
皆さんご存じのとおり，世界中で新型コロナウイルスが猛威をふるうなか，日本では緊急事態宣
言が発令されるに至りました．刻々と変化する感染状況や社会情勢のなかで，つど適切な対応をと
ることが求められますが，正しい情報を入手しつづけることと，感染対策の基本を徹底することは，
どんな状況にあっても変わりありません．本稿では，新型コロナウイルスについてご解説いただく
とともに，感染対策の基本をあらためてお伝えいたします．� （編集部）

特別企画

おさえておきたい
新型コロナウイルスの情報と
感染対策基本テクニック

Part1─新型コロナウイルスの速報 � p. 643

大阪府豊中市・市立豊中病院
清水潤三（医師／外科部長〔肝胆膵〕／ICT委員長）

Part2─手指衛生の手技 � p. 646

大阪府堺市・大阪労災病院
中島燈子（感染管理認定看護師），
吉岡秀郎（ 歯科医師／歯科口腔外科部長／ICD）

Part3─個人防護具の着脱と交換のタイミング � p. 650

中島燈子，吉岡秀郎

本書も併せて，ご活用ください．

デンタルハイジーン別冊
『やさしくわかる！ 感染対策実践ガイド』
（監修：白砂兼光，編集：吉岡秀郎/2018年発行）
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コロナウイルスとは？

人に感染する「コロナウイルス」は，7種類み

つかっており，そのなかの1つが，現在問題と

なっている，いわゆる「新型コロナウイルス

（SARS-CoV-2）」です（図1）．このうち，4種

類のウイルスは，一般の風邪の原因の10〜

15％（流行期は35％）を占め，多くは軽症で

す．残りの2種類のウイルスは，2002年に発

生 し た「重 症 急 性 呼 吸 器 症 候 群（SARS）」や

2012年以降発生している「中東呼吸器症候群

（MERS）」です．コロナウイルスはあらゆる動

物に感染しますが，種類の違う他の動物に感染

することはまれです．また，アルコール消毒

（70％）などで感染力を失うことが知られてい

ます．

現在までの経緯

新型コロナウイルスによる肺炎は中国武漢を

中心に2020年1月に医療崩壊を伴う集団感染

に発展しました．2月にはクルーズ船ダイヤモ

ンド・プリンセスが横浜に寄港し乗客乗員

（清水潤三）

新型コロナウイルスの速報1
Part

ウイルス表面の突起が太陽の
コロナのよう見えることから，
コロナウイルスと名づけられ
ました

図1　CDCが作図したコロナウ
イルスの超微細形態

（CDC.“PHIL”. h t tps://ph i l .cdc.gov/Deta i l s .
aspx?pid=23312より）
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3,711人のうち712人に感染が認められ13人

