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研修のコーナー 

感染症！～病院や医療機関、介護施設だけの話ではありません～ 

暑い夏も終わり、そろそろ感染症の季節がやってきました。毎年話題になるノロウイルスについておさらいし

たいと思います。 

ノロウイルス  

特徴  

幅広い年齢層において感染性胃腸炎の原因となるウイルスで、特に冬期に多発します。100 個以下

という少量で人に感染し、腸管内でウイルスが増えます。患者の便やおう吐物には 1 グラムあたり

100 万から 10 億個もの大量のウイルスが含まれています。  

感染経路  

 人の便中のノロウイルスが、下水を経て

川から海へ運ばれ、二枚貝に蓄積されま

す。それを十分に加熱しないで食べると

感染します。  

 ノロウイルスに感染した人が、十分に手

洗いをおこなわずウイルスが手についた

まま調理すると、食品が汚染され、その

食品を食べた人が感染します。  

 ノロウイルスを含む便やおう吐物を処理

した後、手についてウイルスや、不適切

な処理で残ったウイルスが口から取り込まれ感染します。  

症状  

 発症まで 24 時間～48 時間  

 下痢、吐き気、おう吐、腹痛、発熱など、通常 3 日程度で回復するが、ウイルスは 1 週間程度、便の中に

あり排泄している。 

 感染しても症状の出ない人もあり。 

消毒  

 他の微生物などと比べると熱に強く、85℃で 1 分以上の加熱が必要です。 

 逆性石けん、アルコールの消毒効果は十分ではありません。塩素系漂白剤の次亜塩酸ナトリウム有効

で、商品名として有名なのはハイターです。 

感染拡大の防止  

施設内で人が直接手を触れる場所は、ノロウイルスに汚染されている可能性があります。また、子どもは身のまわ

りの物を直接口にしてしまうことが多く、汚染されていると二次感染の原因ともなります。（例：手すり、ドアノ

ブ、水道の蛇口、机、イス、引き出しの取っ手、車椅子の押し手、ベッド回り、おもちゃ等） 

対応 

通常行っている水拭きなどの清掃が予防の基本です。さらに、感染予防のため、多数の人が手を触れ

る箇所や身のまわりの物は定期的にハイターを使用して消毒拭きを実施してください。施設内で下痢

やおう吐をした利用者があり、ノロウイルスを含めた感染性胃腸炎が疑われる場合は、普段よりも頻

繁に消毒拭きして下さい。 

注意 

ハイター（次亜塩酸ナトリウム）は金属を腐食させるため、金属部分に使用した場合は 10 分程度た

ったら水拭きして下さい。また、塩素ガスが発生することがあるので使用中は十分に換気して下さ

い。 
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手洗い・うがい（手指を介した二次感染防止。そして自分を守るため）  

ノロウイルスによる感染症は、多くの場合、ウイルスに触れた人の手を介して感染が拡大します。手洗いを習慣づける

ことは、感染予防の基本です。特に、ふん便やおう吐物の処理時に手が汚染されやすいので注意が必要です。 

対応  

 手洗いは石けんを使い十分にこすり洗いをし、水で洗い流して下さい。それにより、手についているノロウイ

ルスは大幅に減少します。 

 用便後、排泄物の処理のあと、調理や食事の前には必ず手洗いを行います。  

手洗場の

環境  

 手洗い場には、液体石けんあるいは固形石けんを準備します。  

 液体石けんは完全に使い切ってから交換します。容器を再利用する場合は、洗浄・消毒・乾燥させて詰め

替えをして下さい。固形石けんは乾燥するよう保管して下さい。  

手洗いの

基本  

 食事の前、用便後には石けんと流水で丁寧に手を洗います。  

 水道の蛇口は洗う前の手で触れているので、手と一緒に洗うかペーパータオルを使用して蛇口を締めて下

さい。 

うがい  

 うがいも重要な感染対策です。手洗い後、うがいも合わせると有効です。  

 1 回目は汚れ落とし、2 回目はのどの奥まで、3 回目ものどの奥まで。 

 ガラガラうがいを忘れずに！ 

 

 

 

 

体調管理は自分が責任者！よろしくお願いします。 

（東香里病院 倉田） 
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台風時の対応ありがとうございました。  

