
４ 常備したい消毒薬 
 
 

 ①消毒用エタノール 

《特    徴》広範囲の細菌，一部のウイルスに効果がある。揮発しやすいので濃度が

低下して効力が落ちる一方，薬剤が残留しないという利点もある。 
《用    途》皮膚消毒（傷や粘膜には禁忌），物品や環境表面の清拭消毒 
《注意事項》揮発性のため適正濃度に注意する。引火性があるので注意。塗料などの

色落ちがある場合がある。プラスチックや光学器具を長時間浸漬しない 
 
 
 
 ②次亜塩素酸ナトリウム 
《特    徴》広範囲の細菌，広範囲のウイルスに効果がある（結核菌や芽胞菌には効

果が低い）。漂白作用もある。光などで分解し濃度低下を起こすので保管

に注意する必要がある。 
《用    途》器具表面の清拭，血液汚染部の消毒，水・食器の消毒，リネンの漂白と

消毒 
《注意事項》皮膚には使用しない。金属に対して腐食性が強い。ウール･絹･ナイロン･

ポリウレタンは劣化する。酸と混ぜると塩素ガスを発生するので危険。 
 
 
 ③塩化ベンザルコニウム 
《特    徴》一般的細菌に有効。皮膚や粘膜への刺激や毒性が低い。洗浄作用もある。

汚れ（有機物）があると効力が落ちる。通常の石鹸と混ぜると効力が失

活する。 
《用    途》皮膚消毒（粘膜にも使用可），物品･環境表面の清拭消毒 
《注意事項》ある程度汚れを落としてから使用する。石鹸を使用した場合，十分にす

すいだ後使用する。金属を腐食する場合がある。粘膜に使用も可能であ

るが高濃度では炎症を起こす。 
 

 
 
 
 
 
 



 
④クロルヘキシジン 

《特    徴》一般的細菌に有効。有機物があると効力が落ちる 
《用    途》皮膚消毒（粘膜，傷には使用不可）。物品･環境表面の清拭消毒 
《注意事項》高濃度で目に入ると角膜障害を起こす。アレルギーやショックを起こす

例がある。赤色製剤の場合色素が残留する場合がある 
 
  
 

⑤速乾性擦式手指消毒剤 
《特    徴》塩化ベンザルコニウムやクロルヘキシジンとエタノール溶液にしたもの。

流水で流さないため，消毒薬が皮膚表面に皮膜を形成し，消毒効果が持

続する。 
《用    途》手指･皮膚消毒 
《注意事項》消毒用エタノール，塩化ベンザルコニウム及びクロルヘキシジンの注意

事項参照。希釈せずに用いる。 
 
  （注） 

①消毒薬は冷暗所に保管し、有効期限を守ります。 

②用途別に適正な濃度で使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 関連法規等 

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年十月二日、法第百

十四号）（抜粋） 

 

附則 
人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してきた。ペスト、

痘そう、コレラ等の感染症の流行は、時には文明を存亡の危機に追いやり、感染症を根絶

することは、正に人類の悲願と言えるものである。 
医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服されてきたが、新た

な感染症の出現や既知の感染症の再興により、また、国際交流の進展等に伴い、感染症は、

新たな形で、今なお人類に脅威を与えている。 
一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等

に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓とし

て今後に生かすことが必要である。 
このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感

染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保

し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。 
ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の予防に関する施策を抜本的に見直

し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策の推進を図るため、

この法律を制定する。 
 

(国民の責務) 
第四条 国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努

めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。 
(医師の届出) 

第十二条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、

第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定

める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労

働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければなら

ない。 

一 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原

体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者 

二 厚生労働省令で定める五類感染症の患者（厚生労働省令で定める五類感染症の無症

状病原体保有者を含む。） 

(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査) 

第十五条 都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び



原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染

症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の患者、疑似症患者及び無症状病原体

保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しく

はその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせ

ることができる。 

２ 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要

があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症

若しくは五類感染症の患者、疑似症患者及び無症状病原体保有者、新感染症の所見があ

る者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは

管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。 

３ 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の患者、疑似

症患者及び無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させる

おそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者は、前二項

の規定による質問又は必要な調査に協力するよう努めなければならない。 

(情報の公表) 

第十六条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十二条から前条までの規定により収集し

た感染症に関する情報について分析を行い、感染症の予防のための情報を積極的に公表

しなければならない。 

２ 前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（感染症の分類） 

 

 

 

１ 類 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、 

ラッサ熱、天然痘 

重症急性呼吸器症候群（病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る） 

 

 

２ 類 急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス 

 

 

３ 類 腸管出血性大腸菌感染症 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  類 ウエストナイル熱（ウエストナイル脳炎を含む）、エキノコックス症 