の死亡（死亡率1.8％）が確認されています（4

月28日時点）．3月に入りイタリア，スペイン

を中心にヨーロッパ各国に集団感染が広がり，

その後米国で集団感染が広がりました．日本で

は3月末から東京を中心に感染が広がり，4月

7日に日本政府から新型コロナウイルス感染症

緊急事態宣言が発出され，緊急事態措置を実施

すべき区域として埼玉県，千葉県，東京都，神

奈川県，大阪府，兵庫県および福岡県の7都府

県が示されました（5月4日時点では13都道府

県）．また「新型コロナウイルス感染症対策の基

本的対処方針」において，医療提供体制の確保

の一環として「医師の判断により延期が可能と

考えられる予定手術や予定入院の延期を検討す

ること」を示しています．さらに歯科治療にお

いても4月6日の事務連絡において「歯科医師

の判断により，応急処置に留めることや，緊急

性がないと考えられる治療については延期する

ことなども考慮すること」としています．

感染の広がり方

新型コロナウイルスの感染の広がり方は，感

染者のくしゃみや咳，つばなどの飛沫による

「飛沫感染」と，ウイルスに触れた手で口や鼻を

触ることによる「接触感染」の2つがあると考え

られます（表）．症状は発熱，倦怠感，味覚嗅覚

の喪失，下痢などですが，感染していても症状

がまったくない症例も多く認められます．しか

し肺炎を併発すると致死率が高く，とにもかく

にも感染の広がりを防ぐことがとても重要で

す．

感染者が急増し，病院に殺到すると医療対応

能力を超える状態に陥り，救命できる患者さん

も救えなくなり，死亡率が増加することになり

ます．中国武漢やイタリア北部，米国ニュー

ヨークなどでは医療崩壊から死亡率が高くなっ

てしまいました．

感染経路 解説

接触感染（経口感染を含む） 手指，食品や器具を直接接触す
ることにより感染

飛沫感染 咳，くしゃみ，会話などで，飛
沫粒子（5μm以上）により伝

でん

播
ぱ

する飛沫粒子は2m以内で空中
に浮遊しない

（白砂兼光監，吉岡秀郎編．デンタルハイジーン別冊やさしくわかる！ 感染対策実践ガイド．医歯薬
出版；2018．より）

表　感染経路
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医療現場における対応

医療現場においては新型コロナウイルス患者の

診療を行う際には手袋，ガウン，キャップ，サー

ジカルマスク（鼻腔咽頭の検体採取時にはN95マ

スク），フェイスシールドの個人防護具PPE

（personal protective equipment）を装着します．

これらのPPEを正しく装着することは感染予防で

大事ですが，それ以上に大事なのは正しく外す

（脱ぐ）ことです（☞Part3）．ウイルスが付着して

いるPPEの表面にできるだけ触れないようしなが

ら外すようにします．できるだけ一人で外すので

はなく二人一組となって，お互いにcheckしなが

ら外すことで汚染を防ぐことができます．

新型コロナウイルスが世界中で集団感染を起

こした結果，マスクだけでなく，あらゆるPPE

が供給不足となっています．市立豊中病院では

大阪府感染症指定医療機関として2月後半より

継続して感染症患者さんを受け入れてきまし

た．比較的に優先的にPPEが供給されています

が，ガウンがすでに底をついてしまい，大型ゴ

ミ袋を加工してガウンとして使用を始めていま

す 1）（図2）．フェイスシールドについては，近

隣の大阪大学の中島清一教授らのグループが

3Dプリンターとクリアファイルでの配布を

行っています 2）（図3）．歯科治療においては診

療に伴い口腔内から大量の飛沫が発生しますの

で，これらのPPEだけでなく，口腔外バキュー

ムは必須と考えられます．

今後，集団感染がいつまで継続するのか，第

2波や第3波がやって来るのかどうかなど，

まったく予知できませんが，一人ひとりの医療

従事者がこの新型コロナウイルスに対して何が

できるかを考えて行動することが重要です．い

まこそ，手指衛生などの基本的な感染対策の徹

底が必要です（☞Part2）．

参考文献
 1） 市立豊中病院．“感染対策用ガウン作製方法”．http：//www.chp.toyonaka.osaka.jp/section/kansen/index.html
 2） Facebook. 3D PRINT FACE SHIELD. https：//www.facebook.com/groups/3363690166994379

