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ABSTRACT
To evaluate the present state of surgical hand‑washmg in our hospital, we asked

doctors and nurses to fill out a questionnaire on the subject. We also investigated
whether the new weakly‑acidic chlorohexidme‑based disinfectant (the new disinfectant)
was effective in preventing skm damage caused by hand‑washing. According to the sur‑
vey, all the nurses used 2 brushes and 72% of them had skin damage, while the doctors
used 1 to 3 brushes and 37% of them had skin damage. There was a significant differ‑
ence in skm damage between the nurses and the doctors. Besides, the results suggest
that the introduction of the new disinfectant reduced the rate of skm damage of the

nurses by 21%. We think that the difference in the number of brushes the doctors used
depend on the post‑graduate education each doctor received. It is suggested that educa‑

tion on the effective surgical hand‑washing should be given to students. We also think
excessive hand‑washing causes high rate of skin damage. It is suggested that the new

disinfectant is effective to prevent skin damage. Ryukyu Med. J., 21( 3,4) 161‑‑‑165, 2002
Key words: surgical hand‑washing, skm damage, weakly‑acidic chlorohexidme disinfectant

はじめに
手術時手洗いやガウンテクニック等の感染防止法の教
育は重要であるが1),国立大学医学部で学生に対する手
術部独自の教育が行われている施設は少なく,講義が32
%,実習が52%の施設で行われているにすぎない2).当
院では手術時手洗いについての手術部独自の教育はなく,
各診療科で個々に行われているのが現状である.手術時
手洗いも他の医療行為と同様に,科学的根拠に基づき行
う必要があり1,3)また,その方法は変化してきている
が,日常臨床では必ずしも十分に省みられていない.そ
のため,当院での手術時手洗いの現状を明らかにして,
その検討を行う事は意義があると考えられる.

一方,手術時手洗いに関連した手荒れ(以下,手荒れ
と略する)は,それ自体が感染巣になる危険性がある.
手荒れの原因として,ラテックスアレルギー,手袋のパ
ウダー,過度のブラシッング,消毒薬等が知られており,
その対策としてそれら原因の除去,手洗い法や消毒薬の
改良が報告されている4‑6)グルコン酸クロル‑キシジン
は,当院を含む多くの施設で使用されているが,手荒れ
対策のひとつとして,最近,同製品をより弱酸性にした
消毒薬が販売され,その有用性が示唆されている5,7)こ
こでは,当院における手術時手洗いの現状を明らかにし,
弱酸性手指用消毒薬の導入が手荒れ対策に効果があるか
を評価した.
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対象と方法

調査2弱酸性手指用消毒剤(以下本品と略す)を導入して
のアンケート

1.手術時手洗いの基本調査
当院における手術時手洗いの現状を知るために,当院
の外科系医師と手術室の看護師に対しアンケート調査
(調査1)を行った.対象は230名で回答は104名から得
られ,回収率は45.2%であった.

調査1手術時手洗いの基本調査(調査1)
1職種は?
医師女性,医師男性,看護師女性,看護師男性
2 年齢
20‑29歳, 30‑39歳, 40‑49歳, 50歳以上
3 所属科は?
眼科,耳鼻,脳外,口外,産婦,整形,泌尿器,皮
膚, 1外, 2外
4 手洗いに使用するブラシの数は?
1個, 2個, 3個以上,ブラシは使用しない
5 おおよそ何分くらい手洗いしますか?
1分以下1‑3分 3‑5分, 5分以上,わからない
6 消毒薬は何をお使いですか?
イソジン,ヒビスクラブ,両者使用,両者以外
7 手術前の手洗いに関係ある手荒れの経験はありますか?
ある,時にある,ない
8 手術前の手洗いにおけるもみ洗いについて,ご存知で
すか?
知っている,少しは知っている,知らない

