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はじめに

冬が近づくと感染対策を準備しなければいけない
感染症がインフルエンザやノロウイルスである。近年は
新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19）の陰に
潜んでいるように感じているが、毎年、医療関連施設で
集団感染がみられ、死亡者も発生している。インフル
エンザやノロウイルスは感染力が強く、流行時のみ対策を
実行しても太刀打ちできない。流行前から感染対策を強化
し、流行期に備えることが必要である。



講義内容

➢インフルエンザウイルスの基礎知識

➢インフルエンザウイルスの感染対策

・流行前

・流行期

・アウトブレイク発生時

➢ノロウイルスの基礎知識

➢ノロウイルスの感染対策

・流行前

・流行期

・アウトブレイク発生時
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インフルエンザの基礎知識

•病原体

インフルエンザウイルス（influenza virus）は
エンベロープをもつ RNA ウイルスで、A 型（Influenza 
virus A H1N1pdm、香港型 H3N2など）、B 型、C 型に
分類される。流行するのはA、B型のみである。

変異しやすく、毎年少しづつ変化するため時に大流行
（パンデミック)を起す。



•感染経路

主に飛沫感染。患者の鼻汁などによって間接的な
接触により感染することもある。流行している
インフルエンザウイルスに対する抗体をもって
いなければ感染する。一般的には学童期の小児が
最も罹患しやすい。

インフルエンザの基礎知識



インフルエンザの基礎知識

•潜伏期と感染性期間
潜伏期は曝露後 18 ～ 72 時間。感染性期間は発症後
3 ～ 5 日で、小児は7～10日ウイルス排泄を認める
（ただし、免疫不全の場合は長期化）。

•症状
発熱、咳、咽頭痛、関節痛、筋肉痛、疲労感など

※新型コロナウイルス感染症の症状と類似しているので、
丁寧に鑑別が必要※表１



表１．インフルエンザとCOVID-19 の相違

（出典）新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 診療の手引き・第5 版

補足

◎COVID-19（オミクロン株）

SARS-CoV-2に曝露されてから
発症するまでの潜伏期間は1～14
日とされてきたが、潜伏期間が
短縮される傾向にあり、中央値
2.9、患者の99％が10日までに
発症するとされている。
感染後無症状のまま経過する者
の割合は複数のメタアナリシスに
よると20～40％と考えられる。

〇治療
中和抗体：カシリビマブ

ソトロビマブ
抗ウイルス薬：モヌルピラビル

レムデシビル
ニルマトレルビル

（出典）新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
診療の手引き・第8版 一部改変
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インフルエンザ感染対策

流行前

•通常の感染対策として職員全員が標準予防策を遵守

•特に、手指衛生および咳エチケットを徹底

•自施設のインフルエンザ感染対策マニュアルを見直す

• 11月を目途に職員、および関係者のワクチン接種を推奨

•インフルエンザ対策の研修実施

•保健所や感染制御の専門家に相談できる体制を整える



インフルエンザ感染対策
流行期

• 発熱などのインフルエンザ様の症状サーベイランスの実施

• 有症者への感染対策実施

→トリアージ：サージカルマスクを着用させて発熱コーナーへ

→飛沫予防策：個室もしくはコホーティング

飛沫の曝露が予測されるときにはアイシールド、

手袋、ガウン（エプロン）の着用

感染性期間が過ぎるまで実施

→患者配置：発症した入院患者と同室等接触している患者と別の部

屋移す。

→接触者への予防投与検討

→環境消毒：ベッド柵やドアノブなどの高頻度接触面を1日1回以上アル

コールや抗ウイルス作用のある消毒薬を使用して清掃・消毒する。

→面会者の管理：必要最低限に制限

→スタッフ管理：有症状時の報告体制を確立し、発症した職員を休ませる※表２



表２．インフルエンザ陽性者の隔離期間

0日目 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目

発熱なし
（他症状あ
り）

発症日 解除 感染対策
継続

発熱あり
2日目で解熱

発症日 解熱 解熱後
1日目

解熱後
2日目

かつ
5日経過

解除
感染対策
継続

発熱あり
4日目で解熱

発症日 解熱 解熱後
1日目

解熱後
2日目

解除

発症後5日経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで
※1）発症日を0日とする
※2）解熱は解熱剤を使用せず37℃を切った日を0日とする
※3）幼児は解熱後3日とする
※4）発熱のない場合、症状を自覚した日を0日とする

