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感染管理の向上: 開放式 vs 閉鎖式システム

現状

多くの院内感染は、薬剤／輸液が輸液器材により投与された
際に発生している。輸液システムを介し、外気に曝されるこ
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とや、汚染により起こる一般的な感染例が血流感染（BSI）で

診療報酬の設定によって、閉鎖式輸液システムの安全性が認
識されるということは、既存の古い開放式システムから閉鎖
式への変換を勇気づけるものである。

ある。BSIは致死の主原因となるだけでなく、全身状態を悪

現行政策

大な影響を及ぼす。国際的な院内感染制御に関するコンソー

輸液システムの使用は想定されていない。診療報酬制度では

化させ、死に至る結果になることから、患者の治療結果に多
シアム(INICC)はラテンアメリカ、アジア、アフリカ、ヨーロッ

パのICUにおいてBSIのサーベイランスを実施した結果、BSI
による死亡率は29.6%であった。2

ほとんどのBSIおよび発生リスクは、予防可能である。刷新的

な医療製品の導入は、BSI予防において効果的な役割を果た
す。例えば閉鎖式輸液システムはBSIを低減した実績がある
ことから、患者の安全性向上と入院期間延長や治療費関連

のコスト削減の可能性がある。閉鎖式輸液システムでは、輸
液は外部の空気に晒されないため、汚染・感染のリスクが大

きく減少する。開放系システムから閉鎖系システムに切り替

えた場合、BSIが低下することが研究によって示されている。
メキシコでは80%以上、3アルゼンチンでは64%、4イタリア

では61%、ブラジルでは55%、 BSIが低下した。アルゼンチ
5

日本では数多くの症例に医療費が設定されているが、閉鎖式
開放式と閉鎖式輸液システムは区別されていないのが現状

である。結果として、医療施設では、追加の支払い関連のコス
トや進歩した閉鎖式医療器材の使用を負担しなければなら

ない。開放式と閉鎖式システムの区別は現在の診療報酬カテ

ゴリーでは設定されていないことから、特殊治療器材におい
ても閉鎖式システムの報酬価格は設定されていない。安全性

向上と感染管理のために設計された閉鎖式システム器材は、
斬新さや安全性に劣る旧式の開放式システムと同等レベルで
の価格設定になっている。

政策提言
•• 病院感染管理の方針に欠かせない閉鎖式輸液システム
のような斬新な医療製品を、病院が使用するよう推進す

6

ンで実施された臨床研究によると、閉鎖式輸液システムを使

••

減少されることを示した。7

••

用し、患者へ輸液を投与した場合、BSI関連の死亡率は91%

BSI率の減少により、ICU滞在期間の短縮化による医療費や、
BSI治療に必要となる抗生剤や、その他薬剤の使用を削減で

る。

入院、外来患者における閉鎖式医療器材使用の費用が
診療報酬に反映されるよう改善すべき。

安全性と感染管理のさらなる向上のため、新たな機能的

部門の設定を通じて開放式と閉鎖式システムの明確な区
別を確立する。

きる。メキシコとブラジルで実施された研究では、BSI率減少
が有意なコスト削減につながる事を示している。8, 9より高い
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35. 輸液ラインシステムにおけるクローズド化	
静脈留置カテーテル、延長チューブ、固定板が一体型となったオールインワンシステム及び閉鎖式輸液
システムを用いる事により、ハード面において確実に血流感染対策を実施することができる。	

Closed system devices	

Closed IV catheter system	

35. 閉鎖式キャップ開発の経緯	
メインライン	

ピギーライン	

【開放式三方活栓を用いた輸液セット】	
接続時にエンドキャップを開放する必要があるため、	
細菌汚染の原因となる可能性がある	

CVカテーテル	

メインライン	

ピギーライン	

【閉鎖式三方活栓を用いた輸液セット】	
接続部を閉鎖にすることにより	
汚染の侵入リスクを低減	

CVカテーテル	
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35. 輸液システムデバイスの変遷	
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