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学校環境衛生基準
（平成30年3月30日一部改訂）

１ 学校においては、次のような場合、必要があるときは、臨時に必要
な検査を行うものとする。

（1）感染症又は食中毒の発生のおそれがあり、また、発生したとき。
（2）風水害等により環境が不潔になり又は汚染され、感染症の発生のおそれがあ

るとき。
（3）新築、改築、改修等及び机、いす、コンピュータ等新たな学校用備品の搬入等により

揮発性 有機化合物の発生のおそれがあるとき。
（4）その他必要なとき。

２ 臨時に行う検査は、定期に行う検査に準じた方法で行うものとする。

３ 定期及び臨時に行う検査の結果に関する記録は、検査の日から５年
間保存するものとする。また、 毎授業日に行う点検の結果は記録す
るよう努めるとともに、その記録を点検日から３年間保存する よう
努めるものとする。

４ 検査に必要な施設・設備等の図面等の書類は、必要に応じて閲覧で
きるように保存するものとする。

第６ 雑則

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
第６の雑則では、定期又は臨時検査の記録は5年間保存する。日常点検の記録は3年間保存するよう努めるとされています。



学校保健安全法施行規則 第24条
（学校薬剤師の職務執行の準則）

一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。

二 環境衛生検査に従事すること。

三 学校環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及
び助言を行うこと。

四 健康相談に従事すること。

五 保健指導に従事すること。

六 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保
健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指
導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要
に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。

七 必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的
事項に関する技術及び指導に従事すること。



学校保健安全法施行規則
( 感染症の種類)
第十八条 学校において予防すべき感染症の種類

は、次のとおりとする。
一 第一種・・・
二 第二種・・・
三 第三種・・・

２ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療 に関する法律 ( 平成十年法律第百十四号)
第六条第七項から第九項までに規定する新型
インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新
感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種
の感染症とみなす。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律」( 以下感染症法という。) の
一類感染症と結核を除く二類感染症を規定



１．感染症法
・感染症法
・指定感染症
・コロナウイルス感染症

２．感染症の基礎知識

３．学校での感染予防対策
・換 気
・マスク
・手洗い
・消毒薬
・環境消毒



１．感染症法



感染症法
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（1999年4月1日施行）

一類感染症から五類感染症（当初は四類）までの疾病類
型を原因微生物によって分類し、届出の要否や法に基づ
く入院勧告の可否等を規定している。

伝染病予防法から感染症法への法改正は、「隔離」中心の蔓延防止
から『感染症指定医療機関（※）において良質かつ適切な「医療」
を提供する体制』への変換とされたが、「医療の中における隔離の
必要性」の配慮が十分だったとは言えず、院内感染予防は、ウイル
ス性出血熱など一類感染症の封じ込めを中心に議論され、一般社会
において極めて強い伝播力を示す病原体を想定していなかった。



1999 2003 2008
2009

2010 2014 2020

改 正
2003.10.16

改 正
2008.5.12施行

結核予防法

伝染予防法

感染症法
施 行

1999.4.1
改正/統合
2007.4.1施行

改 正
2014.11.21

改 正
2019.6.14

重症急性呼吸器症候群
SARS-CoV

2002年11月～2003年7月

炭疽・天然痘などの生物テロ対策
アメリカ同時多発テロ事件（2001.9.11）

中東呼吸器症候群
MERS-CoV

2012年～

新型インフルエンザ
（A/H1NI) パンデミック

A/H5N1亜型の高病原性
トリ・インフルエンザ
ウイルス感染拡大

新型コロナウイルス感染症
SARS-CoV2

パンデミック 2020.1～

様々な感染症と感染症法改正の推移

指定感染症として定める等
の政令の施行 2020.1.28

スペインインフルエンザ
（A/H1NI) パンデミック

1918～1920



指定感染症とは

既に知られている感染性の疾病（1類感染症、2類感染症、3類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く）

であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延に
より国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

＜感染症法による分類＞

※現状、「新型インフルエンザ等感染症」とほぼ同じレベルの措置が規定されている

1　類
エボラ出血熱

ペスト 等
法律 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

指定感染症
新型コロナウイルス

（2／1施行）
政令 ○

（3／27施行）
○ ○

（2／7施行）

○
（2／14施行）

○ ○ ○

2　類
SARS、MARS

結核 等
法律 － － ○ △ ○ ○ ○

3　類
コレラ

細菌性赤痢 等
法律 － － － － ○ ○ ○

4　類
日本脳炎
狂犬病

デング熱 等
法律 － － － － － ○ ○

5　類
季節性インフルエンザ

麻疹、風疹 等
法律 － － － － － － ○

法律 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

規定
方法

交通制限

新型インフルエンザ

立入制限
・封鎖

　　　　措置
疾病

分　類
入院勧告
や措置

就業制限 消毒 届出
無症状者
への適用



感染症指定医療機関の感染病床
（2019年4月1日現在）

○特定感染症指定医療機関
4医療機関（10床）：千葉・東京都・愛知（常滑）・大阪

○第一種感染症指定医療機関
55医療機関（103床）

愛知（2床：名古屋第２赤十字）

○第二種感染症指定医療機関

・感染症病床を有する指定医療機関 351医療機関（1,758床）
愛知：⑪医療機関（68床）

・結核病床（稼働病床）を有する指定医療機関
184医療機関（3,502床）

２次医療圏で病床数が決まる（一般、療養、精神、結核、感染）

※9月9日時点における新型コロナウイルス感染症患者の病床数等に関する調査結果（厚生労働省）

確保病床数 26,330床、重症者確保病床数 3,226床、宿泊療養確保居室数 22,151室
（他 自宅療養者数 1,432名、社会福祉施設等療養者数 27名、確認中の人数 501名）



