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はじめに 

 

集団生活を行う場である放課後等デイサービスは、感染症が流行する可能性があり、その対策が

必要である。感染症にかかる可能性を低くすること、また感染症が発生した場合でも早期発見し、

拡大を防ぐことを目的にマニュアルを作成する。 

 

 

1. 感染症について 

 

 ① 感染症とは 

病気の原因となるようなウイルスや細菌、真菌などの病原体が人の体の中に入り、体の中で

増殖することを 「感染」と呼び、病原体が増殖した結果、熱が出たり、下痢になったり具合が

悪くなるなど、さまざまな症状を起こすことを「感染症」と言う。 感染症は感染者を介して、い

くつかの感染経路から広がることがあるため、感染経路を遮断するためにまずは予防するこ

と、そして発生した場合には最小限に食い止めることが重要となる。 

 

 ② 感染経路とは 

ウイルス等の感染経路には、主に空気感染、飛沫感染、接触感染がある。 

感染経路 特徴 予防策 主な病原体 

 

 

 

 

空気感染 

空気中の塵や飛沫核を介

する感染で、咳やくしゃ

み、会話をした際に口や

鼻から 飛沫した病原体

が空中を浮遊し、同じ空

間にいる人が浮遊する病

原体を吸い込んで感染す

る。 

・マスクを着用 

・十分な換気 

・三密の回避 

・手洗い消毒の徹底 

結核菌、麻しんウイルス、

水痘ウイルスなど 

 

 

 

エアロゾル感染 

エアロゾルは飛沫に比べ

て粒子が小さく軽いので

空気中に留まりやすい。

病原体が含まれたエアロ

ゾルを吸引することで感

染する。(厳密な定義はな

く、空気感染と同様に扱

われている) 

・マスクを着用 

・十分な換気 

・三密の回避 

・手洗い消毒の徹底 

新型コロナウィルス 



 

 

 

飛沫感染 

大きな粒子を介する感染

で、飛沫は 1m 程度で落

下し空中を浮遊し続けな

い。咳や くしゃみ、会話を

した際に口や鼻から飛沫

した病原体を近くにいる

人が吸い込むことで感染

する。 

・利用者、職員のマスクの

着用を徹底  

・十分な換気 

・環境における共有部分

の消毒 

・三密の回避 

インフルエンザ、風しんウ

イルス、おたふくかぜの原

因のウイルス、新型コロ

ナウイルス、など 

 

 

 

 

接触感染 

感染している人との接触

や、病原体に汚染されて

いる物を触ることで感染

する。病原体が付いた手

で、目や鼻、口、傷口など

を触ることで病原体が体

内に侵入して感染する。 

 

 

・こまめな手洗いや手指

消毒  

・ケアの際には手袋など

の個人防護具を着用する 

・感染者に使用する器具

などはできるだけ個人専

用とし、どうしても共有す

る場合は、使用後に洗浄

または消毒をしてから他

の人に使用する 

ノロウイルス、疥癬 （かい

せん）、メチシ リン耐性黄

色ブドウ 球 菌（MRSA）

など の耐性菌、新型コロ 

ナウイルス、など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ③ 感染対策の基本 

感染症に対する対策の柱は、①感染源の排除 ②感染経路の遮断 ③人間の抵抗力の向

上が挙げられる。感染経路を遮断するためにはウィルスを『持ち込まない』、『持ち出さない』、

『拡げない』ことが大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【遺伝子検査（PCR 検査）、抗原検査、抗体検査とは】 

●遺伝子検査（PCR 検査） … PCR 検査は、鼻汁、唾液、痰などを採取し、機械でウイルス

の遺伝子を 増幅させる反応を行い、ウイルスがいると陽性と

判定される。ただし、検査の精度は 100%ではない。 

●抗原検査 … 抗原検査は、鼻汁、唾液、痰などを採取し、ウイルスの存在を調べる検査で

ある。細かい分析ができる定量検査と、細かい分析ができないながらも簡

便に検査できる簡易検査がある。ただし、検査の精度は 100%ではない。  

●抗体検査 … 抗体検査は、体の中にウイルスに対する抗体を持っているかを調べる検査

である。抗体とは、ウイルスに感染した際に体が反応して作る免疫のことで、

抗体があるかを調べることで、 過去にそのウイルスにかかったことがある

かを知ることができる。 

 

