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リハビリに必要な感染症の
知識と対策

– COIVD-19以外 –
兵庫県理学療法士会感染対策エキスパート育成研修会（2022.11.8）

神戸市立医療センター中央市民病病院 感染症科 黒田浩一

本日の内容
•微生物と感染症

•医療関連感染と院内感染対策（標準予防策と感染経路別予防策）

•医療関係者が接種すべきワクチン

•血液・体液曝露事故

•重要な病原微生物の感染対策

インフルエンザ、麻疹・風疹、CDI、ノロウイルス、疥癬

微生物と感染症

微生物とは
• 肉眼では見ることができない微小な生物の総称

• 観察するためには、顕微鏡が必要

• 原核生物（細菌）

：核を持たない細胞からなる生物

• 真核生物（真菌、原虫）

：核を持つ細胞からなる生物

https://bio-and.info/post/Biology_Basis/ProkaryoteAndEukaryote

微生物の分類

大きさ

細菌 0.5-10 μm 原核生物

真菌 5-15 μm 真核生物、酵母と糸状菌「カビ」

原虫 10-100 μm 真核生物、単細胞の寄生虫

ウイルス 20-200 nm 生物と非生物の間に位置する

感染とは -感染と発症は異なる -

• 病原微生物が宿主の体の組織の内部あるいは粘膜の表面で増殖して、体に

なんらかの影響を及ぼし、それに対して宿主が免疫応答を起こした状態

• 顕性感染

-感染組織が傷害、炎症反応が誘導され、症状が出現（発症）した状態

• 不顕性感染

-症状が出現しない状態（生体防御機構によって速やかに病原体が排除）

• 持続感染：宿主の免疫を回避して持続的に増殖（B型肝炎ウイルス）

• 潜伏感染：感染細胞内で休眠状態（結核菌、水痘帯状疱疹ウイルス）
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感染・汚染・定着

•感染：臓器や粘膜表面に付着して増殖し、宿主に何らかの影

響を与える

•汚染：皮膚や粘膜表面などに単に付着した状態

•定着：皮膚や粘膜表面などに付着し、増殖しても宿主に影響

を与えない状態

•感染対策上は、上記の分類の関係なく同じ対策が必要

感染症が成立する条件
•感染源と伝播経路

- 水平伝播 vs 垂直伝播（経胎盤感染、産道感染、母乳感染）

- 直接伝播 vs 間接伝播：感染源との直接の接触の有無

飲食物、水、モノ、空気・粉塵、媒介動物（カやハエ）

- 侵入門戸：傷害された皮膚、粘膜（気道、消化管、生殖器）

•宿主の病原体に対する感受性

- 微生物の病原性＞宿主の抵抗力：顕性感染（感染+発症）

- 微生物の病原性≦宿主の抵抗力：感染しない or 不顕性感染

感染源・伝播経路
•感染しているヒト・動物・昆虫

•微生物が生息している環境（土壌、海水、植物）

•微生物に汚染されたもの（水、食事）

微生物の伝播様式
•接触感染（経口感染、経皮感染）

- MRSA、ノロウイルス、性感染症、C. difficileなど

•飛沫感染

- 咳・くしゃみ・会話などで感染、到達距離は2m以内

- インフルエンザ、マイコプラズマ、百日咳など

•空気感染

- 飛沫核感染、エアロゾル感染

- 結核、水痘、麻疹

•血液媒介感染

- B型肝炎、C型肝炎、HIV

医療関連感染と院内感染対策
（標準予防策と感染経路別予防策）

医療関連感染⇔市中感染

• 医療関連感染とは、医療機関（在宅医療も含む）において患者が原疾患

とは別の感染症に罹患すること（＝院内感染）

• Healthcare-Associated Infection（HAI）

• 原則として、入院後48時間以降に発症した感染症

- 死亡の増加

- 入院期間の延長

- 医療費の増加
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医療関連感染の代表例

•院内肺炎（HAP)・人工呼吸器関連肺炎（VAP)

•カテーテル関連尿路感染（CAUTI)

•手術部位感染（SSI）

•カテーテル関連血流感染（CRBSI）

•Clostridioides difficile infection（CDI）

医療関連感染の感染源
•外因性

- 他の患者（C. difficile、MRSA、結核、インフルエンザ etc）

- 医療従事者、面会者、病院環境

（飛沫感染や医療従事者の手を経由する接触感染が多い）

•内因性

- 患者本人（常在菌・定着菌による感染症）

主に感染を伝播させるのは...医療者の手 HAIは医療従事者の感染も含む

•医療従事者が医療機関内において感染しうる感染症

インフルエンザ

COVID-19

麻疹・風疹

流行性耳下腺炎

水痘

百日咳

結核

院内感染対策

•院内感染対策の目的

•標準予防策

•感染経路別予防策

医療関連感染対策の目標

•患者の安全を確保する

•医療従事者や来訪者の安全を確保する
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感染対策の基本：標準予防策

•適切なタイミングの手指衛生

•適切な個人防護具の使用

-吸痰時のサージカルマスク

-体液に触れる場合の手袋

-衣服が汚染する可能性がある場合のエプロン/ガウン

19

標準予防策

•患者の血液、唾液、胸水、腹水などすべての体液

と、分泌液（汗を除く）、排泄物、損傷のある皮

膚、粘膜を、感染性を有しているものとして対応

することによって、院内感染を防止する

院内感染対策の目的

•ある病原体をもつ患者から他の患者への医療従

事者を介した交差感染を防ぐ（Pt→HCP→Pt）

•患者が保有している病原体から医療従事者また

は医療環境を守る（Pt→HCP）

手指衛生が最も基本的で重要な感染対策

手指衛生のタイミングが重要
• 5つのタイミング

①患者へ接触する前

②清潔操作および無菌操作の前

③体液曝露の可能性があった後

④患者へ接触した後

⑤患者の周辺環境へ触れた後

追加：手袋を外した直後にも手指衛生を行う

衛生的手洗い
• 医療関連感染の予防策として行う手洗いであり、皮膚通過菌のほとんどを除去すること

を目的とする。必要な場面でこれを行うことにより、手指を介した接触感染を防止する

ことが最終的な目的である。

•速乾性手指消毒薬（20-30秒）

- 多くの医療現場で使用されている

•石けんと流水（40-60秒）

- 目に見えて手指が汚染されている場合

- ロタウイルス、ノロウイルス、C. difficile感染症の場合

1日に何度（数十回）も手
を洗うので、皮膚は荒れる
やすい。そのため、スキン
ケア（保湿剤）をしっかり
と行う必要がある。
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• アルコール手指消毒薬が基本

-除菌効果が高い

-手指衛生に要する時間が短い

-場所を選ばない（流水と石鹸→シンクが必要）

• 保湿成分が添加され手荒れを起こしにくい

• 1日に何度（数十回）も手を洗うので、皮膚は荒れるやすい。そのた

め、スキンケア（保湿剤）をしっかりと行う必要がある。

アルコール手指消毒薬が基本

http://www.yoshida-pharm.com/category/countermeasure/texts/#phase03

http://www.yoshida-pharm.com/category/countermeasure/texts/#phase03

個人防護具（PPE: personal protective equipment)

• PPEは、医療者が病原体に汚染しないため、また、医療者由来の病

原体で清潔野を汚染しないために着用する

•手袋、マスク、エプロン/ガウン、ゴーグル/フェイスシールド

•基本的に単回使用

•正しい着脱方法を身につけるには訓練が必要

•着用前後には手指衛生を行う

個人防護具（PPE: personal protective equipment)

