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施設における感染症対策

～消毒インストラクターの役割～

大分県南部保健所
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（R元.11.6） 消毒インストラクター養成の目的

目的

各施設において、平常時からの感染症対策の充実及び

感染症発生時の感染拡大防止を図るため、消毒等に関する

専門的な知識技術を有する職員『消毒インストラクター』を養成
しています。

また、消毒インストラクターの専門的な知識技術の質の維持

向上を目的に、フォローアップ講習を開催しています。

消毒インストラクターには、施設の他の職員への消毒等の

指導も期待しています。
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なぜ感染症対策が重要なのでしょうか？

高齢者や、障がい者、乳幼児施設は、
抵抗力が弱い方や病気や障がいを持った人が集団で生活する場。

1. 利用者の安全確保は施設の責務

2. 感染症が持ち込まれやすい、発生しやすい、感染が広がりやすい。
中には重症化したり場合によっては命に関わることも・・・

3. 感染が広がると通常の機能が果たせなくなる。
(入所の受け入れ、通所部門の休止、外部との交流事業の中止等）

4. 職員自身の健康を守ること、職員自体が感染源にならないためにも
重要。対人サービスで多くの人に会う業務では、常に感染症に接す
るリスクがあります。

5. 万一、施設内で感染症が発生した場合、その拡大防止、健康被害
の最小化を図ることが必要
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感染症対策の基本(組織としての対応）

職員全員の取り組み・意識統一が必要です

対応策

施設独自の対応マニュアルを整備し、組織として対応すること

施設内感染症対策委員会を設置し、予防対策について十分
な検討・実施が必要

平時の対応策、職員の健康管理（有症者の有無等）、研修会の実施、
入所者の健康管理（有症者の有無等）、発生時の拡大防止策等・・・
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URL
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi
_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index_00003.html
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URL
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/hoiku/index.html

ウイルスや細菌などの病原体が

感染経路を通って

体内に侵入して増殖し、

発熱や下痢、咳等の症状が出る
（発症）ことをいいます

感染症とは

３つの要因への対策によって予防可能

体内で増殖

体の外の病原体

感染経路

感染経路
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感受性
（体内）

感染症対策の基本

感染症の３要因

感染源への対応
（隔離・消毒等）

抵抗力の強化
（予防接種等）

感染経路の遮断
（標準予防策）

感染症を防ぐために

感染源 感染経路
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１.感染源への対応
～感染源を持ち込まない～
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①飛沫感染

咳、くしゃみ、会話等で飛んだ飛沫
（つばやしぶき）に含まれる病原体を吸入することで引き起こされる。
飛沫は水分を含むため届く範囲は感染源から1～2ｍ程度。

②空気感染（飛沫核感染）

口から飛び出した飛沫の水分が蒸発、乾燥すると、病原体が感染性を保ったまま
空気の流れにより拡散し浮遊する。これを吸入することで引き起こされる。

③接触感染（経口感染）

感染者の皮膚や粘膜等の直接接触による感染と汚染された物を介しての間接接触
による感染（手、ドアノブ、手すり、スイッチ等）がある。通常、体の表面に病原体が付着
しただけでは感染は成立せず、体内に侵入する必要がある。ほとんどの場合、病原体
の体内への侵入の窓口は鼻や口。

２.感染経路の遮断
～主な感染経路～
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主な感染症と感染経路

感染経路 主な感染症

飛沫感染

風疹、インフルエンザ、RSウイルス感染症、
流行性耳下腺炎（おたふく風邪）等
（※接触感染もあり）

空気感染
（飛沫核感染）

麻疹、水痘
（※飛沫感染、接触感染もあり）
結核等

接触感染

ノロウイルス
（※飛沫感染もあり）
腸管出血性大腸菌感染症（O157、O26等）
サルモネラ、赤痢、A型肝炎等
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感染初期では、血中の抗原や抗体が少なく、感染していても、検査結果では「陰
性」が出ることがある（ウィンドウピリオド）。

