
（ 例 示 ） 

健康危機（感染症、疑いを含む）発生速報 

              平成  年  月  日   時 

                     通報者 

氏 名                   

所属名                   

住 所                   

連絡先電話                 

FAX                 

感染症（疑いを含む）発生の概要 

施設名  

住 所  

電 話  FAX 

連絡窓口 職           氏名 

＜概 要＞ 

 

同一グループでの発症者の状況等  【    人中    人発症（入院    人） 】

診断名【               】医療機関名【               】

発症日時【   年  月  日   時頃】 

初発症状【発熱（   ℃）・下痢（血便： 有・無 ）・腹痛・嘔吐・吐き気・その他    】

発症者の共通の喫食や行動【                           】

集団給食【 有 ・無 】 

飲料水 【 上水道 ・井戸 ・その他      】 

排水  【 公共下水 ・浄化槽   】 

 

 



（患者が複数発生した場合の報告様式例示） 

 

No 氏名 性別 年齢 発症年月日 症状 受診の有無 受診先 現在の症状 部屋番号

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

５ 施設利用者及び家族への説明 

施設利用者及び家族に対する各種説明資料（面会時に家族にお願いする

消毒の理由、施設利用者の部屋を移る場合の理由・同意書、各種疾患に対

する説明、日常的に施設で実施している防疫体制等）は例示を参考にして

事前に作成しておくほうが良いでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（例示） 

 
 
 

当施設のインフルエンザ予防対策として以下のことをお願いしています。 

 １．かぜ等のインフルエンザ様症状のある方の面会はご遠慮願います。 

 ２．面会の際は、所定の方法で手を洗いマクスをしてください。 

 

当施設においては、職員及び施設利用者で、事前に同意を頂い 

た方に対しては、既に予防接種を行っていますが、本人の意思が確 

認できない方は予防接種を受けていません。 

    そこで当施設としては、インフルエンザ予防対策として、施設利用 

者への面会を希望される方はマスクをしていただき、手洗いをお願い  

しております。 

               施設管理者 ○○○ ○○○ 

お  知  ら  せ 

（例示） 

 
 
 
 
 当施設において腸管出血性大腸菌Ｏ１５７の患者が数名発生しました。 

 原因については、保健所の協力を得て現在調査中ですが、被害拡大防 

止対策の一環としまして、施設利用者及び職員の検便を実施しますの 

でご理解のうえ、ご協力お願い申し上げます。 

また、しばらくの間給食はお休みさせていただき、お弁当をとることと 

しましたのでご了承願います。 

 

 

