
精神科医療施設における
感染防止対策

2020年８月24日（月）
千葉県がんセンター 感染管理部

感染管理認定看護師
認定看護管理者
前田 佐知子

本日の内容

1. 感染防止対策の基本的な考え方
2. 新型コロナウイルス感染症パンデミック期に
おける感染予防の具体策

• COVID-19を想定した標準予防策実践
• 早期に探知する仕組みづくり
• 疑った時点から実行する経路別予防策
3. 利用者・職員の命を守る個人防護具の正しい
使い方
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感染防止対策の基本的考え方

•標準予防策による対応をベースにするこ
とが合理的
→感染のあるなしに関係なく、以下について感
染の可能性があるものとし、適切に対応する

①嘔吐物、排泄物、傷のある皮膚、粘膜
②血液、体液、分泌物（喀痰や膿など）
③使用した器具、材料（注射針やガーゼなど）
④上記に触れた手指（手袋をはめていても）
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精神科領域における適用

考慮する点
•免疫状態は、一般の方と同等（職員と同じ）
•疾患の影響で個人の衛生管理能力に課題
•理解力や認知機能の歪みから症状訴え困難
•加えて、診察やケアへの協力が難しいことも
•閉鎖環境：換気への課題、鍵・扉など交差ポイ
ントが多数
感染防止策実践への障壁が高い
⇨知恵と工夫で感染経路を成立させない！
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コロナ蔓延期こそ
感染対策の基本を正しく実践

まずは敵を知る…疫学的特徴
感染経路：飛沫接触感染が主
ただし、激しい咳、密閉空間といった特殊条件が揃うと感染性

のエアロゾル（微粒子）の感染が成立する可能性はあり。床からの
感染例の報告はない。
発症の2日前から直後に感染性が高い
潜伏期間1日から14日（平均5日）
治療法は、未確立。高齢者は致命率が高い
無症状の場合もある

＝濃厚接触者は、発症リスクが高いので14日間自宅待機
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コロナ蔓延期の日常で医療従
事者が実践すべきこと

「感染経路無くして、感染せず」
1. リスクが高い行動を、日常生活で選択
しない

2. 感染性飛沫に触れる可能性、自分が排
出する可能性を想定する

3. 医療従事者⇨患者への感染経路を遮断
それが、３密回避と標準予防策の
実践なのです
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標準予防策の実践ポイント
<感染の可能性があるものに曝露しない対応>

1. 手指衛生のタイミングを外さない
2. 個人防護具を正しく使う
◇必要な防護具を選び使用する
◇着脱のテクニックとタイミング
患者に使用する前に汚染させない

使用後は、汚染面に触れずに外す

手袋・ガウン着脱と手指衛生はセットで

3. 患者の生活環境の衛生管理
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職員健康観察は重要

•外から来る人による持ち込みの危険性が
高いため、職員・通所利用者・面会者等
の体調チェックを行う仕組みが必要

•社会生活を送っていれば、感染症に曝露
するリスクは常にあるため、職員は感染
回避行動をとる

•職員勤務前は検温と感染症を疑う症状が
ないか、チェックし保存→有事の際に重
要な判断材料・管理を証明する資料にな
る
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職員健康観察表の一例

☆各自で管理し、必要時に確認ができるよう記録をしておいてください
出勤前の検温（自宅可）で、発熱がある方は、部署責任者に報告し休養

日付 勤務シフト 計測時刻 体温
上気道
症状

解熱鎮痛剤

内服

味覚臭覚

障害
下痢

8月24日 ℃ 有・無 有・無 有・無 有・無
8月25日 ℃ 有・無 有・無 有・無 有・無
8月26日 ℃ 有・無 有・無 有・無 有・無
8月27日 ℃ 有・無 有・無 有・無 有・無
8月28日 ℃ 有・無 有・無 有・無 有・無
8月29日 ℃ 有・無 有・無 有・無 有・無
8月30日 ℃ 有・無 有・無 有・無 有・無
8月31日 ℃ 有・無 有・無 有・無 有・無
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感染症に備え、早期に探知す
る仕組みを整え、運用する

