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新型コロナウイルスを
想定した院内感染対策



新型コロナウイルス対策はこれから数年間続く

・新型コロナウイルスは、今回だけで収束することはなく、

これから繰り返しやって来て、地域での増加が起こり

続けるでしょう。

・したがってこれから数年間は新型コロナウイルス感染者が、

いつでも入院や外来にやってくることを想定した診療を

続けなければなりません。

・知らず知らずのうちに院内感染が広がることをどのように

して防ぐことができるか、各病院が自院の状況に合わせて、

工夫をする必要があります。
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新型コロナ患者を診るか？診ないか？

【診療する病院】

＜長所＞

・病院または病棟をコロナ患者専用にするため、

患者同士の院内感染は発生しない。

・疑い患者専用の病棟・病室をつくることで、

他疾患の診療が継続できる。

＜短所＞

・他疾患の患者を転院・転床させる必要がある。

・職員の身体的・精神的な負担のため疲弊が大きくなり、

職員に対するインセンティブが必要となる場合もある。

・院内感染対策の専門職による指導・助言が必須となる。



新型コロナ患者を診るか？診ないか？

【診療しない病院】

＜長所＞

・職員の身体的・精神的負担は少ない。

＜短所＞

・コロナを疑わない前提で診療するため、無症状の患者

（職員も含む）から院内感染が始まる可能性がある。

・発熱等コロナを疑う患者が出ても、検査結果が出るまで

他院への転院は難しい。

・疑い患者を診療する準備ができていないため、

院内感染が広がるリスクがある。

→すべての病院が疑い患者の入院に対応できる必要がある



標準予防策の徹底

○診療場面ごとに必要な個人防護具（PPE）を選択する

○手指衛生

・アルコール手指消毒

（エタノール濃度60～90％／イソプロパノール70％）

・石鹸と流水で手洗い

＊手指衛生の５つのタイミング（WHO）

①患者に触れる前

②清潔／無菌操作の前

③体液に曝露された可能性のある場合

④患者に触れた後

⑤患者周辺の環境や物品に触れた後

https://1.bp.blogspot.com/-FNKVT8bWf_Q/U32NdV9oIBI/AAAAAAAAgvg/JhXkTSsLAvE/s800/te_syoudoku.png


感染経路別
予防策

日本環境感染学会教育ツールVer.3より

感染経路 特徴 具体策の例

空気感染 微生物を含む5㎛以下の飛沫核が、

長時間空中を浮遊し、広範囲に拡散。
飛沫核を吸入することで感染

N95マスク以上の高レベ

ル呼吸器防護用具、個
室隔離、陰圧室 等

飛沫感染 感染している患者が咳やくしゃみ、会
話などで放出した微生物を含む5㎛よ
り大きい飛沫が粘膜に付着して感染

サージカルマスク、個室・
集団隔離、1ⅿ以上の距
離保つ 等

接触感染 患者との直接接触や汚染された物や
人との間接接触

手袋、ガウン着用、病室
退室前に外す 等

※ 標準予防策に加え、
感染経路に応じた
予防策を実施する



ユニバーサルマスキング

○すべての職員が院内では常時サージカルマスクを着用

・無症状、症状軽微な職員からの職員・患者への感染防止

・症状出現２日前～症状出現直後

咽頭でウイルス増殖 → 感染の可能性あり

https://1.bp.blogspot.com/-Ypiccbtt5Z8/XqFE9jcHPxI/AAAAAAABYhE/546dAkvJEUECz8LIFbC-tThmk4qThCiAwCNcBGAsYHQ/s1600/yakuzaishi_man_table_mask.png
https://1.bp.blogspot.com/-GKeBsT6LR1k/Xn1v7ri-gKI/AAAAAAABX6o/O-u3FYowSYUKU3yA0H5eTZm4TBkHYVjswCNcBGAsYHQ/s1600/mask_uketsuke_woman.png


