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§１. 標準予防策について 

 

施設内で感染対策を実施するうえで最も重要なのは『標準予防策』

の確実な実施です。 
 
◆標準予防策とはなんでしょうか？ 

対象者が病気かどうかに関係なく、すべての人たちに対して標準的に行う感染予防策で

す。 

すべての人たちの汗を除く、血液、体液、排泄物、傷のある皮膚・粘膜に直接触れると

き、また付着した物との間接的な接触が予測される場合に、これらを感染の可能性のあ

る対象として対応することで、感染を防止する予防策です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

具体的には？ 

血液、唾液、鼻水、痰、おしっこ、うんち、目やに、傷の膿、

傷の浸出液、口の中を触るときなど。 

これらのものとの接触が予想されるときには防護具（マス

ク、手袋、エプロンなど）を用い、処置の前後には手洗い・手

指消毒を行うことが大切！ 

標準予防策の大切な要素

① 手洗い（特に衛生的手洗い） 

② 防護具（マスク・手袋・エプロンなど） 

③ そして最も大事なことは、それぞれの手技を適

切なときに正確に行うための日頃の訓練と実施

環境の整備 
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手洗いの重要性 

どんな時に手洗いするかによって、手洗いは３種類に分かれます。 

そのなかで施設で大切なのは以下の２種類です。 
 

その１ －日常的手洗い－ 

汚れた手をきれいにしましょう。登園、登校したとき、トイレにいったとき、食事前な

どに。石けんと流水を使って、１５秒以上。 

 

その２ －衛生的手洗い－ 

子どもたちに何かをしてあげるときにおこなってください。 

鼻をかんであげる、トイレの介助、食事の介助、吐物の処理時、その他いろいろ。 

衛生的手洗いの技術を習得すれば、一安心！だって日常的手洗いにも応用できますから。 

 

手洗いはその方法によって大きく２つに分けられます。 

①流水による手洗い 

②擦式手指消毒薬を用いた手指衛生 

いずれの場合でもどこが汚れやすいかを意識し、正しい手洗いをおこなっ

てください。 

 

 

（大日本住友製薬, https://ds-pharma.jp/gakujutsu/contents/handbook/health より引用） 

図のように指の間、指先、絢指の周囲が最も汚れがひどいと言われます。 

流水による手洗いでも擦式手指消毒でも、このことを意識して汚い部分は入念に手洗いし

ましょう。 

https://ds-pharma.jp/gakujutsu/contents/handbook/health
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◆流水による衛生的手洗い◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手を水で濡らす 
 
 
 

全ての手の表面を覆うに
十分な石けんを取る 
 

手のひら同士で手を擦る 
 
 

指を組み合わせ、右の手
のひらを左の手背に当て
る、逆も同様に行う 

指を組み合わせて手のひ
らを手のひらに（指の股を
きれいに） 
 

（連結器のように）連結さ
せた指で指の後ろを反対
の手のひらに当てる 

右手のひらで握った左の
親指を回転させて擦る、
逆も同様に行う 

右手の固くした指で左の手の

ひらの中で前後しながら回転

させて擦る、逆も同様に行う 

水で十分に手をすすぐ 
 
 
 

単回使用のタオル（ペー
パータオル等）で手を完全
に乾燥させる 
 

止水栓を止めるためペー
パータオル等を使う 
 

その手は安全です 
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◆擦式手指消毒◆ 

  

擦式手指消毒法は流水による衛生的手洗いに代替することができます。 

擦式手指消毒法の注意点 

（１）手指が明らかに汚れているときは擦式手指消毒は不適です。 

（２）手指消毒薬は適量を使用しましょう。 

（３）薬液が乾燥するまでよく擦り込みましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指示された薬液量を手の
ひらにとる 
 

両手の指先（爪）に薬液
をよく擦り込み、掌にな
じませる 

手のひらによく擦り込む 
 
 

手の甲にもよく擦り込む 
 
 

指の間にも擦り込む 
 
 

親指にも擦り込む 
 
 

手首にも擦り込む 
 
 

薬液が十分乾燥するまで

よく擦り込むこと！ 
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（１）日常的手洗いと衛生的手洗いをうまく使い分け、手洗いを習慣づけましょう。 

（２）流水による手洗いでは日常的手洗いは１５秒以上、衛生的手洗いは３０秒以上おこな

うこと。洗面器等にとった水での手洗いはいけません。 

（３）流水による衛生的手洗いの技術が十分身に付くまで繰り返し学習しましょう。 

（４）衛生的手洗いでは明らかな汚れがない場合、擦式手指消毒薬により代替できます。

ただし、少なくとも５回に１度は流水による衛生的手洗いをおこないましょう。 

（５）手洗いに関して疑問点があれば自施設の手洗い指導者に積極的に相談しましょう。 

（６）流水による手洗いに用いる石けんは、固形石けんではなく、液体あるいは泡状石けん

の使用を推奨します。 

（７）流水による衛生的手洗い、擦式手指消毒薬による手指衛生いずれの場合でも実施回

数が多くなると手荒れの頻度が高くなります。手荒れを起こしやすい、起こしにくいは

個人差がありますので、それぞれ個人に合った回数、内容で手荒れのケア（たとえば

手用保湿剤の使用など）を実施してください。 

 手洗いのポイント！ 
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マスク・手袋・エプロンの使用について 

 

マスクについて！ 

（１）マスクの着用開始時期の指示は施設の感染対策責任者の指示によります。 

（２）マスクは鼻あてワイヤー付不織布製マスクを用い、紙あるいはガーゼ製のマスクは

使用しません。 

（３）マスク着用時には口、鼻がしっかり隠れているか、鼻当ての部分がしっかりフィッ

トしているか、着用者同士が相互チェックしてください。 

（４）マスクの交換は汚れがひどくない場合は原則、１日１回、ひどく汚染した場合はそ

の都度交換してください。 

（５）使用済マスクはビニール袋等に入れ、口を縛って捨ててください。 

 

 

手袋について！ 

（１）手袋をどのような場合に使用するかを使用する職員に対し、周知・徹底してくださ

い。 

（２）手袋は１回使用したら破棄するタイプのものをご用意ください。 

（３）手袋にはサイズがあります。使用する人の手のサイズに応じて各サイズを準備して

ください。 

（４）手袋の重ね履きはやめましょう。 

（５）手袋の着脱に関して正しい手順を身に付けましょう。 

 

 

エプロン！ 

（１）エプロンをどのような場合に使用するかを使用する職員に対し、周知・徹底してく

ださい。 

（２）エプロンは１回使用したら破棄するタイプのものをご用意ください。 

（３）エプロンはきちんとした防水性が必要です。適したエプロンを選定してください。 

（４）エプロンの着脱に関して正しい手順を身に付けましょう。 
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物品の準備と保管管理！ 

 

（１）病気の流行状況によっては、必要物品の購入が困難になる場合があります。事前に

必要十分量の物品のストックに心がけましょう。 

（２）物品によっては（特に手袋、エプロン等）必要な場所に設置されていないケースが

あります。 

いざというときすぐ使えるよう身近に準備してください。特に吐物処理の現場など

がそのいい例です。 

（３）物品の在庫管理はその責任者を決め、いざ使うときに在庫がない、などということ

がないよう、しっかりとおこないましょう。 

（４）消毒薬の使用期限は守られていますか？ 

 

 

物品の定数管理表 

物品名 施設定数 保管場所 

マスク 箱  

 

 

 

手袋 箱  

 

 

 

エプロン 箱  

 

 

 

ハンドソープ 本  

 

 

 

速乾性手指消毒薬 本  

 

 

 

次亜塩素酸薬剤 本  
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§２. インフルエンザ対策 

 

インフルエンザ対策－１ 

 

 

 

 

 

 

 

北渡島・檜山地区でのインフルエンザの流行開始は例年 12 月下旬～翌年 1 月であることから

流行を目前とした時期におけるワクチン接種につながるアクションは重要です。 

 以下に、そのスケジュールの 1 例を示します。インフルエンザの流行開始はその年によって異な

りますので、各施設はそれぞれの対策の開始時期を適切にスライドさせ、インフルエンザ流行開

始に間に合うよう準備を進めてください。 

 

インフルエンザ流行期前の各施設の対応指針 

 

少なくとも各施設の職員は正当な理由がない限り、インフルエンザワクチンの接種は、なかば義務

とお考えください。 

各施設の感染対策責任者は自施設の職員のインフルエンザ予防接種率を把握し、少なくとも

80％以上の接種率が得られるよう、職員への働きかけをおこなってください。 

  

