
令和４年度集団指導

１ 感染症予防について
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研修内容「基本的な感染予防策」

１ 感染対策の基礎知識

２ 新型コロナウイルス感染症について

３ 手洗い、手指消毒

４ 咳エチケット、マスクの着脱

５ 消毒

６ 個人防護具と着脱方法

７ その他

ゾーニング（感染と非感染領域の区分け）

８ 職員の健康管理 2



１ 感染対策の基礎知識

感染成立の３要因と感染対策
感染症は①病原体（感染源）②感染経路③宿主の３つの要因
が揃うことで感染します

病原体

感染経路

感受性
宿主

どれかひとつでも断ち切れば感染症は成立しない！

場所・人・物品

遮断：手洗い、咳エチケット、標準予防策

感染源を取り除く
隔離、消毒、環境整備

健康管理
抵抗力の向上
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主な感染経路と原因微生物

感染経路別予防策



血液、体液、排泄物などに触れる
とき

手袋の着用

感染性廃棄物を取り扱うとき 手袋の着用

血液、体液、排泄物等が飛び散
る可能性があるとき

手袋・マスク・エプ
ロン・ゴーグルの着
用

標準予防策
感染対策の基本として、
すべての血液、体液、分泌物（痰など）、嘔吐物、排泄物などは
感染源となり、感染する危険性があるものとして取り扱うという
考え方

※手袋等を外した時は必ず手指消毒を行うこと！
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2 新型コロナウイルス感染症について

6

2019年12月中国・湖北省武漢市で発生

宿主動物：不明（コウモリ？ヘビ？）

※現在はヒトーヒト感染によって流行が

世界的に広がっている状況

新型コロナウイルス感染症とは



新型コロナウイルス感染症の感染経路

飛沫感染 接触感染

感染している人のくしゃみ、咳、
つばなどと一緒にウイルスが放出。
そのウイルスを口や鼻などから吸い
込んで感染する。

感染者がくしゃみや咳を押さえる
などした手で、周りの物に触れること
でウイルスが付着。
その部分に接触することでウイルス
が手に付着し、口や鼻、目を触ると、
粘膜から感染する。

【触れやすい場所】
エレベーターのボタン、ドアノブ、手
すり、水道の蛇口など

2 新型コロナウイルス感染症について
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2 新型コロナウイルス感染症について

季節性インフルエンザとの同時流行
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2 新型コロナウイルス感染症について

季節性インフルエンザとの同時流行
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2 新型コロナウイルス感染症について

季節性インフルエンザとの同時流行
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2 新型コロナウイルス感染症について

伝播の特徴

（新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言 2020/5/29）



新型コロナウイルス感染症の感染経路

飛沫感染 接触感染

※重要なのは、標準予防策＋飛沫・接触予防策

顔の粘膜を守る 手をきれいにする

対策のポイント
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残存ウイルス
約１００万個 約１万個 数十個

手洗いなし 流水で15秒
すすぎ
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数個

2回
繰り返す

石けんや
ハンドープで10秒
もみ洗い後 流水

で15秒すすぐ



正しい 手洗い はなかなか難しい！！
手洗いの方法 ポイント

•石けんで手を洗った後、15～20秒間、流水で洗い流してください。
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正しい 手洗いの手順

①時計や指輪をは
ずします。

②水で手を流
します。

③石鹸をつけ
ます。
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正しい 手洗い の手順

④ 手の平を合
わせ、よく洗い
ます。

⑤手の甲を伸
ばすように洗
います。

⑥指先、爪の間
をよく洗います。
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正しい 手洗い の手順

⑦指の間を十分
に洗います。

⑧親指と手の
平をねじり洗い
をします。

⑨手首も洗い
ます。
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正しい 手洗い の手順

⑩流水で手を１５～２０秒洗い流します。
⑪水道の栓を締めるときは、手首か肘で締め
ます。できないときは、ペーパータオルを使
用して締めます。 19



洗い残しの起こりやすい部位

指先

指の間

親指

手首

手のしわ

爪の間
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アルコール手指消毒 ◆十分な量（３ml)のアルコールを使用

◆流水での手洗いの後に
使用する場合は、 水分を
よくふき取ってから使用す
ること。

22
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手洗い環境

液体石けん

ペーパー
タオル

ゴミ箱（キック式）

手洗い手順
ポスター

速乾性
手指消毒剤

手洗いシンクには、
不要なものは置かない！

水道の栓は
できるだけ
レバー式の
ものを

参考：兵庫県明石健康福祉事務所 高齢者入所施設等感染対策ネットワーク会議

布タオルの
共有はしない！
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手洗い場のまわり



手洗い環境

ぬれた固形石けんの表面は雑菌が繁殖しやすい。

液体石けん液や泡の石けん液の配置を検討。

石けん液や消毒液で詰め替え容器を使用する場合は、
使い切ってから、容器をよく洗い、よく乾燥させから
使用する。継ぎ足しは雑菌が繁殖する原因になる。

開封後の消毒液は早めに使い切る。

開封した（詰め替えた）日を明記しておく。開封後の
使用期限は濃度等によって異なるので、要注意。

（※擦込式アルコール手指消毒液：最長で６か月）

石けん液・消毒液のチェック
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４ 咳エチケットとマスクの着脱