 ④ 消毒液の使い方 

・手すりや、ドアノブ、トイレなどはこまめに消毒する必要がある。  

・手指消毒、取っ手などには、次亜塩素酸水を使用する。床拭き、トイレの清掃消毒や汚物

の消毒には次亜塩素酸ナトリウム液を使用する。  

・次亜塩素酸水は光に弱いため、遮光の容器やスプレーボトルに入れる。 

 

感染経路の遮断 

感染源の排除 人間の抵抗力の向上 

うがいをする 

手を洗う 

手袋をする

マスクをする 

消毒をする ワクチン接種 

体力をつける 



・次亜塩素酸ナトリウム液の希釈する濃度は用途によって異なる。(下表参照) 

消毒対象 濃度(希釈倍率) 希釈方法 

○ 嘔吐物や排泄物が付着した床の消毒  

○ 衣類等の漬け置き 

0.1％濃度 （1,000ppm） 500mL のペットボトル 1 本に対し、 

10mL （キャップ 2 杯分） 

○ 食器等の漬け置き  

○ トイレの便座、ドアノブ、手すり、床等 

0.05％濃度 （500ppm） 500mL のペットボトル 1 本に対し、 

5mL （キャップ 1 杯分） 

 次亜塩素酸ナトリウム（市販の漂白剤で一般的な塩素濃度約 5％の場合） 

 ＊ペットボトルのキャップ 1 杯分が約 5ｍｌ 

 ＊誤飲防止のためペットボトルに入れたまま保管しない。また効果が弱くなるのでつくったその

日に使いきるようにする 

 ＊人体には使用できない 

 

 

2. 児童の健康管理と環境管理 

 

 ① 環境管理 

●感染拡大防止の観点から、「３つの密」を避ける。  

   密集…多数が集まる密集場所 

   密閉…換気が悪い密閉空間 

   密接…間近で会話や発声をする密接場面 

  ＊食事や活動等は、可能な限り同じ時間帯、同じ場所での実施人数を縮小するよう配慮

する。 

 

●声を出す機会の最小化、声を出す機会が多い場合のマスク着用に努める。 

●清掃の徹底、共有物の消毒の徹底、手指衛生の励行の徹底 

環境消毒を行う場合は、手袋を着用し、次亜塩素酸水で清拭する。または次亜塩素酸ナト

リウム液等で清拭後、湿式清掃し、乾燥させる。なお、次亜塩素酸ナトリウム液の噴霧に

ついては、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わない。 

トイレのドアノブや取っ手等は、次亜塩素酸ナトリウム液（0.05％）で清拭後、水拭きし、乾

燥させる。 

＊共用部分（手すり等）は必要に応じて消毒を行う。特にトイレについては定期清掃と常

時換気を心がける。 

 

 

 



   ●食事・おやつ 

＊飲食の際は座席の間隔を空け、対面を避けるようにする。また必要な場所にはアクリル

板を設置する。 

＊食事やおやつの前には、液体石けんと流水による手洗い等を実施する。 

＊食事、おやつの前後には手指消毒を行う。 

＊食器類は洗剤による洗浄と乾燥を行う。 

＊児童の口や手拭きには使い捨てのウェットティッシュを使用する。 

   ●排泄の支援等 

   ＊排泄の介助を行う際には使い捨て手袋をする。使い終わった手袋は裏返して外し、結

んで所定の蓋つきごみ箱に捨てる。 

   ＊排泄物で汚れた衣服は洗わずにそのままビニール袋に入れ、持ち帰ってもらう。 

●定期的な換気を行う。 

  ＊各部屋やトイレは常時窓を開け換気をする。 

＊送迎時には窓を開ける等、車内の換気に留意し、児童にマスク着用を促す。送迎後に

利用者の接触頻度が高い場所を消毒する。 

     【換気について】 

      冬場、機械換気設備が設置されている場合は、機械換気による常時換気で必要換気量

（1 人あたり毎時 30 ㎥）を確保する。また、設置されていない場合は、室温が下がらない

範囲で常時窓を開ける（窓を少し開け、居室の温度及び相対湿度を 18℃以上かつ

40％以上に維持する）。 

    