時 期 対 応 

9月 職員、入・通所者、児童父兄に対するワクチン接種の啓蒙開始。 

10月 

職員、入・通所者、児童父兄に対する講習会、講演会の企画。 

（インフルエンザに対する注意喚起目的のため） 

中旬～下旬：医療機関におけるインフルエンザワクチン接種の開始。 

職員、入・通所者、児童の手洗い法、マスク着用法の評価と教育等の対応。 

11月 施設の必要物品の在庫状況、設置状況の評価と対応。 

12月 

初旬：ワクチン未接種職員および児童に対するワクチン接種の呼びかけ。 

施設内流行時の施設としての対応法（コホート、部分休園、全面一時休園など）

が可能なのかの施設内打ち合わせ。 

近隣町村・町内においてインフルエンザ 

感染者の発生が確認されていない場合 
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インフルエンザ対策－２ 

 

 

 

 

 

 

１．手洗い・うがい・咳エチケットの対策を徹底してください。 

２．利用者・職員の健康状態（発熱・鼻水鼻づまり・のどの痛み・咳の有無）について確認を行い、

その家族にインフルエンザ様症状の人がいないかも確認してください。 

３．利用者・職員に発熱がある場合は、施設利用・出勤を控えるよう徹底してください。 

４．利用者に発熱はないが、鼻水鼻づまり、のどの痛み、咳の症状がある場合は既往歴や症状等

を踏まえつつ、必要に応じて公共の場への出入りの自粛を働きかけましょう。定期的に検温・体

調管理を行いましょう。 

５．職員に発熱はないが、鼻水鼻づまり、のどの痛み、咳の症状がある場合は既往歴や症状及び

職務内容等を検討の上、必要に応じて出勤を自粛させましょう。なお、勤務する際は、マスクを

着用し定期的に検温・体調確認を行いましょう。 

６．職員の家族にインフルエンザ様症状の人がいる場合でも、職員本人に発熱がなく、かつ、鼻水

鼻づまり、のどの痛み、咳の症状もなければ、勤務可能とします。ただし、勤務する際には、マ

スクを着用し、定期的に検温や体調の確認を行いましょう。 

７．インフルエンザ様症状を呈した利用者・職員には積極的に医療機関への受診を勧め、確定診

断をしてもらってください。ただし、発熱直後（２４時間以内）においてはインフルエンザ迅速診

断の精度は低く、誤った結果が出る可能性があります。それを考慮に入れ、適切な時期を選ん

だうえ、医療機関を受診してください。 

８．インフルエンザワクチンを済ませていない人にはワクチン接種を積極的に勧めてください。 

 

＊インフルエンザ様症状とは⇒ 

３８度以上の発熱、かつ、急性呼吸器症状（①鼻水鼻づまり、②のどの痛み、③咳のうち、ひと

つ以上の症状）を呈している場合。 

 

 

 

 

 

  

近隣町村・町内において 

インフルエンザ感染者の発生が確認された場合 
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インフルエンザ対策－３ 

 

 

 

 

 

 

１．発熱のある利用者を発見した場合は、保護者と連絡をとり早期の帰宅を促しましょう。 

２．勤務中の職員が発熱した場合は、すぐに業務を中断し、マスクを着用の上、帰宅させるのが望

ましい。 

３．施設長は職員に状況を周知し、感染防止策をとりましょう。 

４．利用者・職員の手洗い・うがい・咳エチケットをあらためて徹底しましょう。 

５．他の利用者、職員の健康状態（発熱、鼻水鼻づまり、のどの痛む、咳の有無など）を定期的に

確認しましょう。 

６．利用者、職員について医療機関の診察により「インフルエンザに感染、あるいは感染の疑いが

ある」と診断された場合は、療養させるとともに、流行期のインフルエンザ対策－５「利用

者・職員にインフルエンザ感染者が出た場合」の対応に移行しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

利用者、勤務中の職員が発熱した場合 
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インフルエンザ対策－４ 

 

 

 

 

 

 

 

職員・利用者にインフルエンザ様症状がある場合、施設長は職員に状況を周知し、以下の感染防

止策を講じましょう。 

 

１．当該利用者の保護者が迎えにくるまでの間、別室または少なくとも他の利用者から２メートル以

上離れたパーテーション等で仕切られたスペースにおいて保育・介護等を行いましょう。 

２．当該利用者がマスクを出来るなら装着させましょう。 

３．当該利用者と接触する職員は原則マスク着用し、利用者の保育・介護は可能な限り担当職員

を固定し、他の職員は当該利用者との接触をさけるように努めましょう。 

４．当該利用者のマスク、使用したティッシュ等の処理については、担当職員が手袋・マスクを着

用しておこない、ビニール袋等に密封して廃棄しましょう。 

５．当該利用者あるいは職員が触れたドア・遊具等を消毒用アルコールでふき取るなどの施設内

消毒を実施しましょう。 

６．当該利用者について、定期的に検温するなど常に症状の確認を行いましょう。 

症状が重くなりそうな時は、速やかに保護者へ連絡をとり医療機関を受診させましょう。 

７．利用者・職員が医療機関の診察により「インフルエンザに感染の疑いがある」と診断された場合

は、流行期のインフルエンザ対策－５「利用者・職員にインフルエンザ感染者が

出た場合」の対応に移行しましょう。 

 

  

利用者・勤務中の職員に 

インフルエンザ様症状の者が出た場合 
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インフルエンザ対策－５ 

 

 

 

 

 

＜利用者＞ 

医療機関の診察により「インフルエンザに感染・あるいは感染の疑いがある」と診断さ

れた当該利用者については、①速やかな回復と感染の拡大を防止するために個

室管理ないしはコホートを実施する。②「発症の日から５日間、又は解熱後２日

（幼児においては３日）を経過するまでの間」、登園（登校・通所等）しない（させな

い）。 

 

＊インフルエンザに感染の疑いとは⇒ 

簡易迅速検査をおこなわずに、もしくは簡易迅速検査の結果が陰性であってもインフルエン

ザに感染の疑いがあると診断された場合を含む。 

＊コホートとは⇒ 

インフルエンザの集団発生の場合、患者の個別管理が感染蔓延の阻止に有効ですが、患者

数が多い場合、物理的に不可能となります。その場合、同様の患者を集団で隔離するのがコ

ホートです。インフルエンザの場合、主たる感染様式は飛沫感染であり、カーテンで仕切るな

どの簡易な方法でも空気の流れと人の接触を遮断することで感染しにくくなります。 

 

＜職員＞ 

医療機関の診察により「インフルエンザに感染、あるいは感染の疑いがある」と診断さ

れた当該職員については、速やかな回復と感染拡大を防止するため「発症の日

から５日間、かつ解熱後２日（幼児においては３日）経過するまでの間」、自宅待

機とする。 

 

１．施設長は職員に状況を周知し、以下の感染防止策を図りましょう。 

２．保護者に対し利用者・職員にインフルエンザ感染あるいは疑いが出た旨を説明しましょう。 

３．当該利用者・職員が触れたドアノブ等を消毒薬でふき取るなどの施設内消毒を実施しましょ

う。 

４．当該利用者の健康状態を確認しましょう。 

５．その他、「標準予防策」＋「飛沫感染防止策」を徹底しましょう。 

 

利用者・職員にインフルエンザ感染者が出た場合 
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インフルエンザの感染対策 
 

１．インフルエンザの感染様式 

インフルエンザの感染様式は飛沫感染および接触感染です。 

飛沫感染とはインフルエンザ患者の咳、くしゃみ、鼻水などが原因となりウイル

スを吸い込んだり、目に入ったりすることで感染する様式です。通常２ｍ以上の間

隔があれば、感染の機会はかなり低下します。マスクの着用なども有効です。 

 接触感染とはインフルエンザ患者がウイルスで汚染された手で触れたもの（所）

より感染する様式です。よく触れるもの（所）を適切な方法で消毒すること、また

標準予防策に沿った適切な手洗いは感染対策上、有効です。 

 

