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東京女子医科大学感染制御科
満田年宏

【院内感染対策講習会】＜講習会②＞
地域の医療連携体制が求められる病院、診療所、助産所等向け

5. 血液体液曝露対策とワクチンプログラム
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(1) 医療従事者の血液・体液曝露による
職業上の感染のリスクを理解する

(2) 主な血液媒介性ウイルス感染症の特徴と
曝露時の対応について学ぶ

(3) 安全機材の使用や手術時の侵襲的処置
における血液・体液曝露予防策を学ぶ

講習の目標
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隔離予防策のためのCDCガイドライン(1996, 2007)

標準予防策 (Standard Precautions)

ISBN-13 : 978-4895735469 ISBN-13 : 978-4860920722

2007年版邦訳・解説1996年版邦訳
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1.適切な手指衛生
2.血液・体液への接触の予防
3.針刺しの防止 ほか

隔離予防策のためのCDCガイドライン(1996, 2007)

標準予防策 (Standard Precautions)

標準予防策

感染経路別予防策

Transmission based Precautions

Standard Precautions
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血液

体液

精液，腟分泌液，羊水

脊髄・臓器・関節など

生体組織

血液製剤

感染源

針刺し・切創
創傷面への曝露
粘膜への曝露

血液媒介性病原体の感染源と伝播経路

伝播経路

個人防護具や安全器材による曝露予防策による回避
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●マスク（呼吸器防護具）

●手袋

●ガウン

●ゴーグル

●フェイスシールド

個人防護具
（Personal Protective Equipments, PPEs)
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https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/dl/070330-1.pdf

医政地発1219第1号 平成26年12月19日
厚生労働省医政局地域医療計画課長

医療施設における院内感染の防止について
（職業感染防止）

○ 注射針の使用の際，針刺しによる医療従事者等への感染を
防止するため，使用済みの注射針に再びキャップするいわゆる
「リキャップ」を原則として禁止し，注射針専用の廃棄容器等
を適切に配置するとともに，診療の状況等必要に応じて，針刺
しの防止に配慮した安全器材の活用を検討するなど，医療従事
者等を対象とした適切な感染予防対策を講じること。

『医療施設における院内感染の防止について』の通知
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患者ケア，検査／解剖中の針刺し切創で伝播した感染症

患者 検査
ケア 解剖

患者 検査
ケア 解剖

http://jrgoicp.umin.ac.jp/CDCワークブック監訳版.pdf
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血液媒介性ウイルスの種別 ワクチン 曝露直後化学予防策

B型肝炎ウイルス(HBV) あり B型肝炎免疫グロブリン

C型肝炎ウイルス(HCV) なし なし

ヒト免疫不全ウイルス(HIV) なし 抗HIV薬曝露後予防内服

血液媒介性ウイルス事前予防と曝露時予防



10 厚労省推定：http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/06/dl/s0617-8i.pdf

国内のＢ・Ｃ型肝炎ウイルス・キャリアの疫学

日本国民の100人に1.4人が
HBVに感染している

日本国民の100人に2.3人が
HCV感染している

国民100人あたり3人程度がBまたはC型肝炎ウイルスキャリア
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国内のHIV関連患者の疫学統計

AIDS動向調査委員会報告書による https://api-net.jfap.or.jp/status/japan/data/2019/nenpo/r01gaiyo.pdf

HIV 感染者＆AIDS 患者
年間新規報告数推移

各年末までの累積報告数

2019年国内年間新規HIV 感染者数
→1,200名

【2019 年末時点】
HIV 感染者 21,739 件
AIDS 患者 9,646 件

計 31,385 件
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米国におけるHIVの職業感染事例(N=58) , 1985～2013

https://www.cdc.gov/mmwr/pdf/wk/mm6353.pdf

国内におけるHIVの
職業感染事例はない。

41%看護師
27%採血担当の

臨床検査技師
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ウイルス 感染の成立 血中ウイルス量
HBV 30% 10 7～9/ mL

