
医療機関での新型コロナウイルス感染症への対応 

 

感染対策 
1）標準予防策の徹底 

・新型コロナウイルス感染症には標準予防策の徹底が極めて重要です。 

・基本的には誰もがSARS-CoV-2 を保有している可能性があることを考慮して、全ての診療

場⾯において必要な個⼈防護具(PPE; Personal Protective Equipment)を選択して着⽤

し、また、適切なタイミングと⽅法で取り外してください。 

・⼿指衛⽣は、WHO が推奨する5 つのタイミングを踏まえて実施してください。SARS-CoV-

2 はエンベロープを有するため、アルコール（エタノール濃度60〜90％、イソプロパノ

ール70％を推奨）を⽤いた⼿指消毒、⽯鹸と流⽔を⽤いた⼿洗いのいずれも有効です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2）ユニバーサルマスキング 

・新型コロナウイルス感染者の咽頭には、症状出現の2⽇ほど前から症状出現直後にかけて

ウイルスの増殖がみられ、感染性を発揮する可能性が指摘されています。 

・無症状あるいは症状が軽微な職員から他の職員や患者への感染を防ぐために、すべての

職員が院内では常時サージカルマスクを着⽤することを検討してください。 

 
3）感染経路別予防策 

・新型コロナウイルス感染症が確定した、あるいは疑われる患者には、標準予防策に⾶沫

予防策と接触予防策を追加して⾏います。新型コロナウイルス感染対策のポイントは以

下の2点です。 

患者に 

触れる前 

清潔/ 

無菌操作の前 

患者に 

触れた後 

体液暴露の

可能性のあ

る場合 
患者周囲の 

物品に触れた後 



▮ウイルスを含む⾶沫が⽬、⿐、⼝の粘膜に付着するのを防ぐ 

 

 

 

 

▮ウイルスが付着した⼿で⽬、⿐、⼝の粘膜と接触するのを防ぐ 

 

 

 

 

 

 

(1) 個⼈防護具 

・通常は眼・⿐・⼝を覆う個⼈防護具（アイシールド付きサージカルマスク、あるいはサ

ージカルマスクとゴーグル/アイシールド/フェイスガードの組み合わせ）、キャップ、

ガウン、⼿袋を装着します（図1【通常の場⾯参照】）。 

・上気道の検体採取（⿐咽頭拭い液採取等）を⾏う場合も上記の個⼈防護具を着⽤しま

す。ガウンが不⾜している場合はエプロンを着⽤します。 

・⼀時的に⼤量のエアロゾルが発⽣しやすい状況※においては、サージカルマスクの代わ

りにN95 マスク（またはDS2 などN95 と同等のフィルター性能を有するマスク）あるい

は電動ファン付呼吸⽤保護具（PAPR）を追加します。 

・N95マスク装着のたびにユーザーシールチェックを実施します（図1【N95マスクの着⽤を

要する場⾯】参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

※エアロゾルが発⽣しやすい状況：気管挿管・抜管, 気道吸引, NPPV装着, 気管切開術, 

⼼肺蘇⽣, ⽤⼿換気, 気管⽀鏡検査、ネブライザー療法、誘発採痰など 

 

顔をさわらないよう

 

手をきれいに 
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N95マスクの種類 
 フィットテストを行い、 

ご自身の顔型にフィットするN95マスクを選択しましょう。 

 

 
 

N95マスク規格とは 

N95規格とは NIOSHが制定した呼吸器防護具の企画基準です。Nは not resistant to oil 耐

油性なしをあらわしています。９５とは塩化ナトリウム（空力学的質量径 0.3μｍ）の捕集効率試験で９

５％以上捕集することを意味しています。つまり N95マスクは、５μｍ以下の飛沫核に付着した病原体

を捕集することができ、着用者の肺への病原体の侵入を防ぐことができるのです。 

N95マスクの選び方 

 NIOSH（米国労働安全衛生研究所）の N95規格をクリアしているか確認しましょう。 

 自身の顔型にフィットした N95マスクを選択し、適切に着用しましょう。 

 必要に応じて液体防護性のある N95マスクを選択しましょう 

指導のポイント 

 着用のタイミング、着用方法を指導します。 

 定期的にフィットテストを行い、漏れずに着用できていることを確認してもらいます。 

 N９５マスクは、汚染されたり、水に濡れたり、フィットしなくなったら交換するように指導します。 
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・個⼈防護具を着⽤中また脱⾐時に眼・⿐・⼝の粘膜に触れないように注意し、図１に⽰