※2020/9/7集計分（大幸薬品HP 感染症ラボより）
https://kansenlabo.seirogan.co.jp/covid-19/

国内の新型コロナウイルス感染症事例の状況

陽性率 4.95％

死亡率 1.92％



新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
診療の手引き・第１版（2020 年3 月17 日 第１版発行）

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

信じなかった？



新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
診療の手引き・第３版（2020 年９月４ 日 発行）５回改訂

https://www.mhlw.go.jp/content/000668291.pdf



新型コロナウイルス感染症の国内発生動向
（2020.9.16時点：厚生労働省）



コロナウイルス感染症
SARS-CoV-2 は、SARS やMERS の病原体と同じβコロナウイルスに分類される動物
由来コロナウイルスで宿主動物は2020 年2 月時点ではまだ分かっていない。現在ヒ
ト- ヒト感染によって流行が広がっている状況であり、SARS-CoV-2 による感染症を
COVID-19※

（感染症法では新型コロナウイルス感染症）と呼ぶ。病原性が弱いが、伝播力が強い。

※COVID-19とは、Coronavirusから「COVI」、Disease（疾病）から「D」を取り、
発生年である2019年の「19」を付けた形

これまでヒトに感染するコロナウイルスは、風邪のウイルス４種類（HCoV-229E、HCoV-OC43、HCoV-

NL63、HCoV-HKU1で、感冒の原因の10 ～15％を占める）と、２種類の動物から感染する重症肺炎ウイルス
が知られていた。
・SARS-CoV（severe acute respiratory syndrome－Coronavirus：重症急性呼吸器症候群）

2002年11月16日に中国広東省仏山市で最初の患者、2002年11月～2003年7月5日（流行期）とされ、

最終的に8,098症例と774死亡例（致死率は約9.6％、年齢によるばらつきが大きく、24歳以下では1
％未満、65歳以上では50％以上）が報告されている。子どもには殆ど感染せず、感染した例では軽症
の呼吸器症状

・MERS-CoV（Middle East respiratory syndrome－coronavirus：中東呼吸器症候群）

2012年9月にサウジアラビアで最初に報告、2015年に韓国で発生、27カ国で2,494人の感染者が 報
告され（2019年11月30日時点）、858人が死亡した（致死率34.4％）。
ただし、15歳以下の感染者は全体の2%程度で、その多くは不顕性感染か軽症



SARS-CoVとMERS-CoVは共に、感染症法において二類感染
症で感染者には感染症指定医療機関への入院措置がとられ、
陰圧管理された病室で治療を受ける。

新型コロナウイルス感染症を指定感染
症として定めたことから、原則的には
入院隔離措置が執られることになる。

政令第十一号
（令和2年1月28日 原則1年間）

SARS-CoV-2（COVID-19）
エンペローブをもつRNAウイルス

一般にエンベロープを持つウイルスは、
消毒用アルコールでの不活化が容易



PCR等検査能力が早期に拡充されなかった理由

1.行政検査が主体の地衛研は新しい病原体について大量に検査を行
う制度や体制になっていない

2.SARSやMERSの国内例がなく、PCR検査能力の拡充を求める議論
がおこらなかった

3.重症例などの検査を優先させざるを得なかった
4.保健所業務が過多
5.感染検体を運ぶための特殊輸送機材がなかった

※民間検査機関でのPCR検査が進まなかったのは？
1月28日の厚労省の通達で、「新型コロナウイルス感染症の病原体の有無に関する

検査の手数料を4,200円と定める」とされた
その後3月4日に「新型コロナウイルス核酸検出の保険適用の取扱いについて」との通達を発出し、
保険適用後の行政検査の検査料を5,850円（6歳から70歳まで）とした。
また、3月6日からPCR検査「SARS-CoV-2核酸抽出」を保険適用し、3月25日には『検査価格の実態を
踏まえ、「SARSコロナウイルス核酸検出 450点」の4回分 1,800点、18,000円）輸送を伴わない場
合は、1,350点（13,500円）とした。



参考：新型コロナウイルス検査

検 査 検査料
（税込：自費）

RT-PCR
検査

検体を特殊な液体につけ、その中
にある特有の一部分を見つけ、切
り取り増幅させる

約 22,000 円程度

抗原検査 RT-PCR 検査の前に行うスクリーニ
ング検査で、新型コロナウイルス
以外からは陽性反応が出ないため、
抗原検査で陽性と判断された場合
は感染していると断定して良い

