
集団発生を予防すべき感染症
（ノロウイルス・インフルエンザ・腸管出血性大腸菌など）
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＜講演内容＞

１ 各感染症について
①インフルエンザ
②感染性胃腸炎
③腸管出血性大腸菌

２ 標準予防策（スタンダードプリコーション）
①正しく効果的な手洗い
②接触感染の防止・消毒
③下痢・吐物からの感染の防御（吐物処理）
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１ 感染症について
①インフルエンザ
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特徴（かぜとの違い）
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項 目 インフルエンザ か ぜ

原因ウイルス ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ
ﾗｲﾉｳｲﾙｽ､ｱﾃﾞﾉｳ
ｲﾙｽ､RSｳｲﾙｽ等

症 状
重い（高熱、せき、
関節痛等）

軽い（発熱、せき、
鼻水等）

抗ウイルス薬 あ る な い

ワクチン あ る な い



特徴

○感染力（1人の感染者から何人に感染させるか）

Ｒ0＝1.2～1.4

○感染経路

・飛沫感染（咳・くしゃみ）

・接触感染（汚染された手で鼻粘膜）

○感染伝播期間

・発症の前日～症状消失２日後
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1月下旬～
３月上旬

発生動向
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●感染症法で5類感染症の

定点把握疾患

●札幌市内の56の医療機関

に報告を依頼



予防（１）

○流行前にワクチン接種
・Ａ型（2009）、Ａ型（香港）、

Ｂ型（山形系・ビクトリア系）

の４種類のウイルスに効くワクチン

・接種後、免疫の獲得までおよそ２週間

・有効期間はそのシーズン中

（約５か月）
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予防（２）

○インフルエンザが流行したら

・うがい、手洗いの励行
（手洗いは石鹸で。アルコールも有効）

・人混みは避け、外出時（特に人混み）

にはマスクを利用

・部屋の換気、加湿（湿度50％）を行う

・十分な睡眠、バランスの良い食事、

適度な運動
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「かかったかな」と思ったら

【早めに医療機関を受診する】

○移動時と受診時はマスクを着用

○迅速診断キットによる診断

・発症後24時間程度経過時の感度が高い

○処方薬は最後まで服用してください

○他人に感染させる期間

・発症の24時間前～解熱後２日間

・不要な外出を避け、不織布マスクを着用
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かかってしまったら

• 患者はなるべく部屋を別にする
• マスクを着用しましょう
• 食器、タオル等の共用は避けましょう
• 蛇口や手すりなどの消毒
• 部屋の換気をまめに行い、温度と湿度
（50％程度）を適切に管理

• 十分な睡眠と安静、栄養と水分の補給
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施設管理・運営の留意点

【施設管理】

・部屋の換気・加湿

・手洗い・マスク着用の徹底

・感染者が発生したときは、可能な限り隔離

【職員の健康管理】

・職員の健康状況を把握（家族が感染した人は要注意）

・感染者は出勤を控える（解熱後２日間）

・感染を完全に防ぐことは困難
・流行期に以下の対策を実施
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１ 感染症について

②感染性胃腸炎
（特にノロウイルス）
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感染性胃腸炎とは？？
ノロウイルスとその仲間

ノロウイルス ロタウイルス アデノウイルス

下痢、腹痛、嘔吐・・・
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ノロウイルス感染症について

【主な症状】

• 噴出性の嘔吐、水様性の下痢、発熱 など

【潜伏期間】

• 24～48時間（平均すると36時間）
【治療方法】

• ウイルスの特効薬はありません（対症療法）。
【検査方法】

• 検便検査（迅速検査は、3歳未満と65歳以上
のみ保険適応）
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ノロウイルスの特徴

• 小型の球形ウイルス
• 人の小腸に感染して増殖
• 便や吐物中に排泄
• 強い感染力
• 強い消毒薬抵抗性
• 回復後も約２週間、便中に排泄されることも
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強力な感染力

• １０～１００個のウイルスで感染

• 嘔吐物1ｇ中に１０００～１００万個
⇒ 吐物１ｇで最大1０万人が感染する

• 下痢便１ｇ中に１０億個
⇒ 便１ｇで最大１億人が感染する
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感染した人の便や吐物から、
手についたウィルスが

ドアノブ、蛇口、取っ手などを
介して

沢山のひとの手などに広がり 感染症として・・

食中毒として・・

その手で調理し

食品を汚染し・・
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発生動向

11月中旬～
12月中旬
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●感染症法で5類感染症の

定点把握疾患

●札幌市内の37小児科医療

機関に報告を依頼



予防

○手洗い
・介助後、配膳前、食事介助時

・手袋を外した時

・液体石けんが望ましい

○消毒
手すり、ドアノブ、蛇口、テーブル、取っ手、食器など

・次亜塩素酸ナトリウム液

・加熱滅菌
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拡大防止策（1）

疑い症状 …噴出性嘔吐、水様便

○正しく効果的な手洗い

○適正な嘔吐物、排泄物の処理

○消毒の継続

症状消失後２～３週間は便からウイルス排出

⇒トイレの消毒を継続
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拡大防止策（2）

○個室管理
○健康観察
嘔吐した人の近くにいた人、又は吐物を処理した人
⇒48時間（潜伏期間）様子を見る

○面会制限
○連絡体制の確認、発症者等の記録
※その他注意点
・窒息対策
・水分補給
・患者（症状落ち着いた後）の入浴は最後
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１ 感染症について