（HBeAg/Abで変動）

HCV 3% 105～7/ mL

HIV 0.3% 10 2～5/mL

HBVは
ウイルス量
が多く感染
し易い

血液媒介性ウイルス別にみた曝露時のリスク

重要
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Dr. Gerold Zerlauth (Baxter Hyland-Immuno)

各種血液媒介感染症の検査診断におけるウインドウ期

HCV 感染 RNA陽転

抗体陽転

HIV-1 感染 RNA陽転

抗体陽転

HBV 感染 DNA陽転

抗体陽転 59日
34日

21日
11日

82日
23日

遺伝子検査 抗体検査PCR検査

感染初期には血液検査では陰性となり
感染していることが検査では分らない時期がある。
これを「ウインドウ期（ウインドウピリオド）」と言いう。
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診療におけるHIV-1/2感染症の診断のためのフローチャート2020
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HIV 感染症及びその合併症の課題を克服する研究班．
抗HIV 治療ガイドライン

http://www.haart-support.hp/pdf/guideline2016v2.pdf

HIV関連の血液検査
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どのような針刺し切創がHIV に感染しやすいのか？

※抗HIV薬による積極的なHIV感染の予防療法



19

(1) 経皮的曝露では約0.3 ％
（95% 信頼区間= 0.2%～0.5%）

(2) 粘膜曝露では約0.09％
（95% 信頼区間= 0.006%～0.5%）

(3) 母親のHIV RNA量が500コピー/ mL未満の場合：
→母子感染は成立しない

(4) 40 コピー/ mL未満患者の血液に曝露した場合：
→感染の可能性は限りなく少ない

職業曝露からHIVの感染が成立するリスク

米国：2001 年6 月迄に57 名が職業曝露でHIV 感染した
日本：2011 年1月迄で医療従事者のHIV職業感染報告例ゼロ
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血清 HBs 抗原陽性

または不明
血清 HBs 抗原陰性

HBV ワクチン未接種 HBIG+ HBV ワクチン HBV ワクチン3回接種

HBV ワクチン接種後

血清抗 HBs 抗体未確認
抗体価測定の結果で対応 抗体価測定の結果で対応

血清抗 HBs 抗体陽性

（≧10 mIU/mL）
定期検査でフォロー 定期検査でフォロー

ワクチン 2 回接種後陰性

（低応答・不応答者）

HBIG x 2 回

（直後および 1 か月後）
定期検査でフォロー

汚染源の人の状況
被災者の状況

※HCV曝露後：化学予防策は確立していない⇨定期的な血液検査の実施。
※ヒト免疫不全ウイルス（HIV）曝露後予防策
曝露後4週間の抗HIV薬の予防内服を継続する
例：ツルバダ（1 錠 1 日 1 回）+ アイセントレス（400mg錠1 日 2 回 or 600mg錠1日1回）

針刺し・体液曝露時の対応例

HBIG=抗HBs人免疫グロブリン
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HBV，HCV，HIV による針刺し・切傷，皮膚・粘膜曝露発生時の処置

病院感染対策ガイドライン 2018年版【2020年3月増補版】（じほう社）
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https://www.jbpo.or.jp/med/di/file/hbg_51128.pdf
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https://www.msdconnect.jp/products/heptavax/effect.xhtml

HBワクチン

※HBワクチンは：
上腕の三角筋に
接種すると皮下注よ
り免疫がつきやすい



24 http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/vaccine-guideline_03.pdf
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HBワクチン接種歴はあるが抗体上昇不明の場合の評価

http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/vaccine-guideline_03.pdf
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医療従事者における組換え沈降B型肝炎ワクチン接種後の
HBs抗体持続期間に関する検討

