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本日のテーマ

1. 新型コロナウイルス感染症の基本的な予防対策

2. 事業所内での新型コロナウイルス感染症対策

3. 訪問時の新型コロナウイルス感染症対策

4. 利用者に感染症が発生した際の対応



症状

3新型コロナの頻度の高い症状
（CDC. Interim Clinical Guidance for Management of Patients with Confirmed COVID-19より）

発熱
（83-99％）

咳
（59-82％）

だるさ
（44-70％）

息切れ
（31-40％）

食欲低下
（40-84％）

痰
（28-33％）



潜伏期間と感染性
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• 潜伏期間

1～14日間

曝露から5日程度での発症が多い

（WHO）

• 感染可能期間

発症2日前から発症後7～10日程度



子どもは大人と比べると
新型コロナ陽性者の数が少ない

5日本国内の年齢別の新型コロナ感染者数（厚生労働省. 令和3年1月6日18時時点）
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子どもは重症化しにくい

年代（歳）

診断月

0
-9

10
-19

20
-29

30
-39

40
-49

50
-59

60
-69

70
-79

80
-89

90- 計

6-8月 0.09 0.00 0.03 0.09 0.54 1.47 3.85 8.40 14.50 16.64 1.62

1-4月 0.69 0.90 0.80 1.52 3.43 6.40 15.25 26.20 34.72 36.24 9.80

6
年齢別にみた、重症化・死亡リスク

（厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の“いま”についての10の知識 2020年12月時点」

年代（歳）

診断月

0
-9

10
-19

20
-29

30
-39

40
-49

50
-59

60
-69

70
-79

80
-89

90- 計

6-8月 0.00 0.00 0.01 0.01 0.10 0.29 1.24 4.65 12.00 16.09 0.96

1-4月 0.60 0.00 0.00 0.36 0.61 1.18 5.49 17.05 30.72 34.50 5.62

診断された人のうち、重症化する割合（％）

診断された人のうち、死亡する割合（％）

30歳代と比較した場合の各年代の重症化率



感染成立に必要な要素
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病原体
病原性

・病原体の力

病原体の量伝播経路
・接触感染
・飛沫感染
・空気感染

侵入門戸
・体内に侵入
するための経路

感受性宿主
・感染を起こ
しやすい状態



新型コロナウイルス感染症
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病原体
病原性

・病原体の力

病原体の量伝播経路
・接触感染
・飛沫感染
・空気感染

侵入門戸
・体内に侵入
するための経路

感受性宿主
・感染を起こ
しやすい状態

・飛沫感染
・接触感染

・眼
・鼻
・口

・体調管理 SARS-CoV-2
再生産数2.5



ウイルスを含む飛沫が入り込む

9

飛沫感染

約2ｍ



接触感染

ウイルスが付いた手で眼・鼻・口を

触って入る



飛沫感染・接触感染の予防

11

●飛沫感染 ●接触感染

・ウイルスが付いた手をきれいにする

（手指衛生）

・ウイルスが付いた環境をきれいにする

（環境整備）

・ウイルスが付かないように個人防護具

（手袋やエプロンなど）を着用する

・距離をあける
・マスクを着用する
・換気をする

※大事なのは、眼・鼻・口にウイルスを付けないこと、入れないこと!!



・距離をあける・マスクを着用する・換気をする

12

飛沫予防策

約2ｍ



マスクの表裏を確認後、
マスクを装着し、ノーズ
ピースを鼻の形に合わせ
て着ける

マスクのプリーツを伸ば
し、鼻から顎までを確実に
覆い、隙間がないように着
ける

マスクは正しく着ける



良くない例

14

顎出し族 顎マスク族 鼻出し族

https://1.bp.blogspot.com/-jFq3vsQkw6Y/XlTGhJE5srI/AAAAAAABXcw/7G5EC88G-sMMa5b-orYCK1_REIDOqYvvgCNcBGAsYHQ/s1600/mask_man_ng_hana.png
https://1.bp.blogspot.com/-jFq3vsQkw6Y/XlTGhJE5srI/AAAAAAABXcw/7G5EC88G-sMMa5b-orYCK1_REIDOqYvvgCNcBGAsYHQ/s1600/mask_man_ng_hana.png


