
 

標準予防策‐1 

標準予防策（スタンダードプリコーション） 

感染症の診断、あるいは推定される病態にかかわらず、病院でケアを受けるすべての患者に適応

されるもの。血液、（汗を除く）体液、分泌物、排泄物、粘膜、損傷のある皮膚は感染性のあるも

のとして取り扱う。 

 

 Ⅰ．手指衛生（石鹸と流水による手洗い・速乾性手指消毒剤による手指消毒） 

   手指衛生の必要性は、自分自身を病原体から守るため、手指を介して院内で病原体の伝播・ 

拡散を防ぐためである。 

   １．手指衛生の種類と目的 

種類 方法 目的 

日常的手洗い 石鹸（非抗菌）と流水による手洗い 

手についた汚れおよび一過性微

生物の除去 

例）食事の前、トイレの後など 

衛生学的手洗い 
・速乾性手指消毒剤による手指消毒 

・消毒薬入りの石鹸と流水による手洗い 

一過性微生物の除去・殺菌 

例）患者へのケアや診療を行う際

に実施（詳細は下記に示す） 

手術時手洗い 

・ラビング法：消毒薬入り石鹸で洗浄 

後、速乾性手指消毒剤を2～3分擦り 

込む 

・揉み洗い法：指先のみブラシ使用  

速乾性手指消毒剤併用 

一過性微生物を除去・殺菌し、皮

膚常在菌を著しく減少させ、抑制

効果を持続 

 

  ２．衛生学的手洗いについて 

   ①速乾性手指消毒剤による手指消毒と消毒薬入りの石鹸と流水による手洗いの使い分け 

 手指に目に見える汚染がある場合は、石鹸と流水にて手洗いを行う。 

 手指に目に見える汚染がない場合、速乾性手指消毒剤にて手指消毒を行う。 

また、消毒薬を含まない普通の石鹸と流水で目に見える汚れを落とした後は、速乾性 

手指消毒剤にて手指消毒を行う。 

 感染性胃腸炎や芽胞を形成するクロストリディウム・ディフィシルによる感染症を 

発症または疑いのある患者のケアをした場合は、必ず石鹸と流水にて手洗いを行う。 

②手指衛生のポイント 

 時計は外す。指輪は外すまたはずらす。 

 爪は短くしておく。 

 洗い残ししやすい部分を覚えておき、それを念頭に石鹸と流水で手洗いを行う。 

または、手指消毒剤を擦り込む。（前腕・上腕まで患者に接触する場合は接触した部位

まで） 

 正しい量を取り出して実施する。 

 

 

 

 

 

  

図1手洗いをしそこないやすい部位 



 

標準予防策‐2 

③衛生学的手洗いの手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ④手指衛生が必要な5つのタイミング（図4） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.患者に触れる前

3．血液/体液に触れた後

2.清潔/無菌操作の前 4.患者周辺の環境に触れた後

5.患者に触れた後

手指衛生が必要な5つのタイミング

 

日本環境感染学会教育ツールVer.3より 

一部改変 

 

図2衛生学的手洗いの手順 

【石鹸と流水の場合】 

消毒薬テキストより引用 

 

図3衛生学的手洗い方法 

【速乾性手指消毒剤を用いる場合】 

（消毒薬テキストより引用） 

（注）ポンプタイプの場合は、下まで完全に押し出す。15秒以内に乾燥しない量が目安 



 

標準予防策‐3 

 ・患者に触れる前： 手指を介して伝播する病原微生物から患者を守るため 

          例）入室する前、診察の前、検温をする前、移動介助の前など 

 ・清潔／無菌操作の前：患者の体内に病原微生物が侵入することを防ぐため 

例）末梢静脈カテーテルや中心静脈カテーテルなどを挿入する前、 

 尿路カテーテル挿入前、創傷処置の前、滅菌物を取り扱う前など 

 手袋を装着する直前に実施 

    ・血液／体液に触れた後：患者の病原微生物から医療従事者を守るため 

             例）検体採取の後、尿・便・吐物を処理した後など 

               手袋を外したら速やかに実施 

    ・患者周辺の環境に触れた後：患者の病原微生物から医療従事者と医療環境を守るため 

          例）輸液ポンプやモニターに触れた後、環境整備をした後、 

            リネンに触れた後など 

    ・患者に触れた後：患者の病原微生物から医療従事者と医療環境を守るため 

             例）診察後、検温後、移動介助後、病室を出た後 

創傷のドレッシング材に触れた後など 

 

