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基本の理解

【内 容】

１、リスクマネジメントの考え方

２、感染症対策：スタンダードプリコーション（標準予防策）の理解

３、感染経路別予防策

４、安全な療養環境の整備（ファシリテイ・マネジメント）

５、在宅・介護施設の感染防止策

【目 的】
・コロナウィルス肺炎だけでなく、すべての感染症に対する安全を確保する
・対策と対応を混乱なく理解、実践する
・多職種が連携して可能となるため、マネジメントリーダー、就業者全員が理解し実
践に生かすことができる



１.リスクマネジメントの考え方と枠組み

■ リスクとは・・・

「ある行動に伴って（あるいは行動しないことによって）、
危険の可能性を意味する概念」

とされています。
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潜在的危険の原因 実際に事故が起こって
現実の危険になる場合

＋

組み合わせたもの

＊潜在的危険の原因があるとしても起こらない場合はリスクが低いと言
える。
＊しかし、確率は低くても起こった場合の結果が甚大であればリスクは
高いと言えます。



リスクマネジメント

リスクマネジメント＝
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リスク＝危機 マネジメント＝管理 ＝ 危機管理

対策の２つ

①事故を起こさないように予防策を講じること（予防対策）

②事故に対する迅速で確実な対処が行えること（事故対策）

そのためにも日頃からヒヤリハット、アクシデント報告を行う。



ヒヤリハット・アクシデント報告

■ ヒヤリハットとは・・

■ アクシデントとは・・
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事故には至っていないが、ニアミス（事故寸前）
ヒヤッとしたこと・ハッとしたこと。