図2　「感染対策用ガウン作製方
法」のウェブページ画像

（文献1）より）

図3　中島教授らが提供するフェイ
スシールド紹介のウェブページ画像

（文献2）より）
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1 手指衛生の選択

手指衛生は，標準予防策のなかでもっとも重

要な感染対策です．微生物は手指を介して伝
でん

播
ぱ

されることが多いため，手指衛生を適切に実施

することで，ヒトからヒト，環境からヒトへの

病原体の伝播を防ぐことができます．

手指衛生には「石けんと流水による手洗い」と

「擦式アルコール製剤による手指消毒」があり，

「石けんと流水による手洗い」を要する場面以外

は「擦式アルコール製剤による手指消毒」が推奨

されています 1）（図1）．

（中島燈子・吉岡秀郎）

手指衛生の手技2
Part

➀換気の頻度や時間の目安は？
空気中のエアロゾルの減少や曝露防止を目的に，口腔外バキュームは歯科治療時には作動させる必要

があります．さらに換気を1時間に4〜6回ほど行います．目安は10〜15分に1回となります．診療室以

外の場所での換気の目安は，1時間に1回，5〜10分程度，窓を開ければよいでしょう．

Q＆A

＊1　�患者さんが下痢・嘔吐をしている場合は，ノロウイルスに感染している可能性がある．ノロウイルスはアルコール

に抵抗性を示すため，下痢・嘔吐をしている患者さんに対しては「石けんと流水による手洗い」が推奨される

＊2　「医療現場における手指衛生のためのCDCガイドライン（2002年）�1）」で推奨されている

□ 目に見える汚れがあるとき，

血液・体液などが付着しているとき

□ 食事前，トイレ後

□ 患者さんが下痢・嘔吐した＊1

□ 擦式アルコール製剤を繰り返し

使用し，手がべとつくとき
擦式アルコール製剤＊2

石けんと流水

１つでも当てはまる場合

そのほかの場合

1つでも当てはまる場合は，
「石けんと流水による手洗い」を行う

手指衛生の方法を次ページで確認

図1　手指衛生の選択
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2 石けんと流水による手洗い

図2の方法に則
のっと

って，30秒以上かけて行います. WHY?
・有機物（汚れ）を洗い流すため
・泡立ちをよくして手全体に石けんを広げるため
・石けんを直接つけると手荒れするため

最初に流水で手を濡らす理由

流水で手全体を濡らす 石けんを適量手のひら
にとる

十分泡立てながら手の
ひらを洗う

手のひらで手の甲を包み
ながら洗う（反対側も）

両方の指をクロスさせ
指の間もよく洗う

指先・爪は手のひらの
上で円を描くように
こすりながら洗う

親指は片方の手で包み
込んで洗う

手首も回しながら洗う

流水でしっかり洗い
流す

ペーパータオルで
しっかり乾燥させる

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

・�手洗いの後は蛇口などに直接触れないように�
ペーパータオルなどを用いて閉める
・手に水分が残ると菌がつきやすくなるので注意

図2　石けんと流水による手洗いの方法 3）

※1〜9まで15秒以上かける

WHY?
手荒れ予防のポイント

・�石けんの成分が残ると手荒れの原因と�
なるため十分洗い流す
・�手洗いの後は，手を乾燥させないと�
手荒れの原因になる
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3 擦式アルコール製剤による手指消毒

図3の方法に則って，15秒以上かけて行います（表）．

医療従事者からの感染拡大防止
歯科診療では血液，細菌叢

そう

を含む膿汁が含まれた

唾液にいつも接触している環境にあり，院内感染対

策として，環境をさらに拡大汚染しないようにしな

ければなりません．まずは医療従事者がその意識を

もつことが大切です．いつまでも血液，唾液などで

汚染された使用後の手袋を装着していてはいけませ

ん．診療後の汚染手袋を装着したままパソコンの

キーボードを触ったり，受話器を持ったりするなど

の行為がないようにしましょう．

コラム

消毒剤を手のひらにとる はじめに手のひらに
まんべんなく広げる

片方の手のひらの上で
円を描くように指先に
塗る（反対側も）

手の甲に塗り広げる
（反対側も）

指の間は両方の指を
クロスさせながら塗る

親指の片方の手で包む
ようにして塗る

最後に手首も忘れずに
すり込む

1 2 3 4

5 6 7

※乾燥に15秒は要する量を取る

乾くまですり込む
ようにしよう

・「石けんと流水による手洗い」よりも除菌効果が高い�1）

・�擦式アルコール製剤には，保湿成分が添加されているものがあり，手荒れ
を起こしにくい
・設置場所を選ばず，携帯も可能である
・短時間（15秒程度）で済む

図3　擦式アルコール製剤による手指消毒の方法 3）

表　擦式アルコール製剤による手指消毒のメリット
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4 手指衛生が必要なタイミング

感染対策においては単に手洗いや手指消毒を

行うだけではなく，必要なタイミングで確実な

手指衛生を実践することが大切です．「医療に

おける手指衛生に関するWHOガイドライン

2009」では，患者さんへのケアにおける手指衛

生の5つのタイミングを推奨しています（図4）．

このようなタイミングで手指衛生を行う必要

がありますので，業務の形態や動線を考慮した

うえで，使用しやすいように擦式アルコール製

剤を配置しておくようにします．また，携帯用

の擦式アルコール製剤もありますので，ポ

シェットや携帯用リールなどを活用して持ち歩

くこともよいでしょう．

 清潔/無菌
  操作の前

1 4

5

２

3

患者さんに
触れる前

患者さんに
触れた後

患者さん周囲の
物品に触れた後体液に曝露された

可能性がある場合

①患者さんに触れる前
必要な理由
医療従事者の手で運ば
れる病原体が患者さん
に感染しないように
具体例
診察前，治療前，移動
等の介助の前　など

③体液曝露の可能性
のある場合

必要な理由
患者さんのもつ病原
体が自分自身や医療
環境に感染しないよ
うに
具体例
歯科処置の後，口腔
ケアの後，手袋を外
した後　など

②清潔／無菌操作の前
必要な理由
患者さんの体内に病原体が侵入しな
いように
具体例
歯科処置の前，口腔ケアの前，侵襲
的処置の前，注射の前，手袋を着用
する前　など 

