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ついて
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R1.11.5（火）社会福祉施設等における感染症・食中
毒等の発生及びまん延防止等に係る研修会



本日の内容

１.感染の成立について

２.感染症対策について

①平常時の感染症対策

②嘔吐発生時の対応

③感染症発生時の対応

３.代表的な感染症について

①感染性胃腸炎

②インフルエンザ

③結核



１.感染の成立について

侵入
• 病原体が体内に侵入する

定着
• 生体の特定の場所に定着する

増殖
• 定着した場所で増殖する

生体

反応

• 何らかの生体反応が起こる



感染源

感染経路
感受性

宿主

感染症の三大要素 ウイルス、細菌、
真菌、寄生虫等

接触感染
飛沫感染
空気感染
血液媒介感染

体の抵抗力

１.感染の成立について



主な感染経路

１.感染の成立について

■接触感染（経口感染含む）

■飛沫感染

■空気感染

（飛沫核感染、塵埃感染）

■血液媒介感染



接触感染（経口感染含む）

特徴

■ 手指・食品・器具を介して伝播する。

■ 最も頻度の高い伝播経路。

例

■ 感染性胃腸炎

■ 腸管出血性大腸菌感染症

■ MRSA感染症

■ 薬剤耐性緑膿菌感染症

１.感染の成立について



飛沫感染

特徴

■ 咳、くしゃみ、会話などで感染。

■ 飛沫粒子（5μm以上）は2-3m以内に床に
落下し、空中浮遊し続けることは無い。

例

■ インフルエンザ

■ 流行性耳下腺炎

■ 風疹

■ レジオネラ

１.感染の成立について



空気感染
（飛沫核感染、塵埃感染）

特徴

■ 咳、くしゃみなどで飛散した飛沫核で伝播。

■ 空中に浮遊し、空気の流れにより飛散。

■ 床や衣類などに付いた乾燥に強い病原体を、
ほこりとして吸い込むことによって感染。

例

■ 結核

■ 麻しん

■ 水痘

■ 感染性胃腸炎 等

１.感染の成立について



血液媒介感染

特徴

■ 病原体に汚染された血液や体液、分泌液が、
針刺し事故等により体内に入ることにより感
染。

例

■ B型肝炎

■ C型肝炎

■ エイズ 等

１.感染の成立について



施設における感染経路

職員

利用者

職員
委託業者

利用予定者
短期・通所
サービス利用者

施設内

面会者
ボランティア
実習生

持
ち
込
ま
な
い

設
備
・
物
品

拡
げ
な
い

持ち出さない

１.感染の成立について



2.感染症対策について

■本日の内容

①平常時の感染症対策

②嘔吐発生時の対応

③感染症発生時の対応



①平常時の感染症対策

～日頃からの備えのポイント～

■ 利用者、職員の日頃の健康状態を把握

■ 地域の感染症の情報をチェック
→ 長野県ホームページ感染症情報をご利用ください

■ 早めのまん延防止対策、早めの相談

■ 感染経路の遮断

（手洗いの徹底、適切な汚物処理）

２.感染症対策について



標準予防策（スタンダードプリコーション）

■ 定義

「すべての患者の血液、体液、分泌物、嘔吐物、
排泄物、創傷皮膚、粘膜などは、感染する危険性が
あるものとして取り扱わなければならない」

■ 特徴

・感染症対策すべての基本

・すべての人に、標準的に、いつでも普遍的

・高いレベルで感染予防が可能

■ 具体的な内容