両手で耳のゴム部分を

持って外す

※着用中や外す際、

マスクの表面に触れない

マスクは正しく外す

マスクの表面には、ウイルスが付いている
かもしれません。
ゴムのわっかの部分に手を入れてマスクの
表面に触らないよう注意しながら外します。



接触予防策

・汚染した手で顔を触らない

・汚染した手をきれいにする（手指衛生）

・汚染した環境をきれいにする（環境整備）



汚染した手をきれいにする
（手指衛生）

手指消毒が最も有効（アルコール製剤を使う）

アルコール製剤がないときは手洗い

（石鹸と流水で行う）

必要な場面で行うことでウイルスの侵入や交差

感染を防ぐ

アルコールの塗り残しや手の洗い残しが少なく

なるよう注意する（指先、親指、手首に注意）

17



手指衛生が必要な場面
眼・鼻・口に触れる前後

マスクを着ける前・外した後

手袋やガウンを着ける前・外した後

利用者の方に触れる前後

利用者の方の周囲の環境や物品に触れた後

食事や調理の前、トイレの後

出勤時・退勤時・帰宅時

訪問時・事業所に戻ってきた時

多くの人がよく触れる部位に触れた後 など
18



●手指消毒
19

INFECTION CONTROL 27巻4月号ダウンロードサービス専用ページ：

ttp://www.medica.co.jp/m/infectioncontrol/fil―e_

http://www.medica.co.jp/


●手洗い

20



汚染した環境をきれいにする
（環境整備：清掃・消毒など）

• 皆が共通してよく触るところ（高頻度接
触部位）にはウイルスが付着している

• 手指衛生を心掛けていても、ウイルスが
付着した高頻度接触部位を触ると手指が
再び汚染する

• 高頻度接触部位の環境清拭、消毒を行う



環境清掃のポイント

 埃の中には感染源が含まれているため、

埃を取り除く。
 人がよく触る環境表面は念入りに行う。

：手すり、ベッド柵、ドアノブ、スイッチなど

 手すりやベッド柵、環境表面などを拭く
ときは、一定方向で行う。
・上から下へ

・奥から手前に一定方向に

S字で拭く

日本赤十字豊田看護大学教授 下間正隆先生 提供資料



環境消毒のポイント

 新型コロナウイルスに有効な消毒薬を使う
・アルコール ・熱水 ・次亜塩素酸ナトリウム

・界面活性剤（家庭用洗剤等） ・次亜塩素酸水

 汚れはあらかじめ落としておく
 使用上の注意を守って正しく使う

・濃度を守る

・空間噴霧は避ける

 換気を行う



発症する前から感染力がある

24
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞと新型コロナの発症前後の感染性の違い https://doi.org/10.1038/s41591-020-0869-5



＋

飛沫予防策・接触予防策の徹底

平時からの標準予防策の遵守

・誰がウイルスを排出しているかわからない

・発症者は、発症の2～3日前から排出している



標準予防策とは

血液、汗を除く体液、分泌物、排泄物、創
傷のある皮膚、および粘膜は感染する危険
性があるものとして取り扱うこと

感染症があるかないかわかっていなくても

すべての人に適用される



わかっている感染症は「氷山の一角」

わかっていない

感染症

• 未検査

• 潜伏期間

• 未知の感染症

検査などでわかっ

ている感染症

27

標準予防策はすべての人を対象に行う



濃厚接触者の定義

 患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触（車内、航空
機内等を含む）があった者

 適切な感染防護なしに患者（確定例）を診察，看護もしく
は介護していた者

 患者（確定例）の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に
直接触れた可能性が高い者

 手で触れることのできる距離（目安として1m）で必要な
感染予防策なしで「患者（確定例）」と15 分以上の接触
があった者

「患者（確定例）」の感染可能期間（発症2 日前～）

に接触した者のうち次の範囲に該当する者

https://1.bp.blogspot.com/-L6ZXKUCEVDo/XnLn8814N6I/AAAAAAABX00/7fDo4xvDWLQJEivrLsadxZHsJJD04aZKACNcBGAsYHQ/s1600/figure_noukou_sessyoku.png
https://1.bp.blogspot.com/-L6ZXKUCEVDo/XnLn8814N6I/AAAAAAABX00/7fDo4xvDWLQJEivrLsadxZHsJJD04aZKACNcBGAsYHQ/s1600/figure_noukou_sessyoku.png