約 12,000 円程度

抗体検査
(IgG)※

新型コロナウイルスにこれまでに
感染した事があるかどうかをIgG 
抗体で調べる検査

約 5,500 円程度

COVID-19 の確定診断

COVID-19 の確定診断

行政検査では実施されていない。
確定診断のための検査には指定されていない。

※IgM 抗体の検出は，発症から12 日以内の診断には有用性が低いので
ペア血清によるIgG 抗体の評価が必要



「基本再生産数」と「実効再生産数」

「基本再生産数 R０」
ある感染者がその感染症の免疫をまったく持たない人の集団に入っ
たとき、感染力を失うまでに平均で何人を直接感染させるかという
数字で、ウイルスの感染させる力の強さを表わす。
（WHOの暫定的評価では基本再生産数1.4～2.5）

「実効再生産数 Rt」
手洗いやうがい，人々の接触削減といった対策が取られた場合の実
際の再生産数
実効再生産数=（直近7日間の新規陽性者数／その前の7日間の

新規陽性者数）^（平均世代時間／報告間隔）
北海道大学西浦博教授の監修による簡易式

1 より大きい：新規感染者拡大

1 ：新規感染者は横ばい

1 未満 ：新規感染者は減少

感染症対策と集団免疫の効果により実効再生産数は時間とともに変化

※9/11現在で0.90（全国）程度



２．感染症の基礎知識



感染症の基礎知識
感染とは病原体が人間の体内に侵入、定着し、増殖すること

※寄生虫症も感染症の1つ



感染源は

対 策

病原体に感染していても発症しないキャリア（保菌者）もいる



感染経路は？

COVID-19、
インフルエ
ンザ、風邪
症候群、お
たふく風邪、
風疹など

ノロウイルス、麻疹ウ
イルス、結核菌など

COVID-19、ノロ
ウイルス、ロタウ
イルス、腸管出血
性大腸菌（O157）
、サルモネラ菌、
黄色ブドウ球菌な
どによる感染性胃
腸炎

マラリア、
日本脳炎

狂犬病、
トキソプラズマ

主に接触感染、飛沫感染、空気感染 と 経口感染の４つ



細菌・ウイルスの大きさは？

コロナウイルスは、
直径約100nmの球形



細菌・ウイルスの形は？
細菌 ウイルス 真菌（カビ）

単独では増殖できず、人の
細胞の中に侵入し増殖

人の細胞に定着し、菌糸
が成長と枝分かれによっ
て発育

ノロウイルス、ロタウイルス
インフルエンザウイルス

体内で細胞分裂して自己増殖し
ながら、人の細胞に侵入するか、
毒素を出して細胞を傷害する

ブドウ球菌
大腸菌、サルモネラ菌

白癬菌、カンジダ

一般にエンベロープを持つウイルスは、
消毒用アルコールでの不活化が容易



コロナウイルス（2類感染症であるSARS-CoV、MERS-CoVを含め）はエンベロープ
を持つRNAウイルスであることから、消毒用アルコールで不活化が容易

SARS-CoV-2（COVID-19）

N

R

E

S

Nucleocapsid
(核酸) Viral envelope

(ウイルス外被)

Spike glycoprotein
(突起（王冠様）糖タンパク質）

(一本鎖RNA)
MSDマニュアルCOVID-19情報ポータルページより



流行性角結膜炎、接触感染予防対策

流行性角結膜炎
（プール病、はやり目）

咽頭結膜炎（熱）
（プール熱）

学校保健安全法上の分類 第3種 第２種

主な症状 結膜充血、まぶたの腫脹、
異物感、角膜の濁り 等

高熱、咽頭痛、頭痛、食欲
不振、結膜充血、目やに

原因 アデノウイルス アデノウイルス

感染経路 飛沫・接触 飛沫・接触

出席停止期間 感染力がなくなったと医
師が認めるまで

主な症状がなくなった後、
2日経過するまで

消毒剤に対する抵抗性 比較的高い抵抗性を持つ
消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムが有効

アデノウイルスはノンエンベロープウイルスでアルコール消毒剤が一般的に効
きにくい傾向があるが、最近ノンエンベロープウイルスにも有効な新しい「酸
性アルコール消毒剤（リン酸でpHを酸性）」が開発されている。



原虫は1つの細胞（単細胞）からできていて、非常に小さく顕
微鏡でないと見れないが、蠕虫（ぜんちゅう）は多くの細胞（多細胞）

からできていて、人の眼で見ることができる寄生虫

寄生虫の分類は？



最も多いのは口から感染する経口感染

＜４類に分類＞
ハマダラカによる
マラリア感染やヒ
トスジシマカによ
るデング熱

寄生虫による感染経路は？



３．学校での感染予防対策について

・換 気
・マスク
・手洗い
・消毒薬
・環境消毒

（実効再生産数を１未満とするために）



令和2年 通 知 等

3月2日

新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保につい
て（依頼） 文部科学省

（別紙）子供の居場所の確保に係る衛生管理について 文部科学省

3月6日 学校の適切な環境の維持及び教室等の清掃で留意すべき事項 愛知県学校薬剤師会

3月24日

新型コロナウイルス感染症への対応（その１）
―子どもの居場所の確保に係る適切な環境の維持のために― 日本薬剤師会

新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン 文部科学省

3月26日 新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等に関するＱ＆Ａの送付
について（３月26 日時点） 文部科学省