•「感染症がある患者」または「感染症の疑いがある

患者」に対して、標準予防策に加えて、感染経路別

予防策を実施することがある

•特定の病原微生物による感染症（疑いを含む）の場

合、その感染経路に応じた予防策を選択する

感染経路別予防策
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感染経路別予防策

•接触予防策

•飛沫予防策

•空気予防策

感染対策：感染経路別予防策
•接触予防策：MRSA、C. difficile、ノロウイルス

- 患者または患者の周囲環境に接触する可能性がある場合に、手袋とガウン

（またはエプロン）を使用する

•飛沫予防策：インフルエンザ、新型コロナウイルス

- 感染者に近づくときにサージカルマスクを使用

•空気予防策：結核、麻疹、水痘、（新型コロナウイルス）

- 独立空調で陰圧管理の個室

- 病室に入るときN95マスクを使用

標準予防策＋感染経路別予防策 接触予防策
•接触予防策：

- MRSA、ESBL産生菌、MDRPなどの耐性菌

- C. difficile、ノロウイルス、ロタウイルス

- 患者または患者の周囲環境に接触する可能性がある場合

手袋とガウン（またはエプロン）を使用する

- 個室隔離・集団隔離（コホーンティング）が行われる

• 抗菌薬が効かない（効きにくい）菌を耐性菌と呼び、複数の系統の抗菌薬が効かない菌を多剤耐性菌と呼ぶ

• メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)

• バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）

• ESBL産生腸内細菌目細菌（大腸菌など）

• カルバペネム耐性腸内細菌科細菌（大腸菌、Enterobacter属など）

• 多剤耐性緑膿菌（Pseudomonas aeruginosa）（MDRP）

• 多剤耐性Acinetobacter baumanii（MDRA）

カルバペネム系・フルオロキノロン系・アミノグリコシド系に耐性

重要な薬剤耐性菌
• 最近の研究では...

- MRSA

- ESBL産生菌

では、接触予防策が不要な可能性がある

• ただし、手指衛生の遵守率が高い必要がある

• ルーチンのガウン・手袋が不要になることで手指衛生のアドヒアランス

が改善 vs 感染対策の意識が低下して手指衛生のアドヒアランス低下

接触予防策
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飛沫予防策
•飛沫予防策：インフルエンザ、新型コロナウイルス

百日咳、風疹、おたふく、マイコプラズマ

- 患者の咳やくしゃみ，会話の時に出される飛沫から感染する

- 飛沫は1～2ｍほどで落下する

- 感染者に近づくときにサージカルマスクを着用する

- COVID-19流行後、ユニバーサルマスキング

空気予防策
•空気予防策：結核、麻疹、水痘、播種性帯状疱疹

（新型コロナウイルス）

- 飛沫の水分が蒸発してできる飛沫核（長時間空中を浮遊）を

吸入して感染する

- 独立空調で陰圧管理の個室

- 医療従事者は、病室に入るときN95マスクを着用

- 患者はサージカルマスクを着用

Nat Rev Microbiol. 2021 Aug;19(8):528-545. 
doi: 10.1038/s41579-021-00535-6.

マスク・身体的距離

手指衛生

手指衛生

マスク・換気

新型コロナウイルス感染症

日本環境感染学会医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド（第4版）
http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=418

ICN（感染管理看護師）の役割

• Infection Control Nurse（略称：ICN）

• 主に病院などの医療機関に所属し、医師、薬剤師などと院内感染対

策チームや同様の委員会などを構成して、日常の看護業務や病院内

全般における院内感染の防止など感染症対策を行う看護師のこと

- 感染症看護専門看護師

- 感染管理認定看護師

資格 – 日本看護協会 -
• 専門看護師（Certified Nurse Specialist: CNS）

- 実践、相談、調整、倫理調整、教育、研究

- 施設や地域における個人や集団の感染予防と発生時の適切な対策に従事

するとともに、感染症の患者に対して水準の高い看護を提供する

• 感染管理認定看護師（Certified Nurse: CN）

- 実践、指導、相談

- 医療関連感染サーベイランスの実践

- 各施設の状況の評価と感染予防・管理システムの構築
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ICN（ICT専従）の具体的な業務
• 手指衛生などの感染管理手技や耐性菌に対する感染防御策の推進

• 多職種によるICTラウンド（週1回）：手指衛生、感染経路別予防策、器具機材管理などをチェックする

• 感染管理コンサルテーション（現場の適切な対策実践を支援）

• サーベイランス（CRBSI, VAP, CAUTI, SSI, 耐性菌, 血液・体液曝露）

• 職員への感染管理教育

• 感染対策マニュアルの作成・改訂・導入

• 感染管理システムの構築（PPEの適正配置と適正使用など）

• 血液曝露事故に対する対応

• アウトブレイクの調査・対策（COVID-19、耐性菌、など）

• 患者や職員の感染性疾患（麻疹や結核）の曝露の調査

このsectionのまとめ
• 医療関連感染（Healthcare-Associated Infection, HAI）とは、医療機関

（在宅医療も含む）において患者が原疾患とは別の感染症に罹患すること

であり、HAP/VAP、CRBSI、SSI、CAUTI、CDIなどが含まれる。また、

医療従事者が医療機関内で感染する感染症（インフルエンザ、COVID-19、

麻疹・風疹、流行性耳下腺炎、水痘、百日咳、結核）も含まれる。

• 医療関連感染を防ぐため、院内感染対策が行われる。標準予防策（手指衛

生が基本）と感染経路別予防策の2つに分けられる。

医療関係者が接種すべき
ワクチン

医療関係者が接種すべきワクチン

•医療従事者自身と患者を感染症から守るために接種する

•B型肝炎ワクチン

•麻疹・風疹・流行性耳下腺炎・水痘ワクチン

•インフルエンザワクチン

•百日咳ワクチン（3種混合ワクチン）

•COVID-19ワクチン

B型肝炎ワクチン

一般社団法人日本環境感染学会. 医療関係者のためのワクチンガイドライン第3版（2020）

B型肝炎

•血液媒介感染をする病原体で最も感染力が強い

•成人がHBVに感染した場合、6週～6か月の潜伏期間の後、

30-50%が急性肝炎を発症し、そのうち1%弱が劇症肝炎

（致死的転帰をたどることが多い）となる

•急性肝炎の1%程度が慢性肝炎に移行する
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B型肝炎ワクチン
•主に医療従事者を感染から守るために接種するワクチン

• 1回0.5ml（HBs抗原蛋白10μg）を筋注（10歳未満では0.25ml）

•回数と接種間隔：3回（0, 1M, 6M）

• 3回目接種の4-8週間後にHBs抗体測定：10 mIU/mL以上で免疫獲得

•副反応は少ない、かつ、軽度：局所の疼痛・腫脹

•妊娠中・授乳中の女性、新生児に対して接種可能

•十分な抗体価を獲得する確率

• 40歳未満約92%、40歳以上約84%

• 1シリーズの効果不十分→もう1シリーズ追加（30-50%で成功）

•原則として、経時的なHBs抗体測定不要（減衰しても予防効果は持

続する）

B型肝炎ワクチン

麻疹・風疹・流行性耳下腺炎・水痘ワクチン

• 医療従事者が感染・発症すると...