２．インフルエンザの診断 

インフルエンザの診断は臨床症状と迅速診断キットの使用によりおこなわれます。

迅速診断キットの使用による診断法は万能ではなく、時として 1回目はインフルエ

ンザ（－）、2回目でインフルエンザ（＋）となることもあります。一般に発熱後 1

日以内ではその診断の正確さは低く、発熱後 24時間以降では診断確率が高くなりま

す。そのことを念頭に入れ検査を受けてください。ただし、あまり長い期間をおい

てから検査を受け、インフルエンザと診断されても、今度は使う薬の効果が怪しく

なりますのでご注意を！ 

 

３．消毒 

インフルエンザの消毒にはアルコール類が有効です。適切な濃度に調整されたア

ルコール製剤を用いてください。手指の消毒には擦式手指消毒薬が有効です（流水

による手洗いもお忘れなく！）。もちろん、次亜塩素酸による消毒も有効です。 

 

４．環境整備 

インフルエンザの好まない環境を維持しましょう。 

室内の温度と湿度の管理は重要です。温度は 17℃以上 28℃以下（24～25℃程度が

実際的でしょう）、湿度は 40％以上 70％以下（50％前後が実際的でしょう）が望ま

れます。 

加湿はぬれたタオルを干す、ストーブの上に蒸発皿ややかんを乗せるなどがお勧

めです。やむなく加湿器を併用するときは加温式の機種を用いることが理想です。

いずれにせよそれぞれのものは高温になる可能性が高いのでヤケドにはご注意くだ

さい。超音波加湿器あるいは気化式加湿器しかない場合は指定されたフィルターな

どの部品の交換は確実におこなうとともに、貯水容器の洗浄、水の交換、超音波振

動子周辺の清掃もまめにおこなってください。 
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§３. ノロウイルス等感染性胃腸炎対策 

 

流行期のノロウイルス対策－１ 

 

 

 

 

 

 

＜発生状況の把握＞ 

早い段階で近隣地域の感染症の発生を把握し、適切な予防策をとることにより、集団発生を未

然に防ぐことが可能となります。 

１．地域の感染症発生状況を随時把握する。（ＹＩＣ・町内感染情報） 

２．施設や地域の感染症発生状況に応じて、職員や利用者・家族に情報提供をしましょう。 

３．利用者・職員の健康状態（腹痛・下痢・吐き気・嘔吐・発熱の有無）について日々確認を行い、

家族にノロウイルス胃腸炎様症状の人がいないかも確認しましょう。 

４．利用者・職員が医療機関へ受診した場合は、診断結果や治療内容も確認しておきましょう。 

５．通所施設では、欠席理由も確認しましょう。 

６．利用者・職員に下痢・嘔吐・発熱がある場合、施設利用・出勤を控え、受診するよう勧めましょ

う。 

７．施設内にノロウイルスが持ち込まれないよう、出入りされる方には、感染性胃腸炎が近隣地域

で流行していること、施設に用のある方は、手洗いを十分に行ってから入室すること、下痢や嘔

吐がある場合は、施設管理者に申し出るよう周知しましょう。 

８．施設内の手洗い・うがい・咳エチケットの対策を徹底しましょう。 

９．職員の家族にノロウイルス胃腸炎様症状の人がいる場合でも、職員本人に症状がなければ業

務に従事可能とします。ただし、業務に従事する際には、２次感染を予防するため十分な手洗

いを行い、定期的に検温や体調の確認を行いましょう。 

 

＊ノロウイルス様症状とは⇒ 

吐き気・嘔吐・腹痛または急激な下痢を呈している場合、発熱を呈する場合もある。 

近隣町村・町内において 

ノロウイルス感染者の発生が確認された場合 
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流行期のノロウイルス対策－２ 

 

 

 

 

 

 

１．嘔吐や下痢・発熱等のある利用者を発見した場合は、保護者と連絡をとり早期の帰宅と受診を

促しましょう。 

２．勤務中の職員が嘔吐・下痢・発熱した場合は、すぐに業務を中断し、帰宅させ受診をすること

が望ましい。 

３．施設長は職員に状況を周知し、標準予防策＋接触感染予防策をとりましょう。 

４．利用者・職員の手洗い・うがい・咳エチケットをあらためて徹底しましょう。 

５．他の利用者、職員の健康状態（嘔吐・下痢・発熱など）を定期的に確認しましょう。 

６．利用者、職員について医療機関の診察により「ノロウイルスに感染、あるいは感染の疑いがあ

る」と診断された場合は、療養させるとともに、流行期のノロウイルス対策－３「利用者・

職員にノロウイルス胃腸炎患者が出た場合」の対応に移行しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者、勤務中の職員が嘔吐・下痢・発熱した場合 

＊嘔吐した吐物の処理方法 

＊消毒方法については      別添資料を参照！ 
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流行期のノロウイルス対策－３ 

 

 

 

 

 

 

利用者・職員にノロウイルス様症状がある場合、施設長は職員に状況を周知し、以下の感染防止

策を速やかに講じましょう。 

１．当該利用者の保護者が迎えにくるまでの間、別室において保育・介護等を行いましょう。 

２．吐物で汚染された衣服はビニール袋に密閉し、説明書とともに、保護者へ渡しましょう。 

３．おむつ交換時には、マスクと使い捨て手袋、エプロン等を着用し、その都度手袋を交換しまし

ょう。交換したおむつと使用した手袋は、直接床に置かず、必ず専用の袋へ入れて処分しまし

ょう。 

４．当該利用者と接触する職員は原則マスク、手袋を着用し、利用者の保育・介護は可能な限り

担当職員を固定し、他の職員は当該利用者との接触をさけるように努めましょう。 

５．当該利用者について、定期的に検温するなど常に症状の確認を行いましょう。 

症状が重くなりそうな時は、速やかに保護者へ連絡をとり医療機関を受診させましょう。 

 

ノロウイルス胃腸炎関連情報の集約・整理 

感染の拡大を防止するためには、発症状況を正確に把握し、ノロウイルスの感染が拡大してい

る経路を遮断する感染予防策をとる必要があります。施設内で下痢、おう吐の症状がある者が散

発している場合は、集団発生を疑って発症状況を確認してください。 

 

１．発生状況の把握 

健康観察の記録を下記のとおり整理して、「いつ」、「どこで」、「だれが」、「どれくらいの人数」

発生しているかを確認しましょう。 

＜確認方法＞ 

（１）通所施設の場合 

①利用者と職員の健康状態（症状の有無：①おう吐・吐気、②下痢、③発熱等） 

⇒発生した階、クラスごとにまとめましょう。 

利用者・勤務中の職員に 

ノロウイルス胃腸炎患者が出た場合 
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②受診状況と診断名及び検査の有無と治療内容 

③約１週間前までの出席状況と欠席者又は早退者の症状の有無 

⇒クラスごとの名簿にまとめましょう。 

④重症者（死亡又は重篤患者)の有無 

⑤家族の健康状態 

（２）入所施設の場合 

①利用者と職員の健康状態（症状の有無：①おう吐・吐気、②下痢、③発熱等） 

⇒発生した階、部屋ごとにまとめましょう。 

②受診状況と診断名及び検査の有無と治療内容 

③重症者（死亡者又は重篤患者）の有無 

④外泊した場合、外泊先の家族の健康状態 

 

２．感染拡大の防止 

ノロウイルスの予防接種はありません。 

感染拡大を防止するためには、感染経路の遮断を確実に行う必要があります。ノロウイルス

感染症の症状や感染経路、消毒薬の抵抗性等を考慮して、適切な予防策を行ってくださ

い。 

（１）施設長は職員に状況を周知し、下記（具体的な感染防止策）の感染防止策を行う。 

（２）保護者に対し利用者・職員にノロウイルス感染あるいは疑いが出た旨を説明し、感染拡大

防止の協力を依頼しましょう。 

（３）職員及び利用者について、医療機関の診察により「ノロウイルスに感染、あるいは感染の疑

いが強い」と診断された職員及び利用者は、「症状（嘔吐・下痢・発熱等）が治まってから、４

８時間を経過するまで」は、自宅待機（利用者においては、登園・登校・通所させない）とし

ます。ただし、主要症状が治まった場合においても便中には比較的長期間、ウイルスが排

泄されるため、感染源となりえない確証はない。その点を念頭に置き、施設は対処してくだ

さい。 
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＜具体的な感染防止策＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

