
1

通所施設における
感染対策

広島赤十字・原爆病院 集中治療室

山本 浩之

児童福祉施設等を対象としたオンデマンド研修 本日のテーマ

1. 新型コロナウイルス感染症の特性

2. 新型コロナウイルス感染症の基本的な予防対策

3. 通所施設内での新型コロナウイルス感染症対策

4. 子どもや職員の方に感染症が発生した際の対応

本日のテーマ

1. 新型コロナウイルス感染症の特性

2. 新型コロナウイルス感染症の基本的な予防対策

3. 通所施設内での新型コロナウイルス感染症対策

4. 子どもや職員の方に感染症が発生した際の対応

症状

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

•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

発症する前から感染力がある

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

新型コロナウイルスは
発症の2日前～発症直前がピーク
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10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上

年齢階級別感染者数と死亡者数

感染者数 死者数

日本国内の年齢別の新型コロナ感染者数と死亡者数
（厚生労働省. 令和3年1月6日18時時点）

子どもは症状が乏しい

CDC COVID-19 Response Team(2020.4.10), Coronavirus Disease 2019 in Children-United 
Stated, February12-April 2, 2020,US Department of Health and Human Services/Center for 
Diseases Control and Presentation

成人 子ども

発熱 71％ 56％

咳 80％ 54％

息切れ 43％ 13％

筋肉痛 61％ 23％

頭痛 58％ 28％

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

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

子どもの感染事例

家族内で感染
職場・会食
で感染

親がウイルスを
家庭内に持ち込む

子どもの感染の多くは、大人(親)からの感染

施設内感染
(クラスター)

子どもがウイルスを
施設内に持ち込む

職員がウイルスを
施設に持ち込む

有症状 無症状

子どもにおける
新型コロナウイルス感染症の特性

⚫大人に比べると子どもの感染者数は少ない

⚫感染しても無症状や軽症がほとんど

⚫重症化する割合は少ない

(1歳未満の乳児や持病のある子どもは注意)

⚫家庭内で感染している事例が多い

本日のテーマ

1. 新型コロナウイルス感染症の特性

2. 新型コロナウイルス感染症の基本的な予防対策

3. 通所施設内での新型コロナウイルス感染症対策

4. 子どもや職員の方に感染症が発生した際の対応
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新型コロナウイルスの感染経路

飛沫感染 接触感染

飛沫が付着した身体や物品を触れ

ることによって手にウイルスが付

着し、その手で目・口・鼻を触る

ことで体内に侵入して感染する

感染者の咳・くしゃみによって空

気中に飛び出したウイルスが口や

鼻に侵入して感染する

ウイルスを含む飛沫が入り込む

14

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
・距離をあける・マスクを着用する・換気をする

16

飛沫予防策

約2ｍ

咳エチケット

マスクを着用する
(口・鼻を覆う)

ティッシュ・ハンカチで
口・鼻を覆う

袖で口・鼻を覆う

何もせずに
咳やくしゃみをする

咳やくしゃみを
手でおさえる

使用後のティッシュ
やマスクは速やかに
ゴミ箱へ捨てる

マスクの着用

あご出しマスク 顎マスク鼻出しマスク

着用時のポイント
⚫ マスクの表裏を確認し、マスク
を装着する。ノーズワイヤーを
鼻の形にあわせて着ける

⚫ マスクは鼻から顎まで多い、
隙間がないように装着する
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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

マスクは汚染しないように外す

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。

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/

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（環境清掃）

人は平均して1時間に23回も
自分の顔に触れている

手指衛生

15秒以上かけて手に擦り込む
手が目に見えて汚れていない場合

アルコール
手指消毒薬

石けんと流水
による手洗い

30秒以上の手洗い
手が目に見えて汚れている場合

手指衛生は、必要な場面・適切な方法で行うことが重要

手指消毒と手洗いの除菌効果比較

手指衛生の方法
30秒後の
除菌効果

手洗い 1/60～1/600

手指消毒 1/3000

INFECTION CONTROL 秋季増刊号 2014,P29 一部改変
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第一選択は、手指消毒薬