④患者さんに触れた後

必要な理由
患者さんのもつ病原体
が自分自身や医療環境
に感染しないように
具体例
治療の後，移動等の介
助の後　など

⑤患者さん周辺の
物品に触れた後

必要な理由
患者さんのもつ病原
体が自分自身や医療
環境に感染しないよ
うに
具体例
歯科ユニットや機器
に触れた後　など

図4　手指衛生の5つのタイミング 4）

参考文献
1） CDC.“Guideline for Hand Hygiene in Health-Care Setting”. 2002.http：//www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr5116.pdf
2） CDC.“Guideline for Infection Control in Dental Health-Care Settings-2003”. http：//www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr5217.pdf
3） インフェクションコントロール編集室．インフェクションコントロール2014年秋季増刊/図解でわかる！ みんなの感染対策
キホンノート．メディカ出版；2014．P.27-33．

4） WHO.“your 5 moments for hand hygiene dental care”. http：//www.who.int/gpsc/5may/dental-care.pdf
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（中島燈子・吉岡秀郎）

個人防護具の着脱と
交換のタイミング3

Part

1 個人防護具

個人防護具とは，手袋・サージカルマスク・

プラスチックエプロン（ガウン）・ゴーグル

（フェイスシールド）・フットカバーを指します

（図1）．個人防護具を正しく着脱することは，

医療従事者と患者さんを感染から守ることにつ

ながります（図2，3）．血液や唾液などの体液，

損傷した皮膚，粘膜などの湿性生体物質に触れ

る場合やエアロゾルが飛散する処置を行う際に

は，処置ごとに適切な個人防護具を着用し，防

御することが大切です．そして，汚染した個人

防護具を着けたままでは汚染を拡大する可能性

がありますので，処置が終了すれば廃棄しま

す．

②昼休憩の取り方は？
休憩場所で車座になって，全員が

一度に食事をとるのはやめましょ

う．休憩時間帯をずらしながら，隣

との間隔をあけ，スタッフ同士がか

ならず対面しないようにしてくださ

い．できれば壁方向など同じ方向に

向くのがよいでしょう．

Q＆A

図1　個人防護具の種類

使ったら
処分！

マスク

ゴーグル
または
フェイスシールド

エプロン
または
ガウン

フットカバー

手袋
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図2　個人防護具の着用例

手指衛生 手袋

手袋

マスク

ゴーグル・
フェイスシールド ガウン・エプロン手指衛生 （手指衛生）

手指衛生

マスクガウン・エプロン
ゴーグル・
フェイスシールド

汚染がある場合は
手指衛生を
追加しましょう

着ける
順番だよ

外す
順番だよ

（手指衛生）

図3　個人防護具の着脱の順番

ポイント！

もっとも汚染されやすい 
手袋を最後に着用し， 
最初に脱ぐんだよ

手 袋 手袋 +マスク+エプロン+ゴーグル

・口腔内検査
・ブラッシング指導
・診察補助
・X線写真撮影　など

必要に応じて
ガウン，
フットカバー

・口腔内出血が予想されるとき
・環境整備　など

・切削処置や超音波スケーラー等の使用時
・口腔内の吸引，洗浄時
・器材の洗浄時　など
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2 手 袋

