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感染防御手段としての手洗い
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院内感染対策，衛生学的手洗い，手術時手洗い

　　　　　　　　　1　はじめに　　　　　　　　　　り・毛包内の常在菌（residellt伽ra）は脂腺，汗腺から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の水分および多くのミネラルを含んだ分泌物から栄養

院内感染対策の歴史のなかで最も注目すぺきは，19　を受けて増殖，生育している。これらの正常細菌叢は，

世紀の半ば，ウイーソ中央病院産科で産褥熱による死　　主にブドウ球菌，ミクロコッカス，コリネバクテリウ

亡者が続出していたが・1847年Semmelw・i・はク・　ムや〃サ球菌であり・・，一般細菌が定着し熱・酸性

一ル石灰水を用いた手洗いを行い，産褥熱の死亡率を　　「の環境に適応して生育している。

4ヵ月聞で18％から1％へと激減させたことであるs）2）。　　一方，一過性菌（通過菌，transient　fiora）は，手

以後，医療現場における手洗いは感染対策の基本とさ　　が物や人にさわることによって付着するが，それらの

れ，手洗いと院内感染予防，および術後の感染症発生　　細菌は接触する物や人によって異なる。一般の人の乎

率の低下とを関連づける事例力轍多く幸賠されるに至　には，表皮ブドウ球菌や・リネ型欝の常在菌が多い

っている3）－G）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　のに対し，医療従事脅の手には，黄色ブドウ球菌の占

現在の手洗いは・一儲一手洗いの，主に病棟で行　める割合が高く，多剤耐JI生菌の保菌率が高い81．一般

われる衛生学的手洗い（hygienic　handwashing）と手術　　的にこれらの一過性菌は機械的洗浄で容易に除去でき，

時手洗い（surgical　handwashing）とに区別され，前者　　皮鱒上で長時間生存しないが，手洗いをしなかったり，

は院内感染との関わりを中心に，後者は消轟効果と術　　損傷を受けた皮膚（例えば手荒れ）であったりすると，

後感染の立場から論じられている。　　　　　　　、　　そこでの細菌の生存率は高くなる9）。

　　　　　　　　II手指の細菌叢　　　　　　　　　　　　　　　　　　III衛生学的手洗い

　乎の皮腐は表皮および真皮から成り，表皮の角質層　　A　手洗いの目的および標準的手洗い

は死亡した鱗片様細胞の脱落や，脂肪酸で皮轡表面を　　　日常業務での手洗いの目的は，一過性菌を除去し，

酸性にすることによって，物理的，化学的に微生物の　　正常細菌叢の菌数をある程度までに低下させ，その結

生育し難い環境をつくっている。表皮の下の真皮には　　果，自分自身を感染から守ると同時に，手を介した院

毛包，脂腺（手掌には毛包，脂腺はない），汗腺があ　　内感染を予防することにある。

　別刷請求先：西村チエ子　　〒390－8621　　　　　　　　普段行われる乎洗いでは，特に親指に手洗いミスが

　松本市旭3－－1－－1信州大学医学部附属病院中央手術部　　　起きやすく，次いで指先，指間に多いlo｝（図1）。そこ
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團．m。st・frequ・ntly　mi・・ed（も・とも手洗いミスがおきやすし’徽）

鶴｝・les・…quen・…1・S・d・・…”一・一・・・…が…畑・｛立）

　　　Back　　　　　　　　　Front

図1　手洗いミスがおきやすい部位

　　　（文献10）より引用）

1㌔懸蒸1…　　　　u，’・’・，／，t・　　　　　　　　　　　　　　　’罐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④指をかみ禽わせて、⑤右栂指を左手の平⑥右の指を左藷の平⑦手茸をこする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　攣騨奪鰹襲　震爵調慧　薔繧話濠禁朧