3月27日 新型コロナウイルス感染症への対応について（学校薬剤師編：その２） 日本薬剤師会

4月1日 新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」の
改訂について（通知） 文部科学省

4月6日 新型コロナウイルス感染症への対応について（学校薬剤師編：その３） 日本薬剤師会

4月15日 新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等に関するＱ＆Ａの送付
について（４月１５日時点） 文部科学省

4月20日 新型コロナウイルス感染症への対応
―学校再開にむけた適切な環境衛生の確保について― 愛知県学校薬剤師会

5月8日 新型コロナウイルス感染症への対応について（学校薬剤師編：その４） 日本薬剤師会

5月22日 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル
～「学校の新しい生活様式」～(2020.5.22 Ver.1) 文部科学省

5月25日 新型コロナウイルス感染症への対応について（学校薬剤師編：その５） 日本薬剤師会

5月27日 熱中症事故の防止について（依頼） 文部科学省

5月28日 プール使用の中止に伴う施設設備等の維持管理について 愛知県学校薬剤師会

6月4日

新型コロナウイルス感染症への対応について（学校薬剤師編：その６） 日本薬剤師会

動画「新しい生活様式における学校の衛生管理(環境消毒編)」の公開について 日本薬剤師会

学校における消毒の方法等について 文部科学省

6月16日 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル
～「学校の新しい生活様式」～(2020.6.16 Ver.2) 文部科学省

7月3日 動画「新しい生活様式における学校の衛生管理(換気編)」の公開について 日本薬剤師会

8月6日

学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル
～「学校の新しい生活様式」～(2020.8.6 Ver.3)  文部科学省

小中高の感染事例等を踏まえた対策等について（通知 ８／６） 文部科学省

8月7日 コロナウイルス感染症 への 対応について （学校薬剤師編： その ８） 日本薬剤師会

9月3日 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル
～「学校の新しい生活様式」～(2020.9.3 Ver.4) 文部科学省

9月11日 コロナウイルス感染症 への 対応について （学校薬剤師編： その ９） 日本薬剤師会

文部科学省

学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛
生管理マニュアル ～「学校の新しい生活様式」～

(2020.5.22 Ver.1) ～(2020.9.3 Ver.4)

新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の
臨時休業に関連した放課後児童クラブ等の活用によ
る子どもの居場所の確保について（依頼）
（別紙）子供の居場所の確保に係る衛生管理について

(2020.3.3)

日本薬剤師会、他

新型コロナウイルス感染症への対応
（その１(2020.3.24)～その９(2020.9.11）
―子どもの居場所の確保に係る適切な環境の維持のために―

学校の適切な環境の維持及び教室等の清掃で留意すべき事項
(2020.3.6)

新型コロナウイルス感染症への対応
―学校再開にむけた適切な環境衛生の確保について―(2020.4.20)

プール使用の中止に伴う施設設備等の維持管理について(2020.5.28)

＜関連通知等＞

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html



スタンダードプリコーション
（標準予防策）

未知の病原体からも暴露を防ぐため、感染症の有無にかかわらず全ての患
者を対象に、以下のものを感染の可能性のある物質とし
てみなし、対応する予防策のこと

①換気
②マスク、必要に応じてゴーグルや

フェイスシールドの着用
③手洗いと手指消毒
④環境消毒
⑤手袋の着用、防護衣（使い捨て）の着用
⑥感染性廃棄物専用容器等

＜新型コロナウイルス（SARS-CoV-2（COVID-19））感染症の特徴＞
一般的には、主に飛沫感染、接触感染だが、閉鎖空間での近距離での会
話等の一定の環境では感染を拡大させるリスク（伝播力が強い）がある。

