
新型コロナウィルス感染防止に係るＱ＆Ａ  その１ （感染予防）

項目 質問 回答

新型コロナウイルスの感染
について

・ 感染の８割が唾液等飛沫感染。
・ 接触感染は、皮膚に触れただけでは感染しない。触れた手で口や目などの粘
膜等に触れた時に感染する。これは手を洗うこと、着替えること、洗わない手で
顔を触れないことと等で防ぐことができる。
・ 感染症の特徴として頭痛や倦怠感が言われているが、これまで感染症患者と
関わった感覚では下痢の症状の頻度が高い印象である。

感染に対し常に意識してほし
いこと
【発症２日前だと思うこ
と】

・新型コロナウイルスは、発症２日前から他人に感染させるという特性があり、
特に発症日前後はウイルスの放出量は多いということがわかっている。
・また、無症状でも感染させるということもあり、誰しも感染しているかもしれ
ないと思うことが大切である。

高齢者施設の場合の濃厚接
触者の具体的判断基準は

・これは保健所判断となる。どちらか一方がマスクを外した状態でおしゃべ
り・休憩・食事をすると濃厚接触者になると推定される。
また、会議は人数ではなく、その空間の換気がされているのか、座席位置、全員
がマスクをしているのかなどの条件を、事が起きたときは確認する。座席は斜向
かいにして、マスクをつけて換気の良い場所で少人数・15分以内で話すのであ
れば、濃厚接触にはなりにくいのではないかと考える。
・最近はスーパーコンピュータがシミュレーションした映像もあるので、来訪者
の体調チェックは確実に行う前提条件のもと、自施設の面談環境を設定する際の
参考にして、基本型を決めるのがよろしいのではないか。
・なお、ケアにおける目安を以下のとおりあげる。
 ‣おむつ交換：職員は手袋を装着して対応している→該当しない
 ‣口腔ケア：歯ブラシ等を素手で渡す→該当する（粘膜に触れているため）
       ↪平時から手袋を装着すべき
 ‣入浴介助：職員が手袋や布・マスクを装着する→該当しない
 （とにかく粘膜に触れないように配慮すること）

職員の
管理

【健康観察の留意事項】

定期的な体温測定と発熱へ
の対応について

・職員、入所者の健康管理は非常に重要である。日に3回ほど測ることが望まし
いとされ、測る際には比較しやすいように同じ体温計で測り、体温計を複数の方
で共用しないこと。
・仮に発症して発熱した場合、速やかに休む（隔離する）ことで、感染拡大の防
止につながる。新型コロナウイルス感染症は、発熱しても持続せず場合によって
は1日以内に解熱する場合もあります。発熱時は速やかに休み（隔離する）、発
熱以外の体調不良（悪寒・咽頭痛・咳・鼻水・消化器症状・味覚障害や嗅覚障
害）についても注意し、発熱やそれらの体調不良が認められないことを十分に
確認すること。

感染症予防マニュアルにお
いて、37.5度を超えた時に
就業禁止と規定することは
どうか

・体温で条件を示すのは適切でない。平熱+1℃の温度であれば、発熱とみなす
くらいしか表現がないのではないか。症状ベースの体調変化+発熱で判断するこ
とが良い。かぜ症候群と見分けがつかないのが、コロナの特徴である。インフル
エンザのように急激に強い症状が出るのでもなさそうである。発熱±上気道症
状（咽頭違和感、咳、鼻水など）±消化器症状（下痢気味）±味覚嗅覚障害±
倦怠感 という感じではないか。
・はじめのうちは、熱以外に症状がなくても、時間経過で咽頭違和感が出たりす
る。発熱だけではなく、症状にも注目しておいた方がいい。

健康管理に係る様式につい
て

・氏名や体温の他に、倦怠感や頭痛の有無について記載してもらう様式にすると
いい。
 また、自己申告ではなく互いにチェックできる体制を作ることは必要。

基本的
事 項

職員の
管理
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新型コロナウィルス感染防止に係るＱ＆Ａ  その１ （感染予防）