感染経路別予防策

○飛沫感染＋接触感染

・飛沫予防策

ウイルス含む飛沫を目、鼻、

口の粘膜に付着させない

・接触予防策

ウイルス付着した手を目、鼻、

口の粘膜と接触させない

○対応

・個人防護具（PPE）を適切に着用する

・確定患者・疑い患者を個室に収容して隔離する。

こまめな部屋の換気を行う。



飛沫感染対策
・サージカルマスクが有効。

・会話をするときには互いにマスク着用。

・患者がマスクができない場合には

フェイスシールドが必要。

・医療スタッフ同士の会話や

引き継ぎも常にマスク着用。

（出退勤時やロッカー室、

休憩中なども忘れずに）

・PPEが入手困難なときは

手作りで調達しましょう。

＊手作りのマスク、ガウン、フェースシールドの作り方は阪大病院のＷｅｂサイト参照。

https://www.hosp.med.osaka-u.ac.jp/emergency/2020/04/post_8.html
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接触感染対策

・手指衛生の遵守

・アルコールまたは流水と石けんで、手順を守って行う。

・病室に入る前、患者にふれたとき、患者周囲環境にふれた

とき、そのつど手指衛生を行う。

・患者ケア時に患者の身体や体液が衣服に触れる場合には、

ガウンやエプロンを着用する。



個人防護具（PPE）

・鼻咽頭拭い液等上気道の検体採取時にもPPE着用。

・ガウン不足の時はエプロン着用。

・エアロゾル発生しやすい状況（＊注）ではN95マスク着用
＊気管挿管・抜管、気道吸引、NPPV装着、気道切開術 等

・汚染した手指が髪に触れる可能性があるため、

ヘアキャップの装着が推奨される。

・タイベック等全身を覆うタイプの防護服は必須ではない。

・シューズカバーは脱ぐ時に手指汚染のリスクあり。

【通常】
・目・鼻・口を覆う防護具

（サージカルマスク＋ゴーグルorフェイスシールド）
・ヘアキャップ
・ガウン
・手袋 等



PPEの使用

○：必ず使用／△：リスクが高いとき使用

手袋 サージカ
ルマスク

Ｎ９５
マスク

ガウン フェイス
シールド

診察（１５分未満） ○ ○ ○ △

診察（１５分以上） ○ ○ ○ ○

呼吸器検体採取 ○ ○ ○ ○

エアロゾル手技 ○ ○ ○ ○

環境整備 △ ○ △ △

リネン交換 △ ○ △ △

患者搬送 △ ○ △ △

https://2.bp.blogspot.com/-13wiKnHB7ec/V5NEWnTiG-I/AAAAAAAA8ik/55MF8XQ5WqwGj7h7Ysq_k947rCsqBBjkwCLcB/s800/pleats_mask_hida.png


咳・飛沫がほとんどない
ADL自立患者 レベルⅠ

プラスチック
／不織布ガウン

手袋

キャップ

サージカルマスク
+

マスクにつく
アイシールド

・患者の状態に合わせて、
可能なら患者にサージカル
マスクを着けてもらう。

・患者が呼吸苦などマスク
をつけられない場合には、
アイシールドなどを装着し
目の粘膜を保護する。

新型コロナウイルス感染疑い患者診療時のPPE
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咳・飛沫の多い
(疑い)患者 レベルⅡ

咳や飛沫の多い患者や
エアロゾルが発生する
可能性のある処置に
際しては、N95マスク
を着けて診療する。

新型コロナウイルス感染疑い患者診療時のPPE

プラスチック
／不織布ガウン

手袋

キャップ

N95マスク
+

マスクにつく
アイシールド

＊大阪大学大学院 医学系研究科感染制御学 朝野教授 作成資料より



PPEの着脱手順例 ①



PPEの着脱手順例 ②



PPEの着脱（参考サイト）

○日本医師会（日本環境感染学会監修）
https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009082.html

○日本看護協会
https://www.nurse.or.jp/nursing/practice/covid_19/document/index.html

○東京都
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/iryo/kansen/shingatainflu/cyakudatsu.html