医療従事者の曝露のリスク評価と対応

感染症患者と接触したときの
状況

曝露の
リスク

健康観察
（曝露後14
日目まで）

無症状の医療従事者
に対する就業制限

医療従
事者の

PPE

PPE着用なし 中リスク 積極的
最後に曝露した日か
ら14日間

サージカルマスク
着用なし

中リスク 積極的
最後に曝露した日か
ら14日間

サージカルマスク
あり、眼の防護なし

低リスク 自己 なし

サージカルマスク
あり、眼の防護あり、
ガウン・手袋なし

低リスク 自己 なし

PPE全てあり 低リスク 自己 なし

29

マスクを着用している感染症患者と長時間（15分以上）濃厚接触あり

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第3版日本環境感染学会 P15



医療従事者の曝露のリスク評価と対応

感染症患者と接触したときの
状況

曝露の
リスク

健康観察
（曝露後14
日目まで）

無症状の医療従事者
に対する就業制限

医療従
事者の

PPE

PPE着用なし 高リスク 積極的
最後に曝露した日か
ら14日間

サージカルマスク
着用なし

高リスク 積極的
最後に曝露した日か
ら14日間

サージカルマスク
あり、眼の防護なし

中リスク 積極的
最後に曝露した日か
ら14日間

サージカルマスク
あり、眼の防護あり、
ガウン・手袋なし

低リスク 自己 なし

PPE全てあり 低リスク 自己 なし

30

マスクを着用していない感染症患者と長時間（15分以上）濃厚接触あり

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第3版日本環境感染学会 P15



本日のテーマ

1. 新型コロナウイルス感染症の基本的な予防対策

2. 事業所内での新型コロナウイルス感染症対策

3. 訪問時の新型コロナウイルス感染症対策

4. 利用者に感染症が発生した際の対応



＋

飛沫予防策・接触予防策の徹底により

平時からの標準予防策の遵守

・誰がウイルスを排出しているかわからない

・発症者は、発症の2～3日前から排出している

・持ち込まない・拡げない・感染しない
ことが大事である



持ち込まない・拡げない・感染しない

33

出勤時
・入館したらまず手指衛生

・更衣室入室前後の手指衛生

・外出からの帰院時の手指衛生

・更衣室でもマスク着用

・更衣室での密集を避け、大きな声で会話しない

・毎日の検温実施

：体温、体調、同居家族の体調不良等

・発熱、体調不良時の出勤自粛

・事業所内の清掃、消毒

事業所内でのルールを決める①

https://www.irasutoya.com/2020/06/blog-post_697.html
https://www.irasutoya.com/2020/06/blog-post_697.html


厚労省おすすめの
市民もできる環境保全

朝のルーティーン

事務所の5分間清掃

●ドアノブ、電話、引き出しなど皆がよく触る
ところはとにかくしっかり拭き掃除

事業所内の清掃・消毒
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休憩中
・マスクを外す時は表面に触らない、外した