項目 質問 回答

職場での感染予防の注意点

・ 双方がマスクをしていれば濃厚接触者にならないが、昼食時などマスクを外
し、食事をすると感染のリスクが高くなる。
・ 更衣室等も危険な場所である。気が緩み、マスクをずらし密な状態で会話を
してしまうことがある。

感染対策を職員に徹底させ
るには

・手指の消毒、職員の検温の記録などの感染予防のための職員の行動の変更は、
施設のポリシーとしてやる。感染管理委員会で話し合い、決定事項として行うこ
と。
・日頃から、（標準予防策として）感染予防のための用品を購入していないと、
感染時の時調達ルートから始めなければならない。日頃からの備えが大事。

マスクなしで会話しないこと

・感染防止策を徹底していても、食堂、休憩室、更衣室などは、マスクを外す機
会があるため、感染の危険性が指摘されている。『マスクなしの会話は禁止』と
いう貼り紙を貼ることも効果的である。
なお、マスクを着用している間は、極力マスクをさわらないことや、さわった手
で顔をさわらないよう注意すること。また、マスクをさわったら手を洗うなどの
手指衛生を行う。鼻を出したり、あごにマスクをひっかけたりする行為は、正し
くマスクを着用していることにはならないため避けること。

職員へは外出を控えるよう
言っているが、長期化を見
据えどこまで制限してよいも
のか

・難しい。クラスターの共通点はマスクをしないで大勢でいる環境で起きてい
た。それさえ避ければ良いと思う。

更衣室での注意事項 ・更衣室では、お話をせず静かにかつ素早く着替え、滞在時間を減らすこと。
事務室について、（向かい
合う）机の前にアクリル板
を設置するのはどうか

・あまりしゃべらない環境ならマスクで良い。空気の流れが止まってしまうこと
もある。換気は重要。

喘息の持病がある職員は従
事を控えるべきか

・従事を控える必要はないと考える。県立病院の職員の業務従事でもリスクと
扱っていない。

現在は、家族も含めて具合
が悪かったら休ませている
が、今後インフルエンザが
流行ったら、回らなくなる
のではないか。今後どうし
たらいいか

・毎日、きちんと体調観察をしていると何となく目でわかる。その人の体調がど
うかがポイントになる。
・また、日ごろの体調管理と社会生活での感染予防の基本を意識してする。重要
なのは、せっけんと流水による手洗いを、ごはん前、帰宅後、トイレ後では確実
に行うこと。せっけん手洗いだけで、十分防ぐことができる。アルコールと同時
にすると、手が荒れてしまうので、どちらかを行ってもらえればいい。乾燥する
時期には、ハンドクリームをつける。

『体調不良→かかりつけ医
の診察→介護施設に勤務して
いるのであれば、ＰＣＲ検
査を行いましょう→陰性』
となった職員がいたが、そ
の職員については一応１４
日間休みとしたが、偽陰性
もあり得る中で、どこまで
信じたらよいのか

・陽性者の検査からある程度の経過を判断することもできる。ただし、実際、症
状の悪化が見受けられないことから、１０日経過後に復職したケースもある。

 手指衛生 手洗いについて
・手洗い用せっけん（ポンプ式）の容器もきれいにし、消毒しておくこと。永く
つかっていると汚染されてくるので、適宜、新しいものに交換すること。
・ペーパータオルは、ホルダーを使い、台に置かないこと。

職員の
感染予防

勤務継続
の判断
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新型コロナウィルス感染防止に係るＱ＆Ａ  その１ （感染予防）

項目 質問 回答

 手指衛生 手指消毒の徹底

・手指消毒は基本。介護者は、すぐに消毒できるよう、ポシェットで身に着けて
おくなど、手指用アルコールを持ち歩き、介護にあたった方がいい。
・手指消毒の徹底が重要…消毒液の使用量が少ないと意味がない
 →ジェル式は500円玉の大きさで15秒。15秒前に乾燥してしまうなら少なすぎ
る。