①アルコール手指消毒薬の方が、除菌

効果が高い

②水道設備が不要で、場所を選ばない

③手指消毒は15秒、手洗いは30秒

④外出時にはアルコール手指消毒薬の

携帯が奨められる

手指衛生が必要な場面

職員

•出勤時、退勤時

•食事を準備する前後

•食事介助の前後

•おむつ交換や排泄介助

•鼻水やよだれ、血液な
どに触れた後

•休憩前後

•戸外活動の後

子ども

•登園時、入館時

(保護者も行う)

•飲食前後

•トイレ使用後

•鼻水やよだれが手に
付着しているとき

•玩具使用前後

•戸外活動の後

手指消毒
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_

手洗い

換気
定期的な換気

⚫ ２方向の窓を開け、数分程度の換気を３０分

から１時間毎に１回程度行う

⚫ 窓が１つしかない場合は、部屋のドアを開け

て、扇風機などを窓の外に向けて設置する

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
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環境清掃・消毒時の注意点

⚫環境表面に汚れがある時は、まず汚れを落としてか

ら環境の消毒をする

⚫環境消毒はスプレーによる噴霧よりも清拭による消

毒が望ましい

スプレータイプの消毒薬のデメリット

⚫噴霧により、子どもが消毒薬を吸入する危険がある

⚫消毒が不十分になる

テーブルの拭き方

清掃時のポイント
⚫ 汚染した箇所を拡げないように奥から手前に
一方通行でS字で拭く

⚫ 同じクロスで、何度も同じ箇所を往復しない

新型コロナウイルスに有効な消毒

アルコール(60％以上90％以下)

次亜塩素酸ナトリウム 0.05％以上
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム（0.1%以上）

アルキルグリコシド（0.1%以上）

アルキルアミンオキシド（0.05%以上）

塩化ベンザルコニウム（0.05%以上）

塩化ベンゼトニウム（0.05%以上）

塩化ジアルキルジメチルアンモニウム（0.01％以上）

ポリオキシエチレンアルキルエーテル（0.2%以上）

純石けん分（脂肪酸カリウム（0.24％以上）

純石けん分（脂肪酸ナトリウム（0.22％以上）

家庭用洗剤等
界面活性剤・第４級アンモニウム塩

拭き掃除に使うとき

流水でかけ流すとき

有効塩素濃度80ppm(＝0.08％)以上

有効塩素濃度35ppm(＝0.035％)以上

次亜塩素酸水

①汚れ（有機物：手垢、油脂等）をあらかじめ除去すること
②対象物に対して十分な量を使用すること

経済産業省：新型コロナウイルスに有効な消毒・除菌方法（一覧）より抜粋

http://www.kyotanabe.jp/cmsfiles/contents/0000015/15113/List.pdf

本日のテーマ

1. 新型コロナウイルス感染症の特性

2. 新型コロナウイルス感染症の基本的な予防対策

3. 通所施設内での新型コロナウイルス感染症対策

4. 子どもや職員の方に感染症が発生した際の対応

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2日前から排出している
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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、および粘膜は感染性がある
ものとして対応する

感染症の有る無しに関わらず
全ての人に適用される

＋

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2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

出勤時
・出勤したらまず手指衛生

・更衣室入室前後の手指衛生

・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

・施設内の清掃、消毒

施設内でのルールを決める①

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）

施設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

外した後のマスクは適切に管理
⚫ マスクの表面はウイルスを含む

飛沫で汚染されている

⚫ 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

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

施設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

37 38
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https://www.irasutoya.com/2020/06/blog-post_697.html
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子どもの日々の健康観察