ら手指衛生、マスクは放置しない

・定期的な換気

・咳エチケット

・近距離での会話や密集は避ける

・時間をずらして休憩をとる

・食事前後のテーブルの清掃

・向き合って座らない（横並びで食べる）

事業所内でのルールを決める②

持ち込まない・拡げない・感染しない



外した後のマスクの管理は適切に

36

 マスクの表面はウイルスを含む

飛沫で汚れている

 食事などで外した際に放置すると、

周囲の環境や他人に汚れが付く

（交差感染のリスクが高まる）

 外した後は、マスクの表面を覆う

ことができるケースで管理する

 ケースはクリアファイルなどを利用

して作る（安価に作る）

 ケースの素材は洗ったり、拭いたり

できるものを選ぶ



密を避けた食事 黙食

• 食べているときはマス
クを外すが、喋るとき
はマスクを付けて喋る

• 時間をずらして休憩を
とる

• 食事前後のテーブルの
清掃

• 向き合って座らない
（横並びで食べる）

・



38

通勤中
・ユニフォームで通勤しない
・公共の乗り物内ではマスクを着用する、
人との距離を保つ、多くの人が触れる
ところを触った後に顔を触らない

勤務終了後・休日
・旅行や出張は自粛する

・多人数での宴会や飲み会は避ける

・アルコールが入ると人との距離が狭まるので気を付

ける

事業所の外でのルールを決める③

持ち込まない・拡げない・感染しない



本日のテーマ

1. 新型コロナウイルス感染症の基本的な予防対策

2. 事業所内での新型コロナウイルス感染症対策

3. 訪問時の新型コロナウイルス感染症対策

4. 利用者に感染症が発生した際の対応



訪問時の感染対策

対策の基本は標準予防策の遵守

40

＋

飛沫予防策・接触予防策の徹底により

・持ち出さない・持ち込まない

・感染させない・感染しない

ことが大事である



訪問する前に準備するもの

●ペーパータオル ●個人用タオル

●ハンドソープ ●携帯用アルコール手指消毒剤

●サージカルマスク（予備も含める）

●個人防護具
・手袋、エプロン、ゴーグル・フェイスシールドなど

●消毒用エタノール綿（個包装でなくてよい）

●アルコール除菌ウエットティッシュ

●提供用のマスク

●血圧計・体温計・パルスオキシメータなど
・拭けないものはあらかじめビニール袋などに入れておく
・持っている方は本人のものを使用する

41



携帯用アルコール手指消毒剤

ハンドソープとペーパータオル

手指衛生をしっかり行う



アルコール除菌ウエットティッシュ
消毒用エタノールと脱脂綿
（個包装でなくてもよい）

物品や機器類は利用者ごとに
清拭消毒する



拭けない機器類はビニールに
入れたまま使用する

44

●アルコールで拭くと画面が白く変性する
●ビニール袋に入れたまま測定は可能
●ビニールならアルコールで拭いても大丈夫



訪問時の感染対策のポイント①

利用者宅では退室するまでマスクを外
さない

マスクは正しく装着する

利用者・同居家族等にも、マスクを着用
していただく

ゴーグルやフェイスシールドなどで眼の
粘膜を保護する

室内を定期的に換気する

45



国、県、市から配給されたサージカルマスクや布マスク

どうしても用意できない方のために準備

訪問中の利用者のマスク着用の徹底



訪問者が気をつけること

• 出勤前の検温、健康管理

• 訪問の順番の決定
・一番最後
・直行直帰 など

• 持ち帰った物品（ゴーグルなど）の
洗浄・消毒

• 衣服の洗濯

• 毎日の更衣

47



マスクやフェイスシールドの効果
（富岳によるシミュレーション結果）

結果
・吐き出し：飛沫量は不織布、布とも約8割が捕集される。
・吸い込み：不織布マスクでは吸引飛沫量を1/3にすることが出来る。フェイ
スシールドでは50μmを超える飛沫は捕集効果があるが、エアロゾル（マイ
クロ飛沫）は防げない。 新型コロナウイルスに関する女王＜マスク編＞ データから見るマスクの効果

http://www.zen-on.co.jp/corporate_news/coronavirusnews01/



子どものマスク装着は慎重に!