-本人の重症化の可能性

-周囲の患者や医療従事者への感染の可能性

• 感染経路

-麻疹・水痘：空気感染、飛沫感染、接触感染

-風疹・おたふく：飛沫感染、接触感染

• 予防接種記録は文書化されたもののみを採用（母子健康手帳）

• いずれも1歳以上での2回接種が原則

• 水痘以外の罹患歴の正確性は低い→罹患歴の有無は、記憶ではなく抗体検査で確認

麻疹・風疹・流行性耳下腺炎・水痘

麻疹・風疹・流行性耳下腺炎・水痘
生ワクチンのため以下の場

合接種できない

・免疫不全者

・妊娠中

医療者に必要な条件

・1歳以上で2回接種

または

・既感染が検査で証明

抗体価：右列の値のみ参照する
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MMRVワクチン効果

•いずれのワクチンも1回接種で90-95%以上の効果

- 数%のprimary vaccine failure

- secondary vaccine failure（年数経過とともに免疫が減衰）

•そのため、2回接種必要

• 1990年4月以降に生まれた人：麻疹・風疹Vは2回接種している

•水痘V：2014年10月に定期接種化

•おたふくV：現時点で任意接種のまま

おたふくワクチンの副反応

•非常に稀だが、接種後3週間前後に、ワクチンに由来す

ると疑われる無菌性髄膜炎が発生するという報告がある

インフルエンザワクチン

•全医療従事者に接種が推奨される

•毎年1回、0.5ml、10-11月に接種する

•4価の不活化ワクチンが使用される

2022/2023シーズンのワクチン

• 流行が予想される4種類のインフルエンザ株

• 不活化ワクチンなので、ワクチンでインフルエンザには罹患しない

• 2022/2023冬シーズンのインフルエンザワクチン株

A/Victoria(ビクトリア) /1/2020(IVR-217)(H1N1)pdm09

A/Darwin(ダーウィン) /9/2021 (SAN-010)(H3N2)

B/Phuket (プーケット) /3073/2013 (山形系統)

B/Austria(オーストリア) /1359417/2021（BVR-26)(ビクトリア系統）

https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-m/2066-idsc/related/584-atpcs002.html

インフルエンザワクチンの適応

•対象：

生後6ヶ月以上のすべての人

•特に接種が推奨される人：

インフルエンザ合併症のhigh risk group

その家族や介護者、医療従事者

MMWR 2017;66:1-20

ワクチンの効果
•ワクチン株と流行株が一致するかどうかで効果が変わる

•免疫の持続時間は、6-8か月

•インフルエンザ発症を減らす（40-60%）

•肺炎などのインフルエンザ関連合併症を減らす

•インフルエンザに関連した入院を減らす

•若年成人の休職期間を短縮 など
MMWR Recomm Rep 2016;65:1-54, NEJM 1995;333:889-893
Cochrane Database Syst Rev. 2018;2:CD001269
Cochrane Database Syst Rev. 2018;2:CD004876
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COVID-19前の米国のdata
•ワクチン株と流行株が一致した場合

- ワクチン効果は、40-60%

- 罹患者・受診者・入院・死亡が減少

•小児＞高齢者

•A（H1N1）＞A（H3N2）

N Engl J Med. 2017;377:534-43, Clin Infect Dis. 2019 May 17;68(11):1798-1806
MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019;68:135-9, Clin Infect Dis. 2019 Feb 2. doi: 10.1093/cid/ciz075

接種のタイミング

•成人・妊婦は、9-10月が推奨されている（妊娠第3期の場

合は7-8月に接種してもよい→新生児への効果を期待）

• 6か月から8歳（日本だと13歳）は、2回目を10月終わりま

でに接種できるように、ワクチンが利用可能になったらす

ぐに接種する（1回目を7-8月に接種してもよい）

MMWR Recomm Rep 2022;71(No. RR-1):1–28.

接種方法

• 3歳以上：1回0.5mlを皮下注射

• 3歳未満：1回0.25mlを皮下注射

※諸外国では、局所の副反応が少ないため、筋肉注射が基本

• 13歳未満では4週間以上間隔をあけてから2回目を接種する

※米国やWHOでは、9歳以上の小児では1回接種

•他のワクチンとの同時接種は可能（COVID-19ワクチンも可）

Vaccine 2006;24:2395–2402 Microbiol Immunol 2010;54:81–88

第33回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022.7.22） 資料1. https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26922.html

筋肉注射の方法

奈良医科大学のwebsiteから

これまで行われてきた方法
・肩峰から3横指（=日本人だと4cm程度）
→三角筋下滑液包や腋窩神経にあたる危険性がある可能性
・肩峰から2インチ（欧米人の3横指）＝約5cm

• ファイザー従来型ワクチン2回目＋インフルエンザワクチンの成人への同時接種の効果

と安全性を検討したRCT＠英国

• ファイザー・インフルエンザ同時接種 vs ファイザー→3週間後にインフルエンザ

• 使用されたインフルエンザワクチンは、3価アジュバント含有不活化ワクチン、細胞培

養による4価不活化ワクチン、組み換え4価ワクチン（日本で使用されているワクチンは、

鶏卵培養による4価不活化ワクチン）

•副反応：同等、免疫原性：接種3週間後のスパイク蛋白に対するIgG

同等、4種の株に対するHI抗体価同等

同時接種（コロナ＋インフルエンザ）

Lancet. 2021 Dec 18;398(10318):2277-2287. doi: 10.1016/S0140-6736(21)02329-1.

• モデルナ従来型ワクチン3回目＋インフルエンザワクチンの65歳以上の免疫

正常者への同時接種の効果と安全性を検討したオープンラベルRCT＠米国

• インフルエンザワクチンは、鶏卵培養による高用量4価不活化ワクチン

（Fluzone：ヘマグルチニン含有量が通常ワクチンの4倍）を使用

• 同時接種 vs モデルナのみ vs インフルエンザワクチンのみ

• 同時接種群での副反応の増加なし

• 接種3週間後のS蛋白IgGとHI抗体価は、同時接種群と単独接種群で同等

Lancet Respir Med. 2022 Apr;10(4):392-402. doi: 10.1016/S2213-2600(21)00557-9.

同時接種（コロナ＋インフルエンザ）
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第33回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022.7.22）資料1

同時接種（コロナ＋インフルエンザ） 百日咳ワクチン（3種混合ワクチン）

• 医療従事者（特に産科病棟スタッフ、新生児・乳児をケアするスタッフ、妊娠中の母

親や入院中の新生児・乳児と直接接触する医療従事者）は接種することが推奨される

• 医療従事者へのTdapの接種は費用対効果りあり（米国）

• 新生児・乳児への院内感染予防戦略のひとつ

• 日本での接種：DTaP（トリビック®）を使用する

COVID-19ワクチン

• 12歳以上へbooster接種が推奨（2回目との接種間隔は3-

5ヶ月以上）され、60歳以上、または、18歳以上で基礎疾患

ありの場合、4回目接種が推奨されているため、医療従事者

は3回以上の接種が推奨される

•さらに、2022年9月以降、オミクロン対応ワクチンが3-5回

目接種として推奨されるようになった（12歳以上）

mRNAワクチンの3回目接種
• オミクロン（主にBA.1とBA.2）に対する効果

- 感染予防効果：接種2-3か月まで50-70%程度

その後減衰し、接種4-5か月後には40%未満に低下

- 入院予防効果：80%以上（5か月以上持続）

- 死亡抑制効果：90%程度（2-3か月まで確認）

• BA.1とBA.2に対する感染・入院予防効果は同等

• BA.1/2とBA.4/5に対する感染・入院予防効果は同等

mRNAワクチンの4回目接種

•中和抗体価は上昇する（3回目接種後よりやや高め）

•高齢者に対する接種では

- 感染予防効果：50-60%程度（ただし、効果は2か月程度）

- 重症化予防効果：70-80%程度（ただし、10週以降の検討未）

•医療従事者全体に対する接種：短期的な感染予防効果あり

- 休務が必要な医療従事者を減らす効果は期待できる

日本での4回目接種

• 2022年4月27日に厚生科学審議会（予防接種・ワクチン分科会）で対

象者が決定された

- 3回目接種から少なくとも5ヶ月以上あける（10/20- 3か月以上）

- 60歳以上の者（努力義務あり）

- 18歳以上で基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が認める者

第32回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022.4.27）. 新型コロナワクチンの接種について. 
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000934480.pdf
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医療従事者に対する4回目接種

•第7波（2022年7月～）に新規感染症が急速に増加し、医療従事者が

感染することによって、（1）重症化リスクの高い患者への院内伝播、

（2）感染による医療従事者の職場離脱で医療提供体制に影響が生ず

ることが懸念された（学術的な理由というよりは社会的な理由）

•感染予防効果のエビデンスは限定的であるが、60歳未満の医療従事

者・高齢者施設等の従事者に対する4回目接種を行う方針とした

（2022.7.22～）

第33回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料（2022.7.22）. 新型コロナワクチンの接種について.