その１  手洗い 

ノロウイルスの感染力は強いため、感染機会があるたびに正確な手洗いを行う。 

職員はもちろん手洗いができる利用者に対しては、手洗いを徹底する。 

＜手を洗う時期＞ 

①トイレで排泄をした後・嘔吐物の処理をした後 

②おむつ交換をした後・入浴介助をした後 

③食事をする前又は食事介助をする前・登下校時 

＜方法＞ 

石けんと流水で丁寧に洗います。手順は資料参照。 

※アルコールはノロウイルスへの効果が十分でないため、手洗いに代用される擦式消毒は

おこなわない。 

１ケア１手洗い！ 

その２  排泄物・おう吐物の処理 

処理する際に感染しないよう、正しい方法で処理を行う。 

＜方法＞ 

①「排泄物・おう吐物の処理」資料を参照。 

②ふん便やおう吐物で汚れた場所はその都度、0.1%次亜塩素酸ナトリウムで拭く。 

その３ 施設や身のまわりの物の消毒 

＜方法＞ 

トイレ内や、ドアノブ・手すり等の手指の触れる場所は、0.02%次亜塩素酸ナトリウムで拭く。 

手の触れるドアノブや手すりは、消毒後１０分程度時間をおいて水拭きをする。 

吐物の処理・消毒液の作成方法等については別添資料を参照。 



1－19 

 

～施設内の消毒について～ 

施設内で、下痢・嘔吐等があった場合は、０．１％次亜塩素酸ナトリウムを使用し 

普段よりも頻繁に消毒する。 

【消毒する場所】☆特に、施設内で嘔吐した場所や、トイレは念入りに！ 

手すり・ドアノブ・水道の蛇口・床・スリッパ・車いす・テーブル・椅子・取っ手 

など。 

【おもちゃの消毒】 

手でふれるだけでなく、乳幼児は直接口にいれたりすることも多く、おもちゃが汚 

染されていると 2 次感染の原因になります。  

① 洗いをした後、0.02％次亜塩素酸ナトリウム溶液に１０分間浸し、最後に水で

よく洗い流す。 

②素材によっては、色落ちしたり、さびたりすることもあるため次亜塩素酸ナトリ 

ウム溶液での消毒が出来ないときは８５°C 以上の熱湯に 1 分間浸し乾燥させ

て使用する。色落ち等が懸念される毛足の短いカーペット等は吐物を処理した

後、アイロンがけ等で対応も可。ただし、有効な消毒のためには 2 分以上の加

熱が必要。 

 

☆ポイント☆ 

次亜塩素酸ナトリウムの使用や、お湯に漬け込むことができない場合は、十分に洗

う。 

洗濯に利用した機材の消毒もお忘れなく！ 
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（２．感染拡大の防止） 

施設内調理担当職員の健康管理と就業規定 

厚生労働省 大量調理施設衛生管理マニュアルより抜粋し、記載します。各施設の調理担当

責任者は本マニュアルを熟読の上、対応してください。 

★全文は☞

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/gyousei/dl/131106_02.pdf 

で入手可能です。 

 

（４）調理従事者等の衛生管理 

①調理従事者等は下痢、嘔吐、発熱などの症状があった時、手指等に化膿創があった時は

調理作業に従事しないこと。 

②下痢又は嘔吐等の症状がある調理従事者等については、直ちに医療機関を受診し、感染

性疾患の有無を確認すること。ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断され

た調理従事者等は、リアルタイムＰＣＲ法等の高感度の検便検査においてノロウイルスを保

有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えるなど適切な

処置をとることが望ましい。 

③食中毒が発生した時の原因究明を確実に行うため、原則として、調理従事者等は当該施

設で調理された食品を喫食しないこと。ただし、原因究明に支障を来さないための措置が

講じられている場合はこの限りでない。（毎日の健康調査及び検便検査等） 

 

（５）衛生管理体制の確立 

①責任者は、調理従事者等に定期的な健康診断及び月に１回以上の検便を受けさせること。

検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めること。また、必要に応じ１０月から３月に

はノロウイルスの検査を含めることが望ましいこと。 

②責任者は、調理従事者等が下痢、嘔吐、発熱などの症状があった時、手指等に化膿創が

あった時は調理作業に従事させないこと。 

③責任者は、下痢又は嘔吐等の症状がある調理従事者等について、直ちに医療機関を受

診させ、感染性疾患の有無を確認すること。ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症

状と診断された調理従事者等は、リアルタイムＰＣＲ法等の高感度の検便検査においてノ
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ロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控

えさせるなど適切な処置をとることが望ましいこと。 

④責任者は、調理従事者等について、ノロウイルスにより発症した調理従事者等と一緒に感

染の原因と考えられる食事を喫食するなど、同一の感染機会があった可能性がある調理

従事者等について速やかにリアルタイムＰＣＲ法等の高感度の検便検査を実施し、検査の

結果ノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、調理に直接従事することを

控えさせる等の手段を講じることが望ましいこと。 

 

 

参考資料 八雲総合病院栄養科職員でノロウイルス感染が疑われた場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノロに栄養科職員が感染した場合の対応 

非感染の栄養科職員について 

栄養管理職員にノロの感染が確認された時点で、院内感染委員長の

もと栄養管理職員全員に迅速キット検査を実施する（病院負担）。 

 

就業制限 

① 下痢･嘔吐･発熱などの体調不良を所属長に報告し、内科外来を

受診・ノロの検査を施行する時点から、ノロPCR検査が陰性と判

定されるまでの期間(PCR検査費用は病院負担)。 

② 就業制限は、諸願届出(年次休暇または病気休暇)により、休暇

の届出を行う。 

 

就業制限に伴う業務の維持について 

就業制限を必要とする人数が、業務の遂行に支障をきたす場合は、所

属長の許可により以下のように外注をすることが出来る。 

① 外注によって対応する食事は、常食のみとする。 

② 外注からの食事が提供できるまでは、パートを含めた栄養管理職員

で対応する。 
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§４. ＲＳウイルス感染症対策 

 

RSウイルス感染症対策－１ 

 

RS ウイルス感染症の特性 

１．小児では特に低年齢層（主に２歳以下）で重症化しやすい傾向があります。また、高齢者でも

感染の可能性があり、重症例の報告があります。 

２．学童、青壮年層では感染はしますが、一般的には軽症例が多く、いわゆる『鼻かぜ』程度の症

状しか示さない場合があり、結果的にそれらの人が感染を広げる中心となります。 

３．乳児が初めて RS ウイルスに感染すると、何らかの症状が必ず出現し、その 1/3 が細気管支炎

や肺炎になるといわれています。また、RS ウイルスには何度でもかかりますが、順次、症状は

軽くなります。 

４．高齢者では何らかの病気をお持ちの方が要注意です。高齢者施設における集団感染例の報

告もあり、死亡事例も報告されています。 

 

 

 

 

 

 

北渡島・檜山地区での RS ウイルス感染症の流行開始は例年、秋に入ってからです。 

RS ウイルス感染症に対してのワクチン等の予防行動はとれません。したがって RS ウイルス感染

症の流行を阻止するためには、患者発生の迅速で正確な情報収集が必要です。 

 

 

 

 

 

 

１．手洗い・うがい・咳エチケットの対策を徹底してください。 

２．利用者・園児・職員の健康状態（発熱・鼻水、鼻づまり・咳の有無）について確認をおこなってく

ださい。 

３．特に２歳未満の児を保育している施設では注意観察を密にしましょう。 

４．高齢者施設では入所、通所者の健康状態をよく観察するとともに、介護を担当する職員のか

ぜ症状にも注意が必要です。 

５．アルコール系擦式手指消毒薬を有効に利用しましょう。 

  

近隣町村・町内において 

RSウイルス感染者の発生が確認された場合 

近隣町村・町内において 

RSウイルス感染者の発生が確認されていない場合 
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RSウイルス感染症対策－２ 

 

 

 

 

 

＜利用者・職員＞ 

医療機関の診察により「RS ウイルスに感染あるいは感染の疑いがある」と診断された

当該利用者については、①速やかな回復と感染の拡大を防止するために個室管

理ないしはコホートを実施する。② RS ウイルス感染者の登園（登校・通所）許可

規定に関しては「主要症状が消失し、全身状態が安定していること」程度の明確

な規定はありませんが、このような状態でも、患者（児）からのウイルスの排泄の可

能性は否定できませんので、周囲の人たちはこの点に留意し、感染を拡大しない

ように心掛けてください。 

 