防護衣等を着て診察



①換気を行う
（可能であれば2つの方向の窓を同時に開ける）

②人の密度を下げる
（互いの距離を1、2m程度空ける）

③近距離での会話や発声などを避ける
（やむを得ない場合はマスクを付ける）

＜3密を避けるための対策・対応＞

集団発生を避けるため

SARS-CoV-2（COVID-19）は、
病原性は弱いが、伝播力が強い

（基本再生産数1.4～2.5）



地域の感染
レベル（＊１）

分科提言
（※２） 身体的距離の確保

感染リスクの
高い教科活動

部活動
（自由意思の活動）

レベル３
ステージ

Ⅳ
できるだけ２m 程度

（最低１m）
行わない

個人や少人数での感染
リスクの低い活動で短
時間での活動に限定

ステージ

Ⅲ
レベル２

１ｍを目安に
学級内で最大限の
間隔を取ること

感染リスク
の低い活動
から徐々に
実施

感染リス
クの高い
活動を停
止

感染リスクの低い活動
から徐々に実施し、教
師等が活動状況の確認
を徹底

ステージ

Ⅱ

レベル１
ステージ

Ⅰ

１ｍを目安に
学級内で最大限の
間隔を取ること

適切な感染対策を行った上で
実施

十分な感染対策を行
った上で実施

収
束
局
面

拡
大
局
面

「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準

（※１）どの感染レベルに該当するかは、児童生徒等及び教職員の生活圏におけるまん延状況や地域のまん延状況や
医療提供体制等の状況を踏まえ、地方自治体の衛生主管部局と相談の上、学校の設置者において判断。

（※２）「今後想定される感染状況と対策について」（令和２年８月７日新型コロナウイルス感染症分科会提言）
ステージⅠ：感染者の散発的発生及び医療提供体制に特段の支障がない段階
ステージⅡ：感染者の漸増及び医療提供体制への負荷が蓄積する段階
ステージⅢ：感染者の急増及び医療提供体制における大きな支障の発生を避けるための対応が必要な段階
ステージⅣ：爆発的な感染拡大及び深刻な医療提供体制の機能不全を避けるための対応が必要な段階

R02.09.03
Ver．４





【エアコンを稼働した場合】
パッケージエアコンはそれ自体換気をほとんど行わないことから、
必ず換気扇等を稼働させると共に外側前後の窓等を一部開ける。
また、廊下側欄間等は開ける。さらに、ドアの欄間等に目張りがし
てある場合は撤去する。
そして、授業時と同様に、１時間に１回（５～10 分）程度窓を全開
して換気します。学校環境衛生基準ではCO2で1500ppm以下とされ
ているが、特定建築物等の空気環境を規程する建築物環境衛生管理
基準では1000ppm以下となっていることも考慮し、確実に換気が行
われるよう注意する。

【自然換気（エアコンがない、稼働しない場合）】
自然換気の場合、換気扇があれば稼働させるとともに、換気扇がな
い場合も含め窓を適切に開けて換気に努める。
また、ストーブ等、燃焼機器がある場合は特に換気に注意する。

令和元年度で全国の公立学校の普通教室へのエアコン
設置率は90％まで増加の予定（文部科学省）



換気を悪くする例
欄間やドアのガラリへの目張りはだめ

遮光・通風のための欄間やドアのガラリに目張りしてあるケースや換
気扇の前にカーテンやブラインドで覆ってしまっている様子を時々見
かけますが，換気をできなくしてしまいますのでやめましょう。



織布マスク 不織布マスク N95マスク

一般的なガーゼマスクのこ
と。洗って何回も使え、顔
に密着し温かいが、目が粗
いためウイルスが口や鼻の
中に入る可能性があり、予
防というよりは患者がウイ
ルスを拡散させないための
マスクとして使用。

厚生労働省からも推奨されて
おり織布マスクよりも目が細
かく浮遊している粉じんを捕
らえやすい。フィルター効果
が高いことから新型インフル
エンザ対策としても利用され
る。

主に医療従事者用で、患者を
診察する医師や専門の医療従
事者が使用。
捕集能力に優れ、マスクの密
度が高く、装着すると呼吸が
苦しくなることから、長期の
装着には向かず、一般の方に
は不向き。

マスク
飛沫感染予防



マスクの正しい付け方（pdf：品川区）
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/other000012200/mask2.pdf



フェイスシールド マウスシールド



手洗い
手に付着している汚れや病原体を洗い流すことが目的
のため、30秒以上の時間をかけて指の間・爪先・親指
・手首も忘れずに洗うこと！

① 手ふきのタオルの共用は
しない。

② 必ず流水で洗う。

③ 石けんは液体が望ましい。

石けんは必ず泡立てをすること！

＜手洗いミスが起こりやすい箇所は？＞







https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ja-jp/
ホーム/multimedia/video/v48045706_ja

提供 Harjinder Singh Kukreja

手洗い効果の違いは



消毒と滅菌

①消 毒
生存する微生物の数を減らすために用いられる処置法
で、ヒトに対して有害な微生物又は目的とする対象微
生物のみを殺滅すること。必ずしも微生物をすべて殺
滅したり除去するものではない。

②滅 菌
すべての微生物を殺滅または除去すること

③洗 浄
物質から有機物や異物を除去すること



滅菌および消毒の水準分類

水準分類
滅菌 芽胞を含むすべての微生物を殺滅
高水準消毒 大量の芽胞の場合を除いて、すべての微生物を殺滅

中水準消毒
芽胞以外のすべての微生物を殺滅するが、なかには
殺芽胞性を示すものがある

低水準消毒
結核菌などの抵抗性を有する菌および消毒薬に耐性
を有する一部の菌以外の微生物を殺滅

高圧蒸気滅菌

乾熱滅菌



消毒薬の抗微生物スペクトル
おすすめは「速乾性手指消毒薬」、注ぎ足しもＯＫ！



殺菌・除菌・抗菌について
①殺菌・消毒

菌を殺す・死滅させる（殺菌）、感染力を失わせたりして無毒化する（消毒）と
いう意味で、薬機法の対象になる消毒薬などの「医薬品」や「医薬部外品」で使
うことができる表現で、洗剤や漂白剤などの「雑貨品」の表示には使えない。
（例：医薬品：ミルトン、ピューラックス、（注）ミルトンSは食品添加物）

