
        
      

 

 

 

「感染症対策リーダー研修」 

 

 

平成２５年度 神戸市保健所        

 ～ノロウイルス対策を中心に～ 



感染症対策リーダー研修の目的 

 目的 

 保育施設における、  

  ★感染症対策の指導的立場としてのスキルアップを図る 

 期待する役割 

 全ての職員が適切な感染症対応ができるよう 

  ★感染症の基礎知識の普及→研修企画、情報提供 

  ★施設内環境の確認と改善策の提言→ラウンド 

  ★感染症発生情報の収集→情報管理･統合 

  ★職員間の情報共有と協力体制→ミーティング 

  ★対応事例の検証→ノウハウの蓄積と還元  

仕掛け人 



本日の内容 
 

１．ノロウイルスの特徴を知る 

 

２．事例から課題を検証 

  ★何故、感染拡大したのか 

  ★どうすれば感染拡大は防げたのか 

        

３．確実な感染防止策をとるには 

  ★汚物処理の実際 

  ★グループワーク 

     

  

 

 

 



 非常に感染力が強い（少量のウイルスで感染） 

 アルコール消毒、冷凍、冷蔵では死滅しない 

  ８５℃１分以上の加熱、次亜塩素酸が有効 

 冬場に流行  

 生カキ等の２枚貝に注意 

 ウイルスはヒトの腸内で増殖（食品中では増えな
い） 

 症状は、嘔気、おう吐、下痢、発熱、腹痛 

  症状が無い場合や風邪のような軽い症状の場合も 

 潜伏期は1～2日     

 現時点では、ワクチンがない 

 症状消失後もウイルス排出（長い場合は1ヶ月） 

    ノロウイルスの特徴 



感染成立の要素 

感染源 

感染経路 感染し発病 不顕性感染 宿主の感受性 

手 

食品 調理従事者 汚染物の除去 

抵抗力をつ
ける 

予防策の徹底 

物品等 



 

 

ノロウイルス集団発生のリスク 

 ★感染力が強い  

    →少量のウイルスで感染      

 ★便やおう吐物に大量にウイルスが存在 

  →ウイルスによる手指、環境の汚染  

 ★不顕性感染がある 

  →診断がつかず探知、対策が遅れやすい 

 ★症状消失後も長期間ウイルスが排泄される 

 ★再感染する  

  →免疫力は1年程度で消失 

 

 



保育施設の二次感染発生のリスク 

 

 

 

 

患者 

保菌者の 

便・吐物 

新たな感染者 

（二次感染） 
 

手指 

食品 

物品等 

感染予防行動が十分とれない 

身体機能が未熟 

（免疫・身体機能） 

集団生活 
排泄の世話 

こども同士の接触が多い 



ノロウイルス等感染性胃腸炎の発生報告 

（24年4月1日～25年3月31日） 

施設種別 発生施設数 有症状者数 
有症状者内訳 

利用者 職員 

 保育施設 150 2176 1928 194 

 幼稚園 18 542 530 12 

 学校 19 254 226 22 

  大学 1 1 1 0 

 高齢者施設 103 1489 1078 404 

 障害者施設 16 135 115 20 

 病院 27 678 464 214 

 その他 6 42 23 19 

 合計 340 5317 4365 885 



事例検討－何故感染は拡大したのかー 

進行役を決める 

各自の意見を付箋に記入 

一人づつ発表し、用紙に貼る 

似ている意見をグループ化し、 

キーワードを記入 

研修の最後に 

感想や気づき、 

実践できそう 

なことを確認 
グループごとに発表し、全体で共有 

・付箋 １枚に1項目（端的に） 
・一人何枚でも記入可 

・二番目以降の発表者は、似
ている意見の近くに貼る 



  幼稚園の餅つきイベントの参加者等、340名のうち
136名が下痢、おう吐、発熱 

  

★検便の結果、11名中9名からノロウイルス検出 

★有症者は、園児、職員、家族（餅つきに参加せず、     
持ち帰った餅を食べての有症者12名含む） 

★餅は、もち米を蒸したあと園児、保護者、職員が杵
でつき、みたらし、あんこ、磯部、きなこで味付け 

★共通食は、餅のみで味付けによる発症者の差は 

  無かった 

 

 

幼稚園での集団発生【参考事例】 
 



感染拡大の要因と対策【参考事例】 

 何故、感染拡大したのか 
 ・参加者に感染者（不顕性感染者）が存在 

 ・不十分な手洗いで餅つきに参加 

 ・餅をつく行程で手から餅へ、ウイルスが混入 

 ・ウイルスの付着した餅を喫食した参加者、家族に感染 

 ・餅つき行程で餅の温度低下（ウイルスは失活せず）  

 対策のポイント 

 ・主催者等への感染予防知識の普及 

 ･事前の手洗い指導の徹底 

 ・食品の取り扱い時は手袋を装着 

 ・冬季には不顕性感染者が多数存在することの認識 



 

【事例１】 保育施設での感染拡大 

 

 

 

 

・初 発：4月5日、保育室で1歳児がおう吐 

・職 員：8名発症 

      4月6日に1名、4月7日に５名、4月10日に2名 
      うち3名は手袋のみで児のおう吐物・排便の処理を実施した 

      新規職員が4名発症 

・入所児童：32名発症 

   ★１歳児19名発症 
   ★新規入所児童12名発症 

。 

 

発生状況等 

 4月6日、施設担当者から「ノロウイルスの疑い患者が４名発生した」との連絡 

保健所への連絡 

 ・トイレやドアノブなど定期的な次亜塩素酸ナトリウムでの拭き取り消毒 

 ・オムツ交換でバスタオルの共用をやめ、ひとりごと消毒できるマットに変更 

 ・保護者へ下痢おう吐の感染症が流行していること掲示 

 施設が行ったこと 

職員を含め 
40名発症 



 