③腸管出血性大腸菌



特徴

○症状
・下痢（血便）、腹痛、吐き気、発熱など

○感染経路
・牛肉（特にＯ157）、汚染された飲料水や野菜
動物との触れ合い、保菌者からの二次感染など

○潜伏期間
・2日～14日（平均3～5日）

○合併症
・患者の約10％は溶血性尿毒症症候群（ＨＵＳ）を合併
し、死に至ることも。
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↓2017

↓2012

↓2016
↓2013

↓2014

↓2015

発生動向

7月中旬～
10月上旬
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• 感染症法で3類感染症の全数把握疾患
• 札幌市内の全医療機関から報告



Ｏ血清群別届出状況
（Ｈ24～H29.9.15現在、累計）

O157
238件

O26
77件

O103
50件

その他
40件

不明 30件

O111
15件

総数 451件
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予防

○手洗い
・介助後、配膳前、食事介助時

・手袋を外した時

・液体石けんが望ましい

○消毒
手すり、ドアノブ、蛇口、テーブル、取っ手、食器など

・次亜塩素酸ナトリウム液、エタノール

○食品の十分な加熱
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拡大防止策

○個室管理

○健康観察

嘔吐した人の近くにいた人、又は吐物
を処理した人

⇒２週間（潜伏期間）様子を見る

○面会制限

○連絡体制の確認、発症者等の記録

○適正な嘔吐物、排泄物の処理
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＜講演内容＞

１ 各感染症について
①インフルエンザ
②感染性胃腸炎
③腸管出血性大腸菌

２ 標準予防策（スタンダードプリコーション）
①正しく効果的な手洗い
②接触感染の防止・消毒
③下痢・吐物からの感染の防御（吐物処理）
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２ 標準予防策
（スタンダードプリコーション）
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感染対策の柱

①感染源の排除

②感染経路の遮断

③宿主（ヒト）の抵抗力の向上

高齢者介護施設における感染対策マニュアル（平成25年３月、厚生労働省）

標準予防策
（スタンダードプリコーション）が重要！

※感染症の有無に関わらず、全ての患者のケアに対して普遍的に
適用する予防策。
※患者の血液、体液、分泌物（汗は除く）、排泄物、傷のある皮膚や
粘膜を感染の可能性のある物質とみなし対応することで、患者、
従事者双方の感染の危険性を減少させる。
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○携帯電話

・一般細菌 約80％
・黄色ブドウ球菌 約70％

○パソコン、マウス

・一般細菌 60～80％
・黄色ブドウ球菌 40～50％

31

備品の汚染状況



環境表面（乾燥）における
微生物の生存期間

32

菌・ウイルス 生存期間

黄色ブドウ球菌 7日～7カ月
大腸菌 1.5時間～16カ月
緑膿菌 6時間～7日間
インフルエンザウイルス 1日～2日
ノロウイルス 8時間～7日
アデノウイルス 7日～3カ月

環境の清掃、手指消毒が大事
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２ 標準予防策
（スタンダードプリコーション）

①正しく効果的な手洗い

②接触感染の防止・消毒

③下痢、吐物からの感染の防御
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２ 標準予防策
（スタンダードプリコーション）

①正しく効果的な手洗い

②接触感染の防止・消毒

③下痢、吐物からの感染の防御



手洗いでの洗い残し

35国立感染症研究所作成リーフレット「手洗いで感染症予防」より



手洗いの方法 ウイルス残存率

手洗いなし
約1,000,000個

100％

流水で15秒手洗い
約10,000個

約1％

石けんで10～30秒もみ洗い後、

流水で15秒すすぐ

数百個

約0.01%

ハンドソープで60秒もみ洗い後、

流水で15秒すすぐ

数十個

約0.001%

「ハンドソープで10秒もみ洗い後、

流水で15秒すすぐ」を2回行う

数個（ヒトに感染しない数）

約0.0001％

手洗いの効果（例：ノロウイルス）
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手洗いの手順（１）
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手洗いの手順（２）
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手洗い効果を高める方法として
エタノールを使用する場合

①石けんと流水による手洗いを行ったう
えで、手洗いの効果を高めるためにエタ
ノールを使用する。（相乗効果）

②すぐに石けんと流水による手洗いが
できない場合に、エタノールを使用する。

③手指へのエタノールの使用にあたっ
ては、15秒以内には乾燥しない程度の
十分な量を使用し、エタノールが完全に
乾燥するまで両手を擦り合わせることが
効果を高める。