②除菌
物理的、化学的または生物学的作用などにより対象物から増殖可能な菌を有効数
減少させるという意味で、菌を殺したり減少させるのではなく、繁殖を阻止する
として、対象やその程度を含まない概念。
菌の繁殖を防止する洗剤や漂白剤など「雑貨品」の表示にも使え、家庭用合成洗
剤・石鹸の公正競争規約の中に、台所用洗剤のスポンジ除菌と、住居用洗剤、洗
濯用洗剤の除菌表示のための統一基準が設けられている。（例：ハイター）

③抗菌
菌を殺したり減少させるのではなく、菌の増殖を抑制、あるいは阻害するとい
う意味。抗菌加工品は、キッチン用品や靴下などの繊維製品にも見られ、衣類
の柔軟仕上げ剤に抗菌成分が配合されることもある。日本工業規格（ＪＩＳ）
で試験法が規定されているが、カビ、黒ずみ、ヌメリは効果の対象外。



医薬品・医薬部外品と食品添加物の違いは記載された用途や用
法・用量であり、メーカー側からは食品添加物の指定を受けてい
ないピューラックスで食品に対する殺菌をすすめる事ができない
など建前はあるが、中身は同じと考えてよい。両方とも質の高い
次亜塩素酸ナトリウム製剤であり使用期限内なら濃度6％を維持し
ている。濃度の維持というのは非常に重要な事で、ウイルスや細
菌の殺菌に必要な濃度を確実に計算できることから病院や介護施
設、学校、児童施設、飲食店などのように患者が出た時に確実な
殺菌が求められる施設では絶対に医薬品・医薬部外品の製品を使
いたい。どうしても無理な場合（不足等）においても食品添加物
までとすることが望ましい。

医薬品・医薬部外品と食品添加物及び雑貨



令和2年 通　知　等

3月23日
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について
　　手指消毒への高濃度エタノールの使用を許可
　　（ただし、エタノール濃度が原則70～83vol%の範囲）

厚生労働省

4月16日 薬局から医療機関等に対して、高濃度エタノール製品を販売又は授与を認める。

4月17日 次亜塩素酸ナトリウムの利用についてのリーフレット公開
厚生労働省
経済産業省

4月22日

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う 高濃度 エタノール 製品 の使用について
（改定 （その２） ）
　　70vol% 以上のエタノールが入手困難な場合には 手指消毒用として、60 ％ 台の
　　エタノールを使用し ても差し支えない（ただし、医薬品又は医部外に該当せず）

厚生労働省

消毒用エタノール「76.9％から81.4％（vol％）」

医薬品医療機器等法に定める医薬品もしくは医薬部外品に該当するが



その他のエタノール商品について

・食品添加物として利用
例）給食等、調理場内の器具・機械類の清掃に利用されているアルコール製剤等

・アルサワー○R
（エタノール（68w/w%）、グリセリン脂肪酸エステル（0.2%)、乳酸ナトリウム（0.1%）、

グリシン（0.07%））

・アルサワーM60○R
（エタノール（59.00w/w%）、グリセリン脂肪酸エステル（0.50%）、乳酸ナトリウム（0.10%）

、精製水（40.40%)

