
（４）手袋の活用 

   感染予防のために、時として使い捨て手袋を使用する必要があります。 

   具体的には以下の場合、手袋を使用すべきです。 

  ・自分の手にささくれや、傷がある時 

  ・嘔吐物や排泄物を処理する時 

  ・傷口の処置等血液、体液に触れる可能性のある時（滅菌済手袋） 

  ・施設利用者の口腔内のケアを行う時（滅菌済手袋） 

また、この場合以外でも、自分が使用すべきか迷ったときは、使用

するべきです。 

    なお、粘膜や傷等のある場所に触れる時は滅菌済手袋を使用します。 

（５）施設の衛生管理 

ア 居室 

・持ち物等の整理整頓に努める｡ 

・毎日の掃除機による清掃及び拭き掃除に努める｡ 

・部屋及び押入れ等の換気を常に行う｡ 

イ 厨房 

・施設の清掃等を行い、常に衛生的に管理するとともに、調理作業場に

不必要な物品等を置かない、また、みだりに部外者を立入りさせない。 

・食品の調理過程ごとに、汚染作業区域、非汚染作業区域等に区別する。 

   ・十分な換気を行ない、高温多湿を避ける。 

   ・手洗い設備には、石けん（香料無添加）、手指の消毒薬、爪ブラシ、ペ

ーパータオル等が備え、常に使用できる状態にする。 

   ・調理施設内で生じた廃棄物及び返却された残渣を衛生的に管理する。 

   ・ねずみ、昆虫の駆除を年に１回以上実施しその記録を保存する。 

ウ 食堂 

・施設の清掃等を行い、常に衛生的に管理するとともに、不必要な物品

等を置かない。また、みだりに部外者を立入りさせない。 

   ・手洗い設備には、石けん、手指の消毒薬、爪ブラシ、ペーパータオル

等を備え、常に使用できる状態とする。 

   ・食堂内で生じた廃棄物及び残渣を衛生的に管理する。 

   ・ねずみ、昆虫の駆除を年に１回以上実施しその記録を保存する。 

 

 

 

 

 



エ 入浴施設（風呂） 

・浴場の管理運営に関する要領を作成し､当該浴場の管理運営を行い､そ

の記録を作成・保存する｡ 

・毎日換水しない浴槽水では気泡発生装置を使用しない。 

・打たせ湯等には、循環ろ過水を使用しない。 

浴槽水を毎日入換えている施設 

・換水時浴槽の清掃を実施する。 

・浴槽水の残留塩素(0.2～0.4mg/L)を確保することが望ましい｡ 

     ・気泡発生装置の吸気口から土ぼこりが入らない構造とする。 

その他の施設（循環ろ過器が設置されている施設） 

・定期的にヘアーキャッチャー等の清掃を実施する｡ 

・浴槽水の定期的な換水（一週間に一回以上）及び換水時にろ過器､配管

等の清掃を実施する。 

     ・浴槽水の残留塩素(0.2～0.4mg/L)を確保する｡ 

（塩素消毒以外の場合は、各々の消毒効果を確認する。） 

     ・消毒薬等の注入口をろ過器の前に設置する。 

浴槽の汚れ及び配管内部の状態(写真参照) 

 

  通常の浴槽の状態          配管等の洗浄中の状態   

 
  きれいな配管内部       生物膜が付着した配管内部 



 

オ 便所（トイレ） 

・毎日の清掃及び消毒を実施する。 

・浄化槽等の適正な管理を実施する。 

カ 空調設備 

・給排気口の定期的な清掃を実施する。 

・適正な温度・湿度管理を実施する。 

・清浄な空気環境を保つために適正な換気を実施する。 

・冷却塔、加湿装置の定期的な管理及び清掃を実施する｡ 

キ 給水設備 

・水道法及び千葉県小規模水道条例等各種法令等で規制される場合は、そ

の管理基準に従う。 

・井戸水等を使用する場合は、検査機関等で年１回以上水質検査を実施し、

その検査の結果を保存する。 

・井戸及び貯水槽等の水道施設は常に清潔にし、汚物等によって水が汚染

されることがないよう管理を行う。 

・貯水槽はおおむね１年ごとに清掃を実施する。 

・水道施設については、給水栓における残留塩素を０．１mg/L 以上確保

できるよう、必要に応じ塩素消毒を実施する。 

また、塩素滅菌機の稼動状況を確認し、残留塩素の測定を行い、その結

果を記録し保存する。（測定頻度は、1 日 1 回以上が望ましい。） 

ク 排水設備 

・排水槽、汚水槽等の定期的な点検及び清掃を実施する。 

・排水処理施設等の適正な管理を実施する。 

  ケ リネン、寝具 

・布団は定期的に日干しをするなど乾燥に努める。 

・シーツはまめに洗濯するとともに、体液等で汚染のある場合は、（固形

物がある場合は、流水で充分洗浄後）塩素系漂白剤に３０分以上浸した

後、他の洗たく物とは別に洗濯を行う。又は８０℃の熱湯に１０分間浸

す。 

コ その他 

  ・施設内で使用する水については、蛇口ごとに飲用可能かどうか明示する。

（飲用不可水を誤飲することのないよう注意が必要） 

   