すタイミングで⼿指衛⽣を実施します。 

・キャップの装着は必須ではありません。ただし、髪に触れた際に⼿指に付着したウイル

スによる粘膜汚染が懸念されるため、特に髪を触りやすい⽅はキャップをかぶることを

推奨します。 

・タイベックⓇ防護服などの全⾝を覆う着⾐の着⽤は必須ではありません。 

・中国の医療機関の環境調査を⾏った報告では、医療スタッフの半数以上の靴底から新型

コロナウイルスが検出されています。しかし、シューズカバーを脱ぐ際に⼿指が汚染す

るリスクを考慮すると、基本的に新型コロナウイルス感染症の予防を⽬的としたシュー

ズカバーの使⽤は推奨されません。履物に⾎液・体液汚染が⽣じる恐れがある場合は標

準予防策の考え⽅に基づいて使⽤してください。 

(2) 個室隔離 

・感染が確定あるいは疑われる患者は、個室に収容することが望ましいと考えられます。

部屋の換気は可能な限りこまめに⾏ってください。 

 
4）外来患者への対応 

☛ 疑い例の識別と対応 

・全ての医療機関に新型コロナウイルスの感染者が受診する可能性があります。 

・そのため、新型コロナウイルス感染症を疑う症状（※）がみられる患者に対し、受診の

⽅法（受付の場所、事前連絡の必要性や⽅法など）を病院ホームページや⼊⼝付近に掲

⽰物等で案内するようにしてください。 

・全ての外来受診患者に対して、病院⼊⼝や受付などで新型コロナウイルス感染症を疑う
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症状（次ページ※）の有無について、体温測定や問診票を⽤いるなどして確認すること

が望ましいでしょう。 

・新型コロナウイルス感染症を疑う症状（次ページ※）のある患者にはサージカルマスク

を着⽤してもらい、他の患者とは⼀定の距離を保つことが可能な専⽤の待機場所に案内

します。 

 

 

 

 

 

 
☛ 医療従事者の感染防護 

・新型コロナウイルスが疑われる患者に接触する医療従事者は、少なくともサージカルマ

スクを着⽤します。 

・患者との接触前後の⼿指衛⽣を確実に⾏います。 

・疑いの程度が強い患者（例えば、疑わしい症状が出現している濃厚接触者、発熱や呼吸

器症状があり、酸素飽和度が低下している患者や胸部CT検査で特徴的なすりガラス影が

⾒られる患者など）には、新型コロナウイルス感染症とみなした個⼈防護具（図1参照）

を着⽤して対応することを検討します。 

・患者とは可能な限り⼀定の距離（理想的には1 メートル以上）を保つことを⼼がけま

す。 

・接触感染を防ぐために⼿指衛⽣は極めて重要です。WHOの5つのタイミングに基づき、⼿

指衛⽣を実施します。 

 
5）トリアージ 

・外来受診時の患者のトリアージにおいては、まず重症度の評価を⾏います。 

・肺炎や敗⾎症が疑わしい例では標準予防策を徹底しながら、画像や採⾎、⾎中酸素飽和

度等の必要な検査を⾏います。 

・感染リスクを考慮した上で、PCR検査が必要と判断した患者に対しては、前述の通り適切

な個⼈防護具を着⽤したうえで検体を採取します。 

・検査結果などを基に、①軽症例で⾃宅や宿泊施設での待機が可能な患者、②肺炎で酸素

投与が必要など⼊院治療が必要な患者、および、③重症で集中治療が必要な患者、の鑑

別を⾏います。 

 

6）⼊院患者への対応 

・⼊院患者についても、⼊院後14⽇間程度は新型コロナウイルス感染症を疑う症状（上記

※）の出現について注意深く観察することが勧められます。 

・感染が確定または疑われる患者は、個室で管理します。もし多数の患者が発⽣した場合

※新型コロナウイルス感染症を疑う症状 

発熱、咳、呼吸困難、全⾝倦怠感、咽頭痛、⿐汁・⿐閉、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・嘔吐など 

 