・その他

・食品添加物以外（エタノールに第４級アンモニウム塩を配合したもの）

例）環境アルコール除菌剤
・サポステ○R 等

食品添加物アルコール製剤等は効能効果として消毒を
うたうことは出来ませんが、効果は変わりません

※メタノールが配合されている物はダメ！

vol%かw%かの表記にも注意！



速乾性手指消毒薬 消毒用エタノール エタノール製品 高濃度アルコール

医療用医薬品
第3類医薬品

医療用医薬品
指定医薬部外品

医療用医薬品 第3類医薬品 指定医薬部外品 食品添加物
無水アルコール

（医薬品）
特定アルコール

（工業用アルコール）

商 品 リナパス ウエルパス
消毒用

エタノール
消毒用

アルコール
アルペット

手指消毒用等
フードプラス75

アルサワー 等

エタノール
濃度

83vol％ 76.9〜81.4vol％ 72.3w/w%
67.9%

(75v/v%) 
他

98.5v%
アルコール事業法
で９０度以のエチ
ルアルコ－ル

その他含
有成分等

ベンザルコニウム塩化
物等を含む。

乳酸ナトリウ
ム、クエン酸
ナトリウム等

メタノールを
含む物は不可！

手指消毒 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○※ ○※

機器消毒 － － ○ ○ ○ ○ ○ ○

備 考

食品添加物のた
め効能効果は謳
えないが、給食
施設等で器具等
の消毒で使用

流通管理になじまない
特別な用途向けに、酒
税相当額を加算したも
の（自由流通）

70～83vol%の範囲内に薄めて使用
※R02.3.23付け通知により利用可とされた

エタノール製品



医薬品
食品添加物 雑貨

医療用医薬品 第2類医薬品

商品名
次亜塩素酸ナト

リウム
メディカルハイ
ター液6W/V%

ピューラックス
ピューラックス

10
ケンミックス４ ケンミックス10

次亜塩素酸ナト
リウム１２

ハイター（衣料
用）

キッチンハイター

有効濃度 6% 6% 6% 10% 4% 10% 12% 6% 6%

手指消毒 適応あり 適応あり 使用不可 使用不可 使用不可 使用不可 使用不可 使用不可 使用不可

機具等の消毒 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

排泄物の消毒 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

添加物等
添加物なし

（※）
添加物なし

（※）
添加物なし

（※）
添加物なし

（※）
添加物なし

（※）
添加物なし

（※）
添加物なし

（※）
水酸化ナトリウム
（アルカリ剤）

界面活性剤
水酸化ナトリウム

備 考

（※）水溶液では水酸化ナトリウムが生成
原液では効果なし必ず希釈して用いる

原液では効果なし
必ず希釈して用いる

腐食性あり

次亜塩素酸ナトリウム液



修正版4/17 公開

※次亜塩素酸ナトリウムは、一般的に
ゆっくりと分解し、濃度が低下してい
きます。購入してから3ヶ月以内の場合
は、水１Lに本商品10ｍL（商品付属の
1/2杯）が目安です。

濃度が違う？



ppm（ピーピーエム）って？

％と同じように、濃度をあらわす単位で、ppm
は100万分の1、 ％は100分の1の意味で、1％
をppmであらわすと10,000ppmとなる。

※希釈倍率の計算は？

次亜塩素酸ナトリウム液原液の％と目的の濃度から計算する。

例）原液6％の次亜塩素酸ナトリウム液を500ppmにしたい場合

原液6％＝60,000ppm
60,000ppm÷500ppm＝120倍

120倍に希釈すればよい。

次亜塩素酸ナトリウム液の希釈は？

ハイターの濃度が正しく6％なら10ｍLに水を加えて1.2Lとすれば0.05％溶液となる。

（0.05％）



名前が似ているが、異なる物質であり、混同しない。
「次亜塩素酸ナトリウム」は、アルカリ性で、酸化作用を持ちつつ、原液で長期
保存ができるようになっている。ハイターなどの塩素系漂白剤が代表例。
「次亜塩素酸水」は、酸性で、「次亜塩素酸ナトリウム」と比べて不安定であり、
短時間で酸化させる効果がある反面、保存状態次第では時間と共に急速に効果が
無くなる。
「次亜塩素酸水」にはいくつかの製法があるが、このうち、食塩水や塩酸を電気
分解して生成した「次亜塩素酸水」には、食品添加物（殺菌料）に指定され、規
格が定められたものもあり、食品加工工場における野菜の洗浄などに使われる。
また、次亜塩素酸ナトリウムを原料に、酸を加えたり、イオン交換等をすること
で酸性に調整したものも「次亜塩素酸水」として販売されており、これには規格
や基準が無く、成分がはっきりしないものもある。また、「pHを調整した次亜塩
素酸ナトリウム」と称して販売する例があり、アルカリ性の「次亜塩素酸ナトリ
ウム」と酸性の「次亜塩素酸水」の混同の一因になっている。

「次亜塩素酸ナトリウム」と「次亜塩素酸水」



種 類

次亜塩素酸水
擬次亜塩素酸水 次亜塩素酸ナトリウム

強酸性電解水 弱酸性電解水 微酸性電解水

食品添加物・雑貨 雑貨 医薬品・食品添加物・雑貨

ＰH 2.7以下 2.7～5.0 5.0～6.5 6.5前後 8～10

有効塩素
濃度（ppm）

20～60 10～60 10～80 50～300程度
50～1000、6％、10％
他（用途に合わせて希釈）

生成方法 電 解 電 解 電 解 調 整 希 釈

原 料

適切な濃度の
塩化ナトリウ
ム水溶液

適切な濃度の塩
化ナトリウム水
溶液

塩酸又は塩酸
に塩化ナトリ
ウム水溶液を
加えて適切な
濃度に調整し
た水溶液

次亜塩素酸ナト
リウム水溶液に
塩酸等を加えて
ｐH調整
＊ジクロロイソシ

アヌル酸を溶か
した物もある

次亜塩素酸ナトリウム

次亜塩素酸ナトリウムと次亜塩素酸水



有効塩素濃度200～300ppm いつまで？
有効期間 3～5ヶ月 短い！

次亜塩素酸水等

雑貨（除菌）であり、濃度・有効期間等の確認が必要！

除菌＆消臭
厚生労働省認定殺菌剤配合
品名：○○○○

有効塩素濃度：50 ppm

成分：次亜塩素酸ナトリウム・希塩酸
水素イオン濃度：pH6.5前後（弱酸性）
有効期間：表示なし

※pHを調整した次亜塩素酸ナトリウム（例）
クロール試験紙

（0～100ppm 次亜塩素酸用）

等を使用して総残留塩
素濃度を測定する。



ｐHと次亜塩素酸存在率の関係



「除菌」

※保存できる期間が非常に短いため、家庭や職場で次
亜塩素酸水をふんだんに使う場合は、専用の機器が
必要で、食品添加物の『次亜塩素酸水』としてはパ
ッケージして販売されたものは認められていない。

