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研究成果の概要（和文）：看護師の手指と患者の手指および環境表面から分離菌および菌量は施設によって異な
った。しかし，3者の分離菌は，看護師と患者の手指の一致が最も少なく，看護師と環境表面，患者と環境表面
の順に一致は増加した。また，看護師からの分離菌は少数だが，看護ケアに要する時間が長いほど患者や環境表
面への接触回数は多くなり，細菌を伝播していることが推測された。すなわち，病原微生物は患者の手や環境表
面から看護師へ水平伝播しているため，患者および周辺環境の衛生状態を維持することが重要となる。そのた
め，患者の手指はウェットティッシュとアルコール消毒剤を使用して衛生強化を図ると，病原微生物は減少する
ことが明らかになった。

研究成果の概要（英文）：The isolating bacteria and the amount of bacteria from nurse's fingers, 
patient's fingers and environmental surface varied from facility to facility. However, the isolating
 bacteria of the three persons showed the least match between the nurse and the patient's fingers, 
and the agreement between the nurse and the environmental surface, the patient and the environmental
 surface increased in order. The number of isolating bacteria from nurses was small, but as the time
 required for nursing care was longer, the number of contacts with patients and environmental 
surfaces increased, and it was inferred that bacteria were propagated. Therefore, it prevents 
pathogenic microorganisms from horizontally propagating from the patient's hands or environmental 
surface to nurses.
Patient's hands tended to decrease pathogenic microorganisms when using wet tissues and alcohol 
disinfectants to enhance hygiene.

研究分野： 感染管理

キーワード： 患者　手指衛生　感染管理
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
医療関連病原菌の伝播は，直接および間

接接触，飛沫，空気と一般媒介物を介して
起こる。その伝播は，患者の皮膚あるいは
患者のすぐ側にある無生物物質から病原菌
が医療従事者の手指に移り，少なくとも数
分は生存する。医療従事者の手洗いが不十
分であれば，汚染されたままの手指が，別
の患者あるいは患者が接触する無生物物質
に直接接触する。このように，病原菌は汚
染された医療従事者の手指を介して伝播す
るが，医療従事者が手指衛生を確実に実行
することで，医療関連感染と多剤耐性菌の
拡大は防止できる１）。そのため，2002 年に
CDC から手指衛生ガイドラインが勧告され，
その更新版が世界保健機関から 2009年に発
表された。ところが，WHO（2009）２）で推
奨された手指衛生手順での医療従事者の遵
守は，平均基本率 5～89％と格差があり，全
体的な平均は 38％と報告されている。日本
でも医療従事者における手指衛生の遵守率
は質問紙法で 70～90％台，観察法では 30～
50％台と，未だに十分とはいえない現状が
ある３）。 
一方，筆者ら４）は患者 240 名の手指の衛

生状態について調査した結果，30 名から
MRSA が検出され，手指衛生によって 19 名
が陰性となった。また，ポータブルトイレ
使用患者の 7 割は，排泄後ウェットティッ
シュによる手指衛生を行い５），看護師は活
動制限のある患者の手指衛生として，ほと
んどがおしぼりタオルを使用していた６）。
ウェットティシュやおしぼりタオルの除菌
率は石鹸を用いた手浴や流水手洗いの半数
程度のため７），患者自身の手指にも病原菌
が残存していることが推測できる。これら
のことは，医療関連感染拡大を防止するた
めに最も重要な手指衛生を，医療従事者の
ような媒介者だけでなく，患者への介入も
重視することを示唆するものである。 
医療従事者は媒介者にならないために

WHO（2009）が推奨している「手指衛生
の 5 つのタイミング」などを参考に適切
な場面で手指衛生を実施していると思わ
れる。一方で，患者の微生物叢と病院環境
が多くの感染の主要な発生源であることを
示すエビデンスが増加しつつある。しかし
ながら，患者の手指衛生が医療関連感染や
感染症のアウトブレイクの防御となり得る
エビデンスは不十分である。そのため，医
療従事者は患者の手指汚染を認識している
ものの，目視できる汚染がなければケアの
優先順位は低下し，積極的に手指衛生を実
施する取り組みはほとんど行われていない
８）。 
そこで，患者自身の積極的な手指衛生実