で誰にで欄戦蘇る，受け入賜・・標鞠瀟する・　同鯛るe　撫逆も㈱こ

生学的手洗い法mとして，手，手の平，手の甲・親　　　　　　図2　衛生学的手洗いのテクニック

指，手首および組み合わせた指を，石鹸や消毒薬を　　　　　　　　　　（文献11）より引用改変）

用いて5回ずつ擦り，流水で洗い流す方法が推奨さ

れている（図2）。流水で流すことが出来ない場合は，　　て処理すべきであるとのボデー・サプスタソス・アイ

ァル。一ル舗の速乾性擦式幣薬を用いることも可　・・一シ・ソ（1987年・生体物質聯）とをまとめ・さ

能であるが源則蛸藤噸らず洗い流す・とであ　らに鰍醐旺予瞭（空気麟餅感染・接臆

る。　　　　　　　　　　染）俵2）轍合したものである・購への対応の
　しかし，頻回の手洗い，特に消毒薬を用いた手洗い　　仕方が細かく規定されているなかで，感染症であるな

職撒乏や手荒れのmasともなり，カ・え・て手指細　しにかかわらず・すべての賭のケアに際し樋応さ

菌数を増加させる・とがある・とを櫨しtoればな　れる手洗いは・体液や体瀕に触れた後手勉外し

らない12）。また，病院内すべての場所において，同一　　た後，患者接触後次の患者接触の前，通常はふつうの

の手洗いを行う必要はなく，ICUや未熟児室のような　　石鹸を用いて洗う。ま＃，手袋の着用は，体液や体物

接触感染の危険性の高い場所と，一般病棟とでは消毒　　質に触る時，粘膜や無傷でない皮陶に触る時に行う。

薬も舗た異な。た手洗い方法腿択さ2zるべきであ　手袋の使用後や・非汚染物・環臓酢触る前・他の

る。つまり，標鱗務の手洗いには磁のみでよいが，購の所に行く時は・手袋を外し手洗いを行う・さら

手粥染される可能性が強い場創・は撒薬給んだ　嚇染鱗別接触感糊策での手袋の着用は・音隙こ

消毒薬を用い，高リスク患者に対しては消毒薬による　　入る時，汚染物に触った後は交換する，部屋を出る時

手洗いとともに滅菌乎袋を使用すべきである。　　　　　は手袋を外し，消毒薬で手洗いを行うとしている。

B　スタンダード・プリコーションにおける手洗い　　　　日本においては，スタソダード・プリコーションの

1996年，。．リカのCDC（th・C・nt・・s　f・r　Di・ease考妨で感染聯を行・ている病院はまだ少なし’・経

Control　and　Prevention）とHICPAC（the　Hospital　　済的な裏付けが明確でないために，コスト高になるの

王nfection　Control　Practices　Advisory　Comn｝ittee）　　ではないかとの懸念やジ感染対策に指導的な立場の医

は「病院に鮒る隔離予防策のためのガイド・イソ」　師楯護婦が少なく・そ漉＋分理解して対応できる

として，スタソダード・プリコーショソ（標準予防　　体制にないことなどが原因であろう。

策）を推奨した1・）1・，俵1）。これは，すべての血液　C手洗い縮とその効果

や燃憾難があるものとして扱うべきであるとの　手洗い燃染対策の基本である・と蹴で幡魁

a＝バーサル．プリ＝一ショソ（1985年，普遍的予防　　しては理解している。しかし，実際自分の手にはどれ

策）と，すべての灘の生体融（tin液便，尿，喀　くらいの禰鮒着しているのか・病原性のある樋

疾，唾液，酬㈱謙，そのt・Ulの峨）は手擬用い　なのか・他の人へどのよう砿が・ていくのか認識し
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感染防御手段としての手洗い