＊ＲＳウイルスに感染の疑いとは⇒ 

簡易迅速検査をおこなわずに、もしくは簡易迅速検査の結果が陰性であってもＲＳウイルス

に感染の疑いがあると診断された場合を含む。 

＊コホートとは⇒ 

ＲＳウイルス感染症の集団発生の場合、患者の個別管理が感染蔓延の阻止に有効ですが、

患者数が多い場合、物理的に不可能となります。その場合、同様の患者を集団で隔離する

のがコホートです。ＲＳウイルス感染症の場合、主たる感染様式は飛沫感染であり、カーテン

で仕切るなどの簡易な方法でも空気の流れと人の接触を遮断することで感染しにくくなりま

す。 

 

＜職員＞ 

１．施設長は職員に状況を周知し、以下の感染防止策を図る。 

２．保護者に対し利用者・職員に RS ウイルス感染症あるいは疑いが出た旨を説明する。 

３．当該利用者・職員が触れたドアノブ等を消毒薬でふき取るなどの施設内消毒を実施する。 

４．当該利用者の健康状態を確認する。 

５．その他、「標準予防策」＋「飛沫・接触感染防止策」を徹底する。 

 

詳細な感染対策はインフルエンザと同様で結構です。 

利用者・職員に RSウイルス感染者が出た場合 
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＜今金町感染症対策共通取扱事項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
■今金町感染症対策共通取扱事項とは、町所管施設及び各通所・入所施設における集団感染予防等に
関する共通の対応事項をまとめたものです。皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 
 

◆インフルエンザについて 

 ①インフルエンザウイルスの潜伏期間は１～３日です。 

②症状は、急な発熱（３８℃以上）、悪寒、頭痛、筋肉痛、咽頭痛などです。 

③インフルエンザの検査は、発症後２４時間は検出感度が低いことから、陽性でも

陰性の反応がでる場合があります。 

④主な感染経路は、飛沫感染です。（ウイルスの付着した手指等からも感染します）。 

 

インフルエンザ（学校・こども園用） 

～インフルエンザ（疑いも含む）にかかったら～ 

①発症した日から５日間を経過し、かつ解熱した

後２日（幼児は３日）を経過するまでは、登校

（登園ほか）しない（させない）でください。 

※インフルエンザにおける日数カウントについて 

日数の数え方は、その現象が見られた日は算定せず、その翌日を第１日とす

る。すなわち、発熱に関しては発熱を認めた翌日を第１日、解熱に関しては

解熱を認めた日の翌日を第１日とカウントする。 

②看護する際、必ずマスクを着用し手洗いの徹底をして

ください。 

③吐物のついた衣服等は、施設内での感染拡大を防ぐた

め、そのままご家庭へお引渡しいたしますので、ご理

解願います。 

 

お問合せ先：今金町保健福祉課 TEL82-2780 
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＜今金町感染症対策共通取扱事項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
■今金町感染症対策共通取扱事項とは、町所管施設及び各通所・入所施設における集団感染予防等に
関する共通の対応事項をまとめたものです。皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 

 お問合せ先：今金町保健福祉課 TEL82-2780 

インフルエンザ（通所用） 

～インフルエンザ（疑いも含む）にかかったら～ 

①発症した日から５日間を経過し、かつ解熱した

後２日（幼児は３日）を経過するまでは、通所

しない（させない）でください。 

※インフルエンザにおける日数カウントについて 

日数の数え方は、その現象が見られた日は算定せず、その翌日を第１日とす

る。すなわち、発熱に関しては発熱を認めた翌日を第１日、解熱に関しては

解熱を認めた日の翌日を第１日とカウントする。 

②看護する際、必ずマスクを着用し手洗いの徹底をして

ください。 

③吐物のついた衣服等は、施設内での感染拡大を防ぐた

め、そのままご家庭へお引渡しいたしますので、ご理

解願います。 

 

◆インフルエンザについて 

 ①インフルエンザウイルスの潜伏期間は１～３日です。 

②症状は、急な発熱（３８℃以上）、悪寒、頭痛、筋肉痛、咽頭痛などです。 

③インフルエンザの検査は、発症後２４時間は検出感度が低いことから、陽性でも

陰性の反応がでる場合があります。 

④主な感染経路は、飛沫感染です。（ウイルスの付着した手指等からも感染します）。 
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＜今金町感染症対策共通取扱事項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
■今金町感染症対策共通取扱事項とは、町所管施設及び各通所・入所施設における集団感染予防等に
関する共通の対応事項をまとめたものです。皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 
 

インフルエンザ（入所用） 

お問合せ先：今金町保健福祉課 TEL82-2780 

～インフルエンザ（疑いも含む）にかかったら～ 

①発症した日から５日間を経過し、かつ解熱し

た後２日を経過するまでは、感染拡大を防ぐため、

個室に移動（他の利用者と隔離）していただきます。 
 

②やむを得ず、個室を出る場合は、サージカルマスク

を着用していただきます。 

③吐物のついた衣服等は、施設内での感染拡大を防ぐ

ため、そのままご家庭へお引渡しいたしますので、ご

理解願います。 

～面会について～ 

①感染拡大を防ぐため、面会を制限（禁止）する場合

があります。 

②許可を得て面会をされる場合は、マスクを着用し入

退室時、部屋入口の手指消毒剤を手によくすり込ん

でください。 

◆インフルエンザについて 

 ①インフルエンザウイルスの潜伏期間は１～３日です。 

②症状は、急な発熱（３８℃以上）、悪寒、頭痛、筋肉痛、咽頭痛などです。 

③インフルエンザの検査は、発症後２４時間は検出感度が低いことから、陽性でも

陰性の反応がでる場合があります。 

④主な感染経路は、飛沫感染です。（ウイルスの付着した手指等からも感染します）。 
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＜今金町感染症対策共通取扱事項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
■今金町感染症対策共通取扱事項とは、町所管施設及び各通所・入所施設における集団感染予防等に
関する共通の対応事項をまとめたものです。皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 
 お問合せ先：今金町保健福祉課 TEL82-2780 

ノロウイルス等（学校・こども園用） 

～ノロウイルス等（疑いも含む）にかかったら～ 

①症状（嘔吐・下痢・発熱等）が治まってから、

４８時間を経過するまでは、登校（登園ほか）しな

い（させない）でください。あわせて速やかな医療機

関への受診と診断をお勧めします。 

②看護する際、必ずマスクを着用し手洗いの徹底をして

ください。 

③吐物処理には、マスクと手袋を着用し、家庭用の塩素

系漂白剤を使用し、処理してください。 

※アルコール系は効きません。 

④一度吐物処理に使ったマスク・手袋・雑巾等は再利用

せず、まとめてビニール袋に密封して捨ててください。 

⑤吐物のついた衣服等は、施設内での感染拡大を防ぐた

め、そのままご家庭へお引渡しいたしますので、ご理

解願います。 

 

◆ノロウイス等感染性胃腸炎について 

 ①ノロウイルスは潜伏期間２４～４８時間、ロタウイルスは潜伏期間１～３日です。 

②症状は、嘔吐と下痢が主症状であり、多くは２～７日で治るが、脱水、まれにけ

いれん、脳症などを合併する。 

③感染経路は、糞から手などを介しての経口感染、接触感染、飛沫感染です。 
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＜今金町感染症対策共通取扱事項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
■今金町感染症対策共通取扱事項とは、町所管施設及び各通所・入所施設における集団感染予防等に
関する共通の対応事項をまとめたものです。皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 
 お問合せ先：今金町保健福祉課 TEL82-2780 

ノロウイルス等（通所用） 

◆ノロウイルス等感染性胃腸炎について 

 ①ノロウイルスは潜伏期間２４～４８時間、ロタウイルスは潜伏期間１～３日です。 

②症状は、嘔吐と下痢が主症状であり、多くは２～７日で治るが、脱水、まれにけ

いれん、脳症などを合併する 

③感染経路は、糞から手などを介しての経口感染、接触感染、飛沫感染です。 

～ノロウイルス等（疑いも含む）にかかったら～ 

②症状（嘔吐・下痢・発熱等）が治まってから、

４８時間を経過するまでは、通所しない（させない）

でください。あわせて速やかな医療機関への受診と診

断をお勧めします。 

②看護する際、必ずマスクを着用し手洗いの徹底をして

ください。 

③吐物処理には、マスクと手袋を着用し、家庭用の塩素

系漂白剤を使用し、処理してください。 

※アルコール系は効きません。 

④一度吐物処理に使ったマスク・手袋・雑巾等は再利用

せず、まとめてビニール袋に密封して捨ててください。 

⑤吐物のついた衣服等は、施設内での感染拡大を防ぐた

め、そのままご家庭へお引渡しいたしますので、ご理

解願います。 
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＜今金町感染症対策共通取扱事項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
■今金町感染症対策共通取扱事項とは、町所管施設及び各通所・入所施設における集団感染予防等に
関する共通の対応事項をまとめたものです。皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 

