
ノノロロウウイイルルススのの基基本本知知識識

１ ノロウイルスって何？

（１） ノロウイルスの特徴

●年間を通じて発生しますが１１月から２月にかけて多く発生します。

●１００個以下という少量でも感染し、感染力が強いです。

●人の腸管内で増殖し、ふん便中または嘔吐物中に排出します。

●感染しても発症しなかったり、軽い風邪症状の場合もあります。

●終生免疫でないため何度でも感染することがあります。

（２） 感染経路について

（３） 症状

１）潜伏期間 ２４～４８時間（１日～２日）です。

２）主な症状

＊３８度以下

＊回復後も通常１週間から長いときは１ヶ月程度便の中にウイルスを排出する

ことがありますので注意が必要です。

★吐き気、嘔吐、腹痛、下痢などの消化器症状が急激に起こることが特徴です。

★子どもでは嘔吐が多く、大人になると下痢症状が主になります。

★大部分の患者は重症化することなく、発症後、３日程度で軽快しますが、高

齢者などでは脱水症を引き起こしたり吐物を誤嚥すると致命的になる場合が

あります。

①人→食品→人 （二次汚染）

ウイルスに感染した調理従事者が、

十分に手洗い等を行わず調理に従事

すると、手指についているウイルスが食

品を汚染し、その食品を食べた人が感

染します。

②食品→人

ウイルスに汚染された食品（二枚貝）

の生食や充分に加熱しないで食べた場

合に感染します。

食中毒

③人から人に感染

患者のふん便やおう吐物を

処理した後、不適切な処理で

手についたウイルスや残った

ウイルスが口から取り込まれ

二次感染します。

感染症

嘔吐 腹痛下痢 発熱



（４） 消毒方法

ノロウイルスに対する消毒法には、加熱（熱湯消毒）と次亜

塩素酸ナトリウムが有効です。アルコールや逆性せっけんなど

の消毒効果は十分ではありません。

他の微生物に比べると熱に強く、85℃で１分以上の加熱が

必要です。

２ 感染予防について

（１） 感染予防のポイント

１）流水と石鹸による手洗いをしっかり行います。

ウイルスを失活化する効果はありませんが、手指の汚れを除去することでウ

イルスが手からはがれやすくする効果があります。

２）食品は十分に加熱します。

加熱調理は、中心部までしっかり（８５℃ １分以上）加熱します。

３）食器、調理器具はしっかり消毒します。

まな板、包丁、たわし、ふきんなどは、使用前・使用後に熱湯または ０．０

２％次亜塩素酸ナトリウム（ピューラックス、ミルトン、ハイター、ブリーチなど）で

消毒し、消毒後に流水洗浄します。

４）排泄物、嘔吐物の処理を適切に行います。

５）有症状者のトイレは、他の人と共有しないように出来れば

専用にするか、ポータブルトイレを使用します。

それも不可能な場合は使用後０．０２％次亜塩素酸ナトリ

ウムで拭き取ります。

６） 有症状者の入浴は控えるか一番最後にします。その後熱湯を流すか、有症状

者が触れた場所は０．０２％次亜塩素酸ナトリウムで拭き取ります。

ノロウイルスにはワクチンもなく、その感染を防

ぐことは簡単ではありません。

そして特に子ども達や高齢者には簡単に感染し

て発病します。

最も重要で、効果的な予防方法は「流水・石け

んによる手洗い」です。



（２） 手洗いについて

１）流水を使用し、洗面器等にくみおきした水

は使わないこと。

２）手拭きタオルの共用は避け、ペーパータオ

ルなどを使用します。

⋜ 正しい手洗い方法 ⋝

汚れが残りやすいところ！！

Ｑ つめは短く切ってありますか？

Ｑ 指輪や腕時計は外してありますか？

石けんをよく泡立

たせる

指を 1 本ずつ丁寧に

洗います
手の甲と指の間

爪の間、しわの間

手首も忘れずに洗

いましょう

流水で石けんを

洗い流します

一緒にカランも洗います。 カランを洗わないと、いくらきれいに

手を洗っても、水を止めるときにカランに付いたウイルスが再