 

 



 

３ 施設利用者・職員の健康管理 

 （１）施設利用者の日々の健康管理 

     施設利用者について、施設で毎日実施する健康調査の中に、感染症

の早期発見を目的とした項目（発熱､咳、下痢など）を含めておくこと

が重要で、以下のチェックリスト（例示）を参考にしてください。 

 確認者氏名   

         月   日 

 確認時間等 通常 異変 

意識       

表情       

熱       

目       

鼻       

耳       

のど       

痰 回     

皮膚       

体重       

        

朝食       

昼食       

夕食       

間食       

便１       

便２       

便３       

尿 回     

   （※ 資料編に一週間分のチェックシートがありますので、御活用くだ

さい。） 

 （２）施設利用者の外泊後の健康管理（特に正月休み明けなどは要注意） 

   ・発熱、咳、下痢等がある場合は、医療機関受診を勧奨してください。 

   ・便こねなどの習慣があったり、排便・排尿の自己処理が不十分な場合

などは、施設利用者の同意のうえで、検便を実施することを推奨しま

す。項目としては「赤痢」「チフス」「腸管出血性大腸菌Ｏ１５７」な



どです。 

   ・保健所に検便を依頼する場合は、一部減免対象となりますので、詳し

くは保健所に相談ください。 

 （３）職員の日々の健康管理 

   ・職員自らも毎日健康確認を実施してください。自己確認で十分ですが、

「多少の咳が出る。」「微熱がある。」「下痢気味である。」といった勤務

そのものに大きな影響が出ないと思われる症状であっても、施設利用

者が一般集団より抵抗力が弱いということを認識し、管理者に自ら申

し出て、仕事を交代することや仕事を休む勇気も大切です。 

   ・職員の健康管理は、施設利用者の健康管理にも大きな影響を与えるこ

とを施設管理者自身が理解して、適切な対応を図る必要があります。 

（４）職員、施設利用者の海外旅行時の注意事項 

   ・海外旅行に行く場合は、現地の感染症に関する情報を事前に調べ、予

防接種を検討しましょう。海外情報は下記のホームページで調べられ

ます。（感染症情報（FORTH ホームページ）」http://www.forth.go.jp/  
成田空港検疫所ホームページ http://www.forth.go.jp/keneki/narita/) 

  ・施設等における食品調理従事者は、海外旅行後は保健所において検便

（赤痢・チフス・腸管出血性大腸菌Ｏ１５７）を実施することを勧め

ます。軽症であっても下痢等がある場合は、コレラ等も考慮する必要

があるので、保健所等と相談することも大切です。 

・社会福祉施設の職員等については、検査費用の一部が減免対象となり

ますので、詳しくは保健所にご相談願います。 

 

４ インフルエンザワクチンの予防接種 

   ・インフルエンザに罹患した場合の危険性を勘案すると、６５歳以上の

高齢者はハイリスク集団とされます。その他、心肺系の慢性疾患や糖

尿病等の基礎疾患がある場合も注意が必要で、事前に施設内の入所者

の状況を把握しておく必要があります。 

    ・インフルエンザワクチンの予防接種は、個人予防が目的であるため、

被接種者の接種意思の確認、説明、同意を得るインフォームドコンセ

ントが必要です。厚生労働省健康局長通知（平成 1３年 1１月７日付

健発第１０５８号）で「本人が接種を希望する場合のみに接種を行う

こと」とされています。また、本人が接種を受ける意思はあるが自署

できない場合は「家族等の代筆者が署名し、代筆者氏名及び被接種者

との続柄を記載する」とされています。この場合、施設等の職員及び

医療関係者による代筆はできません。家族又は日頃から本人のお世話



をしているお手伝いさん等による代筆は可能です。 

・ 痴呆等で本人の意思の確認が困難な場合は、家族・かかりつけ医が本

人の意思を慎重に判断することとなります。例えば、痴呆になる以前

は毎年接種を受けていたことなどが判断のポイントとなります。 

しかしながら意思確認が最終的にできない場合は、予防接種法に基

づいた接種（市町村による接種費用補助があり健康被害が発生した場

合救済措置がある。）を行うことはできませんので注意が必要です。 

    ・インフルエンザの流行時期を考え、１２月中旬までに予防接種を終了

するのが望ましいでしょう。 

    ・利用者への接種だけでなく職員へのインフルエンザワクチンの予防接

種も積極的に実施します。外部との接触の多い職員への接種は利用者

への感染予防のためにも重要です。 

詳しくは、厚生労働省インフルエンザ対策キャンペーンホームページ

をご覧ください。（http://influenza-mhlw.sfc.wide.ad.jp/）  

 