マスクの装着
・ユニバーサルマスキングは、スタッフは通常は不織布がいい。入浴介助は布・
エアリズムマスク可。フリースはＮＧ。

マスクの代わりにマウス
シールドはどうか

・過信しない方が良い。大きい飛沫は飛ぶ。とにかくダイレクトに唾が飛ばない
ようにしてほしい。

施設で使っているフェイス
シールドはリユースできる
のか

・額の部分のスポンジ、紐、などは、洗って消毒ができないので使い捨て。ゴー
グルについては、プラスチック製であればリユースができる。洗ってきれいにし
た後、消毒。アルコールが使えるかどうかは説明書をよく読んで確認をしておい
てほしい。

排泄介助のエプロンについ
て

・排泄介助の際のエプロンは使い捨てにすること。

エプロンは必ず袖が必要か
・エプロンは必ず袖付きでなければというものではない。介助後に腕まで入念に
洗えば良い。

普段の防護具として布エプロ
ンを使用しているが適切か

・介護者については、ビニールエプロンが望ましく、出来るなら入居者ごとに使
用。全介助でベッドの上に入るような入居者であれば必ず替えること。

食事介助の注意事項

・介護士が利用者に顔を近づけて介助しているが、食べている物を飛ばす人がい
ると思うので、目の防護のためアイガードの利用が効果的である。
・唾液に直に触れないことは予防上きわめて重要点。利用者の介助で唾液や食
べこぼしに触れる可能性がある行為の場合は手袋が必要。
・また、義歯や口腔ケアの際には手袋を使用すること。一人ひとり手袋は代え
る。手袋の上をアルコールで消毒すればよいという考えは間違い。
・配膳は素手でＯＫ。ポットやお砂糖、洗ったコップなど、きれいなものを、
様々なところに触れた（汚染した可能性がある）手袋で触れないことが重要。

食事の際の注意事項

・正面で摂食しないこと。もし対面で行うのであれば、アクリル板等の飛沫防
止パネルを用意すること。
・利用者を時間差で分けできるだけ密を避けるように。食事時間を要する人は時
差で食事をとる。１ユニットの中でも、２部制（10人を5人ずつ）にして時間を
分けた方がよい。
・疑い患者が出たら、すべて居室で摂取することが望ましい。
・毎食前後にテーブル消毒が基本。机の拭き方は一方通行で。対コロナの場合、
次亜塩素酸ナトリウム消毒でなくても界面活性剤を含んだ住居用洗剤でＯＫ。換
気は定期的に行うこと。

バイキングの実施はどうか

・トングなどが感染ルートになる。用具を使い回しするのでなく職員が取り分け
るのであれば防げる。
 50名を一度に取るのはコントロールできないと思う。まずは少数でやってみ
るのもいい。

 標準予防
(マスク)

 標準予防
(エプロン)

食事
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新型コロナウィルス感染防止に係るＱ＆Ａ  その１ （感染予防）

項目 質問 回答

椅子、机などの日常の清掃
について

・次亜塩素酸水は物品の消毒には不向き。マイペットがおすすめ
 環境消毒は、住居用洗剤で対応できる。界面活性剤が新型コロナウイルスを不
活化する。
・清掃場所：手を触れる箇所。椅子であれば端、パイプの部分、机であれば端
机の内側も忘れずに（立ち上がる時に触れる場所）
・綿等の雑巾の場合、繊維片が残ってしまい拭き残しが出てしまうことがある。
 マイクロファイバーが丈夫なため良い。
 １回液を使ったら期限を決めて使うこと。使う分だけ調整するのが望ましい。
マイペットの場合は、500mlに2.5mlを入れると良い。クロスは全部を清掃でき
るだけの枚数を準備し、新鮮な液を使うこととし、1回使った液は使わない。ク
ロスは、使い終わったら、ワイドハイターで洗濯する。
・拭き方 かすれたら、汚れたら、別の面を用いて拭く。
 除菌するためには、拭き取ることが大切である。噴霧タイプのものだけでは除
菌ができない。
・手すり、リモコン、タブレット、テンキー、電話なども忘れずに拭くように。
（電化製品は拭くことで故障が生じないか確認のこと）