施設外からの持ち込みの感染症に早期に気づく
仕組みが必要

勤務前中後の職員健康状態把握と記録は必須
患者の変化を見逃さない
何を把握するのか：コロナを疑う症状
新規入院の場合は、周辺での罹患者の有無
有熱者の人数の増加（突然の高熱）
同じ症状がある入居者の重なり
呼吸や食欲の変化
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訴えの少ない患者さんへは…

•バイタルサインでは発熱以外に呼吸に注目
呼吸回数 20回超えは、異変発生！
SpO2数値 95%以下は、再検・要注意
発熱についても、普段の熱型から判断

•食事や水分量
味覚異常や咽頭痛があると、飲食困難

•ぐったりしている感じが、いつも以上
看護師・介護者の観察が極めて大事！
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感染症発生時の予防策

•常に、標準予防策で対応する
➕

•感染症を疑う場合には、疑った時点から
感染経路別予防策を実行する

接触
予防策

飛沫
予防策

空気
予防策
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感染予防の基本

1. 感染症を持ち込まない
2. 標準予防策（通常）と感染経路別予防
策

（疑い時点から）

3. 早期探知のため、変化に気づく仕組み
を作って運用

変化に気づくため・適切な初動のために、以下
について定期的に実践しましょう
•感染症対策に関する教育
•患者配置に関するシミュレーション
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標準予防策

• COVID-19に対する対応の根幹
• 1996年米国疾病対策センターより発表
•構成要素は10項目

手指衛生、防護具の適切な使用、共有物品や環
境

の適切な管理に重点をおいて平常時から実施

手指衛生 患者配置
物品・器具の

管理
個人防護具

環境の
維持・管理

リネンの
取り扱い

安全な
注射手技

労働者の安全
呼吸器・咳

衛生エチケット
安全な腰椎穿刺

手技
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手指衛生のタイミング

15https://med.saraya.com/who/fivemoments.htmlより転載

手指衛生
• 管理された洗浄剤と流水による方法が基本
• サービス提供が連続する場合は、アルコール
ベースの手指消毒剤が短時間で効果的

ポイント
1. 目に見える汚れ
がある場合は、
洗浄剤と流水手
洗いをする。

2. 指先や指の間、
親指の洗い残し
が発生しやすい
場所をしっかり
洗う
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ポイント
①手荒れ防止のため水で手を濡らしてからせっけ
んを手にとる
②せっけんを20秒かけて手指全体に行き渡らせて
汚れをとる、そして十分すすぐ
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https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593494.pdf から転載

防護具の適切な使用

•すべての入居者とスタッフのどちらも感染から
守るため（感染経路の遮断）に使用する

•用途に合わせて正しくつかうことが大事
・他の入居者・介護・医療者の感染を防ぐ
・汚染物の曝露に対する保護
・汚染物の拡散防止
・不要な防護具は時間・コストのムダ
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共有物品や環境の適切な管理

管理の原則
共有物品は、次の使用目的に合わせて適切な
水準の洗浄・消毒を行うこと

•可能なものは、熱水洗浄消毒をする
•「いきなり消毒」はNG。有機物の存在が消毒
効果を減弱させるか、無効にしてしまう。
消毒前には、必ず界面活性剤を用い、洗浄する
環境は、ヒトの手が良く触れるコンタクトポ
イントを中心に、界面活性剤で汚れを物理的に
除去する
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SARS-CoV-2の
環境表面での感染性期間

•紙やティッシュでは３時間
•木や布では２日
•ガラスや紙幣では４日
•ステンレスやプラスティックでは７日
•マスクの外側では、７日目でも感染性ウイルス
確認

A. W. H. Chin, et. al. Stability of SARS-CoV-2 in different 
environment conditions. Lancet Microbe, 2020, April 2, 2020.

