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1987年 神奈川歯科大学卒業。92年千葉県君津市にて開業、現7fに至る

Centers For Disease Control And Prevenlonか ら1998年 と2003年 に感染予防のマニュアルが発

表されました。

そこからスタンダー ドプレコーションズの概念、血液感染性である肝炎ウィルス対策として各ウィ

ルスの特性、B型肝炎ワクチン接種、減菌の種類 。モニターリングの方法を紹介 します。

また歯科医師を対象に感染予防アンケー トを行いました。

その結果、普及 しない問題点が明らかになったと思われます。

はじめに

私たちは歯科医療に携わっていながらも、

意外にB型肝炎や C型肝炎の病態、感染の危

険度、予防法などについて正確に理解してい

ないように思います。特にC型肝炎について

は、腎透析の器具を介して患者から患者へ、

もしくは医療関係者への感染や、数十年前に

行われた集団予防接種時の注射の使い回しに

よる感染などを耳にするようになりましたが、

感染力や感染後の経過などをB型肝炎につい

て程、勉強しておりませんでした。

今回この特集で、実際に肝炎の患者さんの

治療に当たっている内科医師及び患者サイドか

ら教えて頂けることを楽しみにしています。私

たち歯科医療側からは、初めに歯科においての

感染予防対策のマニュアルの紹介、次に私ども

が行った感染予防に関するアンケート結果、現

状報告を基に今後、私たちが行うべき感染予防

対策をまとめて報告したいと思います。

I CDCの 最近のガイ ドラインより

歯科医院においても、以前より肝炎に限ら

ず、血液感染′L病原体に対する感染予防対策を

当然講じてきましたが、近年は、以前よりもよ

り厳密なマニュアルに従う必要性が生じており

ます。参考になるマニュアルとしてアメリカの

Centers For Disease Control And Prevention、

通称 “CDC"か ら発表されている勧告書が、

ADA(American Dental Association)に おい

ても利用されており、一番よいのではないかと

思います。

CDCは歯科領域における感染予防マニュ

アルを1986年 に発表して以来、1993年度版そ

して 2003年 度版とアップデー トしてお りま

す。内容も1986年 には 10ページ以内の簡単
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な内容でしたが、2003年度版は66ページに増