オミクロン対応ワクチンの政府方針

• 3回目接種以降に使用（1, 2回目は従来ワクチンを使用）

•ファイザー12歳以上全員、モデルナ18歳以上全員

•最終接種から5か月以上の間隔で接種→3か月以上に変更（10/20）

• BA.1対応ワクチンとBA.4/5対応ワクチンの使い分けは決まっていない

（各自治体任せ→BA.4/5対応ワクチンを選択する自治体が多い？）

厚生労働省事務連絡. オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの接種体制確保について（その４）(2022.9.14). 
https://www.mhlw.go.jp/content/000989882.pdf
新型コロナワクチンの接種について(第37回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 資料1). 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000989658.pdf
新型コロナワクチンの接種について（第39回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 資料1）(2022.10.20) 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001003263.pdf

病院職員のCOVID-19ワクチン接種

• 3回以上の接種が強く推奨される

•接種者本人だけでなく、患者・同僚の利益にもつながる

•患者→職員本人への感染予防効果

•職員の市中感染への予防効果

•職員→職員への感染予防効果

•職員→患者への感染予防効果

このsectionのまとめ

•院内感染対策の1つとして、医療従事者に対するワク

チン接種がある。B型肝炎ワクチン、麻疹・風疹・流

行性耳下腺炎・水痘、インフルエンザ、百日咳、

COVID-19に対するワクチンが推奨されている。

血液・体液曝露事故

血液・体液曝露事故
•問題になる曝露事故

•問題になる病原微生物

•針刺し事故による感染リスク

•感染リスクの影響する因子

•針刺し事故による感染予防

•血液体液曝露事故時の対応

https://www.mhlw.go.jp/content/000989882.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000989658.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001003263.pdf
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問題になる曝露事故

•血液または体液が付着した針で受傷（針刺し事故）

•血液または体液が付着した鋭利な医療機器による切創

•粘膜または正常ではない皮膚（傷）への血液または体液の曝露

問題になる病原微生物

•HBV（B型肝炎ウイルス）

•HCV（C型肝炎ウイルス）

•HIV（ヒト免疫不全ウイルス）

針刺し事故による感染リスク

•HBV：HBe抗原+40%, HBe抗体+10%

•HCV：2%

•HIV：0.3%（粘膜曝露 0.09%）

感染リスクの影響する因子

•曝露源のウイルス量が多い

•針が中空

•血液・体液が肉眼的に見える

•血管内に刺入された後の器具（針）

•深い傷

針刺し事故による感染予防

•標準予防策の実施

•リキャップしない

•安全装置付きの器材を積極的に活用する

採血、静脈ルート確保、インスリン皮下注など

• HBVワクチンを受ける

•報告、適切な曝露後予防とフォローアップ

血液体液曝露事故時の対応

• 局所洗浄を行う

- 流水と石鹸が基本

- 眼球と粘膜は流水で洗浄する

- 口腔粘膜の場合はポビドンヨードによるうがいを追加可

• 直ちに業務から離れ、担当部署と自部署の所属長に連絡し、患者

（曝露源）情報を確認して受診する
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受診時に必要な情報
• 曝露源となった患者

- HBs抗原、HCV抗体、HIV抗体

- 過去データがなければ、説明して採血させていただく

• 曝露状況

- 受傷部位

- 受傷状況（針刺し？粘膜曝露？）

• 職員のB型肝炎ワクチン接種状況とHBs抗体価

主な対応方法

•曝露源がHBs抗原陽性、かつ、受傷した職員のHBs抗体陰性

→抗HBsヒト免疫グロブリン＋HBVワクチン接種

•曝露源がHIV患者

→速やかに抗HIV薬の内服を開始（28日間）

•曝露源がHCV抗体陽性

→血液検査（HCV抗体とALT）を曝露後1, 3, 6ヶ月後に行う

このsectionのまとめ
•血液・体液曝露事故（主に針刺し事故）では

- HBV

- HCV

- HIV感染

が問題となる。それぞれのリスクと初期対応を知る必要がある。

重要な病原微生物の
感染対策

インフルエンザ、麻疹・風疹、CDI、ノロウイルス、疥癬

インフルエンザ

インフルエンザについて

•インフルエンザの基本

•疫学

•症状

•感染経路

•診断

•治療

•予防：ワクチンと予防内服

•感染対策（ワクチン以外）
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インフルエンザの基本

•インフルエンザウイルスによる急性気道感染症

•A型（H1N1、H3N2）とB型

- H：ヘマグルチニン（HA：赤血球凝集素） 16種類

感染する細胞の受容体に結合する部分（吸着）

- N：ノイダミニダーゼ（NA） 9種類

感染細胞内で増殖したウイルス粒子の放出に関与

疫学：日本を含む北半球

•日本（温帯気候）では

- 流行は冬季

- 11月下旬から12月上旬から

- 1－2月がピーク

- 4－5月に収束する

海外では...

•南半球：7-8月がピーク

•熱帯地方：年中発生

•海外渡航する場合は、念頭におく！

疫学：ここ10年の発生状況

国立感染症研究所のホームページから https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-m/813-idsc/map/130-flu-10year.html

2017/2018シーズン
2018/2019シーズン
は大流行

2020/3以降ほぼ発生なし

インフルエンザで医療機関を受診する患者

国立感染症研究所ホームページより

例年1000-2000万人

COVID-19の流行で激減
•推計受診者数

- 2020/2021シーズン：約14000人

- 2021/2022シーズン：約3000人

- 2022/2023シーズン：まだ流行していない（11/8）

•もっとも想定される原因：感染対策の徹底、人との接触の減少

国立感染症研究所website：https://nesid4g.mhlw.go.jp/Hasseidoko/Levelmap/flu/new_jmap.html
厚労省website：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou01/houdou_00010.html
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今シーズンの南半球はどうだった？

https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-surveil-ozflu-flucurr.htm#current

今年は増加！

オーストラリアでは、日

本と同様に、厳格な感染

対策を行っていた

2021/2022シーズンま

では流行がなかったが、

対策が緩和された今シー

ズンは流行がみられた

流行状況の調べかた

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou01/houdou.html

流行状況はインターネットで

•インターネット検索（googleなど）

1. 「インフルエンザ流行レベルマップ」
→国立感染症研究所のホームページ

2. 「○○県 インフルエンザ情報」
→各都道府県の感染症情報センター

症状

•急性発症の発熱

•頭痛、倦怠感

•筋肉痛、関節痛

•乾性咳嗽、咽頭痛、鼻汁

•通常3-7日程度で自然に改善する

MMWR 2011;60(1):1-25
MMWR 2011;60(1):1-25

他の気道感染症と同じ症状
（症状は強い傾向）

感冒やCOVID-19と
症状から区別することはで

きない

非典型的な経過のこともある

•高齢者

発熱の頻度が低い

意識変容で受診する可能性がある

•小児

下痢や吐き気の頻度が高い（10-20%）

JAMA. 2005;293:987-97. Clin Infect Dis. 2019;68:e1-e47.

