
感染症対策

川崎市健康福祉局保健所感染症対策課

令和３年度指定介護保険事業者集団指導講習会

新型コロナウイルス感染症、結核について



介護施設で集団感染や重篤化等の問題となる感染症

•新型コロナウイルス感染症
•結核
•腸管出血性大腸菌感染症
•レジオネラ症
•インフルエンザ
•ノロウイルス感染症
•肺炎（肺炎球菌、誤嚥性肺炎）
•疥癬 等

新型コロナだけでなく、他の感染症にも注意しましょう︕



高齢者は感染症の影響を受けやすい
•加齢に伴う免疫細胞の活動が弱まり免疫⼒が低下

•運動不⾜やストレス、⽣活習慣などの原因から免疫⼒が低下
COVID-19の影響で面会制限や外出の自粛、レクレーションの
変化など

⇒病原体に抵抗する⼒が弱まり感染しやすくなる



感染予防策
①身体を清潔に保つ
・外出から帰宅した時は⼿洗いやうがいをする
・⼊浴、陰部を清潔に保つ（尿路感染症の予防）

②ユニバーサルマスク
・居室以外で会話する際はマスクの着用

③予防接種をする（推奨）
・インフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチン（高齢者）、
新型コロナワクチン

④元気に楽しく活動して免疫⼒アップ
・適度な運動やバランスの良い⾷事
・十分な睡眠



介護者の感染予防策
①病原体を持ち込まないようにする
・体調が悪いときは、無理せず出勤しない
・⼿指衛⽣をおこなう
・ユニバーサルマスク

②標準予防策を遵守する（適切な防護具の使用）
③⼊所者・利用者の観察をする
・⽇常の様⼦や、感染症に罹ってしまった場合の観察をする
いつもと様⼦が違うなど体調の変化を⾒逃さないことが重症
化を防ぐことにつながる



新型コロナウイルス感染症の感染可能期間

曝露

＊新型コロナウイルス感染症の
国内発⽣動向（速報値）より
令和3年9月15⽇18時時点典型的な

症例
特に感染⼒の
強い期間

発症2⽇前 発症⽇ 発症5⽇目 発症10⽇目

発症 重症化

潜伏期間
5⽇程度

（1〜14⽇）

約80％は軽症の
まま治癒 致死率

約0.9％＊

約20％
7⽇目前後

発症2⽇前から発症5⽇目までの感染⼒が強い 発症15⽇目 発症20⽇目

＊重症者や免疫不全者は発症15⽇目まで、重度の免疫不全者は発症20⽇目まで人に感染させる
可能性が高いと言われている

引用︓川崎市感染症週報第10週 〜今、何の病気が流⾏しているか︕〜



新型コロナウイルス感染症対策
ワクチンを接種したから安心ではなく、
マスクの着用、マスクなしでの会話はしない、3密の回避、⼿指衛⽣
を含む感染対策を継続しましょう。
•⽇頃から標準予防策の対応が重要です。
•結果が判明する間においても感染経路別予防策の対応が必要です。
•⽇頃から個人防護具の着脱訓練や研修を⾏いましょう。
•施設毎の感染対策マニュアルの作成とそれに沿った対応の徹底
＜参考にしてください。＞

• 新型コロナウイルス感染症高齢者福祉施設における対応の⼿引き
• 高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症における事例集

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/64247/guidance_2.pdf

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/64247/guidance_2.pdf


結核について
まかせといて︕のシールぼうや
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どうやって感染するの︖

空気感染
くしゃみをした時に、結核菌を含んだ飛沫（しぶき）が周囲に飛び散
り、その周りの水分が蒸発した状態（飛沫核）で空気中に漂い、それ
を吸い込むことによって感染
インフルエンザや新型コロナのように、環境等を介しての接触感染
することはありません。空気予防策（N95マスク、陰圧空調）



感染＝発病

図︓結核の常識2018 公益財団法人結核予防会より



結核の症状
•高齢者の症状はわかりにくい︕
高齢者では細胞性免疫の低下により結核のX線写真上、非典型的な画像
を呈し、結核の診断が遅れることがある。
喀痰検査などの細菌学的検査で確認してください。

• ２週間以上続く咳、痰、発熱（微熱）
このような症状を高齢者は呈さないこともある。
良くなったり、悪くなったりすることもある。

• 体重減少、⾷欲不振、寝汗
さらにひどくなるとだるさ、息切れ、血痰、喀血、呼吸困難
・・・ 死に至ることも

➡定期健康診断を受けましょう。
・2週間以上かぜの症状が続いたら
➡病院受診しましょう。



定期の健康診断
（第53条の２、施⾏令第11条、同12条、同12条の２，３）

（１）施設⻑が⾏わなければならない定期健診
・社会福祉施設
65歳に達する年度以降の⼊所者に対し、⼊所時及び毎年１回

＊社会福祉法第２条第２項第１号及び第３号から第６号までに規定する施設

＊⽼⼈保健施設の⼊所者や精神病院・療養型病床の患者などは感染
法上は定期健診の義務は課せられていないが、施設の管理者は
必要に応じた健康診断を実施することが適当である