9月 4日、最強の台風 21 号が関西を直撃、多大な規模の被害を残しました。朝の時間帯は良いお天気で、本当に台

風来るの？という感じでしたが、お昼頃になると雨風が強くなり、午後からは強風防雨になりました。台風通過時間

が、勤務時間とかさなった方も多かったと思いますが、怪我や事故の報告も無く、みなさん無事だったことが幸いで

した。 

台風が通過した翌日は、各現場から被害報告が入り、社員は復旧作業に走りまし

た。みなさんも、外回に飛来したゴミや、建物内に入り込んだゴミなどで、普段

の清掃よりも大変だったと思います。また、急遽のシフト変更や作業変更などの

ご協力ありがとうございました。 

10月になり気候も良くなってきましたが、台風シーズンは終わっていません。昨

年は 10月下旬に台風が来ましたし、11 月に和歌山に直撃した記録もあり、まだ

まだ注意が必要です。 

今回の台風でいろいろ経験しましたが、一番大事なことは、「台風通過中は決して外には出ない」ことです。風がお

さまるまでは建物内で待機するようお願いします。                   （本社 前川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

第 37期 10月度 勤続感謝賞 

6年目 久米さん・米島さん・藤原さん・橋本さん 

3年目 高橋さん・坂本さん 

多年にわたりご協力いただき感謝申し上げます。これからもよろしくお願い致します。 

            代表取締役 田中克人   お客様サービス部 一同  

6階建てビルの屋上から、前面道路へ物置が

落下しました。 
桜が根ごと倒れました。 
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（編集後記）  

10 月、ようやく気温も下がり過ごしやすい季節となりました。今年は関西、大阪にて大きな被害をもたらした自然

災害が多く発生し、被害にあわれた方もいらっしゃると聞いています。心からお見舞い申し上げます。人命にかかわ

るようなことがなかったのが幸いです。備えあれば憂いなしとは言いますが、普段から災害に縁の遠い大阪にいます

と、大きな台風と事前から言われていた 21 号も、またか、たいしたことないと。まさかこのような被害にあうとは

思っていなかった人も多くあったと思います。実際自分もそうでした。通り過ぎてみるととんでもないことになって

いて、無防備だったことを反省しています。この後の台風 24 号では、屋上においてあるものや、飛んでいきそうな

もの強固なものに縛り付けたり、屋内に直したりしてしっかり備えました。これは過ぎるとたいしたことはなかった

と思いましたが、はやり備えはすべきことと思います。皆さんも日頃から備えを行いいざとなってもあわてない行動

をお願いいたします。                                     

（本社 田中克人）  

 

転倒事故防止 

➢ モップは濡れすぎていませんか？ 

➢ 道具は邪魔になっていませんか？ 

➢ 扉の向こう側など、見えない所に人がいませんか？ 

➢ 踏み台などに乗って不安定な作業をしていませんか？ 

鍵紛失事故防止 

➢ 鍵にストラップは付いていますか？ストラップは

劣化していませんか？ 

➢ 体に結着した状態での使用はできていますか？ 

➢ 休憩前、作業終了時に鍵は揃っていますか？ 

➢ 通勤時は、ルールを守れていますか？ 

針刺し事故防止 

➢ 床に落ちているゴミを素手で拾っていませんか？ 

➢ ゴミ袋に素手を突っ込んでいませんか？ 

➢ ゴミ運搬時にゴミ袋を抱えていませんか？ 

➢ ゴミ袋を閉じる時に抑え込んでいませんか？ 

何かあったらすぐ報・連・相!!  大切な合言葉!! 

うれしいことも、失敗したことも、なんでも結構で

す。電話ください！ 

☏0120-029-688 

雇用に関する相談窓口（改善、苦情などの相談）・ハラスメント被害の相談窓口 

電話番号 0120-029-688 部署：本社お客様サービス部 担当者：田中克人 

個人的なことでも気兼ねなしに相談してください。決して不利な取り扱いはしません。なんでも電話してください。皆さんの声を

待っています。 
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研修のコーナー 病院環境の清潔と不潔（病院清掃受託責任者の講習会で）  