【事例2】 保育施設での感染拡大 

 

           

・初 発：5月9日、0歳児おう吐あったが軽症で感染症疑わず 

・職 員：4名発症 

      有症状児との接触不明      

・入所児童：50名発症 

   ★0歳児～5歳児発生割合に大きな差なし 

   ★症状があっても軽症なので登園している児がいた 

   ★症状はおう吐が大半  

     園内では保育室の出入口、保育室カーペット、食器トレーなどにおう吐 

     

発生状況等 

5月16日、施設担当者から「ノロウイルスの疑い患者が18 名発生した」との連絡 

保健所への連絡 

 ・日々の健康チェックがわかる記録票の作成 

 ・朝の受け入れ時に健康チェックを徹底。体調によっては受診勧奨 

 ・全職員が共通意識を持ち消毒や汚物処理を徹底できるようマニュアル作成 

 施設が行ったこと 

職員を含め 
54名発症 



 
感染拡大の要因と対策 

 

  

必要だと思われる感染予防対策は？？？ 

何故、感染拡大したのか ？？？ 



その他事例から学ぶ感染対策 

 ホテルでの集団感染 

 宴会の利用客と従業員436名が下痢、おう吐。 

 おう吐した絨毯は洗剤で処理、消毒は不十分。 

★絨毯に付着したウイルスが乾燥し、歩行や掃除機
使用での飛散による感染の可能性が推測された 

 小中学校での集団発生 

 ８小中学校の、366名の児童、教員がおう吐、下痢 

★加熱製造後の素手によるパンの詰め替え作業での
汚染が推測された 

この事例からおう吐物処理対策
が重要視されるようになった 

加熱食品でも、作業行程
でのウイルス混入防止の
注意が必要 



集団発生の報告 

 社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告
について （平成17年2月22日通知抜粋） 

  

 
 

  

  

 社会福祉施設の施設長は、次のア、イ、ウの場合は、市町村等の
社会福祉主管部局に迅速に感染症、食中毒が疑われる者等の人数、
症状、対応状況等を報告するとともに，併せて保健所に報告し、指
示を求めるなどの措置を講ずること。 

 

同一の感染症、若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる           

 ア.死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合 

  イ.１０名以上又は全利用者の半数以上発生した場合  

 ウ.ア、イに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る 

   感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた 

   場合 



発生連絡（神戸モデル)地域連携・早期探知 

感染症発生連絡票 
同じ症状の人（下痢、お
う吐、発熱、発疹）が 
一週間に2名以上発生 
 

感染拡大が
心配 

気になる
症 状 の
人がいる 

気 軽 に
連絡を 

発生連絡票 



   感染症対策のポイント１ 

 探知を早く  

 ・一人のおう吐者からでも簡単に集団発生 

  は起こる 

   ・職員、利用者の日ごろの健康観察 

 職員の共通認識(職員全体に周知)  

 ・発生状況の確認と情報の共有 

 ・見通しと方向性を共有⇒より適切に速く対応 

  （重要事項、進み具合を掲示） 

意識の共有 



＜別途資料あり＞ 



氏名 体
温 

家での様子 

体調、食欲、睡眠
便の状態など 

保育中の 

健康状態 

欠席の 

理由 
備
考 

健康観察連絡票 

保護者 
家庭での様子 

保育士 
健康観察 

施設全体 
クラス全体の 

   把握 

子どもの体調の変化を
記録しておくことが大切 

欠席の理由を確認 

受診の有無 

医師の判断 

便の状態・回数、腹痛、吐き気、嘔吐、発熱の有無 

を中心に日々の変化を観察する 

日頃の健康管理 



施設内での緊急ミーティング 

  情報共有 

発生状況の
確認 

感染拡大防止策
の検討 

課題の 

共通認識 



 拡大防止対応⇒何が必要かをまず判断 

 ・感染症の特徴に応じた効果的な対応 

  潜伏期間、感染力、感染経路、症状 

 ・流行の特徴を分析 

  時(いつ)・場所(どこで)・人(だれが) 

  発症者同士の接点はあるか 

 ・拡大防止対策の実践―手洗い・消毒・汚物の処理 

 感染拡大の要因を究明 

 ・感染が拡がる伝播経路や原因があるか 

    感染症対策のポイント２ 
知識の共有 



拡大防止対策が有効か 

 

 

・発生状況から判断 

・感染時期が１度だけで、流行
は収まりつつある 

 

 

・感染が継続している。感染拡
大防止に注意が必要 

 

 

・二次感染を起こしている 



施設内でのミーティング 

  情報共有 

感染拡大 

状況の確認 

感染拡大防止策
の再検討 

課題の 

共通認識 



 集団感染終息後の振り返り 

 ・感染拡大の要因を検証 

  なぜ感染拡大したのか  

  今後見直す対策・有効であった対策 

 再発防止のための検討 

 ・平常時からの感染症の意識・知識・技術の 

  向上が必要 

  

 

 

再発防止 

     感染症対策のポイント３ 



 研修･啓発（感染症の基礎知識と実技） 
 職員：新人研修、実技講習―手指衛生、消毒方法、
汚物処理  

 利用者･家族：情報提供、協力依頼 

 施設に応じた感染症マニュアルの整備、更新 

 集団発生後、新たな情報など追加見直し  

 施設内ラウンドと環境整備 

 感染症発生リスクの探知と改善策の提案  

 日々の健康観察、初発患者の早期探知 

 関係機関（保健所、近隣施設）との情報共有 

 

 

 

 

平時の実践 

     感染症対策のポイント４ 