施設管理者 ○○○ ○○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お  知  ら  せ 



（例示）      腸管出血性大腸菌Ｏ１５７とは 

大腸菌は、動物や人の腸内にも存在しそのほとんどは無害ですが、一部 

の大腸菌が人に下痢などの症状を起こすことがあります。 

   大腸菌は、Ｏ抗原とＨ抗原によって細かく分類されており、「Ｏ157」     

とはＯ抗原として 157 番目に発見されたものを持つという意味です。 

Ｏ157 等は、大腸菌の中でも毒性の強いベロ毒素を出すのが特徴で、他に

Ｏ26 やＯ111 などがあります。 

《 主な症状は 》 ３～５日の潜伏期間後、初発症状として、下痢・腹痛・

発熱・血便・嘔気・嘔吐・感冒症状などがあります。次に、尿量減少、神経

症状等を起こすことがあります。  

    有症者のうち、６～７％の人が溶血性尿毒症症候群（ＨＵＳ）や脳症など

の合併症を引き起こすと言われています。 

しかし、Ｏ157 等に感染していても抵抗力がある場合、無症状で経過す

ることもあります。 

 
感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律 

   ３類感染症に位置付けられ、医師は保健所に届け出義務があります。 

   入院勧告など、行動の制限はありません。（職業によっては就業制限があります。） 

  ★まん延防止のため、保健所職員が情報収集させていただき、ご家族や、接触の 

あった方の健康診断を行います。また、必要な範囲で家庭内の消毒や、日常 

生活での患者との接し方などをご案内します。 

    
Ｏ１５７等感染症と診断されたら 

○ 症状がある時・・・ 医師の指示にしたがって治療をします。 

安静にし、水分の補給に努めましょう。 

消化の良い食事をしましょう。 

＊ 市販の薬で、止痢剤は、腸内内容物の停滞時間を延長し、毒素の吸収を助

長する可能性があるので、使わないこと。 

《 注意すること 》 発症後２週間（多くは５～７日）は、ＨＵＳや脳症な

ど重篤な合併症を起こすことがあります。次の症状に注意し、症状の変化があ

ればすぐに医師に知らせましょう。 

 
顔色不良、乏尿、むくみ，意識障害、頭痛、傾眠、不穏、多弁、幻覚など 

 
○ 症状がない時・・・ 

 医師の指示に従って、手洗いの徹底など日常の予防対策をして、生活しまし



ょう。検便で、菌の陰性化を確認（就業制限の解除）することが必要です。 

Ｏ１５７はどのように感染するか？ 

 飲食物を介した経口感染です。菌に汚染された飲食物を摂取したり、患者の

糞便に含まれる大腸菌が口に入ることで感染します。 

 学校や職場で話をしたり、咳、くしゃみ、汗などでは感染しません。 
患者の家族はどんなことに注意したらいい？ 

感染の可能性があると判断された場合は検便をお願いすることがあります。 

必要な範囲で家庭内の消毒をしましょう。 

＜トイレ・洗面所のドアノブなど＞  

患者が触れた可能性のある部分を逆性石鹸や両性界面活性剤などを布に浸してしぼ

り、拭いてください。 

＜寝衣・リネン・食器＞ 

 患者が使用した寝衣は、家庭用漂白剤または、逆性石鹸などに浸漬してから洗濯しま

しょう。 

 糞便が付着したリネンや物品は流水で洗浄した後、消毒液に浸漬してから洗濯、洗浄

します。また食器類は、流水での洗浄後８０℃以上の熱水もしくは塩素系消毒液に浸漬

してから通常の洗浄を行います。  

日常生活での注意 

＜手洗いの励行＞  手洗いが一番重要です。 

患者等の糞便に触れた時には、すぐに流水で手を洗い、逆性石鹸又は消毒用アルコー

ルで消毒しましょう。（患者本人が用便した後も同様に消毒） 

  特に下痢をしている乳幼児や高齢者の世話をした時には、逆性石鹸又は、消毒用アル

コールで消毒しましょう。 

＜入浴時の注意＞   

患者はできるだけ浴槽につからず、シャワー等にします。 

風呂を使用する時には、他の人と一緒に入浴することを避け、最後に入浴しましょう。 

特に患者の入浴後に乳幼児を入浴させないこと。 

風呂の水は毎日変えましょう。 

バスタオル等は専用にして家族と共用しないこと。 

＜食品を扱う際の注意＞ 

 病気が治るまでの間、野菜を含め全ての食品に十分な加熱をします。 

７５℃以上１分間の加熱により菌は死滅するといわれています。中心部まで十分加熱

し、調理後なるべくすぐに食べましょう。 

 調理した食品に直接手で触れないように注意する。 

 一般的に、手や調理器具を流水で洗い、生肉が触れたまな板、包丁、食器等は熱湯等

で十分消毒する。塩素消毒も有効です。 



ノロウイルス(小型球形ウイルス)による胃腸炎に注意！ 

  

 ノロウイルス(小型球形ウイルス）による感染性胃腸炎や食中毒は年間を通じて

発生しますが、特に秋から春にかけての冬場に多く発生します。  

 

 ○ ノロウイルスとは？   

 ・ ノロウイルスはヒトの小腸で増殖し、下痢等を起こすウイルスです。  

 

 ○ 感染経路は？  

・ ウイルスに汚染されたカキなどの二枚貝を不十分な加熱で食べることによ

り、感染することがあります。  

・ 食品による感染の他、感染したヒトの便やおう吐物を介し、ヒトからヒト

へ感染することがあります。 

 

  ○ 症状は？  

・ 感染してから 24～48 時間で発症します。感染しても全員が発症するわけ

ではありません。  

・ 主な症状は、下痢、吐き気、おう吐、腹痛、発熱(38℃以下）など、風邪に

た症状です。  

 

 ○ 予防するには？  

・ カキなどの二枚貝を加熱する場合は、十分に加熱してから食べましょう。 

・ 加熱調理用のカキを生では食べないようにしましょう。  

・ 用便後、調理前、食事前にはよく手を洗いましょう。  

・ 生ものを扱った調理器具は洗浄後、熱湯などで消毒しましょう。  

 

 ○ 二次感染を予防するためには？  

・ 患者のおう吐物や、便で汚れたものを処理するときは、なるべく使い捨ての

ビニール手袋などを使いましょう。  

・ 患者のおう吐物や便で汚れた雑巾などは、塩素系漂白剤で消毒しましょう。 

・ おう吐物などで汚染した床なども、塩素系漂白剤で消毒しましょう。  

・ 調理従事者は、下痢、吐き気、おう吐、腹痛、発熱など,の症状があるときは、  

  調理への従事は避けましょう。  

・ 症状があるときは早めに医療機関に受診しましょう。  

 



