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結核菌

特殊な菌 〉 〉 カ ビ 〉 細菌

＊芽胞菌など ウイルス

次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム

ア ル コ ー ル

塩化ベンザルコニウム

塩化ベンゼトニウム

微生物の消毒薬抵抗の強さおよび
消毒液の抗菌作用

次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム



二次感染予防のための消毒液

ノロウイルスの消毒は、
消毒用アルコールは
効きにくいため、

塩素系漂白剤（塩素剤）
で行います。
塩素濃度が０．０５－

０．１％になるようにして
使用します。

次亜塩素酸ナトリウム



消毒液の作り方

市販の塩素剤の多くは、塩素
濃度が約５％ですので、５０－
１００倍に希釈して使用します。
希釈の目安としては、５００ｍＬ
のペットボトル１本に、
ペットボトルのキャップ１杯で
０．０５％、キャップ２杯で
０．１％の消毒液になります。
調整する際は、直接塩素剤が
手に付かないように手袋をしてく
ださい。



消毒液について

塩素のにおいが少な目の
塩素系消毒薬もありますが、
含まれる塩素濃度が異なり
ますので、希釈方法に気を
付けてください（約１％の濃
度なら、１０－２０倍に希釈
して使用します。）
キッチンハイター、ミルトン
は次亜塩素酸濃度５～６％

塩素系消毒剤
ミルトン・テキサント

ハイポライト・ピューラックス
ヤクラックスＤ 等



消毒液の適応

感染予防的使用 感染予防、拡大防止

0.05%消毒液 0.1％消毒液

吐物、汚物、トイレ ○

汚染された衣類、
家具など

○

手すり、ドアノブ、
浴槽

○ ○



汚物の処理①

作業を始める前に、
腕まくりし、腕時計、
指輪等は外してお
きます。

予防衣、エプロン
等を着用し

マスクを着用してく
ださい。



着衣の用意

・マスク

・手袋

・予防衣

・髪の毛は束ねる



汚物の処理②

＜用意する物（例）＞
□新聞紙
□ペーパータオル
□ゴミ袋（２枚以上）
□ゴミ箱、バケツ等
□使い捨て手袋
□マスク
□予防衣
□塩素系漂白剤
□消毒液用容器
（ペットボトル、タッパ、
霧吹きなど）



汚物等処理セット

・セットを組みボックス等

に入れ持ち出せるよう

に用意をしておく



汚物の処理③

吐物や消毒液が直接
触れぬよう、必ず手袋
を使用してください。
手袋がない場合は、で
きるだけ手に付かない
ようにしてください。
手袋はできるだけ使い
捨てのものを使用しま
す。



汚物の処理④

吐物を、被った新聞紙
やペーパータオルに霧
吹きで消毒液をかけ、く
るむように取ります。
（側にある壁や、椅子な
どにも注意すること）

タオルやぞうきんなど、
再利用するものはでき
るだけ使わないようにし
ます。

（吐物の画像は、本物ではありません。）



汚物の処理⑤

吐物を拭き取った
後、消毒液に浸し
たペーパータオル
等で

外側から中心に
向かって丁寧に
拭き取ります。



汚物の処理⑥

吐物のあった周辺
は、できるだけ広い
範囲を消毒剤で拭
き取ります。

塩素は金属腐食性
がありますので、拭
き取った場所が金
属の場合は、３０分
程度時間を置いて
から、水拭きします。飛び散ることを想定すると、

吐物の中心から少なくとも半径１Mは拭き取る



汚物の処理⑦

ビニール袋等、
液漏れしない密
封できるものに、
吐物や、拭き
取った新聞等を
入れ、消毒液を
かけます。



汚物の処理⑧

袋の口を
しっかり縛ります。



汚物の処理⑨

ビニール袋等に、
口を閉じた袋を
入れます。



汚物の処理⑩

手袋を裏返しながら脱
ぎます。
マスクも捨ててください。
使い捨て手袋が無く、
ゴム手袋を使用した場
合は、脱いだものをそ
のまま消毒液で消毒し
ます。



汚物の処理⑪

内側を触らないようにし
て口を縛り、捨てます。

手袋をして処理をしても、
必ず処理の最後には石
けんでよく手を洗ってく
ださい。

汚物室の密閉性の高い
ゴミ箱に捨て、エプロン
等も消毒洗濯してくださ
い



手洗いの方法①

水洗いだけでなく、
必ず石けんをつけて、
良く泡立て３０秒以上
指の間、手のひらのし
わ、爪の先、手首など、
丁寧に洗います。



手洗いの方法②

手首も洗います。
手袋から出ていた部分
にウイルスが付いてい
るかもしれませんので、
必ず洗ってください。
吐物等の処理後は特
に念入りに洗ってくださ
い。

＜汚れが残りやすい部分＞指先、指の間、親指の周り、手首、手のしわ



手洗いの方法③

手を洗うときには、一緒
にカランも洗います。

カランを洗わないと、い
くらきれいに手を洗って
も、水を止めるときにカ
ランに付いたウイルス
が再度手に付いてしま
います。



手洗いの方法④

流水で丁寧に石けん
を流します。

カランも同様に石けん
を洗い流します。



手洗いの方法⑤

使い捨てタオルで手
を拭きます。

布タオルなど、再度
使用したり、他の方
と共用するものは避
けましょう。



手洗いの方法⑥

カランが洗い流せない
ような構造になってい
る蛇口の場合は、水を
止める前（カランを触る
前）に手を拭き、拭いた
使い捨てタオルで蛇口
を閉め、水を止めましょ
う。