 ② 健康管理 

   感染症対策では、毎日の健康管理を行い、普段との違いに早く気づくことが重要である。 

●通所時の対応 

＊検温…来所時には必ず検温を行う。 また、長期休業時には在所時(昼食前・おやつ前)

にも定期的に検温を行い、記録を残す。  

＊マスク着用…送迎時の車内、在所時は食事やおやつ等の時間でマスクを外す以外は、

常時マスクを着用する。(着用可能な児童) 

＊手指消毒・手洗い…送迎時の車に乗る前、来所時と退所時、トイレや活動後、食事やお

やつ等の前後には 必ず手指消毒・手洗いを行う。 

＊健康調査等…感染症対策では、日々の健康観察が大切である。長期休業時には家庭

に「健康チェックシート」の記入をお願いし、来所時に確認する。 

（1）呼吸困難、倦怠感、高熱等の強い症状のいずれかがある 

（2）発熱や咳など比較的軽い風邪の症状等が続く 

（3）基礎疾患がある児童の場合、 発熱や咳など比較的軽い風邪の症状等があるな

ど、送迎時に学校からの伝達や連絡帳で確認する。 



3. 職員の健康管理と環境管理 

 

 ① 健康管理 

・出勤前に体温を計測し、発熱や咳、咽頭痛などの呼吸器症状等が認められる場合には出

勤しないことを徹底する。  

・職員の健康管理の結果を記録しておく。 

・マスクの着用を含めた咳エチケットを行う。 

・手洗いや手指消毒を行う。 

・睡眠や栄養を十分にとるなど、感染症に対する抵抗力の向上に努める。 

・ワクチンで予防可能な疾患についてはできるだけ予防接種を受ける。 

 ② 環境管理 

・体調がすぐれないときは、出勤を見合わせることや医療機関への受診をする。 

・家族に感染症状がある場合、または疑われる場合は管理者に報告し、対応を相談する。 

・昼食時などマスクを外して飲食をする場合は、向かい合って座らず、食事中は会話を控え

る。 

・職場外でも換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に行くことを避ける等の対応を

徹底する。 

・施設内で感染症が発生したときに迅速な感染症対策を実施するため、平時から職員を対

象とした研修やシミュレーションを実施しておく。 

 

 

4. 標準予防策 

 

 ① 手洗い 

   手洗いは最も簡単で効果的な予防対策である。正しい手洗いを遂行し、ペーパータオルで

拭き取る。 

 

② 咳エチケットの徹底 

咳やくしゃみをする場合に、マスクを着用したり、ハンカチやタオル、ティッシュ等で口と鼻を

覆い、飛沫を周りの人に浴びせないようにする。ハンカチやティッシュがない場合は、手のひ

らではなく、肘の内側（上着の内側や袖）で口と鼻を覆う。 

 

 

 



③ 手指消毒 

    ・玄関、キッチン、各部屋に次亜塩素酸(商品名：アクアルファ a)を常設し、来所時、トイレや

活動後、食事やおやつの前後に手指消毒を行う。 

    ・おやつ時は使い捨てのウェットティッシュを使用する。 

 

④ マスク、手袋、エプロンの着用 

    鼻、口から汚染する危険がある場合にはマスクを着用する。感染しているかどうかにかか

わらず、血液や体液、分泌物、嘔吐物、排泄物等を扱う場合、またはこれらに触れる可能

性がある場合は手袋を着用する。 これらが飛び散る可能性がある場合に備えてエプロン

の着用も必要に応じて対応できるように準備しておく。 

    ＊マスク、手袋、エプロンは使い捨ての物を使用し、専用のごみ箱に破棄する。 

 

 

5. 衛生管理 

 