シールぼうやface



（２）事業所が⾏う定期健診
・学校（専修学校および各種学校を含み、幼稚園を除く）、病院、
診療所、助産所、介護⽼⼈保健施設および社会福祉施設の
従事者に対し毎年１回

（３）学校⻑が⾏う定期健診
・大学、高等学校、高等専⾨学校、専修学校または各種学校（修業年
限が1年未満の者を除く）の学⽣または⽣徒に対し⼊学年度1回

（４）市町村⻑・特別区⻑が⾏う定期健診
・高齢者（６５歳に達する年度以降の住⺠）に対し毎年１回

＊市町村・特別区の判断により、対象者を限定できる
・結核発病率の高い住⺠層に対する定期健診

定期の健康診断
（第53条の２、施⾏令第11条、同12条、同12条の２，３）



結核が発⽣したら
（医療機関）

・結核の診断 ・保健所への届出

（保健所）
・患者さんや施設、医療機関から情報収集
・接触者健診の対象者と方法を決定
・接触者健診の実施

未感染 感染 発病

〈最近の感染と判断〉
治療（予防）を検討
〈過去の感染と判断〉
胸部X線検査による経過観察など

原則終了 治療

IGRA検査 胸部X線



治療 （結核は治る病気です）
⼊院治療が必要な人
喀痰塗抹検査が陽性で、咳や痰など結核菌が外に出やすい症状
がある

外来治療が必要な人
結核菌を排出していない人

適切な治療をおこなえば２〜３週間でほぼ感染⼒はなく
なる。
しかし、抗結核薬は６〜９カ月間と⻑期に服用が必要
退院後も服薬治療が大事︕



結核の治療は「６〜９ヶ月」と⻑期

・薬を飲み忘れたり、飲んだつもりで正しく
服用できていないと、薬の効かない菌
「薬剤耐性菌」をつくってしまうことがある。

 副作用が出てやめた。

 症状が良くなったのでやめた。

 忙しくて病院に薬を取りにいけなくて中断した。

飲めない事例は様々・・・



１ アセスメント票で支援方法を決定
・Ａ ＤＯＴＳ 原則毎⽇
・Ｂ ＤＯＴＳ 週１回以上
・Ｃ ＤＯＴＳ 月１回以上

２ 支援方法
・直接服薬確認
・薬の空殻確認
・服薬⼿帳の確認
・保健所来所や保健師の訪問、
電話、メールでの確認

治療中の患者様には
保健師が確認に
伺います。

服薬の確認の仕方

様々な職種で連携して
服薬を支援します。



感染させるおそれがなくなれば退院し、通院で治療すること
ができます。
（異なった⽇の喀痰の検査が連続して陰性＝３連痰）
塗抹陰性＝できる基準
培養陰性＝させなければならない基準
臨床症状消失後は速やかに連⽇検査をすることになっています。

退院後に学校・職場などに復帰しても、周囲の人への 感染の
心配はありません。
ただし多くの人に接する業務では
退院できる＝就業制限解除ではない︕

退院基準と就業制限（１８条）
シールぼうやface



陳旧性あるいは治療中であっても感染性が否定されていれば
、⼊所を拒否する理由にならない

治療中の患者はきちんと服薬を継続すれば感染性はない。
再発防止のため服薬確認が必要である

健康診断の結果が感染させるおそれがある結核の場合であっ
ても、多くの場合
⽐較的短期の治療で感染性を消失させることが可能
であることから、菌消失後において⼊所を受け⼊れない
ということにならないよう配慮することが望まれる

差別や偏⾒のない対応を︕
シールぼうやface



https://www.jata.or.jp/dl/pdf/outline/support/zaitaku_201705.pdf

引用

Q4.利⽤者さんが結核治療を開始されました。⾃宅
の部屋や布団、⾐類などは消毒は必要でしょうか︖

患者の使った部屋や物品について
•通常の掃除や洗濯、⾷器洗いを⾏えば十分です。
•部屋の窓を開けて換気を十分に⾏いましょう。
•使用済みのテッシュなどは、ビニール袋に密封してゴミに
出します。
•薬剤やアルコールを使って消毒する必要はありません。
（参考『高齢者施設・介護職員対象の結核ハンドブック
（2016年7月）』ｐ24

窓を開けて換気を
よくしましょう

いつもと同じ要領で洗濯
や掃除をすれば大丈夫

痰を出したり鼻水をかんだ
テッシュペーパーなど⼿に付
いたら流水で洗えば大丈夫

https://www.jata.or.jp/dl/pdf/outline/support/zaitaku_201705.pdf


参考にしてください



聴講いただきありがとうございました

ご相談は施設所在区の
区役所衛⽣課へ

お辞儀のシールぼうや

川崎区役所 衛⽣課 ２０１－３２０４
幸 区役所 衛⽣課 ５５６－６６８２
中原区役所 衛⽣課 ７４４－３２８０
高津区役所 衛⽣課 ８６１－３３３２
宮前区役所 衛⽣課 ８５６－３２６５
多摩区役所 衛⽣課 ９３５－３２７２
麻⽣区役所 衛⽣課 ９６５－５１６３