感染症「陽性」だけでなく、全ての方を対象に、感染性の高いもの （血液、
体液、排泄物等）を感染の可能性のあるものとして取り扱う必要がある。

→標準予防策（スタンダード・プリコーション）

検査により感染症【陽性】と
診断された方

本当は感染症陽性であっても、
未検査やウィンドウピリオド等により、

検査結果が【陰性】の方もいる

顕性感染：感染に伴う症状が自覚ないし他覚的
に認められる

不顕性感染：特に症状の認められない

顕性感染と不顕性感染
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標準予防策とは？
（スタンダード・プリコーション）

感染症の有無にかかわらず、「だれもが何らかの感染症を持っ
ている可能性がある」と考えて、「感染性の可能性のあるもの」
への接触を最小限に対応する方法。

感染予防の基本

感染の可能性があるものとは？
（１）血液
（２）体液（痰・唾液・鼻水・嘔吐物・尿・便等）
（３）傷口・傷（床ずれ、湿疹等）がある皮膚
（４）粘膜（口腔内、鼻の中、陰部、肛門）

これらに触れる場合は、個人防護具
を着用し、触れた後は手洗いを！
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標準予防策

手洗い・手指消毒
（消毒液の適応に注意！ノロウイルスにはアルコールはあまり効果がない）

個人防護具

手袋、マスク、ゴーグル、フェイスマスク、ガウン等

（空気感染・飛沫感染の可能性があるときはマスクを着用する）

器具

感染源に触れた物は周囲を汚染させないように取り扱う。再使用する物は必ず

洗浄・消毒する。使い捨ての物は適切に廃棄する。

リネン・洗濯

汚染されたリネン類はその場でビニール袋に密封し適切に運搬、消毒後に洗濯

環境管理

日常的な清掃（手が触れる部分の消毒）、汚染部分の消毒
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個人防護具＊手袋使用のポイント

自分の手に傷があるとき、排泄物・吐物等の処理、口腔
ケアを行うとき等に手袋を使用。

利用者一人ごとに交換する

手袋をしたまま、周囲の物を触らない

手袋を適切にはずし、処分する
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片方の手袋の
袖口をつかむ

手袋を裏表逆に
なるようにはずす

手袋をはずした手を反対
の手袋の袖口に差し込む

手袋を裏表逆になるようにはずす

表面は汚染の危険性が
あるため、触らないように
注意しましょう！

※手袋のはずし方について※
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個人防護具＊マスク使用のポイント

自分に咳があるときに使用

咳がある人には、咳・くしゃみによる飛沫の

飛散を防ぐため、マスク着用を勧めましょう

＜正しいマスクの使い方＞
（１）鼻、口、顎を覆うようにマスクを着用する
（２）鼻の部分を抑えてフィットさせ、隙間がないように着用する
（３）使用中、口周りを覆うフィルター部分は触らない
（４）外す際、フィルター部分の表面に触れないようゴムひもを持って

顔から外す
（５）マスクを外した後は手を洗う
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＊排泄介助

便には多くの微生物が含まれている。

適切に取り扱わなかった場合、職員が病原菌の媒介者にな
ることもありえる。

必ず使い捨て手袋を使い、汚れたおむつは床に置かず、

ビニール袋や汚物入れに捨てる。

汚物入れの管理を適切に行う。

「おむつ交換の手順書」を作成し、「必要物品」をそろえ、

職員だれもが確実に処理できるようにしておく。
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＊嘔吐物の処理

感染性胃腸炎（ノロウイルス）のように、嘔吐物が二次

感染の原因になることがあるため、処理には注意が必要。

「嘔吐物処理の手順書」を作成し、「必要物品」をそろえ、

職員だれもが確実に処理できるようにする。
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３.抵抗力の強化

予防接種の実施

予防接種により集団発生や重症化予防を図る。
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早期発見

早期対応

どうしたらいい？

施設の利用者が感染症を発症したら・・・
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○受入れ時に健康状態を確認し、適切な対応をすることが必要
→特に結核、疥癬に注意！

