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参考とした主なガイドライン

◆WHO Global Guidelines for the Prevention of SSI 2016 

◆日本外科感染症学会・日本化学療法学会 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

◆CDC SSI予防ガイドライン 2017

◆日本手術医学会 手術医療の実践ガイドライン（第三版）

◆国公立大学附属病院感染対策協議会編 病院感染対策ガイドラ

イン 改訂第2版
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手術部位感染(Surgical Site Infection; SSI)とは

• 皮膚表層SSI

（superficial incisional SSI)

切開部の皮膚、皮下組織に限定

• 切開部深層SSI

（deep incisional SSI)

感染は筋膜、筋層などに達する

• 臓器/体腔のSSI

（Organ/space SSI)
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• 手術操作を直接加えた部位に発生する感染症
• サーベイランス上の定義は術後30日以内

（インプラントがある場合には術後1年以内）に発生したもの



手術部位感染の診断基準

✓ 膿性排液・ドレーンからの排膿

✓ 無菌的に得られた採取した液体または組織培養で微生物が分離

✓ 疼痛、圧痛、腫脹、発赤や発熱などの臨床症状があり、離解・切開
部の培養が陽性（または未検）

✓ 膿瘍等が直接的な検査・組織病理学的・放射線学的検査により発見
された場合

✓ 手術医または主治医により診断された場合
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各深達度別に判定基準は定められている



クラスⅠ：清潔手術
➢ 感染がなく、無菌操作の破綻がない
➢ ブドウ球菌などの皮膚常在菌・外来性菌による

クラスⅡ：準清潔手術
➢ 菌の生息部位を切開・開放し、術中汚染される危険
➢ 管理された呼吸器･消化器･生殖器･尿路に対する手術

クラスⅢ：不潔手術
➢ 開放性創傷・無菌的操作を損なう手術(開胸心マッサージ等）・腸管内容物
が流出

クラスⅣ：感染手術
➢ 感染が臨床的に認められるか、臓器穿孔がある場合

創傷の分類
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手術手技別手術部位感染の発生率
(厚生労働省院内感染対策サーベイランス(JANIS) 2021年 )

•全体のSSI発生率は4.2%
(12227 / 291958 )
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手術部位感染の要因 病原体の由来

内因性
• 患者細菌叢（皮膚・粘膜・消化管）

• 遠隔感染部位からの播種

外因性
◆ 術者・助手・介助者

• 術衣汚染

• 清潔操作の破たん

• 不十分な手指衛生

◆ 手術室環境や換気

◆ 術野で展開される手術器具・器材

(◆ ドレーンなどからの逆行性感染)
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手術部位感染の原因菌 (JANIS 2021年 )

膵頭十二指腸切除 冠動脈バイパス 脊椎固定術

E. faecalis S. aureus† S. aureus†

Enterobacter cloacae complex coagulase negative Staphylococci coagulase negative Staphylococci

E. faecium Serratia spp. S. epidermidis

Pseudomonas aeruginosa S. epidermidis Corynebacterium spp.

Klebsiella pneumoniae Corynebacterium spp. E. faecalis
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全体
1 E. faecalis
2 Enterobacter cloacae complex 
3 Pseudomonas aeruginosa
4 S. aureus
5 Escherichia coli

消化器手術では腸球菌・腸内細菌科（目）細菌が、心臓手術や整形手術では
ブドウ球菌属の頻度が高い



•手術野の細菌を減らす

• SSIを助長させるもの（縫合糸などの異物）を減らす

•患者の免疫機能を維持させる

手術部位感染発症防止のポイント

汚染細菌量×細菌の毒性

宿主の抵抗性
手術部位感染のリスク＝
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手術部位感染発症予防防止のポイント

•手術野の細菌を減らす

✓ 術後感染予防抗菌薬

✓ 術前の皮膚消毒

✓ 手術時手洗い・防護具の着用

✓ 器具洗浄・消毒・滅菌

✓ 手術室の環境整備

• SSIを助長させるものを減らす

•患者の免疫機能を維持させる
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術後感染予防抗菌薬（AMP: antimicrobial prophylaxis）

• 組織を無菌にするためのものではなく、手術中の汚染微生物を宿主の防御機能が
十分機能できる微生物の数まで減少させることが目的

• 皮膚切開時にAMPの血中もしくは組織内濃度が殺菌濃度に達するよう、時間を計
算し投与する。

◆切開の1時間以内に予防抗菌薬を静脈投与開始する

（バンコマイシンおよびフルオノキノロン投与の場合は120分以内）

◆整形外科領域などで駆血帯を加圧する5-10分前に投与を終了する

◆帝王切開でも臍帯クランプ後ではなく、他の手術と同様に投与

• 体重が80kg以上の場合には抗菌薬を増量する

（セファゾリン・セフメタゾール・フロモキセフ・セフォチアムは2g, スルバク
タム/アンピシリンは3g)