Lancet. 2017;390:697-708. Pediatr Infect Dis J. 2009;28:372-5.
Clin Infect Dis. 2003;36:299-305.
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重症化/合併症に注意！

肺炎（2次性細菌性肺炎、ウイルス性肺炎）

脳症、無菌性髄膜炎、脳炎

筋炎、横紋筋融解症、心筋炎など

MMWR 2011;60(1):1-25

重症化/合併症高リスク群
• 高齢者（65歳以上）

• 5歳未満の小児（特に2歳未満）

• 妊婦、出産後2週間以内

• 慢性疾患の既往

喘息、COPD、心疾患、悪性腫瘍、慢性腎不全

慢性肝疾患、糖尿病、血液疾患、神経筋疾患

• 免疫抑制状態（免疫抑制薬使用、HIV、移植後 etc）

• BMI≧40

• ナーシングホーム入所者

MMWR 2011;60(1):1-25. Clin Infect Dis. 2019;68:e1-e47.

2次性細菌性肺炎の頻度

•健康成人：0.5%

•高齢者/慢性心肺疾患のある患者：2.5%

•全体の1-2%が肺炎を起こす

JAMA. 2013;309:275-82. Int J Infect Dis. 2012;16:e321-31.
Arch Intern Med. 2003;163:1667-72. Intern Med J. 2012;42:755-60.

感染経路

•飛沫感染

気道分泌物（くしゃみ、咳）

6 feet＝1.8m≒2.0m

•気道分泌物で汚染された環境面から接触感染する可能性

PLoS One. 2011;6:e27932. Appl Environ Microbiol. 2016;82:3239-45.
Lancet. 2017;390:697-708. MMWR Recomm Rep. 2011;60:1-24.
Clin Infect Dis. 2003;37:1094-101.

どのくらいで発症？

•潜伏期間：1-4日（平均2日）

- 曝露してから２日後に発症しやすい

- 4日越えたら安心できる

MMWR 2011;60(1):1-24

感染性がある期間

•ウイルスの排泄

症状出現24-48時間前から

発症5-7日頃まで（ここまで注意！）

•発症から2-3日以内の排泄量が多い

MMWR 2011;60(1):1-24.   J Infect Dis. 2010;201:1509-16.
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治療

•対症療法（アセトアミノフェン）

•麻黄湯

•抗ウイルス薬

Health 2011;3(5):300-303

抗ウイルス薬の適応

•全員治療...ではない

入院症例

重症で進行性の場合

重症化リスクがある場合

65歳以上、2歳未満、免疫不全

慢性呼吸器疾患、悪性腫瘍、妊婦 etc

MMWR 2011;60(1):1-25

妊婦は全員治療

•全例治療すべき

•タミフルが第1選択

•重症化リスク、死亡リスクが高い

•タミフルは、安全に使用可能と考えられている

MMWR 2011;60(1):1-25
https://www.cdc.gov/flu/professionals/antivirals/avrec_ob.htm

抗ウイルス薬のタイミング
•なるべく早く治療開始する

•発症から48時間以内が基本

• 48時間を越えても使用すべき状況

入院症例

重症で進行性の場合

妊婦を含む合併症高リスク群

MMWR 2011;60(1):1-24. Clin Infect Dis. 2019;68:e1-e47.
https://www.cdc.gov/flu/professionals/antivirals/avrec_ob.htm

治療効果：外来患者

•症状のある期間が約1日短縮する

•入院が減少する「可能性」がある

•肺炎※が減少する「可能性」がある

BMJ. 2014;348:g2545, BMJ. 2014;348:g2547, Lancet 2015;385:1729-37

○Ann Intern Med 2012;156:512-524, Lancet 2015;385:1729-37, Clin Infect Dis 2017;64:1328
× BMJ. 2014;348:g2545

○Ann Intern Med 2012;156:512-524, Lancet 2015;385:1729-37, Clin Infect Dis 2011;:53(3):277-279
× BMJ. 2014;348:g2545

※肺炎ではなく、COPD急性増悪も含めた「抗菌薬投与を必要とした下気道感染症」

治療効果：入院患者

•入院期間の短縮

•死亡の減少

48時間以内に治療

ICU患者では48時間以降でも効果あり

発症してから5日目以降だと効果なし

効果は発症から薬剤投与までの期間が短いほど高い

MMWR 2011;60(1):1-25. Clin Infect Dis 2015;61:1807-14 J Infect Dis 2013;207:553.
Lancet Respir Med 2014;2:395-404. Clin Infect Dis 2018;67:736. Clin Infect Dis. 2019;68:e1-e47
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抗ウイルス薬

•タミフル（内服）：基本薬

•リレンザ（吸入）

•イナビル（吸入） 1回投与

•ラピアクタ（点滴）1回投与

•ゾフルーザ（内服）1回投与

予防：ワクチンと予防内服

•ワクチン接種

•抗ウイルス薬の予防内服

•マスクの着用、咳エチケット、手洗い

•院内感染対策（標準予防策/飛沫予防策）

インフルエンザワクチンの適応

•対象：

生後6ヶ月以上のすべての人

•特に接種が推奨される人：

インフルエンザ合併症のhigh risk group

その家族や介護者、医療従事者

MMWR 2017;66:1-20

学童への集団接種

学童へのインフルエンザワクチン接種量の低下によって、肺炎・インフルエンザによる超過死亡（高齢
者）が増加した（1962年から1987年まで学童のインフルエンザワクチンは必須とされていた）

N Engl J Med. 2001;344:889-96

小児への接種が重要

•学童への集団接種（日本）1) →高齢者の死亡

•小学校の集団接種（米国）2) →家族内のインフルエンザ発症

•小児（5-16歳）に接種（英国）3)

→社会全体のインフルエンザ発症/死亡

1) N Engl J Med. 2001;344:889-96. 2) N Engl J Med. 2006;355:2523-32. 3) PLoS Med. 2013;10:e1001527.

集団免疫（herd immunity）

•小児へのワクチン接種

-本人の発症予防のため

-周りの家族・高齢者など社会全体のため
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集団免疫

•多くの人が予防接種によって免疫を獲得することで、ウイルスや

細菌による感染症の蔓延が防止できる間接的な予防効果のこと

•インフルエンザ流行前に集団の予防接種率が上がり抗体ができる

と、流行そのものの山が低くなる

•流行そのものが減ると、予防接種をしていない人もその疾患に罹

患しにくくなる

集団免疫

副反応

•重度の副反応はほとんどない

•最も頻度の高い副反応は、接種部の疼痛

•局所反応は、通常2日以内に改善

MMWR Recomm Rep. 2016;65:1-54.

ワクチンを打ってはいけない人

•過去にインフルエンザワクチンで重度のアレルギー反

応の既往がある場合

•明らかな急性発熱疾患罹患者

•卵アレルギーの人は接種可能

MMWR Recomm Rep 2016;65:1-52

同時感染は重症化リスク高い
• 呼吸器感染症を起こすウイルスと

COVID-19の同時感染による重症化リス

クを検討した観察研究（2020.2.6～

2021.12.8）＠英国

• インフルエンザとの同時感染は、人工呼

吸器管理と死亡リスクをそれぞれ、4.14

倍・2.35倍上昇させた

• それぞれのワクチン接種の影響は不明、

治療適応が拡がるかどうかも不明

• ワクチン接種と積極的な検査が重要Lancet. 2022 Apr 16;399(10334):1463-1464. 
doi: 10.1016/S0140-6736(22)00383-X.