・自宅、登園・入館前の体温測定、健康チェックの徹底

・発熱・呼吸器症状など体調不良があれば登園・入館を

避けるよう保護者に指導する

保護者の送迎

・送迎者を各家族1人にする

・施設内での滞在時間を少なくする

・祖父母などリスクの高い方の送迎は避けてもらう

保護者とのルールを決める④

持ち込まない・拡げない・感染しない 手洗い場での注意点

タオルの共用はせず、
ペーパータオルを使用

手洗い場の石けんは、
液体石けんが望ましい

液体石けんの詰め替えは
空の容器を洗浄し、乾燥させてから行う

アルコール消毒薬による目の
曝露に注意

予防策

⚫子どもの顔にかからない位置に、

消毒薬を設置する

⚫噴霧タイプではなく、液状タイプ

を使用する

⚫未就学児は、手洗いを優先的に

子どものマスク着用

乳幼児(特に2歳未満)のマスク着用は危険がある

⚫乳幼児は、自ら体調不良を訴えることが難しい

⚫自分でマスクを外すことが困難

⚫顔色、呼吸状態などの体調の異変を察知しにくい

⚫吐物などを嘔吐した時に 窒息しやすい

⚫熱がこもり、熱中症のリスクが高まる

日本小児医学会 http://www.jpeds.or.jp/modules/guidelines/index.php?content_id=117

食事中の感染対策

食事中は唾液などの飛沫が飛び散りやすい状況

対面させない
1m以上距離を開ける

机

児 児 児

机

児 児 児

児 児

児

机

児 児

対面でも互い違いに
配席する

1m

食事介助をする職員は、児の正面からの介助を避け、横から介助する

1m 1m

1m

オムツ交換時の感染対策

オムツ交換の手順を職員間で徹底する

➀オムツ交換前に手指衛生を行う

②使い捨ての手袋を着用し、オムツ交換を行う

③オムツ交換終了後は、手袋を外し、石けんと流水

で手洗いを行う

※食事をする場所等と交差しない場所で実施する

1処置１手袋で、別の児に同じ手袋を使い回さない

43 44

45 46

47 48
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玩具の管理

⚫洗える材質の玩具を使用する

⚫布製の玩具は、洗剤で洗う

⚫乳児がなめたりかんだりする玩具は個別に
用意する

⚫クラス間で同じ玩具を共有しない

⚫本・パズル・小さなブロックなど洗えない
遊具や玩具を使用する場合は、使用前後に
児の手を洗う

プール遊び
適切に水質管理がなされていれば
プールを介した感染のリスクは低い

⚫ 一度に活動する人数を調整し、更衣場所も含め
子どもが密集する状態を作らないようにする

⚫ タオルやおもちゃなどの備品は共用しない

⚫ 排泄行動が自立していない乳児に対しては個別
で行う

イベント・行事の開催

⚫県内の感染症流行状況を見ながら開催を検討する

⚫家族の参加人数を制限し、家族同士の距離を1～2ｍ

程度あける(同居家族間は距離をあけなくてよい)

⚫参加者にはマスク着用を義務付ける

⚫定期的な換気を行う

⚫クラス単位で時間を分けて開催する

体調不良の子どもへの対応
⚫体調不良の子どもは、隔離スペースへ移動する

⚫子どもとの接触毎に手指衛生を行う

⚫複数の体調不良の子どもがいる場合は、子ども同士が接触

しないよう十分な距離を保てるよう配慮する

⚫保護者に症状を伝え、かかりつけ医への受診をすすめる

体調不良の子供の対応にあたる職員の防護について

⚫ 職員用のサージカルマスクやエプロンなどを準備しておく

⚫ 子どもがマスクを着用できない場合、職員はゴーグルや

フェイスシールドを使用し、目の防護をする

本日のテーマ

1. 新型コロナウイルス感染症の特性

2. 新型コロナウイルス感染症の基本的な予防対策

3. 通所施設内での新型コロナウイルス感染症対策

4. 子どもや職員の方に感染症が発生した際の対応

保育現場のための新型コロナウイルス感染症対応ガイドブック第２版(2020.10 )

保育所等における
新型コロナウイルス感染症疑似症例・感染者発生時対応フロー

49 50

51 52

53 54
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職員や子どもが陽性者と
特定された場合の対応

行政と連携し、積極的疫学調査を開始

関係各所と今後の施設運営について協議

⚫子ども、職員の体調不良者の調査

⚫子ども、職員の濃厚接触者のリストアップ

⚫休園・休館期間や休園・休館対象の範囲の決定

⚫園内・館内の消毒、開園・開館時の対応を検討

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

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

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
個人防
護具

個人防護具着用な
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

個人防護具全てあ
り

低リスク 自己 なし

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

職員や子どもが濃厚接触者
に特定された場合

登園・出勤を控える期間の基準
感染者と最後に接触した日から14日間

行政機関の指示のもと適切な時期にPCR検査

□陰性：自宅で14日間の健康観察

□陽性：行政の指示に従い、療養先の決定

同居者家族は濃厚接触者となる
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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

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

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

本日のテーマ

1. 新型コロナウイルス感染症の特性

2. 新型コロナウイルス感染症の基本的な予防対策

3. 通所施設内での新型コロナウイルス感染症対策

4. 子どもや職員の方に感染症が発生した際の対応
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