
 

ⅩⅠ-14 クロイツフェルト・ヤコブ病（CJD） 

 

本対策は、「プリオン病感染予防ガイドライン：厚生労働科学研究費補助金・難治性疾患克服

研究事業，2008年版」に基づき作成したものである。 

 

1 概要 

クロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）は感染性の異常プリオン蛋白による疾患であり、主とし

て初老期に精神症状で発症し、急速に進行する認知症、ミオクローヌス（筋肉の不随意的な収縮、

ピクつき）を来たし、数ヶ月で無動無言状態となる亜急性進行性中枢神経疾患である。プリオン

は「株」によって感染性が異なり、「孤発性」「遺伝性」「感染型」などに分けられる。「感染型」

には、「変異型」と「医原性」がある。多くは孤発性であり、わが国での変異型 CJDは英国滞在者

１例のみの報告である。 

 

(1) 感染経路 

① 経気道、経口感染 

経口、経気道感染はないとされている。診療、看護や非侵襲的検査では感染の危険はない。 

② BSE感染由来 

変異型 CJDは、BSEの牛の脳・脊髄・眼などの摂取が原因と考えられている。 

③ 医原性感染 

・異常型プリオン蛋白に汚染されたヒト乾燥硬膜、腺刺激ホルモン、ヒト由来下垂体 

ホルモンなどのヒト由来生体材料を移植または投与により発生するケース 

・汚染された医療機器により感染するケース 

 

組織や体液における異常型プリオン蛋白の感受性を表 1に示した。 

表 1 伝達性病原体(異常プリオン)の感染性の分類（WHOによる感染性の分類） 

第1類  高い感染性 脳，脊髄 

第2類  中等度の感染性 脾臓，扁桃，リンパ節，回腸，近位結腸 

第3類  (a)弱い感染性 坐骨神経，下垂体，副腎，遠位結腸，鼻粘膜 

(b)非常に弱い感染性 脳脊髄液，胸腺，骨髄，肝臓，肺，膵臓 

第4類 検出できない程度の 

感染性 

骨格筋，心臓，乳腺，初乳，乳，血餅，血清，便，腎臓，甲

状腺，唾液腺，唾液，卵巣，子宮，睾丸，精嚢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 感染予防対策 

非侵襲的医療、検査行為、看護や介護における日常的な接触は、標準予防策に基づき行う。 

 

(1) 患者対応 

項目 対応（基本は、標準予防策） 

患者配置 ①原則として個室の必要なし 

②吐血・下血・重症の下痢・気道感染症などの重症例は個室 

面会制限 制限の必要なし 

防護用具 ①標準予防策に沿って使用 

②汚染した手袋で周囲環境に触れない 

診療用具 ①診療器具は必ずしも専用化は必要ないが、血液汚染の可能性があ

れば専用とする 

②血液で汚染されたもので廃棄可能なものは廃棄する 

清掃 ①通常の清掃でよい 

②退院時清掃も、目視で血液等の汚染がなければ通常清掃でよい 

衣類・リネン ①汚染されていないものは通常の対応でよい 

②血液等の汚染がある場合、廃棄可能なものは廃棄する。 

廃棄できないものは１%次亜塩素酸ナトリウムに2時間浸漬し 

洗濯する 

入浴・清拭 ①通常の対応でよい 

②褥瘡などがあり、浴槽が浸出液で汚染される可能性がある場合は

シャワー浴とする 

③血液付着が目視で確認できる清拭タオルは廃棄する 

清潔ケア 爪切り・口腔ケア・理髪・入れ歯のケア時は切創を作らないよう 

注意する 

医療廃棄物 ①通常の対応でよい 

②喀痰の吸引には、ディスポーザブルの吸引びんを使用し、喀痰を

固形化した後、感染性廃棄物として処理する。 

食事・食器 通常の対応でよい 

排泄 通常の対応でよい 

環境 床などの血液汚染時は、 

  使い捨てクロスやモップで血液体液を吸い取る 

           ↓ 

  1%次亜塩素酸ナトリウムを浸した布で清拭 

           ↓ 

  1時間後、水で濡らした使い捨てクロス等で消毒液を拭き取る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(2) 侵襲的処置時の対応 

