and overcoming barriers. Infect Control Hosp Epidemiol 2011; 32: 472-80.
１２) Morris AM. Antimicrobial Stewardship Programs: Appropriate Measures and Metrics to Study their Impact.

Curr Treat Options Infect Dis. 2014; 6: 101-112.

57

2. 抗菌薬使用のガイドラインがあり，スタッフに周知されている
評価対象

１．

✓病院機能評価
❑

✓サイトビジット
❑

❑相互ラウンド

❑病棟ラウンド

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
① 医療機関独自のガイドラインやマニュアルなどはあるか
② ガイドラインやマニュアルが定期的に改訂され周知されているか
病棟・薬剤・臨床検査部門
① ガイドラインやマニュアルなどが適切に配置されているか
② ガイドラインやマニュアルが現場スタッフに周知されているか

２．

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分

ガイドラインや
マニュアルなど
の作成

推奨されるチェック内容
抗菌薬使用に関するガイド
ラインやマニュアルなどを
自施設で独自に作成し定期
的に改訂している

解説
院内で採用している抗菌薬の種類，特性（用法・用
量も含む），使用量，耐性率などが記載されている
ことが望ましいとされます。採用薬の変更や添付文
書などが改訂された場合は，定期的に改訂を行う必
要があります。

ガイドラインの閲覧または

全スタッフを通して院内で簡易に閲覧可能な状況

スタッフへの指

配置場所が周知され，その

にしておくことが必要です（冊子や院内 LAN 等）
。

導や教育

内容について定期的に説明

自施設のガイドラインの内容に関し講習会や勉強

がなされている

会を開催するなどの機会をもつことも重要です。

耐性菌で問題となる広域抗
菌薬（カルバペネム系薬等）
や抗 MRSA 薬について使用
モニタリングの
実施

状況のモニタリングを実施
している
可能な限り抗菌薬が長期投
与されている患者をフォロ
ーしている

現場へのフィー
ドバック

ICT ラウンドを行い主治医
（受け持ち医）とディスカ
ッションがなされている

抽出方法は各施設で異なりますが，電子媒体や紙媒
体などを用い，主要な薬剤に関して使用許可制，届
出制または調査制などの実施と一定の評価が行わ
れていることが勧められます。
全ての抗菌薬において，長期使用は新たな耐性や有
害事象を助長することも想定され，漠然と投与され
ているものに関しては自施設でチェックが必要で
す（長期投与が予想される疾患も同様）
。
ICT ラウンドができない（ない）場合は，ICT の医
師または薬剤師などのコメディカルが主治医とデ
ィスカッションを行います。患者の病態や検査デー
タ，初回介入時はアンチバイオグラムなどを用いた
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評価が重要です。

チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説

ICT ラウンドがない場合で
現場へのフィー

も他職種と相互理解が取

介入内容は，
（電子）カルテに記載することが勧め

ドバック

れ，口頭指示にならない環

られます。

境にある
➢

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容
抗菌薬使用に関するガイド

現場環境の整備

ラインやマニュアルなどが
配置されている

現場スタッフの
行動

３．

解説
ICT が各病棟，外来に配布し，適宜使用するよう啓
発活動を行っていることが重要です。

抗菌薬使用に関するガイド

ICT ラウンドを行い，現場スタッフにどこに配置し

ラインが現場スタッフに周

てあるか，使用方法について理解できているかを確

知されている

認する必要があります。

Question ｰ①
抗菌薬使用に関するガイドラインを作成する際に載せるべき項目について教えてください。
< 解 説 >
薬剤師は患者への抗菌薬の適正使用を推進していく役割を担っており，様々な観点から提言を行っ
ていく必要があります 1,2)。各施設の状況により異なりますが，以下に，抗菌薬使用に関するガイドラ
インを作成する際に考慮する掲載項目を記載します。


感染症診療の考え方



各細菌，真菌，ウイルスの特徴



抗菌薬の Pharmacokinetics-Pharmacodynamics（PK/PD）3）



TDM について，抗 MRSA 薬の特性 4,5)



各抗菌薬の特徴（表などにまとめられている）



腎機能低下時の使用方法と留意点（血液透析，持続的血液濾過透析なども含む）



妊婦および新生児，小児への投与について



各薬剤の相互作用について



術前術後の予防抗菌薬について 6）



微生物の感染経路と感染予防策について



各感染症の各論（敗血症，市中肺炎，院内肺炎，慢性気道感染症，髄膜炎，胆道感染症，腹膜
炎，皮膚軟部組織感染症，尿路感染症，婦人科領域感染症，小児科領域感染症など）



各菌種別アンチバイオグラム



施設の抗菌薬の使用量



抗菌薬の有効菌種
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抗菌薬の適応症



感染症新法



各耐性菌の特徴とその対策 7）



様々な臨床上必要な情報（配合変化，施設基準など）
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日本化学療法学会/日本外科感染症学会，術後感染予防抗菌薬適正使用に関するガイドライン作成委員会編：術後感染
予防抗菌薬適正使用のための実践ガイドライン，杏林舎，2016

７)

薬 剤 耐 性 (AMR) 対 策 ア ク シ ョ ン プ ラ ン

2016-2020 国 際 的 に 脅 威 と な る 感 染 症 対 策 関 係 閣 僚 会 議

(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000120769.pdf) (2016/11/05 閲覧)
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３．抗菌薬適正使用支援（Antimicrobial Stewardship Program:ASP）を実
践するために、病棟ラウンドを定期的に行っている。
評価対象

１．

✓病院機能評価
❑

✓サイトビジット
❑

✓相互ラウンド
❑

❑病棟ラウンド

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
① 病棟ラウンドを定期的に行っているか
② 病棟ラウンドの頻度
③ 現場スタッフへの支援をどのように行っているか
④ 薬剤師が参加しているか
病棟・薬剤・臨床検査部門
① 病棟ラウンドの支援内容の確認をどのように行っているか

２．

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容
ASP を実践するために、病棟
ラウンドを定期的に行い、

スタッフへの指
導や教育

個々の症例への介入を行っ
ている。

解説
感染症専門チームによる ASP は薬剤耐性菌の発生
抑制と患者予後向上、医療コスト削減に重要な役割
を担います。ASP を実践するために病棟ラウンドに
よる個々の症例への積極的かつ系統的な介入を行
う必要があります 1)。

薬剤師が病棟ラウンドに参

薬剤師は ASP において中心的な役割を担うことが

加している

求められています 1）。
病棟ラウンドにて指導・助言を行ったことが，適

モニタリングの
実施

病棟ラウンドの支援内容が

切に遂行されているかどうかの確認が必要です。

適切に遂行されているかを

主治医のみならず，病棟薬剤師を含む病棟スタッ

確認している

フと連携し，モニタリングを行うと良いでしょう
2）

。

➢

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分
現場環境の整備

推奨されるチェック内容
病棟ラウンドの支援内容を
確認する適切な方法がある

現場スタッフの

病棟ラウンドの支援内容を

行動

確認する方法を知っている

解説
主治医以外の病棟スタッフも，病棟ラウンドの支援
内容を理解し，適切に遂行できるよう支援すべきで
あると考えます。
同上
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３．

Question ｰ①
抗菌薬の適正使用について教えてください。
< 解 説 >
抗菌薬の適正使用とは，①抗菌薬の効果を最大限に引き出し、かつ抗菌薬の副作用を最小限にする
→ 患者予後を向上させる，②薬剤耐性菌の出現を防止する，③医療費を抑制する，といった事が挙げ
られます。特に薬剤耐性菌については、世界的な増加が問題となっている昨今、日本において 2016 年
4 月 5 日に「薬剤耐性（AMR）アクションプラン」3）が掲げられ、このプランの中で薬剤耐性菌の増加を
防止すべく抗菌薬適正使用の推進について述べられています。
抗菌薬適正使用の実践的なところでは、2007 年 IDSA/SHEA より提唱された抗菌薬適正使用支援に関
するプログラム 4）である Antimicrobial Stewardship Program （ASP）が参考になります。2016 年 4 月
に同学会から ASP 実施に関する新たなガイドライン 5)が発表され、より実践的かつ具体的な内容が記載
されており（表 1）
、非常に役に立つものと思われます。ぜひ院内の ASP 活動で参考にして下さい。
表 1 ASP で推奨されている主な内容（文献 5 引用一部改編）
1

抗菌薬使用前承認や前向き監査のフィードバックの実施

2

抗菌薬適正使用のための教育は、講義による一方的な教育活動ではなく、教育プログラムとの統合を図る

3

院内診療ガイドラインの作成（例：コモンな感染症のクリニカルバス、ガイドライン、オーダセットへの関与）

4

特定の感染症患者への介入（例；皮膚軟部組織感染症、無症候性細菌尿、市中肺炎）

5

クロストリジウム感染症発生に関与する高リスクな抗菌薬の使用制限（例：クリンダマイシンや広域抗菌薬）

6

抗菌薬のルーチン処方の見直し（抗菌薬タイムアウトやストップオーダ制の導入）

7

コンピュータによる処方時の臨床判断支援システムの導入

8

抗菌薬サイクリング療法は行うべきでない

9

アミノグリコシド系薬やバンコマイシンの TDM

10

医療費削減のための、PK/PD 理論に基づいた広域βラクタム系薬の用量調節の提案

11

初期治療に用いる経口抗菌薬の適正使用および静注から経口抗菌薬へのスイッチ

12

βラクタム系薬のアレルギー歴がある患者に対する、アレルギー評価とペニシリン皮膚テスト

13

抗菌薬使用期間を短くするための、患者背景に基づいた効果的な抗菌薬治療期間の設定

14

層別化アンチバイオグラムの作成（例：ICU と非 ICU、成人と小児など）

15

薬剤感受性試験結果の選択的または多段階的な報告（例：セファゾリンに感受性がある場合、セフトリアキソンは報告しない）

16

不適切な抗菌薬使用減少のための、迅速ウイルス検査（呼吸器検体）の実施

17

ASP による積極的なサポート下における血液検体の迅速診断検査（例：PNA-FISH、MALTI-TOF）

18

ICU 成人患者での、抗菌薬使用量減少を目的とした経時的なプロカルシトニンの測定

19

侵襲性真菌感染症リスクが高い血液腫瘍患者における真菌マーカーの測定（例：ガラクトマンナン、β-D-グルカン、PCR）

20

抗菌薬使用量のモニタリング（例：DOT、AUD）

21

抗菌薬コストの算出は、購入記録ではなく処方または投与記録をベースとして算出する

22

ASP による介入の評価方法（例：治療日数、経口抗菌薬への変更率、30 日死亡率、クロストリジウム感染症や副作用率など）

23

血液腫瘍患者の発熱性好中球減少症に対する院内ガイドラインの作成

24

免疫不全患者における抗真菌薬適正使用の介入
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25

老人ホームや介護施設における ASP の実施

26

NICU における ASP の実施

27

終末期患者における ASP の実施

Question ｰ②
病棟ラウンドでの症例介入における注意点について教えてください。
< 解 説 >
ASP を実践するために、定期的な病棟ラウンドによる個々の症例への積極的かつ系統的な介入が重
要です 1)。 具体的には表 2 に示すような症例が主な対象となります。症例介入で注意すべきことは、
あくまで支援であり、一方的な介入にならないようにしなければなりません。主治医の考えを尊重し
た上で、最適な抗菌薬治療を主治医と検討する姿勢が大切です。また患者の状態は日々変化するため、
継続的な支援が重要となりますが、介入症例すべてを毎日チェックできる施設は限られています。そ
のため、変化する患者状態に応じた薬物投与設計、薬物相互作用の回避、TDM 実施時期の最適化など
を適切に行うためには、病棟薬剤師や看護師など病棟スタッフの協力が欠かせません。支援内容が適
切に遂行できるように主治医のみならず、病棟薬剤師や看護師など現場スタッフとの支援内容の情報
共有が重要となります。
表 2 ICT ラウンド対象患者の具体例（文献 6 より引用一部改変）
MRSA および各種耐性菌検出患者
血液培養陽性患者
対象者
同一抗菌薬を 2 週間以上投与している患者
主治医からの依頼患者
MRSA 感染症患者に対して抗 MRSA 薬以外を投与している症例
耐性菌に無効な抗菌薬を投与している症例
敗血症の起炎菌が検出したにもかかわらず投与抗菌薬を変更していない症例
抗菌薬の不十分な投与量により，起炎菌が消失しない症例
具体的な症例

炎症反応が消失しているにもかかわらず投与を継続している症例（各種疾患の適
切な治療期間内と判断されないものに限る）
起炎菌と MIC が判明しているにもかかわらず無効な抗菌薬を投与している症例
投与前の起炎菌推定を依頼された症例
投与中の抗菌薬の効果判定を依頼された症例
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４．抗 MRSA 薬やカルバペネム系抗菌薬などの広域抗菌薬に対して，届出制や
許可制などにより介入が出来ている

✓病院機能評価
❑

評価対象

１．

✓サイトビジット
❑

✓相互ラウンド
❑

❑病棟ラウンド

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
① 診療科別に使用届出書，使用許可書の提出率を算出しているか
② 診療科別の提出率を感染対策委員会等で報告しているか
③ 提出率の改善に向けたツールはあるか
④ 特定広域抗菌薬の使用状況を把握しているか
⑤ 特定広域抗菌薬の使用状況を ICT で共有するツールはあるか
病棟・薬剤・臨床検査部門
なし

２．

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分
スタッフへの指
導や教育

推奨されるチェック内容
使用届出書，使用許可書の提
出率が低い診療科に対して指
導などを行っている
診療科別に使用届出書や許可
書の提出率を算出している

解説
抗菌薬の院内全体の使用状況は，特定の診療科に
大きく依存する場合があり 1），診療科別に使用状
況を把握し，問題がある場合にはその診療科の指
導を行う必要があります。
同上

使用届出制や使用許可制の対

感染防止対策加算の規定では，バンコマイシンな

象となっている特定広域抗菌

どの抗 MRSA 薬および広域抗菌薬等の使用に際し

薬の使用状況（使用患者，使

て届出制などをとり，投与量，投与期間の把握を

モニタリングの実

用日数，投与理由、用法・用量

行い，臨床上問題となると判断した場合には，投

施

など）を確認している

与方法の適正化をはかることとされています。
偏った抗菌薬の使用は，その抗菌薬に耐性となっ

特定広域抗菌薬の使用状況を

た細菌による院内感染が危惧されることから 3），

ICT で共有するツールがある

ICT 内で特定抗菌薬の使用状況を共有し抗菌薬適
正使用に役立てることが推奨されます。

➢

感染対策委員会等で定期的に

届出や許可制による使用制限の効果を長期的に

現場へのフィー

診療科別の使用届出書，使用

維持することは難しく，これらを維持するために

ドバック

許可書の提出率を報告してい

は届出制度から得られた情報のフィードバック

る

や持続的な教育活動が重要と思われます 4）。

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
なし
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Question ｰ①
広域スペクトラム抗菌薬の使用状況を確認する際の着眼点について教えてください。
< 解 説 >
抗菌薬の使用量増加は薬剤耐性菌の増加に関連すると言われており 4）、特に広域抗菌薬はさまざま
な菌に影響を及ぼす可能性があるため、他の抗菌薬と比較してより抗菌薬適正使用が重要となりま
す。その中でも広域抗菌薬の代表例であるカルバペネム系薬は、増加が非常に問題となっている ESBL
産生菌に対する第 1 選択薬としてさらに重要性が増しており、将来使える抗菌薬として残しておくた
めにも大切に使用しなければなりません。従って抗菌薬使用量の継続的な監視を行い、特に広域抗菌
薬の不適正な使用を防止することが重要となります。ただし注意が必要なのは，単に広域抗菌薬の使
用を制限するだけでは、使用制限による他の抗菌薬の偏った使用量増加につながってしまいます 5）。
不適正に使用されている状況を把握し、適正な抗菌薬の使用につなげることが大切です。また，広域
抗菌薬を含む抗菌薬全体の使用状況を，薬剤耐性菌の発生状況と併せてモニタリングし，その効果を
中・長期的に評価していくことが重要です。

【引用文献・参考資料】
１)

小野祐志，上田恒平，渋谷豊克, 他. 抗菌薬使用グラフを利用した 1 日使用量と使用日数の評価: 各診療科における
β-ラクタム系薬の比較. 日本環境感染学会誌 2011; 26（6）: 385-91.

２)

高橋佳子. 抗菌薬使用状況モニタリングと耐性菌サーベイランス. 月刊薬事 2010; 52（9）: 1281- 6.

３)

坪井 昭, 他. 特定抗菌薬使用前届出制の抗菌薬適正使用への効果. 日本環境感染学会誌 2008; 23（4）: 295-8.

４)

Bell BG, Schellevis F, Stobberingh E, et al. A systematic review and meta-analysis of the effects of
antibiotic consumption on antibiotic resistance. BMC Infect Dis. 2014 Jan 9;14:13.