39一般社団法人 アルコール協会「ノロウイルスに係るエタノール使用ガイドライン」より



手指衛生の５つのタイミング
（ＷＨＯの手指衛生ガイドライン）

40

サラヤ株ホームページ

① 患者に触れる前

② 清潔／無菌操作の前

③ 体液に暴露された
可能性のある場合

④ 患者に触れた後

⑤ 患者周辺の
物品に触れた後

https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5moments/en/
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２ 標準予防策
（スタンダードプリコーション）

①正しく効果的な手洗い

②接触感染の防止・消毒

③下痢、吐物からの感染の防御



消毒薬抵抗性

消毒剤 細菌
インフルエンザ
ウイルス

ノロウイル
ス

第四級アンモニウム塩
（オスバン液）

○ △ ×

グルコン酸クロルヘキシ
ジン（手術時手洗い）

○ △ ×

消毒用エタノール ○ ○ △

次亜塩素酸ナトリウム溶
液

○ ○ ○
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消毒薬の作り方 ※5%次亜塩素酸ナトリウムを薄めて使用する場合

通常：調理器具、ドアノブ、蛇口、手すり、おもちゃなど

消毒薬の作り方
～市販の塩素系漂白剤を使って～

消毒薬の作り方
～市販の塩素系漂白剤を使って～

汚染された場所：おう吐物や便がついた床やじゅうたんなど
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２ 標準予防策
（スタンダードプリコーション）

①正しく効果的な手洗い

②接触感染の防止・消毒

③下痢、吐物からの感染の防御



感染拡大につながる行為

1. 十分に消毒しない。⇒塵埃感染も

2. 素手で嘔吐物処理。

3. 嘔吐物処理時にマスクをしない。

・・・etc
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「塵埃感染」

• 絨毯に含まれる埃やチリに付着したウイルスを
吸い込んで感染

• 嘔吐物処理の際、マスクを着用しなければ、ウ
イルスを吸い込んでしまう。
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吐物処理手順①

①吐物処理グッズ（手袋（内、外）、マスク、エプロン、シューカ
バー、消毒剤（0.1％、0.02％）、新聞紙、キッチンペーパー、ゴミ
袋、ゴミ箱（バケツ）等）を用意
②換気のために窓を開ける
（②´汚染エリアをテープで囲う）
③作業を始める前に、腕まくりし、腕時計、指輪等を
外して、よく手を洗う。
④手袋（２重）、マスク、エプロン、シューカバーを着用する。
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吐物処理手順②

①汚染エリアの外にゴミ箱を用意
②ビニール袋（２重）の口をあけてゴミ箱（バケツ）にか

ぶせる。
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吐物処理手順③

①静かに吐物及び汚染エリアを新聞紙で覆い、消
毒液（0.1％）を撒く
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吐物処理手順④

①外側から内側にむけて、ふきとり面を折り込みながら
静かにきれいに拭き取る
②ビニール袋（ゴミ箱）に入れる
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吐物処理手順⑤

①消毒液（0.1％）をペーパータオルに染みこませ、吐物の
あった周囲は、できるだけ広い範囲を拭き取る。
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吐物処理手順⑥

①拭き取ったペーパータオル並びに外側の使い捨て手袋、
シューカバーをビニール袋（ゴミ箱）に入れ、その中に消毒液
（0.1％）を入れて浸す
※手袋を脱ぐときは、内側の手袋が汚染されないよう、内側に
指を入れて、静かに脱ぐ 52



吐物処理手順⑦

①内側のビニール袋の口をしっかり縛る
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吐物処理手順⑧

①汚染エリアに、消毒液（0.02％）をペーパータオルを敷き詰め、
10分ほど放置する
②汚染エリアに敷き詰めたペーパータオルを集め、ゴミ箱（バケ
ツ）に入れる。エリア囲みテープも捨てる
③ペーパータオルで水拭きする
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吐物処理手順⑨

①手袋、エプロンを脱ぐ
（エプロンは首後ろを切って前にたらす。下から巻き上げる）
②マスクを取る（表面は触らない）
③ゴミ箱（バケツ）に入れ、外側のビニール袋を縛る
④最後に石鹸でよく手を洗い、アルコール消毒をする
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行政への報告
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【札幌市ホームページ】 ※サイト内検索「感染症等発生時」
ホーム＞健康・福祉・子育て＞福祉・介護＞高齢福祉・介護保険＞介護事業者のみなさまへ
＞感染症・食中毒＞社会福祉施設等における感染症等発生時の報告について



ご清聴ありがとうございました
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問い合わせ先
保健所感染症総合対策課
TEL: 622-5199 Mail：kansensyo@city.sapporo.jp

感染症の発生動向⇒