インフルエンザワクチンが重要
• 2021-2022シーズンの米国ミズーリ州で

の検討

• COVID-19単独感染での入院率3.5% vs 

インフルエンザとの同時感染 9.2%（入

院 aOR 2.02）で、統計学的有意差はな

かったが、同時感染で入院リスクが高い

傾向がみられた

• 2022-2022にインフルエンザワクチン接

種歴のある群は、同時感染リスクが低

かった（aOR 0.36）

Virology. 2022 Nov;576:105-110. doi: 10.1016/j.virol.2022.09.009. 
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抗ウイルス薬の予防内服

•曝露後予防

・曝露前予防であるワクチン接種に代わるものではない

・予防内服中でも発症することはある （約70-80%予防）

・予防内服していて、臨床症状がでなくても、インフルエンザを伝

播する可能性がある

MMWR 2011;60(1):1-25

予防の基本はワクチン接種

曝露後の予防内服の適応
•絶対的に決まった適応はない

•よい適応

- 曝露後48時間以内

- 合併症発症の高リスク者 or 医療従事者

- ワクチン接種なし

のすべてをみたすもの

MMWR 2011;60(1):1-25
Clin Infect Dis. 2019 Mar 5;68(6):e1-e47. doi: 10.1093/cid/ciy866.

抗ウイルス薬の予防内服

•薬剤
タミフル 75mg/日（1日1回）

リレンザ 10mg/日（1日1回 1回2吸入）

ゾフルーザ（1回40mg 単回投与）

•期間
家庭内暴露の場合：10日間

その他：7日間
MMWR 2011;60(1):1-25

N Engl J Med 2020; 383:309-320

院内・施設内でのoutbreak

•定義：同じunitで72時間以内に2例以上発生

•曝露した患者・入居者は、ワクチン接種状況に関わらず、早急に予

防内服を開始する

•予防内服は、そのunitごとに施行する

•スタッフへの予防内服は「考慮」

•予防内服期間は、14 日間、かつ、最終発症患者の症状出現から7 

日以上
Clin Infect Dis. 2019;68(6):e1-e47.

ワクチン以外の感染対策

•標準予防策（手指衛生が重要）

•接触予防策？

•飛沫予防策（サージカルマスク）

発症から7日間 and 症状消失から24時間

•気道症状のある職員を強制的に休ませる

MMWR 2011;60(1):1-25

常識的な予防法

•咳エチケット

•マスクと手洗い

→家庭内感染が減る
Ann Intern Med 2009;151:437-446
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感染したらすべきこと

•仕事を休む（最重要）

•検査でCOVID-19を除外する

•咳エチケット

•手洗い

休業日数
• CDC（米国）

解熱後最低24時間まで

（部署によっては発症から7日間）

•学校保健安全法（2012年に改正）

発症後5日、かつ、解熱後2日経過するまで

•当院の基準：解熱後2日間経過、かつ、医師が感染性がないと判断した場合

https://www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/healthcaresettings.html

インフルエンザのまとめ
• インフルエンザは、症状からCOVID-19と区別することは難しい

• 今シーズンはCOVID-19とインフルエンザの同時流行があるかもしれない

• タミフル®は、感染者全員に必要なわけではない

• 予防の基本は、インフルエンザワクチン接種であるが、施設や病院でoutbreakが起こった

場合は、タミフル®の予防内服が検討される

• 院内感染対策は、飛沫予防策で対応する（withコロナのため、ユニバーサルマスキングが基

本となっており、インフルエンザのために行う追加の対策はない）

• ヒト（同僚・患者さん）にうつさないために、疑わしい症状があれば、COVID-19とインフ

ルエンザの検査をして、診断された場合は、必要な日数を休務する

麻疹・風疹

麻疹
•麻疹ウイルス（RNAウイルスの一種）による感染症

•感染力が非常に強い（曝露したら90%で感染）

•ヒトにのみ感染を起こす

• 2018年（WHO/CDC発表）の疫学

- 罹患者数は、900万人以上と推定

- 世界で14万人以上が死亡（大半が5歳未満）

- 86%の1歳になる子どもが1回目のワクチン接種を受けている

- 69%の子どもたちが2回目のワクチン接種を受けている
WHO. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/measles
https://www.who.int/news/item/05-12-2019-more-than-140-000-die-from-measles-as-cases-surge-worldwide
CDC. https://www.cdc.gov/globalhealth/measles/data/fast-facts-global-measles-rubella.html

感染経路と感染力
•感染経路

- 空気感染

- 飛沫感染：咳、くしゃみ

- 接触感染：気道分泌液への接触など

•発疹が出現する4-5日前から発疹が消退した4日後まで、感染力がある

http://idsc.nih.go.jp/training/22kanri/22pdf/sep16_01.pdf

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/measles
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疫学
•多くは発展途上国で発生している（アフリカ、アジア、

旧ソ連など）

•日本は、麻疹の排除状態にある国に認定されている

（2015年3月）。ただし、一過性の流行は海外からの

持ち込みで起こっている（罹患者の多くはワクチン接種

歴がない）。2022.10以降の海外渡航解禁によって、

今後増加する可能性がある。 Incidence 2020/5-2021/4
Number of cases / population 1,000,000

Top 10**

Country Cases Rate

Nigeria 4896 23.75

Pakistan 4204 19.03

India**** 3079 2.23

Yemen 2043 68.5

Somalia 1773 111.56

United Republic 

of Tanzania
1770 29.63

Niger 1629 67.3

DR Congo 1412 15.77

Burundi 1119 94.11

Burkina Faso 1110 53.1

Measles Incidence Rate per Million(12M period)

国立感染症研究所website. https://www.niid.go.jp/niid//images/idsc/disease/measles/2022pdf/meas22-41.pdf

2019年は多かった
2020年以降はほぼ発生なし

症状
• 潜伏期間：10-14日（7-21日）

• カタル期（2-4日）

- 発熱、倦怠感、咳、鼻汁、咽頭痛、結膜炎

- コプリック斑

• 発疹期（3-4日）

- 頭頸部から出現し、全身に拡がる

• 回復期

• 合併症：肺炎（死因TOP）、脳炎、亜急性硬化性全脳炎（罹患後6-10年で発症）

• 高齢者、5歳未満の小児、妊婦、免疫不全者、低栄養で重症化しやすい

沖縄県小児保健協会：
https://www.osh.or.jp/hashikazero/what/index.html

診断・治療

•診断

- PCR（血液、尿、咽頭ぬぐい液）

- 抗体（ペア血清）

•治療

- 対症療法

- 小児：ビタミンA（2日間）

予防：ワクチン接種
•生ワクチン、皮下注、2回

•通常、MRワクチン（麻疹・風疹ワクチン）を接種

•定期接種：1歳（誕生日プレゼント）、年長

•効果：99%

•集団免疫効果：85-95%以上の人が接種する必要がある
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いつまで隔離が必要か

•学校保健安全法：解熱後3日を経過するまで

•当院の基準：皮疹出現の4日後まで隔離継続

•濃厚接触者：曝露後5-21日は慎重にf/uし、体調不良時は仕

事を休む

院内で1例出るだけで大騒ぎ

• 感染力がもっとも強い病原微生物である

• 皮疹がでる4日前頃（カタル期）から感染伝播する

• 空気感染する

→接触者調査が大変！

• ワクチン接種未完了の場合、曝露から72時間以内にワクチン接種を行う

• ワクチン接種者が感染するリスクは非常に低い

風疹

•トガウイルス属の風疹ウイルス(RNAウイル

スの一種)によって起こる感染症

•感染経路：飛沫感染

•潜伏期間は14-21日

2018-2019年の風疹の発
生数は多かったが、2020
年以降はほとんど発生し
ていない

先天性風疹症候群の発生
は2021年は1例のみ

国立感染症研究所. https://www.niid.go.jp/niid//images/idsc/disease/rubella/2022pdf/rube22-41.pdf

先天性風疹症候群

Incidence 2020/5-2021/4
Number of cases / population 1,000,000

Rubella Reported Cases per Million(12M period)