（環境感染誌, 33 (3): 117-122, 2018）

(1) B 型肝炎ワクチン3 回接種終了から4 か月後のHBs抗体価が400 mIU/mL以上
の場合5 年後には87.0%が10 mIU/mL以上のHBs抗体を保持．

(2) 10 mIU/mL以上のHBs抗体持続期間は組み換え沈降B型感染ワクチンの3 回
接種終了から4 か月後のHBs 抗体価に依存すると考えられた．

https://doi.org/10.4058/jsei.33.117
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医療従事者における組換え沈降B型肝炎ワクチン
接種後のHBs抗体持続期間に関する検討

環境感染誌, 33 (3): 117-122, 2018 https://doi.org/10.4058/jsei.33.117

ワクチン3回完了後
4ヶ月時HBs抗体価
が400mIU/mL以上
の人は5年後も87%

がHBs抗体10ｍIU/mL

以上を維持している
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抗HIV治療ガイドライン
2021年3月版
（2019年3月発行）

https://www.haart-support.jp/pdf/guideline2021.pdf
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(1) 医療機関ごとに独自の職業上曝露（針刺し・切創）対策マニュアルを作成し，
実施も含めすべての職員に周知徹底する。

(2) 曝露事象が起こり感染のリスクが考えられる場合は，曝露後に抗HIV薬の服薬
をすることが推奨される。服薬する場合には可及的速やかに（可能であれば2
時間以内に）内服を開始。

※米国では血漿中HIV RNA 200コピー/mL未満は抗HIV薬投与を推奨
し ていない（オーストラリアでは50コピー/mL未満）

(1) 予防投与をすべきかどうかについては最終的に被曝露者が判断すべきであるが，
専門医によるカウンセリングと効果と副作用に関する十分な情報提供が確保さ
れていなければならない。

(2) 標準的な曝露後予防として推奨される薬剤はraltegravir（アイセントレス®）
＋ truvada（ツルバダ®配合錠）の組み合わせ。

(3) 薬剤耐性HIVによる曝露後予防は専門医による事例ごとの個別の判断が必要。
(4) 曝露後の経過観察期間は例外を除いて事象発生時，曝露後6週間目，12週目，

6 ヶ月目。第4世代HIV抗原抗体検査を使用する場合6ヶ月目を4ヶ月目まで短
くすることも可能である。

抗HIV治療ガイドライン（2021年3月版）
https://www.haart-support.jp/pdf/guideline2021.pdf

重要
HIV関連の曝露した医療従事者の対応(1)
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以下の説明をすることで医療スタッフの過剰な心配を減らす。
（1）針に含まれる血液量は1μL前後である（文献＊1＊2）。
（2）患者のHIV RNA量が10 万コピー/mL では

1μL に含まれるウイルス量は100 個
HIV RNA量が20 コピー/mL では1μL でウイルス0.02 個

（3）HIVウイルス粒子で感染が可能な粒子の頻度は
1,000 個に1 個程度（文献＊3）。

（4）以上より針刺し事故時に医療者が曝露した感染性粒子の数は，
患者のHIV RNA量が10 万コピー/ mL では0.1 個，20 コピー/ 

mL では0.00002個と推定
＊1. J Am Coll Surg. 1994 Feb;178(2):107-10.

＊2. J Infect Dis. 1993Dec;168(6):1589-92.

＊3. J Virol. 2007 Apr;81(8):4367-70.

HIV関連の曝露した医療従事者の対応(2)

抗HIV治療ガイドライン（2021年3月版）
https://www.haart-support.jp/pdf/guideline2021.pdf
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抗HIV治療ガイドライン（2021年3月版）
https://www.haart-support.jp/pdf/guideline2021.pdf

HIV関連の曝露した医療スタッフへの対応(3)
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4) 抗HIV治療ガイドライン（2021年3月版）
https://www.haart-support.jp/pdf/guideline2021.pdf



33

抗HIV薬内服開始前の確認事項

HIV関連の曝露した医療スタッフへの対応(5)

抗HIV治療ガイドライン（2021年3月版）
https://www.haart-support.jp/pdf/guideline2021.pdf
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N Engl J Med 1997;336:178-84.