５)

Dellit TH, Owens RC, McGowan JE, et al. Infectious Diseases Society of America and the Society for
Healthcare Epidemiology of America Guidelines for Developing an Institutional Program to Enhance
Antimicrobial Stewardship. Clin Infect Dis 2007; 44: 159-77.
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５．抗菌薬の適正使用のため抗 MRSA 薬使用時に TDM を推進し，その実施状況
を ICT で把握している
評価対象

１．

✓病院機能評価
❑

✓サイトビジット
❑

❑相互ラウンド

❑病棟ラウンド

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
① 診療科別に TDM の実施率を算出しているか
② 診療科別の TDM 実施率を感染対策委員会等で報告しているか
病棟・薬剤・臨床検査部門
① 担当医に血中濃度確認の採血を促すための適当なツールはあるか

２．

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説

モニタリングの

診療科別に TDM 実施率を算

診療科別の TDM 実施率を把握し，実施率が低い診療

実施

出している

科には介入を行う必要があります。
感染対策委員会などにおいて，各診療科の TDM 実施

現場へのフィー
ドバック

感染対策委員会等で定期的

率の報告後，実施率が大幅に改善したとの報告があ

に診療科別の TDM 実施率を

ります 1）。また，実施率を公表することで，診療科

報告している

に対し TDM 実施を促すだけでなく，院内全体への波
及効果も期待できます。

➢

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
抗 MRSA 薬を有効かつ安全に使用するためには，TDM
の実施が不可欠であり，投与開始時には担当医に血
中濃度確認の採血を行うよう働きかける必要があ
ります。担当医に TDM 実施を促す体制の整備とし
て，これまでにオーダリングシステムの導入

2,3）

，

1）

担当医に血中濃度確認の採
現場環境の整備

血を促すための適当なツー
ルがある

抗 MRSA 薬処方時の注意喚起 ，TDM 実施を促す院
内通知 4），TDM 未実施医師への通知文書 1），フロー
チャートの利用
入

6）

5）

および TDM クリニカルパスの導

な ど が 報 告 さ れ て い ま す 。 そ の 他 ， PBPM

（protocol based pharmacotherapy management）
の導入による TDM 採血オーダーの入力支援の有用
性も報告されています 7)。日本病院薬剤師会では、
厚生労働省医政局通知「医療スタッフの共同・連携
によるチーム医療の推進について」8)の解釈と実践
67

チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
事例 9)において、
「抗 MRSA 薬処方支援（TDM）プロ
トコール」を記載しています。これらを踏まえて，

担当医に血中濃度確認の採
現場環境の整備

血を促すための適当なツー
ルがある

自施設の特性を考慮して TDM 推進のためのツール
運用を整備する必要があります。また，必要に応じ
て複数の対策を併用し，院内の医師への周知を図る
必要があります。TDM 未実施医師への通知文書を配
布した結果，実施率は 90%以上に達したとの報告も
あります 1）。
抗菌薬 TDM ガイドライン改訂版では，バンコマイシ
ン，テイコプラニンで 4 日間以上，アミノグリコシ
ド系薬をグラム陰性桿菌感染症治療（尿路感染を除
く）に 1 日単回投与で使用する場合，感染性心内膜
炎に使用する場合等は，TDM の実施が推奨されてお
り 10），実施していない医師に対しては，適切な介入
が必要です。なお，アルベカシン等のアミノグリコ

現場スタッフの
行動

血中濃度確認の採血が実施

シド系薬は，2012 年版のガイドラインでは 5 日間

されない場合，主治医へ採

以上治療を行う場合に TDM が推奨されていました

血を促している

が，24 時間で TDM 評価が可能である等の理由によ
り，改訂版では予定投与日数の制限は無くりまし
た。業務フローチャートを作成し，各部門の介入や
医師，薬剤師，看護師，臨床検査技師など各職種の
役割分担を表示しておくことにより，92.9%と高い
実施率が得られたとの報告があります 5）。現場スタ
ッフの行動範囲を明確にしておくことも有用な手
段の 1 つです。

３．

Question ｰ①
グリコペプチド系薬などの抗菌薬は TDM を行う必要がある理由について教えてください。
< 解 説 >
グリコペプチド系薬は，中毒濃度域と治療濃度域が近接しており，中毒濃度域を超えると腎障害の
発現率が上昇します。また，体内動態の個体間および個体内変動が大きいため，厳密な血中濃度コン
トロールが必要です。したがって，画一的な投与設計ではなく，TDM に基づく個別の投与設計が必要
です。これらは治療濃度や副作用など薬剤の性質が異なるため，それぞれの薬剤の特徴を理解してお
く必要があります。詳細は，Ⅳ-6 にて後述しています。
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６．TDM 実施時には薬剤師が解析を行い，担当医に助言している
評価対象

１．

✓病院機能評価
❑

✓サイトビジット
❑

❑相互ラウンド

❑病棟ラウンド

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
なし
病棟・薬剤・臨床検査部門
① TDM に関するマニュアルはあるか
② 初期投与量設計を能動的に実施しているか
③ 推奨される投与方法を担当医にどのように助言しているか

２．

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
なし

➢

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
自施設や薬剤部の状況を考慮して，血中濃度測定や
投与設計に関する情報を共有化可能なマニュアル
で整備することが望ましいと考えますが，時間的な

TDM に関するマニュアルを
薬剤部で可能な限り作成し
ている

制約や労力の観点から困難である施設も多いと予
想されます。投与設計フローチャートや参考となる
情報を記載した情報提供カードなどの簡便なツー
ルの利用は，治療率向上に寄与したとの報告もあ
り，これらを代用することも可能と考えます。「抗
菌薬 TDM ガイドライン改訂版」1）も状況に応じて活

現場環境の整備

用することが望ましいでしょう。
薬物動態学的解析を簡便に行うことのできるソフ
トウェアは有用なツールとなり得ますが，現在，こ
推奨される投与方法を担当

れらのソフトウェアは多数存在します 2～4）。用いら

医に助言するための適当な

れている母集団やベイジアン法，Sawchuk-Zaske 法

ツールがある

などの推定方法は異なるため，それぞれの特徴を理
解し，適切なソフトウェアを使用する必要がありま
す。
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チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
初期投与量の設計は，血中濃度を早期に治療濃度域
へ到達させることを可能にします。また，患者の状
態や腎機能，体重などのパラメーターを正確に反映
させた投与設計に努めるべきであると考えます。鈴

血中濃度測定前の初期投与

木らは， VCM 投与患者に初期投与設計を行うこと

量設計を能動的に実施し，

により，適正濃度範囲内に到達する症例の割合は

推奨される投与方法を薬剤

87.5%と報告しています

師が担当医に助言している

効率の上昇，総投与日数の短縮を認めたことを報告

5）

。同様に，寺町らは，有

しています 6）。したがって，有効かつ安全な治療の
遂行および医療経済学的な観点から，薬剤師が積極
的に初期投与設計に関わることは重要であると考

現場スタッフの

えます。

行動

TDM は患者背景や起炎菌の性状，PK/PD 理論などを
総合的に勘案したうえで実施する事が重要です。
VCM 投与患者に対する適切な TDM の施行は，有効性
血中濃度測定後の TDM 解析
結果に基づき，推奨される
投与方法を薬剤師が担当医
に助言している

の向上 7），腎機能障害発症率の軽減

8,9）

，薬剤費の

節減 9）に寄与することが報告されています。したが
って，薬剤師は正確な患者背景の把握と科学的根拠
に立脚した TDM を施行し，薬物動態学的解析にて得
られた結果に基づき簡潔かつ明確なコメントにて
適切な投与方法を推奨する必要があります。患者背
景や PK/PD 理論を考慮し，医師と十分協議するこ
と，そして，助言することが重要です。

３．

Question ｰ①
TDM が必要な抗菌薬とその推奨される血中濃度について教えてください。
< 解 説 >
現在，本邦において日常診療上，TDM が行われている抗菌薬は，グリコペプチド系薬のバンコマイ
シン，テイコプラニン，アミノグリコシド系薬のアルベカシン，アミカシン，ゲンタマイシン，トブ
ラマイシンおよび抗真菌薬のボリコナゾールです。それぞれの薬剤において，推奨血中濃度および採
血ポイントが異なるため，薬剤別に注意事項を以下に示します（表）
。
バンコマイシン（VCM）
従来，10～15μg/mL の目標トラフ濃度が推奨されていました。近年，抗菌薬 TDM ガイドライン改
訂版 1）や VCM の TDM に関するコンセンサスレビュー10）において，目標トラフ濃度 10～20μg/mL と
明記され，高濃度管理が進んでいます。しかし，腎機能障害発症率は，濃度依存的に上昇すること
11）

や，トラフ濃度 15μg/mL 以上の症例では，それ未満の症例と比較して，腎機能障害発症率が高い

12）

ことが報告されており，初回目標トラフ値は 10～15μg/mL に設定することとされています 1，

10)

。したがって，患者の状態や病態を十分考慮して，15～20μg/mL の設定は慎重に行う必要があり
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ます。
テイコプラニン（TEIC）
これまで 10～30μg/mL が目標トラフ値として推奨されていましたが、2016 年に発表された抗菌薬
TDM ガイドライン改訂版 1)では，トラフ値 20～30μg/mL での臨床効果，安全性が確認されているこ
となどから，目標トラフ値は 15～30μg/mL が推奨されています。また，重症例 13～19），心内膜炎 20～
23）

，骨関節感染症 24）などでは，トラフ濃度 20μg/mL 以下における治療失敗例が報告されており，

目標を 20μg/mL 以上に設定することが必要です。一方で，トラフ濃度が 40μg/mL 以上では血小板
減少，60μg/mL 以上では腎機能障害の発現頻度が上昇します 25,26）。しかし，VCM と比較して腎機能
障害，レッドネック症候群などの副作用発現率は低く，安全性は高いとされます 10）。
アルベカシン（ABK）
抗菌薬 TDM ガイドライン改訂版 1）では，臨床効果と Cpeak/MIC≧8 が相関するため，目標 Cpeak15
～20μg/mL への設定が推奨されています。また，目標 Cpeak を 15～20μg/mL に設定した結果，治療
成績が良好であったとの報告もあります 27）が，上限値の設定に関して明確な根拠はありません。ま
た，腎機能障害の観点からトラフ濃度 1～2μg/mL 未満での設定が推奨されています。
アミカシン（AMK）
Maller ら 28）は，AMK15mg/kg を投与した結果，投与開始 1 時間後および 24 時間後の平均血中濃度
はそれぞれ 55μg/mL および 1.3μg/mL で，有効性，安全性が認められたと報告しています。抗菌薬
TDM ガイドライン改訂版

1）

では MIC≦4μg/mL では Cpeak41～49μg/mL を目標とし、初期投与量とし

ては感染症の重症度や起因菌の MIC から 15mg/kg または 20mg/kg を 1 日 1 回投与が推奨されていま
す。またトラフ値は＜4μg/mL を目標値としています。
ゲンタマイシン（GM）
Locksmith ら 29）は，GM5.1mg/kg を投与した結果，投与開始 30 分後の平均血中濃度が 18.1μg/mL で
あったと報告しています。また，Nicolau ら

30）

は，GM7mg/kg で投与した結果，投与開始 1 時間後の

平均血中濃度が 18.7μg/mL であったと報告しています。抗菌薬 TDM ガイドライン改訂版

1）

では MIC

≦1μg/mL では Cpeak≧8～10μg/mL を目標とし、初期投与量としては感染症の重症度や起因菌の MIC
から 5mg/kg または 7mg/kg を 1 日 1 回投与が推奨されています。またトラフ値は＜1μg/mL を目標値
としています。
ボリコナゾール（VRCZ）
VRCZ のトラフ値は 2μg/mL 以上で有効性が期待できるとの報告 31）がある一方で，トラフ値が 1μ
g/mL 以上で治療成功率が向上するとのメタ解析の報告 32）があり，抗菌薬 TDM ガイドライン改訂版
1）

では，目標トラフ値として 1～2μg/mL 以上が推奨されています。安全性に関しては，トラフ値が

4～5μg/mL を超える場合には肝障害に注意するとなっています。経口投与のバイオアベイラビリテ
ィは高い 33，34）ものの、注射剤と同等な PK ではない 35～37）ため、注射剤からの切り替えの場合は TDM
を考慮する必要があります。2014 年 9 月より小児への適応が追加承認され、小児では経口投与の場
合バイオアベイラビリティは成人より低率となるため注射剤からの投与が推奨されています 38～40）。
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表. TDM 対象薬剤の目標血中濃度
薬剤名

VCM

ピーク値

TEIC

記載なし

(μg/mL)

ABK

AMK

GM, TOB

VRCZ

15～20

41～60

≧8～20

記載なし

1～2 未満

4 未満

1 未満

1～2 以上

目標血中濃度
トラフ値
(μg/mL)

10～20

15～30

<1 時間で投与した場合>
ピーク値

記載なし

点滴終了直後
<30 分で投与した場合>

記載なし

点滴終了 30 分後

採血ポイント

トラフ値

投与前 30 分以内
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V. 周術期感染対策関連におけるチェック
1. 周術期予防抗菌薬の種類や使用期間の状況について調査し指導している
評価対象

１．

✓ 病院機能評価
❑

✓サイトビジット
❑

❑相互ラウンド

❑病棟ラウンド

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
① 感染対策部門で各科の使用指針を把握しているか
② 使用状況を調査しているか
③ 不適切な使用について指導を行っているか
病棟・薬剤・臨床検査部門
① 周術期予防抗菌薬の使用指針を定めているか
② 周術期予防抗菌薬の使用指針に従い処方を行っているか

２．

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
周術期に使用する予防抗菌薬について，院内で統

周術期予防抗菌薬につい

一または標準化されたマニュアルを作成すること

マニュアル・計画

て，院内で統一または標準

で不適切な抗菌薬使用を避けることができます。

表の作成

化されたマニュアルを作成

さらに適切な使用方法により予防効果を上げ，手

している

術部位感染（surgical site infections:SSI）発
生の抑制を図ることができます。

周術期予防抗菌薬の種類や
使用期間について把握，助
スタッフへの指

言している

導や教育

手術部位，清潔レベルによる周術期予防抗菌薬の種
類や使用期間など効果を上げるための適切な使用
方法についての指導，助言は，理解の促進とそれに
準じた行動を増加させます。

周術期予防抗菌薬の不適切

自主性に任せた周術期予防抗菌薬の使用には限界

な使用について指導を行っ

があり，SSI 発生や耐性菌発現のリスク，コスト面

ている

から最低限の情報と知識の共有が重要です。
周術期予防抗菌薬の種類，使用期間など使用状況を

モニタリングの

周術期予防抗菌薬の使用状

実施

況を調査している

モニタリングすることで，不適切な抗菌薬の使用を
減らすことができ，耐性菌発現のリスク低下につな
がります。また，必要があれば介入，助言を行うこ
とも重要です。
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➢

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
SSI 発生率を低下させるためには，周術期予防抗菌

周術期予防抗菌薬の種類や
現場環境の整備

使用期間について使用指針
を定めている

薬を適切に使用する必要があります 1）。手術部位，
清潔レベルに基づく予防抗菌薬の選択，抗菌薬ごと
の適切な使用タイミング，長時間手術における術中
再投与，使用期間などを診療科別，手術別に明確化
しておく必要があります。
周術期予防抗菌薬の使用状況を調査し，使用指針か

現場スタッフの

周術期予防抗菌薬の使用指

行動

針に従い処方を行っている

ら外れた使用が行われている場合には，必要に応じ
て介入し指導・助言を行う必要があります。また，
SSI サーベイランスの結果と併せてフィードバッ
クすることで，よりよい介入となります。

３．

Question ｰ①
周術期予防抗菌薬に用いられる一般的な抗菌薬と推奨される使用期間について教えてください。
< 解 説 >
予防抗菌薬は組織の無菌化が目標ではなく，術中汚染菌量を宿主防御機構でコントロールできるレ
ベルにまで低下させ，SSI の発症を減少させるために補助的に使用します。原則として，遠隔部位感
染は対象としていません。感染症治療とは異なり，予防抗菌薬はほぼすべての手術患者に対して使用
されるため，耐性菌出現などへの影響が大きく，適正使用が重要となります。予防抗菌薬の効果を高
めるためには，次のことに注意が必要です。①予防抗菌薬の適応：どのような手術に有用か，②抗菌
薬の選択：使用する抗菌薬は手術創の分類に従い選択，③初回投与のタイミング：皮膚切開前 1 時間
以内に投与（バンコマイシン，フルオロキノロン系薬は 2 時間以内に投与）
，④追加投与：長時間手
術の場合，術中に再投与を行う（再投与の間隔は抗菌薬の半減期の 2 倍を目安にするとされており，
例えばセファゾリンの場合，3～4 時間毎に投与）
，⑤投与期間：術後 24 時間以内に投与を中止する
（心臓血管外科の手術では 48 時間以内）
。予防抗菌薬を 3 日以上投与した場合，耐性菌の発現が有意
に高くなること 2）や，胃切除においては腸内のビフィズス菌が減少し，緑膿菌，腸球菌が増加するこ
とが証明されています 3）。また，全病院的に予防抗菌薬の投与期間を 1.6 日に短縮したところ，術後
に分離される緑膿菌の検出が有意に減少したとの報告もあり 4），できるだけ短期間投与にとどめる必
要があります。その他，肥満症例では，血中および組織内の抗菌薬濃度が対象とする細菌群の最小発
育阻止濃度（minimum inhibitory concentration：MIC）以下となることが報告されており，80kg を
超える症例にセファゾリンを使用する場合には 1 回 2g 投与することが推奨されます。また，1,500mL
を超える大量出血があった場合などには，追加投与を行うことが推奨されています。予防抗菌薬は，
術中汚染の原因菌，すなわち手術部位に常在する細菌に対し有効な抗菌薬を選択します。SSI の原因
菌は手術部位の汚染度別に異なり，清潔創では皮膚の常在菌をターゲットとして，黄色ブドウ球菌や
連鎖球菌に抗菌活性があるセファゾリン（CEZ）やスルバクタム/アンピシリンが推奨されています。
それに加えて，準清潔創では臓器特有の常在細菌叢，すなわち上部消化管や肝胆膵では大腸菌や肺炎
桿菌などのグラム陰性桿菌に抗菌活性がある第 2 世代セファロスポリン系薬のセフォチアム，また，
下部消化管では加えて嫌気性菌に抗菌活性がある CEZ＋メトロニダゾール（MNZ）セフメタゾールやフ
77