表1　病院における隔離予防策のDOCガイドラインー覧表（文献14）より引用）

標準予防策　（全患者共通） 空気感染対策 飛沫感染対策 擾触感染対策

手洗い

・体液・体物質に触れた後

E手袋を外した後

E患者から次の患者に接触する前

E通常，ふつうの石鹸を使う

『 一 ｝

乎　　袋

・体液・体物質に触る時

E粘膜・無傷でない皮膚に触る時

E使用後，非汚染物・環境表面に

Gる前，他の患者の所に行く時

ﾍ，外し，手洗いする

｝－［凹

…

・部屋に入る時手袋を着用する

E汚染物に触った後は交換する

E部屋を出る時には外し，消毒

ﾜで手洗いする

マ　ス　ク
体液・体物質が飛び散って，目・

@・口を汚染しそうな時
1－－n

皿 曲一一

ガウ　ン

・衣服が汚染しそうな時，着用す

@る

E汚れたガウンはすぐに脱ぎ，手

�｢をする

一 一一

患者に接触しそうな時は，部塵

ﾉ入る時に着用し，部量を離れ

骼桙ﾉ脱く・

器　　具

・汚染した器具は，粘膜，衣服，

ﾂ境などを汚染しないように注

ﾓ深く操作する

E再使用のものは清潔であること

�mかめる

一 『

・できれば専用にする

Eできなければ，他患者に使用

Oに消毒する

リネソ

汚染されたリネンは粘膜，衣服，

ｼの患者や環境を汚染しないよう

ﾉ操作，移送，処理する
一 一 一

患者配贋

・環境を汚染させるおそれのある

ｳ者は個室に入れる

E個室がない時は専門家に相談す

個室隔離：部屡

ﾌ条件（1）陰圧②

P時間に6回の
ｷ気（3）院外排気

個室隔離あるい

ﾍ集団隔離ある

｢は1m離す

個室隔離あるいは集団隔離ある

｢は病原体の疫学と患者人口を

lえて対処する

患者移送
一

・制限する

E必要な時，サ

[ジカルマス

N着用

・制限する

E必要な時，マ

Xク着用
制限する

その他 針刺事故対策

部屋に入る時，

ﾄ吸防御器具を

tける
㎝

環境対策（毎日クリーニソグ）

oソコマイシン耐性菌対策

一：規定なし

ている人は少ない。そして，細菌が蔵接目に見えない　　倍，診察後の手洗いの割合は医師が麿護婦の半分で約

ために，たとえ乎をとおして感染が成立したとしても，　30％であった。この結果は，医師の手洗い習慣のなさ

手洗いの行動にはなかなか結び付かないのが現状であ　　を表していると見るのが妥当であろう。そこで，自分

る。当院の感染対策委員会が診療中の医師，蒋護婦に　　の手の汚染度と乎洗いの効果を認識してもらうために，

対し，抜き打ちで手指の付着菌と手洗いを行ったかど　　研修医に対し手洗いの実醤を行った。その後の検査で

うかを調べたところ，付着菌数は医師が養護婦の約3　　は，医師と福護婦の手指付着細菌数の差は減少し，診
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表2　感染防止対策のタイプと対策を要する患者の概要（文献13）14）より引用）