○病気がわかれば対応方法もわかる
・咳・・・・・・・結核？ 風邪？ 喘息？
・かゆみ・・・疥癬？ 蕁麻疹？ 乾燥？

＊対応の際は、プライバシーにも配慮を

１）早期発見

日頃からの健康管理が重要です！

職員全員が
意識しましょう

利用者の日常の健康管理

毎日の健康調査項目に【発熱・咳・下痢・嘔吐】を含めることが

ポイント。受入れ時にも確認を！！

職員の日常の健康管理が必要

職員が感染源になることも・・・

職員から申し出やすい職場づくりが必要になる。

22

自分たちでできるサーベイランス

継続的に

数を数える

＊何を数えるかを明確に

（休み、発熱、咳、嘔吐、下痢、皮疹等）

表・グラフにする

比較する

予想する

相談する

対策の効果をみる（対策後の患者数）

日常の感染対策の評価や
集団発生の早期発見を

目的に実施します。
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（１）発生の早期探知・患者発生動向の把握
（２）適切な医療の提供
（３）感染拡大防止対策

①施設内感染症対策委員会等の開催
②発生源調査
③検便等の実施
④消毒・手洗いの徹底
⑤マスク・ガウン等の着用
⑥患者対応

（４）関係機関への報告
（５）法律等に基づく公表
（６）利用者・家族への説明
（７）事態の終息
（８）再発防止策の検討・実施

２）早期対応
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関係機関への報告

☆大分県では、施設等において感染症や食中毒が発生した場合、

保健所及び各施設主管部局へ連絡することを文書にてお願いしています

※保健所では報告を受け、原因調査・拡大予防策・終息までの対応について、

施設と一緒に解決策を検討し必要な事項を提案します。

（1）同一の感染症もしくは食中毒による、またはそれらによると疑われる
死亡者や重篤患者が1人でも発生した場合

（2）同一の感染症もしくは食中毒による患者またはそれらが疑われる者が
5名以上または全利用者の1割以上発生した場合

（3）①及び②に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染
症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
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南部保健所における報告・相談先：22－0562
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施設内での感染症・食中毒等の集団発生の報告

施設内での感染症・食中毒等発生における対応の相談

健康安全企画課

食中毒関連：衛生課

感染症関連：地域保健課

冬季に流行する感染症

かぜ症候群

原因ウイルスは200種以上

最近RSウイルスが流行

インフルエンザ

感染性胃腸炎

ノロウイルス

ロタウイルス

溶連菌感染症



＜かぜ症候群＞

鼻・のど・気管などにさまざまな病原体が感
染して起こる急性の病気の総称

ライノウイルス、アデノウイルス、コクサッ
キーウイルス、または子どもに多いRSウイ
ルスなど

くしゃみ、鼻水、のどの痛み、咳などの呼吸
器の症状と、発熱や頭痛などの全身症状

＜インフルエンザ＞〔感染源と感染経路〕
咳やくしゃみなどによって空気中にでたウイルスが長時間
空気中に漂い、１m 以上の長い距離を移動して広がっていく。
それを吸い込むことにより感染が成立する。

飛沫に汚染された物質に触れた手にウイ
ルスが付着し、手から目や鼻、口などの
粘膜からウイルスが侵入して感染が成立。
電話やドアノブ、食器、パソコンなど、感
染者が使用した物には長時間ウイルス
が存在する。

咳やくしゃみにより、飛沫が約1～1.5mの
周囲に飛び散る。１回のくしゃみで約200
万個、咳で約10万個。この飛沫を周囲の
人が直接吸い込むことにより感染が成立
する。