 お問合せ先：今金町保健福祉課 TEL82-2780 

ノロウイルス等（入所用） 

～ノロウイルス等（疑いも含む）にかかったら～ 

①症状（嘔吐・下痢・発熱等）が治まってから、４８時 

間を経過するまでは、感染拡大を防ぐため、個室に移 

動（他の利用者と隔離）していただきます。あわせて 

速やかな医療機関への受診と診断をお勧めします。 

②やむを得ず、個室を出る場合は、サージカルマスクを

着用していただきます。 

③吐物のついた衣服等は、施設内での感染拡大を防ぐた

め、そのままご家庭へお引渡しいたしますので、ご理

解願います。 

～面会について～ 

①感染拡大を防ぐため、面会を制限（禁止）する場合が

あります。 

②許可を得て面会をされる場合は、マスクを着用し入退

室時、部屋入口の手指消毒剤を手によくすり込んでく

ださい。 

◆ノロウイルス等感染性胃腸炎について 

 ①ノロウイルスは潜伏期間２４～４８時間、ロタウイルスは潜伏期間１～３日です。 

②症状は、嘔吐と下痢が主症状であり、多くは２～７日で治るが、脱水、まれにけ

いれん、脳症などを合併する 

③感染経路は、糞から手などを介しての経口感染、接触感染、飛沫感染です。 
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☛感染性胃腸炎が現在町内で発生しています。 

乳幼児やお年寄りが罹ると重症化する場合があり、注意が必要です！嘔吐・下痢等の症状があれ

ば、すみやかに受診しましょう。 

ノロウイルスとは 

人に急性胃腸炎（下痢・嘔吐等）を引き起こします。保育所・学校・福祉施設等での発生が多

く、注意が必要です。感染力が非常に強く、少量のウイルスでも感染してしまいます。 

ノロウイルス胃腸炎 

  症  状：下痢・吐き気・嘔吐・腹痛（まれに発熱）が２～３日程度続く。 

  潜伏期間：通常２４時間から４８時間 

有効な消毒方法 

  85℃で 1分間以上の加熱。または、次亜塩素酸ナトリウム（家庭用漂白剤など）での消毒 

注意！！アルコールによる消毒効果はほとんどありません！ 

感染経路に要注意！！ 

○感染者の嘔吐・便などの処理時に飛沫を吸い込んだとき。 

○汚物処理（吐物・便）後の手洗いが不十分なとき。 

○ウイルスで汚染された箇所（おもちゃ・ドアノブ・食器・食品等）を触ることで間接的に手指 

が汚染され、手指を介してウイルスが口に入ったとき。 

○汚物・吐物が乾燥して塵となり、空中に浮遊したウイルスを吸い込んだとき。 

 

 

 

 

目に見えないノロウイルスは、直接・間接的に手指について感染の原因となります。 

指先・指の間・親指の周り・手首は汚れが残りやすいところです！ 

 十分に水洗いし、石鹸を良く洗い流し、清潔なタオルまたはペーパータオルで手を拭きましょう。 

 
☞次亜塩素酸ナトリウム希釈液（消毒液）の作り方 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      今金町感染対策連絡会議【事務局：今金町保健福祉課】 

予防法は正しい手洗い！！石鹸・流水で３０秒以上かけて 

しっかり洗おう！！ 

感染者増えています！ノロウィルス感染にご注意！！ 

市販のキッチンハイターなどの「家庭用塩素系漂白剤」を使った消毒液の作り方 

★おもちゃ・調理器具・ドアノブなどの日常消毒液（０．０２％） 

２ℓのペットボトルに水を半分位入れ、そこへ原液１０ml（ペットボトルのキャップ

２杯）を入れ、最後に水を加えて２ℓとし、ふたをしてよく振る。 

★便・嘔吐物が付着した床・衣類・トイレなどの消毒液（０．１％） 

500mlのペットボトルに水を半分入れ、そこへ原液 10ml（ペットボトルのキャップ

2杯）を入れ最後に水を加えて 500mlとし、ふたをしてよく振る。 
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今金町保健福祉課健康づくりグループ ８２－２７８０ 

  

  

  

手洗いは・・ 

タオルを介して感染するのを防ぐために、手洗いに使用するタオルの共用は中止し、個人ご

とに専用とするか、ペーパータオルを使用しましょう。 

汚物（嘔吐物・便）を処理するときは・・ 

処理をするときには窓を開けるなど換気し、処理する方が感染しないようにマスクと手袋を

着用（再利用しないで下さい）し、飛沫を吸い込んだり、手に付着するのを予防しましょう。 

汚物（嘔吐物・便）が衣類についてしまったら・・ 

① 衣類をビニール袋等に入れ、周囲を汚染しないようにします。 

② 塩素系消毒液（０．１％次亜塩素酸ナトリウム）に３０～６０分間浸すか、８５℃で１分

間以上、熱湯消毒をして下さい。 

③ カーペットなどは塩素系消毒液でふき取ったあと、アイロンをあてて下さい。 

④ 消毒後、衣類は他のものと分けて最後に洗濯して下さい。 

下痢をしている人がお風呂に入るときは・・ 

下痢をしている人の入浴は一番最後にし、風呂の湯につかる前には、まず、おしりをよく洗

います。風呂の水は毎日変えて、浴槽・床・洗面器・いす等も清潔に掃除をしてください。 

使ったタオルやバスタオルを他の家族が使わないようにしましょう。 

調理・食事で気を付けることは・・ 

調理器具・シンク・ふきん・スポンジ等は、熱湯で消毒（８５℃で１分以上）または、 

０．０２％次亜塩素酸ナトリウムで消毒して下さい。 

 生ものは和え物は避け、十分に加熱した食品のみとしてください。 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

家族がノロウイルスに感染したら・・ 

次亜塩素酸ナトリウム希釈液（消毒液）の作り方 

■ノロウイルスの感染力を失わせるのに有効です。次亜塩素酸ナトリウムは市販のキッチン

ハイターなどの「家庭用塩素系漂白剤」に含まれていますので、これを使った消毒液の作

り方をご紹介します。 

★０．０２％の消毒液（おもちゃ・調理器具・直接手で触れる箇所などの日常の消毒用） 

２ℓのペットボトルに水を半分くらい入れ、そこへ原液１０ｍｌを入れます。 

最後に水を加えて２ℓとし、ふたをしてよく振って下さい。 

★０．１％の消毒液（便・嘔吐物が付着した床・衣類・トイレなどの消毒用） 

５００ｍｌのペットボトルに水を半分入れ、そこへ原液１０ｍｌを入れます。 

最後に水を加えて５００ｍｌとし、ふたをしてよく振って下さい。 

＜注意＞ 

・飲み物と間違えないよう、保管場所や消毒液などと表示をしましょう。 

・使用する際は換気に気をつけましょう。 

・消毒液は濃度が高いほど有効ですが、反面、金属がさびたり変色が強くなりますので注意

してください。金属に使用した場合は水で洗い流すかふき取るなどしましょう。 

１０ｍｌは

ペットボト

ルのキャッ

プ２杯分 
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＜目 的：感染症の知識や基本的な対応の習得＞ 

 

◆研修の実施・支援について 

感染症の予防方法や発生時の対応を職員へ周知徹底する方法として、研修は有効な手 

段です。また、頭でわかっていても実際やってみるとできないこともあるので、演習等 

を組み込んだ研修も必要といえます。今金町保健福祉課は八雲町感染対策ネットワーク

の協力（助言・支援）により研修計画を立て、施設に必要な研修を行います。 

現在、感染症の研修は八雲町感染対策ネットワークや保健所、今金町等で実施されて

います。 

施設に必要な知識や技術を身につけるために、町内で沢山の職員が研修を受けられる

ようインターネットを利用した研修会等を実施します。 

 

◆手洗い研修について 

手洗いは 2 次感染予防の基本ですので、職員全員が正しい手洗いを実施できるよう、

施設内研修を年 1 回以上推奨します。（今金町内施設には八雲町感染対策ネットワーク

による手洗い指導者講習を受けた職員がいます。） 

 今金町保健福祉課においても、研修の実施にあたり支援をいたします。 

  