標準予防策

　標準予防策はすべての患者のケアに使用する。

窒気予防策
　標準予防策に加えて，空気媒介性飛沫核で伝播される重篤な疾患をもっていることが知られている，あるいは疑

われている患者に対し，空気予防策を使用する。このような疾患例として次のようなものがある。

1。麻疹

2，水痘（播種性帯状庖疹を含む）

3．結核

飛沫予防策
　標準予防策に加えて，大飛沫粒子で伝播される重篤な疾患をもっていることが知られている，あるいは疑われて

いる患者に対し，飛沫予防策を使用する。このような疾患例として次のようなものがある。

1．侵襲性B型インフルエソザ菌疾患（髄膜炎，肺炎，喉頭炎，敗血症を含む）

2．侵襲性髄膜炎菌疾患（髄膜炎，肺炎，敗血症を含む）

3．飛沫感染で広がる他の重症細菌性呼吸需感染症，下記のものを含む。

　a．ジフテリア（喉頭）

　b．マイコプラズマ肺炎

　c．百日咳

　d．肺ぺxト
　e．溶連菌性咽頭炎，肺炎，狸紅熱（乳幼児における）

4．飛沫感染で広がる重症ウイルス感染症，下記のものを含むQ

　a．アデノウイルス

　b．イソフルエソザ

　c．ムソプス（流行性耳下腺炎）

　d．パルボウイルスB19

　e．風疹
接触予防策
　標準予防策に加えて，直接患者接触あるいは患考周辺にある物品との接触によって容易に伝播される重篤な疾患

をもっていることが知られている，あるいは疑われている患者に対し，接触予防策を使用する。このような疾患例

として次のようなものがある。
1．現在の州・地域・国の勧告を基に，感染対策プログラムによって特別の臨床的・疫学的意義があると判定され

　た多剤耐性菌による胃腸管，呼吸器，皮縄，および創部の感染症あるいは定着状態。

2．少星で感染するか，あるいは環境で長期生存する腸管感染症，下記のものを含む。

　a．クPストリジウム・ディフィシル
　b．おむつをしている，あるいは失禁状態の患煮の場合：腸管出血性大腸薗0157：H7，赤痢，　A型肝炎，ロ

　　タウイルス
3．乳幼児におけるRSウイルス，パライγフル1ソザウイルス，腸管ウイルス感染症

4．接触感染性め強い，あるいは，乾燥皮腐に起こりうる皮膚感染癒下記のものを含む。

　a．ジフテリァ（皮闘）

　b．単純ヘルペスウイルス（新生児あるいは粘膜皮層の）

　c．膿痂疹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　d．大きな（封じ込められていない）膿瘍，蜂窩織炎，褥瘡

　e．しらみ寄生症

　f．済癬
　9．乳幼児におけるヅドウ球菌性せつ

　h．ブドウ球菌性熱傷皮膚症候群

　i．帯状庖疹（播種性あるいは免疫不全患者の）

5．ウイルス性／出lfft性結膜炎

6．ウイルス出血熱（エボラ，ラッサ，マールブルグ）
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感染防御手段としての乎洗い