 ① 施設内の衛生管理 

   ・施設内の整理整頓を心がけ、清掃、消毒を行う。 

   ・使用した玩具は１日１回次亜塩素酸水をスプレーし拭き取る。消毒のできない玩具は日光

消毒または使用頻度を減らす。 

   ・ノロウィルス流行時、嘔吐で汚染された玩具は次亜塩素酸ナトリウム 0.1％で消毒をする。

消毒できない玩具は破棄する。 

・トイレの便座、ドアノブ、手すり、床などを清掃する際には、次亜塩素酸ナトリウム 0.05％を

使用する。金属部分は最後に水拭きをする。 

・各部屋のゴミ箱のビニール袋は基本的に月 1 回月末に交換する。破損したり汚れがある場

合にはその都度交換する。ビニール袋を交換しない日はゴミ捨て時に次亜塩素酸水をスプ

レーする。 

 

 ② 血液、体液の処理 

   血液、体液の取り扱いには十分注意する。血液など汚染物が付着している場合には必ず使

い捨てビニール手袋を着用し、処理する。血液などが付着した床などはアルコール消毒など

を使用して拭き取る。処理後は十分な手洗い、手指消毒を行う。 

 

 ③ 排泄物の処理 

   ・排泄物、吐物を処理する際には、手袋、マスク、エプロン(すべて使い捨ての物)を着用し、

汚物場所及びその周囲を次亜塩素酸ナトリウム 0.1％で清掃、消毒する。処理の仕方の手順



については、各部屋に備え付けている嘔吐セットの手順書に従って行う。 

・吐物は使い捨て布やトイレットペーパーなどで拭き取り、ビニール袋に入れて密閉して捨て

る。 

・嘔吐や下痢便の処理時は、窓を開けて換気をする。 

・処理後は十分な手洗い、手指消毒を行う。 

・排泄物で汚れた衣服は洗わずに二重にビニール袋に入れて持ち帰ってもらう。排泄物で汚

れた服の入ったビニール袋は専用の蓋つきバケツに入れ、外のごみ箱側に置いておく。持ち

帰りの忘れを防ぐため、『汚れ物があります』の札を実績に貼っておく。 

・感染性の病気に罹患後の排泄物で汚れた衣服は、蓋つきバケツに入れたまま送迎車に乗

せ、引き渡し時に渡す。 

※感染性胃腸炎はアルコールでは効果がないため、消毒には次亜塩素酸ナトリウムを使用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. 感染拡大防止のための対応 

 

 ① 利用について 

   ・感染性の病気(下記※1)を発症している場合、児童の利用はできない。 

   ・児童の在籍する学校が感染症のため休校及び学級閉鎖になった場合、児童の利用はでき

ない。 

   ・同居の家族が感染性の病気に罹患している場合も児童の利用はできない。 

   ・コロナウィルスの濃厚接触者と保健所に認められた場合、児童の利用はできない。また同

居家族が PCR 検査を受ける場合、検査の結果が出るまで利用を控えてもらう。 

   ・出席停止期間のある感染症については、その期間は学校に準ずる。医師の診断のもと、登

校許可が下りてから利用してもらう。必要に応じて登校許可書をお願いする。 

（別紙 1 参照：出席停止となる感染症一覧） 

    

※1 感染性の病気 

      インフルエンザ、水疱瘡、おたふく風邪、麻疹、風疹、リンゴ病、溶連菌、感染性胃腸炎、

百日咳、プール熱、新型コロナウィルス など 

 

  ② 日常業務の注意事項 

    ●事業所内への立ち入り 

・委託業者等による物品の受け渡し等は玄関など事業所の限られた場所で行うことが望ま

しく、事業所内に立ち入る場合については、体温を計測し、発熱が認められる場合には入

館を断る。 

・業者等の事業所内に出入りした者の氏名・ 来訪日時・連絡先について、積極的疫学調

査への協力が可能となるよう入出記録を徹底する。 

・面接等の場面では、アクリル板等の設置などの感染対策を心がける。 

 

  ③ 保健所等との連携 

感染症の拡大防止には早期発見・早期対応が重要である。普段の有症者（発熱、下痢・嘔

吐等の胃腸炎症状等） 数と比較し、異常が見られた場合には保健所や嘱託医に相談す

る。 

 

 

 

 

 



【感染発生時のフロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所 保健所 役割分担： 

感染者発生確認 

関係機関等への連絡 

・出雲保健所、自治体担当部署 

・利用者及び家族関係 

・その他関係期間 

利用者・職員の健康観察の継続 

保健所による疫学検査 

濃厚接触者の特定 

検査 



 
 

別紙 1 