手袋には，手術時に使用する「滅菌済み手袋」

と診療や処置に使用する「未滅菌の手袋」があり

ます．

診療時，手指が血液や唾液などの体液に曝露

する可能性のある直前に手袋を着用し，患者さ

んごとに交換します（表，図4）．同じ患者さん

でも治療が異なる場合は，そのつど交換しま

す．手袋を着用する際には「擦式アルコール製

剤による手指消毒」を行い，清潔な手で手袋を

取り出し，外した後も手指消毒を行います．ま

た，カルテや機器類，処置台などの環境表面に

触れる場合は，手袋の汚染を拡大しないために

手袋を外し，再度処置をする場合は新しい手袋

を着用します．

手袋を着用したまま手を洗ったり，擦式アル

コール製剤を使用することは，手指衛生が十分

にできないばかりか手袋が破損しやすくなりま

すので行ってはいけません．

・手に汗をかいて，手袋内で微生物が増殖している可能性がある

・手袋にはピンホールがある可能性がある

・手袋を外すときに，血液・唾液などの体液が手に付着する可能性がある

手袋を外した後にも,
擦式アルコール製剤での手指消毒が必要な理由

A

表　手袋を使用する場面

診察・検査
口腔内検査

X線写真撮影

口腔内写真撮影

処置
ブラッシング指導

スケーリング

局所麻酔

診療補助

形成・印象

口腔外科処置

後片づけ
汚染されたリネン類の

扱い

歯科ユニットの清拭

診療器具の後片づけ

器具の洗浄
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図4　手袋の着け方・外し方

着脱・交換のタイミング
・患者さんに触れる直前に着用する

・使用後はただちに外す

・同じ患者さんでも処置が変わる場合には交換する

・ドアノブ，電話，パソコンなど共有物に触れるときには外す

手指衛生を行い，手袋を箱から取り出す 患者さんに触れる表面に素手で触れない
よう，手袋の袖口を持って着用する

ガウンと組み合わせて使用する場合は，
手袋でガウンの袖口を覆う

着け方

1 2

3

片方の手袋の袖口をつかむ

手に握っている手袋に覆い被せる
ように外す

内側が表になるように外し，着用し
ている手袋の中に丸めてもつ

感染性廃棄物容器に廃棄し，
手指衛生を行う

着用している手袋の手首の部分
の内側に指先を入れる

外し方

1 2 3

4 5

ポイント！

・手袋は診療や処置の直前に着用する

・�手袋を着用した後は，自分や周囲の環境に

触れないようにする

・�汚染した手袋で自分の身体�

や周囲の環境を触らない�

ようにする

・�特に無意識に触れやすい�

頭髪や眼鏡に注意する

ポイント

  Vol.40  No.6  2020.6652 653  



3 マスク

医療従事者の鼻・口腔の粘膜に血液や唾液な

どの体液が飛散し，病原体が伝
でん

播
ぱ

することを防

止します．サージカルマスクは，処置や器材の

洗浄など血液や唾液などの体液に曝露する可能

性がある場合に着用します（図5）．

処置後のマスクの表面は汚染されているの

で，マスクの表面には触れないようにします．

触れてしまった場合は，擦式アルコール製剤に

よる手指消毒を行います．処置が終わればマス

クを廃棄し，擦式アルコール製剤での手指消毒

を行います（図6）．

図5　マスクの着け方

図6　マスクの外し方

①�マスクの表裏を確認後，マス
クを装着し，ノーズピースを
鼻の形に合わせて着用する

②�マスクのプリーツを伸ばし，
鼻から顎までを覆う

①�両手で耳のゴム部分を持って
外す

②�処置ごとに感染性廃棄物容器
に廃棄し，手指衛生を行う

着脱・交換のタイミング
診察・処置が終わったとき

・着けたままにしない！

・�着用中や外す際，表面

に触れない

ポイント！

・�装着中，マスクに触れな

いようにする

・�触れた場合は手指衛生を

行う

・�鼻から顎まできちんと覆

う（鼻は出さない）

・�顎の下や腕に着けること

はしない

ポイント！
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4 エプロン・ガウン

医療従事者の衣服や体幹部に血液や唾液など

の体液が飛散し，病原体が伝播することを防止

します．エプロン・ガウンは切削処置や超音波

スケーラー等の使用や器材の洗浄などで，血液

や血液・膿が混じった唾液などのエアロゾルが

飛散する場合や衣服が汚染する可能性がある場

合に着用し，患者さんごと，作業ごとに交換し

ます（図7，8）．汚染が広範囲で衣服全体や腕