補されており、歯科医院および技工所におけ

る感染予防について詳細に述べられておりま

す。例えば抜歯を行った後の抜去歯の処分方

法において、アマルガムなどの金属片があっ

た場合には医療廃棄物の最終処分である焼却

を行ってはならないことまで含んでおります。

そして約 470の 参考文献のもと作成されてお

り学問的に裏打ちもしっかりしてお ります。

この最新版 “Guidelines I‐ or inl‐ ection control

in dental health care settings-2003"と CDCの

別 に発行 している “Guideline l‐ or infection

control in health care personnel,1998" から、

今回のテーマに即 した部分をビックアップし

て紹介します。

1.ス タンダードプレコーションズの概念

1993年度版においては、“ユニバーサルプ

レコーションズ"の概念 (すべての受診者の

血液、体液を感染性の可能性があると考え、

すべての受診者を感染者と同様の感染予防対

策を行う)でありました。2003年 度版におい

ては、より感染対策の範囲が広がり、血液の

有無にかかわらず全ての体液、分泌物、排泄

物、また何らかの疾患に罹患している皮膚、

そして粘膜まで広げられた “スタンダー ドプ

レコーションズ"の概念に変わりました。こ

のマニュアルでは、このスタンダー ドプレコ

ーションズの他に、空気、飛沫、そして接触

による感染である結核、インフルエンザ、水

痘などにも触れられています。

2.血液感染性病原菌

B型肝炎ウィルス (HBV)対策

135°C、 18分滅菌モー ドによって、プリオンに対応
している。

HBs抗原とHBe抗原を持っている患者の

血液が付着した針を刺してしまった場合、臨

床的肝炎に移行する危険率は 22～ 31%、

HBs抗原だけ持っている患者からの場合の

同様の危険率は、1～ 6%と 言われています。

しかし、HBvに感染 した医療従事者からの

聞き取 り調査の結果、大半はこのようなはっ

きりした経路からの感染ではなく、皮膚の擦

過傷、ひっかき傷、火傷、もしくは粘膜から

の直接的接触、またはB型肝炎ウィルスを含

む血液、体液が付いた器具、テーブルなどか

らの間接的接触によるものと言われています。

HBVは、室温で乾燥 した血液中でも1週間生

存していることが実証されています。

過去においては、歯科医療従事者から患者

への HBVの感染が多数報告されております。

しか し、1987年 以降は報告が無 く、その理

由としては a)ュニバーサルプレコーション

ズの採用、 b)使い捨てグローブの常用、 c)
B型肝炎ワクチン接種、 d)血液感染性病原

菌への感染予防マニュアルの実施などによる

ものと考えられてお ります。このワクチン接
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三:「 撻ゥィルス肝炎―一般医はどう対応すべき

種によって抗体を持った人の約 60%が、12

カ月後には抗体が検知できにくくなります。

しかし、感染への予防効果は維持されており、

以前、成書に書かれていたような追加的接種

は必要ないようです。

C型肝炎ウィルス (HCV)対策

HCV抗体陽性者の血液が付着 した針や鋭

い器具などにより医療従事者に経皮的に侵入

した場合、その医療従事者が抗体陽性になる

危険率は、平均 18%と B型肝炎に比べ非常

に低い率です。しかし、RNAポ リメラーゼ

連鎖反応法を用いた測定法では、C型肝炎の

感染率は 10%と 言われています。

現在いくつかの HCV抗体血清学的検査方

法は、一般的に利用されておりますが、以下

のような問題点があります。

1)こ れらの測定方法でも発見できない感染

が約 5%生 じる。

2)検査の時点で、慢性、急性状態、もしく

は過去の感染なのか区別できない。

3)抗体陽性と肝炎急性症状の出現の間に長

いインターバルが生じうる。

これらの対策としては、特殊な検査方法の

利用、定期的に検査を行い、反応結果を判断

していくことになります。HBV感染の可能

性が生じた時、予防的に免疫グロブリンの投

与を行いますが、HCVに関しては効果が期待

できないようです。

D型肝炎ウィルス (HDV)対策

急性B型肝炎の患者の約4%は、HDVに感

染 していると言われています。また、HBV
とHDVに重感染すると、死亡率は著 しく高

くなります。このウィルスは不完全な血液感

染性ウィルスで、HBVが存在 しなければ複

製 して増殖できません。よって、HBv感染

を予防することが、HDV感染の予防にもつ

なが ります。

3.減菌と消毒

患者に使用されるアイテムの分類

以下のような 3つ のカテゴリーに分類され

ます。Criticalの アイテムは、必ず熱による滅

菌処理を行います。SemたHdcalの アイテムは、

熱耐性であるものは加熱減菌を行い、熱に耐性

のない場合、高レベルの消毒剤を使用します。

Nonc五dcalに 関しては、通常は普通に清掃し、

見た目に汚れていた場合や血液が付着してい

る場合は、結核菌対応などの消毒薬を使い分

※ハンドピースは、歯科用回転切削器具のハンドピースのことで Semic五 ticalに 分類されるが、必ず薬剤消毒で

なくオートクレープなどの加熱減菌を行う。

か

…

鷺

―

C●1ぬ|
軟組織に刺入、骨に接触、血液や無菌性の

組織に入り込むもしくは接触

外科用器具、スケーラー
メスの刃、デンタルバー

お ¨ 粘膜や正常でない皮膚接触
歯鏡、アマルガム充填器、
トレー、ハン ドピース※

Noncritlcal 正常な皮膚に接触
歯科用 X線のコーン/ヘ ッド、
血圧計のカフ、フェイスボー
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けます。そして接触するところをできるかぎ