ロモキセフが推奨されています。術後感染症の原因菌として緑膿菌や MRSA が検出されることがあり
ますが，これらをターゲットとしてはいけません。また，β-ラクタム系薬にアレルギーがあり，ペ
ニシリン系薬やセフェム系薬の使用が困難な場合は，代替薬として清潔部位ではクリンダマイシン
（CLDM）やバンコマイシンが推奨され，準清潔部位ではそれらにアミノグリコシド系薬，フルオロキ
ノロン系薬，またはアズトレオナムの併用が推奨されています 5）。また，嫌気性菌の関与が想定され
る場合には，下部消化管や婦人科では MNZ，口腔や咽頭の手術では CLDM の追加が推奨されています
5）

。
以下の表 1 に，各領域における標準的な術式に対する代表的な予防抗菌薬とβ-ラクタム系薬アレ

ルギーに対する代替薬を示します。また，表 2 に代表的な抗菌薬の半減期と再投与間隔を示します。

表 1 各領域における術式に対する代表的な予防抗菌薬とβ-ラクタム系薬アレルギーに対する代替薬
手術部位

抗菌薬

β-ラクタム系薬アレルギー
に対する代替薬

心臓外科
冠動脈バイパス手術

CEZ

VCM，TEIC，CLDM

CEZ

VCM，CLDM

血管外科
胸部大動脈解離に対する人工血
管置換術（待機手術）
呼吸器外科
肺切除術（開胸）

CEZ, SBT/ABPC

CLDM, VCM（GM，FQs，AZT 併用
可）

上部消化管外科（食道，胃）
胸部食道切除術
（胃管，空腸再建）
幽門側胃切除術

CEZ

CLDM or VCM＋AGs or FQs or AZT

CEZ

CLDM or VCM＋AGs or FQs or AZT

肝胆膵外科（脾手術も含む）
肝臓切除（胆道再建伴わない） CEZ, FMOX, CTM，SBT/ABPC

AGs，FQs

膵頭十二指腸切除術

CEZ, CTM

AGs，FQs

腹腔鏡下胆嚢摘出術

CEZ

CLDM or VCM＋AGs or FQs or AZT

下部消化管外科（小腸，虫垂，結腸・直腸）
結腸切除術（開腹）

CMZ，FMOX，CEZ＋MNZ

AGs or FQs＋MNZ

耳鼻咽喉科・頭頸部外科
口腔咽頭悪性腫瘍手術（含む筋 SBT/ABPC，CEZ＋CLDM，CEZ＋
皮弁再建）
・喉頭全摘術

MNZ，CMZ

FQs or AGs or VCM＋CLDM or MNZ

産科
帝王切開術（未破水）

CEZ

CLDM＋AGs
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手術部位

β-ラクタム系薬アレルギー

抗菌薬

に対する代替薬

婦人科
卵巣腫瘍手術（開腹）

CEZ

CLDM，VCM

腹式子宮摘出術（開腹）

CMZ，FMOX，SBT/ABPC，CEZ＋MNZ

CLDM＋AGs，MNZ＋AGs，FQs＋MNZ

CEZ

VCM，TEIC，CLDM

CEZ, SBT/ABPC

経口/静注 FQs

CMZ, FMOX, SBT/ABPC

AGs or FQs＋MNZ

CEZ

CLDM, VCM

整形外科
人工関節置換術
泌尿器
尿路系開放なし（腎摘除術，副
腎摘除術，会陰部手術など）
膀胱摘除術＋消化管利用尿路変
向術など
乳腺外科
乳房再建を伴わない乳腺手術

CEZ：セファゾリン，CTM：セフォチアム，CMZ：セフメタゾール，FMOX：フロモキセフ， SBT/ABPC：スル
バクタム/アンピシリン，FQs：フルオロキノロン系薬，AGs：アミノグリコシド系薬，GM：ゲンタマイシ
ン，AZT：アズトレオナム，VCM：バンコマイシン，TEIC：テイコプラニン，CLDM：クリンダマイシン，
MNZ:メトロニダゾール
文献 5）より引用,一部抜粋

表 2 抗菌薬の半減期と腎機能正常例（eGFR-IND≧50mL/min＊）での再投与間隔
半減期
抗菌薬

（腎機能正常, 時
間）

再投与間隔
（時間）

半減期
抗菌薬

（腎機能正常, 時
間）

再投与間隔
（時間）

CEZ

1.2-2.2

3-4

CLDM

2-4

6

SBT/ABPC

0.8-1.3

2-3

GM

2-3

5

AZT

1.6-1.8

3-4

VCM

4-8

8

CPFX

3-7

8

MNZ

6-8

8

CPFX：シプロフロキサシン
＊：eGFR-IND(ｍL/min)＝eGFR(mL/min/1.73m2)×(患者体表面積/1.73m2)
文献 5）より引用,一部抜粋
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感染症診療関連におけるチェック

VI.

1. 病院における細菌の薬剤感受性データ（アンチバイオグラム）をスタッフに
定期的にフィードバックしている
評価対象

１．

✓ 病院機能評価
❑

✓サイトビジット
❑

❑相互ラウンド

❑病棟ラウンド

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
① アンチバイオグラムを用いた診療を推進しているか
病棟・薬剤・臨床検査部門
① 医療機関独自のアンチバイオグラムを作成しているか
② アンチバイオグラムは定期的に更新しているか
③ 全職員がアンチバイオグラムを閲覧できるツールはあるか
④ 必要時にアンチバイオグラムを直ちに閲覧できるか

２．

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説

スタッフへの指

アンチバイオグラムを用い

耐性菌出現の抑制のために，アンチバイオグラムの

導や教育

た診療を推進している

使用を推進する必要があります。

モニタリングの

細菌の薬剤感性率を定期的

細菌の薬剤感性率は，感染症診療の予後に大きな影

実施

に算出している

響を与えるため，毎年 1 回の更新が必要です。

全スタッフがアンチバイオ

感染症診療支援ならびに感染防止対策の両面から，

グラムを閲覧できるツール

アンチバイオグラムを全スタッフが閲覧でき，その

がある

結果に基づいた対応をする必要があります。

現場へのフィー
ドバック

➢

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分
現場環境の整備

推奨されるチェック内容

解説

アンチバイオグラムは定期

感染症診療において，変動する細菌の感受性に合わ

的に更新され，必要時に閲

せてアンチバイオグラムは更新され，その情報を必

覧できる

要時に閲覧できることは重要です。
アンチバイオグラムの使用は施設内のローカルフ

現場スタッフの

アンチバイオグラムを診療

ァクターを考慮した狭域で有効な抗菌薬を選択で

行動

に用いている

きるようになるため，診療にアンチバイオグラムを
用いることは重要と考えます。
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３．

Question ｰ①
アンチバイオグラムについて教えてください。
< 解 説 >
アンチバイオグラムとは施設において検出された主要な細菌の薬剤感受性結果をまとめ，細菌ごと
に各薬剤の感性率を求めた一覧表 1）のことです。Antimicrobial Stewardship ガイドラインでも推奨
されており 2），起因菌不明な段階での初期治療（empirical therapy）において，患者背景などから
起因菌を推定し，有効な抗菌薬を選択する際に役立ちます 3）。アンチバイオグラム作成時の感性・耐
性の判定基準は国や学会によって異なりますが，本邦では多くの施設で，米国の CLSI（Clinical and
Laboratory Standards Institute）の判定基準をもとに作成されています 4,5）。
表 1 アンチバイオグラムの使用条件 6）
患者の重症度の評価ができている
感染臓器が特定できている
感染症診療マニュアル/ガイドラインにて推奨されている抗菌薬を把握している
微生物検査（グラム染色など）から起因菌が推定できる
感性率が高い（薬価の低いことが望まれる）抗菌薬を選択する

Question ｰ②
抗菌薬感受性試験の結果はどのように読めばよいか教えてください。
< 解 説 >
薬剤感受性試験の“S”
，
“Ⅰ”
，
“R”はその抗菌薬で治療が可能かどうかを定性的に示したもので
す。S（Susceptible：感性）は推奨される抗菌薬の投与量で臨床的有効性が期待でき，R
（Resistant：耐性）は有効性が期待できないことを意味しています。Ⅰ（Intermediate：中間）は
用量を超えて投与した場合や生理的に濃縮される部位（尿路など）に使用された場合には有効性が期
待できることがありますが，尿路感染症などの一部の感染症を除き，通常は治療薬として選択されま
せん。また，S と R の間に設定され，検査の許容誤差を含む緩衝帯の意味もあります。
“S”
，
“Ⅰ”
，
“R”を決定する MIC 値をブレイクポイントといい，代表的なものに，米国の CLSI の
ブレイクポイント 7），欧州の EUCAST（The European Committee on Antimicrobial Susceptibility
Testing）のブレイクポイント 8），日本化学療法学会のブレイクポイント 9～12）があります。
以下に広く普及している CLSI のブレイクポイントと日本化学療法学会のブレイクポイントの比較
を示します。
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表 2 CLSI と日本化学療法学会ブレイクポイントの比較
項目

特徴

利点

欠点

CLSI のブレイクポイント

日本化学療法学会のブレイクポイント

菌種別に設定されている

疾患別に設定されている

・臨床的に広く普及している

体内動態や PAE（post-antibiotic effect）
，

・疫学調査にも転用しやすい

抗菌力（殺菌または静菌作用）などの薬剤別

・毎年改訂される

の特性を考慮され設定されている

・米国の投与量・投与回数に基づいて設

・設定されている感染症が少ない

定されており，結果の解釈に注意が必要

（呼吸器感染症・敗血症・尿路感染症）

・抗菌薬の移行性などは考慮されていな

・導入されている施設が少ない

い

・改訂は不定期

・抗菌薬感受性試験結果に記載されている MIC が低い薬剤は有効性が期待できる。しかし
ながら、生体外試験であり記載された MIC が感染部位で得られるかは様々な要素に影響を
注意点

受ける。
・薬剤ごとに有効な抗菌薬の投与量，またその投与により得られる血中濃度は全く異なり，
違う薬剤同士の血中濃度の比較（MIC の比較）は意味がない。
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2. 菌血症の診断精度の向上のため血液培養の 2 セット採取を推進している
評価対象

１．

✓ 病院機能評価
❑

✓サイトビジット
❑

✓ 相互ラウンド
❑

❑病棟ラウンド

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
① 感染対策マニュアルに 2 セット採取についての記載はあるか
② 2 セット採取率
③ 2 セット採取率を診療科別に算出しているか
④ 感染対策委員会で 2 セット採取率を報告しているか
⑤ 2 セット採取率の改善に向けたツールはあるか
病棟・薬剤・臨床検査部門
① 2 セット採取を実施しているか

２．

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分

マニュアル・計画
表の作成

スタッフへの指
導や教育

推奨されるチェック内容
感染対策マニュアルに血液
培養 2 セット採取について
の記載がある

解説
標準診療として実施すべきであり，院内の指針とし
て感染対策マニュアルに記載されていることは重
要です。
（平成 26 年度から診療報酬として 2 セット
まで算定可）

2 セット採取率が低い場合

マニュアルに記載された指針を実施していくため

において，2 セット採取の重

に，各施設の特性に応じて，非遵守職員への継続的

要性を指導，あるいは改善

な教育・指導，あるいは適当なツール（システムや

するための適当なツールが

用紙の利用など）を用いた啓発活動が必要になりま

ある

す。
血液培養のセット数はその精度に関わるため，2 セ
ット採取率を算出することは血液培養の精度管理

モニタリングの

血液培養 2 セット採取率を

実施

診療科別に算出している

の意味を持ちます。さらに，診療科別に算出するこ
とで，介入すべき部署を明らかにすることができま
す。また，2 セット採取が困難にする診療科の特性
（NICU で何度も採血することは困難など）につい
て，理解しておくことも大切です。

現場へのフィー
ドバック

感染対策委員会等で定期的

2 セット採取率を報告することで、2 セット採取状況

に血液培養 2 セット採取率

を把握することができ、施設内のさらなる採取率向上

を報告している

につなげることが期待されます。
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➢

３．

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

現場スタッフの

血液培養 2 セット採取を行

行動

っている

解説
臨床的に菌血症を疑う場合には，感度および特異度
向上を目的として，血液培養を 2 セット採取するこ
とが重要です 1～4）。

Question ｰ①
血液培養 2 セット採取を行う理由について教えてください。
< 解 説 >
血液培養を 1 セットではなく 2 セット採取するのは，感度および特異度の向上を目的としていま
す。菌血症の治療において適切な抗菌薬を選択できなければ，患者の生命予後を悪化することが知ら
れており，血液培養によって起因菌を特定することは非常に重要です 2）。米国微生物学会（American
Society for Microbiology：ASM）の血液培養検査のガイドラインでは，血液培養の採取セット数の
増加に伴い病原微生物の検出率が向上したとする複数の報告を引用し，最低でも 2 セット採取するこ
とを推奨しています 1）。また，Lee ら 3）は，病原微生物別に採血回数と感度について検討した結果を
報告していますが，同様に採血セット数の増加に伴って検出率が向上しています（図 1）
。黄色ブドウ
球菌（S. aureus）のように 1 セット採取で 90%以上検出される微生物も存在しますが，他の多くの微
生物は 80%未満にとどまっており，検出率の向上を期待して採取セット数を増やすことが必要です。3
セット以降も採取セット数を増加させれば検出率は向上しますが，採血量の増加により医原性の貧血
を引き起こしたり，病態によっては血液採取が困難であったりする場合も考えられますので，症例ご
との検討が必要です。
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図1

病原微生物別の血液培養累積陽性率

[文献 3 より引用・作図]
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血液培養から検出された菌のすべてが真の起因菌ではなく，適切な手技で採血を行っても一定の割
合で皮膚の常在菌などの汚染菌が検出されることがあります（コンタミネーション）
。このため，血
液培養による検出菌のすべてを標的とすることは，過剰な抗菌化学療法につながる可能性がありま
す。一般にコンタミネーションの原因になりやすい病原微生物としては，バチルス属（炭疽菌を除
く）
，コリネバクテリウム属，プロピオニバクテリウム属，コアグラーゼ陰性ブドウ球菌
（Coagulase-negative staphylococci：CNS）などが知られています 1）。表皮ブドウ球菌（CNS の一
種）について血液培養が陽性になったセット数と臨床的意義を検討した報告 2）では，2 セット中 2 セ
ット陽性になった場合に臨床的に真の菌血症とされるものが 60%であったのに対し，2 セット中 1 セ
ットのみ陽性であった場合は臨床的にコンタミネーションと判断されるものが 90%以上になるとされ
ています（表 1）。また，複数回血液培養を実施した場合，感染性心内膜炎や真の菌血症は継続的に菌
が検出されるのに対し，コンタミネーションの場合はセット数が増えるほど陽性率が低下することが
報告 4）されています（図 2）
。以上のことから，特にコンタミネーションになりやすい病原微生物が血
液培養から検出された場合に，最低 2 セットの血液培養の結果を見ることで，その微生物が真の起因
菌であるかコンタミネーションであるか判断するための情報を得ることが期待できます。
表 1 分離された表皮ブドウ球菌の臨床的意義

[文献 2 より引用・抜粋]

血液培養セット数

臨床的意義
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血液培養施行回数に伴う血液培養陽性率の推移

[文献 4 より引用]
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VII. ミキシング関連におけるチェック
1. ミキシング台に手指消毒薬が設置され，ミキシング前に手指消毒をするよう
教育されている
ミキシング台に手指消毒薬が設置され，ミキシング前に手指消毒をするよう
✓ 病院機能評価 ❑
✓サイトビジット ❑
✓ 相互ラウンド ❑
✓ 病棟ラウンド
評価対象 ❑
教育されている
１．

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
① ミキシングに関するマニュアルはあるか
病棟・薬剤・臨床検査部門
① ミキシング前に手指消毒を行っているか
② ミキシングは特定の看護師が専任して行っているか