調理器具等

消毒液に５分以上浸し
た後通常の洗浄を行う。
または、８５度以上の
熱湯に１分以上浸した
後通常の洗浄を行う。



調理器具等

つけおきする容器より 消毒しようと
する物が大きい場合は、３０分間浸し
た後にひっくり返すか、調整した消毒
液を染みこませたタオルで覆うなどし
て、全体を消毒するようにしましょう。



共有施設（手すり・ドアノブ・ソファなど）

消毒液に使い捨ての布・ペーパータ
オルなどを浸し、拭き取る。



車椅子・テーブル・椅子など

車椅子は手すりや椅子部分だけでなく、

車輪の部分も消毒液に浸したペーパー
タオルなどで拭き取る。

車いすでおう吐した場合は、いす全て
消毒すること

おう吐した場所そばのテーブルや椅子
は、足の部分、裏の部分に飛び散って
いることが多いため、注意して拭き取る。



おもちゃなど

プラスチック製などは消毒液で拭く、
もしくは浸けて乾燥する。

布の玩具は熱湯消毒、もしくはクリー
ニングをする。



絨毯など

付着した汚物中のウィルスが飛び散
らないように処理した後、消毒液で３
０分ひたひたにし、その後乾いた布や
ペーパーで拭き取る。

スチームアイロンで熱処理を行う

はがせるものは、洗濯後消毒処理か
破棄



浴室

消毒液に使い捨ての
布などを浸し、固く絞っ
た後二度拭きする。

床、タイル壁にはデッ
キブラシ等を使い消毒
液で洗浄した後、水で
洗い流す。



トイレ

便器の内側はウィルスの感染源に
なるところなので、消毒液をまんべ
んなく浸し、トイレ清掃用のブラシを
用いて飛び散らないようにこする。
その後ふたをして３０分以上浸した
後、水を流す。



トイレ・洗面所

トイレのレバー、ペーパーホル
ダー、配管などの部分も拭き取
る。

洗面所の水道の蛇口も同様に拭
き取る

汚物洗い等のシンクも、消毒液
を入れしっかり流す



汚物入れ

・８５度以上の熱湯に１０分以上浸すか、
塩素溶液で１０分以上浸す。

・汚物槽は消毒液(原液）を入れ、１０分
以上おき流す。



衣類 等

消毒液に３０分以上浸し
た後通常の洗浄を行う。

または、８５度以上の
熱湯に１分以上浸した
後通常の洗浄を行う。

もしくは、洗濯後、高温
の乾燥機にて乾燥かア
イロンで熱処理を行う



リネンなど

布団などは、付着した汚物中のウィルスが飛び
散らないように処理した後、洗剤を入れた水の
中で静かにもみ洗いする。

リネン類の消毒は８５度１分間以上の熱湯処理

消毒液に２０～３０分浸す

高温の乾燥機の使用

普通の乾燥後、スチームアイロンで熱を加える



タオル等

手拭きやバスタオルは共
用しないようにしましょう。

特に、吐物等の処理をし
た後で手を拭くときには、
使い捨てのタオルを使用
しましょう。



標準予防策
感染症の発症の有無に関わらず常に実施すべき事

項目 具体的内容

①便・おう吐物に触れた後

手洗い ②手袋を外した後

③他の患者に接する前

①便・おう吐物に触れる前

手袋 ②使用後、非汚染物・環境面に触れる前、他の患者の所に

行く時は外し、手洗いをする

マスク
①便やおう吐物が飛び散って、目、鼻、口を汚染しそうな
時

ガウン ①衣類が汚染しそうな時

②汚れたガウンはすぐに脱ぎ、手洗いをする

利用者の配置 ①環境を汚染させるおそれのある利用者は個室に入れる



感染拡大防止の基本的な考え方

１）感染源
病原体を不活化（汚染物の破棄・除去）
２）感染経路
①隔離（別室に移す）
②個人衛生の徹底・消毒

（手洗いの徹底・正しいおむつの交換・正しいおう吐
物の処理）

３）感受性のある宿主（感染を受けやすい抵抗力の低
い人）
予防接種・予防内服
（ノロウイルス感染症の予防接種・予防内服はない）



集団感染を予防するための
具体的行動

①健康観察と記録で「いつもと違う」に気づく

②手洗いは、感染予防の基本

③便や吐物の処理

④消毒液の作り方

⑤感染症マニュアルは現状に合った内容で

使えるところに

⑥連絡報告体制と情報の共有化



日常の健康観察と記録で
「いつもと違う」を発見

利用者の既往歴や予防接種などの健康情報を
把握

日常の健康観察の情報を集約して、感染症の
発生状況を把握

集団発生が疑われる場合は、施設管理医に報
告し指示を仰ぐ



感染症マニュアルは現状に合った内容で
使える場所に

マニュアル作成と活用ポイント

マニュアルは実施可能な内容にする

(内容は定期的に修正していく）
職員が活用できるよう使える場所に置き周知す
る

マニュアルの内容は、職員全員が実施できるよ
う講習会を開く



連絡や報告体制を明確にして
情報をみんなで共有

職員への周知

(感染症対策会議の実施等）
集団発生が疑われた場合は、保健所及び施設
所管課への連絡

利用者の家族への情報提供

対応窓口の一本化

平常時に報告用紙・情報提供用紙は作成しておく