ナイチンゲールの言葉にナイチンゲールのことば 

『すべての患者を、清潔で快適な環境におきなさい。そうすれば自然治癒力が働き、

感染症からも免れるでしょう』 

病院内は快適で清潔な環境としなければならない。快適で清潔な環境とは、患者およ

び医療従事者にとって清浄な空気が供給され、床などの水平面に目に見える汚染が無

く、同時に温度や湿度などが制御されて心地よいと感じる環境を指す。  

病院内のすべての領域を清潔領域とすることは理想的ではあるが、実際的には不可能であると同時に不経済な施設

となる。このため病院内を清潔度によっていくつかにゾーニング（区域分け）をおこない、それぞれのグレードに適

合した空調・換気システムおよび病院清掃を実施することが合理的である。と受託責任者講習会で教えてもらい出来

るように頑張ろうと思いました。                       （東香里第二病院  川原）  

感謝、感謝のこーなー  

現場でのある日の光景です。  

香里病院本院でのお昼休みでの一場面です。場所は私達が使用させて頂いているセイキの洗濯場です。病院建て替えで、設計の段

階で広い洗濯場を確保して頂いて非常に恵まれた環境でありがたい限りです。  

日常業務において、毎日大量の洗濯物をどんどん洗濯していますので、ほこりやゴミ・髪の毛も大量に出ます。日々掃き掃除をし

ていますが、それでも作業台の下などにほこり等が溜まってしまいます。そんな時はお昼休みの時間に私がホースで水を撒きホコ

リやゴミを流し、雨水排水溝をブラシで洗っていました。毎日できればもちろん良いのですがそうもいかず、たまにしか出来てい

ませんでした。  

そんなある日、パートさんの何人かが作業を手伝ってくれるようになり、回を重ねるごとに人

数が増えて今では全員で手分けしてあっという間に洗濯場の掃除が終わってしまいます。とう

とう私の出る幕がまったく無くなってしまいした。日常にも定期にも入っていない清掃箇所で

すが、皆さんが率先して自分たちの仕事場をきれいにしようと心掛けて、行動してくれるのは

非常にありがたく思っています。私も清掃員の皆様が働きやすい環境を提供出来るよう、さら

にがんばっていこうと思います。これから冷え込みも進んでいきますので体調管理をしっかり

して頂いて、お互いに元気で過ごしましょう。           （東香里病院 平野） 
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通勤時に交通事故  

8月下旬、通勤途中に原付と衝突事故を起こしてしまいました。ぶつかった場所は信号のない交差点で、こちらは直進しており

相手は右折しようとしていた所で正面衝突、横転し自転車の下敷きになり右太ももを負傷、全治 5日間の怪我と診断されました。

幸い骨折する事もなく軽傷ですみ、相手の方も怪我はなかったので本当に良かったです。 

私と同じく自転車で通勤されている方も多いと思います。近年、自転車での死亡事故も増えています。皆さん自分だけは大丈夫と

は思わず、安全運転を心がけて左右確認を忘れずに、いつでも止まれるようにゆっくりと余裕をもって運転しましょう。 

私は今回初めて事故を起こしたのですが、事故後の対応方法について何となくの知識しかなく、非常に焦って慌ててしまい、冷

静に対応する事が出来ませんでした。事故を起こさないにこした事はないのですが、いくら気を付けていても巻き込まれてしまう

事もあるかもしれません。そんな時に正しい対応方法を知っていれば、今回の私のように慌てる事なくきちんと対応する事が出来

ます。もしもの時の為に事故対応の仕方はぜひ覚えておいて頂きたいです。 

 

 

 

 

 

今回、事故を起こして色んな方に迷惑、心配をおかけしてしまい本当に申し訳ありませんでした。淀井病院のパートさんには休日の予定を

出勤してもらい、今里胃腸病院担当の田矢君に応援に来てもらい、本当に助かりました。ありがとうございます。 

特にパートさんには、休み変更や休日に出てきてもらう事が度々あるので、いつも申し訳なく思っています。でもいつも快く承諾してくれる

のでとても助かっています。今回、色んな方に助けられました。感謝の気持ちでいっぱいです。 

二度と事故は起こさないよう、安全運転に努めます。 

皆さんも事故には十分気を付けて、安全運転で仕事場へ向かって下さいね。                                                             

（淀井病院、杉本） 

 

事故発生 

負傷者救護・119番 

二次災害の防止 

110番通報 

連絡先確認 

保険会社 

人身事故の場合、真っ先にしなければならないのは負傷者の救護と 119番への連絡です。すご

く当たり前の事だと思われるでしょうが、実際に事故を起こすとパニックになり冷静に判断する事

が難しくなります。 

他の車両の交通の妨げにならないよう、車・自転車等を安全な場所へ移動させます。す。 

人身、物損事故どちらであっても絶対に警察に届け出てください。警察へ届け出ることは義務で

す。道路交通法 72条 1項で定められていています。「怪我はしていないから」「ちょっとこすった

だけだから」といって届け出を怠らないようにします。 

お互いの連絡先を交換しておきましょう。出来れば免許証を見せてもらって控えるのが一番で

す。私は慌ててしまい、相手の名前と携帯番号しか交換する事ができずに、後から免許証を見

せてもらって控えればよかったんや！と気づきました。そんな当たり前の事が出来ないほど、混

乱していました。 

 

事故を起こした事を加入している保険会社へ連絡して下さい。車の場合は必ず保険に入ってい

ると思いますが、大阪の場合、自転車保険加入が義務化されました。必ず保険にはいっておき

ましょう。通勤途中の事故の場合、すぐに現場担当社員への連絡もお願いします。 