○長崎大学病院
http://www.mh.nagasaki-u.ac.jp/kouhou/topics/2020/3/1/index.html



外来患者への対応 ①
○疑い例の識別と対応

・感染を疑う症状（＊注）がみられる患者に受診方法を周知

→受付場所、事前連絡の必要性・方法 等

＊発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、鼻汁・鼻閉、

咽頭痛、味覚・嗅覚障害、眼の痛みや結膜の充血、

頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐 等

・全ての外来受診患者

→感染を疑う症状の有無を確認（体温測定・問診票等）

↓ 症状がある場合は

・患者にサージカルマスク着用

・他患者と一定距離を保つことができる待機場所へ



○医療従事者の感染防護～

・サージカルマスクの着用

・患者との接触前後の手指衛生の徹底

・疑い程度が強い患者との接触にはPPE着用で対応

・患者と一定距離（理想は１メートル以上）を保つ

＊疑い程度が強い患者とは

・疑わしい症状が出現している濃厚接触者

・発熱・呼吸器症状あり、酸素飽和度低下している患者

・胸部CT検査で特徴的なすりガラス影がみられる患者 等

外来患者への対応 ②

https://1.bp.blogspot.com/-Zzp9NzN5yJE/V8azOa4DBwI/AAAAAAAA9cU/E-fsCTtSj7Uk82174xlCM3j5on5PwnG_QCLcB/s800/kenkoushindan_mri_man.png


外来患者のトリアージ
〇患者の重症度を評価

・肺炎・敗血症が疑われる患者

→必要な検査を実施

（例）画像、採血、血中酸素飽和度 等

・PCR検査必要と判断した患者

→ 適切なPPE着用し、検体採取

①軽症例＝自宅や宿泊施設での待機が可能な患者

②入院治療（肺炎で酸素投与など）が必要な患者

③重症例＝集中治療が必要な患者

検査結果などをもとに患者の鑑別を実施

検査の際は

標準予防策を徹底



新規入院・転院患者受け入れ時の注意

〇標準予防策の徹底

○コロナ以外で入院した患者も入院後１４日間、感染を

疑う症状の出現を観察

「新型コロナの最大の
武器はステルス攻撃だ。

「油断」に付け込んで
潜入し、突然爆発的な
破壊力を示す。」注）

注）國井修氏「新型コロナ：「医療崩壊」ヨーロッパの教訓からいま日本が学ぶべきこと」から引用
（ニューズウィーク日本版（2020 年4 月7 日号（3 月31 日発売）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/03/post-92909_5.php）

https://4.bp.blogspot.com/-zoPnVP5DwHI/VOsJkIxydZI/AAAAAAAArps/gK7ZFd68n10/s800/war_stealth_aircraft.png


疑い患者への対応

〇保健所と連携し指示を受ける

＜入院患者の場合＞

○病院の中に疑い事例用個室を準備（トイレ付個室）

・疑い事例同士を同室に集めることは避ける

→疑い例の中には感染者・非感染者が混在するため

患者間感染が起こる可能性あり

〇PCR検査の結果が出るまで個室対応

・陰性：一般病棟に戻ってもよいが

解熱するまで個室対応が望ましい

・陽性：転院が必要な場合は保健所と調整



陽性患者への対応

○感染確定 → 個室管理

・多数患者発生した場合はコホーティング検討

○隔離区域に対するゾーニング

・レッド：患者滞在区域

・イエロー：PPE脱衣

・グリーン：清潔区域

○患者との接触機会を最小限にする

（例）テレビ電話等の活用

○病室外への移動は医学的に必要な場合のみに限定



総室1 総室2

総室3 ナースステーション 前
室

トイレ

衝
立

PPE脱衣

手指衛生

ゴミ箱

肺炎・発熱／疑い症例専用病室
（トイレ付きの個室が望ましい）

トイレ

疑い患者を隔離するための病室の配置例

・新型コロナウイルスは飛沫＋接触感染対策と
なるため、空気感染対策とは異なり場所を
区分して対応する。

PPE着衣

・疑い症例でも、陽性症例と同様の感染対策が必要。
・検査で陽性と判明しても転院まで個室での対応を続ける。
・疑い患者が複数の場合は、患者ごとにアイシールドと

マスク以外のPPE（手袋、ガウン）を交換する
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国立国際医療研究センター病院の例（厚労省通知別添参考資料より）