黄熱、オウム病、回帰熱、Ｑ熱、狂犬病、コクシジオイデス症、 

腎症候性出血熱、炭疽、ツツガムシ病、デング熱、日本紅斑熱、 

日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Ｂウイルス病、ブルセラ症、 

発疹チフス、マラリア、ライム病、レジオネラ症 

急性Ａ型ウイルス肝炎、急性Ｅ型ウイルス肝炎、高病原性トリ型インフルエンザ、

サル痘、ニパウイルス感染症、野兎病、リッサウイルス感染症、レプトスピラ症、

ボツリヌス症 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 類 （全数）アメーバ赤痢、急性ウイルス肝炎（Ａ型及びＥ型を除く）、 

クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶 

血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、髄 

膜炎菌性髄膜炎、先天性風疹症候群、梅毒、破傷風、バンコマイシ 

ン耐性腸球菌感染症、急性脳炎、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 

 

（定点）咽頭結膜熱、インフルエンザ、Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭 

炎、感染性胃腸炎、急性出血性結膜炎、クラミジア肺炎（オウム病 

を除く）、細菌性髄膜炎、水痘、性器クラミジア感染症、性器ヘル 

ペスウイルス感染症、成人麻疹、手足口病、伝染性紅斑、突発性発 

疹、百日咳、風疹、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、ヘルパンギー 

ナ、マイコプラズマ肺炎、麻疹（成人麻疹を除く）、無菌性髄膜炎、 

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症、流 

行性角結膜炎、流行性耳下腺炎、淋菌感染症、尖圭コンジローマ、 

ＲＳウイルス感染症 

 



○結核予防法(昭和二十六年三月三十一日)（抜粋） 
(法律第九十六号) 
(定期の健康診断) 
第四条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者(以
下「事業者」という。)、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が一年未満のものを

除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下「施設」という。)
の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生

徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)
に対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、定期の健康診断を行わ

なければならない。 
２ 保健所長は、事業者(国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区を除く。)又は学校

若しくは施設(国、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の設置する学校又は施設を除

く。)の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示す

ることができる。 
３ 市町村長は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除

く。)のうち、第一項の健康診断の対象者以外の者に対して、政令で定める定期において、

保健所長(特別区及び保健所を設置する市にあつては、都道府県知事)の指示を受け期日又は

期間を指定して、定期の健康診断を行わなければならない。 
４ 第一項の健康診断の対象者に対して労働安全衛生法、学校保健法(昭和三十三年法律第

五十六号)その他の法律又はこれらに基く命令若しくは規則の規定によつて健康診断が行わ

れた場合において、その健康診断が第十二条の規定に基く厚生労働省令で定める技術的基

準に適合するものであるときは、当該対象者に対してそれぞれ事業者又は学校若しくは施

設の長が、第一項の規定による健康診断を行つたものとみなす。 
５ 第一項及び第三項の規定による健康診断の回数は、政令で定める。 
(昭二七法二六八・昭三〇法一一四・昭三三法五六・昭三九法一六九・昭四七法五七・昭四

九法八八・昭五〇法五九・平六法八四・平一一法一六〇・一部改正) 
(定期外の健康診断) 
第五条 都道府県知事は、結核予防上特に必要があると認めるときは、左の各号に掲げる

者について、それを受けるべき者及びその期日を指定して、定期外の健康診断を行うこと

ができる。 
一 結核に感染し、又は公衆に結核を伝染させるおそれがある業務に従事する者 
二 結核ま、ん、延のおそれがある場所又は地域において、業務に従事し、又は学校教育

を受ける者 
三 結核ま、ん、延のおそれがある場所又は地域に居住する者又は居住していた者 
四 結核患者と同居する者又は同居していた者 
(健康診断の方法) 



第六条 前二条に規定する健康診断は、ツベルクリン反応検査、エツクス線検査その他厚

生労働省令で定める方法によつて行うものとする。 
(平一一法一六〇・一部改正) 
 

○学校保健法（昭和三十三年四月十日法律第五十六号）（抜粋） 

（平十四法百三･一部改正） 

第三章 伝染病の予防  

（出席停止）  
第十二条 校長は伝染病にかかつており、かかつておる疑があり、又はかかるおそれのある

児童、生徒、学生又は幼児があるときは政令で定めるところにより、出席を停止させるこ

とができる。  
（臨時休業）  
第十三条 学校の設置者は伝染病予防上必要があるときは臨時に、学校の全部又は一部の休

業を行うことができる。  
（保健所との連絡）  

第二十条 学校の設置者はこの法律の規定による健康診断を行おうとする場合その他政令

で定める場合においては保健所と連絡するものとする。 

 