２．

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分

マニュアル・計画
表の作成

推奨されるチェック内容
ミキシング時のマニュアル
に感染対策に関する項目が
ある

解説
ミキシング環境の整備や手指衛生などを含んだマ
ニュアルは業務の手順や内容を標準化・効率化する
のに有用であり，各施設の実情に則したものを作成
する必要があります。
手指衛生はミキシングにおける微生物汚染防止の

スタッフへの指

ミキシング前の手指消毒を

基本であり，手袋の着用前に実施する必要がありま

導や教育

指導・教育している

す。定期的な指導と教育により遵守率の向上が期待
できます 1）。

➢

モニタリングの

ミキシング前の手指消毒状

実施

況を確認している

手指消毒状況（手順やタイミング，回数など）を継
続的にモニタリングすることで，指導や教育と共に
遵守率の向上が期待できます 2,3）。

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容
ミキシング台に手指消毒剤

現場環境の整備

が設置されている，もしく
は担当者が手指消毒剤を携
帯している

解説

ミキシング前に手指消毒をする必要があるため、手
指消毒剤に容易にアクセスできる環境が必要とな
ります。
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チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
手指に付着した微生物による接触汚染が懸念され

現場スタッフの

ミキシング前に手指消毒を

行動

実施している

るため，ミキシング前には擦式アルコール手指消毒
薬で手指消毒を行う必要があります。また，手指が
目に見える汚れや蛋白性物質による汚染がある場
合は衛生的手洗いも行う必要があります 4）。

ミキシングや輸液セットの
現場スタッフの

接続は，可能な限り特定の

行動

看護師が専任して行ってい
る

３．

他の業務を兼務することにより，手指衛生が保てな
くなってしまう可能性があり，細菌汚染の危険性が
高くなってしまいます。

Question ｰ①
非無菌環境下でのミキシング時の注意点について教えてください。
< 解 説 >
作成台の環境消毒
非無菌環境下の点滴作成台は通常の無菌環境下と同様に，作業前に消毒用アルコールまたは環
境クロスで作業面を清拭する必要があります。
服装・手指衛生
清潔な白衣またはガウンを着用しマスクを装着します。手指に目に見える汚れがある場合は，衛
生的手洗いを行い，汚れを除去した上で手指消毒後に未滅菌手袋を着用します。
ミキシング操作
シリンジの筒先や針の針先・ハブ（針基）が手や作業面，輸液等の表面などに触れないように注
意する必要があります。また，輸液やバイアルのゴム栓部，アンプルカット部の消毒方法を正しく
行うことにより感染リスクを低下させることができます。ミキシング中の会話は最小限に抑え，他
の業務と兼務せずに行うことが推奨されます。
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２)
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a neonatal intensive care unit. Infect Control Hosp Epidemiol 2007; 28: 1096-8.

３)

Eskmanns T, Bessert J, Behnke M, et al. Compliance with antiseptic hand rub use in intensive care units:
The hawthome effect. Infect Control Hosp Epidemiol 2006; 27: 931-4.

４)

Boyce JM, Pittet D. Guideline for Hand Hygiene in Health-care Settings. Recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Task Force. Am J Infect
Control 2002; 30（8）: s1-46.
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2. ミキシングがクリーンベンチで実施されている。現場でのミキシングの場合は
患者投与直前に行われている
評価対象

１．

✓病院機能評価
❑

✓サイトビジット
❑

✓相互ラウンド
❑

✓病棟ラウンド
❑

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
① 感染対策マニュアルに非無菌環境下での点滴の作り置きを禁じた記載はあるか
② 非無菌環境下での点滴の作り置きを禁じているか
③ 非無菌環境下での点滴の作り置きを行っていないか確認しているか
病棟・薬剤・臨床検査部門
クリーンベンチ（無菌環境下）でのミキシング
① クリーンベンチでのミキシングに関するマニュアルはあるか
② 服装
③ 消毒状況
④ 作業技術
⑤ 会話量
非無菌環境下でのミキシング
① 非無菌環境下でのミキシングに関するマニュアルはあるか
② 感染対策マニュアルに点滴の作り置きを禁じた記載はあるか
③ 点滴の作り置きをしていないか
④ 服装
⑤ 消毒状況
⑥ 会話量
⑦ 薬剤師が現場スタッフに指導・助言を行っているか

２．

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分
マニュアル・計画
表の作成

推奨されるチェック内容

解説

感染対策マニュアルに非無

非無菌的状況下で調製した点滴の作り置きによる

菌環境下での点滴の作り置

セラチア菌等の感染事例が報告されているため，作

きを禁じた記載がある

り置きを禁じる記載は必要です。

スタッフへの指

非無菌環境下での点滴の作

導や教育

り置きを禁じている

モニタリングの
実施

作り置きによる感染事例等を提示し，なぜ作り置き
が禁じられるかをスタッフに理解させる必要があ
ります。

非無菌環境下での点滴の作

継続的な確認と指導により，スタッフの意識を変え

り置きを行っていないか確

ることができます。確認する際は曜日や時間を変え

認をしている

て実施することも必要です。
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➢

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説

クリーンベンチ（無菌環境

マニュアルを作成することでミキシング方法の標

下）と非無菌環境下でのミ

準化や効率化を図ることができるため，各施設の現

キシングに関するマニュア

状に即した独自のマニュアルを作成することが推

ルが配置されている

奨されます。

ミキシングは，可能な限り
現場環境の整備

クリーンベンチ（無菌環境
下）で行っている

非無菌環境下に比べ，クリーンベンチでのミキシン
グは細菌汚染の可能性が著しく低いため

1,2）

，可能

な限り無菌環境下で実施されることが推奨されま
す 3）。

非無菌環境下でミキシング

非無菌環境下でのミキシングであっても，適切な環

を行っている場合は，薬剤

境下で適切に実施されていれば細菌汚染率は無菌

師が現場スタッフに環境整

環境下と変わらないという報告もあり，薬剤師が指

備や清潔管理に関して監督

導を行うことで細菌汚染率の低下が期待できます

指導を行っている

4）

。

【 クリーンベンチ（無菌環境下）でのミキシング 】
調製者の衣類に付着している埃や微生物によって，
専用のガウン，衣類カバー

製剤が汚染されるのを防ぐため，清潔な白衣を着用

を着用している

し，専用のガウンもしくは衣類カバーの使用が推奨
されます 3）。

ガウン，衣類カバーは，腕を
露出しない長袖，粒子発生
量の少ないものを用いてい
る

現場スタッフの
行動

帽子とマスクを着用してい
る
個人防護具の着用順につい
て指導している

クリーンベンチ内で腕が露出しないように袖口が
縮まる構造のものが推奨されます。また，衣類から
発生する微粒子は汚染の原因となるとともに，HEPA
フィルターの交換頻度を上げるため，粒子発生量の
少ない素材のものを選択することが必要です 3）。
調製者の頭皮や髪に付着している埃や微生物によ
る汚染や，鼻腔や口腔粘膜に保菌している微生物の
飛散による汚染を防止するために必要です。
手袋を他の個人防護具の前に着用してしまうと，マ
スクやガウンの着用時に汚染されてしまうため，手
袋は必ず最後に着用します。
パウダー付き手袋は注射剤へのコンタミの危険性

パウダーフリーの未滅菌手

だけでなく，HEPA フィルターの寿命を低下させる

袋を着用している

可能性があるため，パウダーフリーのものが推奨さ
れます 3）。

手袋着用前に擦式アルコー

手袋を着用する際に，手袋が汚染されるなどの可能

手指消毒薬で手指を消毒，

性があるため，着用前に擦式アルコール手指消毒薬

または抗菌皮膚洗浄剤で手

で手指を十分に消毒，または適切な抗菌皮膚洗浄剤

と前腕を洗浄している

で手と腕（肘まで）を洗浄する必要があります 3）。
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チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説

クリーンベンチのフード

層流フードを大きく開放してしまうと外部の空気

（前面ガラス）は最小限の

が入り込みやすくなるため，必要以上の開放は控え

開放としている

る必要があります。

クリーンベンチ手前の端よ
り 15cm 以上奥側でミキシン
グを行っている

クリーンベンチの構造上，手前側の開放部付近では
腕や器物の周囲で気流が乱れやすく，外部の空気が
入り込む可能性があるため，奥側で操作することが
推奨されます。

消毒用アルコールを用いて
ゴム栓面の消毒を行ってい
る

ゴム栓部はすべての製剤において無菌の保証があ
るわけではないため，消毒用アルコール含浸綿で複
数回拭うように消毒し，乾燥させてから穿刺しま
す。

アンプルのカット部は消毒

アンプルのカット部に付着した異物や微生物を拭

用アルコール含浸綿で清拭

い取ると同時に消毒する効果があります。清拭後は

している

アルコールが乾燥するまで待つ必要があります。
クリーンベンチ内の作業台は，決められた方針と手
順に従って，頻繁に，また調製工程の前後に消毒用

現場スタッフの

ミキシング作業中は消毒用

アルコールを使って消毒することが推奨されます。

アルコールで手袋および作

手袋はクリーンベンチの層流フード外での作業を

業面を消毒している

行うごとに繰り返し消毒用アルコールにより消毒
する必要があります。その際に手袋の破損をチェッ

行動

クし破損があれば交換します。
ミキシング作業中の会話は
必要最小限に抑えている

ミキシング作業中の不必要な会話はミスを招くば
かりではなく，唾液を介した汚染につながるので不
要な会話は慎む必要があります 3）。

【 非無菌環境下でのミキシング 】
非無菌環境では微生物による汚染リスクが高く，調
非無菌環境下での点滴の作
り置きを行っていない

製後の作り置きにより微生物が増殖する危険性が
あります。米国のガイドラインでは調製開始から１
時間以内に投与を開始することが推奨されていま
す 5）。

マスクを着用している
手指衛生を行い，未滅菌手
袋を着用している
ミキシング作業中の会話は
必要最小限に抑えている

鼻と顎がしっかり覆えるようなマスクを着用しま
す 3）。
手袋を着用する際に，手袋の外側に手指が触れ汚染
してしまう恐れがあるため，着用前に手指消毒を行
う必要があります 6)。
ミキシング作業中の不必要な会話はミスを招くば
かりではなく，唾液を介した汚染につながるので不
要な会話は慎む必要があります 3）。
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３．

Question ｰ①
非無菌環境下でのミキシング時の作業環境で注意する点を教えて下さい。
< 解 説 >
点滴作業台の配置
手洗い場や流し台等の水回り環境は微生物の温床となりやすく，水しぶきなどの飛散により点
滴作業台を汚染する危険性があるため，閉鎖スペースでのミキシングが推奨されます。閉鎖スペ
ースの確保が困難な場合は，水周りから水しぶきが飛散しない程度離れた場所に設置することが
望まれます。また，空調の給排気口が作業台の上にあると埃などが落下してくる危険性がある為，
気流が直接かからず，人の行き来が少ない場所に設置することが望まれます。
清潔な環境
点滴を作成する台はミキシング以外の作業エリアとは区別し，ミキシング作業開始前に清潔区
域の作業台を消毒用アルコールまたは環境クロスで消毒します。点滴を吊り下げるフックなどは
埃がたまりやすい環境を作ってしまうため注意が必要です。また，作業台には不要な物品は常時
置かず，常に整理整頓した状態にしておくことが重要です。

【引用文献・参考資料】
１)

高山 哲, 松本浩一, 岡野善郎, 他. IVH の細菌汚染. 久看校紀要 1991; 11: 67-70.

２)

橋本 守, 長谷川博康, 木村 緑, 他. 混合輸液療法における細菌汚染. 日本農村医学会雑誌 1993; 41: 1038-41.

３)

日本病院薬剤師会学術第 3 小委員会編集．注射剤・抗がん薬無菌調製ガイドライン．薬事日報社 2008．

４)

Hayazaki T, Sanada S, Kurono S. A comparison of microbial contamination of intravenous hyper alimentation
fluids prepared in clean booth and in the nurse station. Jpn J Hosp Pharm 1992; 18: 111-9.

５)

USP〈797〉Pharmaceutical Compounding-Sterile Preparetion.

６)

高橋夕子, 岡部忠志, 沖村幸枝, 他. 看護業務における手の細菌汚染と消毒効果. 日環感 1999; 14: 270-4.
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3. 現場でのミキシングの場合，ミキシング台は空調や扇風機の下に設置されてい
ない
評価対象

１．

✓サイトビジット
❑

❑病院機能評価

✓相互ラウンド
❑

✓病棟ラウンド
❑

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
① 感染対策マニュアルにミキシング台の設置場所に関する記載はあるか
病棟・薬剤・臨床検査部門
① ミキシング台の設置場所は適切か

２．

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
ナースステーションなどの医療ゾーンは清浄度ク

マニュアル・計画
表の作成

感染対策マニュアルにミキ

ラスでは一般清潔区域に属し，平均作業時微生物の

シング台の設置に関する記

目標値は 200～500CFU/m3 である

載がある

度の微生物を念頭に置き，注射剤調製場所を設置す

1）

。実際にこの程

る必要があります 2）。

➢

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説

ミキシング台が空調や扇風

現場環境の整備

機の下に設置されていない

空調設備の吹き出し口付近は塵埃が舞って汚染の

【設置せざるを得ない場

可能性が高まるため避ける必要があります

合】

た，収納棚なども埃などが落下してくる原因となり

空調や扇風機の下に設置せ

ますので，これらの下には配置しないことが望まれ

ざるを得ない場合は，頻回

ます 3）。ミキシング台を空調や扇風機の下にどうし

に空調や扇風機の清掃を行

ても設置せざるを得ない場合は，吹き出し口や扇風

い，清潔の確保に努めてい

機の風が直接ミキシング台に当たらないようにす

るとともに，吹き出し口や

るなどの工夫が必要です。また，空調や扇風機の下

扇風機の風が直接ミキシン

に設置していない場合に比べより頻回に清掃を行

グ台に当たらないようにす

い，清潔の確保に努める必要があります。

2）

。ま

るなどの工夫をしている
ミキシング台が設置してあ

空調設備や扇風機は定期的に清掃が行われ，清潔に

る部屋の空調や扇風機は清

保たれている必要があります。また，空調のフィル

潔に保たれている

ターは定期的に交換する必要があります。
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３．

Question ｰ①
ミキシング台の推奨される設置場所について教えてください。
< 解 説 >
ミキシングはクリーンベンチでの調製が理想です。しかしながら，現在，本邦においてはクリーンベ
ンチが病棟に設置してある施設はほとんどありません。そのため，病棟内で注射剤調製を行う場所は，
できる限り個別に設置される必要があります。ミキシング台の設置場所としては，空調設備から離れ，
汚物処理室などの汚染物を取り扱う場所と区切られ（ゾーニングの実施）
，人の出入りの少ない場所が
望ましいです。

【引用文献・参考資料】
１)

日本医療福祉設備協会. 病院空調設備の設計・管理指針（HEAS-02-1998）. 東京:日本医療福祉協会 1998．

２)

千葉 薫, 唯野貢司. 注射剤の徹底管理: 感染対策を意識したポイント. INFECTION CONTROL 2009; 18: 571-6.

３)

吉田理香. ここがポイント！クリーンベンチのない環境での注射薬混合. INFECTION CONTROL 2012; 22: 151-4.
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4. 清潔区域と不潔区域を区別している
評価対象

1.

✓サイトビジット
❑

❑病院機能評価

✓相互ラウンド
❑

✓病棟ラウンド
❑

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
① 感染対策マニュアルにミキシングの作業環境に関する記載はあるか
病棟・薬剤・臨床検査部門
① ミキシング台の設置環境は適切か

2.

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分
マニュアル・計画
表の作成

推奨されるチェック内容

解説

感染対策マニュアルにミキ

ミキシングを行う作業環境は清潔区域であり，汚染

シングの作業環境に関する

物を扱う場所とは区別されなければなりません（ゾ

記載がある

ーニング）1）。

ミキシング台が清潔区域に
モニタリングの
実施

➢

あるか確認している

ミキシング環境は他の作業環境と扉などで他の部
屋と区別されて設置されるていることが望ましい
とされます 2）。

ゾーニングが図られている

汚物処理室などの汚染区域と清潔区域は，区別され

か確認している

ている必要があります 1）。

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容
ミキシング台は専用の独立
部屋もしくはナースステー
ション内の専用スペースに
設置されている

現場環境の整備

解説
ミキシングを行う環境は清潔区域である必要があ
ります。また，他の作業環境とは独立した場所に設
置されている必要があります。

ミキシング台は専用となっ

ミキシング台は清潔に保たれ，ミキシング専用にし

ている

なければなりません。

ミキシング台は作業前後お
よび定期的に消毒用アルコ
ールまたは環境クロスで消
毒されている

ミキシング台には消毒用アルコールまたは環境ク
ロスが設置され，ミキシング作業の前後に作業台を
それらで清拭しなければなりません 3）。
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チェックの区分

現場環境の整備

推奨されるチェック内容

解説

感染性廃棄物のゴミ箱はミ

血液の付いた針などを捨てる感染性廃棄物のゴミ

キシング台より離して設置

箱がミキシング台の近くに設置されていると，それ

されている

らにより汚染を受ける危険性があります。

Question ｰ①

3.