＜7月6日版＞



「次亜塩素酸水」の空間噴霧で、付着ウイルスや空気中の浮遊ウイルス
を除去できるかは、メーカー等が工夫を凝らして試験をしていますが、
国際的に評価方法は確立されていません。
安全面については、メーカーにおいて一定の動物実験などが行われてい
るようですが、ただ、消毒効果を有する濃度の次亜塩素酸水を吸いこむ
ことは、推奨できません。
空間噴霧は無人の時間帯に行うなど、人が吸入しないような注意が必要
です。

なお、ウイルスを無毒化することを効能・効果として明示とする
場合、医薬品・医薬部外品の承認が必要です。現時点で、「空間
噴霧用の消毒薬」として承認が得られた次亜塩素酸水はありません。

「次亜塩素酸水」の空間噴霧について
厚生労働省の見解は･･･



SARS-CoV-2（COVID-19）

消毒薬としては･･･

＜手指消毒・ドアノブ等＞

①消毒用エタノール

＜机・イス等＞

②次亜塩素酸ナトリウム

一般にエンベロープを持つウイルスは、消毒
用アルコールでの不活化が容易

ノロウイルス対策として現在使用されている。

N

R

E

S

MSDマニュアルCOVID-19情報ポータルページより



アルコール過敏症や目に見える汚れがある
人の場合は、
流水と石けんによる手洗いでも十分。
ただし、使用水の塩素濃度も確かめておく。



教室等の清掃（環境消毒）

教室やトイレなど児童生徒が利用する場所
のうち、特に多くの児童生徒が手を触れる
箇所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）
は、１日に１回以上消毒液（消毒用エタ
ノールや次亜塩素酸ナトリウム等）を使用
して清掃を行う。

接触感染予防

（環境消毒）



１．消毒用エタノール
・水分を拭き取ったのち、消毒用エタノール等を噴霧し、そ

のまま乾燥させる。噴霧器がない場合は清拭でも可。
・火気厳禁であることに注意

２．次亜塩素酸ナトリウム
清拭する場合、次亜塩素酸ナトリウム（塩素濃度0.05%～
0.5%）で浸すようにペーパータオル等で拭き、およそ３０
分後に、水拭きを行う。消毒を行うときは、十分に換気を
行うなど、使用する漂白剤の注意事項をよく読んで行う。

・噴霧は絶対にしない

手指消毒・環境消毒等を行う際は
環境消毒等ではミストを吸入しないよう
手袋、マスク、及び保護メガネ等を着用



※長靴、不織布作業着（市販で300円程度）は必ずしも必要
でないが、手袋、マスク、及び保護メガネは使用すること

教室等の環境消毒の例



学校において感染者等が発生した場合の対応

児童生徒等や教職員の感染が判明した場合には、保健所及び学校薬剤師等

と連携して消毒を行いますが、必ずしも専門業者を入れて施設全体を行う
必要はなく、当該感染者が活動した範囲を特定して汚染が想定される物品

（当該感染者が高頻度で触った物品）を消毒用エタノールまたは0.05％
の次亜塩素酸ナトリウム消毒液により消毒するようにします。
また、症状のない濃厚接触者が触った物品に対する消毒は不要とされてい
ます。なお、物の表面についたウイルスの生存期間は、付着した物の種類
によって異なりますが、24 時間～72 時間くらいと言われており、消毒で
きていない箇所は生存期間を考慮して立ち入り禁止とするなどの処置も考
えられます。消毒は、「（参考）消毒の方法及び主な留意事項について」
を参考に行います。なお、トイレについては、消毒用エタノールまたは

0.1％の次亜塩素酸ナトリウム消毒液を使用して消毒します。

学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2020.9.3 Ver.4) p55～p56

校舎内の消毒は職員等で行うことになる



専門？業者による消毒について
多くの業者は次亜塩素酸水又は一部がオゾンを使用しているが

新型コロナウイルス感染が疑われる者の居室及び当該利用者が
利用した共用スペースについては、消毒・清掃を実施する。

具体的には、手袋を着用し、消毒
用エタノールで清拭する。または、
次亜塩素酸ナトリウム液拭後、湿
式清掃し乾燥させる。なお、次亜
塩素酸を含む消毒薬の噴霧につい
ては、吸引すると有害であり効果
は不確実であることから行わない
こと。

トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭する 。
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