・手袋、マスク、ガウン等の着用

・正しい手洗い など

２.感染症対策について-①平常時の感染症対策



②嘔吐発生時の対応

２.感染症対策について



汚染物処理セットの準備（1）

使い捨てゴム
手袋

ポリ手袋 使い捨て長袖エプロン
ビニール

袋

靴カバ－マスクペーパー
タオル

ヘア
キャップ

厚紙
（汚染物寄せ

集め用）

２.感染症対策について-②嘔吐発生時の対応



汚染物処理セットの準備(2)
■ バケツ２個

■ 塩素系消毒薬

■ ペットボトル（希釈する際必要な容器）

■ ぼろ布または新聞紙等

一般社団法人 長野県食品衛生協会
【問い合わせ先】

松本食品衛生検査所
☎0263-25-1525

参考までに…
前ページはこちらの処理セットの中身です。

２.感染症対策について-②嘔吐発生時の対応



嘔吐処理の初動対応

■他の職員を呼び、応援をお願いする。

■処理する職員は、防護服を着用する。

■同室者の移動

■換気

２.感染症対策について-②嘔吐発生時の対応



■ 防護服の着用

・手袋、マスク、ガウン、靴カバ－等

・処理に関わる職員は必ず着用すること。

■ 同室者の移動

・患者以外の方の吐物汚染の有無の確認

なし…避難（手洗いをさせる）

あり…拭き取り、着替え、手洗いをさせる。

■ 換気

・舞い上がったウイルスを吸い込まないため

・消毒液から発生するガスを吸い込まないため

■ 汚物処理キットの準備

・塩素系消毒剤の希釈

２.感染症対策について-②嘔吐発生時の対応



■ 汚染時の処理…0.1％

２ℓのペットボトルに４０ml

（ペットボトルキャップ８杯）

■ ドアノブや手すり等の日常清掃時…0.02％

２ℓのペットボトルに８ml

（ペットボトルキャップ約1.5杯）

線をつけてお
くといいよ！

※原液が塩素濃度
５～６％の場合

【注意】
・原液は直射日光や高温を避け、暗くて涼しいところで保管。
・希釈した塩素剤は時間がたつにつれて効果が減ってしまうた
め、作り置きはせず、その都度希釈し調整。
・誤飲等を防ぐため中身を表示する、又は使い切る。
・塩素を吸引しないよう、換気するなど注意する。

塩素系消毒剤の希釈

２.感染症対策について-②嘔吐発生時の対応



吐物の処理方法(1)
①バケツを２つ準備し、ビニール袋を被せ、一方のバ
ケツに消毒剤(塩素濃度0.1％)を入れる。

②ぬらしたペーパータオル等で嘔吐物を覆う。
※嘔吐物の乾燥と、汚染物の飛散を防ぐ目的なので、濡らすのは水でも、

消毒剤でもよい

③ペーパータオル等を外側からおさえて、嘔吐物を中
央に集めるようにして、消毒剤入りバケツに捨てる。

※可能な限り、汚染物を残さないようにしましょう

※厚紙を使うのもおすすめです

〈ポイント〉
・手袋が汚れたら、新しいものに取り換えましょう。

２.感染症対策について-②嘔吐発生時の対応



④消毒剤をペーパータオル等にしみこませ、
床を広めに（半径2m）拭き、10分程度時間を置く

※２回繰り返すとなお良い
※汚染区域の立ち入りを制限し、消毒剤を浸み込ませた

布の上にビニールシートをかぶせ床を覆い、
一晩放置するとなお良

⑤水拭きをする

吐物の処理方法(2)

〈拭き取りのポイント〉
・汚染区域を外側から内側に向かって、消毒液を
浸すように、静かに一方向に拭く。
・一度拭き取ったら捨てる。
・汚染区域と清潔区域を明確にし、汚染区域から
出る場合は、靴の裏を消毒。

２.感染症対策について-②嘔吐発生時の対応



吐物の処理方法(3)