HBVキャリアー外科医から患者への肝炎の伝播

血液媒介性ウイルスキャリアー医療従事者のSHEAガイドライン

Infect Control Hosp Epidemiol. 2010 Mar;31(3):203-32.
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カテゴリーⅠ（ 血液媒介ウイルス伝播の危険性が殆どない処置）
小さな皮膚縫合，直腸診や内診，下部消化管内視鏡検査および処置
（Ｓ状結腸鏡や大腸内視鏡）など

カテゴリーⅡ（伝播の可能性があるが起こりそうにない処置)
気管支鏡，腹腔鏡，胸腔鏡，気管内挿管や喉頭用マスクなど

カテゴリーⅢ
（確定的な危険性，「曝露しやすい」と過去に分類された処置）
一般外科手術，一般口腔外科手術，心臓胸部外科

HBV,HCV,HIVに感染している医療者は・・・
倫理的に感染の事実を医療機関に報告すべき。

血液媒介性ウイルスキャリアー医療従事者の
管理のための米国医療疫学会(SHEA)のガイドライン

Infect Control Hosp Epidemiol. 2010 Mar;31(3):203-32.



36 Infect Control Hosp Epidemiol. 2010 Mar;31(3):203-32.
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職業上の曝露によるHCV感染のリスク

推奨される曝露後の化学予防策はない

被曝露者のフォローアップ：
① HCV-RNA遺伝子検査（曝露後 1～ 3 週間で陽転）
②肝臓の逸脱酵素検査：AST(GOT)/ALT(GPT)

③抗HCV 抗体価検査（陽転の 90% は 3 か月以内）

曝露源患者血中HCV-RNA：
> 106 コピー/mL だと感染リスクが高い

早期治療により慢性化のリスクを減少することが出来る

Infect Control Hosp Epidemiol. 2010 Mar;31(3):203-32.
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(1) HBVに感染しているのみでは外科診療や歯科診療，
医療関連領域における研究や実務資格は失わない

(2) 医療従事者や学生のHBV感染の有無の事前通知は不要

(3) 感染力のモニターにはHBe抗原より血清中のHBV-DNA

濃度を指標にする

(4) HBV感染している医療従事者の医療行為上の安全域：
血清HBV-DNA≦1,000 IU /mL：感染のリスクは低い

HBVに感染している医療従事者・医療系の学生の
感染防止に関するCDCガイドラインの改訂(CDC)  

2012/07/17

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6103a1.htm?s_cid=rr6103a1_e 



39

工学的管理方法
（engineering controls）

■針カバー等の安全機構を設ける
■安全機能が作動後廃棄時まで持続
■器材＋安全機構の一体化
■操作が簡単で明確
■安価
■治療上の不利益ないならない

作業手順による管理方法
（work-practice controls）

■針を掴む，組織を牽引，針やメスを装着／外す，
などの動作を器具を使って行う

■鋭利器材を引き渡す際には声を出して知らせる
■鋭利器材は器かニュートラル・ゾーンを介す
■電気メスは先の鈍化したチップを装着
（レーザーを利用）
■開放性手術にかわり鏡視下手術
■先端を丸く加工した刃を使用

■金属針の使用廃止（プラスチック針）
■穿刺行為自体の必要性を見直す金属針を使わない器材採用

複数の構成要素による防止策 ■教育
■侵襲的な手技を避ける
■安全な作業環境
■適切な医療従事者／患者比率

針刺し損傷防止プログラムの計画,実施,評価に関するCDCワークブック

http://www.cdc.gov/sharpssafety/index.html

http://jrgoicp.umin.ac.jp/related/CDCワークブック監訳版.pdf
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●注射針をリキャップしない