項目 対応 

髄液検査 ①眼への体液曝露を防ぐためフェイスシールドかゴーグルを 

使用する 

②圧棒はディスポーザブルを使用する 

内視鏡検査 ①孤発性CJDの場合は通常の対応でよい 

②変異型CJDの場合は有効な消毒法は確立していない。 

内視鏡検査は避ける事が望ましいが、実施が必要な場合はICTへ

相談する 

麻酔 変異型CJDでは、ブレードやマスクは使い捨てとするか、ブレード

はカバーで保護して使用する 

歯科治療 フェイスシールド（又はゴーグル）、マスク、二重グローブを着用

する 

気管切開術 器材は可能な限りディスポーザブルを使用する 

IVH ①特別な注意を要さない 

②変異型CJDの場合、器材は可能な限りディスポーザブルを使用 

 

3 検体の取り扱い（検査科へ提出するまで） 

(1) 疑い患者も含め、検体を提出する前に検査科へ電話連絡する。 

(2) 検査材料は手袋を装着し、搬送容器、もしくは紙コップ等に入れ、搬送する。 

（自走台車は使用しない） 

(3) 検査材料を扱うときには手袋，ディスポーザブルマスク、ガウンをつける。 

(4) 検査材料をこぼしたときや業務を終了したときは、作業場所の表面を 1％次亜鉛素案 

ナトリウムで清拭する。ペーパーは焼却する。 

 

4 CJD患者に使用した材料の処理法 

(1) 可燃物 ⇒ 焼却 

(2) 不燃物 ⇒ ３％SDS（ドデシル酸ナトリウム）100℃で 5分間煮沸 

(3) 環境等 ⇒ 1％次亜塩素酸ナトリウムに 1時間放置・浸す 

 ※ (1)(2)はプリオンを完全に消失させる。(3)は不活化させる。 

 ※ 3％SDS が必要な場合は、感染管理室に相談する。 

 

5 CJD患者の手術について 

「（別紙）クロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）患者の手術対応マニュアル」を参照 

 

6 ハイリスク手技に用いた手術器具を介する CJD二次感染予防について 

CJDは生前に確定診断の検査法がないため、手術前あるいは手術中に CJDと診断することは困難 

である。このため、手術器具等を介した二次感染リスクの低減と、二次感染リスクが想定される 

事例が発生した場合の対応について以下の対策を行う。 

 

 



 

(1) 手術機器の追跡 

手術後にCJDと診断される場合に備えて、手術の種類によって前もって組み込まれた 

セットに関し、使用した患者名と日付を記録しておく。 

 (2) 手術器具の処理 

CJDの感染性が高いハイリスク組織（表１参照）を扱う手技を「ハイリスク手技」という。 

    ハイリスク手技に用いた手術器具は、二次感染リスクを低減させるため、以下のフロー図 

（ハイリスク手技に用いた手術器具の処理法）に沿った処理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【ハイリスク手技に用いた手術器具の処理法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象手術（ハイリスク手技）の手術終了 

アルカリ洗浄剤を使用した 

ウォッシャーディス 

インフェクタ洗浄 

（90～93℃） 

 

アルカリ洗浄剤を使用した 

用手洗浄 

洗

浄 

プレバキューム式 

オートクレーブ滅菌 

134℃10分 

プレバキューム式 

オートクレーブ滅菌 

134℃18分 

過酸化水素ガス 

プラズマ滅菌 

２サイクル 

滅

菌 

《ハイリスク手技 対象手技》 

1 脳神経外科手術 

(1) 硬膜を切開または穿刺する手技 

(2) 松果体、または下垂体周囲組織を切開して下垂体自体に接触する手技 

(3) 脳神経節を包む周囲組織を切開して神経節自体に接触する手技 

(4) 硬膜外の手術であっても術中操作により、髄液の漏出が見られる等、結果的に硬膜を穿刺 

または切開した場合 

2 眼科手術 

(1) 視神経または網膜に関する手技 

《眼窩手術》 

① 眼窩内容除去術 

② 眼球内容除去術 

③ 眼球摘出術（角膜移植のためのドナー眼球摘出も含む） 

④ 眼球摘出及び組織又は義眼台充填術 

⑤ 眼窩内異物除去術、眼窩内腫瘍摘出術および眼窩悪性腫瘍手術については術中操作により 

手術器具が視神経に接触した場合 

《網膜・硝子体手術》 

① 黄斑下手術 

② 硝子体茎顕微鏡下離断術 

③ 増殖性硝子体網膜症手術 

④ 網膜復位術 

⑤ その他の網膜硝子体手術において術中操作により手術器具が網膜に接触した場合 

3 整形外科手術 

(1) 硬膜を穿刺または切開する手技 

(2) 脊髄後根神経節を包む周囲組織を切開して神経節自体に接触する手技 

(3) 硬膜外の手術であっても術中操作により、髄液の漏出が見られる等、結果的に硬膜を穿刺 

または切開した場合 



 