清潔区域と不潔区域の違いについて教えてください。
< 解 説 >
病院空調設備の設計・管理指針から医療施設環境の清浄度クラスと換気の条件を見ると，5 つにゾー
ニングされています 4）。内訳は下記のとおりです。
表 清浄度クラスと換気条件
清浄度
クラス

名称

Ⅰ

高度清潔区域

Ⅱ

清潔区域

Ⅲ

準清潔区域

Ⅳ

一般清潔区域

Ⅴ

汚染管理区
拡散防止区域

該当室

室内圧

バイオクリーン手術室，易感染患者病室

陽圧

手術室

陽圧

NICU，ICU，CCU，血管造影室など

陽圧

一般病室，診察室，材料部など

等圧

細菌検査室，病理検査室，空気感染隔離病室，気管支鏡検

陰圧

査室，便所，使用済みリネン室，汚物処理室など

陰圧

注射作成室などは一般清潔区域に含まれ，平均作業時微生物数の目標値は 200～500CFU/m3 とされています。
汚物処理室等の不潔区域には微生物数に関する目標値はなく，これの違いを理解した上でゾーニングを行う
ことが必要になります。

【引用文献・参考資料】
１)

千葉 薫, 唯野貢司. 注射剤の徹底管理：感染対策を意識したポイント. INFECTION CONTROL 2009; 18: 571-6.

２)

矢後和夫. 注射薬調剤. じほう 2002; 112-25.

３)

吉田理香. ここがポイント！クリーンベンチのない環境での注射薬混合. INFECTION CONTROL 2013; 22: 151-4.

４)

酢屋ユリ子. 医療施設におけるバイオロジカルクリーンルームの管理．Modern Media 2004; 50: 54-61.
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5. ミキシング台には必要最低限の物品のみの設置としている
評価対象

1.

✓サイトビジット
❑

❑病院機能評価

✓相互ラウンド
❑

✓病棟ラウンド
❑

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
① 感染対策マニュアルにミキシング台の物品に関する記載はあるか
病棟・薬剤・臨床検査部門
① ミキシング台およびその周辺に設置されているものが適切か

2.

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分
マニュアル・計画
表の作成

推奨されるチェック内容
感染対策マニュアルにミキ
シング台の物品に関する記
載がある

解説
不必要な物品を置かないためにもマニュアルに必
要物品を規定することが重要です。

ミキシング台にアルコール
モニタリングの

綿や手指衛生材料以外の不

必要以上の物品を配置することで調製場所が狭く

実施

要な物品を置いていないか

なり，また埃などのたまる原因となります 1）。

確認している
➢

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分

現場環境の整備

推奨されるチェック内容

解説

ミキシング台に手指消毒薬

調製前のアルコール消毒，さらには手袋の付け替え

が設置されている

時のアルコール消毒のために必要です 1）。

ディスポ手袋が配置されて

手袋は再利用せずアルコール手指衛生後に装着し

いる

ます。手袋装着後もアルコール消毒を行います 1）。

消毒用アルコールまたは環
境クロスが設置されている

ミキシング台には消毒用アルコールまたは環境ク
ロスが設置され，ミキシング作業の前後に作業台を
それらで清掃し汚染を除去しなければなりません。
単包化されていなものは何人もの人が手を入れて

単包化されたアルコール綿

使用することや使用時の開閉，日をまたいで使用す

が配置されている

ることでアルコール濃度が低下するため，単包化さ
れたアルコール綿の使用が推奨されます 2）。

現場スタッフの
行動

ミキシング台にアルコール
綿や手指衛生材料以外の不
要な物品を置いていない

不要な物品を置くことで調製場所が狭くなり，埃な
どが溜まる原因となります 1）。また，テープなどで
掲示物を貼ると辺縁に埃が溜まるうえ，汚染がつき
やすくなる原因となります。
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Question ｰ①

3.

一般にミキシング台に置いてもよいとされる物品について教えてください。
< 解 説 >
ミキシング台には必要最小限の物品のみを配置し，調製に邪魔にならないようにします。以下にミキ
シング台に配置される物品の例を示します。
表 ミキシング台に置く物品の例
物品

備考

速乾式手指消毒薬

調製中の手指衛生のため

単包化アルコール綿

輸液混注口やアンプルの消毒のため

注射処方せん

投与量などを間違いなく調製するため

針捨てボックス

調製に使用した針のみを廃棄するための専用のもの

針・シリンジなど

ストックは多く置きすぎない

【引用文献・参考資料】
１)

吉田理香. ここがポイント！クリーンベンチのない環境での注射薬混合. INFECTION CONTROL 2012; 22: 151-4.

２)

藤田 烈. いまさら聞けない感染対策の常識完全版: アルコール綿の常識

知識編．INFECTION CONTROL 2007; 秋季増

刊: 78-82.
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6. ミキシング台には点滴以外の物を吊り下げていない
評価対象

✓サイトビジット
❑

❑病院機能評価

✓相互ラウンド
❑

✓病棟ラウンド
❑

チェックの重要ポイント

1.

感染防止対策部門
① ミキシング台に点滴以外の物を吊り下げていないことを確認しているか
病棟・薬剤・臨床検査部門
① ミキシング台に点滴以外の物を吊り下げていないか

チェックの内容とその理由

2.

➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
ミキシング台には最小限の物品のみを設置するの

モニタリングの
実施

ミキシング台に点滴以外の

が原則ですので，点滴以外の物を吊り下げてはいけ

物を吊り下げていないか確

ません。また，ミキシング台は清潔区域に設置され

認している

ており，患者さんに使用したもの（経腸栄養に用い
るチューブ類など）は吊り下げてはいけません 1）。

➢

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

現場スタッフの

ミキシング台に点滴以外の

行動

物を吊り下げていない

解説
同上

【引用文献・参考資料】
１)

内田美保. 注射剤ミキシングのポイント 病棟編. INFECTION CONTROL 2009; 18: 577-81.
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VIII. 薬品管理関連におけるチェック
1. 薬品保管庫の中が整理されている
評価対象

１．

✓ 病院機能評価
❑

✓サイトビジット
❑

✓ 相互ラウンド
❑

✓ 病棟ラウンド
❑

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
① 薬品保管庫中の整理状況を確認しているか
病棟・薬剤・臨床検査部門
① 薬品保管庫の中が整理されているか

２．

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分
モニタリングの
実施

➢

推奨されるチェック内容

解説

薬品保管庫の中が整理され

各部署に配置する医薬品の種類は必要最小限とし

ているか定期的に確認して

ます。定期的に見直し，使用していないものは撤去

いる

します 1）。

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
保管が長期になればなるほど，細菌汚染のリスクが
高くなります。従って，在庫は必要最小限とし，普

現場スタッフの

薬品保管庫の中を整理して

段より整理整頓を心がけておく必要があります。ま

行動

いる

た，薬品保管庫の中は清潔な環境を保っておくこと
が重要です。湿気の多い場所や埃に汚染されやすい
場所は避ける必要があります。

【引用文献・参考資料】
１)

東京都福祉保健局. 医薬品に関するチェック票（病棟等）の解説.
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2. 薬剤の使用期限のチェックが行われている
評価対象

✓病院機能評価
❑

✓サイトビジット
❑

✓相互ラウンド
❑

✓病棟ラウンド
❑

チェックの重要ポイント

1.

感染防止対策部門
① 薬剤使用期限のチェック状況を確認しているか
病棟・薬剤・臨床検査部門
① 使用期限の管理方法
② 使用期限が適切に管理されているか

チェックの内容とその理由

2.

➢

➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

モニタリングの

薬剤の使用期限がチェック

実施

されているか確認している

解説
分割使用されている薬剤についてはラウンド時に
使用期限の確認を行います。開封後の使用期限につ
いては各施設で基準を設けてください。

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
薬剤管理者を決めて定期的に点検します。適正な在
庫量を決めて定期的に定数の見直しを行う必要が

現場スタッフの

薬剤の使用期限チェックを

あります。また，期限切れが間近な未使用医薬品は

行動

定期的に実施している

可能な限り返品処理または有効利用することが望
まれます 1）。消毒薬など分割使用する薬剤は必ず開
封日を記載してから使用します 1,2）。

【引用文献・参考資料】
１)

東京都福祉保健局. 医薬品に関するチェック票（病棟等）の解説.

２)

北澤式文. 「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアル.
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3. 複数回使用のバイアルでは開封日が記載され，院内の使用期限の基準を守って
いる
評価対象

1.

✓病院機能評価
❑

✓サイトビジット
❑

✓相互ラウンド
❑

✓病棟ラウンド
❑

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
① 複数回使用の対象となっている薬品
② 開封後使用期限の施設基準を定めているか
病棟・薬剤・臨床検査部門
① 開封後使用期限の管理方法
② 開封後使用期限が適切に管理されているか

2.

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
バイアル製剤は，原則として単回使用とし残った薬
液は破棄します

を定めている

やヘパリン，局所麻酔薬，インスリンなど一部保存

複数回使用のバイアル製剤
に対し開封後使用期限の施
設基準を定めている

モニタリングの
実施

➢

。しかし，副腎皮質ステロイド

剤入りの注射剤に限り複数回使用が可能です。

マニュアル・計画
表の作成

1,2）

複数回使用のバイアル製剤

複数回使用のバイアル製剤を漫然と使用し続けな
いために，院内で開封後の使用期限を定め，これら
の薬剤を使用する場合は，必ず開封日を記載してか
ら使用します。

定めた開封後使用期限の基

開封日記載の有無を確認し，院内で定めた開封後使

準を守っているか確認して

用期限を越えている場合はスタッフに指導する必

いる

要があります。

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
バイアル製剤を複数回数使用する場合は必ず開封

開封日をバイアルに記載し

日を記載します。もし，開封日の記入がなく，どう

ている

しても開封日がわからない場合は，使用せず廃棄し
ます。

現場スタッフの

複数回使用が可能なバイアル製剤とその開封後使

行動
定めた開封後使用期限の基
準を守っている

用期限を一覧にし，冷蔵庫などの現場スタッフが直
ちに確認できる場所に掲示しておくと，定めた開封
後使用期限の基準を現場スタッフが守りやすくな
ります。
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3.

Question ｰ①
複数回使用が可能なバイアル製剤とその開封後使用期限について教えてください。
< 解 説 >
保存剤含有バイアル製剤（multiple-dose vial）は，もともと複数回使用が可能であり，副腎皮質ス
テロイドやヘパリン，局所麻酔薬，インスリンなどのバイアル製剤がこれに含まれます。保存剤含有バ
イアル製剤における複数回使用後の汚染率は一般に低いとされ（表 1）
，たとえ細菌で汚染されたとし
ても本剤中で増殖する可能性は低いとされています 3～8）。例えば，穿刺によるインスリンバイアル製剤
への微生物の混入は保存期間 28 日間でも見られないため（表 2）
，通常，1 ヶ月間まで分割使用しても
差し支えないと思われます 9）。しかし，複数回使用の際に汚染された注射器や消毒綿を用いて院内感染
が起きた事例も報告されているため

10）

，保存剤含有バイアル製剤においても，薬液の抜き取りには滅

菌済み注射器を使用し，消毒には細菌汚染を受ける可能性が低い消毒用アルコール含浸綿を用います。
細菌汚染を受ける可能性が比較的高いベンザルコニウム塩化物やクロルヘキシジングルコン酸塩の綿
球の使用は避ける必要があります

11）

。また，保存剤含有バイアル製剤を複数回使用にて患者へ投与し

た際に，B 型肝炎ウイルス（HBV）
，C 型肝炎ウイルス（HCV）のアウトブレイクを発生した事例が報告さ
れており 12,13），CDC は安全な注射処置を推進するため，1 度の操作で，1 本のシリンジ，1 本の針，1 人
の患者のみに使用することを推奨しています 14,15）。
表 1 保存剤含有バイアル製剤における分割使用後の細菌汚染率
報告者

検査した

報告年次

バイアル数

汚染バイアル数

汚染率

Bawaden

1982

847

0

0％

Sheth

1983

197

0

0％

Longfield

1984

1223

0

0％

Rathod

1985

69

8

11.6％※

高橋修二

1987

60

1

1.6％

Christensen

1992

200

0

0％

※

インスリン製剤，汚染菌量は 1 個/mL と少ない

表 2 穿刺によるインスリンバイアルの微生物の混入
保存温度

25℃

5℃

ラバーの消毒

（＋）

（―）

（＋）

（―）

（＋）

（―）

（＋）

（―）

穿刺回数/日

1

2

3

2

1

2

3

2

7

―

―

―

―

―

―

―

―

保存期間

14

―

―

―

―

―

―

―

―

（日）

21

―

―

―

―

―

―

―

―

28

―

―

―

―

―

―

―

―
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表 3 マルチドーズバイアルの管理方法一覧
※1 微生物汚染を防止するために冷所保存を推奨する
使用
薬品

ヘパリン
製剤

製剤例

期限

ヘパリンナトリウム注

インスリン

ヒトインスリン

製剤

（遺伝子組み換え）注
リドカイン塩酸塩注

表面麻酔薬

リドカイン塩酸塩注
アドレナリン注

ワクチン類
抗がん薬
麻酔薬

インフルエンザ
ワクチン H5N1
ミトキサントロン
塩酸塩注
プロポフォール※2

使用開始後の保存条件
未開封時の保
存条件

添付文書

推奨

8 時間

室温

室温

冷所※1

28 日

2～8℃

2～8℃

2～8℃

28 日

室温

室温

冷所

28 日

15℃以下

15℃以下

15℃以下

6 時間

10℃以下

10℃以下

10℃以下

28 日

室温

室温

冷所

25℃以下

25℃以下

保存しない

残液は
廃棄

備考

保存期間は
短期間
複数患者への
使用時は 7 日
シングルユース
が望ましい

多容量バイアル
での供給の場合

※2 複数患者への使用は不可
文献 16）より引用,抜粋
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【引用文献・参考資料】
１)

CDC.

Guideline

for

the

prevention

of

intravascular

catheter

relation

infections

2002

http://www.cdc.gov/mmwr//PDF/rr/rr5110.pdf (2016/10/27 閲覧)
２)

CDC. Guideline for isolation precautions: preventing transmission of infectious agents in healthcare
settings 2007.

３)

http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/isolation/Isolation2007.pdf (2016/10/27 閲覧)

Bawden JC, Jacobson JA, Jackson JC, Anderson RK, Burke JP. Sterility and usepatterns of multiple-dose
vials. Am J Hosp Pharm 1982; 39（2）: 294-7.

４)

Sheth NK, Post GT, Wisniewski TR, Uttech BV. Multidose vials versussingle-dose vials: a study in sterility
and cost-effectiveness. J Clin Microbiol 1983; 17（2）: 377-9.

５)

Longfield R, Longfield J, Smith LP, Hyams KC, Strohmer ME. Multidosemedication vial sterility: an in-use
study and a review of the literature. Infect Control 1984; 5（4）: 165-9.

６)

Rathod M, Saravolatz L, Pohlod D, Whitehouse F, Goldman J. Evaluation of thesterility and stability of
insulin from multidose vials used for prolongedperiods. Infect Control 1985; 6（12）: 491-4.

７)

高橋修二. インスリン自己注射患者のバイアル取扱い実態調査とバイアル内の細菌汚染. 病院薬学 1987; 13（5）:
315-20.

８)

Christensen EA, Mordhorst CH, Jepsen OB. Assessment of risk of microbialcontamination by use of multidose
containers of injectable products. J HospInfect 1992; 20（4）: 301-4.

９)

岸田充広. インスリンバイアルの使用法および保存条件と細菌汚染に関する検討. 医薬ジャーナル 1991; 27（3）:
548-54.

１０) Kirschke DL, Jones TF, Stratton CW, Barnett JA, Schaffner W. Outbreak of joint and soft-tissue infections

associated with injections from a multiple-dose medication vial. Clin Infect Dis 2003; 36（11）: 1369-73.
１１) Olson RK, Voorhees RE, Eitzen HE, Rolka H, Sewell CM. Cluster of postinjectionabscesses related to

corticosteroid injections and use of benzalkonium chloride. West J Med 1999; 170（3）: 143-7.
１２) Thompson ND, et al. Nonhospital health care-associated hepatitis B and C virus transmission: United States

1998-2008. Ann Intern Med 2009; 150（1）: 33-9.
１３) Greeley RD, et al. Hepatitis B outbreak associated with a hematology-oncology office practice in New Jersey

2009. Am J Infect Control 2011; 39（8）: 663-70.
１４) CDC. One and only campaign.US . http://www.oneandonlycampaign.org/ (2016/10/27 閲覧)
１５) You

Tube. Injection Safety Video - Japanese Version. (http://www.youtube.com/watch?v=zq-LfpA4gc8)

(2016/10/27 閲覧)
１６) 西村 信. ICT が知っておくべき医薬品の管理:マルチドーズバイアル.INFECTION CONTROL 2014; 23(7): 702-4.
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4. 保冷庫には薬品以外のものがなく，薬品保冷庫の温度管理がなされている
評価対象

1.