リラップフイルムなどで被います。

減菌の種類

加熱可能な器具の減菌方法としては、高圧

蒸気滅菌器 (オ ー トクレープ)、 乾熱滅菌器、

アルコール蒸気減菌器があげられます。後者

の 2つは、錆が生 じにくいのでバーや矯正用

の器具に用いられます。オー トクレープは一

番広 く歯科領域で利用されています。最近プ

レバキュームタイプ (写真 1)の滅菌器が日

本でも発売されています。これは真空状態と

蒸気減菌を繰 り返すことにより、いままで減

菌しにくかったチューブの内部や多孔質の物

にも利用でき、クロイッフェル ド・ヤコブ病

の原因物質と言われている異常プリオンタン

パクにも対応するモー ドがあります。

他の滅菌方法としては、グルタールアルデ

ヒド、フタラール製剤などの溶液に浸す方法、

エチレンオキサイドガスがありますが、前者

は減菌には 12時 間浸すことが必要で、通常は

高レベルの殺菌剤として考えるべきです。ま

た、グルタールアルデヒドは、特にシック症

候群を起こしゃすいので室内の換気に注意し

なければなりません。ガス滅菌による事故が

日本で報告されており、使用には充分な注意

が必要です。

滅菌のモニターリング

適切に減菌工程が行われているか確認する

ために、化学的インジケーターと生物学的イ

ンジケーター (写真 2)があります。前者の

うち、器具を入れた包装のタト側に貼付けるタ

イプは、色が変わることにより滅菌作業の過

程が通過したことが解 ります。内側に入れて

おくタイプは、包装内部まで適切な滅菌時間、

この中に芽胞細菌、培地など

が入っている。

温度そして蒸気が到達したかが解るようです。

ただしこれらは、無菌が確立したかどうかは

保証することはできません。生物学的インジ

ケーターは培養などの作業があり、歯科医療

界においては普及していないように思います。

しかし「病院機能評価」の認定においては、

この生物学的インジケーターを施行すること

は必須条件で、近年多くの病院で実施してい

るそうです。減菌処理が確実に成立している

かを把握するのにはこの方法が使われます

(写真 3)。

Ⅱ 一般歯科診療所における実態調査

(感染予防に関するアンケート)

一般歯科診療所における診療機器具の減

菌・消毒の実態 (どのように実施し、どのよ

うに考えているか)を知る目的で、アンケー

ト調査しました。

すなわち、次に示す「感染予防に関する調

査票」を木更津市を中心に、千葉県内の同窓

会員、その他の関東圏内から、あくまでも一

般的な歯科診療所に配布し、合計30の 歯科

診療所より回答を得ました。特に感染予防に

熱心な診療所は集計から除外しました。回答
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ウイルス肝炎―一般医はどう対応すべき