⑤手荒れ予防 

 温水による手洗いを避ける。 

 石鹸をつける前に手指を流水でぬらす。 

 しっかりとすすぎ、石鹸成分を完全に除去する。 

 ペーパータオルでやさしくたたくようにして手早く、しっかり水分を拭き取る。 

 手洗い後、ローションや保湿剤を使用する。（かさつきを感じた時や入浴後、就寝前） 

 冬場には外出の際は手袋をする習慣をつける。 

                                                     

Ⅱ．個人防護具（PPE：personal protective equipment）について  

１．手袋 

・ 血液、体液、分泌物、排泄物、創部および粘膜に接触する時、もしくは接触する可能性

がある時は手袋（未滅菌）を装着する。 

・ 患者と直接接触する時には医療用手袋（ニトリル製、プラスチック製）を使用する。 

  ※ ニトリル製は、高いバリア効果を持ち、強度と耐久性に優れ、全ての素材の中で最

も優れた伸縮性を持っている。 

・ 環境や器具の清掃には医療用手袋か再使用可能な厚手のゴム手袋を使用する。 

・ 手袋を外す時は、手袋の汚染面を素手で触れないよう注意する。 

・ 使用後はすぐに外し、手洗いをする。 

           

 

 

 

 

 

利き手で一方の手袋

の袖口から 3 ㎝程度

の部分の部分をつか

む。 

汚れた手袋の外側が

内側にくるように指

を折った状態で親指

を抜く。 

折った指を伸ばし、手

袋を利き手の手袋の

中で握る。 

手袋を外した手で利

き手の手袋の外側に

触れないように袖口

に差し入れ、袖口の内

側をつかむ。 

手袋をしている利き

手を垂直におろすと、

片方の手袋が中に入

った状態で手袋が外

れる。 

図5．手袋の外し方（長谷川綿行の資料参考） 

 



 

標準予防策‐4 

  ２．マスク、ゴーグル、フェイス・シールド 

   ・ 血液、体液・分泌物・排泄物が飛び散る可能性があるケアや検査などの場合には、目・

鼻・口の粘膜を守るためにマスク、ゴーグル、フェイス・シールドを装着する。 

   ・ マスクは、鼻と口を隙間がないように十分に覆う。 

   ・ 表面が汚染した場合は交換し、交換時や使用後は汚染面に触れないようにして外す。 

 

     
 

 

 

 

 

     

図6．サージカルマスクのつけ方（長谷川綿行の資料参考） 

 

３．ビニールエプロン、ガウン 

・ 血液、体液・分泌物・排泄物が飛び散る可能性があるケアや検査などの場合には、皮膚

と衣服を守るために撥水性あるいは防水性のあるビニールエプロンまたはガウン（未滅

菌）を装着する。 

・ 使用後のビニールエプロンやガウンは、患者のいる環境から出る前に汚染面を素手で触

れないように注意しながら直ちに脱ぎ、手指衛生を行う。 

・ 同じ患者に繰り返し接触する場合でも、ビニールエプロンやガウンを再使用しない。 

 

 

 

 

 

※東医療センターにおいては、感染性廃棄物の廃棄容器の名称をメスキュードボックスとする。 

図7．ビニールエプロンの外し方（長谷川綿行の資料参考） 

 

 

 

 

 

マスクを取り出す。 

裏表の見分け方は、金

具を上にし、蛇腹が下

向きになっている方

が表側。 

マスクの金具を上にし、金具を自分の鼻の形に合わ

せて曲げ、ゴムひもを耳にかける。 

マスクの蛇腹を顎の

下まで引く。鼻や頬、

顎の部分に隙間がな

いように覆う。 

首の部分を片手もしくは両手で強

く引いて切る。 

腰紐の高さまで外側を中に折り

込む。左右の裾を腰紐の高さま

で外側に触れないように下から

持ち上げ、外側を中に折り込む。 

腰紐を切り、小さくまとめてメス

キュードボックス※へ廃棄する。 



 