はコホーティングも考慮しますが、疑い例の中には新型コロナウイルスの感染者と⾮感

染者が混在し、患者間の感染が起こる可能性があります。 

・疑い例を対象としたコホーティングは避け、新型コロナウイルスの検査結果が陽性と判

明した症例のみに限定する必要があります。 

・⼀つの病棟全体あるいは病棟内の⼀部の区域に新型コロナウイルスの感染症者を集めて

隔離する場合は、区域をレッド、イエロー、グリーンに分けるゾーニングを⾏います。 

・具体的には、病室などの患者が滞在する区域をレッド、PPEを脱ぐ区域をイエロー、清潔

区域をグリーンとして区分します（ただし状況に応じてレッドとグリーンのみで運⽤せ

ざるを得ない場合もあると思います）。 

・患者との接触はウイルスに曝露するリスクを⾼め、個⼈防護具を消費しますので、テレ

ビ電話などを活⽤し、接触する機会を最⼩限にとどめる⼯夫を⾏います。 

・病室外への移動は医学的に必要な場合のみに限定し、移動する場合は患者にはサージカ

ルマスクを着⽤してもらいます。 

・患者に対応する医療スタッフは、それぞれの曝露リスクと施設の基準に応じて個⼈防護

具を装着します（感染経路別予防策の項および図１参照） 

 
7) 環境消毒 

・新型コロナウイルス感染症が確定または疑われる患者の周辺の⾼頻度接触環境表⾯や、

患者の⽪膚に直接接触した器材（⾎圧計や体温計）は、アルコール（濃度60％以上）や次

亜塩素酸ナトリウム溶液（濃度0.1％〜0.5％）を⽤いて清拭消毒します。 

・患者の⽪膚と直接接触する器材の使⽤は必要最⼩限にとどめましょう。 

・消毒薬の噴霧は⾏いません。 

・床や壁などを含む⼤掛かりかつ広範囲の消毒は不要です。 

・患者が不在の場合、環境消毒を⾏うスタッフは⼿袋とガウンを着⽤します。 

・無症状の濃厚接触者が触れたモノや環境表⾯の消毒は不要です。 

 
8) 患者の使用した食器やリネンについて 

・患者に使⽤した⾷器、リネンは、通常の熱⽔洗浄（80℃、10分間）で問題ありませんの

で、特別な対応は不要です。 

・施設内においては、病室外に出してから洗浄するまでの間に⼈の⼿を複数介する可能性

がある場合にのみ配慮が必要です。 

・⽔溶性ランドリーバックやプラスチック袋に⼊れて搬送すれば、特別な洗浄やディスポ 

化は不要です。 

・院内のコインランドリーは、場所を共有するリスクを考えると使⽤しないことが望まし

いでしょう。 

 
9) 透析患者への対応 

・新型コロナウイルスに感染した患者に透析が必要な状況となった場合も、標準予防策を



徹底した上で、⾶沫感染予防策と接触感染予防策を⾏う対応に変わりはありません。 

・透析に⽤いた排液については、HBV, HCV,HIVの場合と同様の取り扱いで対応していただ

いて良いと考えられます。 

・出張透析を⾏う場合、医療スタッフが病室内に⻑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⼯夫することが勧められます。 

 
10) 面会制限 

・感染者が増加している地域の医療機関では、⾯会の患者による感染症の持ち込みも懸念

されるため、特別な事情がある場合は除いて、原則的に⾯会は禁⽌することが望ましい

と考えられます。 

 
11) 職場環境の確認 

・国内外で報告されている医療従事者の感染事例をみると、新型コロナウイルス感染症の

診療時だけでなく、日常生活を送るなかで感染するケースも含まれていることが分かり

ます。したがって、新型コロナウイルス感染症の診療の有無に関わらず、手指衛生を励

行するとともに、会話をしながらの飲食や長時間の世間話を避けることを指導します。 

・休憩室や事務室等はこまめに窓を開けて換気を行うか、窓がない場合はサーキュレータ

ーなどを設置して換気を図りましょう。 

・狭い場所に複数の職員が滞在する「3 密」空間を作らない工夫が大切です。 

・会議はウェブ会議とするなど、大勢が物理的に集まる機会はなるべく減らします。 

・物品を介した接触感染を防ぐために、共用のキーボードやタブレットはこまめに消毒し 

ます。 

・現時点でリネンからの感染は確認されていませんが、仮眠用寝具は個人ごとに交換する

ことを検討します。 

・医療従事者は日頃から体調管理に努め、出勤前に体温を測定し、発熱その他の症状の有

無を確認する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

図１ 個⼈防護具の種類と着脱⼿順例 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※図ではアイシールド付きマスク（シールドマス

ク）を使⽤していますが、マスクとゴーグルまた

はフェースシールドの組み合わせも同様です。 

【通常の場⾯】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【N95マスクの着⽤を要する場⾯※】 

※気管挿管, NPPV, 気管切開, ⼼肺蘇⽣, ⽤⼿換気, 気管⽀鏡検査など⼀時的に⼤量のエアロゾル

が⽣じる処置の実施時 

 



 

ＰＰＥが不足している状況下における感染管理の考え方 

新型コロナウイルス感染症に関わる医療従事者および関連職員の安全確保は、すべてに

優先する極めて重要な対策です。このウイルスは、飛沫および接触により伝播するため、

呼吸器衛生/咳エチケットを含めた標準予防策、接触予防策を実施し、エアロゾルが発生す

る手技(気管挿管・抜管、NPPV装着, 気管切開術, 心肺蘇生, 用手換気, 気管支鏡検査な

ど)を行う場合はN95 マスクを装着する必要があります。大量に個人防護具を要するなか

で、適切な個人防護具の選択が必要不可欠です。 

 