利用者に起こってしまった事故です。
ヒヤリハットより利用者に与える影響の大きいもの

ヒヤリハットやアクシデントは気が付くことが重要です。
気が付かないことが最も大きいリスク（危険）です！！



２.感染症対策：スタンダードプリコーション（標準予防策）

１） 概要

1996年「病院における隔離予防策のためのCDCガイドライン」スタンダード

プリコーション（標準予防策）は

「感染症の有無にかかわらず、全ての患者に適用する疾患非特異的な予防策」

① 血液

② 汗を除く全ての体液、分泌物、排泄物

③ 粘膜

④ 損傷した皮膚



２）対策の実際

支援者⇔対象者双方

（１）手洗い（手指消毒）

従来の《石鹸と流水による手指消毒》を
基本とする考えかたから《擦式消毒用アル
コール製剤を使用した手指消毒》が推奨さ
れている。

（２）防護用具の使用

①手袋

②マスク、

③アイプロテクション（ゴー グル）、フェース

シードル

④ガウン

■ 支援者：外部と接する一般生活者で
あることから影響者となりうる

■ 利用者：患者状態により感染リスク
の相違があるため、事前のアセスメ
ントが重要⇒身体的・洗身的・社会
的トリアージ



（３）周囲環境対策

① 使用した機材の取り扱い

・汚染物質を環境に接しない

・再使用可能物質の管理

・使い捨て物品の適切破棄

② 環境表面

・日常的な清潔管理のマニュアル

・明確な汚染がなければ消毒不要

・床等の血液、喀痰は手袋着用

しペーパータオルで拭き、次亜塩

素酸ナトリウム清拭（0.05％）

③ リネン洗濯機8０℃10分

■ 一般廃棄物との分離



（４）血液媒体病原体対策

① 鋭利器材

・負傷回避

・針は両手で扱わない

・注射器から針を手で取らない

・使い捨て注射器、注射針、刃は専用

破棄容器破棄

・鋭利器材での刺傷、切傷報告

② 救急蘇生、人工呼吸

・蘇生器材点検整備



（５）患者配置

周囲環境に汚染危険の高い患者、衛
生管理に非協力的患者の衛生管理

■ 市中感染⇒院内感染⇒医療・介護関
連感染症への移行リスク低減のため
の未然の脆弱性一覧表作成

■ 脆弱な感染予備軍、または、感染リ
スクをそもそも持っている利用者
（免疫低下、糖尿病など）の配置を
検討する

■ 意思決定能力の低下や認知症などの
利用者、知的障害者などの説明への
理解が得られにくい利用者の配置を
検討する

施設名

心不全 高血圧症 糖尿病 呼吸器系疾患 肝臓疾患 腎臓疾患 認知症 知的障害 精神疾患 年齢 独居 経済的困窮 キーパーソン不在

利用者名

社会的特徴身体的特徴 精神的特徴

感染症　脆弱性　トリアージ表

番号等

例



３、感染経路別予防策
接触感染：接触感染予防策とは、療養者との接触による感染予防だけでなく、療養者周囲の環境表面にも病原体が付

着している可能性がある場合に行う感染 予防対策である。具体的には以下の対応である。

・療養環境に入る前から使い捨ての手袋とガウンやビニールエプロンを着用し、診察や治療およびケアを開

始する。

・医療および介護従事者はケアの間自分の眼、鼻、口には決して触らない。

・ドアノブなどの高頻度接触面の消毒はできるだけ頻回に消毒するように家族や介護施設関係者に指導する。

飛沫感染：療養者に咳やくしゃみなど症状があり、飛沫感染がおこりやすい可能性がある場合に行う感染予防対策で

ある。今回のCOVID-19では、飛沫感染が起こりやすいため、感染者に接する際には飛沫感染予防策は必

要な感染予防策である。具体的には以下の対応である。

・ケアするときに、医療・介護従事者および療養者がマスクをする。

・療養者の１ｍ以内で作業するときはサージカルマスクを使用する。

・療養者は個室あるいは１ｍ以上の空間分離を行う。

・療養者が激しく咳き込んでいて、本人がマスクを着用できない時は、ゴーグルやフェイスシールドの装着

を検討する

・室内の換気を保つ。

空気感染：病原体が長距離（１ｍ超）にわたり感染性が持続する飛沫核の吸入を介し伝播する場合に行う予防策

換気が不十分な室内で、エアゾル発生手技（例えば喀痰吸引など）を実施する場合などに適応される。具

体的には以下の対応である。

・適切に換気された部屋を利用する。かならずしも陰圧室でなくてもいいが、あれば利用する。

・１ｍ以内で作業する場合は、最低でもサージカルマスクを着用する。

・エアゾルの発生手技に際しては、N95マスク、手袋、長袖ガウンおよびゴーグルなどを装着する。

１）感染が成立するためには、

① 病原体の存在

② 病原体が十分な病原性を有する

③ 病原体が十分な量存在

④ 病原巣から病原体の排出門戸がある

⑤ 病原体の侵入経路

⑥ 感受性を持つ宿主の存在

細菌とウィルスの違いの理解

出典：日本在宅医療連合学会より抜粋



２） 消毒と滅菌の合理的考え

（１）クリテイカルパス器材

経皮膚、粘膜に挿入。滅菌域に侵入する器材

対処：洗浄、滅菌処理

（２）セミクリテイカルパス器材

粘膜、損傷皮膚と接する器材。

対処：洗浄、高レベル消毒。中レベル消毒

（３）ノンクリテイカルパス器材

無傷の皮膚と接触。接しない器材

対処：加熱洗浄処理。場合によって消毒



４安全な療養環境の整備（ファシリテイ・マネジメント）

１）環境表面（壁、床等）の微生物数と感染について

２）対策の実際

（１）アスペルギルス及び空気感

染性病原体対策（空調管理）

環境に存在する病原体（アスペルギルス等）