頻繁に人の手が触れる環境は清掃、共有物品は使用後、可
能な範囲で除染を行う。これらに触れた後、手の衛生を保
つことが極めて重要

消毒剤やブリーチ
を作用させると、
速やかに消失
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対コロナの環境管理

•消毒薬不足、環境整備の資材不足が流行ピーク
時には深刻だった

•家庭用洗浄剤の中で、SARS-cov2の不活化に
有効であるとのデータが経済産業省HPに掲載
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200529005/20200529005.html

•水拭きのみでは、汚れを適切に落とすことは難
しいことから、界面活性剤を使用した清掃を日
常的に行うとよい

•消毒薬を使用する場合は、清拭か浸漬法で
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COVID-19を疑ったら

感染経路別予防策
•入居者は同じ部屋に同じ感染症の方を集団で管
理するか個室管理

•感染者が移転した後の部屋には新規入居者は入
れない（同室者は濃厚接触となる）

•ゾーニングは、汚染エリア（赤）中間エリア
（黄）清潔エリア（緑）と色分けをして明確に
する。サービスステーションや休憩室は、清潔
エリアとする

•各ゾーンの中では、決められた防護具を正しく
着脱してサービスを提供
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COVID-19の場合の区域管理
• 胃腸炎やインフルエンザの場合は、廊下と居室が汚染
と清潔の境界で管理可能

• COVID-19の場合には、防護具の脱衣や使用済みの器
具、廃棄物やリネンの管理が感染制御上の鍵となる。
スペースを広く設け、ミスが起きないように管理する

• ゾーニングをしたら、緑→黄→赤の方向で移動し交差
を避ける

• 緑や黄に戻る場合は、赤ゾーンを出る時、防護具を全
て外し（交換）、手指衛生を確実に行ってから戻る

• 一度、汚染区域方向に動かした物品は、対策中は原則、
緑ゾーンに戻さない

• 患者間で共有する血圧計やパルスオキシメータは、毎
回除染し、所定の場所（黄または赤ゾーン）で管理す
る
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COVID-19の患者に対応する時
の防護具

•基本は、飛沫接触予防策
•目の防護は必須
•エアロゾル産生処置（吸引）の時、激しく咳込
む症状がある入居者対応では、フェイスマスク
をN95マスクに変える

清潔区域 中間区域 感染区域
ユニバーサルマス
キング（常時マス
ク装着）

マスクのまま移動

防護具着脱支援・器
具除染・環境整備の
時は、使い捨てビ
ニールエプロンと手
袋

＜フル装備＞
マスク（N95マスク）
長袖ガウン
フェイスシールド
手袋（１重で可）
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施設内の区域管理例
（ゾーニング）

• 施設内利用者が行動す
る範囲を感染区域
（レッドゾーン）

• 施設職員と外部支援職
員が行動する場所を中
間区域（イエローゾー
ン）個人防護具の着脱
ポイントはここに設置

• 本部は清潔区域（グ
リーンゾーン） 資材
保管、外部支援者はこ
こで休憩や食事
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ゾーニング：境界床に色別テープを貼る
汚染と清潔が交差しないように管理する
床から感染はしないので、履物は区別なし
ビニールカーテンは不要（管理しにくい）

COVID-19感染症は知らぬ間に
施設内に侵入します
間違いやすい点
1. 個人防護具の付け方の間違い
N95マスク関連、常時装着による汚染
（急な展開・支援物資に不慣れ）

2. 手指衛生のエラー
感染拡大に関わる最大の原因

3. 患者の配置で混乱
個室管理開始に伴う同室者の対応
チームは急遽編成（慣れたスタッフ不在）

26



個人防護具の正しい
使用法

患者・職員とも、命を守るために

個人防護具の着脱順序

注意）サムホール付きのガウンを着用した場合は、手袋とガウンを一体で、
最初に外します。各施設の装備により、手順を明確にしておくことが重要

出典 INFECTION CONTROL （2017）26 巻4 号
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使い捨てガウン

•目的 衣服や体幹部の汚染を防ぐ
•使用すべき場面
感染性物質に衣服や体幹部が触れる可能性が

ある場合（排液、失禁ケア、創傷処置、口腔ケ
ア、吸引、胃瘻の管理など）
接触飛沫感染予防策を適用中の場合
エプロンと使い分け
汚染が胴体だけの場合は、エプロンで可
汚染が腕を含む場合は、ガウンが良い
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使い捨てガウンが
購入困難の場合