施や，寝たきり患者への手指清潔ケアを強
化することによって，医療関連感染のバー
デンを減少でき，感染症のアウトブレイク
の防御となり得るエビデンスを集積する。 

２．研究の目的 
① 皮膚あるいは患者のすぐ側にある無生物

物質から医療従事者（看護師）の手指に移
る細菌を確定する。 

 
② 医療従事者と患者が接触する場面と，その

ときの接種される細菌の動態が明らかに
する。 

 
③ 患者の手指衛生を強化することによって，

患者側の病原菌が除去される程度を明ら
かにする。 

 
３．研究の方法 
① 看護師が患者に清拭，検温，体重測定，採

血などのケアを提供する場面に密着し，調
査日に担当している患者のケア前後で，両
手掌・指間をふきふきチェックⅡ○R
（PF2002：栄研化学株式会社）を用いて
拭き取り検査を行った。看護師が手袋を装
着した場合は，看護ケア後手袋を除去した
直後に手指から採取した。ケアを受けた患
者の両手掌・指間とベッド柵・床頭台・ナ
ースコール・リモートコンローラーの環境
表面からも検体を採取し，分離菌の一致性
を（株）キューリンに委託し，細菌数測定，
菌種同定および感受性試験によって確認
する。 

 
② 看護師が患者の検温を実施する場面に参

加し，患者との接触状況をビデオ撮影する。
看護師 25 名が調査日に担当した患者 25
名の手指および環境表面に接触した場面
の回数と病室滞在時間をビデオから抽出
し，接触頻度が高い部位および場面を特定
した。また，看護師の手指はケア終了後に，
患者の手指およびベッド周辺の無生物物
質はケア以外の時間で，eSwab480CTM 

（COPAN）を用いて拭き取りを行い，分
離菌の一致性を（株）キューリンに委託し
確認した。「看護師」「患者」「環境」のう
ち 2 者で共通したグラム陰性菌と MRSA
が分離された場合に薬剤感受性試験を実
施し，MIC（最小発育阻止濃度）1 管差ま
でを同一とみなして検討した。 

 
③ ベッド上安静を余儀なくされている患者

の手指衛生を4日間強化する患者（強化群）
16 名と，これまで通りの衛生管理の患者
（平常群）9 名の手指の細菌汚染の変化を
調査する。強化群は，患者のベッドサイド
に（A）アルコール性手指消毒剤と（B）
ウェットティシュを設置し，（A）（B）を
用いて確実に手指衛生を実施してもらう。
特に，起床時，食事前・後，排尿・排便後，
寝る前は実施するようにベッドサイドに
掲示して意識づけする。実施した手指衛生
の回数と（A）（B）以外の方法の手指衛生
も患者に記録してもらう。（A）（B）の手
指衛生材は満量で開始し，検体採取最終日



に残量を確認する。手指汚染は両手を開始
時，2 日目，4 日目（最終日）に eSwab480CTM 

（COPAN）を用いて拭き取り，検体は（株）
キューリンで細菌数測定，菌種同定を行う。
平常群は，通常通りに過ごしてもらい，手
指衛生の実施回数を記録してもらう。 

 
４． 研究成果 
① 対象総数は看護師 8名，患者 8名であった。

看護師は看護ケアのために病室に入る前
と終了して病室を出たところで速乾性手
指消毒剤を使用し，検温以外の看護ケアに
おいては概ね手袋を装着して実施してい
た。同定検査において看護師の手指と患者
の手指および環境表面から検出された菌
種は 23 種であった。薬剤感受性検査で耐
性パターンが類似したのは 9 件であり，患
者と看護師で一致した主な分離菌は
MRSE ， MSSE ， MSSA ， MR-CNS ，
MS-CNS，Enterococcus faecalis であった。
これらの分離菌は環境表面のベッド柵か
ら 8 名，床頭台／オーバーテーブル 7 名か
ら検出され，接触頻度の高いナースコール
／リモートコントローラーは3名に留まっ
た（表 1）。これらの分離菌は病原性が低い
ものの免疫低下の患者にとっては感染症
の原因菌になる可能性があり，患者の手指
衛生と環境整備を強化することが求めら
れる。薬剤感受性検査での一致は，看護師
が手袋を装着していても，患者から看護師
へ細菌伝播が起きている可能性が示唆さ
れた。患者はベッド上での介助を必要とし，
看護師がベッドサイドへ行くと時間は長
く患者との接触頻度も多くなる。そのため，
細菌の伝播は看護ケアの提供中に生じた
か，あるいは看護師が手袋を除去するとき
に付着したのか課題が残った。一方で，看
護師がベッドサイドに行く前の手指から
も耐性菌が分離された。このことは，看護
師が耐性菌を保菌しているか，手指衛生の
方法に問題があり，別の患者の耐性菌が付
着したままだった可能性がある。 