度手に付いてしまいます。

ペーパータオルや清潔な手ふきを使いましょう ！！

タオルの共用は厳禁！！

手を洗うタイミング

①外から帰った後

②トイレの後

③食事やおやつの前

④料理の前

⑤オムツを交換した後

⑥ケアの前後

手洗いは、感染予防の基本です！！

ケアの前後は、必ず手洗いを！！



（３）感染予防に要する必要物品等

★ 準備する物

その他 ： 専用バケツなど

★ 消毒する場所や物

常に多くの人が触りそうな場所や身の回りの物の清潔保持に努めしょう！！

トイレのレバー 便座 ドアのノブ 手すり

水道の蛇口

階段や廊下の手すり

車椅子の押し手

ベッド柵周辺 など

必要に応じて次亜塩素酸ナトリウムで消毒します。

下痢やおう吐症状がある者が発生した時には消毒の頻度を増やします。

★ 処理中と処理後は、窓を開けて換気を行いましょう！！

換気扇を使うときは、換気扇と反対側にある窓を少し開けると

効果的です。

＜使い捨てのタオルなど＞

ペーパータオル、ティッシュ、新

聞紙等多めに準備しましょう。

おう吐物を拭き取るのに使用し

ます。

＜ビニール袋＞ 消毒薬入り

液もれしないものを準備します。

ゴミ箱などに、ビニール袋を２枚重ね

て被せて、口を拡げておくと使いや

すいです。

＜消毒液＞

次亜塩素酸ナトリウム液を

用 意 し ま し ょ う 。

＜エプロン・ガウン＞

使い捨てのものでないと

効果がありません。

＜手袋・マスク＞

手袋・マスクは使い捨ての物を

使用します。

おう吐物の飛沫を吸い込まない

ようにマスクをします。



（４） 排泄物・嘔吐物の処理方法

①汚染場所に関係者以外の人が近づかないようにします。

② 処理をする人は使い捨て手袋とマスク、エプロンを着用します。

③ おう吐物は使い捨ての布やペーパータオル等で外側

から内側に向けて、拭き取り面を折り込みながら静か

に拭い取ります。

④ 使用した使い捨ての布やペーパータオル等

はすぐにビニール袋に入れ処分します。

ビニール袋に0.1％次亜塩素酸ナトリウムを染み込む

程度に入れ、ビニール袋の口をしっかりと縛ります。

⑤おう吐物が付着していた床とその周囲を、0.1％次亜塩素酸ナトリウムを染み

込ませた布やペーパータオル等で覆うか、浸すように拭きます。

⑥汚物の入った袋と使い捨て手袋を

ビニール袋に入れます。

内側を触らないようにビニール袋の

口をしっかりと縛ります。

終了後に手洗いを行います。

すぐに洗えないときは、どうすればいいの？？

布団やじゅうたんなどの場合、表面のおう吐物をペーパータオルなどで取り除

いた後に、スチームアイロンを使う方法もあります。

素材に合わせた温度に設定しましょう！！

85℃１分間加熱

しましょう！！

手 袋 を 裏 返 し な

がら脱ぎます。

固形石けんは、液体石けんに比べ、石けんの周りにウイルスや細菌が付着しや

すくなるので、できれば液体石けんを用いた方がよいでしょう。

固形石けんを使用する場合は、石けんの外側を水で洗うようにし、よく乾燥させ

るようにするなど、厳重に管理します。



（５） トイレの消毒について

①処理する人は手袋、マスク、エプロンを着用します。

②汚染された便座や床を、使い捨ての布やペーパータオルを用い

て、０．１％次亜塩素酸ナトリウムで浸すように拭きます。

③量が多い場合は、使い捨ての布やペーパータオルなどで拭き取

った後に、次亜塩素酸ナトリウムを染みこませた布やペーパータ

オルなどで浸して拭き取ります。

④使用した使い捨ての布やペーパータオルなどは、０．１％次亜

塩素酸ナトリウムの入ったビニール袋にすぐに入れて処分しま

す。

⑤手袋を外して同様に処分し、終了後に手洗いを行います。

★ トイレが糞便や嘔吐物で汚染されているのを発見された場合

には、速やかに消毒を行います。

窓を開けて換気をするようにしましょう。