1. 肘から下を洗うことを条件にエプロンを選ぶ
2. ビニール袋等で作成
接着すべき場所に隙間ができないように注意。

結び目は背中側（セーフゾーン）が安全
例 http://www.horikawa-hp.or.jp/common/pdf/pdf_35.pdf

3. 防水性の素材のガウンを購入し、適切に洗濯
処理をして、リユースする体制をとる
製品例 https://www.nagaileben.co.jp/wp-

content/uploads/2020/04/ab04d1efedbc4a57b4da7bbe25b71bb7.pdf
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作成例 70リットルビニール袋

京都府 堀川病院ホームページから転載 31

ガウンの着脱方法

①襟ひも、腰ひ
もをほどく。

①ガウンの袖に片
方ずつ手を通す。

②襟ひもを結ぶ。 ③背中側を重ね合わ
せて腰ひもを結ぶ。

②袖口の内側に手
を入れて袖を引
き抜き、反対の
袖を外側から引
き抜く。

③表面の汚染面
が内側になる
ように脱ぐ。

④中表になるように
折り込んでいく。

⑤ロール状に折りた
たみ、廃棄する。

ガウンの着け方

ガウンの外し方

出典 INFECTION CONTROL （2017）26 巻4 号
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エプロンの着脱方法

①エプロンの
首の部分を
持つ。

プラスチックエプロンの着け方

プラスチックエプロンの外し方

②エプロンを
首にかける。

③腰ひもを結
ぶ。

④裾を広げる。

①首の後ろに
あるミシン
目を引きち
ぎる。

②上半分を前
面に垂らす。

③両裾の内側を持
ち、下から上に
折り込んでいく。

④腰の部分で
腰ひもを一
緒に持つ。

⑤前方に引っ
張り、腰ひ
もをちぎる。

⑥小さく折り
たたみ、廃
棄する。

出典 INFECTION CONTROL （2017）26 巻4 号
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マスク

•目的 鼻と口の粘膜を守る
ユニバーサルマスキングでは、装着者の飛沫

をブロックする役割として、常時使用（交換の
基準を各施設で定めておくと良い）

•使用すべき場面
上気道症状がある方のケア、吸引、口腔ケア
水溶性感染性物質の除去
使用後器材の洗浄、創傷皮膚や粘膜の洗浄
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サージカルマスクの着脱方法
③顎まで覆
うように
プリーツ
をのばす。

②ノーズピー
スを押さえ、
鼻の形に合
わせる。

①ノーズピー
スが上側、
マスクのプ
リーツが下
向きになる
ように装着
する。

サージカルマスクの着け方

サージカルマスクの外し方

鼻出しマスク 顎マスク 腕マスク

NGマスク

①マスク表面に接触
しないように耳ゴ
ムを持ち、顔から
外す。

②マスクは丸め
ずにそのまま
廃棄する。

出典 INFECTION CONTROL （2017）26 巻4 号
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目の防護

• 目的
感染性物質が目の粘膜に飛び散ることを防ぐ

• 使用すべき場面
マスクを装着するときにセットで使用
眼鏡の使用有無に関わらずに使用
上気道症状がある方へのケア
吸引、口腔ケア、水溶性感染性物質の除去
使用後器材の洗浄、創傷皮膚や粘膜の洗浄
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ゴーグル、フェイスシールドの着脱方法

両手でフレームを持って装着する。

ゴーグルの着け方

フェイスシールドの着け方

ゴーグルの外し方

フェイスシールドの外し方

両手でフレームを持って装着する。

ゴーグルの表面に接触しないよう
に、フレームを持って外す。

シールドの表面に接触しないよう
に、フレームを持って外す。

出典 INFECTION CONTROL （2017）26 巻4 号 37

N95マスク（レスピレータ）の着脱方法
N95マスクの着け方

N95マスクの外し方

①マスクを手の平
にのせ、ゴムバ
ンドが下に垂れ
るように持つ。

②上側のゴムバン
ドを頭頂部にか
ける。

③下側のゴムバン
ドを後頸部にか
ける。

④ノーズピースを
押さえ、鼻の形
に合わせて鼻に
密着させる。

⑤両手でマスクを
覆い、空気の漏
れをチェックす
る。

①下側のゴムバンド
を両手でつまみ、
持ち上げる。

②マスク表面に触れな
いようにゴムバンド
を前方へ下ろして手
を離す。

③上側のゴムバンドを
両手でつまみ、持ち
上げる。

④マスクを顔から外し、
保管または廃棄する。

シールチェック

出典 INFECTION CONTROL （2017）26 巻4 号
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手 袋