第３ 感染症発生時の対応 

１ 有症者の発見 

 （１）施設利用者   

第２．３の（１）施設利用者の日々の健康調査を実施した際に、なん

らかの症状を発見した場合は、直ちに管理者に報告し、すぐに医師の診

察を受けましょう。 

    症状については 

・どのような症状か 

・症状はいつ出現したか 

   を調査の上、医師に伝達します。 

 （２）職員 

    職員も含め周囲に同じような症状を呈している人がいるか調査します。

もし、類似症状の人がいた場合は、上記内容を同様に調査するとともに、

以下の共通行動等を調査し、感染症あるいは食中毒と診断された場合の

被害拡大防止対策を準備します。 

   ・食事のメニューの何を食べたか 

   ・食事の場所はどこか 

   ・トイレは共用か 

   ・風呂は共用か 

   ・発症前２週間程度で外出や外泊等の行動はどうだったか 

   ・居室の状況（大部屋かどうか） 



     なお、複数の有症者が確認された場合は、管轄の保健所に連絡し、

アドバイスを受けることが重要です。 

２ 患者の確定と治療 

    有症者を嘱託医あるいは協力医療機関で受診してもらいます。 

救急の場合など、他の医療機関を受診した場合であっても、嘱託医ある

いは協力医療機関には連絡をして指示を仰ぐ必要があります。 

 

３ 二次感染防止対策 

    感染症法で規定されている感染症と診断されると、診断した医師は、

管轄保健所にその旨を届出る義務が生じます。 

    同時に、感染症の種類により、保健所による原因調査及びに二次感染

防止対策等が指導されます。 

（１）感染症対策委員会等の設置 

感染症と診断された場合、あるいは、感染症の可能性があると診断さ

れた場合は、速やかに感染症対策委員会等を開催し、（２）～（７）の対

策等を検討する必要があります。 

（委員例示） 

 ・管理者 

 ・嘱託医師 

 ・職員教育責任者 

 ・保健衛生あるいは健康管理責任者 

・施設衛生管理責任者 

・環境衛生管理責任者 

 ・施設利用者管理責任者 

 ・調理管理責任者 

 ・清掃管理責任者 

（２）発生源調査 

   嘱託医師の指示あるいは保健所の指導に従い、発生源調査に協力すると

ともに、二次感染防止対策を講じましょう。 

   特に、感染症法で規定する感染症として診察医師が保健所に届出た場合

は、感染症法に基づく調査が保健所において実施される場合があります。

（届出対象の感染症すべてについて実施されるわけではありません。） 

この場合、施設としても原因究明のために積極的に協力するよう感染

症法で定められています。 

   施設内で独自に感染源調査を行う場合「犯人探し」とならないように注

意してください。最初に感染してしまった人も被害者です。感染源調査



はあくまでも施設内での二次感染防止や再発防止の観点で実施されるこ

とを理解してください。 

 

（３）消毒・手洗い 

   感染症としての疾患名が明らかな場合は、当該感染症に応じた消毒法が

保健所等から示されますが、ここでは一般的な消毒法と消毒すべき対象物

を示します。 

● １００倍に希釈した家庭用塩素系漂白剤（水９９に対して家庭用漂

白剤１：濃度 0.05％）で清拭する。 

● 手等が直接触れる部分は、５０倍に希釈した家庭用塩素系漂白剤（水

４９に対して家庭用漂白剤１：濃度 0.１％）で清拭後、乾拭きする。

● 直接散布が可能な部分には、消毒用エタノールを直接散布し清拭す

る。ただし、引火性が強いので火気には十分注意する。 

● 衣類、寝具で血液、体液や排泄物が付着している場合は、流水で充

分洗浄後、塩素系漂白剤に３０分以上浸した後、他の洗濯物とは別に

洗濯を行う。あるいは、流水洗浄後、８０℃の熱湯に１０分間浸すこ

とで代用もできます。 

※ 注 意 

  汲み取り式トイレの便槽そのものの消毒は不要です。また、室内に

消毒薬を噴霧する行為は、効果は不明で、消毒薬を吸入する可能性

があるため実施すべきではありません。 

  電化製品を消毒する場合は、機器に水分がはいらないよう注意する

とともに電源は落としてから消毒しましょう。 

（例示） 

① 居室 

・ドアノブ ・スイッチ（リモコン類） ・椅子 ・テーブル ・窓鍵  

・電話 ・おもちゃ ・壁 ・床 

② 食堂 

  ・ドアノブ ・スイッチ ・椅子 ・テーブル ・窓鍵 ・シンク 

  ・水道カラン ・食器 ・排水口 ・壁 ・床 

③ 風呂 

  ・ドアノブ ・スイッチ ・椅子 ・窓鍵 ・洗面器 ・浴槽  

・水道カラン・シャワーヘッド 

④ トイレ 

・ドアノブ ・スイッチ ・便座 流水レバー ・汚物入れ  

・壁 ・床 



⑤ リネン、寝具、衣類 

 