第４ 資料編１ 

１ 病原体の種類 

 （１）細菌 

     大きさは０．１μｍ～３μｍで、単細胞の微生物です。赤痢菌、チ

フス菌、食中毒の原因となるサルモネラ菌、ブドウ球菌などがあり、

近年は結核菌や腸管出血性大腸菌Ｏ１５７などが問題となっています。 

     すべての細菌が疾患を起こすわけでなく、乳酸菌のように体に有益

な細菌もあります。また、大腸菌についてもすべてが問題ではなく、

腸管出血性大腸菌というように毒素を出して腸が出血してしまうよう

な細菌により引き起こされる疾患が感染症とされています。 

     これらの細菌は、ほとんどが各種の栄養を与えた寒天培地などで人

工的に培養が可能であるため、検便や喀痰などの検査でその存在を確

認することができます。 

 （２）ウイルス 

     大きさは細菌よりさらに小さくて２０nｍ～３００nｍで、核酸（遺

伝子情報をもつＤＮＡまたはＲＮＡ）とたんぱく質からなる。種類も

多数あり、インフルエンザ、麻疹、風疹、肝炎などが有名です。また、

近年は牡蠣などで俗にあたったといって下痢を起こすのもウイルスが

原因と判明しています。さらには、世間を騒がせているＳＡＲＳなど

も新型のコロナウイルスであることが判明しています。 

     細菌との大きな違いとしては、細菌のように栄養があれば増殖する

ものでなく、人や動物の細胞内でないと増殖できない点があります。

検査は、人がウイルスに感染することによって生産する抗体を検査す

るか、ウイルスの遺伝子を検出する方法等で検査することになります。 

    検便などで検査する場合は、細菌検査と比較して多量の検体が必要

となります。 

 （３）その他 

   ・疥癬などの原因となるダニ類 

・水などの汚染で下痢症の原因となるクリプトスポリジウム 

・マラリア、アメーバ赤痢などの原虫 

・キタキツネの感染で世間を騒がせたエキノコックスや住血吸虫などの

蠕虫（ゼンチュウ） 

 

 

 

 