• 目的 手指の汚染を防ぐ
• 使用すべき場面
手が感染性物質に触れる可能性のあるサービス提供
時か、接触・飛沫感染予防策を実施中の方への対応
• 注意点
手袋を着用した時でも、手指衛生が必要な場面で

は、手袋を脱いでから手指衛生を行う。（入居者毎
はもちろん、手袋が汚染した時も）
手袋は必要な場面のみに着用する。そうではない

場合、手袋自体が伝播の主要なリスクに

39

手袋の着脱方法

②手袋の手首
部分を持つ。

手袋の
着け方 ①

手
指
衛
生

手袋の
外し方

⑤
手
指
衛
生

③手袋がどこにも触れ
ないように装着する。

④同様に反対側の手に
装着する。

①手袋の手首部分の
外側をつまみ、内
側に触れないよう
に手袋をめくる。

②汚染された外表面が
内側になるように中
表に外していく。

③外した手袋を丸め
て握り、手袋を外
した手先を手袋と
手首の間に差し入
れる。

④もう一方の手袋も
中表になるように
めくりながら外し、
廃棄する。

ガウンとの組み合わせ

手袋でガウンの
袖口をしっかり覆う

出典 INFECTION CONTROL （2017）26 巻4 号 40



防護具は通常、組み合わせて
使用することが大半

•標準予防策では、使用目的を意識して選ぶ
次の動作でどのような汚染が予想されるのか、
によって選択

業務内容別に、選択する目安を決めておく
（例 オムツ交換の時はマスク・使い捨て手袋
と使い捨てエプロン）
•経路別予防策の時は、対応の前に、決まった防
護具を全て装着するのが原則
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新型コロナウイルス感染症
対応の際の防護具

日本環境感染学会 新型コロナウイルス感染症への対応ガイドVer.3より 42



エアロゾル産生処置の場合はN95を選択

日本環境感染学会 新型コロナウイルス感染症への対応ガイドVer.3より
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防護具着脱の原則

•手袋は装着時は最後・外す場合は最初
•手袋を介した交差感染防止のため、防護具装着
は、直前にする

•新型コロナウイルス感染症の現状から、職員に
ついては、勤務中のマスク装着はリスク管理と
して重要。職員の飛沫ブロック目的のマスクの
連続装着の際は、マスクの内側を汚染しないよ
うに管理

•防護具は、患者ごとに交換するのが原則
•防護具は用事が済んだら、すぐに外し手指衛生
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まとめ

•新型コロナウイルス感染症と付き合いながら生
活する時代となったが、感染予防策の実践環境
や仕組みを見直す良い機会

•施設内で発生する可能性を念頭に、感染予防策
の基本的な知識＝標準予防策が組織のベースラ
インとして、職員に浸透するとマイナスの影響
の最小化につながる

• COVID-19に備える観点からは、発生が確認さ
れたとしても、濃厚接触にならないように施設
内の管理を見直す
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参考資料
日本環境感染学会HPからダウンロード可能