の内訳は、男性 30名 、女性 0名、合計 30名

で、平均年齢は 46.9歳 です。

調査項目と結果を次のように示 します。

以下のアンケー トの結果から、多くの診療

所で現在実施している感染予防対策に少なか

らず不安感を抱いており、改善していきたい

と考えていることが解 ります。実際に実施で

きない原因としてコス トの問題が一番にあげ

られます。これを解決するのは保険制度との

兼ね合いも有 り、非常に難しい問題ですが、

一つには国にこの費用の一部を補償してもら

うのがよいのではないでしょうか。現在、大

学病院などの大きな施設では保険制度上感染

予防の点数が存在 しますが、現実にすべての

感染に関わる方がこれらの施設で治療できる

わけではないので、一般開業医においても当

然認められるべきだと思います。

最後のスタンダー ドプレコーションズ、ユ

ニバーサルプレコーションズの概念が広まっ

ていないのは、医療行政や歯科医師会などの

団体の啓蒙活動の不足であると思います。

まとめ

今回、紹介した感染予防マニュアルは具体

的に書かれており、実際その通 りに行うこと

ができれば問題ありませんが、日本に限らず

感染予防に係るコス トを、国や患者さんに際

限なく負担してもらうわけにはいきません。

そこにそれぞれの歯科医院に見合った、社会

の要求を考慮したラインを歯科医師が考え、

実行していくしかないと思います。これを妥

協と言われるかもしれませんが、全 く何も考

えず悩まず、以前に教わった古い感染予防だ

オー トクレープ減菌の場合 3時間で培養、判定まで

行うことができる。

けを行い続けることを改めるべきです。また

医療に携わる人として治療と共に最善を尽 く

すべきだと思います。

私の歯科医院も 12年前に開業した当時は、

ハンドピースをアルコールで拭 くのも1日 に

数回程度で、グローブの装着も確実に行って

おりませんでした。ある時、通院中の患者さ

んが B型肝炎で入院したことを知 りました。

私の歯科医院において患者さんから患者さん

への感染が起こる可能性は否定できないと思

い、それから感染予防関係の資料を集め、率

先 して行っている先生にご教示頂いて、約 8

年前より少しずつ感染予防対策を構築し、現

在 も試行錯誤 してお ります。この CDCの新

しいマニュアルを読むと、まだまだ改良すべ

き点があります。

これまでを振り返ってみると、感染予防と

いうテーマに自分なりに挑戦し、実行してき

ました。器具の破損、スタッフの負担の問題

などで元のシステムに戻したり、改良を加え

ることにより負担なくスムーズに受け入れら

れ継続しているものもあります。実際にやっ

てみなければ解らないということを実感して

おります。またいつも自分の行う感染予防対
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感染予防に関する調査票

設間 1)現在、ハンドピース類の消毒もしくは、減菌処置を

患者さんごとに行っておりますか ?

YES 21名 /N0 9名

設間 2)実 際どのように行っていますか ?具体的にお願い

します。

薬液 (ァルコール、グルタールアルデヒドなど)

ホルマリンガス

オイルライザー

オー トクレープ

紫外線

ケミクレープ

ガラスビーズ (高温 )

時々何か行う

イ可もしない

6名

22名

3名

1名

3名

薬液

オー トクレープ

18名

6名

設間 3)ハ ンドピース類をオー トクレープ、ケミクレープな

どの減菌装置で患者さんごとに行うことは必要だ

と思いますか ?

YES 30名 /N0 0名

設間 4)ハ ンドピース類の減菌を行うことが、なぜ難しいと

思われるのでしょうか ?

具体的にお願いします。(保 険制度、コス ト、スタ

ッフの処理能力の問題など)

スタッフの処理能力

コス ト

管理困難

教育不足

時間

設問 5)リ ーマーやファイルは患者さんごとに処理を行っ

ておりますか ?

YES 28名 /N0 2名

設間 6)実 際どのように行っていますか ?具体的にお願い

します。

設問 7)リ ーマーやファイルをオートクレープ、ケミクレープ

などの減菌装置で患者さんごとに行うことは必要だ

と思いますか ?

YES 29名 /N0 1名

設間 8)ハ ンドピース類に付けるバーは、患者さんごとに処

理を行っておりますか ?

YES 27名 /N0 3名

設問 9)実 際どのように行っていますか ?具体的にお願い

します。

薬液

オー トクレープ

ケミクレニプ

ホルマリンガス

ケースバイケース

設問 10)バ ーをオー トクレープ、ケミクレープなどの減菌

装置で患者さんごとに行うことは必要だと思いま

すか ?

YES 30名 /N0 0名

設問 11)ス リーウェシリンジは、どのように処理を行って

おりますか ?

薬液

患者ごと交換

何もしない

使わない

設問 12)ス タンダー ドプレコーションズ、ユニバーサルプ

レコーションズという言葉を聞いてことがあるで

しょうカマ

知っている

知らない

ケミクレープ

ホルマリンガス

イ可もしない

3名

2名

1名

17名

8名

3名

1名

2名

19名

8名

2名

1名

11名

2名

2名

2名

2名

1名

1名

7名

2名

1名

29名

策に不安を持ち続け、継続 して改善する努力 1)上総スタディーグル‐―プ 保険診療医ができる感

をしてい くことが大事であると感 じています。   染予防対策 (上):『 月刊保団連』

今回、アンケー トにご協力頂 きました歯科    1999:No 616:5760
2)上総スタディーグル‐

診療所の先生方にこの場を借 りまして御礼申し             ~プ
保険診療医ができる感

染予防対策 (下 ):『月刊保団連』
上げます。このアンケー トの結果をそれぞれの 1999:No 617:61-64

先生方が考察し活用 して頂ければ幸いです。 3)勝見行雄 保険医にできる感染予防:『 月刊保団連』

2003:No 793:49-52
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