 
 

 

注1) 手袋 

・手袋は外科的手技を除き、二重にする必要はありません。 

・単回使用を必須とします。 

・手袋が使用できない状況では、手指衛生で代用します。 

注2) サージカルマスク 

・医療従事者はサージカルマスクまたは不織布マスクを着用します。 

・患者は再利用できる布またはガーゼマスクでも良いと判断します。 

・院内を移動する際にはできるだけ、不織布マスクを着用させます。マスクを二重に着用

する必要はありません。 

・消毒・洗浄による再利用は、透過率が低下する可能性があるため望ましくありません。 

注3) N95 マスク 



・医療従事者がエアロゾル産生手技を行う場合にのみに使用します。 

・PPE不足時は後述する方法で、再処理や再利用を検討します。 

・N95 マスクの同等以上の性能の呼吸用保護具の利用も検討します。日本の防じんマスク

規格DS2 以上のマスク、電動ファンつき呼吸用保護具(PAPR)等。 

注4) ガウン 

・患者と直接、接触する場合に着用する。 

・吸水性の布製は望ましくありません。 

・レインコートなど撥水性の物品での代用は可能です。 

・ゴミ袋の底に１カ所と側面の２カ所に穴を開けて、レインコートのように被ることでも

代用できます。 

・腕の部分が露出するため、汚染されても洗浄できるように、肘から下は衣類を含めて何

も身につけないことが望ましいと考えられます。 

・タイベックⓇスーツはエアロゾル発生手技など、侵襲性が高い手技を行う際に限定して

使用します。 

注5) ゴーグル/フェイスシールド 

・目を覆うものであれば、スキーのゴーグル、シールド、眼鏡でも代用可とします。 

・透明なクリアファイルを帽子等に装着することで、顔面を覆うこともできます。 

・再利用のものは使用後に適切に消毒を行います。 

注6) 時間は15 分を目安 

・１５分を超える診察を行う場合はゴーグル、またはフェースシールドの装着を必須とし

ます。 

・患者が咳をしているような場合は、15 分未満であってもゴーグルやフェースシールドの

装着が望ましいと考えられます。 

注7) 呼吸器検体採取 

・PPE が不足している状況下において、N95 マスクの使用は限定的に行う必要がありま

す。 

・患者が咳などを認めず、換気を十分に行える環境下で、ゴーグル/フェースシールド、手

袋、ガウンを装着していれば、N95 マスクでなくてもサージカルマスクの着用で鼻咽頭

ぬぐいの検体採取は可能と判断します。 

検体採取においては、患者の正面から採取せず、遮蔽物を用いるなど、感染リスクを減

らす工夫が必要です。 

・下気道検体採取時においては、曝露リスクを考慮してN95 マスクの利用を考慮します。 

注8） 患者搬送 

・直接患者に触れない業務（ドライバーなど）ではタイベックⓇを含むガウンは不要で

す。 

 

 



PPEの再利⽤ 

すでに医療現場においてN95マスクを始めPPEの不⾜は深刻な状況であり、厚⽣労働省新型

コロナウイルス感染症対策推進本部から以下の通知が出されています。 

 

 

 

 

 

 

1） N95マスク 

・複数の患者を診察する場合でも継続して使⽤し、名前を記載し、交換は1⽇1回とするこ

とや、滅菌器活⽤等による再利⽤に努めることが提案されています。 

・新型コロナウイルスはマスク上でも72 時間しか⽣存できないと考えられるため、1⼈に5

枚のN95 マスクを配布し、5 ⽇間のサイクルで毎⽇取り替える再利⽤法も⽶国CDCより提

案されています。 

・ただし、サージカルマスクを⽤いた基礎的検討ではありますが、マスク表⾯でも7⽇間感

染⼒が認められたという報告がありますので、５⽇間経過しても表⾯にはウイルスが付

着している可能性も考えられます。 

・再処理や再利⽤を⾏うにしても限度があり、明らかな損傷や汚染、ゴムの劣化などが⽣

じた場合は廃棄する必要があります。また、エタノールによる消毒はフィルター機能を

劣化させるという指摘もあります。 

 
2) その他のPPE 

・再利用できる個人防護具（ゴーグルなど）は、使用後に消毒用アルコールや次亜塩素酸

ナトリウムで消毒します。 

・一部の消毒薬や熱水消毒に適さないものもあるので、メーカーの推奨に従います。 

・⻑袖ガウンは状況に応じてエプロンの使⽤に切り換えたり、カッパの代替が提案されて

います。 

・ゴーグルやフェイスシールドの代わりに⽬を覆うことができるものでも代替は可能で

す。 
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