標準予防策‐5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

    

  ４．個人防護具（PPE）を装着する順番 

※個人防護具を取り出す際は、手洗いを行う。 

① ガウンまたはプラスチックエプロン 

② マスク・シールドつきマスク 

③ フェイス・シールドまたはゴーグル 

④ 手袋 

   

  ５．個人防護具（PPE）を外す順番 

   ① 手袋 

② フェイス・シールドまたはゴーグル 

③ ガウンまたはプラスチックエプロン 

④ マスク・シールドつきマスク 

※ 防護具を外した後は必ず手洗いを行う。 

 

 Ⅲ．呼吸器衛生・咳エチケット 

   ・ 気道分泌物を封じ込める次の方法が、呼吸器感染症の徴候・症状のあるすべての人に推

奨される。 

・ 咳やくしゃみをする時は口・鼻を覆う。 

・ 気道分泌物を封じ込めるためにティシュペーパーを使い、使用後は最寄りのゴミ箱に廃

棄する。 

・ 気道分泌物やその汚染物・物品との接触後は、手洗いを実施する。 

・ 咳やくしゃみなどの症状がある場合には、マスクを装着する。 

  １．患者・家族・面会者へ上記内容を指導する。 

  ２．咳のある患者にサージカルマスクを渡し、装着するよう説明する。 

 

Ⅳ．周囲環境対策 

 １．使用した器具の取り扱い 

  ・ 血液、体液、分泌物、排泄物で汚染された器具は、皮膚や粘膜との接触、衣服の汚染、

病原微生物の感染を避けるため、手袋等の防護具を装着して取り扱い、決められた方法

で処理する。 

ひもをほどく 首と肩から脱ぎ下ろ

し、汚染した外側を内

側へとくるくる巻い

てゆく 

 

 

まとめて一束にし、 

メスキュードボック

スへ破棄する 

 

図8．ガウンの脱ぎ方 

（感染症情報センター

HP参考） 



 

標準予防策‐6 

・ 再使用可能な器具は、他の患者ケアに安全に使用出来るように、適切な洗浄・消毒・滅

菌方法を選択し、処理する。（洗浄・消毒・滅菌の項目参照） 

・ ディスポーザブル製品は適切に廃棄する。 

 

  ２．リネン 

   ・ 血液、体液、分泌物、排泄物で汚染されたリネン類は、皮膚や粘膜との接触、衣服の汚

染、病原微生物の伝播を避けるため、手袋等の防護具を装着して取り扱い、ビニール袋

に入れ、赤いランドリーバッグに入れる。 

     ※ ビニール袋にはリネンに付着した体液の種類もしくは病原微生物名を記載する。 

 

  ３．環境表面 

   ・ ベッド、ベッド柵、ベッドサイドにある器具、ベッド周囲以外にもドアノブなど頻回に

触れる環境表面については、日常的にアルコールまたは 64 倍希釈のハイプロックス・

スタビル（安定化過酸化水素）にて清掃する。      

・ 床などが血液や吐物で汚染している場合 

① 手袋を着用する。 

※ 汚染している血液や吐物の量に応じて手袋以外のマスク・ビニールエプロン 

など個人防護具も装着する。 

② 血液や吐物をペーパータオルで取り除き、ビニール袋へ廃棄する。 

③ 汚染した部分をハイプロックス・ワイプで清拭消毒し、 

床の場合は 30秒以上、ベッド柵など手が触れる場所の場合は 5分以上放置する。 

※ 床の場合は転倒を防止するため、消毒した部分の水分をペーパータオルで拭き 

取る。 

     ④ 手袋など個人防護具を外し、手指消毒または石鹸と流水にて手洗いをする。 

 

Ⅴ．安全な注射手技 

  血管内カテーテル関連血流感染防止 Ⅷ．調剤時の対策を参照 

 

Ⅵ．腰椎穿刺処置時の感染対策 

１．腰椎穿刺，硬膜外麻酔カテーテル挿入時や腰椎麻酔時は、無菌操作に加え、口腔細菌叢の

拡散を防止するため、サージカルマスクを着用する。 
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