 

② 

① 

麻酔器 

バイポーラ等 

器械板 

 

（別紙）クロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）患者（疑いも含む）

の手術対応マニュアル 

 

1 対象患者 

クロイツフェルト・ヤコブ病（以下 CJD）はリスクのある手術機器を介して患者や術者等手術

関係者に感染したという報告はこれまでみられていない。しかし、プリオンは脳・脊髄に高い感

染性を有することが指摘されているため、CJDと診断、もしくは疑い患者は以下の対策を講じる。 

 

2 手術患者が予定された時点での対応 

(1) 手術が予定された段階で手術室（麻酔科・看護長）へ連絡する 

(2) 手術に関わる医師（他科依頼を行う場合の医師も含む）・麻酔科・看護師・医療作業員 

によるブリーフィングを実施する 

① 全スタッフで手術対応マニュアルの読み合わせを行い役割分担を確認する 

② マニュアルに基づく室内準備の確認 

③ 使用する器械の確認 

④ 終了後の器械の処理方法 

・器材の使用は最小限とし、できる限り使い捨てとすることを周知する） 

・SDS処理が必要な場合は、医師は庶務課に連絡し SDSの購入依頼を行う 

⑤ モーター類(ウルトラパワー・マイダスレックス)の使用は極力行わない 

・使用後は廃棄をすることが原則とする 

・使用が予定される場合は感染物の飛散があることを周知する 

・廃棄しない場合：モーター類はエコープローブカバーやドレープなどで覆うことを 

確認し、対応について検討する 

⑥ 手術看護記録にブリーフィングを実施したことを記載する 

    （手術日程と調整が決定後に術前訪問欄のその他に記載となる） 

(3) 医療チームによるブリーフィング実施後に手術日程を決定する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 手術室における対策 

(1) 手術前の準備 

① 作業域を限定し、汚染を最小限にする。 

② 手術室は手術部位、術式、他手術への影響を考慮し決定する。 

③ 手術室内にある手術に用いない器械類は予め室外に出す。 

④ 血液、体液等に曝露されることが予測される範囲の床には右記イラスト①のように、 

ディスポーザブル覆布を敷き、ガムテープで固定する。 

⑤ 血液、体液等に曝露されることが予測される範囲の壁面にはディスポーザブル覆布を高さ 

2メートル位を目安として貼付する。 

⑥ 手術台は、SKパットとともに右記イラスト②のように、ディスポーザブル覆布で被い、 

その上に吸水シートを敷く。 

⑦ 頭部を固定する馬蹄はラップ類を巻いた上に覆布で被う。 

⑧ 麻酔器モニター機器、点滴架台、ワゴン、他手術ルーム内に入れる医療機器等は、 

飛沫による曝露を防止する曝露を防止できる足側などの位置に設置する。ビニールシート、

もしくはディスポーザブル覆布で被う。 

⑨ モニタリング器具（マンシェット・SpO2・口頭鏡ブレード）はディスポーザブル製品を 

準備する。 

⑩ ガーゼカウント台は、ディスポーザブル覆布で被う。秤はビニール袋で覆う。 

⑪ バイポーラ本体、ベアーハガーは患者の足元等曝露を避けられる場所に設置する。 

⑫ バイポーラフットスイッチコードの出ている部分は血液体液等で汚染しないよう、 

ビニールで覆う。 

⑬ スクリーンは通常の手術より高く設置し麻酔器を覆うようにする。 

(2) 手術中の対策 

① 手術中、扉を開放状態にしない。 

② 退出時、搬送するベッドが入る場所に敷いたディスポーザブル覆布をはずす。ベッドに 

汚染物が付着しないように注意する。 

(3) 手術後の処理・対策 

床の覆布を除去し、床、血液体液等で汚染した壁面、医療機器類は 1％次亜塩素酸 

ナトリウム 

（ディスポーザブルモップ、またはペーパータオル等使用）で清拭、1時間閉鎖後水拭きする。 

 

