
介護施設における感染対策

～新型コロナウイルス感染症対策～

令和３年度第２回指定介護保険事業者等集団指導講習会

川崎市保健所感染症対策課



１．オミクロン株の特徴と対策

２．感染対策 強化する・見直すポイント
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日本全国の陽性者数：101713人

川崎市陽性者数：2053人



新型コロナウイルス
オミクロン株の特徴は



日本全国重症者数の推移

•入院リスク（重症化）はデルタ株より低い傾向

入院リスクは約3分の1
年齢の中央値は45.5歳でうち70歳以上が30.8％だった （イギリス）

ハムスターでの実験では、オミクロン株の病原性や増殖能はデルタ株より
低くなっている。オミクロン株でも死ぬケースがあった。ただ、ヒトで
は、高齢者や免疫が低下している人などもいるため、軽症だから安心とい
うわけではない」としている。（東京大学医科学研究所グループの研究）

徐々に重症者数も増加している。

厚生労働省ホームページより



•潜伏期間が短く、感染の広がるサイクルが短い
潜伏期間とは感染してから発症するまでの期間

「世代時間」も短い
（ある人が感染してからほかの人に感染させるまでの期間）

デルタ株 オミクロン株
約5日 約2日

急速な
感染拡大

デルタ株 オミクロン株
約5日 約3日



ウイルス排泄期間

発症・診断された人： 10日以降のウイルス排泄の可能性が低い
無症状者：診断から8日以降のウイルス排泄の可能性が低い

（国立感染研究所 2022年1月26日）

ワクチン接種者と非接種者ではウイルス排泄期間に大きな差がない



オミクロン株
上気道で増殖しやすい →飛沫感染しやすい？
咳、鼻水やのどの痛みが多い（かぜ症状）が多い？

従来の新型コロナウイルス

下気道で増殖しやすい →肺炎を起こしやすい？
重症化しやすい？



症状

発熱 66.6%
せき 41.6%
全身倦怠感 22.5%
頭痛 21.1%
せき以外の呼吸器症状 12.9%
おう気やおう吐 2.7%
下痢 2.3%
嗅覚障害や味覚障害 0.8%
国立感染症研究所「HER-SYS」のデータより

無症状 症状あり
子ども 47％ 53％
成人 32％ 68％
高齢者 20％ 80％

オミクロン株での
無症状感染者の頻度

「かぜ症状」の頻度が高い

忽那賢志 YAHOOニュースより
https://doi.org/10.1073/pnas.2109229118



感染経路

• 飛沫感染：会話などで発生する飛沫を浴びる（約1～2ｍ）

• エアロゾル感染：特に換気の悪い屋内では飛沫の飛ぶ距離
1～2ｍを超えて感染が起こり得る

• 接触感染：ウイルスで汚染した物、感染した人の手などに触れる
ことで自分の手などにウイルスが付着し、その汚染した手で
目や鼻など粘膜に触れる

感染経路とは：病原体（ウイルスや細菌など）が宿主（人など）にたどり着くための経路

オミクロン株も従来の新型コロナウイルスと同じ



ワクチンについて



発症予防効果 （オミクロン株）

＜ 2回目接種後＞ ＜ 2回接種+追加接種後＞

2-4週後 65-70％
20週後 約10％

2-4週後 65-75％
5-9週後 55-65％
10週以降 45-50％

ファイザー社、モデルナ社ワクチン

英国健康安全保障庁（UKHSA）の報告

新型コロナワクチンQ＆A 厚生労働省ホームページ



入院予防効果

オミクロン株に対する
1回目接種4週以降 58％
2回目接種後2-24週 64%
2回目接種25週以降 44％
3回目接種2週以降 89％

65歳以上の者における入院予防効果
3回目接種後2-9週以降 94％
3回目接種後10週以降 89％

入院リスクは、ワクチン未接種者に比べ、「ワクチン2回接種者で
65％、ワクチン3回接種者で81％低くなった」と報告されてい
る。

英国健康安全保障庁（UKHSA）の報告(22022/1/7)



ブレイクスルー感染
• ワクチン接種完了後2週間以降におこる感染
• 感染しても症状が比較的軽い、または無症状のため発見が遅
れる恐れがある。

• ワクチン接種後でも他に感染させる力は変わらない。
• 重症化を防ぐ効果は高いが、発症予防効果は100％ではない。

軽い咳など、いつもと違う症状があれば、施設等では
速やかに医師に相談

ワクチン接種後でも基本的な感染対策はこれまでどおり

厚生労働省；新型コロナワクチンQ＆A



3回目接種の安全性について

・医療従事者等
・高齢者施設等の入所者及び従事者
・通所サービス事業所の利用者及び従事者
・病院及び有床診療所の入院患者

追加接種について

2回目接種から6か月後接種可能

ファイザー社・モデルナ社においても
一部の症状出現率に差があるものの、
おおむね1・2回目と同様の症状であっ
た。

厚生労働省からリーフレットがでています。
モデルナ社ワクチンの追加接種は半量



追加接種率はまだまだ低い
感染を100％防ぐことができなくても

入院予防効果は高い

87.44％ 86.92％ 3.05％

1回目接種 2回目接種 追加接種

川崎市の接種率

1月30日までの集計



濃厚接触者・陽性者の対応は



濃厚接触者の待期期間
待機期間：最終接触日から7日間（8日目解除）
社会機能維持者に限り、検査が陰性であった場合7日を待たずに5日目に解
除できる
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参考資料：神奈川県ホームページ 「濃厚接触者の待期期間について」
川崎市ホームページ 「濃厚接触者について」