• 術中再投与は半減期の2倍、短時間に1500mL以上の大量出血で再投与
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日本外科感染症学会・日本化学療法学会
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



手術別の術中汚染菌と予防抗菌薬の選択

皮膚常在菌のみを予防抗菌薬のターゲットとする手術

領域 ターゲットとする菌 主な予防抗菌薬

心血管外科・一般外科・整形外
科・脳神経外科・眼科

黄色ブドウ球菌
連鎖球菌

セファゾリン
スルバクタム/アンピシリンなど

日本外科感染症学会・日本化学療法学会
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

皮膚常在菌に加え臓器特有の常在菌を予防抗菌薬のターゲットとする手術

領域 ターゲットとする菌 主な予防抗菌薬

消化器外科

上部消化管 大腸菌・肺炎桿菌 セファゾリンなど

下部消化管
B. fragilis group,
腸内細菌科

セフメタゾール
フロモキセフ
セファゾリン＋メトロニダゾールなど



保菌者対策
• 術前MRSA 保菌チェック

MRSA 感染症のハイリスク患者（術後感染が重篤・難治化する心臓外科手術・
整形外科手術予定患者）の手術において

- MRSA 感染/保菌の既往（C-III）

- 転院または最近の病院入院歴（C-III）

- 長期療養型病床群もしくは介護施設に入所中（C-III）

- 外来における点滴治療，血液透析などの患者（C-III）

• 術前MRSA保菌患者に対して抗MRSA薬による予防投与を行う（A-II）。

• 術前に手術操作の及ぶ部位からMRSAが検出されている場合（胆道ドレナージ
時の胆汁，熱傷創，尿路など）は，抗MRSA薬の予防投与を行う（B-II）。

13MRSA 感染症の治療ガイドライン―改訂版―2019



• 清潔・準清潔手術ではドレーン留置の有無に関係なく、閉創後の抗菌薬追加投与
はするべきではない

CDC SSI予防ガイドラインドラフト版

• 予防的抗菌薬の投与期間は，手術の種類にもよるが，手術日を含めて原則 24 時
間以内とする。

• 心臓手術においては、24 時間投与で胸骨創感染などが高率となることが報告され
ており、48 時間投与が推奨されている

• 胆道再検を伴わない肝臓手術、術前機械的腸管処置を行った結腸・直腸手術では
24時間以内、幽門側胃切除術・腹腔鏡下胆嚢摘出術・鼠径ヘルニア根治術では単
回投与を推奨

日本外科感染症学会・日本化学療法学会

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

14

術後感染予防抗菌薬の投与期間について



直腸・結腸手術での経口抗菌薬＋機械的腸管処理

• 機械的腸管処理は単独で実施することは推奨しない

WHO Global Guidelines for the Prevention of SSI 2016 推奨レベル STRONG

• 成人の予定手術ではSSIのリスク低減のために機械的腸管処理を併用した
術前経口抗菌薬を投与がされるべきであろう

WHO Global Guidelines for the Prevention of SSI 2016 推奨レベル CONDITIONAL

• 術前日に機械的腸管処置後に経口抗菌薬（カナマイシン＋メトロニダ
ゾール）使用

日本外科感染症学会・日本化学療法学会
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
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術野皮膚の消毒薬

クロルヘキシジンを基本としたアルコールベースの消毒薬を推奨

WHO Global Guidelines for the Prevention of SSI 2016 推奨レベル STRONG

禁忌でなければ、アルコールベースの消毒薬を使用する

CDC SSI予防ガイドライン 2017 推奨レベル

Categoly IA-strong recommendation
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術野皮膚の消毒薬

➢ポビドンヨード

残存効果は比較的少なく、作用発現に時間がかかる

血液、血清蛋白で不活化されやすい

➢グルコン酸クロルヘキシジン

残存効果がもっとも高いが、作用発現には時間がかかる

血液、血清蛋白にて不活化されにくい

➢アルコール配合剤

速効性だが残存効果はなく、芽胞には抵抗性

揮発による引火性

➢オラネキシジングルコン酸塩

クロルヘキシジンと構造が類似
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手術時手洗い

• 滅菌水を用いる必要はなく、水道水でも同様の効果が得られる
平成１７年２月１日 厚生労働省 医政局通知

• 従来のブラシを用いるスクラブ法に対して、ブラシを使わずに擦式消毒用ア
ルコール製剤を手指から前腕に十分に擦り込むラビング法が推奨されている
手洗いによる皮膚損傷を最小限にして、過度なブラッシングをせずに手指
の汚染を除去する