2.弱酸性手指用消毒薬による手荒れ防止の評価
当院では, pHが5.2‑6.2のグルコン酸クロル‑キシ
ジン(以下、従来品と略.)とポピドンヨードとを使用
しているが,新しい消毒薬である弱酸性のグルコン酸ク
ロル‑キシジン(以下,本品と略. pH5.0‑5.6)を手
荒れ防止の評価のために一時的に導入した.但し,実際
にどの消毒薬を使うかは個人の判断に委ねた.本品の導
入時に使用された消毒薬別の内訳は次の通りであった.
導入前は従来品を使用していたが,導入時に本品に変更
したのが13名(61.9% ポピドンヨードから本品に変
更したのが2名(9.5%),従来品からポピドンヨードに
変更したのが1名(4.8%)で,ポピドンヨードのまま変
更なしが5名(24.8%)であった.すなわち15名が本品,
6名がポピドンヨードを使用していた.本品導入時と導
入中止後の手荒れについてアンケート調査(調査2)
を行った.
統計学的処理はカイ二乗検定にて行い p <0.05を有
意差ありとした.

1本品導入時に使用していた手指用消毒剤はどちらです
か?
イソジンスクラブ,ヒビスクラブ,本品,その他
2 上記の消毒剤を選択或は変更した理由は?
3 本品を使用し,手荒れ(掻痔感・乾燥・発赤・湿疹な
ど)の出現はありましたか?
ある,時にある,ない
4 本品を中止後, (従来のイソジンスクラブ・ヒビスク
ラブにもどっていますが,)手荒れ(掻痔感・乾燥・発
赤・湿疹など)の出現はありますか?
ある,時にある,ない

結

果

1.手術時手洗いの基本調査
回答者の内訳は,医師86名(男性73名,女性13名),
看護師18名(女性18名,男性0名)で男女比は73: 31で
あった.年齢は20‑29歳が26名, 30‑39歳が53名, 40
‑49歳が17名, 50歳以上が6名,年齢不詳が2名であっ
た.手洗いに使用するブラシの数は3個が58名と最も
多く, 2個が44名, 1個が2名であった.職種別に見
ると, Fig.1に示すように,看護師は全員2個であった
が,医師は1‑3個とばらつきがあり,同一診療科内
においてもばらつきが見られた(Fig. 2).手洗いに要
する時間は, 1‑3分が7名, 3‑5分が47名, 5分以
上が48名で,わからないが2名であった.職種別に見
ると,看護師は5分以上が多く,一方医師は3‑5分
が多かった(Table 1).使用している消毒薬はポピド
ンヨードが50名,従来品が26名,いずれも使用するが28
名であった.
Table 1 Comparison of surgical hand‑washmg time
among the doctors and the nurses

Doctors(female) Doctors(male)

Nurse(female)

<lmin.
1.‑3min.

3‑5min.
>5min

34
2

32

14

unknown

手荒れの経験は全体では「ある」が16名(15.4%),
「時にある」が29名(27.9%), 「ない」は59名(56.7%)
であった.職種別に見ると看護師は「ある」と「時々あ
る」を含めると13名(72%),一方,医師では「ある」
と「時々ある」を含めると32名(37%)と両者に有意差
を認めた(Table 2, Fig. 3) .手荒れの経験を医師の性
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別でみると女性と男性の間で差を認めなかった(Table
2).挟み洗いについては「知っている」が55名, 「少し
は知っている」が 28名と,両者合わせると79.8%あり,
「知らない」は21名(20.2%)であった.
2.弱酸性手指用消毒薬による手荒れ防止の評価
看護師が本品を選択した理由は, 「従来品と比較し価
格が安い」が5名と最も多く, 「掻痔感がない」 「皮膚
が乾燥しない」 「湿疹が少なくなった」と手荒れ改善に
関する理由が続いた.ポピドンヨードを選択した理由に
1名は, 「本品はチクチクする」と回答しているものの,

他は, 「本品のヌルヌル感が嫌い」 「水洗いしても落ちて
いない感じが残る」 「匂いが嫌い」 「泡立ちが少ない」な
どの意見があった.本品の導入時及び中止後(従来品に
もどす)の手荒れ出現率と調査1で調べた本品の導入
前とを比較した.本品導入時は手荒れの出現率は21%
と減少し,導入前との間で有意差があった(Fig.4).
中止後の手荒れ出現率は53%になったが,導入時との
有意差はなかった.
考

察

手術時手洗いの時間について,米国疾病対策センター
(CDC)の手術部位感染防止ガイドライン2)では,
「適切な消毒薬で2‑5分間の手術時手洗いを行う」と
されている.我が国の8施設の集計によると,手術時
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Fig. 4 Comparison of the percentage of skin damage be‑
fore introduction, introduction and stop using weakly‑
acidic chlorohexidme disinfectant.