を覆う必要がある場合にはガウンを，汚染が体

幹部に限定できる場合はエプロンを使用しま

す．素材は，撥
はっ

水
すい

または防水性のものを使用し

ます．

図7　エプロンの着け方

図8　エプロンの外し方

①エプロンを広げ，首にかける ②腰の後ろで結ぶ ③�裾まで広げ，身体が覆われて
いるか確認する

①�首の後ろ部分を外し，�
前に垂らす

②�汚染面に触れないように�
裾のほうからまとめる

③�腰紐部分をちぎり，
小さくまとめる

④�感染性廃棄物容器に廃棄
し，手指衛生を行う

ポイント！

・診察や処置の直前に着用する

・�エプロン・ガウンを着けたまま歩かない

ポイント！

・�エプロン・ガウンの前面は汚染されて�

いるため触れない

・触れた場合は手指衛生を行う
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5 ゴーグル・フェイスシールド

医療従事者の眼の粘膜に血液や唾液などの体

液が飛散し，病原体が伝播することを防止しま

す．ゴーグル・フェイスシールドは，マスクと

同様に処置や器材の洗浄など，血液や唾液など

の体液に眼の粘膜が曝露する可能性がある場合

に着用します（図9）．通常の眼鏡はゴーグルの

代用にはなりません．眼鏡の側面や上下からエ

アロゾルが侵入する可能性があり，感染の防護

には不十分です．眼鏡の上から使用するゴーグ

ルかフェイスシールドを使用しましょう．

処置後のゴーグル・フェイスシールドの表面

は汚染されていますので，表面には触れないよ

うにします．触れた場合は，擦式アルコール製

剤による手指消毒を行います（図10）．

使用後のゴーグル・フェイスシールドは施設

の規定に沿って廃棄，または洗浄・消毒等の処

理を行います．

図9　ゴーグル・フェイスシールドの着け方

①�ゴーグルを眼全体が覆われる
ように装着する

②�額部分やサイドの隙間が最小
限になるよう，フィットを調
整する

図10　ゴーグル・フェイスシールドの外し方

着脱・交換のタイミング
・診療・処置の前に着用する

・�診療・処置が終わればただ�

ちに外す

ポイント！

・診療・処置後はただちに外す

・頭の上に着けたままにしない

・�レンズの表面は汚染されているため，装着中や�

外す際に触れないよう注意する

レンズ表面に触れないよう
注意しながら外す

・�装着中，ゴーグル・フェイ

スシールドのレンズ表面に

触れないようにする

・�触れた場合は手指衛生を

行う

ポイント！
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ユニット周りの清拭
ユニット周りの清拭では床や背もたれ，口腔

外バキュームに付着しているごみを清掃しま

す．次にバリアテクニックを採用していない歯

科医院では，目立つ汚れがなくても唾液・血液

に汚染した可能性のあるライトアーム・バ

キューム・ブラケットテーブル・スイッチ板・

ヘッドレスト，口腔外バキュームを患者さんご

とに「0.5％次亜塩素酸ナトリウム」「70％消毒

用エタノール」「塩化ベンザルコニウム」で浸
しん

漬
し

したクロスで清拭します．スピットン周囲は

もっとも血液・唾液に汚染しているので，最後

に清掃しましょう．

コラム

おわりに

人類の歴史は感染症の戦いといっても過言で
はありません．2000年以降でもSARS（重症急
性呼吸器症候群），新型インフルエンザ，
MERS（中東呼吸器症候群）と新たな敵が次々と
現れましたが，人類の英知を結集し，なんとか
終息させてきました．しかし，今回の新型コロ
ナウイルス感染症（COVID-19）は非常に手ごわ
いです．感染経路は接触/飛沫感染で，潜伏期
間は2週間と長く，また無症状キャリア患者も存
在することが，社会生活空間での感染防御を難

しくしています．さらにエアロゾル中に3時間程
度のウイルス生存が確認されており，歯科治療
における感染防御も頭を悩ます状況です．治療
薬やワクチンが開発されるまで，新たな情報を
共有し，エビデンスを基にそれぞれの現状に即
した感染対策をとらざるを得ません．歯科医院
がクラスター化して地域の集団感染の引き金に
ならないように，スタッフの細かい注意と配慮，
そして継続的な実行が必要です．苦しい時間が
続きますが，皆さん頑張っていきましょう．

歯科ユニットの背もたれ，肘置き
は，医療用除菌ペーパーを用いて
清拭する
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