●使用済み鋭利物は直ちに耐貫通性容器に廃棄する

●安全機能付き製品でも使用直後に廃棄する

片手すくい法

血液体液曝露からの防御

最後まで
片手操作

※時計や指輪は業務中外しておく
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○Ｘ

汚染器材は使用者が廃棄する

使用した本人が
直ちに廃棄する！
※8割で箱を交換

手渡すことで
加害者になり
かねません
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職業感染制御研究会
（JRGOICP）

眼の防護具の種類と特徴
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→

足もとへの配慮（安全シューズの着用）

→
○

×

×

○

足下に
ご注意
下さい！

一般用

医療用
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Self-Sheathing

Retractable Technology

Self-Blunting

Add-on

Retracting lancets

安全機能については性能を十分評価すること

用手的に還鞘タイプ

防護器材の付与

リトラクト

先が鋭利でなくなる
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動脈採血

留置針

留置針

各種安全器機能付き製品
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国内で普及が遅れている安全機能付き鋭利器材

インスリン注入器の針予防接種の針 普通の注射器と針
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A：針刺し・切創報告書Ver.5.0.pdf

B：皮膚・粘膜曝露報告書Ver.5.0.pdf

AO：針刺し・切創報告書／手術部用Ver.2.0.pdf

BO：皮膚・粘膜曝露報告書／手術部用Ver.2.0.pdf

エピネット日本版Ver.5.0記入の手引き.pdf

©職業感染制御研究会
http://jrgoicp.umin.ac.jp/

エピネット日本版
Exposure Prevention Information Network (EPINETTM)

(1)発生状況の定型的な報告様式。
(2)職業感染制御研究会が提供。
(3)国内のほとんどの総合病院で針刺

し切創血液体液曝露事例発生の報
告と分析に使用されている。

http://jrgoicp.umin.ac.jp/index_related_2b.html
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http://jrgoicp.umin.ac.jp/jes/jes2015/血液・体液曝露に関する施設調
査結果-JES2015-およびエピネット日本版手術部版の分析結果.pdf

職業感染制御研究会
エピネット日本版サーベイランスワーキンググループ

血液・体液曝露に関する施設調査結果JES2015

およびエピネット日本版/手術部版の分析結果



49 http://jrgoicp.umin.ac.jp/jes/jes2015/血液・体液曝露に関する施設調査結果-JES2015-およびエピネット日本版手術部版の分析結果.pdf



50 http://jrgoicp.umin.ac.jp/jes/jes2015/血液・体液曝露に関する施設調査結果-JES2015-およびエピネット日本版手術部版の分析結果.pdf



51 http://jrgoicp.umin.ac.jp/jes/jes2015/血液・体液曝露に関する施設調査結果-JES2015-およびエピネット日本版手術部版の分析結果.pdf



52 http://jrgoicp.umin.ac.jp/jes/jes2015/血液・体液曝露に関する施設調査結果-JES2015-およびエピネット日本版手術部版の分析結果.pdf



53 http://jrgoicp.umin.ac.jp/jes/jes2015/血液・体液曝露に関する施設調査結果-JES2015-およびエピネット日本版手術部版の分析結果.pdf
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■個人用の防護具装着
(1) 目，顔の防御
(2) 二重の手袋

■鋭利物の削減・廃止
(1) メスの使用削減
(2) 鈍針の活用選択
(3) 直接の手渡廃止
(4) 縫合針直接把持を避け使用する技術

■職員の協調性（コミュニケーション）
(1) 伝達手段を改善
(2) 患者，医療従事者方向の安全に集中

一歩進んだ手術時血液体液曝露予防策(2001)