手洗いに要する時間は6‑10分であった8).一方,小林
らは4)6分間ブラッシングによる細菌数の減少効果と3
分間のそれに差がなかったとし,消毒薬が優秀な薬剤に
なってきたことによって,手術時手洗いの時間は短縮で
きると述べている.調査では,特に看護師において5
分以上が最も多かったが,これらのガイドラインや報告
に従えば,もう少し短くして良いのかもしれない.
使用するブラシの数についてはCDCのガイドライン
にはないが,先の8施設における手術時手洗い時のブ
ラシ数は, 2個が1施設, 1個が7施設であった8).今
回の私たちの調査では,看護師全員が使用するブラシの
数は2個であるのに対し,医師は1‑3個とばらつき
があり, 3個とした医師が多かった.しかも,同一診療
科内でのばらつきもあった.医師が使用するブラシ数の
ばらつきの原因は,医学部卒業後に受けた教育の違いに
よるものと推察される.手術時手洗い時間の短縮化の中
で, 3個のブラシ使用は過剰であり,今後,卒前教育に
より適切な手洗い方法の統一を図ったほうが望ましいと
考えられる.
手荒れの頻度は医師の性別でみると差はなかったが,
職種別に見ると看護師と医師の間で有意差を認めた.皮
膚にはバリア機構が存在して外界からの刺激に対して常
に皮膚を防御しており,外界からの刺激が皮膚に軽微な
損傷ダメージを与えると,この修復機構が働いていると
考えられ,このような刺激が継続的に皮膚に与えられる
事によって視覚的にもはっきりと認識できる手荒れとし
て確認されると考えられている.手術室看護師は1日
平均2‑3回の手洗いをしており,多い時には1日10
回以上手洗いをするが,医師の手洗い回数は,週に2‑
3回程度であると思われる.手術室看護師の多くが手荒
れを経験しており,この手洗いの回数の多さが手荒れ出

現に至る原因のひとつではないかと考えられた.
手荒れ防止効果の判定には客観的評価と主観的評価が
あり,前者による手荒れの評価の報告は少ない5),6)高
玉ら酔),異なるpHを示す3種類のクロル‑キシジン
の手荒れ予防効果の比較を客観的評価で行い, pHの低
い(pH5.0‑5.6)クロル‑キシジンによる表皮角質変化が,
他の,より高いpHのクロル‑キシジンより小さく,皮膚
損傷はより低い傾向があったと報告している.私たちは手
荒れ防止効果の評価を対象者の申告だけで行った.同様
な評価による手荒れ防止効果の報告7),9)がいくつかなさ
れており,手荒れのように対象者が不愉快に感ずる現象
については,主観的評価も無視できないと考えられる.
しかし,手荒れによる乾燥,発赤,湿疹,微小膿癌等を
本人の申告ではなく,第三者が客観的に評価すれば,よ
り信頼性のある結果が得られると考えられる.消毒薬の
変更は化学的刺激の変更という形で,手荒れ対策のひと
つとして有効ではないかと考えているので,今後,手荒
れについて何らかの客観的評価の検討をしていきたい.
また,本品導入時の観察期間が1ヶ月半であり,充分
な長さではなかったかもしれない.何故なら調査1で
は「手荒れが時々ある」看護師が27.8%あり,本品導入
時の観察期間を更に長くすれば手荒れ出現の頻度が増え
たかもしれないからである.更に,本品中止後の手荒れ
が53%と導入前の状態に戻っていないのも観察期間が
短かったからかもしれない.
一方,手荒れ対策のひとつで物理的刺激の変更として,
採み洗いの導入がある10)挟み洗いについては,今回の
対象者の80%が何らかのかたちで知っていたが,実際
の現場では行われていない.挟み洗いでの手の細菌コロ
ニー数減少率は,従来のブラッシングに劣らず,有用性
があるとの報告があり,私たちも同様な結果を得ている.
ブラシによる物理的刺激を排除した挟み洗いは,手荒れ
の減少につながる可能性もあり,挟み洗い導入は今後の
検討課題である.
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