Top 10**

Country Cases Rate

China 1000 0.690

India 943 0.680

DR Congo 244 2.720

Nigeria 104 0.500

Malaysia 103 3.180

Yemen 91 3.050

Bangladesh 67 0.410

Côte d'Ivoire 55 2.090

Sudan 55 1.250

Mozambique 46 1.470

風疹の症状
• 発熱・発疹・リンパ節の腫れが特徴で、発熱とリンパ節腫脹（後頚部・耳介

後）は、発疹出現と同時または数日前に起こる

• 発疹（淡紅色で、小さく、皮膚面よりやや隆起）は、顔から体幹や四肢へ広が

り、3-5日で発疹は消失することが多い

• 症状がでないことがある（不顕性感染、成人のほうが症状が強い・出やすい）

• 合併症：関節炎（成人女性に多い）、脳炎・出血症状（稀）

•先天性風疹症候群が問題である（妊婦の感染）
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先天性風疹症候群

• 妊娠20週頃までの妊婦が風疹に感染すると、胎児が先天異常を含む様々な症状を呈する

状態を、先天性風疹症候群（Congenital rubella syndrome：CRS）という

• 母親が顕性感染した妊娠月別のCRSの発生頻度は、妊娠1ヶ月50%以上、2ヶ月35%、

3ヶ月18%、4ヶ月8%程度。成人でも15%程度不顕性感染があるので、母親が無症状

であってもCRSは発生し得る。

• CRSの三大症状は、先天性心疾患、難聴、白内障。その他、網膜症、肝脾腫、血小板減

少、糖尿病、発育遅滞、精神発達遅滞、小眼球など様々な症状が起こりうる

国立感染症研究所のwebsiteを参照
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/430-rubella-intro.html
http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/idwr/idwr2000-07.pdf

風疹の診断と治療

•診断

- 抗体検査

- PCR検査（咽頭ぬぐい液、血液、尿）

•治療

- 特異的な治療なし（対症療法のみ）

風疹の予防：風疹ワクチン

MR(麻疹・風疹)ワクチン（定期接種）

•１回目：１歳

•２回目：年長

•免疫獲得：1回接種で90％以上、2回接種で99%

いつまで隔離が必要か？

•学校保健安全法：発疹が消失するまで

•当院の基準：発疹出現5-7日後まで

麻疹・風疹のまとめ
• 麻疹は空気感染する感染症、かつ、非常に感染力が強い感染症であるが、

ワクチンでほぼ予防可能な感染症である。

• 風疹は飛沫感染する。成人が感染すると関節炎所見がみられることがあ

る。妊婦（妊娠20週頃まで）が風疹に感染すると、新生児が先天性風疹

症候群を発症する可能性がある。女性に感染させるのは、男性または女

性であるため、男性もワクチン接種することが重要である。

• 麻疹・風疹ワクチンは必ず2回接種する。

C. difficile感染症
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http://www.cog-
med.com/cogblog/2014/12/16/clostridium-difficile-
infection-an-unintended-consequence-of-antibiotic-use

https://microbiologyinpictures.com/bacteria-micrographs/gram-
stain/gram-positive/clostridium-difficile-gram-stain.html

グラム陽性桿菌 微生物学
• 芽胞形成菌

• 大腸の中では栄養型、大腸の外では芽胞

• 芽胞は、熱・酸・抗菌薬に耐性で、乾燥した環境で数か月生存しうる

• 大腸内で、毒素（AとB）を産生→下痢

•医療者の手や汚染された環境を介して、芽胞の糞

口感染で伝播する

疫学

•健康な成人の数%の便培養から検出される

•新生児の便培養から、高率に検出される

•急性期医療機関入院中の患者の7-26%で検出

•便培養陽性≠腸炎発症

保菌の場合も多い、また、トキシン産生株と非産生株が存在する

• 入院患者の抗菌薬関連下痢症の20-30%

Infect Control Hosp Epidemiol. 2010;31(5):431-55

発症機序

•抗菌薬使用

•常在細菌叢の破壊

•Clostridium difficileに曝露・定着（主に病院）

•毒素産生

•下痢（定着から平均2-3日）
Infect Control Hosp Epidemiol. 2010;31(5):431-55

感染経路

•接触感染

芽胞が糞口経路で感染する

一過性に保菌した医療従事者の手

汚染された病院環境

感染者との接触

Infect Control Hosp Epidemiol. 2010;31(5):431-55

症状
•抗菌薬使用歴のある患者の水様性下痢（24時間で3回以上）

•腹痛

•微熱

•食欲低下

•白血球上昇（平均15000 /µL）

•重症化：中毒性巨大結腸症、イレウス、腸管穿孔
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診断

•CDトキシン（A/B）・GDH抗原検査（便）

•CDトキシンB遺伝子のPCR検査（便）

•画像検査

•下部消化管内視鏡（大腸カメラ）

大腸カメラ：偽膜性腸炎
World J Gastrointest Oncol 2010; 2(10): 390-394 Clostridium difficile infection in adults: Clinical 

manifestations and diagnosis. UpToDate 2017

中毒性巨大結腸症

治療

•（可能であれば）原因抗菌薬の中止

•バンコマイシン

•フィダキソマイシン

•メトロニダゾール

Clin Infect Dis 2018;66(7):e1-e48

感染対策

•接触予防策：下痢改善から48時間（当院基準：下痢改善まで）

ガウン・手袋・個室隔離 or コホーティング

•手洗い

流水と石鹸で行う、アルコール系消毒薬は無効（芽胞）

•環境清掃

次亜塩素酸ナトリウムを使用する
Infect Control Hosp Epidemiol 2014;35(6):628-45 Clin Infect Dis 2018;66(7):e1-e48

キッチンハイター（NaClO）

希釈が必要（20-100倍くらい） 希釈不要（原液の20倍希釈程度）

ノロウイルス
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愛知県衛生研究所のHPから：http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/67f/nlv.html

疫学

•世界中で最も多い胃腸炎の原因のひとつ

•一年中罹患しうるが、冬季に多い

感染経路

• 100以下のウイルス粒子の摂取で感染が成立する

•食物を介した経口感染：生ガキに注意！

生食（なましょく）用でも感染しうる

調理従事者が汚染された手指で他の食品を汚染することも

•糞口感染：接触感染、エアロゾル化された吐物の摂取

MMWR 2011;60（3）:1-15.     Norovirus. UpToDate. 神奈川県衛生研究所のHPから：http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/005_databox/0504_jouhou/0601_eiken_news/files/eiken_news156.htm

ウイルスの排泄

•発病して最初の24-48時間がMAX

•便からは2-4週間以上排泄され続ける

ただし感染性があるか、わかっていない

MMWR 2011;60(3):1-15.     Norovirus. UpToDate.

症状

•潜伏期は一般的に12-48時間

•発症は急性

•症状は、48-72時間程度

•通常の胃腸炎よりも、「嘔吐」が目立つ

•嘔吐・下痢（→脱水）、腹痛、発熱（50%）

MMWR 2011;60(3):1-15.    Norovirus. UpToDate.
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重症化しやすい場合

•高齢者

•乳児

•免疫不全者（特に血液悪性腫瘍、移植後）

MMWR 2011;60(3):1-15.    Norovirus. UpToDate.

診断

•臨床診断でよい（症状、経過、流行状況）

•通常検査は行わない

•ノロウイルス抗原検査

Outbreak時・免疫不全者では、有用かもしれない

MMWR 2011;60(3):1-15.    Norovirus. UpToDate.

治療

•対症療法のみ

•抗ウイルス薬なし

MMWR 2011;60(3):1-15.    Norovirus. UpToDate.