感染症に関する研修について 
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今金町感染対策連絡会議構成施設一覧

番号 所属 職名 氏名 電話番号 アドレス

1 ひかりの里 ８２－０７０５

2 ワークショップいまかね ８２－４００１

3 高齢者共同生活施設せせらぎ ８２－０３７７

4 グループホームすえひろ温 ８３－８４６６

5 小規模多機能ホームすえひろ ８２－３６６０

6 グループホームすえひろ ８２－２４２２

7 今金町社会福祉協議会 ８２－２７８０ bz464102@bz01.plala.or.jp

8 特別養護老人ホーム豊寿園 ８２－０３４４ tokuyou@houjuen.or.jp

9 今金小学校 ８２－０２２４ imasyo21@hakodate.or.jp

10 種川小学校 ８２－０５０６ tane sho@hakodate.or.jp

11 今金中学校 ８２－００７２ imakanetyu@hakodate.or.jp

12 今金町子ども発達支援センター ８２－２５１２

13 今金町教育委員会 ８２－３４８８ naoki.sato@town.imakane.lg.jp

14 認定こども園いまかね ８２－１７１９ kodomoen-kosodate@minos.ocn.ne.jp

15 今金町介護老人保健施設 ８２－２７８０

16 今金町国保病院 ８２－０２２１

課長 北　見　伸　夫

主幹 山　田　　　薫

係長 渋　沢　篤　憲

係長 小野寺　さやか

保健師 庄　田　順　子

保健師 若　山　雄　大

保健師 三　浦　　　萌

栄養士 山　口　恵　莉

栄養士 山　本　伊　織

歯科衛生士 羽　土　　　愛

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

hikarinosato@star.ocn.ne.jp

８２－２７８０
imk-kenko@town.imakane.lg.jp

shigenori.shibusawa@town.imakane.lg.jp
17

－

－

－

－

保健福祉課（事務局）
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1) 各種病原体の消毒に推奨される薬剤 

病 原 体 第 1 選 択 の 消 毒 薬 

インフルエンザウイルス 
消毒用エタノール、消毒用イソプロパノール(濃度

70%以上) 噴霧による消毒は推奨されない。 

RS ウイルス インフルエンザウイルスに準ずる。 

アデノウイルス 

ノロウイルスに準ずる。70％以上の濃度のエタノ

ールも効果があるが時間がかかる。イソプロパノ

ールは不可。 

一般的カゼウイルス 原因ウイルスの種類によって異なる。 

ムンプス（おたふくかせ）ウイルス インフルエンザウイルスに準ずる。 

水痘・帯状疱疹ウイルス インフルエンザウイルスに準ずる。 

ノロウイルス 次亜塩素酸（詳細は前述） 

ロタウイルス ノロウイルスに準ずる。 

手足口病 ノロウイルスに準ずる。 

溶連菌 インフルエンザウイルスに準ずる。 

腸管出血性大腸菌 インフルエンザウイルスに準ずる。 

マイコプラズマ インフルエンザウイルスに準ずる。 

 

  

付  録 
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2) 登園登校許可の目安 

基本的には学校保健安全法施行規則 19 条に準じます 
 

疾 患 名 基 準 

インフルエンザ 
発症した後 5日を経過し、かつ、解熱した後 2 日（幼児にあっては 3

日）を経過するまで 

百日咳 
特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤によ

る治療が終了するまで 

麻疹 解熱した後 3日を経過するまで 

流行性耳下腺炎 
耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身 状

態が良好になるまで 

風しん 発しんが消失するまで 

水 痘 すべての発しんが痂皮化するまで 

咽頭結膜熱 主要症状が消退した後 2 日を経過するまで 

 

※インフルエンザにおける日数カウントに関する詳細について 

日数の数え方は、その現象が見られた日は算定せず、その翌日を第 1 日とする。 

すなわち、発熱に関しては発熱を認めた翌日を第 1日、解熱に関しては解熱を認めた日

の翌日を第 1日とカウントする。 

 

その他の疾患（厚労省 保育所における感染症対策ガイドラインに準じます） 
 

疾 患 名 基 準 

溶連菌感染症 抗菌薬内服後 24-48時間経過していること 

手足口病 発熱がなく（解熱後1日以上経過し）、普段の食事ができること 

感染性胃腸炎

（ノロ・ロタ） 

嘔吐・下痢等の症状が治まり、普段の食事ができること 

RS 感染症 重篤な呼吸器症状が消失し全身状態が良いこと 

マイコプラズマ 発熱や激しい咳が治まっていること（症状が改善し全身状態が良い） 

ヘルパンギーナ 発熱がなく（解熱後 1 日以上経過し）、普段の食事ができること 

リンゴ病 
発しんが出現した頃にはすでに感染力は消失しているので、全身状態

が良いこと 

単純ヘルペス 
発熱がなく、よだれが止まり、普段の食事ができること（歯肉口内炎

のみであればマスク着用で登園可能） 

突発性発疹 解熱後 1日以上経過し、全身状態が良いこと 

とびひ 皮疹が乾燥しているか、湿潤部位が被覆できる程度のものであること 

アタマジラミ 駆除を開始していること 

 

※ 本基準は学童、幼児での基準ではあるが、成人においても適応は
可能と考える。ただし、食品を扱う人などでは別基準が必要 
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3)次亜塩素酸ナトリウム溶液の経時的変化に関する情報 

a) 希釈しない次亜塩素酸ナトリウムの経時変化 

右図は一般に使用される 6%ないし 12％

の溶液ではなく、さらに変化率の高いと思

われる１％の製品の情報です。 

この実験は通常の保管条件よりかなり厳し

い条件下での結果であり、より高い濃度で、

正しい保存法で保管された場合はより変化

は少ないと思われます。 

（右図：丸石製薬 社内資料より） 

 

 

 

 

 

b) 1000ppm希釈下での次亜塩素酸ナトリウムの変化 

各温度下での希釈次亜塩素酸ナトリウムの変化に関する情報です。 

いずれの温度においても密封、遮光条件

下では少なくとも48時間の間は次亜塩

素酸ナトリウム溶液の変化は認められ

ません。 

それに対し、光の影響は無視できません。 

強い光により、次亜塩素酸ナトリウムの

変化は短時間に起こります。 

（右図：丸石製薬 社内資料より） 

 

 

 

 

結論としては、1000ppmに希釈した次亜塩素酸でも冷暗所に密封で保管した場合、少な

くとも 48 時間はその効果には問題はありません。48 時間以降においても次亜塩素酸ナ

トリウムの急速な濃度低下は予測しづらく、濃度調整等によってより長期の保存が可能か

と思われます。 

 

ただし、次亜塩素酸ナトリウムの有機物存在下での変化は急速に進行するため、保存用容

器および希釈用の水の清浄性には十分気を使ってください。 
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感染症予防チェックリスト（保育・学校向け） 

 

施設内の感染予防対策が十分に適切に行われているか評価するために、本チェックリス

トをご活用下さい。※年１回以上は必ず活用しましょう。 

 

① 感染対策マニュアル 

□ マニュアルを整備している。 

□ 定期的に見直している。 

□ 全員がマニュアルの保管場所を知っている。 

□ 全員がマニュアルの内容を知っている。 

□ 感染症対策の責任者が決まっている。 

□ マニュアルには、施設内で感染症の流行を疑った際の職員からの連絡体制や対応策

が記載されている（夜間・休日含む）。 

□ マニュアルには、疾患別の知識、健康管理、標準予防策や初動対策が盛り込まれて

いる。 

□ 感染症発生時の対応、感染症拡大防止について、あらかじめ園児・児童・生徒や保

護者等に知らせている。 

□ 最新の感染症や流行情報をＹＩＣ－ｎｅｔや今金町感染対策連絡会議のメールマ

ガジン等より職員間で共有している。 

□ 最新の感染症や流行情報をＹＩＣ－ｎｅｔや今金町感染対策連絡会議等より把握

し、保護者へ注意喚起等の情報を流している。 

 

② 研修 

□ 職員を対象に感染対策の研修計画を立てている。 

□ 研修計画に沿って、職員が感染症対策の研修に参加している。 

□ 研修に参加できない職員に対しては、伝達講習等により職員全員で共有している。 

□ 施設内で手洗い等の研修会を年１回以上実施している。 

 