 
② 看護師の手指と患者の手指および患者周

囲の環境表面で検出された菌種のうち3者
が一致したのは25事例中14事例であった。
看護師と患者の手指の一致は 1 事例，看護
師と環境表面の一致は 4 事例であった。主
な分離菌は，Staphylococcus 属が最も多く，
Enterococcus 属 ， Bacillus 属 ，
Enterobacter 属，Klebsiella 属等であった。
看護師や患者の手指から分離された細菌
は環境のベッド柵，オーバーテーブルと多
く一致していた。看護師の手指衛生は流水
石鹸手洗い後に速乾性手指消毒剤を使用
する方法としていたが，半数は流水石鹸手
洗いのみであった。前者のほうが明らかに
手指への付着菌種と菌量は減少し，患者か
らの伝播も減少していた。 

 

表 1－1 看護師の分離菌種 

 

表 1－2 患者の分離菌種 

 
患者への検温の場面における看護師の平均
接触頻度は，身体が 56.9±44.7 回，環境表
面が 31.5±30.4 回であった。検温における
看護師の病室滞在時間は 326.0±173.7 秒で
（表 2），滞在時間が長いほど身体の接触回
数（r=.763，P =.000）および接触部位数
（r=.426，P =.034），環境表面への接触回数
（r =1，P =.000）および環境表面への接触
箇所数（r =1，P =.001）が有意に多かった



（図 1，図 2）。診療科による身体接触部位や
回数の差はみられなかったが，環境表面への
接触では，モニター（χ2=8.7,    P =.013）
および患者のコップ（χ2=8.7, P =.013）へ
の接触が，内科は有意に多かった。看護師の
病室停留時間が長い時の手指衛生を強化す
る必要性が示唆された。 
また，プレテストで調査した急性期病院と比
較すると，滞在時間に差異はないが接触頻度
が 2 倍を超えていた。これは，患者の介護度
の違いや看護業務を細分化する内容が施設
によって異なっていたことが影響したと思
われ，看護師と患者間の微生物伝播は施設の
特徴によって異なる可能性が示唆された。 

 
 

表 1－3 環境表面の分離菌種 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 1 看護師による患者身体への接触部位数と 
接触回数と滞在時間 

 
 

表 2 処置に伴う看護師の病室停留時間 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図 2 看護師による環境表面への接触箇所数と 

接触回数と滞在時間 
 



表 3 分離菌種と検出数の施設別比較 ③ 手指の総菌量は個人差が大きく，同一患
者においても日毎の変動があった。しか
し，強化群のほうが開始時より，総菌量
は減少傾向にあった。菌種は 101 種が同
定され，MRSA は 1 名，口腔由来の
Streptococcus，Moraxella は 9 名の患者
から検出された（表 3 ）。また，
Acinetobacter，Enterococcus は 10 名か
ら，Bacillus は 7 名から検出された。4
日間のウェットティッシュ使用回数は
強化群が 29.3回で非強化群は 11.8回で，
アルコール手指消毒剤の使用量も 29. 
6mL と 9.4mL で強化群が有意に多か
った。 
患者の手指はウェットティッシュとア
ルコール手指消毒剤を使用することで，
衛生強化を図ることができ，病原微生
物は減少することが明らかになった。 
 

④ 補足 
ふき取り法は特定の細菌による感染が
多発もしくは検出頻度が急増した場合
には，原因を特定するうえで必要不可欠
な検査の一つである。ところが，同等の
商品と判断していた異なる市販の液相
輸送用培地で，検出菌の種類と集菌量に
格差が生じた。市販の液相輸送用培地は，
①培地成分，②表面をふき取るスワブの
性状が若干異なり，輸送時間も影響する
ことが考えられた。そこで，市販培地の
A と B における菌の保持能力について，
培地成分，保存時間およびスワブの違い
を in vitro 比較実験によって検討した。 
提供株は臨床から分離されたグラム陽

性球菌とグラム陰性桿菌の 10 種類とし
た。各菌株は 3～7×10＾5CFU/mL 程
度の濃度に菌液調整し，A と B の保存
液を添加した。添加直後と，4℃で 48
時間冷蔵保存したそれぞれの保存液を
培養し，生菌数を測定した。 
48 時間保存後の生菌数は，グラム陽性球
菌はすべてにおいて増加がみられた。グ
ラム陰性桿菌は， 2 菌種で 48 時間後の
生菌数が減少したものの，他の 4 菌種は
増加した。培地成分による生菌数は，添
加直後と 48 時間後とも 5 菌種で B のほ
うが多く，CNS と S.maltophilia は A で
生菌数が多かった。異なる 4 種（A，B，
C，D）のスワブ集菌量は調整した 5 種
類の菌液 5µL ずつを設定した模擬環境
（アクリル板，スチール板，ステンレス
板）へ塗布し 1 時間乾燥させた。その後，
模擬環境を隙間なくそれぞれのスワブ
でふき取り，ヒツジ血液寒天培地に接種
し，48 時間培養後，生菌数を測定した。
生菌数はスワブ B が最も多かった。これ
らのことから，A と B の培地成分の保持
能力はほぼ同等と考えられるが，輸送時
間を要する場合は集菌率の高いBが適し
ていることが示唆された。 



 
＜引用文献＞ 
1） Allegranzi B, Pittet D. (2009). Role of 

hand  hygiene in healthcare-associated 
infection  prevention. Journal of 
Hospital Infection, 73(4):305-315. 