⑥ごみ袋をしばり、もう一方のバケツ
の袋に入れる
※袋を２重にセットしてもOK
※袋の外側が汚染されないように、注意

⑦手袋→エプロン→マスクの順に静かにはずし、回
収用バケツに入れる
※順番が入れ替わると汚染が拡がってしまいます

⑧手洗い、うがいをする

部屋はしばらく換気をしておきましょう。

２.感染症対策について-②嘔吐発生時の対応



①汚物のあった周辺は、外側から内側に向かってで
きるだけ広い範囲（半径２ｍ程度）を消毒剤で拭き
取る。

② 顔や机も汚染されているかも！

③ 嘔吐物は一定時間浮遊していると考え、処理後も
人の移動による感染拡大に注意！

吐物処理のポイント

長野県HPより「ノロウイルス感染を防止するためにより」

２.感染症対策について-②嘔吐発生時の対応



SARAYA PPEのススメ｜https://med.saraya.com/kansen/ppe/chakudatsu/tebukuro.html

④手袋を裏表逆に
なるようにはずし、
すぐに廃棄する

③手袋を外した手を反
対の手袋の袖口に差し
込む

※外側に触れないこと

②手袋を表裏逆に
なるようにはずす

①片方の手袋の袖口をつかむ
※汚染された場所に触れないこと

手袋のはずし方
２.感染症対策について-②嘔吐発生時の対応



正しい手洗い(1)
普段から爪は短く。指輪、時計を外す。せっけんと温水で。

１手掌を合わせて良
く洗う

２手掌で手の甲を洗う ３指先・爪の間を入念
に洗う

５親指と手掌のねじり
洗いをする

４指の間を入念に洗う

手洗い前

６手首も忘れずに洗う

２.感染症対策について-②嘔吐発生時の対応



正しい手洗い(2)