流行時対策 中小病院・長期療養型施設・高齢者介護施設 自施設でのチェック 支援チームのチェック

病院内・施設内感染対策委員会の設置 病院長（施設長）の下、報告・指示体制の明確化 □ □

感染対策チームの編成 感染対策を担当する医師、看護師、スタッフの任命 □ □

保健所等行政機関との連携
保健所等行政機関の窓口、担当者の確認、患者（利用者）や職員の有症状時のPCR等検査の受
診窓口の確認

□ □

近隣の医療機関との医療連携 支援を受けられる医療機関の確保、リスト作成 □ □

家族の緊急連絡先等の情報収集、更新 入院時・入所時の連絡先の情報収集、更新 □ □

対外的な問い合わせ窓口を設置 家族、行政、マスコミ等の窓口担当者の設置 □ □

職員の症状の確認 職員の毎日の健康チェック、体温測定 □ □

職員の教育 手指衛生、標準予防策、感染経路別予防策など感染対策の講習 □ □

有症状者（職員・外部委託業者も含む）の休業、報告 発熱、鼻閉、鼻汁、咳嗽、咽頭痛、頭痛、呼吸困難感、倦怠感、味覚・嗅覚障害などの有無 □ □

有症状者の医療機関受診、診断 早期の医療機関受診、PCR等検査の推奨 □ □

職場復帰の時期 症状消失後48時間の自宅療養後 □ □

会議の開催・研修会など 会議のオンライン化、中止、延期の検討、または、人数制限や場所を考慮し密を避ける □ □

マスク、個人防護具の適正使用 常時マスクの着用、必要に応じた個人防護具の着用、脱着手順 □ □

白衣・ユニフォーム 毎日交換・洗濯 □ □

職場の環境 換気に注意し、高頻度接触部位の消毒、人の動線を考えた配置 □ □

休憩室、更衣室での環境 向かい合って座らない、個別で物品を使用する、休憩ごとに換気をする □ □

当直室・仮眠室 シーツは使用の度に交換、高頻度接触部位の消毒 □ □

密集，密閉，密着を伴う場への参加の自粛 職場、職場以外での３密の場への参加自粛 □ □

突然の休業時の対応準備 代行者の確保・業務の分担 □ □

患者（利用者）の症状を確認 患者（利用者）の健康状態を観察・把握し、有症状者の把握 □ □

患者（利用者）の教育 手指衛生、マスク着用の教育 □ □

健康状態を毎日確認し，有症状者の個室対応 発熱、鼻閉、鼻汁、咳嗽、咽頭痛、頭痛、呼吸困難感、倦怠感、味覚・嗅覚障害などの有無 □ □

症候群サーベイランスの実施 毎日確認した症状を病棟別で集計する □ □

患者（利用者）の共有スペースの使用 デイルーム、食堂における身体的距離の確保 □ □

マスクの常時着用 常時、マスクの使用が可能な場合は常時着用 □ □

共用部分の消毒
高頻度接触部位（ドアノブ，ベッド柵，手すり，エレベータースイッチ，スイッチ，テーブル，パソコン，
電話，多数の患者が使用する器具など）の定期的な消毒

□ □

施設内における感染症発生時の対応
フローチャートの作成、人材配置、疑い患者または陽性者収容エリアの準備および訓練（PPE着脱、
動線など）

□ □

身体的距離の確保 職員の身体的距離の確保できる配置 □ □

定期的な換気 窓開け、窓の外に向けたサーキュレーターの使用 □ □

飛沫防止 職員の常時マスク使用、パーテーション、ビニールカーテン等の利用 □ □

アルコール手指消毒剤の設置、手洗い指導 病院（施設）入口にアルコール手指消毒剤を配置、手指衛生の必要なタイミングを表示 □ □

面会 面会者の健康状態の確認、マスクの着用、短時間での面会、必要に応じて面会制限 □ □

面会者・来所者の記録 面会者・来所者の氏名・連絡先、面会日時・時間の記載 □ □

物資の確保 個人防護具，速乾式手指消毒薬などの確保 □ □

短期利用者の受け入れ中止 短期利用者、デイサービス利用者の中止 □ □

新型コロナウイルス感染症の院内・施設内感染対策チェックリスト           2020.7

感染対策組織

職員の管理

患者（利用者）の管理

感染予防対策
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感染疑い者の発生時 流行時対策に加えて下記の対策 自施設でのチェック 支援チームのチェック