CDC手指衛生のガイドライン 2002



手術時手洗い・手術用手袋

• たとえ術中に手袋が破損したとしても、術野が汚染される細菌数を最小限にする
ことが目的である

日本手術医学会 手術医療の実践ガイドライン（改訂版） 2013年

✓ 手術時手洗いでは腸内細菌・緑膿菌・耐性菌などの皮膚通過菌に加え、表皮ブ
ドウ球菌などの皮膚常在菌が消毒されるレベルが求められる

✓ 手術用手袋：一定の割合でピンホールが形成
術中の鋭利物等による破損のリスク
→SSI予防および職業感染予防のため、二重手袋や定期的な手袋交換が推奨



手術時の服装など

• 手術中・滅菌器具が展開されている際は鼻と口を完全にカバーするマスクを着用

• 手術室に入室する場合には、髪の毛を完全にカバーする帽子をかぶる

• SSI予防のために靴カバーをつける必要はない

• 汚れていない靴ならば、スタッフは手術への出入りに当たって、感染対策のため
に靴を履きかえる必要はない

• 手術着が明らかに汚れたり、血液や感染性の物質で汚染された場合は着替える必
要がある

日本手術医学会 手術医療の実践ガイドライン（改訂第三版） 2019年



手術器材の洗浄・消毒・滅菌

• 可能な器材は高圧蒸気滅菌で、低温滅菌が必要で他に適切な滅菌法がない場合は
酸化エチレンガス滅菌を用いる

• 非耐熱性の高価な器材で頻回使用が求められる場合には，過酸化水素低温ガスプ
ラズマ滅菌や過酸化水素ガス低温滅菌または低温蒸気ホルムアルデヒド滅菌が適
している

日本手術医学会 手術医療の実践ガイドライン（改訂第三版） 2019年

• ハイスピード滅菌（フラッシュ滅菌）は不注意で落とした器具の再処理など直ち
に使用する器械のみについて適応できる。

✓ 短時間で結果の出る生物学的インジケーターがあまり用いられていない

✓ 滅菌後の器械の包装がなく、使用までに再汚染する可能性

✓ 最低限の滅菌サイクル特性で運転している
国公立大学附属病院感染対策協議会編
病院感染対策ガイドライン 改訂第2版
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器材の保管・管理

• 鋼製小物は滅菌状態が破綻しないように保管
• 開封の際にはインジケーターにより滅菌がさ
れているかを確認
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• 手術用セットはコンテナで管理



手術機材の洗浄・消毒・滅菌

• 業者貸出し手術器材手術に際しては、当該医療機関において使用前に洗浄
および滅菌を行う

日本手術医学会 手術医療の実践ガイドライン（改訂第三版） 2019年
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手術室の環境整備

•空調は陽圧を保ち、清浄を保つ

•バイオクリーン手術室ではHEPAフィルターを介した層流方式が求
められる

定期的なフィルター交換の実施

•手術室内の人員数や手術中のドアの開閉は最小限にする

•定期的な整理整頓を計画的に実施する



手術室の環境整備

•手術患者の入れ替え時清掃は手術台を中心に短時間で

•最後の清掃は使用した機器を含めて清掃する

血液で汚染された場所は直ちにふき取り
水・洗剤や必要に応じて次亜塩素酸Naなどで消毒
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WHO SSI予防ガイドライン 2016



⚫絹糸使用の削減

(異物として遺残→合成吸収糸の使用）

手術のタイプに関係なく、SSIのリスクを減少するために抗菌吸収

糸を使うことを提案する
WHO Global Guidelines for the Prevention of SSI 2016 推奨レベルCONDITIONAL

⚫手術前の除毛は行わず、必要時術直前に専用のクリッパーで行う

⚫適切な手術テクニック

（止血・組織の損傷や死腔を少なくする）

⚫ドレーンは基本的に閉鎖式を用い、手術切開創とは別に作成し、で

きるだけ早期に抜去する

手術部位感染発症予防防止のポイント
SSIを助長させるものを減らす
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⚫SSIの予防のために手術室内と手術中は患者の保温のために加温器の
使用を提案する