自動販売機や手すりなどは
次亜塩素酸ナトリウムなど
で消毒している

・界面活性剤が含まれた中性洗剤を所定の濃度で使用すればコロナウイルスは不
活化する。マイペットで充分。
・マイクロファイバーを使うとよい。色で用途分けができる。洗えばまた利用で
き、布より持ちがよい。
・トイレのドア、手すりなど触れやすいポイントはよく消毒する。

清掃でおすすめの洗剤は何
か

・マイペットがおすすめ。界面活性剤。マイクロファイバーも勧めているが使用
後80度に10分、又は天日で十分干せば、繰り返し使える。熱を利用した洗濯が
できないならば、仕上げに0.05%の次亜塩素酸ナトリウム液で消毒をするとよ
い。環境表面（トイレ含む）は0.1％の次亜塩素酸ナトリウムで消毒するのがよ
い。これは、他のウイルス(ノロウイルス）も考慮したチョイスです。次亜塩素
酸ナトリウム消毒液の場合、0.05％で新型コロナウイルスは不活化する。

感染の疑いが出た際の清掃
については

・日常の清掃はマイペットで十分だが、コロナ感染の疑いが出た時点で、マイ
ペットの清掃に加え、アルコール消毒という対応が良い。不特定多数の方がさわ
るドアノブや手すりは、誰かがさわった場合、その都度、消毒用エタノールなど
で拭くこと。
・特に電話の受話器は唾液がつくので、複数の方が使うことは危険だとされてい
る。共用の電話を使用した職員は、使用後、受話器を消毒する習慣をつけること
が大事である。

事業所内の車両や備品の消
毒を行っているが、ウィル
スの生存期間に差はあるの
か

・表面にウィルスが残っている時間の目安
 段ボール、紙、布、ゴム：24時間
 ステンレス 金属：48時間
 プラスチック：72時間
 72時間でほぼ消滅する。

クロス使用の注意事項は ・クロスは折りながら8面は使えるので、そこで交換すること。S字にふく。

トイレ
消毒

トイレの際に、利用者が1人
使ったら次亜塩素酸で消毒
をしているが1人1人消毒し
た方がよいか

・消毒は複数人が連続して使用した場合は、流れの最後で問題なし。あとは、汚
れがある場合はその都度。トイレは、消毒よりもむしろ丁寧な手洗いの徹底に
注力する方が効果的である。
 ちなみに、トイレマジックリンには、低水準消毒剤が入っているので、日常な
ら単独でも可。

環境清掃

環境清掃
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新型コロナウィルス感染防止に係るＱ＆Ａ  その１ （感染予防）

項目 質問 回答

洗濯 洗濯について
・ 洗濯は普通の洗剤で大丈夫である。界面活性剤で洗えば感染力はなくなる。
・ 洗濯の洗剤にワイドハイター等を加えることでも除菌できる。

洗濯

ユニフォーム等の洗い物は
基本施設で行うが、夏場等
で家で洗濯する場合がある
が、どのようにすればよい
か

・家でも施設でも、ワイドハイターを入れるとよい。

入浴介助の際のマスクにつ
いて

・入浴介助の際にマスクを外すのは不可。マスクをする目的は、施設職員から入
所者に飛沫感染するのを防ぐためである。布マスク、ランニングマフ等で飛沫を
防ぐことはできるので活用されたい。

浴室に布カーテンを設置して
いるが

・換気は2方向開けること。風呂前の布カーテンは、頻繁な洗濯ができないとな
ると、感染防止上不適切なので、可能であればカーテンからパーテーションへ
の変更を勧める。