 ⑥ その他 

   ・建物の出入り口ドアノブ ・エレベーター昇降ボタン  

   ・浄化槽については、消毒薬の有無を確認する。 

（４）マスク、ガウン等の着用 

   感染の拡大防止のため患者と接する職員は必要に応じてマスク、ガウン

等を着用します。また、感染症が飛沫感染や空気感染である可能性があ

る場合は、施設内でマスク着用を義務付けることも重要です。 

（５）個室対応 

 ア 感染症法で規定されている一類又は二類の感染症であって二次感染の

可能性があると判断された場合は、（一類感染症の場合は、すべて指定医

療機関への入院勧告を受けます。）患者に対して地元の保健所から感染症

指定医療機関への入院が勧告されます。 

ただし、「細菌性赤痢」などの二類感染症であっても下痢等の症状が消

失している場合は、入院勧告せずに施設内で治療することもあります。

また、結核の場合は、患者が排菌している場合は、医療機関での入院治

療となります。 

 イ 感染症の施設内での拡大を防止するために、未感染者と患者を区分して

管理することが重要です。 

   例えば「疥癬」「麻疹」「インフルエンザ」の患者については、個室管理

が原則となります。 

   個室管理を行う意義は、患者と他の人との接触を避ける目的であるため、

共同のトイレや風呂を利用せざるを得ない場合は、他の人との接触を最

小限となるように工夫し、可能であれば患者専用トイレとして施設内で

取り決めたり、患者の入浴は最後にしたりシャワー浴とするなどの配慮

も必要です。 

 ウ 患者が複数いる場合は、施設の図面等で人の導線をよく確認し、やむを

得なければ同じ感染症の患者を同室（大部屋）で管理することも検討し

ます。 

 エ 患者のケアを行う職員は、自分自身、自分の家族、他の施設利用者に感

染を拡大させないために、標準予防策を徹底することが重要です。なお、

空気感染も考慮すべき「インフルエンザ」の場合は、標準予防策を実施

する他、予防接種の実施やマスクの使用が効果的です。 

（参考：社会福祉施設等におけるインフルエンザ対策の徹底について 

http://influenza-mhlw.sfc.wide.ad.jp/?info） 



 オ 患者と家族等との面会では、感染拡大防止の説明と同意を得た上で、職

員と同様の標準予防策を実施してもうらことが望ましいでしょう。 

  注）いずれにしても、居室の移動に際しては、患者あるいは家族に説明と

同意を求めたうえで実施する必要があります。 

 カ 個室対応する場合は、患者の精神状態にも配慮が必要です。感染症に罹

患し、個室対応となったことへの精神的ストレスに対するケアも重要で

す。 

（６）検便の実施 

細菌性赤痢、チフス、コレラ、腸管出血性大腸菌感染症などの感染症

は便の検査によって、確定診断することが重要です。 

また、感染していても症状が出ない健康保菌者（無症状病原体保有者）

の場合もあります。従って、感染拡大防止のため保健所の指示により検

便を実施します。 

検便の対象者の例としては、 

   ・患者と行動を共にしている接触者 

    （同部屋、二重保育施設、サークル、帰宅している場合は患者家族など） 

   ・給食等食材の原因が否定できない時は、給食の喫食者全員が該当しま

す。 

     なお、保健所の指示により実施する検便は、無料で実施されます。集

団発生の場合は、検便容器の回収等について保健所から協力を求められ

ることがあります。 

（７）法等に基づく公表 

   感染症法に規定される感染症が施設内で集団発生した場合は、県におい

てその事実を原則として公表します。これは感染症法第１６条（資料編参

照）に基づき、他の類似施設等への注意喚起のために実施されます。公表

にあたっては、具体的な施設名や個人が特定されないように、プライバシ

ーが十分配慮されます。 

また、県では公表前に公表する旨等を当該施設に伝えます。 

 

４ 行政機関への報告 

    感染症や食中毒が発生した場合、あるいはその疑いがある場合は、規

模の程度にかかわらず、速やかに管轄の保健所とそれぞれの施設を主管

する県庁の各課あてに電話で一報してください。保健所から二次感染防

止対策等についての指導を受けてください。 

    保健所に報告する内容は次の例示を参考としてください。 

 