２ 感染のメカニズム 

（１）病原体との接点 

     患者あるいは病原体を保有している動物や病原体に汚染された食べ

物などを介して、病原体が体内に取り込まれることになります。 

     体内に取り込まれるルートとしては、後述しますが、汚染された空

気や患者のせきによる飛沫を吸入したり、汚染された食べ物を食べて

しまうルートなどがあります。 

     いずれにしても、病原体との何らかの接点がないと感染は成立しま

せん。 

（２）感染の成立 

    体内に何らかのルートで病原体が侵入し、その病原体が体内で増殖

し感染が成立します。感染をしても人には防御機能（免疫力）がある

ため、全員が発症するわけではありません。予防接種にはあらかじめ

その防御機能となる抗体を体内に作ることにより、感染しても発症し

ない、あるいは発症しても軽くてすむ予防法です。 

（３）潜伏期 

     侵入した病原体が体内で増殖し、発症する（下痢や発熱などの症状

が出現すること）までにかかる時間を潜伏期といいます。増殖が早い

ものや毒素によるものなどはすぐに発症しますが、病原体によっては、

潜伏期間が数週間となるものもあります。 

     また、そのまま発症しないケースもあります。このような場合を無

症状病原体保有者あるいは健康保菌者といいます。しかし、このよう

な状態でも病原体を体外に排出し、人に感染させることもあり注意が

必要です。 

（４）発症 

     感染が成立すると、潜伏期をへて症状が出現します。この症状の一

例として、発熱や下痢があります。発熱は、病原体を殺すためにヒト

に備わった防御機能です。下痢は病原体を体内に長期間留めることな

く、早く体外に出すための防御機能と考えられます。この様に、病気

の症状には、ヒトの防御機能と深く関わるものがあります。ヒトは、

これ以外の防御機能として、病原体に対抗する抗体を体内で作り、病

原体を殺してしまう機能を持っています．ただし、抗体は長期間体内

に存在し続けることができないため、場合によっては、同じ病気に再

度かかることもあります。 

     予防接種は、病原体に感染する代わりに、弱い病原体あるいは殺し

た病原体を故意に接種することで、体内に抗体を作らせ、病気を防ぐ



ためのものです。 

３ 感染経路 

（１）感染症の伝播 

感染症の伝播とは，感染症の原因となる病原体（ウイルス，細菌，原

虫など）が，種々の感染経路を経由してヒトに感染し病気を起こすこと

を言います．感染経路は病原体の種類により異なります．このため，拡

大の予防・防止のための留意点，消毒の対象物等については，それぞれ

の感染経路に適した対応をとる必要があります． 

（２）病原体の感染経路 

病原体の感染経路は，直接伝播と間接伝播に大別されます．また，こ

れら伝播もいくつかの経路に細分化されています． 

以下に，施設等で主に流行が起こる場合の感染様式を示します． 

ア 直接伝播 

病原体を持っているヒトあるいは動物等（宿主）から，病原体が直接

ヒトに感染する場合を言い，患者（宿主）と直接接触することで感染す

る「直接接触感染」と，患者（宿主）の飛沫中に含まれている病原体を

直接吸引することで感染する「飛沫感染」に分かれます． 

（ア） 飛沫感染 

患者がくしゃみや咳をしたり，あるいは会話の際に放出される飛沫

が，直接結膜，あるいは吸飲により鼻や口の粘膜に吸着することで感

染が成立します．飛沫の飛散する距離は，通常 1 m 以内とされていま

す． 

感染の防御は，マスク（可能であればサージカルマスク）及びゴー

グル等の着用で可能です． 

（イ） 直接接触感染 

患者とのキッスや性行為により口中粘膜あるいは性器粘膜を経由し

て感染する場合がこれに当たります．病原体によっては，まれに患者

の病巣に皮膚が直接触れることで感染することがありますが，正常な

ヒトの皮膚は病原体に対し高性能の鎧の役目を果たしており，多くの

病原体は正常な皮膚から直接感染することはありません（ただし，病

原体の種類により，あるいは皮膚に傷がある場合には，感染は比較的

容易に成立します）．このため，病原体が皮膚に付着した場合には，そ

の部分を十分洗浄及び消毒することで感染の防御が可能です． 

 

イ 間接伝播 

病原体を持っているヒトあるいは動物等（宿主）から病原体が直接ヒ



トに感染するのではなく，宿主から放出・排泄された病原体が食物や器

具機材，手指等の物を介してヒトに感染する場合がこれに該当します． 

（ア） 間接接触感染 

病原体を含んでいる体液あるいは排泄物に触れた手指を介し，結膜

あるいは経口的に感染する場合，又は病原体を持っているヒトあるい

は動物等（宿主）から排泄された病原体が，タオル，衣服，寝具，調

理器具，食器，ドアノブ，医療器具・機材（注射針，包帯等）に付着

し，これら病原体に汚染された器具・機材から直接，あるいは手指を

介して結膜，鼻腔もしくは経口的に感染する場合を指します． 

感染の防御は，こまめに手指を十分洗浄，消毒する事と，病原体が

付着していると思われる器具機材や場所の洗濯・洗浄，消毒をするこ

とです．また，感染者に接する場合に使い捨ての手袋を使用すること

は有効ですが，手袋を脱いだ後には必ず手指を洗浄することが重要で

す． 

（イ） 食品感染 

病原体に汚染された食品や水を摂取することで感染する場合を指し，

ウイルス性あるいは細菌性の食中毒と呼ばれています．病原体による

食品の汚染は，動物又は海産物が生きている段階で既に病原体に汚染

されている場合，あるいは食品加工又は調理中に，病原体に汚染され

た水，調理器具，加工器具，手指，その他，なんらかのかたちで食品

が汚染される場合等があります． 

汚染された水を飲むことで感染する場合は，水系感染と呼ばれる場

合もあります． 

感染の防御は，生水や生ものの摂取を避け，出来るだけ加熱調理を

し，また調理器具及び手指の，頻繁で十分な洗浄消毒をすることです． 

 

（ウ） 空気感染 

微粒子（エロゾール）に含まれる病原体が空気中を長期間浮遊し，こ

の病原体を吸引，あるいは病原体が結膜等に付着することで感染が成立

する場合を指します． 

空気感染の場合，土中や水中にある病原体，あるいは病原体を持って

いる宿主から排泄された病原体を含む微粒子が感染源となる直接感染

様の様式をとる場合と，病原体を含んだ宿主の体液や排泄物が付着した

衣服，寝具，床等から，病原体が微粒子（埃）として空気中に舞い上が

り，感染源となる間接感染様の様式をとる場合があります． 

 