の感染防止

（２）レジオネラ（水質管理）

その他環境で問題となる微生物

（３）ハウスキーピング

①サニタリーデザイン

②一般病棟の日常的清掃

③リネン

④環境消毒

（４）環境の細菌学的スクリーニング検査は感染対

策チームで行う。

■ コロナウィルスについての環境整備

＊加湿器の活用：乾燥中の空気には長期時
間ウィルスが漂います。加湿器を活用する
ことで水分に絡みとって床に落とします。

＊バキューム式掃除機：床に落ちたウィル
スを吸引し清掃します。

（ハウスダストは、舞い散らないよう静か
に燃えるゴミに廃棄）

＊棚や入り口ドアの上のサンのふき取り：
水拭きでもOK,散布式アルコールをペー
パータオルに静かに散布し、一方通行でふ
き取り

＊散布式アルコール：空気中に散布すると
ウィルスは拡散します。ペーパータオルな
どにとってリネンの周囲をふき取ります。



在宅・介護施設の感染防止
１）概要

入院期間の短期化等により、在宅、介護施設での医療依存度の高い患者
が増えている。

＊感染管理のための「感染対策委員会」の設置

＊感染の管理が重要であり、感染が在宅・施設生活に大きな影響を与える。

＊看護師はケアチームの医療専門職として医師と連携し感染防止を推進す
るリーダーとなる

＊介護職員は 、スタンダードプリコーションを理解し、統一したマニュア
ルに沿って業務を実施し、医師、看護師医療者と連携、方針を立て直す

＊利用者の脆弱さ、経済的課題、独居、身寄りがないなどの問題を考慮し、
感染症に脆弱な利用者の脆弱性の見極めをアセスメントする。

＊介護支援専門員は利用者分析を進め、各サービス事業所と協議する。



《在宅感染管理の特徴》

・日常ケアは本人、家族・介護現場で実施

・医療専門職のみでなく多機関が関与し統一した感染管理体制構築が困難
な場合もある

・医療機関に比べ、感染情報、感染予防知識、技術が得られにくい

・ケアに必要な設備、機材、器具、衛生材料供給、破棄物処理未整備

・感染症に対して社会地域から正しい理解が得られにくい

地域に精通した在宅看護がリーダーとなる必要



《感染が在宅療養生活に及ぼす影響》

★ 療養者の負担

・ 発熱、痛み、喀痰の増加などの身体的苦痛の増加

・ 通常の社会生活ができなくなる精神的苦痛

★ 地域サービスからの疎外

・ 感染拡大防止のための各種サービスの停止

★ 社会生活からの疎外

・ 感染拡大防止のため学校や集団の場への出入りの禁止

訪問者の減少

家族介護者の身体的、精神的、経済的負担

・ 病状変化にともなう介護ケアの増加

・ 感染対策実施のための手袋、ペーパータ

オル、消毒薬、衛生材料の購入

・地域サービスの代替を実施

・社会的な付き合いが制限される精神的苦痛



《在宅感染管理における看護職・介護職員の役割》

① 予防可能な感染防止

② プライバシーの保護

③ 人権擁護

④ 地域療養生活ケアチームの調整
リスク因子分析

① 療養者の要因

② ケア提供側の要因

③ 環境要因



《予防対策と管理》

在宅・施設ケアにおいてもスタンダーソプリコーション
（標準予防策）で感染防止対策を実践することが基本

＊スタンダーソプリコーションを実施することが統一

したケア提供

＊交差感染を防止する。

＊また、ケア提供者を感染から守ることができる。



《感染防止のアセスメント の焦点》

① 療養者の医療処置の有無や感染に対する抵抗力等の健康

状態

② 市中感染症の流行状態と感染源への接触機会の状況

③ 支援者、キーパーソンの存在の有無

③ 療養者の家族の感染に対する考え方

④ 療養者の家族構成、介護力、感染防止ケア能力の査定、

家族の健康状態

地域ケアサポート体制・・・

衛生材料の供給体制、日常の清潔ケアサービスの援助体制



《訪問看護・施設看護師・介護職員スタッフの感染防止》

①手洗いの正しい励行、 アルコール擦式消毒

②器材の消毒、清潔管理

③無菌操作の実施

④感染性廃棄物の適切な処理

⑤交差感染防止

患者、家族、介護者への感染防止指導

（具体的に行動できる内容を考案）



《基本的予防方法》

① 手洗い、うがい方法指導

② 使い捨て手袋、マスク、ガウン等の選択方法と指導（感染者発生後）

③ 環境整備

④ 洗浄、消毒方法

⑤ 感染性破棄物の処理、廃棄、回収方法確認

《患者、家族への説明と質問への対応》

《必要物品の準備》

《関連会社への連絡》

① 病院、診療所の準備するもの

② 家族が準備するもの

③ 清潔管理、通院時や外出時の携帯品指導

《情報収集と提供についての管理》

《感染予防に必要な知識》

① 感染症、感染経路、具体的指導方法

② スタンダードプリコーションと感染経路別予防策

③ 在宅・施設感染症の説明



感染症に関わる一般的注意

・感染が疑われる利用者の訪問順検討、入浴順番最後

・身体を石鹸で十分洗浄後入浴

・褥瘡、創部がある場合は、患部を十分洗浄、又はフィルム剤で覆い入浴

・手袋は創部の洗浄時使用

・使用後の浴槽、手洗い場は家庭用風呂洗剤使用し、熱湯洗浄

コロナウイルス感染症予防では、次亜塩素酸ナトリウム噴霧を状況に応
じて指導

・コロナウイルス感染症予防では多人数のサービス提供場ではトイレの清
掃徹底及び次亜塩素酸ナトリウム噴霧を状況に応じて指導

・ケア提供者は1回のケア毎の手洗い
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