無症状者に限る



社会機能維持者とは
１．医療体制の維持
２．支援が必要な方々の保護の継続
３．国民の安定的な生活の確保
４．社会の安定の維持
５．その他 生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、

障害者支援施設等の運営関係者のほか、施設
入所者への食事提供など、高齢者、障害者等
が生活する上で必要な物資・サービスに関わ
る全ての製造業、サービス業を含む。

高齢者、障害者等特に支援が必
要な方々の居住や支援に関する
すべての関係者
（生活支援関係事業者）

https://www.mhlw.go.jp/content/000889667.pdf

引用資料：「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」
厚生労働省 事務連絡 令和4年1月28日一部改正



陽性者の療養期間
ワクチン接種が完了しているか否かにかかわらず
陽性者（医療機関または検査クリニックで確定診断を受けた者）

陽 性 者 の 療 養 期 間
開始日 療養期間 療養解除日 備考

症状あり 発症日 10日間 11日目

症状なし 検体採取日 7日間 8日目

10日間が経過するまでは自身で
以下の対応を継続
・検温等による健康状態の確認
・リスクの高い場所の利用や
会食等を避ける

＊症状等により期間が延長になる場合があります
川崎市ホームページ 新型コロナウイルス感染症 陽性の診断を受けた皆様へ をご参照ください



高齢者・介護施設のクラスター

発生月日 件数
令和2年11月～令和3年4月 第3波 26件
令和3年7月～9月 第5派 9件
令和4年1月～ 第6波 約20件

ワクチン接種後
はクラスターが

減少

川崎市 令和4年1月31日の時点

急に増加

保育園、学校、病院でもクラスターが発生しています。



オミクロン株の亜種BA.2「ステルス・オミクロン」

現在、オミクロン株（BA.1）が主流

亜種BA.2 が世界各国で報告が増えている。
日本でも市中感染例の報告がある。

・感染力：BA.1よりも高いことが報告されている。
・重症度：十分な情報がない。デンマークの発表では入院率に

差はないとも報告がある。
・ワクチンの効果： BA.1と異なることはないようだ。



感染対策
～強化する・見直しするポイント～



これからの対策は
変異株が出現しても、
新型コロナであることには変わりはない

•ワクチンは有効（重症化予防は有効だろう）
ワクチンだけで流行は阻止できない

•これまでの感染予防策は有効
•感染しやすい条件は変わらない



基本的な感染対策は継続
•マスク着用
•距離
•換気
•手指衛生
•三密回避



基本的な感染対策
標準予防策

あらゆる人の血液、すべての体
液、分泌物、創傷のある皮膚、
および粘膜には感染性があると
考えて取り扱う

すべての利用者に
日常的に行う感染対策
手指衛生
咳エチケット
個人防護具の使用
マスク、手袋、エプロン、
ガウン、ゴーグル等
環境清掃 など

+

感染経路別予防策
感染症が判明・疑われる
人への追加の対策

飛沫予防策
マスクの着用
接触予防策
手袋、ガウン着用
環境消毒
頻繁に手が触れる場所
空気予防策
N95マスク 換気



マスクは正しくつけてこそ効果がある
•利用者さんにも可能な限りマスクをつけてもらう。
•マスクの「素材」と「つけ方」で効果が変わる。
•施設内では、できるだけ不織布マスク（サージカルマスク）
を着用することが推奨される。
三層構造とフィルター使用に加え、ノーズフィット（ワイヤー）とプリー
ツがあることで、顔にフィットしやすい形状

ノーズワイヤーを折り
曲げて顔の形にフィッ
トさせる

顎の下まで覆う

顔面のすき間
に注意する



フェースシールド
•マスク着用できない利用者の介護をする場合に、マスクとフェー
スシールドを着用することで飛沫が目や顔にかかるのを防ぐ役割
がある
•フェースシールドだけでは、顔に密着していないため、側面から
入り込む飛沫を完全に防ぐことは困難
•マスクに代わるものではないが、マスクの着用が困難、あるいは
聴覚障害者による読唇の必要性がある場合など（WHO）
•フェースシールドを使用する場合は、額から顎の下まで、または
顔の側面をなるべく幅広く覆う製品を選ぶ
•洗ったり、消毒したりして不具合が生じない限り繰り返しの使用
可能