７ カランも洗う
カランも流す

９ ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙで手を拭く
（水は流したまま）

10 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙで水を
止める せっかくきれい

になった手で触
らない！

１ケア１手洗い！

８流水で１～６を行う

２.感染症対策について-②嘔吐発生時の対応



手洗い設備の整備

■ 深さのあるシンク

■ センサー式又は足踏み式の蛇口

■ 手洗い用せっけん（よく泡立つものが良い）

■ ペーパータオル

■ ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ（下から引き出すタイプ）

■ ごみ箱（手を触れずに開くふた付きのもの）

■ 見やすいところに手洗い手順を貼る

■ 清潔

２.感染症対策について-②嘔吐発生時の対応



事後対応
・利用者、対応職員の健康観察を実施

⇒ノロウイルスの場合、感染後およそ24～48時間

で発症。

・日常での手洗いの徹底

⇒感染しても症状が出ない人がいる。

症状がなくても、身体の中にウイルスはいるため、

正しい手洗いが大事。

・環境消毒を平常時より1回以上増やして実施

⇒テーブル等も消毒を。

二次感染に注意！

２.感染症対策について-②嘔吐発生時の対応



③感染症発生時の対応

■発生状況の把握

■感染拡大の防止

■医療措置

■行政への報告

■関係機関との連携

２.感染症対策について-③感染症発生時の対応



発生状況の把握
■ 利用者と職員の健康状態（症状の有無）を、
発生した日時や階（あるいはユニット、クラ
ス）及び居室等のグループごとにまとめる。

■ 受診状況と診断名、検査結果、治療の内容を
記録しておく。

■ 重症者の有無や家族の健康状態も確認。

《症状例》
・下痢（粘液状、水様、血液混入、回数）
・嘔吐（回数、場所）
・腹痛（どのあたりが痛いか）
・発熱 ・その他の症状

２.感染症対策について-③感染症発生時の対応



こんなときは保健所と福祉事務所へ届出を

■ 次のような感染症、食中毒（疑いを含む）
が発生した場合

➢死亡者または重篤な患者が

1週間に2名以上発生

➢患者が10名以上または全利用者の半数以上発生

■ 上記に該当しなくても、通常の発生動向を
上回る患者が発生し、施設長が必要と認め
る場合はご相談ください。

■ 報告事項

➢施設の概要、発症状況、受診状況 など

２.感染症対策について-③感染症発生時の対応



保健所に連絡をいただいたら・・・

■ 必要に応じてお聞きしたい情報

・施設の見取り図

・（部署別）利用者数（入所者数）

・（部署別）職員数

・発症者の状況

部署、発症者数、発症日、症状

受診状況（診断名、入院の有無）

・献立

・行事予定

２.感染症対策について-③感染症発生時の対応



3.代表的な感染症について

■本日の内容

①感染性胃腸炎

②インフルエンザ

③結核



①感染性胃腸炎

主な原因ウイルス

■ ノロウイルス

■ ロタウイルス

■ 腸管系アデノウイ
ルス

■ アストロウイルス

■ サポウイルス

主な原因となる細菌

■病原性大腸菌

■サルモネラ菌

■カンピロバクター

■エルシニア

3.代表的な感染症について-①感染性胃腸炎



3.代表的な感染症について-①感染性胃腸炎



ノロウイルス

■ ウイルス性胃腸炎集団発生の最も重要な病原
因子。

■ ノロウイルスが10－100個程度で感染、発症。

■ 人の小腸上皮細胞のみ増殖可能で、食品ある
いは環境中で増殖することはできない。

■ 何度でも感染・発病する 。

■ 発病率は70～40％程度で、不顕性感染は30％
程度。

■ ノロウイルスの診断：ノロウイルス迅速検査
で診断できるが、多くは臨床症状で判断する。

3.代表的な感染症について-①感染性胃腸炎



ノロウイルスの臨床症状

■ 主症状：腹痛、悪心、嘔吐、水様性下痢、発
熱

■ 潜伏期間：１２～７２時間

■ 治療：対症療法 1～３日後に治癒。

■ 医療従事者の就業制限： 症状がある期間は就
業制限が推奨されている。

■ ウイルス排出期間：1週間～1ヶ月（便中）

⇒２次感染に注意が必要！

3.代表的な感染症について-①感染性胃腸炎



ノロウイルス感染防止対策

■ 感染力が強く、人の手などを介して簡単に感染。

■ 嘔吐物や便には大量のウイルスが含まれ、消毒
しないと乾燥して舞い上がり感染する場合もあ
る。

■ 治った人でも１週間～１ヵ月間、便中にウイル
スが見つかることもある。

■ ノロウイルスの消毒は次亜塩素酸ナトリウムが
有効だが、人の体には使用できない。

■ 通常、人体の消毒に使用するアルコールが効き
にくい

→→ 手洗いが重要！！

3.代表的な感染症について-①感染性胃腸炎



②インフルエンザ

■ 病原体：インフルエンザウイルス

（人の間で流行するのはA型とB型）

■ 感染経路：飛沫・接触感染

■ 症状：38℃以上の急な発熱、

咳などの呼吸器症状、筋肉痛、関節痛、

全身倦怠感、肺炎・脳症など重い合併症

■ 流行時期：冬季 1-2月がピーク

■ 消毒：加熱（80℃ 10分間以上）

塩素系消毒液（ハイター、ブリーチなど）

70%以上の濃度のアルコール 等

3.代表的な感染症について-②インフルエンザ



インフルエンザの予防接種

10月 11
月

4月12月 1月 2月 3月

インフルエンザ流行期
(12月下旬~3月上旬)

ワクチン有効期間(接種後約2週間～約5ヶ月)

予防接種期間

・「重症化を防ぐこと」が主な目的
・毎年、流行すると予想されたウイルス株でワクチンを製造

→ワクチンは毎年接種しましょう！！

3.代表的な感染症について-②インフルエンザ



室温と加湿も大切

温度や湿度が低いと、インフルエンザウイルスは
長く生き延びます。また、温度や湿度が低いと、の
どの粘膜などを傷めたり、ウイルスを体外に追い出
そうとする体の働きが悪くなります。

加湿器を使用する場合は、水質管理をお忘れなく。
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3.代表的な感染症について-②インフルエンザ