飛沫

咳やくしゃみで飛び
散るしぶきのこと
内部に大量のウイル
スが存在する

＜インフルエンザ＞〔潜伏期間と症状〕

潜伏期間は１～３日

38℃以上の高熱

全身症状：頭痛・筋肉痛・関節痛・全身倦怠感

上気道炎症状：咳・痰・鼻汁など

通常は約1週間で軽快

合併症：乳幼児の肺炎や脳症と

高齢者の肺炎

インフルエンザとかぜの違い

インフルエンザ 特徴 かぜ症候群

悪寒、頭痛、突然の発熱 初発症状 鼻咽頭の乾燥感、くしゃみ

悪寒、発熱、全身倦怠感、頭
痛、腰痛、筋肉痛、関節痛、鼻
づまり、咳、痰、のどの痛み

おもな症状

くしゃみ、鼻汁、鼻づまり、咳、
のどの痛み、軽い発熱、全身倦
怠感

38～40℃（3～4日間） 発熱 ないか、もしくは微熱

強い 全身症状 ない

肺炎、熱性けいれん、脳症、
心筋炎、腎不全など

合併症 まれ

強い
急激に増加する

感染力
弱い
ウイルスは徐々に増える



＜インフルエンザ＞〔治療〕

① 抗インフルエンザウイルス薬

• できるだけ早く内服治療を開始すること

• 医師の指示どおりに内服すること

② かぜ薬と抗生物質

• 症状を抑えて回復を促す

• 他の細菌感染を防ぐ

③ 安静と十分な睡眠，そして水分補給

• 基本は「自分で治す」

• 発熱時は必ず水分補給を

＜インフルエンザ＞〔感染拡大予防〕

症状が出る１日前から約５日間（感染から3
～7日）は感染力あり

自分のためと人のために不必要な外出を
控えること

発症後５日を経過し、かつ解熱後２日間は
出席停止

自宅でも、家族との接触を控えめに

マメに手洗い

咳エチケットとマスクの着用

＜ノロウイルスによる感染性胃腸炎＞

主として冬に流行する

感染力が強く，小さなウイルスが
10～100個で感染が成立する

血液型により感染しやすさに差が
ある（B＜O型）

細菌
（連鎖球菌）

直径：1μm

インフルエンザウイルス
直径：100nm

ノロウイルス
直径：30nm

＜ノロウイルス＞〔感染源と感染経路〕

《食品由来》

二枚貝の生食

調理の際に汚染された食品

《ヒトヒト感染》

接触感染（汚物処理やトイレ・洗面所）

空気感染（不十分な汚物処理）



＜ノロウイルス＞〔潜伏期間と症状〕

潜伏期間は1～2日間

典型的な症状は、嘔気・嘔吐、下痢、腹痛、

37℃台の発熱

通常は２～３日程度で自然に軽快する

症状の程度には個人差あり

乳幼児や高齢者は脱水に注意

＜ノロウイルス＞〔治療〕

有効な治療法はない

安静と休養が重要

症状が強いときには適切な水分補給

水分は少量で回数を多く補給

高齢者は嘔吐物による肺炎や窒息に注意

回復を促すために栄養価が高く消化の良い
食事をすること

胃腸が弱っているので油脂分を控える

＜ノロウイルス＞〔感染予防と拡大防止〕

発症後1週間は症状がなくても感染力あり

とにかく手をよく洗うこと
石けんと流水で時間をかけてしっかり洗う

物理的に洗い流すことが重要

調理前，食事前，トイレの後，帰宅直後…

消毒は次亜塩素酸ナトリウム
アルコール消毒薬や石けんなどは死滅効果なし

生食に気をつけること
二枚貝，特に牡蠣

中心部まで85℃で1分間の加熱が必要

＜結核＞

高齢者だけでなく、誰でも感染する可能性がある

過去の病気ではない

【感染経路】

結核菌による空気（飛沫核）感染

【主な症状】

２週間以上長びく咳、痰、寝汗、発熱、全身倦怠、体重減少等

※高齢者は呼吸器症状が無く、食欲不振、体重減少を主症状と
することもある

【治療】

基本は内服治療 （服薬期間：6ヵ月間～）
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＜疥癬＞

ヒゼンダニが皮膚の角質層に寄生し、人から人へ感染

激しいかゆみが特徴

直接的な接触の他、衣類・リネン類からの間接的な感染経路
がある

疥癬虫は、皮膚から離れると短時間で死滅。

熱に弱く、50℃10分間で死滅する。

重症の疥癬【ノルウェー疥癬】は感染力が強く、近年医療機
関、高齢者施設等で集団発生事例が増加

早期発見・早期治療が一番

入所時やケアの際、皮膚観察を忘れずに
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感染症予防のために
各自でできること

① 手洗い

② 咳エチケット

③ マスク着用

④ 睡眠と栄養と運動

⑤ その他の日常の健康管理
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消毒インストラクターとしての活動

消毒インストラクタｰ認定を受けたら・・・

・自施設の手洗いや嘔吐物処理等の状況について、講習会内容を
ふまえ確認を。（チェックリストをご活用ください。）

・講習会終了後には、伝達研修等を実施し、自施設職員間で共有を。
（伝達研修報告書の提出をお願いします。）

・消毒ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰとして活動をする際は、その他の消毒ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、
施設の感染症対策委員会、施設長（施設管理者）と協働して活動を。

・引き続き、消毒ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ講習会の受講を。