ゾーニングの例



イエローゾーンでの工夫 ①

PPE脱衣時は、危険！！
写真や図で分かりやすく疲れていても
安全に脱衣できる工夫も大事。



鏡の設置や行動指示をわかり
やすく示すことも大事。

イエローゾーンでの工夫 ②

ゾーニングの色に合わせ床や
物品にもカラーリング。一目
でわかる工夫で交差を予防。



レッドゾーンでの工夫

レッドゾーンか
らグリーンゾー
ンへの連絡用ミ
ニホワイトボー
ド。PPE着用で
ＰＨＳやナース
コールがうまく
使えない時もあ
り、ちょっとし
た確認の際に便
利。

レッドゾーンか
ら持ち出す際の
取扱い方を掲示。
わかりやすく図
で説明。



透析患者への対応

○感染患者に透析が必要となった場合

・標準予防策の徹底

・飛沫感染、接触感染予防を行う

・廃液の処理（HBV,HCV,HIVと同様）

○出張透析

・医療スタッフが病室内に長時間滞在しなくても

安全に患者のモニタリングが行えるように工夫する



環境消毒

○確定患者・疑い患者への対応

・高頻度に接触した環境表面

・皮膚に直接接触した器材（血圧計・体温計）

・アルコール 濃度60％以上

・次亜塩素酸ナトリウム溶液 濃度0.1～0.5％

・患者の皮膚と直接接する器材の使用は必要最小限にする

・消毒薬は噴霧しない

・床・壁等を含む広範囲の大がかりな消毒は不要

＊無症状濃厚接触者が触れた物や環境表面の消毒は不要

https://1.bp.blogspot.com/-K8LKGlx-MBo/XqfJXR6NSAI/AAAAAAABYmY/uXIb5Y8mDVYoY8GvwGfUu-pvlS7lLk-lwCNcBGAsYHQ/s1600/syoudoku_hand_switch.png


食器・リネン等の取り扱い

○通常の熱水洗浄（80℃・10分間）で問題ない

○病室外に出してから洗浄するまでの間に複数の人の手を

介する場合は配慮が必要

（例）水溶性ランドリーバックやポリ袋等に入れて搬送

○院内のコインランドリーは使用しない

・場所を共用するリスクあり

https://1.bp.blogspot.com/-o7sdWui9Tk0/UnIDqRuc3YI/AAAAAAAAZ5U/Ds5AH3V0DEA/s800/kensagi_blue.png


面会制限

感染者が増加している地域では、原則面会は禁止が望ましい

・面会の患者による院内への持ち込みが懸念される



職場環境の確認

・手指衛生を励行

・会話しながらの飲食や長話を避ける

・休憩室や事務所等の換気

・「３密」空間を作らない

・会議はWeb会議にする

・共用キーボードやタブレットはこまめに消毒

・仮眠用寝具は個人ごとに交換

＊日頃から体調管理に努め、出勤前に体温測定して

発熱その他症状の有無を確認する



ウイルスを病院に持ち込まない
ための医療スタッフ＊の心得

○「３密」環境に近づかない

○会食や接待を伴う飲食、ライブ、カラオケなどに行かない

○外出時にはマスク着用と手指消毒の徹底

○発熱、咳、のどの痛み、息苦しさなどがあれば仕事を休む

＊医療スタッフ＝医師や看護師などの医療職だけでは

なく、事務や外注業者など病院で働くすべての人々

・これから数年続く新型コロナウイルスとの戦いにおいて、

感染者を「診ない」ではなく「診ることができる」ように

することが、院内感染を予防し、職員と病院を守る唯一の

解決法です。
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