感染対策

•接触予防策

当院基準：下痢が治まるまで（病院によっては、改善後2-3日まで）

吐物や便の処理→ガウン・手袋・マスク

個室隔離またはコホーティングを行う

outbreak時は、症状改善から48時間までは隔離が推奨されている（米国CDC）

• 手洗いは、流水と石鹸で行う、アルコール系消毒薬はダメ

• 環境清掃は、 次亜塩素酸ナトリウムを使用する

MMWR 2011;60(3):1-15.    Norovirus. UpToDate2022.
Infect Control Hosp Epidemiol. 2011 Oct;32(10):939-69. doi: 10.1086/662025.

就業停止期間

•当院の基準：症状がある期間は出勤停止

•病院によっては、下痢が治まって24時間後から出勤可能

•米国CDC：医療従事者と食品を扱う人は、 症状改善から

48-72時間の就業停止を推奨

MMWR 2011;60(3):1-15.    Norovirus. UpToDate2022.
Infect Control Hosp Epidemiol. 2011 Oct;32(10):939-69. doi: 10.1086/662025.

C. difficileとノロウイルスのまとめ

• C. difficileは、一過性に保菌した医療従事者の手・汚染された病院環境・感染者との接触

などによって感染する（接触感染、糞口感染）。接触予防策を、下痢改善まで（または、

下痢が改善して48時間経過するまで）継続する。手指衛生は、アルコール系消毒薬は無効

であるため、流水と石鹸で行う。環境清掃は、次亜塩素酸Naを使用する。

• ノロウイルスは、食物を介した経口感染、接触感染（糞口感染）などによって感染する。

接触予防策を、下痢が改善するまで（または改善してから48時間まで）継続する。手指衛

生は、アルコール系消毒薬は無効であるため、流水と石鹸で行う。環境清掃は、次亜塩素

酸Naを使用する。
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疥癬

疥癬とは
•疥癬はダニの一種であるヒゼンダニ(疥癬虫､ Sarcoptes scabiei

variety hominis )が皮膚角質層に寄生することによって起こる感染

症である。虫体や糞、脱皮殻などに対するアレルギー反応による皮

疹・掻痒感を主症状とする。一番大きい雌成虫でも体長は0.3-

0.4mmであり、肉眼ではほぼ見えない。近年わが国では､ 病院､ 老

人ホーム､ 養護施設などで集団発生の事例が増加し､疥癬は医療お

よび介護関係者の間で深刻な問題となっている。

感染経路・潜伏期間
•基本的に感染力は強くない。長時間肌と肌が直接接触することによっ

て感染する。家族、介護者、セックスパートナーの他、ダンスの相手

やこたつで行う麻雀の仲間、畳での雑魚寝などで感染しうる。

•通常疥癬（ヒゼンダニの寄生数が少ない、多くの場合10-15程度）で

は、短時間の接触や衣類・リネン等の媒介物を介して感染することは

少ない（皮膚から離れると2-3日で死滅する）。

•潜伏期間は約1-2か月、基本的に症状がある場合に感染性がある。

•角化型疥癬（ヒゼンダニの寄生数が多い）の場合には、直接的な接

触の他、剝がれた角質層が飛散・付着することによる感染など、肌

と肌の直接接触を介さず感染が成立することがある。そのため、お

見舞いのような短時間の接触や、リネンなどの間接的接触を介して

感染が拡大し、集団感染を引き起こすことがある。寄生数が多いた

め、潜伏期が4-5日に短縮することがある。

感染経路・潜伏期間

UpToDate2022. Scabies: Epidemiology, clinical features, and diagnosis. UpToDate2022. Scabies: Epidemiology, clinical features, and diagnosis.
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角化型疥癬

UpToDate2022. Scabies: Epidemiology, clinical features, and diagnosis.

病型

疥癬診療ガイドライン(第3版) 日皮会誌 2015;125(11):2023-48 (https://www.dermatol.or.jp/uploads/uploads/files/guideline/kaisenguideline.pdf) 
疥癬とは. 国立感染症研究所 (https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/380-itch-intro.html)

症状（通常疥癬）
• 自覚症状として、掻痒感が強い。アレルギー反応のため、免疫不全者で症状が乏しいことがある。

• 原則として頭部、顔面には皮疹は認めない（小児・高齢者では、頭部にも起こる）。

（1）手関節屈側・手掌・指間・指側面に好発する疥癬トンネル(burrow)：疥癬に特異的

足側面、足背、肘頭、女性の乳頭部、男性の外陰部、臀部、腋窩に見られることもある

皮膚表面からわずかに隆起した白っぽくみえる線状皮疹、幅0.4mm、長さ5mm程度

（2）臍部を中心とした腹部・胸部・腋窩・大腿内側・上腕屈側に散在する、激しい掻痒を伴った紅

斑性小丘疹（ヒゼンダニの糞・脱皮殻・虫体へのアレルギー反応）

（3）主に外陰部に見られる小豆大、赤褐色の結節（男性に多い、非常に強い掻痒感がある）

疥癬診療ガイドライン(第3版) 日皮会誌 2015;125(11):2023-48 (https://www.dermatol.or.jp/uploads/uploads/files/guideline/kaisenguideline.pdf) 
疥癬とは. 国立感染症研究所 (https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/380-itch-intro.html)

症状（角化型疥癬）

•細胞性免疫不全（HIV感染、HTLV-1感染、悪性リンパ腫、ステロ

イド使用者など）がリスク

•灰色から黄白色で、ざらざらと厚く蛎殻様に重積した角質増殖が、

手・足・臀部・肘頭部・膝蓋部などを中心に、時に頭部・頸部・耳

介部にもみられることがある。

疥癬診療ガイドライン(第3版) 日皮会誌 2015;125(11):2023-48 (https://www.dermatol.or.jp/uploads/uploads/files/guideline/kaisenguideline.pdf) 
疥癬とは. 国立感染症研究所 (https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/380-itch-intro.html)

感染対策（通常疥癬）

•標準予防策

•個室隔離は不要

•直接の皮膚と皮膚の接触を避ける

•病院によっては、治療開始翌日までは接触予防策、翌々日から標

準予防策というところもある

•治療開始した翌日から仕事復帰可

感染対策（角化型疥癬）
•接触予防策・個室隔離

•隔離期間

- 臨床症状が改善するまで（皮膚科医の判断）

- 最低3週間は隔離する病院もある

- UpToDate 2022では、顕微鏡検査で疥癬虫が見えなくなるまで

https://www.dermatol.or.jp/uploads/uploads/files/guideline/kaisenguideline.pdf
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/380-itch-intro.html
https://www.dermatol.or.jp/uploads/uploads/files/guideline/kaisenguideline.pdf
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/380-itch-intro.html
https://www.dermatol.or.jp/uploads/uploads/files/guideline/kaisenguideline.pdf
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/380-itch-intro.html
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疥癬のまとめ
• 通常疥癬は、基本的に感染力は強くない。長時間肌と肌が直接接触することによっ

て感染する。標準予防策で対応可能で、個室隔離は不要である。直接の皮膚と皮膚

の接触を避ける。職員が感染した場合、治療開始した翌日から仕事復帰可能である。

• 角化型疥癬の場合は、直接的な接触の他、剝がれた角質層が飛散・付着することに

よる感染など、肌と肌の直接接触を介さず感染が成立することがある。接触予防

策・個室隔離が必要であり、臨床症状が改善するまで（皮膚科医の判断）隔離を継

続する（目安：顕微鏡検査で疥癬虫が見えなくなるまで）。

本日の内容
•微生物と感染症

•医療関連感染と院内感染対策（標準予防策と感染経路別予防策）

•医療関係者が接種すべきワクチン

•血液・体液曝露事故

•重要な病原微生物の感染対策

インフルエンザ、麻疹・風疹、CDI、ノロウイルス、疥癬

ご清聴
ありがとうございました

質問あれば、お願いします