http://www.orprecautions.com/resources.html

提唱者：マーク・デービス医師
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作業手順による管理方法

■針を掴む，組織を牽引，針やメスを装着／外す，
などの動作を器具を使って行う

■鋭利器材を引き渡す際に声を出して知らせる
■鋭利器材は器かニュートラル・ゾーンを介して行う
■電気メスは先の鈍化したチップを装着する

（かわりにレーザーを利用する）
■可能であれば開放性手術にかわり鏡視下手術を行う
■先端を丸く加工した刃を使用すること

X ○

鈍針

丸針

エチガード

→
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1
16

21

103

20

41

7
鈍針

不明（わからない）

丸針（弾機針/バネ針）

丸針（針付縫合糸）

角針（弾機針/バネ針）

角針（針付縫合糸）

その他（記載）

エピネットサーベイランス集計報告：2013年4月～2015年3月
n=209件（記載ナシ除く） 43施設

(49.3%)

(10%)

(9.6%)

(19.6%)

(7.7%)

(3.3%)

切創を引き起こした：縫合針の種類
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手術時針刺し切傷

縫合針 67%

メス 33%

手術時何故鈍針の使用が必要か？

エピネットサーベイランス集計報告：2013年4月～2015年3月
n=209件（記載ナシ除く） 43施設
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⚫メスによる切創者：（50％以上が手渡中）

使用者 39%

他介助者 61% 

⚫縫合針による針刺し者：（25％が手渡し中）

使用者 67%

他介助者 33%

手術時の針刺し・切創の発生状況の分析

エピネットサーベイランス集計報告：2013年4月～2015年3月
n=209件（記載ナシ除く） 43施設
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縫合針の受動的な防御
鈍的縫合針 (Blunt-tip Suture Needles)

Blunt-tip Suture Needles
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鈍的縫合針の適用範囲

⚫ 肝臓，腎臓

⚫ 腹壁，肋間固定，軟組織，筋層

⚫ 帝王切開，会陰切開

⚫ 子宮筋腫，膣断端

⚫ 側々腱修復

⚫ 腹腔鏡使用後縫合

（適応外部位：皮膚，血管，腸管，眼球，瘢痕）
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|  

|  

鈍的縫合針の
利用で予防可能

多くの皮膚損傷
は皮膚縫合方法
の変更等によっ
て予防できうる

41%

柳下芳寛他．手術室用エピネットと他施設調査結果．
セフティマネジメントのための針刺し対策A to Z INFECTION CONTROL 2002増刊,150-158

予防可能な縫合針による皮膚切創の割合
11 病院, 8 ヶ月, 縫合針による受傷n=30件

3%

50%

47%
筋肉/

筋膜縫合

皮膚縫合時
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処
置
百
回
あ
た
り
の
受
傷
回
数

鈍的縫合針の使用率
（Ethiguard Ⓡ使用）

鈍
的
縫
合
針
の
使
用
率
（
％
）

鈍針採用前後の婦人科手術の縫合針切創率の変化

切創率

30%

55%

5.9回

1.1回

MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1997 Jan 17;46(2):25-9.

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00045660.htm
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雑誌「感染制御」Vol.10別冊2「医療従事者のための感染予防:

針刺し切創・皮膚粘膜曝露予防」(職業感染制御研究会編，2019年)



64

病院感染対策ガイドライン 2018年版
ISBN-10 : 4840753393

職業感染防止対策Q&A

ISBN-10 : 4840747598



65 http://jrgoicp.umin.ac.jp/related/病院等における災害防止対策研修マニュアル-針刺し切創防止版.pdf

地方公務員災害補償基金作成
最新：病院等における災害防止マニュアル 針刺し切創防止版

針刺し切創
血液体液曝露
については，
是非この冊子を
読んで下さい。
無料でダウン

ロードできます。
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(1) 医療従事者の血液・体液曝露による
職業上の感染のリスクを理解する

(2) 主な血液媒介性ウイルス感染症の特徴と
曝露時の対応について学ぶ

(3) 安全機材の使用や手術時の侵襲的処置
における血液・体液曝露予防策を学ぶ

講習の目標