咳エチケットの基本

ほかの人にうつさないために、咳やくしゃみが出る時には
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マスク
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金具を自分の鼻の形に
合わせて隙間を防ぐ

ダーツを下へ引くと広がる
ので、鼻・口を十分に覆い

顔にフィットさせる

サージカルマスクのつけ方

マスクのプリーツは下向きに

●マスクをつける前には手を洗う。
●装着中は、マスクの表面には触れない
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N95マスクの着け方

隙間ができやすい箇所 28

・口腔ケア
・喀痰吸引
・むせの多い方への
食事介助

入所者と直接
接触がある



外側は不潔である！という意識で

マスクのはずし方

マスク表面に触れないよう
に注意し、ゴム紐を持って
顔からはずす｡

マスクの表面を触らないように注意
して、ゴミ箱に入れる｡

マスクを捨てた後は、すぐに手洗いをする
29



補足：手袋のはずし方

してはいけないこと

✗汚染した手袋を着用したままで他の作業を続けることや
別の作業をすること

✗使用した手袋を再利用すること
（ポケットの中にしまったりしていませんか）

✗手袋を着用していたからという理由で、
手洗いを省略したり簡略にすませたりすること

出典：厚生労働省 高齢者施設における感染症対策マニュアル H２５.３

30



手指がよく触れる場所を清潔に保つことが大切

５ 消毒
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◎同一面でこすると汚染が広がるため、
拭き取る面を変える

◎外側から内側へ
壁は上から下へ
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◎先に消毒液を容器に入れてから水をいれると濃度が一定に保たれる。

◎消毒薬の保管は、熱や直射日光を避け高温にならないよう場所で。

◎希釈液は時間が経つにつれ有効濃度が減少することに留意する。

資料：宮崎県福祉保健部衛生管理課
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6  個人防護具の着脱
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《必要物品》
◎長袖ガウン
◎マスク（サージカルマスクもしくはN９５マスク）
◎キャップ
◎目の保護具（フェイスシールドもしくはゴーグル）
◎手袋（２重）

※エアロゾルを生じる処置
気管挿管・抜管、気道吸引、呼吸器装着、

気管切開術、心肺蘇生、誘発採痰 など

＊エアロゾルが発生しやすい状況においては、
サージカルマスクの代わりにN９５マスクを使
用する。



ゾーニング（感染と非感染領域の区分け）

感染（疑い）者は原則個室に移動してもらう。

※個室が足りない場合は、感染者同士を同室にし、濃厚接触

者はできるだけ個室を用意。できない場合は、濃厚接触者同

士を同室にするなどして対応。感染者と濃厚接触者の同室に

することは避ける。

７ その他

清潔な領域（清潔区域）とウイルスによって汚染されている領
域（汚染区域）を明確に区分けすることが、感染拡大防止のた
めに重要。
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参考：厚生労働省介護現場における（施設系 通所系 訪問系サービスなど）感染対策の手引き第2版



ゾーニング（感染と非感染領域の区分け）

個室はトイレを備えている部屋が望ましい。

※共用となる場合は、使用後に速やかに清拭・消毒・換気

レッドゾーン（汚染区域）とグリーンゾーン（清潔区域）の区域
の境を明確に示す。

※入居者はもちろん応援職員などだれがみてもわかるように。

＊感染（疑い）者を担当する職員とその他の入所者を担当する職員をわける

７ その他
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参考：厚生労働省介護現場における（施設系 通所系 訪問系サービスなど）感染対策の手引き第2版



清潔区域での過ごす際の留意点

密集を避けて換気をしましょう

清掃・消毒をしましょう

共有スペースや他の部屋も窓を開け放
しにするなど換気しましょう。

共有物を減らすこと、集団で食事をする

際にはリスクがあることを認識しましょう。

手で触れる共有部分を、薄めた
家庭用塩素系漂白剤で拭き、そ
の後、水拭きしましょう。

（ドアノブ、電気スイッチ、リモコ
ン、パソコンなど）

【作り方】
ペットボトルに漂白剤を
キャップ１杯と水500ｍｌ
を入れる。
ペーパータオルに
含ませて拭く。

参考：国立感染症研究所 新型コロナウイルス感染症に対する健康管理
厚生労働省 家庭内で注意いただきたいこと８つのポイント
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８ 職員の健康管理

検温

出勤前
（発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わない
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参考：厚生労働省介護現場における（施設系 通所系 訪問系サービスなど）感染対策の手引き第2版

健康管理に注意し、発熱や呼吸器症状を呈した場
合には職場には行かず電話などで相談する。

体調不良の際には報告

管理者
・日頃から職員の健康管理に留意
・職員が職場で体調不良を申し出やすい環境づくり



医療従事者の暴露リスクの評価

【参考】 医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド
（日本環境感染学会 第３版 ２０２０年５月７日）

39

評価する上で重要なのは、以下の３つです。
①患者のマスク着用の有無
②医療従事者の個人防護具の着用の有無
③医療行為の種類

医療従事者の個人防護具の着用については、マスクおよび
フェイスシールド、ゴーグルなど目を保護する防護具の着用
がとくに重視されています。

医療行為の種類については、特にエアロゾルを生じる処置
として、気管挿管・抜管、気道吸引、呼吸器装着、気管切開
術、心肺蘇生、誘発採痰などが要注意とされています。