学校保健安全法施行規則の改正 2012年4月1日より作成



インフルエンザ感染対策

アウトブレイク発生時：流行期に加えて

•複数の病室や職員が発症した場合、病棟や施設全体での
予防投与を検討

•その他、必要に応じて、新規入院患者の制限などを講じる

•最終発症者の感染性期間が過ぎ、かつ当該病棟の患者およ
び職員に潜伏期間の2倍の日数（6日間程度）が経過しても
新規発生が無い場合をアウトブレイク終息の基準とする

•保健所や感染制御の専門家に相談
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ノロウイルスの基礎知識

•病原体

ノロウイルス（Norovirus）はノンエンベロープ（エ
ンベロープを持たない）のRNAウイルスである。多くの
遺伝子の型があり、また、培養でウイルスを増やすこと
ができない。



•感染経路

主に接触感染。汚染された水や貝（牡蠣などの
二枚貝）で経口で体内に入り込み感染させる
ウイルスである。吐物などで生じた飛沫を吸い
込む感染とエアロゾルによる感染もあり得ると
言われている。

ノロウイルスの基礎知識



ノロウイルスの基礎知識

•潜伏期と感染性期間

潜伏期は 12 ～ 48 時間。

感染性期間は2週間程度便から排出される。

※隔離解除は症状消失後48時間。

•症状

吐き気、嘔吐、下痢、発熱、腹痛が主な症状で、

有症期間は24～48時間。



ノロウイルスの基礎知識

•その他

ごく少ないウイルス量（10～100個）で感染が成立する。

熱や消毒に耐性をもち、硬い環境表面では12時間程度、
カーペットでは12日間生存すると言われている。
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ノロウイルス感染対策

流行前

•通常の感染対策として職員全員が標準予防策を遵守

•特に、流水・石鹸の手指衛生が必要（アルコールの効果
が乏しい）

•自施設のノロウイルス感染対策マニュアルを見直す

•吐物処理に必要な物品を患者に対応する部署に準備して
おく

•ノロウイルス対策の研修実施

•保健所や感染制御の専門家に相談できる体制を整える



ノロウイルス感染対策
流行期

• 下痢、嘔吐などの胃腸炎症状について症候群サーベイランスを実施

• 有症者への感染対策実施

→手指衛生：手に目に見える汚染がある場合は、流水・石鹸による手指衛生を行う

→接触予防策：個室もしくはコホーティング

曝露が予測されるときには、手袋、ガウン（エプロン）の着用

吐物や便の飛散が予測される時はマスクとアイシールドを追加

感染性期間が過ぎるまで実施

→患者配置：発症した入院患者と同室等接触している患者と別の部屋移す

転棟、転室は控える

→環境消毒：有症患者のベッド柵やドアノブなどの高頻度接触面を1日1回以上、

次亜塩素酸ナトリウム溶液（200ppm）で清掃・消毒する

→面会者の管理：必要最低限に制限

→スタッフ管理：有症状時の報告体制を確立し、発症した職員を休ませる



ノロウイルス感染対策

アウトブレイク発生時：流行期に加えて

•有症患者やその周辺環境に触れた場合は流水・石鹸による
手指衛生を行う

•環境清拭の回数を1回から2回以上に増やす

•その他、新規入院患者、転室、転棟の制限などを講じる

•最終発症者の感染性期間が過ぎ、かつ当該病棟の患者およ
び職員に潜伏期間を見込んだ一定期間（10日間程度）が経
過しても新規発生が無い場合をアウトブレイク終息の基準
とする

•保健所や感染制御の専門家に相談



まとめ

•感染症の特性を理解して必要な感染対策を講じる

•有事の時こそ“標準予防策”が効果的

•感染対策は継続していなければ効果が乏しい

感染対策を継続的に行うために

「無理なく効率的かつ効果的に自施設にあった感染対策を行う」

保健所や感染制御の専門家へ困ったときに相談する
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