学校保健法施行令（昭和三十三年六月十日政第百七十四号）（抜粋） 

（平十二政三三四･一部改正） 

（出席停止の指示） 
第五条 校長は、法第十二条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及

び期間を明らかにして、児童、生徒（高等学校（中等教育学校の後期課程並びに盲学校、

聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。）の生徒を除く。）又は幼児にあつてはそ

の保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなけれ

ばならない。 
２ 出席停止の期間は、伝染病の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。 
（法第二十条の政令で定める場合） 
第十条 法第二十条の政令で定める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。 
1．法第十二条の規定による出席停止が行われたとき。 
2．法第十三条の規定による学校の休業を行ったとき。 
 

学校保健法施行規則（昭和三十三年六月十三日文部省令第十八号）（抜粋） 

（平十四文令十二･一部改正） 

（伝染病の種類） 

第十九条 学校において予防すべき伝染病の種類は、次のとおりとする。 



一 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ

熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス及びパラチフス 
二 第二種 インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱

及び結核 
三 第三種 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝

染病 
 

（出席停止の期間の基準） 

第二十条 令第五条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の伝染病の種類に従い、次の

とおりとする。 

一 第一種の伝染病にかかつた者については、治癒するまで。 

二 第二種の伝染病（結核を除く。）にかかつた者については、次の期間。ただし、病状に

より学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。 

イ インフルエンザにあつては、解熱した後二日を経過するまで。 

ロ 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで。 

ハ 麻疹にあつては、解熱した後三日を経過するまで。 

ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺の腫脹が消失するまで。 

ホ 風疹にあつては、発疹が消失するまで。 

ヘ 水痘にあつては、すべての発疹が痂皮化するまで。 

ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。 

三 結核及び第三種の伝染病にかかつた者については、病状により学校医その他の医師に

おいて伝染のおそれがないと認めるまで。 

四 第一種若くは第二種の伝染病患者のある家に居住する者又はこれらの伝染病にかかつ

ておる疑がある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の

医師において伝染のおそれがないと認めるまで。 

五 第一種又は第二種の伝染病が発生した地域から通学する者については、その発生状況

により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。 

六 第一種又は第二種の伝染病の流行地を旅行した者については、その状況により必要と

認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。 

 

 

 

 

 

 

 



（伝染病の種類と出席停止期間） 

伝染病の分類 伝染病の種類 出席停止の期間 

第一種 

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ

出血熱、ペスト、マールブルグ

病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コ

レラ、細菌性赤痢、ジフテリア、

腸チフス、パラチフス 

治癒するまで 

インフルエンザ 解熱後２日を経過するまで 

百日咳 特有の咳が消失するまで 

麻疹 解熱後３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎 耳下腺の腫脹が消失するまで 

風疹 発疹が消失するまで 

水痘 全ての発疹が痂皮化するまで 

咽頭結膜熱 主要症状消退後２日経過まで 

第二種 

 

結核 

第三種 

その他の伝染

病 

腸管出血性大腸菌感染症   

流行性角結膜炎         

急性出血性結膜炎 

その他の伝染病 

病状により学校医その他の医師におい

て伝染のおそれがないと認められるま

で。 

 

○食品衛生法（昭和二十二年十二月二十四日法第二百二十三号）（抜粋） 

(平十五法五十五・一部改正) 

第六十三条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、

この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の

状況を明らかにするよう努めるものとする。 

 

○予防接種法（昭和二十三年六月三十日法第六十八号）（抜粋） 

第一条 この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防

接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅

速な救済を図ることを目的とする。 
(平十三法百十六・一部改正) 
第二条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、



疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種する

ことをいう。 
２ その発生及びまん延を予防することを目的として、この法律の定めるところにより予

防接種を行う疾病(以下「一類疾病」という。)は、次に掲げるものとする。 
一 ジフテリア 
二 百日せき 
三 急性灰白髄炎 
四 麻しん 
五 風しん 
六 日本脳炎 
七 破傷風 
八 前各号に掲げる疾病のほか、その発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う

必要があると認められる疾病として政令で定める疾病 ・・・・（参考：「痘そう」が指定） 
３ 個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するこ

とを目的として、この法律の定めるところにより予防接種を行う疾病(以下「二類疾病」と

いう。)は、インフルエンザとする。 
４ この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。 
 

○老人福祉法（昭和三十八年七月一 1 日法第百三十三号）（抜粋） 
(平十五法百十九・一部改正) 
 (保健所の協力) 
第八条 保健所は、老人の福祉に関し、老人福祉施設等に対し、栄養の改善その他衛生に

関する事項について必要な協力を行うものとする。 
 
○児童福祉法（昭和二十二年十二月十二日法第百六十四号）（抜粋） 
（平十五法百二十一･一部改正） 
第十八条の三 保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。 
一 児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。 
二 児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。 
三 身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育につ

いて、指導を行うこと。 
四 児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。 
 

○児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準（抜粋） 

(平成十四年六月十三日) 

(厚生労働省令第八十二号) 