★ 冬場などノロウイルスの流行時には、便座やドアノブ、洗

面なども通常の清掃に加えて、定期的に次亜塩素酸ナトリウムなどで消毒を

しておくとよいでしょう。（次亜塩素酸ナトリウムは、金属を腐食させるため 10

分程度経過したら水拭きします。）

（６） オムツ交換について

①処理する人は使い捨ての手袋、マスク、エプロン（ガウン）を着

用します。

②お尻拭きなどで糞便などの汚染物を拭き取ります。

③交換したオムツや汚染されたお尻拭きなどは、床などに置か

ずに、ビニール袋や汚染物入れに直接入れて処分します。

④下痢症状時やノロウイルス流行時には、汚染物を入れるビニ

ール袋に０．１％次亜塩素酸ナトリウムを入れておきます。

⑤終了後は手洗いを行います。

★下痢時のオムツ交換時には、人を近づけないように注意しましょう！！

★オムツ交換時は個人のベッド、または専用の場所で行います。

★汚物入れの保管場所などに、利用者が立ち寄れないように気をつけます。

消 毒

汚物の

除 去

消 毒

汚染場所に人を近づけないよ

うにしましょう！！

汚物の

除 去



（７） リネン類の洗濯について

①処理する人は使い捨ての手袋、マスク、エプロン（ガウン）を

着用します。

②汚物等が飛び散らないように静かにペーパータオル等で拭

き取ります。

③汚物がついたリネンや洗濯物は、ビニール袋などに入れて

周囲を汚染しないように気をつけます。

④汚物を十分に落としてから、０．１％次亜塩素酸ナトリウムに

３０分間浸すか、８５℃１分以上熱湯消毒します。

⑤消毒後に、他の物と分けて最後に洗濯します。

洗濯後はよく乾燥させましょう。

次亜塩素酸ナトリウム 素材によっては、色落ちすることがあります。

（８） 入浴時の注意

★湯につかる前に「おしり」をよく洗います。

★有症状者の入浴は控えるか「一番最後」あるいは

「シャワーのみ」にします。

お風呂の掃除・・・

その後熱湯を流すか、有症状者が触れた場所は

０．０２％次亜塩素酸ナトリウムで拭き取ります。

水は毎日変えて、浴槽や風呂の床、洗面器などは

洗剤で洗い流します。

★タオルやバスタオルを共有するのは止めましょう！！

汚物の

除 去

消 毒

洗 濯



（９） 次亜塩素酸ナトリウムでの消毒液の作り方

１）市販されている次亜塩素酸ナトリウム製剤（ミルトン、ハイター、ブリーチなど）

の次亜塩素酸ナトリウム濃度を再度確認してください。

２）光の当たる場所や高温にならない冷暗所で、利用者などが触らないような所に

保管しましょう。

３）時間が経過すると効果が落ちることもありますので、１日で使い切る量を希釈

し、24 時間で使い切るようにします。

４）ペットボトルを利用して作る際には、予めよく洗浄し汚れを落として乾かしてか

ら使用してください。また、誤飲や誤用のないよう「消毒剤」と「作った年月日」を

記入したラベルなどを貼っておくとよいでしょう。

濃 度 ０．０２％ ０．１ ％

用 途 食器、調理器具、手すり、

ドアノブ、便座など

嘔吐物・便が直接ついた

場所や衣類など

原液の濃度 １％

（ミルトンなど）

原液 １０ｍｌ

（ペットボトルキャップ 2 杯）

＋ 水 ５００ｍｌ

原液 １０ｍｌ

（ペットボトルキャップ 2 杯）

＋ 水 １００ｍｌ

原液の濃度 ５％

（ハイター、ブリーチ

など）

原液 １０ｍｌ

（ペットボトルキャップ 2 杯）

＋ 水 ２．５Ｌ

原液 １０ｍｌ

（ペットボトルキャップ 2 杯）

＋ 水 ５００ｍｌ

＊色々な濃度のものが市販されています。濃度を確認してから作りましょう！！

＊消毒液を保管するときは、間違って飲まないよう注意してください！！

感染対策の基本は， ①感染させない

②感染しても発症させない

そのためには

①感染源（病原体）を持ち込まない

②感染源（病原体）を拡げない