療後の手洗いの割合は医師でも約80％となった。この　　　　表3　グローブジュース法のサンプリング方法

実習の効果を維持していくためには，医療従事者一人　　　　　（文献20）21）より引用改変）

一人が，手洗いを日常の診療のなかで最低限のマナー

として認識することが重要で，機会あるごとに繰り返

し教育して，調査結果を職員にフ4一ドバックしてい

くことが必要である15｝16，。

　たとえ手洗いの習慣が身に付いたとしても，最終的

には感染患者を増やさないことへつながらなければな

らない。MRSAを例にとると，その感染率は，　MRSA

患者数／入院患者数で表わされ，日標値は1％以下と

されているが，小林17）18）によれば，最近は大病院にお

いて1％を越える値が報告されている。大病院では重

症患者が多く，感染患者が発生し易い状況があるうえ

に，多くの医療従事者の感染に対する意識レベルの保

1）石鹸による素洗い（約15秒）

2）　サンプリング液25mJ＋中和剤5m！を両手に注入

　　　1分間のマッサージ（べ｝スライソ）

3）　乎洗い終了後，同様の液を右手に淀入

　　　1分間のマッサージ（手洗い終了直後）

4）　数時闇経過後，同様の液を左手に注入

　　　1分間のマッサージ（数時間経過後）

5）　それぞれの希釈液を寒天培地上で培養

　サンプリソグ液　　　　　　中和剤

KH2PO，　　　　　　　0．04％　　　　　Lecitllin　　　　3％

NaHPO4　　　1．Ol％　　Lubro1　W　10％
TritonX－a100　　　0．18％

持が難しいことを示していると言えよう。また，小林　　染対策の成果を期待するなら，スタンダード・プリコ

は同報告書の中で，MRSA感染患者の平均入院期間　　一ションを基本とした各病院独自の実行可能なマ＝　ct

は106，5日（入院全症例では25，7日），平均保険請求額　　アルを作成し，医療従事者はそれに対応して実行して

は3，209，331円（入院全症例では528，862円）と報告し　　いかなければならない。

ている。この数字からも，いかに感染患者の対策には

多くの人手と搬灘やされているかがわかる。　　　　　「v手術嚇洗い

　1996年4月から診療報酬の改定により，月1圓程度　　A　手洗いの目的と消毒効果の判定方法

の感染対策委員会が開催されていることなどを条件に，　　手洗いの目的は，人の手指に付着している一・・一・過性菌

院内感染防止対策加鐸が可能となった。多くの病院で　　と，皮腐の深部に隼育している常在菌とを，手術を行

感染対策委員会が設置され，感染愚者の情報の提供や　　う上で支障のない程度に減少させることである。

教育等が行われているが，今後さらに，より確実な感　　Price19）によれば，手術に支障のない程度とは，手指
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から肘までの範囲の細菌数が2×104個以下であると　　ぼしていることを明確に示したものと雷える。さらに，

し，それを手洗いによる許容限界としてSurgical　術中のパクテリアパリアーの破綻として，手袋のピン

cleanと表現している。　　　　　　　　　　　　　　　ホールによる手を介した汚染が考えられる。最近特に

　手洗いの効果判定方法に怯，フィンガーストリーク　　長時間手術が増加するなか，術者の多くは1圓の手洗

法やフィソガープリソト法（指を培地につける），ス　　いのままで手術を行っている場合が多いが，手洗い後

タソプアガー法（培地を指につける），スワブ法（綿　　の時間が長くなればなるほど消毒効果は低下し，乎袋

棒で手指の皮膚を擦り，拭き取る）等があり，これら　　のピンホールの発生率も増加する。自験例では，手袋

の方法は主に，一過性菌の除去を目的とする衛生学的　　の種類によっても異なるが，15～25％にピンホールが

手洗いの効果判定に用いられる。また，常在菌の滅少　　発姐していた（図3）。その結果として感染の機会は

までも要求される手術時手洗いの効果判定には，グロ　　著しく増加することになる。

一ブジュース法2°）2t）（表3）が用いられる。これは，　　　手術時手洗いとしては，短時問で実施可能で，手荒

米国のFDAが外科用手指消毒薬の有効1生試験法とし　　れがなく，消毒効果があり，その効果が持続すること

て推奨したもので，スタンプ法等に比べるとやや煩雑　　が理想であり，これからの方法として検討されなけれ

であるが，皮糊深部の細菌が定墨的に測定できると同　　ばならない。

時に，コソトロールとの比較によって数時間経過後の　　C　ブラシによる手洗いの消毒効果と弊害

効果の判定が出来ることが特徴である。　　　　　　　　　一般的に乎指の細菌数は，グローブジュース法で測

B　周術期感染と手術時手洗い　　　　　　　　　　　　定した場合，＝ントPt　一ルで104～105個，手洗い直後

　周術期感染の発生原因の多くは，患者自身が持つ常　　が102～IO3個，その後時聞の経過とともに消毒効果は

在菌による内因性感染である22）。術中においては，患　　低下し，3蒔間程度で元にもどるとされている24〕。こ

者の皮鱒に存在する細菌が手術時間の経過とともに術　　れは，いかなる手洗いを行っても皮膚の深部にいる常

野に出てきて汚染が拡大しやすく，術後は，患者の抵　　在菌を0にすることは出来ず，時間が経過すると残っ

抗力の低下と相まって手術創からの感染が成立しやす　　ていた細菌が増殖し，皮噛の表面に出てくるためであ

い。しかし，術中の環境等に由来する外因性感染も頻　　る。

度は少ないものの，全くないわけではない。NASA　　　手術蒋手洗いは，ブラシによる摩擦洗浄と消毒薬の

規格クラス10000の一一me手術室に比べ，クラス100のバ　　併用方法が，　Rirbringer25）以来100年以上もの間行わ

イオクリーソルームで行われた手術のほうが術後の感　　れており，現在でもまだ多くの施設で行われている。

染率が低い23）ことは，空気汚染が術後感染に影響を及　　ブラシは，爪下部の洗津には効果があるが，特に再滅
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図・手荒れ・違いによ嚥鋤果（1・9鶉灘講）