インフルエンザの治療
■ 抗インフルエンザウイルス薬

オセルタミビル（タミフル® ）経口薬

ザナミビル （リレンザ® ）吸入薬

ラニナミビル （イナビル® ）吸入薬

ペラミビル （ラピアクタ® ）点滴

バロキサビル（ゾフルーザ®）経口薬

■ 抗インフルエンザウイルス薬の効果

発症後４８時間以内に投与することが効果的 。
発熱期間が１～２日短縮 しウイルスの排出が減り、
他人にうつす機会が減るという報告もある。

■ 水分補給も重要！

3.代表的な感染症について-②インフルエンザ



③結核
■ 病原体：結核菌

（ゆっくり発育し、体内で何十年も冬眠する

→条件が満たされていると再増殖）

■ 感染経路：飛沫・空気感染

■ 症状：（初期）微熱、せき・たん、倦怠感、
食欲不振、体重減少、息苦しさ

＊肺が主な病巣だが、免疫の低下した人では全
身感染となる。

■ その他：二類感染症のため、診断した医師が
直ちに最寄りの保健所に届出。接触者の健診
を保健所で実施。

3.代表的な感染症について-③結核



高齢者結核の課題

■ 結核になりやすい(再増殖）

■ 結核が見つかりにくい
※呼吸器症状なしが半数

■ 治療が難渋すること多い

平成30年長野県の新登録患者の状況
（長野県公式HPのデータより作成）

発見の遅れにより

社会福祉施設や病院での
集団発生のおそれ

3.代表的な感染症について-③結核



感染したら発病するの？
体の中で菌が増えた時だけ発病します

約８-９割 発病しない
感染性もない

結
核
菌
感
染

約１-２割

初感染発病型
未感染の若い世代など

既感染発病型
何十年もして老化、糖尿病、手術な

どで体力や免疫力の低下に伴い発病

H30年度結核予防技術者地区別講習会資料より

3.代表的な感染症について-③結核



発見の遅れの要因
＜受診の遅れの要因＞

■ 結核特有ではない症状

■ 結核、自覚症状に関するに対する知識不足

■ 認知症等により身体症状や過去の病歴を上手く
伝えられない

■ 喫煙

■ 人に相談しない

■ 受診行動への支援の不足

■ 市販薬の内服

■ 定期健診の不備・不徹底（要精密の放置）

3.代表的な感染症について-③結核



結核の早期発見
①入所・通所前の健康診断

・胸部エックス線検査 ・既往歴の確認（家族も）

②定期健康診断

・年１回の胸部エックス線検査

・実施記録の作成・保管

・健診の結果、活動性結核の可能性があると診断された者
については精密検査を確実に実施

③日常的な健康観察

・何となく元気がない、顔色が悪い、咳や痰が続いている

・発熱（微熱）、体重減少、食欲不振、全身倦怠感 等

きちんと記録に残し
ておきましょう！

3.代表的な感染症について-③結核



結核の治療

■結核は抗結核薬の確実な服用で治る

■服薬期間は6ヵ月～9ヵ月

• 胸部エックス線検査の結果、既に治癒している、または治
療中であっても感染するおそれがなければ入所を拒否する
理由にはなりません。

• 入院治療を終え、感染性がなくなった後は、入所に問題は
ありません。

• 職員一人ひとりが結核の正しい知識をもち、偏見を排除す
ることが重要です。

（東京都：高齢者施設における結核対策の手引）

3.代表的な感染症について-③結核



結核に対する保健所の対応

■医療機関からの届出を受理

■患者、家族、施設等の調査

■接触者健診実施の要否決定

■接触者健診の実施

■服薬支援（DOTS)

■治療終了後の経過観察

ご協力を
お願いします。

3.代表的な感染症について-③結核



正しい知識

正しい情報

想像力

+

+

★対応に困ること等がありましたら早
めに保健所への相談をお願いします。
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