アクリル板をしているから予防できる？
前方にいる人のくしゃみや会話から飛び出す大きめ飛沫は目や鼻、口の粘
膜に付着することを防ぐことはできるかもしれない。
細かい飛沫やエアロゾル粒子は、気流にのってパーテーションを迂回する。

パーテーション（アクリル板など）を設置すること
で、新型コロナを予防できるかについてはまだわかっ
ていない。

テーブルにはパーテーションがあ
るけど、横を向いて会話したら飛
沫を浴びる

食事中やマスク無しでの会話は控える
マスクが着用できない人では２ｍ以上の
距離を開けるようにする



エアロゾル予防策

換気が重要
換気のポイント
・1時間に1回、5～10分実施する（密閉空間では）
・人が多いときは換気の回数・時間を増やす

部屋の中を対角線上に空気が抜けるように窓やドアを開ける

空気の流れはどうなっていますか？
窓の外に部屋の空気が流れていますか。



手指衛生が必要な場面

接触予防策 手指衛生
手指衛生は、接触感染予防の最も効率的・効果的な感染対策で
す。

①手指に目に見える汚れや、体液・血液などが手に付いた
②食事の前やトイレの後
③下痢や嘔吐した場合（処置後）

① 入居者（利用者）に触れる前
② 清潔操作（食事介助、投薬介助など）を行う直前
③ 体液に曝露するリスクの後（手袋を脱いだ後）
④入居者（利用者）のそばから離れる時、利用者の直近の環
境に触れた後（ベッド周囲から離れる時）



在宅医療での手指衛生の適応

2012年にＷＨＯ（世界保健機関）
から発行されました。

外来、在宅ケアおよび長期療養施
設での手指衛生

日本語版翻訳
新潟県立六日町病院 市川高夫



手指衛生は指先、指の間を意識して行う

鼻や目のレセプターにコロナを
運ぶのは指先

指先、指の間、親指を意識した手指衛生が大事



手荒れしないためにまず、
手を流水で流し、石けん
をよく泡立やさしく洗い、
水気をよく拭き取る

エタノール手指消毒剤
は必要な量を手にとる
ポンプ式は、下までポ
ンプを押し下げる

石けんと流水の手洗い後に追加してアルコール手指消剤を使用する必要はありません。
どちらかを洗い残しがないような手指衛生を行うことが大事！



接触予防策 環境清掃
高頻度接触面の清掃：１回/日以上、汚染がある時
ドアノブ、手すり、テーブル、スイッチ、リモコン、蛇口
トイレ周囲のドアノブや手すり

＊低頻度接触面：退室時、定期清掃
床、壁、天井、カーテン、ブラインドなど

清掃時の防護具
マスク、エプロン、手袋

掃除用具
場所ごと、利用者毎にモップ等を交換
専用の場所に整理して保管 新型コロナウイルス感染症対策緊急講習会 より引用

日本環境感染学会新型コロナウイルス院内感染対策プロジェクトチーム



施設内の衛生管理
清潔・不潔エリアの管理
•清潔、不潔が混在しないようにする

洗面台に物はできるだけ置かないようにしましょう。
水回りは細菌が多くいます。

洗浄後の歯ブラシやコップは他の人の歯ブラシと触れ
ないようにしましょう



 作成されているけど、自施設に沿ったマニュアルになって
いますか？
・施設によって構造や備品、入所者数、職員数は違っていませんか
 陽性者が出たときの具体的なマニュアルを作成し、周知し
ていますか？

• レッドゾーンからリネンや食器などを持ち出す場合の方法 （ビニー
ル袋を活用するなど）

• 用具の消毒（どこで、だれが、どのように洗浄、消毒を行うのか）
• 防護具の脱着の方法（表示できるようにしておく）
 マニュアルは更新していますか？

自施設の感染対策マニュアルはありますか？

具体的で日頃から実践でき、周知できていることが大事！



感染予防と活動のバランス
•ワクチン接種の推進・啓発
•体調不良時

すぐに検査、受診
休みやすい体制

•基本的な感染予防策の継続
定期的な研修、訓練

•流行状況に応じた段階的な緩和
面会、外出：小人数、分散から
ディサービス、通所
ワクチン接種歴や検査の活用



新型コロナウイルス感染症だけでなく、他の
感染症にも注意しましょう
施設等で集団感染しやすい感染症

•新型コロナウイルス感染症
•インフルエンザ
•腸管出血性大腸菌感染症
•ノロウイルス感染症
•結核
•疥癬 など

日頃から標準予防策を含む感染対策の継続



平常時からの予防・対策が重要！

・マニュアル作成
・手洗い、手指消毒の徹底
・ワクチン接種
・清掃
・入居者の健康管理
・職員同士の連携
・職員研修



参考資料
厚生労働省ホームページ

日本環境感染学会
高齢者・介護・福祉施設における感染対策