菌して何度も使用する硬いブラシによる頻回の刺激は，　手洗いに用いられる消毒薬には，広い抗菌スペクトル

皮階に小さな傷をつくり細菌が付着し，増殖しやすい　　が要求される。しかし，単一の消轟薬でそれを補うこ

環境を作ってしまうことになる26｝。　　　　　　　　　　とは難しく，2薬の併用により効果が認められてい

　一方，自験例の結果であるが，ブラシの代わりに柔　　る35）。特にアルコールは，消毒の効果時間を延長す

らかいスポソジを用いた手洗いは，長時間後でも消毒　　る36mことから，最近は衛生学的手洗いの速乾性擦式

効果が認められた27）（図4）。また，大久保ら2B〕は消　　消毒薬として用いられるだけでなく，手術時手洗いに

毒薬充填の柔らかいディスポーザブルブラシを用い，　　も応用されている：a8）39｝。

良好な結果を報告していることから，柔らかいブラシ　　F　発汗および手荒れと消毒効果

は皮膚への損傷が少ないのではないかと考えられてい　　　汗をかきやすい人は，消毒効果が低下しやすい24，。

る。これらのことから，爪の洗浄にはブラシを，手指　　これは，皮庸に残留していた消毒薬が汗によって希釈

の手洗いには柔らかいブラシやスポンジ等を用いる方　　されるために持続効果が低下すると同時に，皮膚の深

法が行われるようになってきている。しかし，毎日手　　部に残った常在菌が，汗とともに皮膚の表面に出やす

術時手洗いを行っている手術室の看護婦と，ほとんど　　い状態にあるためではないかと考えられている。自験

行っていない学生とでは手洗い前の細菌数に約101～2　　例では，発汗量と5時間後の消毒効果の間に，負の相

の違いがある29｝（図5）ので，同一一の手洗い方法では，　　関が見られた。

同じ消毒効果は期待でぎない。ふだんほとんど手洗い　　　手荒れの原因として，消毒薬自体や手袋のラテック

を行っていない人では，特に消毒効果の持続時間は短　　　スによる皮膚に対する刺激性の他に，界面活性剤の脱

いと考えるべきである。　　　　　　　　　　　　　　脂作用による皮慮損傷が発生し易いこと等があげられ

D　手洗い時間と消毒効果　　　　　　　　　　　　　　　る4°｝。乎荒れをおこすと，手洗い前でも細菌が付着し

　手術時手洗い時間は，’3分間3回が標準とされてき　　やすく，自験例では，連日の手術時手洗し》によって消

たが，強力な消毒薬の開発とともに時間をかけても消　　毒効果は認められるものの，短時間のうちに効果は低

毒効果は変わらず，かえって悪化させるとの報告が増　　下し，数時間後の細菌数は手洗い前よりむしろ増加す

え，最近の手洗い時間は徐々に短縮されてぎてい　　る結果となった（図6）。　・

る3°）31）。多くの研究者は最低3分間行えばほとんど差　　　以上のことから，手に傷をつくらず，最低3分間の

はないとの考えで一致している32）33｝が，アメリカの外　　手洗いが必要である。さらにその効果は3時間を越え

科学会では爪および指先を120秒間ブラッシングする　　ると低下し，手袋のピソホールの発生頻度も高くなる

ことで手洗いは十分であるとしている34｝。E体でも最　　ので，再度手洗いを行うか，手袋を交換すべきである。

近は5分間前後の手洗い時間が推奨されている。

E消毒薬の併用による持鞘間への効果　　　　　　vおわりに
　手指には様々な細菌が付着，生育していることから，　　院内感染に果たす役割としての手洗いは，古くから

No．3，　1998　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　185



西　村　チエ子

叫ばれていたにもかかわらずなおざりにされていた感　　手洗いを新しいテー一・Vとして，医療従事者一人一人が

がある。．しかし，まだ解明されていない感染症が次々　　認識していかなければならない。

と出現している今日，感染患者を増やさないためにも
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