大部屋の感染防止は？

・新型コロナウイルスは、飛沫感染、接触感染、エアロゾル感染であり、空気感
染ではないので、定期的な換気（１時間に５分程度）をしていれば恐れることは
ない。
・エアコンに外気導入機能がないのであれば、エアコン＋換気で対応するしかな
い。温度管理も大事。

加湿器に炭酸次亜水を使用
し、湿度管理を徹底するこ
ととしたいが

・炭酸次亜水は、次亜塩素酸ソーダを加工した物質であり、吸入するべきもので
はない。国内では、厚生労働省やNITEが、国際的にはWHOも消毒薬の噴霧は
NGと表明している。次亜水は消毒薬ではないが、類似の機能をうたっている化
学物質なので、噴霧はしないものという認識を持った方が賢明。
・したがって、加湿器に入れるのは、管理された（残留塩素濃度が適切な）水道
水。
・また、加湿器については、その機械の管理がとても重要です。管理不十分の
場合は、バイオフィルムを形成し、レジオネラやカビ、緑膿菌類縁菌がボトルや
蒸気の排出機構に付着し、医療介護関連感染を発生させる恐れがあるからであ
る。加湿器は加熱式が望ましく、また、タンクは1日1回食器用洗浄剤で洗って
乾燥させてから、新鮮な水道水を入れて再稼働することが、管理上必要である。

新聞などの取り扱い
・感染者（濃厚接触者を含む）が発生したら、共用の新聞等はやめることにして
おけばよい。

麻雀パイを消毒しているが ・洗剤で洗えば十分。
歯ブラシやコップは離してお
くこと

・唾液からの感染リスクを防止するため、入所者の歯ブラシやコップなどは、所
有者ごとに間隔をあけて管理すること。

ケアハウスの入所者は外出
し、外で食事をとることも
あるが気を付けることは

・入館時の時は必ず手指を消毒してもらい、マスクの着用をお願いする。お知ら
せを出して知らしめる等工夫が必要。

入所者は散歩などはやって
いいのか

・マスクをして、混雑を避けた場所に外出後、入館時に手指の消毒あるいは、手
洗いをすればよいのでは。標準予防策をベースに、落としどころを探り、日々の
生活に近づけていくことも考える時期ではないか。

実習生の受け入れはしてよい
のか

・職員並みの健康チェックをしていけば可能。２週間前からの健康状態確認な
ど。

面会の際、入所者もマスク
が必要か

・原則は入所者も着用、しかし、無理はしない。家族にはマスク越しでの面会へ
の理解をお願いする。マスクができない人は口をすぐ覆えるような手ぬぐいなど
を首にかけるなどで対応してはどうか。

居室の
管理

入浴

その他
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新型コロナウィルス感染防止に係るＱ＆Ａ  その１ （感染予防）

項目 質問 回答

手を洗うタイミングについ
て、洗面台が２か所しかな
いため、手指消毒で対応して
いるが、良いか

・来所時、食事の前、トイレの後が最小レベル。
・１人１人付き添って手洗いができないと思うので、消毒でも可。
・あとは、個別に手が汚れてしまった場合等は、石けんで洗う。
・職員は、基本的には流れの最後に石けんで手洗い。
・排泄介助の際は、1人ずつ手洗い（ノロ対策）。

具合が悪い者をホールに
ベッドを置いて見守ること
があるが、複数いた場合、
どうしたらよいか

・物理的な距離をとる。ベッドを1ｍ以上離して配置する。

器具（金属）の清掃方法は ・マジックリン等界面活性剤入り洗浄剤で汚れをとってからアルコールで。

食堂
・食堂はテーブルにパーテーション設置。定期的に掃除実施。食器は洗浄後に消
毒すること。消毒剤は汚れが付着していると効果が出ず意味がない。（反対で実
施していた）

デイ
サービス
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