4 入室者における対策 

(1) 入室者は全員、キャップ、シールド付マスク（ゴーグル、サージカルマスク）、手袋を 

装着する。直接介助看護師は、手袋は二重に装着する。 

(2) ガーゼカウントを行う時は手袋を二重に装着する。 

(3) 術中原則として室外に出ない。 

(4) 衛生材料や器械が必要な場合、間接介助看護師がインターホンで、室外の職員に依頼する。 

 (5) 入室者が術中室外に出るとき、一旦防護用具を室内で外した後、退室する。入室時には 

再度防護用具を装着する。 

 

 

 

 



 

5 手術器械・器具の準備および使用後処理 

(1) 手術器械・器具の準備 

① セット類はリスク患者専用セットを第一選択とする。ただし、セットにない場合は 

一般患者に用いている器械を使用する。 

② セット類は手術開始前にコンテナより出す。展開したコンテナ・鉗子は室内に入れない。 

③ 手術に使用する可能性がある縫合針、糸、衛生材料等は手術室で曝露を受けにくい患者の

足元に設置したワゴンに置く。 

④ モーター類(ウルトラパワー・マイダスレックスなど)コードや血流プローブは滅菌エコー

カバーで覆った後にドレープで保護し使用する。 

(2) 手術器械・器具の使用後処理（手術室看護師） 

① カウント終了後の使用した器械は、ピッチャー又は大膿盆内に生理食塩水を入れ、ガーゼ

等を用いて血液を除去する。血液除去後の器械は SDS処理ができるようにバスケット内に

開いてセットする。洗浄後の液体は吸引し凝固剤で固めて焼却廃棄のためにＭＤボックス

に廃棄する。 

② 主な器械の処理法 

・バイポーラセッシは、専用器械を用いるか、もしくは電気メスを代用する。 

・バイポーラコードは使い捨てを使用する。ウルトラパワー本体・コード、血流計 

プローブは、1%次亜塩素酸ナトリウムで清拭し、その後水拭きする。 

・ガラス注射器は、使用後破棄する。 

・馬蹄は白ワゴンにディスポーザブル覆布の上で、1％次亜塩素酸ナトリウムで清拭した 

後１時間放置し、水拭きする。 

・血液体液等で汚染した布類は破棄する。肉眼的汚染が認められない場合は通常の 

洗濯処理を行う。 

③ ３％SDS処理の方法（庶務課・脳神経外科医師） 

・血液除去された機械類は、ディスポーザブル覆布で二重に覆い、速やかに地下 1階まで 

搬送する 

（器械の乾燥は蒸気滅菌に対する耐性が高くなるために使用後直ちに洗浄・SDS処理を行う） 

  ・SDS処理後は、カルテにその旨を記載する 

 手術申込表の保管はハイリスク手技と同様に部長により保管となる３％SDS処理の 

方法 

・器械類は、ディスポーザブル覆布で二重に覆い、地下 1階まで搬送する。 

地下 1階の建物外で 3％SDS溶液を用い 5分間煮沸処理を行う。 

・処理後ディスポーザブル覆布を敷いたワゴンの上に置き、中央滅菌材料室に搬送し、 

通常の器械洗浄を行う。 

・SDSは陰イオン界面活性剤で皮脂を取り除く作用があるために、目や皮膚組織を刺激し 

脱毛、炎症を起こす可能性がある。また、特異な臭いを有するため、処理時には 

キャップ、シールド付マスク（ゴーグル、サージカルマスク）、手袋を装着する。 

・SDS溶液は一般の排水溝に廃棄しない。5C病棟感染症汚物室で廃棄する。 

 

6 清掃 

(1) 清掃作業者は防護用具（キャップ、シールド付きマスクまたはゴーグル・サージカル 

マスク、プラスチックガウン、手袋、ロングシューズカバー）を着用し実施する。 

 



 

(2) 器具清拭・清掃に使用したディスポーザブルモップやペーパータオル等はオレンジ 

ハザードに廃棄する 

 

7 リスク保有患者に対する対応 

(1) クロイツフェルト・ヤコブ（ＣＪＤ）患者の手術対応マニュアルに準じる 

(2) 手術器具の処理方法については、用手洗浄剤がアルカリ性に該当ができればハイリスク手

技と同様に行う。※ただし、モーター類など SDS処理ができない器械に関しては、ブリー

フィングで対応を十分に確認する。（用手洗浄剤は pH濃度が 6.0～8.8と考えられるため） 

 

8 手術申込表の保管 

手術申込票の保管は、クロイツフェルト・ヤコブ（ＣＪＤ）患者を除き 10年とする。 