③ 園児・児童・生徒の健康管理と早期発見 

□ 毎日の健康状態を把握し、記録している。 

□ 全体の体調不良者・欠席者等の情報（人数や欠席理由等）が随時集約されている。 

□ 体調不良者は、保護者にお迎えの依頼と受診を促している。 

□ 体調不良者が感染源とならないよう配慮している（部屋の隔離等）。 

□ 感染症の罹患者が判明した場合、ＹＩＣ－ｎｅｔに罹患状況を報告している。 

□ 接種した予防接種について把握し、記録している。 

 

④ 職員の健康管理と早期発見 

□ 健康状態を把握し、体調が悪い場合には、医療機関へ受診させている。 

□ 感染症の罹患者が判明した場合、ＹＩＣ－ｎｅｔに罹患状況を報告している。 

□ 感染症流行時期は、職員の家族を含め、健康状態を把握している。 
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⑤ 手洗いと標準予防策（全員対象） 

□ 衛生的手洗いの方法の周知や指導を行っている。 

□ 手洗いは、衛生的手洗い（流水による衛生的手洗い又はアルコールによる擦式手指

消毒）を行っている。 

□ 手洗いは、手が汚れた時、外出後、トイレ後、食事前、咳やくしゃみを手でおさえ

た後に行っている。 

□ 手拭きは、使い捨てのペーパータオルか個人用のハンカチを使用している。 

□ 咳症状がある場合、周囲への飛散を防ぐため、咳エチケットが遵守されている。 

□ 来訪者に、手洗いやマスクなど感染拡大防止のための協力を周知している。 

 

⑥ 感染症予防のための環境整備・ゾーニング 

□ 手洗い場やトイレに液体石鹸やペーパータオルが設置されている。 

□ 玄関等各所に手指消毒用のアルコールが設置されている。 

□ 階段の手すり、水道の蛇口、ドア等、頻繁に触れる場所を定期的に消毒している。 

□ 感染症予防・発生時対応のための物品が準備されている。 

（塩素系消毒剤、使い捨て手袋、マスク、エプロン、靴袋、拭き取り用ペーパータオ

ル、新聞、ビニール袋、専用バケツ等）。 

□ 清潔区域（調理室等）・汚染区域（トイレ・手洗い場・汚物処理室）に区別してい

る。 

□ 汚染されたものは、清潔区域に持ち込まない。 

  

⑦ 嘔吐物処理について 

□ 処理に必要な物品が揃えてある（塩素系消毒剤、使い捨て手袋、マスク、エプロン、

靴袋、拭き取り用ペーパータオル、新聞、ビニール袋、専用バケツ等）。 

□ 職員間で嘔吐物処理の正しい手技が統一されている。 

□ 処理する人は、適切に防護具を着用している。 

□ 嘔吐があった場合、処理する職員と吐物に触れないよう誘導する職員に役割分担が

されている。 

□ 床が汚染した場合は、吐物を取り除いた後、広範囲（半径３ｍ程度）に消毒してい

る。 

□ 嘔吐物が付着した可能性のある食器、遊具類は、塩素系消毒薬（0.1％次亜塩素酸

ナトリウムで 30～60分間浸す）又は熱湯（85℃で１分間以上）で消毒している。 

□ 汚染した衣類などはビニール袋等に入れ、塩素系消毒液（0.1％次亜塩素酸ナトリ

ウムに 30～60分間浸す）又は熱湯消毒（85℃で１分間以上）で消毒する。自宅に

持ち帰る場合には、ビニール袋を密封し、保護者に説明書とともに消毒方法の指導

をしている。 

 

 

 

 

チェックリスト確認 

（日付            報告者             ） 
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感染症予防チェックリスト（施設向け） 

 

施設での感染予防対策が十分に適切に行われているか評価するために、本チェックリスト

をご活用下さい。※年１回以上は必ず活用しましょう。 

 

① 感染対策マニュアル 

□ マニュアルを整備している。 

□ 定期的に見直している。 

□ 全員がマニュアルの保管場所を知っている。 

□ 全員がマニュアルの内容を知っている。 

□ 感染症対策の責任者が決まっている。 

□ マニュアルには、施設内で感染症の流行を疑った際の職員からの連絡体制や対応策

が記載されている（夜間・休日含む）。 

□ マニュアルには、疾患別の知識、健康管理、標準予防策や初動対策が盛り込まれて

いる。 

□ 感染症発生時の対応、感染症拡大防止について、あらかじめ利用者や家族等に知ら

せている。 

□ 最新の感染症や流行情報をＹＩＣ－ｎｅｔや今金町感染対策連絡会議のメールマ

ガジン等より職員間で共有している。 

□ 最新の感染症や流行情報をＹＩＣ－ｎｅｔや今金町感染対策連絡会議等より把握

し、保護者へ注意喚起等の情報を流している。 

 

② 研修 

□ 職員を対象に感染対策の研修計画を立てている。 

□ 研修計画に沿って、職員が感染症対策の研修に参加している。 

□ 研修に参加できない職員に対しては、伝達講習等により職員全員で共有している。 

□ 施設内で手洗い等の研修会を年１回以上実施している。 

 

③ 利用者の健康管理と早期発見 

□ 毎日の健康状態を把握し、記録している。 

□ 全体の体調不良者・欠席者等の情報（人数や欠席理由等）が随時集約されている。 

□ 体調不良者は、受診させている。 

□ 体調不良者が感染源とならないよう配慮している（部屋の隔離等）。 

□ 感染症の罹患者が判明した場合、ＹＩＣ－ｎｅｔに罹患状況を報告している。 

□ 接種した予防接種について把握し、記録している。 

 

④ 職員の健康管理と早期発見 

□ 健康状態を把握し、体調不良者には、医療機関へ受診させている。 

□ 感染症の罹患者が判明した場合、ＹＩＣ－ｎｅｔに罹患状況を報告している。 

□ 感染症流行時期は、職員の家族を含め、健康状態を把握している。 
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⑤ 手洗いと標準予防策（全員対象） 

□ 衛生的手洗いの方法の周知や指導を行っている。 

□ 手洗いは、衛生的手洗い（流水による衛生的手洗い又はアルコールによる擦式手指

消毒）を行っている。 

□ １処置１手洗いを行っている。 

□ 手拭きは、使い捨てのペーパータオルを使用している。 

□ 咳症状がある場合、周囲への飛散を防ぐため、咳エチケットが遵守されている。 

□ 来訪者に手洗いやマスクなど感染拡大防止のための協力を周知している。 

 

⑥ 感染症予防のための環境整備・ゾーニング 

□ 手洗い場やトイレに液体石鹸やペーパータオルが設置されている。 

□ 玄関等各所に手指消毒用のアルコールが設置されている。 

□ 階段の手すり、水道の蛇口、ドア等、頻繁に触れる場所を定期的に消毒している。 

□ 感染症予防・発生時対応のための物品が準備されている。（塩素系消毒剤、使い捨

て手袋、マスク、エプロン、靴袋、拭取り用ペーパータオル、新聞、ビニール袋、

専用バケツ等） 

□ 清潔区域（調理室等）・汚染区域（トイレ・手洗い場・汚物処理室）に区別してい

る。 

□ 汚染されたものは、清潔区域に持ち込まない。 

 

⑦ 嘔吐物処理について 

□ 処理に必要な物品が揃えてある（塩素系消毒剤、使い捨て手袋、マスク、エプロン、

靴袋、拭き取り用ペーパータオル、新聞、ビニール袋、専用バケツ等）。 

□ 職員間で嘔吐物処理の正しい手技が統一されている。 

□ 処理する人は、適切に防護具を着用している。 

□ 嘔吐があった場合、処理する職員と吐物に触れないよう誘導する職員に役割分担が

されている。 

□ 床が汚染した場合は、吐物を取り除いた後、広範囲（半径３ｍ程度）に消毒してい

る。 

□ 嘔吐物が付着した可能性のある食器、遊具類は、塩素系消毒薬（0.1％次亜塩素酸

ナトリウムで 30～60分間浸す）又は熱湯（85℃で１分間以上）で消毒している。 

□ 汚染した衣類などはビニール袋等に入れ、塩素系消毒液（0.1％次亜塩素酸ナトリ

ウムに 30～60分間浸す）又は熱湯消毒（85℃で１分間以上）で消毒する。自宅に

持ち帰る場合には、ビニール袋を密封し、保護者に説明書とともに消毒方法の指導

をしている。 

 

 

 

 

チェックリスト確認 

（日付            報告者             ） 
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