感染疑い者の調査 臨床経過と行動歴の把握 □ □

有症状者の調査 同じ病棟（ケアーユニット）内の他の患者（利用者）、担当職員での症状の有無の確認 □ □

接触者調査 接触者の一覧表を作成、接触者の健康観察 □ □

有症状者の隔離 患者（利用者）を個室に隔離。 □ □

有症状者の隔離 疑い患者を収容するエリアを作り、患者を移動 □ □

感染拡大防止 病棟（ケアーユニット）の閉鎖、隔離 □ □

有症状者の担当職員 担当職員を限定し、個人防御具を装着し、ケアーする □ □

保健所への連絡、情報提供 感染を疑う利用者の保健所への情報提供、受診相談 □ □

業務の継続 保健所と業務の継続等について相談 □ □

感染発生時の対応 感染疑い者の発生時対策に加えて下記の対策 自施設でのチェック 支援チームのチェック

新型コロナウイルス感染症対策本部の立ち上げ 施設長を本部長として、対策本部を立ち上げて会議を招集 □ □

保健所との連携体制を構築 保健所、行政機関の窓口の担当者への報告 □ □

保健所へ感染者を報告し、疫学調査の協力 感染者、感染が疑われる範囲（病棟・期間等）の報告、感染者の疫学調査の協力 □ □

情報の発信、共有 情報の正確な把握と適切な発信、職員への情報共有 □ □

問い合わせ窓口の設置 対外的な問い合わせ窓口を早期に設置 □ □

感染対策を担当の専任 感染対策を担当する医師および看護師、その他スタッフ による巡回の専任化 □ □

適切な人材の配置 感染対策充実、医療提供体制の維持に向けた人材配置 □ □

感染症発生状況等の把握 感染者や体調不良者の発生状況から感染が疑われる範囲を特定 □ □

濃厚接触者の把握、健康観察 濃厚接触者等の一覧を作成（職員を含む）し、健康観察 □ □

濃厚接触者の職員の休業 濃厚接触者の職員の自宅待機。公共交通機関の使用は避けること。 □ □

PCR検査実施 接触者一覧からリスクの高い順にPCR検査 □ □

職員の健康観察 出勤前に発熱等の感染を疑わせる症状の有無を確認、症状があれば職場を休む □ □

全職員の教育 標準予防策、感染経路別予防策などの教育 □ □

接触する職員の限定 固定された職員が感染者をケア □ □

職員からの相談窓口の整備 新型コロナウイルス感染症に対する相談窓口の整備 □ □

ゾーニング 感染領域と非感染領域を明確に区分け、ナースステーション（職員室）は非感染領域に設定 □ □

動線の確保 感染者と非感染者が交差しない動線の確保 □ □

標準予防策、感染経路別予防策の徹底
正しい手指衛生、過度にならない適切な個人防護具の選択と着脱（N95、サージカルマスク、フェイ
スシールド、ゴーグル、手袋、ガウン、エプロンなど）、咳エチケットを徹底

□ □

個人防護具の着脱方法
感染領域と非感染領域の間に、個人防護具の脱衣する準感染領域を設定。ポスター掲示等で個人
防護具の着脱方法を掲示

□ □

コホーティング 感染者、濃厚接触者、それ以外の者の病室に分ける □ □

専用物品を配置 体温計、聴診器、血圧計、パルスオキシメータなどの専用物品を配置 □ □

環境対策
高頻度に不特定多数が接触する箇所（ドアノブ、手すり、スイッチ、テーブル、ベッド柵、電話、ナース
コール、パソコンなど）は、各勤務において清拭消毒を実施

□ □

個人防護具等を確保 今後、必要性の高まる資材の在庫確認及び調達 □ □

職場環境を整備 休憩時間の分散、休憩室の換気等 □ □

医療廃棄物の適切な処理 廃棄物の適切な処理方法、使用後のリネンの適切な取扱い等を掲示 □ □

面会 感染者への面会禁止、他の患者（利用者）への面会制限・禁止 □ □

感染者の転院 状況に応じて感染者の転院先を確保 □ □

入院（入所）制限 新規入院患者の制限等を検討 □ □

外来診療、デイサービスの中止 外来診療、デイサービスの中止を検討。保健所と相談の上対応を決定 □ □

一般社団法人　日本環境感染学会

感染状況の把握、対応

感染拡大防止対策

感染予防策

患者（利用者）管理

感染対策組織