③感染源（病原体）を持ち出さない

基本

「標準的予防策」と「感染経路別予防策」である

「感染症の有無にかかわらず」 血液・体液・分泌物・排泄物は全てキケン！！

標準的予防策

日常的に標準的に行う予防策のことであり、手洗い、使い捨て手袋の着用、マス

ク・エプロン・ガウン等の適切な着用、ケアに適した消毒、環境対策、リネンの消

毒等



３ 高齢者施設・事業所での対応

（１）早期発見対策

１）利用者の健康観察

発熱、嘔吐、下痢などの症状の有無と程度、食事摂取量、便の性状や回数

などを日頃から十分に観察するとともに、医療機関を受診した場合はその診断

結果や治療内容も把握しておきます。

２）職員の健康観察

①調理従事者

下痢・嘔吐等の症状がある時は、食品を二次汚染する可能性があるため

調理業務に従事させないようにします。調理従事者の家族に症状がないか

も注意しておくことが必要です。

毎日、以下のチェックを実施し記録しておきます。

・ 下痢、腹痛、嘔吐、発熱等の症状はないか？（従事者、従事者家族）

・ 手指に傷、肌荒れはないか？

・ 作業着、帽子、履き物等は清潔か？

・ 爪を短く切り、毛髪が出ていないか？

・ 適切に手指の洗浄、消毒を行えているか？

②調理従事者以外

日頃から必要性について周知し、毎日健康状態の確認を行う。特に嘔吐・

下痢などの症状がある場合には勤務を休んでもらうなど早めに対応します。

（２）発生時の対応

１） 発生状況の把握

①症状の確認 ： 下痢・おう吐・発熱、その他の症状について確認します。

②施設全体の状況の把握

・日時別、フロア、部屋別の発症状況を把握します（担当職員含む）。

・受診状況、診断名、検査結果、治療内容の確認をします。

・普段の有症者数（下痢、おう吐等の胃腸炎症状、発熱等）と比較します。

２） 感染拡大の防止

①職員への周知

患者や疑われる者が出た場合は、管理者は関係職員に周知し、手洗い、

排泄物・嘔吐物の処理方法の徹底や消毒の頻度を増やすなど対応の徹

底を図ります。

②患者の隔離

入所施設の場合は、可能であれば患者の部屋を別にします。通所の場



合は自宅療養とします。

（３）関係機関等への連絡

１） 管理医師への連絡

施設・事業所管理者は、施設・事業所管理医へ発生状況を報告し、対応に

ついて指示を受けます。特に高齢者の場合は脱水状態に陥ると生命の危険が

あります。脱水症の予防に留意して早めに処置することが重要です。また、嘔

吐時の吐物による誤嚥・窒息にも十分注意します。

２） 利用者家族への連絡

発生状況を説明し、健康観察や二次感染防止についての協力を依頼しま

す。

３） 市町の社会福祉施設等主管課および保健所への報告

（厚生労働省老健局計画課長通知「社会福祉施設等における感染症等発生

時に係る報告について」）

感染症や食中毒が疑われる場合、市町の社会福祉施設等主管課に速やか

に連絡すると共に保健所への報告も必要です。

＜報告が必要な場合＞

ア ノロウイルスによる感染性胃腸炎と診断された者、又はノロウイルスの

感染が疑われる死亡者又は重篤患者が１週間以内に２名以上発生し

た場合

イ ノロウイルスの感染が疑われる者が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場合

＜必要な情報の整理および報告内容＞

①ノロウイルスによる感染が疑われる利用者・職員の人数

②いつから、どのような症状がおこっているのか

（患者発生前後、一週間以内の行事など）

③症状は、どのような経過をたどっているか

④新たな発症者がいるのか

⑤医療機関受診の有無、診察結果、治療内容

⑥検査実施の有無、日時、内容、結果の判明時期

⑦施設・事業所における対応状況 など

★標準予防策は徹底されていますか？

★有症状者に対して適切な医療を提供していますか？

★入所者・職員の健康状態を把握していますか？