2） WHO. (2009). WHO  Guidelines on 
Hand Hygiene in Health Care: a Summary
検 索 日 2012.10.25 ：
http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/WHO_I
ER_PSP_2009.07_eng.pdf 

3） 森みずえ．（2010）．日本における標準
予防策遵守の現状について 調査部年
レビューから．感染制御，6(1)：56-61． 

4） Okada J, Tsuda H, Yamamizu Y, Fukai K. 
(2011). Evaluation of Patients’ Skin Flora 
Based on the Difference in Underlying 
Diseases and Care Environments．World 
Academy of Nursing Science 2nd 
International Nursing Conference, Cancun．  

5） 林佳苗，中村絵美，岡田淳子（2011）．
ポータブルトイレ使用患者の排泄後の
手指衛生に関する実態．日本看護技術
学会第 10 回学術集会，東京都． 

6） 土井朱，岩野美穂，榎木綾香，中倉恵
美，岡田淳子（2011）．看護師が実施し
ている患者への手指清潔ケアに関する
実態調査．日本看護技術学会第 10 回学
術集会，東京都． 

7） 先川真未，武田芽衣，岡田淳子（2010）．
汚染除去効果と満足感が得られる手指
清潔ケアの検討．第 36 回日本看護研究
学会学術集会，岡山市． 

8） Burnett E. (2009). Perceptions, attitudes, 
and behavior towards patient hand hygiene. 
American Journal of Infection Control, 
37:638-642. 

 
５．主な発表論文等 
（研究代表者，研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
 
〔雑誌論文〕（計 0 件） 
 
〔学会発表〕（計 4 件） 
① Yukiko Yamamizu, Junko Okada, 

Yoshie Matsumoto, Norio Imamoto, 
Hiroyuki Yamane, Hitomi Maeda, 
Kiyoko Fukai ． Study of 
transmission-based precautions for 
preventing the spread of infections from 
patient hands and nearby surfaces to 
those of nurses ， 10th International 
Nursing Conference (INC 2015) ， in 
Seou. 

② 松本由恵，岡田淳子，山水有紀子，前田ひ
とみ，深井喜代子（2016）．看護師の手指
が患者およびその環境へ接触する頻度の
検討．第 31 回日本環境感染学会総会・学
術集会，京都市． 

③ 辻隆弘，松本由恵，岡田淳子（2017）．医
療環境のふき取り検査における液輸送培
地 eSwab の基礎的検討，第 28 回日本臨
床微生物学会総会・学術集会 プログラ
ム・抄録集，27(1)，457，長崎市． 

④ 松本由恵，岡田淳子，山水有紀子，前田ひ
とみ，深井喜代子（2017）．看護師の病室
停留時間と患者およびその環境へ接触す
る頻度の関係．第 32 回日本環境感染学会
総会・学術集会，神戸市． 
 

〔図書〕（計 0 件） 
 
〔産業財産権〕 
 
○出願状況（計 0 件） 
名称： 
発明者： 
権利者： 
種類： 
番号： 
出願年月日： 
国内外の別：  
 
○取得状況（計 0 件） 
名称： 
発明者： 
権利者： 
種類： 
番号： 
取得年月日： 
国内外の別：  
 
〔その他〕 
ホームページ等 
 
６．研究組織 
(1)研究代表者 
 岡田淳子（OKADA, Junko） 

県立広島大学・保健福祉学部・教授 
 研究者番号：40353114 
 
(2)研究分担者 
 深井喜代子（FUKAI, Kiyoko） 

岡山大学・保健学研究科・教授 
 研究者番号： 70104809 
 
前田ひとみ（MAEDA, Hitomi） 
熊本大学・生命科学研究部・教授 

 研究者番号：90183607 
 
(3)連携研究者 
なし 

(4)研究協力者 
松本由恵（MATSUMOTO, Yoshie） 
山水有紀子（YAMAMIZU, Yukiko） 
山根啓幸（YAMANE,Hiroyuki） 
辻 隆弘（THUJI, Takahiro） 
高岡俊介（TAKAOKA, Shunsuke） 