✓病院機能評価
❑

✓サイトビジット
❑

✓相互ラウンド
❑

✓病棟ラウンド
❑

チェックの重要ポイント
感染防止対策部門
① 薬品保冷庫内を定期的に確認しているか
② 薬品保冷庫の温度管理状況を確認しているか
病棟・薬剤・臨床検査部門
① 保冷庫に薬品以外のものがないか
② 保冷庫内の薬品保管場所は整理されているか
③ 薬品保冷庫の設定温度
④ 薬品保冷庫の温度記録

2.

チェックの内容とその理由
➢

感染防止対策部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説

保冷庫には薬品以外のもの

薬品保冷庫に検体や食品を保管すると薬品の外装

がないか定期的に確認して

が汚染され，使用時の汚染につながる可能性があり

いる

ます。

保冷庫内の薬品保管場所が
モニタリングの

整理されているか定期的に

実施

確認している

薬品保冷庫の温度管理がな
されているか確認している

ラウンド時に保冷庫内の薬品保管場所が整理され
ているか確認します。

インスリンやワクチンなどはそれぞれに温度管理
が必要であり，冷蔵庫の温度管理が適切に行われて
いるかを確認する必要があります 1）。
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➢

病棟・薬剤・臨床検査部門でのチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容

解説
保管場所の衛生確保および医薬品の誤使用防止の

保冷庫には薬品以外のもの
を置いていない

観点から，医薬品の冷蔵設備に職員の私物などを混
置しないようにしておく必要があります。薬品以外
に血液や保冷剤などを保管する場合は区画分けを
して保管する必要があります。
薬品の有効期限・使用期限・保管条件はラベル（外
箱を含む）に記載されています。適切な保管・管理

現場スタッフの
行動

保冷庫内の薬品保管場所を

をするために普段より整理整頓を心がけておく必

整理している

要があります。医薬品の定数管理は在庫数，使用期
限の確認など月 1 回以上実施することが望ましい
とされます 2）。

薬品保冷庫の温度を 1 日 1
回以上確認し記録している

３.

医薬品の品質管理面でも温度管理は重要です。温度
設定機能付き保冷庫もしくは温度計を入れて 1 日 1
回以上確認し記録します 1）。

Question ｰ①
薬品保冷庫の設定温度について教えてください。
< 解 説 >
冷所保存の必要な医薬品のなかには，品質の低下を防ぎ，安定した品質確保のために保管温度の管理
が必要なものがあります。また，凍結により変質してしまうため，
「禁凍結」の保管を求めている医薬
品があります。冷所保管設備では，保管する医薬品の温度管理が重要です。特にワクチン等の生物学的
製剤を保管する場合には，厳密な温度管理を行う必要があります 1）。なお，日本薬局方の通則において，
冷所などの貯蔵に用いる温度については細かく規定されております 3）。
例 ヒューマリン，キサラタン点眼薬：2～8℃保存，
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン：5℃以下保存，
インフルエンザ HA ワクチン：10℃以下，凍結を避けて保管
表 日本薬局方で規定されている貯蔵に用いる温度
貯蔵に用いる温度
標準温度

20℃

常

温

15～25℃

室

温

1～30℃

微

温

30～40℃

冷

所

別に規定するもののほか，1～15℃の場所
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110

感染防止対策部門における全チェックリスト
チェックの区分

推奨されるチェック内容
手指衛生に関するマニュアルを作成している
手指衛生に関する啓発的な院内教育を開催している
新採用者および中途採用者への手指衛生に関する実習指導を行っている
手指消毒薬の使用量が少ない病棟や手指衛生の遵守率が低い病棟に対しては指導等を現場スタッフに行っている
手指消毒薬の使用量もしくは払い出し量を毎月集計している

標準・経路別予防策
手指衛生の遵守率を定期的に算出している
感染対策委員会で手指消毒薬の使用量や手指衛生の遵守率などを定期的に報告している
集計した手指消毒薬の使用量や手指衛生の遵守率などを現場スタッフにも報告している
手荒れを起こしている医療スタッフがいないか確認し、対応策を指導している
手荒れを起こしている医療スタッフに対し対応策を指導している
消毒薬の希釈方法，保管，交換，用途に関するマニュアルを作成している
消毒薬の開封後使用期限の施設基準を定めている
消毒薬の開封後使用期限が適切に管理されているか確認している
清掃・消毒
薬剤耐性菌が検出されている患者の病室では，高頻度接触面を 1 日 1 回以上清拭消毒しているか確認している
高水準消毒薬の取り扱いに関するマニュアルを作成している
夜間・休日を含めた内視鏡の洗浄・消毒方法の手順に関するマニュアルを作成している
中心静脈留置カテーテル管理に関する感染対策マニュアルに手指衛生，消毒方法の記載がある
カテーテル血流感染
マニュアルに遵守した手指衛生，消毒が行われているか確認している
抗菌薬の使用量を毎月集計している
抗菌薬の使用量が不適切な病棟や診療科に対しては指導などを現場スタッフに行っている
感染対策委員会で定期的に報告している
全スタッフが抗菌薬の使用状況を確認できるツールがある
抗薬使用に関するガイドラインやマニュアルなどを自施設で独自に作成し定期的に改訂している
ガイドラインの閲覧または配置場所が周知され，その内容について定期的に説明がなされている
耐性菌で問題となる広域抗菌薬や抗 MRSA 薬について使用状況のモニタリングを実施している
可能な限り抗菌薬が長期投与されている患者をフォローしている
抗菌薬適正使用
ICT ラウンドを行い主治医（受け持ち医）とディスカッションがなされている
ICT ラウンドがない場合でも他職種と相互理解が取れ，口頭指示にならない環境にある
抗薬使用に関するガイドラインが現場スタッフに周知されている
ASP を実践するために、病棟ラウンドを定期的に行い、個々の症例への介入を行っている
薬剤師が病棟ラウンドに参加している
病棟ラウンドの支援内容が適切に遂行されているかを確認している
使用届出書，使用許可書の提出率が低い診療科に対して指導などを行っている
診療科別に使用届出書や使用許可書の提出率を算出している
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チェックの区分

推奨されるチェック内容
使用届出制や使用許可制の対象となっている特定広域抗菌薬の使用状況を確認している
特定広域抗菌薬の使用状況を ICT で共有するツールがある

抗菌薬適正使用

感染対策委員会等で定期的に診療科別の使用届出書，使用許可書の提出率を報告している
診療科別に TDM 実施率を算出している
感染対策委員会等で定期的に診療科別の TDM 実施率を報告している
周術期予防抗菌薬について，院内で統一または標準化されたマニュアルを作成している
周術期予防抗菌薬の種類や使用期間について把握，助言している

周術期感染対策
周術期予防抗菌薬の不適切な使用について指導を行っている
周術期予防抗菌薬の使用状況を調査している
アンチバイオグラムを用いた診療を推進している
細菌の薬剤感性率を定期的に算出している
全スタッフがアンチバイオグラムを閲覧できるツールがある
感染症診療

感染対策マニュアルに血液培養 2 セット採取についての記載がある
2 セット採取率が低い場合において，2 セット採取の重要性を指導，あるいは改善するための適当なツールがある
血液培養 2 セット採取率を診療科別に算出している
感染対策委員会等で定期的に血液培養 2 セット採取率を報告している
ミキシング時のマニュアルに感染対策に関する項目がある
ミキシング前の手指消毒を指導・教育している
ミキシング前の手指消毒状況を確認している
感染対策マニュアルに非無菌環境下での点滴の作り置きを禁じた記載がある
非無菌環境下での点滴の作り置きを禁じている
非無菌環境下での点滴の作り置きを行っていないか確認をしている

ミキシング

感染対策マニュアルにミキシング台の設置に関する記載がある
感染対策マニュアルにミキシングの作業環境に関する記載がある
ミキシング台が清潔区域にあるか確認している
ゾーニング化が図られているか確認している
感染対策マニュアルにミキシング台の物品に関する記載がある
ミキシング台にアルコール綿や手指衛生材料以外の不要な物品を置いていないか確認している
ミキシング台に点滴以外の物を吊り下げていないか確認している
薬品保管庫の中が整理されているか定期的に確認している
薬剤の使用期限がチェックされているか確認している
複数回使用のバイアル製剤を定めている
複数回使用のバイアル製剤に対し開封後使用期限の施設基準を定めている

薬品管理

定めた開封後使用期限の基準を守っているか確認している
保冷庫には薬品以外のものがないか定期的に確認している
保冷庫内の薬品保管場所が整理されているか定期的に確認している
保冷庫の最下段に薬品を置いていないか定期的に確認している
薬品保冷庫の温度管理がなされているか確認している
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病棟・薬剤・臨床検査部門における全チェックリスト
チェックの区分

推奨されるチェック内容
手洗い場は清潔で乾燥した状態にある
手洗い場には壁に備え付けのペーパータオルが設置してある
手洗い場に液体石鹸または泡石鹸（継ぎ足し使用はしない）を設置している
病室の入口に擦式アルコール手指消毒薬を設置している
ベッドサイドや処置ワゴンに擦式アルコール手指消毒薬を設置しているなど工夫をしている
ミキシング台に擦式アルコール手指消毒薬を設置している
適切なタイミングで手指消毒を実施している

標準・経路別予防策

・患者ケアのとき
① 患者に触れる前 ② 清潔・無菌操作の前

③ 体液に曝露された可能性のある場合 ④ 患者に触れた後

⑤ 患者周辺の物品に触れた後
・患者ケア以外のとき
⑥ 注射剤のミキシング前および作業中
手指消毒薬の使用量が少ない場合や手指衛生の遵守率が低い場合において，現場スタッフ間で問題を共有し改善に向け
た体制が整っている
現場で具体的なスキンケア対策を行っている
消毒薬の希釈方法，保管，交換，用途に関するマニュアルが配置されている
医療器材の洗浄・滅菌は，中央化されている
消毒薬の希釈方法，保管，交換，用途に関して現場スタッフに周知されている
消毒薬は定められた濃度，浸漬時間で使用している
消毒薬は定めた使用期間，交換間隔で使用している
消毒薬の容器に開封日を記載している
清掃・消毒
消毒薬の開封後使用期限のチェックを行っている
薬剤耐性菌が検出されている患者の病室では，高頻度接触面を 1 日 1 回以上清拭消毒している
高水準消毒薬の取り扱いに関するマニュアルが配置されている
高水準消毒薬使用の際は，手袋，ガウン，マスクを装着し換気も行っている
内視鏡の洗浄・消毒方法の手順に関するマニュアルが配置されている
夜間・休日対応を含め，内視鏡の洗浄・消毒方法はマニュアルに従って作業が行われている
中心静脈留置カテーテル管理に関する感染対策マニュアルが配置されており，現場スタッフに周知されている
遵守状況が悪い場合に，現場スタッフ全員が問題を共有するツールや改善に向けた体制が整っている
抗菌薬含有軟膏を中心静脈留置カテーテル挿入部に使用していない
カテーテル血流感染

カテーテル挿入部の消毒には 0.5%以上のクロルヘキシジンアルコールを用いている
輸液ラインやカテーテル接続部の消毒には消毒用エタノールを用いている
カテーテル挿入部から外へ円を描くように消毒している
消毒の範囲はドレッシングで覆われる範囲以上に行っている
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チェックの区分

推奨されるチェック内容
高カロリー輸液製剤の調製作業に関するマニュアルがあり，現場で遵守されている
高カロリー輸液製剤への薬液混入は，可能な限り薬剤部のクリーンベンチにて行っている
病棟（非無菌環境下）で高カロリー輸液製剤への薬液混入を行っている場合は，薬剤師が現場スタッフに作業手順や環境
整備，清潔管理に関して監督指導を行っている

カテーテル血流感染
病棟（非無菌環境下）で調製した高カロリー輸液製剤は混合後 28 時間以内に投与を終了している
薬剤部のクリーンベンチ（無菌環境）にて調製した高カロリー輸液製剤は冷蔵庫に保管している
輸血や血液製剤は末梢ルートより投与されている
脂肪乳剤は末梢ルートより投与されている
抗菌薬の使用量が不適切な場合において，現場スタッフが問題を共有するツールや改善に向けた体制が整っている
特定の抗菌薬だけでなく採用抗菌薬の全ての使用量を把握している
抗菌薬使用に関するガイドラインやマニュアルなどが配置されている
抗菌薬使用に関するガイドラインが現場スタッフに周知されている
病棟ラウンドの支援内容を確認する方法がある
病棟ラウンドの支援内容を確認する方法を知っている
抗菌薬適正使用
担当医に血中濃度確認の採血を促すための適当なツールがある
血中濃度確認の採血が実施されない場合，主治医へ採血を促している
TDM に関するマニュアルを薬剤部で可能な限り作成している
推奨される投与方法を担当医に助言するための適当なツールがある
血中濃度測定前の初期投与量設計を能動的に実施し推奨される投与方法を薬剤師が担当医に助言している
血中濃度測定後の TDM 解析結果に基づき，推奨される投与方法を薬剤師が担当医に助言している
周術期予防抗菌薬の種類や使用期間について使用指針を定めている
周術期感染対策
周術期予防抗菌薬の使用指針に従い処方を行っている
必要時にアンチバイオグラムを直ちに閲覧できる
感染症診療

アンチバイオグラムを診療に用いている
血液培養 2 セット採取を行っている
ミキシング前に手指消毒を実施している
ミキシングや輸液セットの接続は，可能な限り同一の看護師が専任して行っている
クリーンベンチ（無菌環境下）と非無菌環境下でのミキシングに関するそれぞれのマニュアルが配置されている
ミキシングは，可能な限りクリーンベンチ（無菌環境下）で行っている
非無菌環境下でミキシングを行っている場合は，薬剤師が現場スタッフに環境整備や清潔管理に関して監督指導を行っ
ている

ミキシング
専用のガウン，衣類カバーを着用している

クリーンベンチ
（無菌環境下）
でのミキシング

ガウン，衣類カバーは腕を露出しない長袖，粒子発生量の少ないものを用いている
帽子とマスクを着用している
個人防護具の着用順について指導している
パウダーフリーの非滅菌手袋を着用している
手袋着用前にアルコール含有消毒薬で手指を消毒，または抗菌皮膚洗浄剤で手と前腕を洗浄している
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チェックの区分

推奨されるチェック内容
クリーンベンチのフード（前面ガラス）は最小限の開放としている
クリーンベンチ手前の端より 15cm 以上奥側でミキシングを行っている
クリーンベンチ
消毒用アルコールを用いてゴム栓面の消毒を行っている
（無菌環境下）
アンプルのカット部は消毒用アルコール含浸綿で清拭している
でのミキシング
ミキシング作業中はアルコール消毒薬で手袋および作業面を消毒している
ミキシング作業中の会話は必要最小限に抑えている
非無菌環境下での点滴の作り置きを行っていない
非無菌環境下

マスクを着用している

でのミキシング

手指衛生を行い，非滅菌手袋を着用している
ミキシング作業中の会話は必要最小限に抑えている

ミキシング台が空調や扇風機の下に設置されていない
（空調や扇風機の下に設置せざる得ない場合は，空調や扇風機が清潔な状態にあるかを確認後にミキシング作業を
ミキシング
行っている）
ミキシング台が設置してある部屋の空調や扇風機は清潔に保たれている
ミキシング台は専用の独立部屋もしくはナースステーション内の専用スペースに設置されている
ミキシング台は専用となっている
ミキシング台は作業前後および定期的に消毒用アルコールで消毒されている
感染性廃棄物のゴミ箱はミキシング台より離して設置されている
ミキシング台に手指消毒薬が設置されている
ディスポ手袋が配置されている
消毒用アルコールまたは環境クロスが設置されている
単包化されたアルコール綿が配置されている
ミキシング台にアルコール綿や手指衛生材料以外の不要な物品を置いていない
ミキシング台に点滴以外の物を吊り下げていない
薬品保管庫の中を整理している
薬剤の使用期限チェックを定期的に実施している
開封日をバイアルに記載している
定めた開封後使用期限の基準を守っている
薬品管理
保冷庫には薬品以外のものを置いていない
保冷庫内の薬品保管場所を整理している
保冷庫の最下段に薬品を置いていない
薬品保冷庫の温度を 1 日 1 回以上確認し記録している
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病院機能評価におけるチェック
感染防止対策部門
チェックの区分

推奨されるチェック内容

医療関連感染を制御するための活動を実践している（評価項目 No. 2.1.9）
【評価の視点】医療関連感染制御に関するマニュアル・指針に基づいた各部署における感染対策の実施状況を評価する
【評価の要素】● 手指衛生（手洗い・手指消毒） ●感染経路別の予防策に基づいた対応
手指衛生に関するマニュアルを作成している
手指衛生に関する啓発的な院内教育を開催している
新採用者および中途採用者への手指衛生に関する実習指導を行っている
手指消毒薬の使用量が少ない病棟や手指衛生の遵守率が低い病棟に対しては指導等を現場スタッフに行っている
標準・経路別予防策
手指消毒薬の使用量もしくは払い出し量を毎月集計している
手指衛生の遵守率を定期的に算出している
感染対策委員会で手指消毒薬の使用量や手指衛生の遵守率などを定期的に報告している
集計した手指消毒薬の使用量や手指衛生の遵守率などを現場スタッフにも報告している
中心静脈留置カテーテル管理に関する感染対策マニュアルに手指衛生，消毒方法の記載がある
カテーテル血流感染
マニュアルに遵守した手指衛生，消毒が行われているか確認している
洗浄・滅菌機能を適切に発揮している（評価項目 No. 3.1.8）
【評価の視点】病院の機能・規模に応じて医療器材の洗浄・滅菌が適切に実施されていることを評価する
【評価の要素】● 使用済み機材の一次洗浄・消毒の中央化 ● 滅菌の質保証
消毒薬の希釈方法，保管，交換，用途に関するマニュアルを作成している
清掃・消毒