WHO Global Guidelines for the Prevention of SSI 2016 推奨レベルCONDITIONAL

手術部位感染発症予防防止のポイント
患者の免疫機能を維持させる
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術中体温とSSI発生との関連

術中低体温はSSI発生を助長するので、体温は36.5度以上を保つ。
（Kurz et al: NEJM 1996, 334:1209）

正常体温群
(n=104)

低体温群
(n=96)

p value

感染者数 6 (6%) 18 (19%) 0.009

コラーゲン沈着量
(μg/cm)

328 ± 135 254 ±114 0.04

在院日数 12.1 ±4.4 14.7 ±6.5 0.001

下部消化管手術200例で検討
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SSIの患者側危険因子・・・ 高血糖

•糖尿病・非糖尿病患者ともに強化周術期血糖コントロール
(<150mg/dL)プロトコールを使用することを推奨する

WHO Global Guidelines for the Prevention of SSI 2016 推奨レベルConditional

•周術期は血糖値<200mg/dL以下でコントロールする
（CDC SSI予防ガイドライン 2017）

• 定期手術における術後１日目の最高血糖値が220mg/dl以上の群では、それ
以下の群に比べ、術後の院内感染が高率(31.3% vs 11.5%)であった

Pomposelli JJ et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1998; 22: 77-81.

29



• 術中80%酸素での人工呼吸管理と術後2-6時間の酸素により、術中30％酸素投

与群と比較し、結腸手術・虫垂切除術で40%のSSI発生率の低下がみられた

• 術中・術後2-6時間の高濃度酸素投与を推奨 (WHO・CDC)

• 高濃度酸素投与による吸収性無気肺や酸素毒性などの問題
日本外科感染症学会 消化器外科SSI予防のための周術期管理ガイドライン2018

術中・術後の酸素投与とSSI発生との関連

FiO2 30% group FiO2 80% group リスク減少効果 P value

結腸手術1) 24.4% (35/143), 14.9% (22/148) 39% 0.04

結腸手術2) 11.2% (28/250) 5.2% (13/250) 54% 0.01

虫垂切除術3) 13.6% (14/103) 5.6% (6/107) 59% 0.04

1) Belda FJ et al. JAMA. 2005 26;294 :2035-42.

2) Greif R et al. N Engl J Med. 2000 20; 342: 161-7.

3) Bickel A, et al. Arch Surg. 2011; 146: 464-70.



SSIサーベイランス

• SSIの発生を常時監視して、発生率や原因を把握

• 分析結果と情報を関係するスタッフで共有・フィードバックし、対策の
立案・実行、マニュアルの遵守によりSSIの発生を減少させる

• 施行した対策を評価する

• ハイボリューム・ハイリスク・ハイコストの術式

• SSI判定のため外科医の協力

• データの集計と分析

全国のサーベイランスへの参加・比較

JANIS（厚生労働省）サーベイランス

JHAIS（日本環境感染学会）サーベイランス



• 危険因子に基づいてSSI発生率を層別化

• 次の項目に該当するごとに危険因子「1」が増える

✓ ASA(米国麻酔科学会)スコア(3,4,5)
Class1 :合併症無し
Class2 :軽度の全身疾患を有するが日常生活動作は正常
Class3 :高度の全身疾患を有するが運動不可能ではない
Class4 :生命を脅かす全身疾患を有し、日常生活は不可能
Class5：瀕死であり手術をしても助かる可能性は少ない

✓手術時間が長い（同一術式の75パーセンタイル以上）

✓創傷分類がクラスⅢかⅣ

→「総得点」（0 or 1 or 2 or 3）をリスクインデックス（RI）という

手術部位感染リスクによる層別化
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リスクインデックス別SSI発生率(JANIS 2021年 )
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SSIサーベイランスの効果

• 見張り効果(Hawthorne効果)

サーベイランスの継続的実施により、医療スタッフのSSIに対する関
心を高め、SSIを起こさせないよう努める効果が得られる。

→ フィードバックの重要性

• PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルによる質改善

データの収集と解析
問題点の整理

対策の実効
マニュアルの遵守

施行した対策の評価

対策の立案SSIサーベイランス



まとめ 手術部位感染防止対策とサーベイランス

•術後感染予防抗菌薬の選択・投与期間の適正使用

•ラウンドによる消毒薬・手指衛生・手術器材・環境の適正管理の評価

•術前・術後管理（創管理・全身管理）の現場との情報共有

• SSIサーベイランスによる発生率・問題点の把握とフィードバック