呼吸が苦しくなり、窒息の危険がある

嘔吐した場合にも、窒息する可能性がある

熱がこもり、熱中症のリスクが高まる

顔色、呼吸の状態など体調異変の発見が

遅れる

49

公益社団法人日本小児科学会HP

http://www.jpeds.or.jp/modules/guidelines/index.php?content_id=128



訪問時の感染対策のポイント②

 ケアごとに手洗い、手指消毒を行う

 介助の際は利用者の正面に立たない、顔と顔が近づき
すぎないようにする

 介助中に自分の眼・鼻・口を触らない

 ケアの時には手袋やエプロンを着ける

 手袋やエプロンを外すときは汚染した面に触れないよう
に注意して外す

 使用後の手袋やエプロン、ペーパータオルなどは持ち帰
らず家庭ごみとして廃棄していただく

 ケアに不要なものはできるだけ持ち込まない（上着など
は持ち込まない）

 帰る際にも上着は玄関を出てから着る
50



家庭内では幅広い年代に感染が広がる

51

家庭内での感染が疑われる事例 家庭内での感染の広がり

（家庭内に感染が入り込んだ経路が推定可能な57組について詳細分析）

広島県HP https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/stop-infection-home.html#r01



家庭でできる感染対策

換気・湿度
家に帰ったら
食事
広げない
消毒・手洗い
健康管理など

広島県HP 「家庭でできる感染対策」

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/415367.pdf



手洗いの6つのタイミング

53
手を洗う6つのタイミング（文部科学省「学校における新型コロナウイルス感染症に
関する衛生管理マニュアル～『学校の新しい生活様式』～(2020.12.3 Ver.5) 」より）



54https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626012/20200626012-1.pdf

新型コロナウイルスに有効な消毒・除菌方法（一覧） 経済産業省



本日のテーマ

1. 新型コロナウイルス感染症の基本的な予防対策

2. 事業所内での新型コロナウイルス感染症対策

3. 訪問時の新型コロナウイルス感染症対策

4. 利用者に感染症が発生した際の対応



利用者が陽性であった場合

• 診断医師が保健所に報告

• 保健所から聞き取りの電話
・まず家族へ：発症日・現在の症状・接触の
程度など

・その他接触のあった方々、施設等へ

• 濃厚接触者の決定

• 自宅待機、ホテル療養、入院の何れかに振り
分けられる（行政の指示）

• 自宅待機の際の家族内の感染防止策の徹底

56



利用者の状況に応じた対応

57

１．感染防止に向けた取組
令和2年10月15日厚生労働省事務連絡「社会福祉施設等にお
ける感染拡大防止のための留意点について（その2）」



58

２．新型コロナウイルス感染症に感染した者等が発生した場合の取組み



利用者が発熱
症状の確認
・いつからか

・他に症状はないか

・感染が疑われる状況はないか

59

事業所に連絡し相談

サービスの提供を継続する場合は、有症状
者（発熱等）対応とする
・マスクに加えガウン（袖付き）やゴーグルを

装着する

・防護具の装着は玄関で行う



●発熱等の有症状者の訪問の場合、玄関で装着
●マスクができないケア（吸引、口腔ケア、食事介助、入浴介助、嚥下
リハビリなど…）の場合や体液、排泄物の飛沫の可能性があるケアの
際も、シールドを使用

交換用シールドをク
リアファイルに
入れてカバンに

シールド

有症状者（発熱等）の対応

ガウン（袖あり）
キャップ

エプロン
交換用マスク



ポイント①
襟元をしっかりと覆う

ポイント②
手袋でガウンの袖を覆う

防護具の着脱トレーニング



発熱等の症状のある方の
相談・受診の流れ（11月～）

。



早めの相談

63

広島県相談窓口一覧

お住まいの地域 連絡先（24時間対応）

広島市、呉市、福山市
以外の市町

082-513-2567
【広島県各保健所】

広島市
082-241-4566
【広島市各保健センター】

呉市
0823-2-5858
【呉市各保健所】

福山市
084-928-1350
【福山市各保健所】

広島県HP新型コロナウイルス感染症に係る相談・受診について

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/50/korona-soudan-kennsai.html



こころの健康管理

64

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対応する職員のためのサポートガイド
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対応する職員のためのサポートガイド
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対応する職員のためのサポートガイド
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対応する職員のためのサポートガイド
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対応する職員のためのサポートガイド



本日お話したこと

1. 新型コロナウイルス感染症の基本的な予防対策

2. 事業所内での新型コロナウイルス感染症対策

3. 訪問時の新型コロナウイルス感染症対策

4. 利用者に感染症が発生した際の対応