高水準消毒薬の取り扱いに関するマニュアルを作成している
夜間・休日対応を含めた内視鏡の洗浄・消毒方法の手順に関するマニュアルを作成している

施設・設備を適切に管理している（評価項目 No. 4.5.1）
【評価の視点】自院の役割・機能に応じた施設・設備が整備され，適切に管理されていることを評価する
【評価の要素】● 院内の清掃
清掃・消毒

薬剤耐性菌が検出されている患者の病室では，高頻度接触面を 1 日 1 回以上清拭消毒しているか確認している

抗菌薬を適正に使用している（評価項目 No. 2.1.10）
【評価の視点】抗菌薬の適正使用を促進させるための仕組みと活動を評価する
【評価の要素】● 院内における分離菌感受性パターンの把握 ● 抗菌薬の適正使用に関する指針の整備
● 抗菌薬の使用状況の医師への定期的なフィードバック

● 起炎菌・感染部位の特定

抗菌薬の使用量を毎月集計している
抗菌薬の使用量が不適切な病棟や診療科に対しては指導などを現場スタッフに行っている
感染対策委員会で定期的に報告している
抗菌薬適正使用

全スタッフが抗菌薬の使用状況を確認できるツールがある
抗菌使用に関するガイドラインやマニュアルなどを自施設で独自に作成し定期的に改訂している
ガイドラインの閲覧または配置場所が周知され，その内容について定期的に説明がなされている
耐性菌で問題となる広域抗菌薬や抗 MRSA 薬について使用状況のモニタリングを実施している
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チェックの区分

推奨されるチェック内容
可能な限り抗菌薬が長期投与されている患者をフォローしている
ICT ラウンドを行い主治医（受け持ち医）とディスカッションがなされている
抗菌薬使用に関するガイドラインが現場スタッフに周知されている
ASP を実践するために、病棟ラウンドを定期的に行い、個々の症例への介入を行っている
薬剤師が病棟ラウンドに参加している
病棟ラウンドの支援内容が適切に遂行されているかを確認している

抗菌薬適正使用

使用届出書，使用許可書の提出率が低い診療科に対して指導などを行っている
診療科別に使用届出書や使用許可書の提出率を算出している
使用届出制や使用許可制の対象となっている特定広域抗菌薬の使用状況（投与理由，用法・用量）を確認している
特定広域抗菌薬の使用状況を ICT で共有するツールがある
感染対策委員会等で定期的に診療科別の使用届出書，使用許可書の提出率を報告している
診療科別に TDM 実施率を算出している
感染対策委員会等で定期的に診療科別の TDM 実施率を報告している
周術期予防抗菌薬について，院内で統一または標準化されたマニュアルを作成している

周術期感染対策

周術期予防抗菌薬の種類や使用期間について把握，助言している
周術期予防抗菌薬の不適切な使用について指導を行っている
アンチバイオグラムを用いた診療を推進している
細菌の薬剤感性率を定期的に算出している
全スタッフがアンチバイオグラムを閲覧できるツールがある

感染症診療

感染対策マニュアルに血液培養 2 セット採取についての記載がある
2 セット採取率が低い場合において，2 セット採取の重要性を指導，あるいは改善するための適当なツールがある
血液培養 2 セット採取率を診療科別に算出している
感染対策委員会等で定期的に血液培養 2 セット採取率を報告している

薬剤管理機能を適切に発揮している（評価項目 No. 3.1.1）
【評価の視点】薬剤部門の薬剤管理はもとより，薬剤師が病院全体の薬剤の使用や管理に関与していることを評価する
ミキシング時のマニュアルに感染対策に関する項目がある
【評価の要素】● 注射剤の調製・混合への関与
● 薬剤に応じた温・湿度管理
ミキシング前の手指消毒を指導・教育している
ミキシング前の手指消毒状況を確認している
ミキシング
感染対策マニュアルに非無菌環境下での点滴の作り置きを禁じた記載がある
非無菌環境下での点滴の作り置きを禁じている
非無菌環境下での点滴の作り置きを行っていないか確認をしている
薬品保管庫の中が整理されているか定期的に確認している
薬剤の使用期限がチェックされているか確認している
定めた開封後使用期限の基準を守っているか確認している
薬品管理

保冷庫には薬品以外のものがないか定期的に確認している
保冷庫内の薬品保管場所が整理されているか定期的に確認している
保冷庫の最下段に薬品を置いていないか定期的に確認している
薬品保冷庫の温度管理がなされているか確認している
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病棟・薬剤・臨床検査部門
チェックの区分

推奨されるチェック内容

医療関連感染を制御するための活動を実践している（評価項目 No. 2.1.9）
【評価の視点】医療関連感染制御に関するマニュアル・指針に基づいた各部署における感染対策の実施状況を評価する
【評価の要素】● 手指衛生（手洗い・手指消毒） ●感染経路別の予防策に基づいた対応
手洗い場は清潔で乾燥した状態にある
手洗い場には壁に備え付けのペーパータオルが設置してある
手洗い場に液体石鹸または泡石鹸（継ぎ足し使用はしない）を設置している
病室の入口に擦式アルコール手指消毒薬を設置している
ベッドサイドや処置ワゴンに擦式アルコール手指消毒薬を設置しているなど工夫をしている
ミキシング台に擦式アルコール手指消毒薬を設置している
標準・経路別予防策

適切なタイミングで手指消毒を実施している
・患者ケアのとき
① 患者に触れる前 ② 清潔・無菌操作の前

③ 体液に曝露された可能性のある場合 ④ 患者に触れた後

⑤ 患者周辺の物品に触れた後
・患者ケア以外のとき
⑥ 注射剤のミキシング前および作業中
手指消毒薬の使用量が少ない場合や手指衛生の遵守率が低い場合において，現場スタッフ間で問題を共有し改善に向け
た体制が整っている
消毒薬の容器に開封日を記載している
清掃・消毒
消毒薬の開封後使用期限のチェックを行っている
中心静脈留置カテーテル管理に関する感染対策マニュアルが配置されており，現場スタッフに周知されている
カテーテル血流感染
遵守状況が悪い場合に，現場スタッフ全員が問題を共有するツールや改善に向けた体制が整っている
洗浄・滅菌機能を適切に発揮している（評価項目 No. 3.1.8）
【評価の視点】病院の機能・規模に応じて医療器材の洗浄・滅菌が適切に実施されていることを評価する
【評価の要素】● 使用済み機材の一次洗浄・消毒の中央化 ● 滅菌の質保証
消毒薬の希釈方法，保管，交換，用途に関するマニュアルが配置されている
医療器材の洗浄・滅菌は，中央化されている
高水準消毒薬の取り扱いに関するマニュアルが配置されている
清掃・消毒
高水準消毒薬使用の際は，手袋，ガウン，マスクを装着し換気も行っている
内視鏡の洗浄・消毒方法の手順に関するマニュアルが配置されている
夜間・休日対応を含め，内視鏡の洗浄・消毒方法はマニュアルに従って作業が行われている
施設・設備を適切に管理している（評価項目 No. 4.5.1）
【評価の視点】自院の役割・機能に応じた施設・設備が整備され，適切に管理されていることを評価する
【評価の要素】● 院内の清掃
清掃・消毒

薬剤耐性菌が検出されている患者の病室では，高頻度接触面を 1 日 1 回以上清拭消毒している
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チェックの区分

推奨されるチェック内容

抗菌薬を適正に使用している（評価項目 No. 2.1.10）
【評価の視点】抗菌薬の適正使用を促進させるための仕組みと活動を評価する
【評価の要素】● 院内における分離菌感受性パターンの把握 ● 抗菌薬の適正使用に関する指針の整備
● 抗菌薬の使用状況の医師への定期的なフィードバック

● 起炎菌・感染部位の特定

抗菌薬の使用量が不適切な場合において，現場スタッフが問題を共有するツールや改善に向けた体制が整っている
特定の抗菌薬だけでなく採用抗菌薬の全ての使用量を把握している
抗菌薬使用に関するガイドラインやマニュアルなどが配置されている
病棟ラウンドの支援内容を確認する方法がある
病棟ラウンドの支援内容を確認する方法を知っている
抗菌薬適正使用

担当医に血中濃度確認の採血を促すための適当なツールがある
血中濃度確認の採血が実施されない場合，主治医へ採血を促している
TDM に関するマニュアルを薬剤部で可能な限り作成している
推奨される投与方法を担当医に助言するための適当なツールがある
血中濃度測定前の初期投与量設計を能動的に実施し推奨される投与方法を薬剤師が担当医に助言している
血中濃度測定後の TDM 解析結果に基づき，推奨される投与方法を薬剤師が担当医に助言している

周術期感染対策

周術期予防抗菌薬の種類や使用期間について使用指針を定めている
必要時にアンチバイオグラムを直ちに閲覧できる

感染症診療
血液培養 2 セット採取を行っている
薬剤管理機能を適切に発揮している（評価項目 No. 3.1.1）
【評価の視点】薬剤部門の薬剤管理はもとより，薬剤師が病院全体の薬剤の使用や管理に関与していることを評価する
【評価の要素】● 注射剤の調製・混合への関与 ● 薬剤に応じた温・湿度管理
高カロリー輸液製剤の調製作業に関するマニュアルがあり，現場で遵守されている
高カロリー輸液製剤への薬液混入は，可能な限り薬剤部のクリーンベンチにて行っている
カテーテル血流感染
病棟（非無菌環境下）で高カロリー輸液製剤への薬液混入を行っている場合は，薬剤師が現場スタッフに作業手順や環
境整備，清潔管理に関して監督指導を行っている
クリーンベンチ（無菌環境下）と非無菌環境下でのミキシングに関するそれぞれのマニュアルが配置されている
ミキシング
非無菌環境下でのミキシング時は，薬剤師が現場スタッフに環境整備や清潔管理に関して監督指導を行っている
薬品保管庫の中を整理している
薬剤の使用期限チェックを定期的に実施している
開封日をバイアルに記載している
薬品管理
定めた開封後使用期限の基準を守っている
保冷庫内の薬品保管場所を整理している
薬品保冷庫の温度を 1 日 1 回以上確認し記録している
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サイトビジット・感染防止対策地域連携加算におけるチェック
感染防止対策部門
チェックの区分

推奨されるチェック内容
手指消毒薬の使用量が少ない病棟や手指衛生の遵守率が低い病棟に対しては指導等を現場スタッフに行っている
手指消毒薬の使用量もしくは払い出し量を毎月集計している
手指衛生の遵守率を定期的に算出している

標準・経路別予防策

感染対策委員会で手指消毒薬の使用量や手指衛生の遵守率などを定期的に報告している
集計した手指消毒薬の使用量や手指衛生の遵守率などを現場スタッフにも報告している
手荒れを起こしている医療スタッフがいないか確認している
手荒れを起こしている医療スタッフに対し対応策を指導している
消毒薬の希釈方法，保管，交換，用途に関するマニュアルを作成している
消毒薬の開封後使用期限の施設基準を定めている
消毒薬の開封後使用期限が適切に管理されているか確認している

清掃・消毒
薬剤耐性菌が検出されている患者の病室では，高頻度接触面を 1 日 1 回以上清拭消毒しているか確認している
高水準消毒薬の取り扱いに関するマニュアルを作成している
夜間・休日対応を含めた内視鏡の洗浄・消毒方法の手順に関するマニュアルを作成している
中心静脈留置カテーテル管理に関する感染対策マニュアルに手指衛生，消毒方法の記載がある
カテーテル血流感染
マニュアルに遵守した手指衛生，消毒が行われているか確認している
抗菌薬の使用量を毎月集計している
抗菌薬の使用量が不適切な病棟や診療科に対しては指導などを現場スタッフに行っている
感染対策委員会で定期的に報告している
全スタッフが抗菌薬の使用状況を確認できるツールがある
抗菌薬使用に関するガイドラインやマニュアルなどを自施設で独自に作成し定期的に改訂している
ガイドラインの閲覧または配置場所が周知され，その内容について定期的に説明がなされている
耐性菌で問題となる広域抗菌薬や抗 MRSA 薬について使用状況のモニタリングを実施している
可能な限り抗菌薬が長期投与されている患者をフォローしている
ICT ラウンドを行い主治医（受け持ち医）とディスカッションがなされている
抗菌薬適正使用

ICT ラウンドがない場合でも他職種と相互理解が取れ，口頭指示にならない環境にある
抗菌薬使用に関するガイドラインが現場スタッフに周知されている
ASP を実践するために、病棟ラウンドを定期的に行い、個々の症例への介入を行っている
薬剤師が病棟ラウンドに参加している
病棟ラウンドの支援内容が適切に遂行されているかを確認している
使用届出書，使用許可書の提出率が低い診療科に対して指導などを行っている
診療科別に使用届出書や使用許可書の提出率を算出している
使用届出制や使用許可制の対象となっている特定広域抗菌薬の使用状況（投与理由，用法・用量）を確認している
特定広域抗菌薬の使用状況を ICT で共有するツールがある
感染対策委員会等で定期的に診療科別の使用届出書，使用許可書の提出率を報告している
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チェックの区分

推奨されるチェック内容
診療科別に TDM 実施率を算出している

抗菌薬適正使用
感染対策委員会等で定期的に診療科別の TDM 実施率を報告している
周術期予防抗菌薬について，院内で統一または標準化されたマニュアルを作成している
周術期予防抗菌薬の種類や使用期間について把握，助言している
周術期感染対策
周術期予防抗菌薬の不適切な使用について指導を行っている
周術期予防抗菌薬の使用状況を調査している
アンチバイオグラムを用いた診療を推進している
細菌の薬剤感性率を定期的に算出している
全スタッフがアンチバイオグラムを閲覧できるツールがある
感染症診療

感染対策マニュアルに血液培養 2 セット採取についての記載がある
2 セット採取率が低い場合において，2 セット採取の重要性を指導，あるいは改善するための適当なツールがある
血液培養 2 セット採取率を診療科別に算出している
感染対策委員会等で定期的に血液培養 2 セット採取率を報告している
ミキシング時のマニュアルに感染対策に関する項目がある
ミキシング前の手指消毒を指導・教育している
ミキシング前の手指消毒状況を確認している
感染対策マニュアルに非無菌環境下での点滴の作り置きを禁じた記載がある
非無菌環境下での点滴の作り置きを禁じている
非無菌環境下での点滴の作り置きを行っていないか確認をしている

ミキシング

感染対策マニュアルにミキシング台の設置に関する記載がある
感染対策マニュアルにミキシングの作業環境に関する記載がある
ミキシング台が清潔区域にあるか確認している
ゾーニング化が図られているか確認している
感染対策マニュアルにミキシング台の物品に関する記載がある
ミキシング台にアルコール綿や手指衛生材料以外の不要な物品を置いていないか確認している
ミキシング台に点滴以外の物を吊り下げていないか確認している
薬品保管庫の中が整理されているか定期的に確認している
薬剤の使用期限がチェックされているか確認している
複数回使用のバイアル製剤を定めている
複数回使用のバイアル製剤に対し開封後使用期限の施設基準を定めている

薬品管理

定めた開封後使用期限の基準を守っているか確認している
保冷庫には薬品以外のものがないか定期的に確認している
保冷庫内の薬品保管場所が整理されているか定期的に確認している
保冷庫の最下段に薬品を置いていないか定期的に確認している
薬品保冷庫の温度管理がなされているか確認している
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病棟・薬剤・臨床検査部門
チェックの区分

推奨されるチェック内容
手指消毒薬の使用量が少ない場合や手指衛生の遵守率が低い場合において，現場スタッフ間で問題を共有し改善に向け

標準・経路別予防策

た体制が整っている
現場で具体的なスキンケア対策を行っている
消毒薬の希釈方法，保管，交換，用途に関するマニュアルが配置されている
医療器材の洗浄・滅菌は，中央化されている
消毒薬の希釈方法，保管，交換，用途に関して現場スタッフに周知されている
消毒薬は定められた濃度，浸漬時間で使用している
消毒薬は定めた使用期間，交換間隔で使用している
消毒薬の容器に開封日を記載している

清掃・消毒
消毒薬の開封後使用期限のチェックを行っている
薬剤耐性菌が検出されている患者の病室では，高頻度接触面を 1 日 1 回以上清拭消毒している
高水準消毒薬の取り扱いに関するマニュアルが配置されている
高水準消毒薬使用の際は，手袋，ガウン，マスクを装着し換気も行っている
内視鏡の洗浄・消毒方法の手順に関するマニュアルが配置されている
夜間・休日対応を含め，内視鏡の洗浄・消毒方法はマニュアルに従って作業が行われている
中心静脈留置カテーテル管理に関する感染対策マニュアルが配置されており，現場スタッフに周知されている
遵守状況が悪い場合に，現場スタッフ全員が問題を共有するツールや改善に向けた体制が整っている
抗菌薬含有軟膏を中心静脈留置カテーテル挿入部に使用していない
カテーテル挿入部の消毒には 0.5%以上のクロルヘキシジンアルコールを用いている
輸液ラインやカテーテル接続部の消毒には消毒用エタノールを用いている
カテーテル挿入部から外へ円を描くように消毒している
消毒の範囲はドレッシングで覆われる範囲以上に行っている
カテーテル血流感染

