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はじめに 

 

衛生的手指消毒における速乾性擦式手指消毒薬のラビ

ング時間には規定がなく、実際の臨床現場では少量、短

時間で手指衛生を行っているのが現状である。今回、実

際に臨床現場で行われている手指衛生の時間を調査し、

それをもとに製剤の適用量を設定しラビングでの消毒効

果を細菌学的に検討した。 

 

方  法 

 

臨床現場のラビング時間調査は急性期病院の脳外科、

神経内科混合病棟の看護師のべ 31 名の看護場面におけ

る手指衛生動態を直接観察した。使用したアルコール製

剤は液体タイプである。その結果をもとに、3 秒、7 秒、

そしてわが国での推奨時間の15秒を加えた3パターンの

ラビング時間を設定した。手のサイズを大（一般男性）：

手袋 7.5 号）と小（一般女性：手袋 6.5 号）に大別し、

先のラビング設定時間内に乾燥するアルコール量を、次

のように設定した。大；3 秒 0.35mL、7 秒 1.0mL、15

秒 2.0mL、小；3秒 0.2mL、7 秒 0.75mL、15 秒 1.5mL。

なおアルコールは 0.5％グリセリン含有消毒用エタノー

ル（以下 80％エタノール）を用い、ラビング方法は国内

推奨されている方法を一部変更した。10） 

健常な被験者 5 名（医療従事者 2 名、一般人 3 名）の

各人の片手を例数１としコントロールを含む各ラビング

時間を各 10 例ずつ実施して全例数を 40 とした。予洗い

後の被験者の手掌のみに Serratia marcescens ATCC14756

（107CFU/mL）0.5mL を満遍なく塗布し乾燥後、80％エ

タノールを用い、統一した方法で、上記の各設定量と各

所定時間のラビングを行ったのち、直ちにグローブジュ

ース変法にて菌を回収し片手あたりの菌数を求めた。ラ

ビング前の菌数も同様に求め、各菌数は対数変換し、ラ

ビング前の菌数（Log10CFU）からラビング後の菌数を差

し引いて、菌数減少値（RF；reduction factor）を算出し

た。また、ラビング時間を X 軸、RF を Y 軸とし、両者

の相関係数ならびに回帰直線を求め、得られた式から

2-Log reduction（RF-2）に対応する時間を予測した。 

 

結  果 

 

実際の臨床現場でのラビング時間調査の結果は、表 1

に示したとおり、6.55 秒±2.16（平均値±標準偏差）最

表１ 臨床現場のラビング時間調査 

 時間（秒） 

平均時間±標準偏差 6.55±2.16 

最大時間 12 

最小時間 3 

中間値 6 

n=31  液状手指消毒製剤使用 



（14）  医療関連感染 
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大値 12 秒、最小値 3秒、中央値 6秒であった。 

各ラビング時間の RF の平均ならびに標準偏差は図１

と表 2 に示したように、3 秒は 0.59±0.35、7 秒は 1.85

±0.45、15 秒は 2.51±0.64 であった。 

図 2 にラビング時間と RF の関係を示した。両者の相

関係数（R）は 0.8866、回帰直線は Y（RF）＝0.169X（ラ

ビング時間（秒））＋0.1801 と算出された。またこの関

係式から、2-Log reduction に対応する時間は 10.8 秒と算

出された。 

 

考  察 

 

速乾性擦式手指消毒薬のラビング時間に関して、医療

現場における手指衛生のための CDC ガイドラインでは

時間の明記はなく 1）、WHO Guidelines on Hand Hygiene in 

Health Care にはラビング説明図の中に 20～30 秒とだけ

記載され、解説文中での言及はない 9）。そもそも 30 秒と

いうラビング時間は、例えば欧州の手指消毒薬の製剤評

価において設定された時間であり、臨床現場を反映して

いるとはいえない 5）6）8）。事実、我々が行った臨床現場

のラビング時間調査の結果では、6.55 秒±2.16（平均値

±標準偏差）最大値 12 秒、最小値 3秒、中央値 6秒であ

った。また観察によるラビング時間が記載された論  

文 2）3）4）のうち、Emily らの調査では 11.6 秒±7.0（平

均値±標準偏差）最大値 45 秒、最小値 2 秒、中央値 10

秒であり 4）、これらの調査からも実際のラビング時間は

30 秒以下であることが示唆された。 

今回、実際の臨床現場の時間をもとに設定した 3、7

および 15 秒の各ラビング時間における RF は、予期した

とおり 15 秒が最大であった。消毒効果の基準につき、米

国の衛生的手指消毒製剤の評価基準として設定されてい

る 2-Log reduction 以上の菌数減少 7）を参照値として評価

すると、今回の設定においてこれを満たしたラビング時

間は 15 秒のみであったが、RF とラビング時間から求め

た回帰直線からは、当参照値を満たすラビング時間は約

10.8 秒と算出され、先の Emily らの実態調査による平均

ラビング時間 11.6 秒 4）に近似していることからも、現

実可能なラビング時間と考えられた。 

アルコール製剤の有効性のポイントは、製剤のタイプ

（液状、ゲル状、フォーム状等）、アルコールの濃度、使

用量、および接触時間、の 4 つである 1）。このうち、接

触時間と使用量は密接な関係にあり、使用量が少なけれ

ば乾燥が速く、接触時間は短くなり、消毒効果は期待で

きない。逆に、使用量が多ければ乾燥が遅く、接触時間

は保たれ、消毒効果は期待できるが、乾燥に時間を要し、

手荒れを助長する可能性など、その後のコンプライアン

スに影響すると考えられる。手指消毒効果に重点をおい

た研究の多くは、現実を反映していない接触時間と使用

量で実施されているが、手指衛生は、臨床現場で効果的

に実施されなければ意味がなく、消毒効果のみを強調す

ればコンプライアンスの問題解決に進展が望めないこと

も考えられる。今後も、実際の臨床場面での手指消毒行

動に注目し、消毒効果のみならず、臨床現場に根差した

効果的なラビングについて検討を継続していく予定であ

る。 

 

 RF（Log10 ） 

n=10

図 1 各ラビング時間の菌数減少値（RF） 
 

 
表２ 各ラビング後の平均菌数減少値と標準偏差 

 平均 RF±標準偏差 

3sec 0.587±0.348 

7sec 1.852±0.448 

15sec 2.507±0.640 

各群 n=10 

 
図 2 各ラビング時間の RF と回帰直線

3sec 7sec 15sec

0.59 

1.85

2.51 
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