高カロリー輸液製剤の調製作業に関するマニュアルがあり，現場で遵守されている
高カロリー輸液製剤への薬液混入は，可能な限り薬剤部のクリーンベンチにて行っている
病棟（非無菌環境下）で高カロリー輸液製剤への薬液混入を行っている場合は，薬剤師が現場スタッフに作業手順や環
境整備，清潔管理に関して監督指導を行っている
病棟（非無菌環境下）で調製した高カロリー輸液製剤は混合後 28 時間以内に投与を終了している
薬剤部のクリーンベンチ（無菌環境）にて調製した高カロリー輸液製剤は冷蔵庫に保管している
輸血や血液製剤は末梢ルートより投与されている
脂肪乳剤は末梢ルートより投与されている
抗菌薬の使用量が不適切な場合において，現場スタッフが問題を共有するツールや改善に向けた体制が整っている
特定の抗菌薬だけでなく採用抗菌薬の全ての使用量を把握している
抗菌使用に関するガイドラインやマニュアルなどが配置されている

抗菌薬適正使用

抗菌使用に関するガイドラインが現場スタッフに周知されている
病棟ラウンドの支援内容を確認する方法がある
病棟ラウンドの支援内容を確認する方法を知っている
担当医に血中濃度確認の採血を促すための適当なツールがある
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チェックの区分

推奨されるチェック内容
血中濃度確認の採血が実施されない場合，主治医へ採血を促している
TDM に関するマニュアルを薬剤部で可能な限り作成している

抗菌薬適正使用

推奨される投与方法を担当医に助言するための適当なツールがある
血中濃度測定前の初期投与量設計を能動的に実施し推奨される投与方法を薬剤師が担当医に助言している
血中濃度測定後の TDM 解析結果に基づき，推奨される投与方法を薬剤師が担当医に助言している
周術期予防抗菌薬の種類や使用期間について使用指針を定めている

周術期感染対策
周術期予防抗菌薬の使用指針に従い処方を行っている
必要時にアンチバイオグラムを直ちに閲覧できる
感染症診療

アンチバイオグラムを診療に用いている
血液培養 2 セット採取を行っている
ミキシング前に手指消毒を実施している
ミキシングや輸液セットの接続は，可能な限り同一の看護師が専任して行っている
クリーンベンチ（無菌環境下）と非無菌環境下でのミキシングに関するそれぞれのマニュアルが配置されている
ミキシングは，可能な限りクリーンベンチ（無菌環境下）で行っている
非無菌環境下でミキシングを行っている場合は，薬剤師が現場スタッフに環境整備や清潔管理に関して監督指導を行っ
ている
専用のガウン，衣類カバーを着用している
ガウン，衣類カバーは腕を露出しない長袖，粒子発生量の少ないものを用いている
帽子とマスクを着用している
個人防護具の着用順について指導している
パウダーフリーの非滅菌手袋を着用している
クリーンベンチ
手袋着用前にアルコール含有消毒薬で手指を消毒，または抗菌皮膚洗浄剤で手と前腕を洗浄している
（無菌環境下）
クリーンベンチのフード（前面ガラス）は最小限の開放としている
でのミキシング

ミキシング

クリーンベンチ手前の端より 15cm 以上奥側でミキシングを行っている
消毒用アルコールを用いてゴム栓面の消毒を行っている
アンプルのカット部は消毒用アルコール含浸綿で清拭している
ミキシング作業中はアルコール消毒薬で手袋および作業面を消毒している
ミキシング作業中の会話は必要最小限に抑えている
非無菌環境下での点滴の作り置きを行っていない
非無菌環境下
でのミキシング

マスクを着用している
手指衛生を行い，非滅菌手袋を着用している
ミキシング作業中の会話は必要最小限に抑えている

ミキシング台が空調や扇風機の下に設置されていない
（空調や扇風機の下に設置せざる得ない場合は，空調や扇風機が清潔な状態にあるかを確認後にミキシング作業を
行っている）
ミキシング台が設置してある部屋の空調や扇風機は清潔に保たれている
ミキシング台は専用の独立部屋もしくはナースステーション内の専用スペースに設置されている
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チェックの区分

推奨されるチェック内容
ミキシング台は専用となっている
ミキシング台は作業前後および定期的に消毒用アルコールで消毒されている
感染性廃棄物のゴミ箱はミキシング台より離して設置されている
ミキシング台に手指消毒薬が設置されている

ミキシング

ディスポ手袋が配置されている
消毒用アルコールまたは環境クロスが設置されている
単包化されたアルコール綿が配置されている
ミキシング台にアルコール綿や手指衛生材料以外の不要な物品を置いていない
ミキシング台に点滴以外の物を吊り下げていない
薬品保管庫の中を整理している
薬剤の使用期限チェックを定期的に実施している
開封日をバイアルに記載している
定めた開封後使用期限の基準を守っている

薬品管理
保冷庫には薬品以外のものを置いていない
保冷庫内の薬品保管場所を整理している
保冷庫の最下段に薬品を置いていない
薬品保冷庫の温度を 1 日 1 回以上確認し記録している
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感染対策相互ラウンドにおけるチェック
感染防止対策部門
チェックの区分

推奨されるチェック内容
消毒薬の希釈方法，保管，交換，用途に関するマニュアルを作成している
消毒薬の開封後使用期限の施設基準を定めている
消毒薬の開封後使用期限が適切に管理されているか確認している

清掃・消毒
薬剤耐性菌が検出されている患者の病室では，高頻度接触面を 1 日 1 回以上清拭消毒しているか確認している
高水準消毒薬の取り扱いに関するマニュアルを作成している
夜間・休日対応を含めた，内視鏡の洗浄・消毒方法の手順に関するマニュアルを作成している
中心静脈留置カテーテル管理に関する感染対策マニュアルに手指衛生，消毒方法の記載がある
カテーテル血流感染
マニュアルに遵守した手指衛生，消毒が行われているか確認している
抗菌薬の使用量を毎月集計している
抗菌薬の使用量が不適切な病棟や診療科に対しては指導などを現場スタッフに行っている
感染対策委員会で定期的に報告している
全スタッフが抗菌薬の使用状況を確認できるツールがある
ASP を実践するために、病棟ラウンドを定期的に行い、個々の症例への介入を行っている
薬剤師が病棟ラウンドに参加している
抗菌薬適正使用
病棟ラウンドの支援内容が適切に遂行されているかを確認している
使用届出書，使用許可書の提出率が低い診療科に対して指導などを行っている
診療科別に使用届出書や使用許可書の提出率を算出している
使用届出制や使用許可制の対象となっている特定広域抗菌薬の使用状況（投与理由，用法・用量）を確認している
特定広域抗菌薬の使用状況を ICT で共有するツールがある
感染対策委員会等で定期的に診療科別の使用届出書，使用許可書の提出率を報告している
感染対策マニュアルに血液培養 2 セット採取についての記載がある
2 セット採取率が低い場合において，2 セット採取の重要性を指導，あるいは改善するための適当なツールがある
感染症診療
血液培養 2 セット採取率を診療科別に算出している
感染対策委員会等で定期的に血液培養 2 セット採取率を報告している
ミキシング時のマニュアルに感染対策に関する項目がある
ミキシング前の手指消毒を指導・教育している
ミキシング前の手指消毒状況を確認している
感染対策マニュアルに非無菌環境下での点滴の作り置きを禁じた記載がある
非無菌環境下での点滴の作り置きを禁じている
ミキシング
非無菌環境下での点滴の作り置きを行っていないか確認をしている
感染対策マニュアルにミキシング台の設置に関する記載がある
感染対策マニュアルにミキシングの作業環境に関する記載がある
ミキシング台が清潔区域にあるか確認している
ゾーニング化が図られているか確認している
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チェックの区分

推奨されるチェック内容
感染対策マニュアルにミキシング台の物品に関する記載がある

ミキシング

ミキシング台にアルコール綿や手指衛生材料以外の不要な物品を置いていないか確認している
ミキシング台に点滴以外の物を吊り下げていないか確認している
薬品保管庫の中が整理されているか定期的に確認している
薬剤の使用期限がチェックされているか確認している
複数回使用のバイアル製剤を定めている
複数回使用のバイアル製剤に対し開封後使用期限の施設基準を定めている

薬品管理

定めた開封後使用期限の基準を守っているか確認している
保冷庫には薬品以外のものがないか定期的に確認している
保冷庫内の薬品保管場所が整理されているか定期的に確認している
保冷庫の最下段に薬品を置いていないか定期的に確認している
薬品保冷庫の温度管理がなされているか確認している
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病棟・薬剤・臨床検査部門
チェックの区分

推奨されるチェック内容
消毒薬の希釈方法，保管，交換，用途に関するマニュアルが配置されている
医療器材の洗浄・滅菌は，中央化されている
消毒薬の希釈方法，保管，交換，用途に関して現場スタッフに周知されている
消毒薬は定められた濃度，浸漬時間で使用している
消毒薬は定めた使用期間，交換間隔で使用している
消毒薬の容器に開封日を記載している

清掃・消毒
消毒薬の開封後使用期限のチェックを行っている
薬剤耐性菌が検出されている患者の病室では，高頻度接触面を 1 日 1 回以上清拭消毒している
高水準消毒薬の取り扱いに関するマニュアルが配置されている
高水準消毒薬使用の際は，手袋，ガウン，マスクを装着し換気も行っている
内視鏡の洗浄・消毒方法の手順に関するマニュアルが配置されている
夜間・休日対応を含め，内視鏡の洗浄・消毒方法はマニュアルに従って作業が行われている
中心静脈留置カテーテル管理に関する感染対策マニュアルが配置されており，現場スタッフに周知されている
遵守状況が悪い場合に，現場スタッフ全員が問題を共有するツールや改善に向けた体制が整っている
抗菌薬含有軟膏を中心静脈留置カテーテル挿入部に使用していない
カテーテル挿入部の消毒には 0.5%以上のクロルヘキシジンアルコールを用いている
カテーテル血流感染

輸液ラインやカテーテル接続部の消毒には消毒用エタノールを用いている
カテーテル挿入部から外へ円を描くように消毒している
消毒の範囲はドレッシングで覆われる範囲以上に行っている
輸血や血液製剤は末梢ルートより投与されている
脂肪乳剤は末梢ルートより投与されている
抗菌薬の使用量が不適切な場合において，現場スタッフが問題を共有するツールや改善に向けた体制が整っている
特定の抗菌薬だけでなく採用抗菌薬の全ての使用量を把握している

抗菌薬適正使用
病棟ラウンドの支援内容を確認する方法がある
病棟ラウンドの支援内容を確認する方法を知っている
感染症診療

血液培養 2 セット採取を行っている
ミキシング前に手指消毒を実施している
ミキシングや輸液セットの接続は，可能な限り同一の看護師が専任して行っている
クリーンベンチ（無菌環境下）と非無菌環境下でのミキシングに関するそれぞれのマニュアルが配置されている
ミキシングは，可能な限りクリーンベンチ（無菌環境下）で行っている
非無菌環境下でミキシングを行っている場合は，薬剤師が現場スタッフに環境整備や清潔管理に関して監督指導を行っ

ミキシング

ている
専用のガウン，衣類カバーを着用している
クリーンベンチ
（無菌環境下）
でのミキシング

ガウン，衣類カバーは腕を露出しない長袖，粒子発生量の少ないものを用いている
帽子とマスクを着用している
個人防護具の着用順について指導している
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チェックの区分

推奨されるチェック内容
パウダーフリーの非滅菌手袋を着用している
手袋着用前にアルコール含有消毒薬で手指を消毒，または抗菌皮膚洗浄剤で手と前腕を洗浄している
クリーンベンチのフード（前面ガラス）は最小限の開放としている
クリーンベンチ
クリーンベンチ手前の端より 15cm 以上奥側でミキシングを行っている
（無菌環境下）
消毒用アルコールを用いてゴム栓面の消毒を行っている
でのミキシング
アンプルのカット部は消毒用アルコール含浸綿で清拭している
ミキシング作業中はアルコール消毒薬で手袋および作業面を消毒している
ミキシング作業中の会話は必要最小限に抑えている
非無菌環境下での点滴の作り置きを行っていない
非無菌環境下
でのミキシング

マスクを着用している
手指衛生を行い，非滅菌手袋を着用している
ミキシング作業中の会話は必要最小限に抑えている

ミキシング台が空調や扇風機の下に設置されていない
ミキシング
（空調や扇風機の下に設置せざる得ない場合は，空調や扇風機が清潔な状態にあるかを確認後にミキシング作業を
行っている）
ミキシング台が設置してある部屋の空調や扇風機は清潔に保たれている
ミキシング台は専用の独立部屋もしくはナースステーション内の専用スペースに設置されている
ミキシング台は専用となっている
ミキシング台は作業前後および定期的に消毒用アルコールで消毒されている
感染性廃棄物のゴミ箱はミキシング台より離して設置されている
ミキシング台に手指消毒薬が設置されている
ディスポ手袋が配置されている
消毒用アルコールまたは環境クロスが設置されている
単包化されたアルコール綿が配置されている
ミキシング台にアルコール綿や手指衛生材料以外の不要な物品を置いていない
ミキシング台に点滴以外の物を吊り下げていない
薬品保管庫の中を整理している
薬剤の使用期限チェックを定期的に実施している
開封日をバイアルに記載している
定めた開封後使用期限の基準を守っている
薬品管理
保冷庫には薬品以外のものを置いていない
保冷庫内の薬品保管場所を整理している
保冷庫の最下段に薬品を置いていない
薬品保冷庫の温度を 1 日 1 回以上確認し記録している
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日常の病棟ラウンドにおけるチェック
チェックの区分

推奨されるチェック内容
手洗い場は清潔で乾燥した状態にある
手洗い場に液体石鹸または泡石鹸（継ぎ足し使用はしない）を設置している

標準・経路別予防策 病室の入口に擦式アルコール手指消毒薬を設置している
ベッドサイドや処置ワゴンに擦式アルコール手指消毒薬を設置しているなど工夫をしている
ミキシング台に擦式アルコール手指消毒薬を設置している
消毒薬は定めた使用期間，交換間隔で使用している
消毒薬の容器に開封日を記載している
清掃・消毒
消毒薬の開封後使用期限のチェックを行っている
薬剤耐性菌が検出されている患者の病室では，高頻度接触面を 1 日 1 回以上清拭消毒している
カテーテル血流感染 薬剤部のクリーンベンチ（無菌環境）にて調製した高カロリー輸液製剤は冷蔵庫に保管している
ミキシング前に手指消毒を実施している
非無菌環境下での点滴の作り置きを行っていない
マスクを着用している
手指衛生を行い，非滅菌手袋を着用している
ミキシング台が設置してある部屋の空調や扇風機は清潔に保たれている
ミキシング台は専用の独立部屋もしくはナースステーション内の専用スペースに設置されている
ミキシング台は専用となっている
ミキシング

ミキシング台は作業前後および定期的に消毒用アルコールで消毒されている
感染性廃棄物のゴミ箱はミキシング台より離して設置されている
ミキシング台に手指消毒薬が設置されている
ディスポ手袋が配置されている
消毒用アルコールまたは環境クロスが設置されている
単包化されたアルコール綿が配置されている
ミキシング台にアルコール綿や手指衛生材料以外の不要な物品を置いていない
ミキシング台に点滴以外の物を吊り下げていない
薬品保管庫の中を整理している
薬剤の使用期限チェックを定期的に実施している
開封日をバイアルに記載している
定めた開封後使用期限の基準を守っている

薬品管理
保冷庫には薬品以外のものを置いていない
保冷庫内の薬品保管場所を整理している
保冷庫の最下段に薬品を置いていない
薬品保冷庫の温度を 1 日 1 回以上確認し記録している
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ＩＣＴラウンドガイド作成に携わったメンバー（所属は初版時）
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三浦 義彦
世話人：萱沼 保伯

福岡大学病院
愛知医科大学病院
日本大学医学部附属板橋病院
愛知医科大学病院
日本医科大学付属病院
獨協医科大学病院

感染対策に携わる薬剤師のための

ICT ラウンドガイド
2014 年 初版発刊
2017 年 第 2 版発刊
編集

私立医科大学病院感染対策協議会/薬剤師専門職部会
教育委員会（感染制御領域）
抗菌薬適正使用推進委員会（抗菌薬の適正使用領域）

事務局 〒105-8471
東京都港区西新橋 3-19-18
電話

03-3433-1111（代表）

・本ガイドの一部は原文の引用によっており，その著作権は引用元にある。
・本ガイドに掲載された著作物の複写，転載，販売に関する許諾権は
私立医科大学病院感染対策協議会が保有する。
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