
理学療法士のためのCOVID-19感染予防対策

理学療法における感染予防のポイント

Key Points of infection prevention in physical therapy

千葉一幸１）増田司１）小杉峻１）梅木伽那１）長岡祥平１）加藤倫子２）河村朗夫２）

１）国際医療福祉大学三田病院リハビリテーション室

２）国際医療福祉大学成田病院循環器内科



◼出典

 日本集中治療医学会https://www.jsicm.org/news/upload/Physiotherapy_Guideline_COVID-19_V1_ja.pdf

 日本環境感染学会http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID-19_taioguide2.1.pdf

 厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/000620705.pdf

目次
標準予防策～感染を防ぐために～
Standard precautions～ To prevent infection～

曝露リスク～マスクの有無と咳エチケット～
Risk of exposure～With or without face masks and cough etiquette～

濃厚接触～距離と位置取り～
Close contact～ How to position yourself and maintain a proper distance from patienｔs～

介入前の評価方法
Pre- intervention assessment methods

https://www.jsicm.org/news/upload/Physiotherapy_Guideline_COVID-19_V1_ja.pdf
http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID-19_taioguide2.1.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000620705.pdf


ご注意

この動画は日本理学療法士学会が作成した

「理学療法士のためのCOVID-19感染予防対策動画」です．

各種ガイドライン等を参考にして作成されていますが，実際に参考にする場合は，

使用する個人の環境にあわせて適宜変更・調整するなどの対応をお願いいたします．

本動画の内容，テキスト，画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます．

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text, images and movies are 

strictly prohibited.

严禁未经授权进行拷贝和重制本网站的内容，文字，图像和录像



標準予防策とは
標準予防策は全ての患者さんの血液、体液、粘膜、損傷した皮膚を感染の対象として

対応します。

手指衛生はその基本です。体液などを扱う際は手袋、分泌物が飛散する可能性がある

場合にはマスク、ゴーグル、ビニールエプロンを使用するなど、処置行為に対して、それ

ぞれの予防策を行います。

咳エチケットも標準予防策の一環です。咳エチケットには、咳やくしゃみがあるときには

マスクなどを用いて鼻や口を覆い、分泌物で汚染されたら手指衛生を行うことが含まれ

ます。 引用：標準予防策と感染経路別予防策,AMR臨床カンファレンスセンター,http://amrcrc.ncgm.go.jp/

つまり新型コロナウイルス感染症においては、感染患者さんもしくは疑いのある患者

さんに対し、理学療法介入時に標準予防策の実施が必要となります。

http://amrcrc.ncgm.go.jp/


具体的な標準予防策

①呼吸器衛生

②咳エチケット

③個人用防護具

④手指衛生

分泌物での飛沫感染予防・接触感染予防に努める

詳しくはN95マスクを着用を要する場面での
個人用防護服PPE着脱の実際を参照

詳しくは理学療法実施上の注意点
腕手衛生のタイミングを参照

詳しくは曝露リスクを参照

詳しくは曝露リスクを参照



新型コロナウイルス感染者と
接触した時の状況
※医療従事者のPPE

暴露リスク
健康観察の方法

(最後に曝露した日から14日まで)

無症状の医療従事者に
対する就業制限

マスクを使用していない新型コロナウイルス感染症患者と長時間の濃厚接触あり

着用なし 高リスク 積極的
最後に曝露した日から
14日間の就業制限

サージカルマスクまたは
N95マスクの着用なし

高リスク 積極的
最後に曝露した日から
14日間の就業制限

サージカルマスクは着用してい
るが眼の防護なし

中リスク 積極的
最後に曝露した日から
14日間の就業制限

ガウンまたは手袋の着用なし 低リスク 自己 なし

推奨されているPPEをすべて
着用（N95ではなくサージカル
マスクを着用）

低リスク 自己 なし

曝露リスク（マスクなし）

引用：医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第 3 版, ⼀般社団法⼈⽇本環境感染学会,
http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID-19_taioguide3.pdf

http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID-19_taioguide3.pdf


新型コロナウイルス感染者と
接触した時の状況
※医療従事者のPPE

暴露リスク
健康観察の方法

(最後に曝露した日から14日まで)

無症状の医療従事者に
対する就業制限

マスクを使用している新型コロナウイルス感染症患者と長時間の濃厚接触あり

着用なし 中リスク 積極的
最後に曝露した日から
14日間の就業制限

サージカルマスクまたは
N95マスクの着用なし

中リスク 積極的
最後に曝露した日から
14日間の就業制限

サージカルマスクは着用してい
るが眼の防護なし

低リスク 自己 なし

ガウンまたは手袋の着用なし 低リスク 自己 なし

推奨されているPPEをすべて
着用（N95ではなくサージカル
マスクを着用）

低リスク 自己 なし

曝露リスク（マスクあり）

引用：医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第 3 版, ⼀般社団法⼈⽇本環境感染学会,
http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID-19_taioguide3.pdf

http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID-19_taioguide3.pdf


曝露リスクの違い

対象者がマスクをしているかいないかで、濃厚接触時の暴露リスクの判断は変わります。

対象者がマスクをして使用していない場合は、マスクをしている場合より曝露リスクが上

がり、健康状態の観察方法、就業制限もより厳格になります。

例えば、サージカルマスクを使用しているが、目の保護がない対策で濃厚接触した場合、

暴露リスクは中リスクと判断されます。

この場合、健康観察の方法としては、積極的に行うことが求められ、無症状の医療従事

者であっても、14日間は就業制限を行う必要があります。

一方、対象者がマスクを使用している場合の暴露リスクについては自己での健康観察と

なり就業制限もありません。



◼患者さんも医療スタッフも咳エチケットと衛生管理を実践

・咳や排痰の最中は患者さんに背を向けるよう指示する

咳エチケット

◼患者さんも医療スタッフも咳エチケットと衛生管理を実践

・咳や排痰の最中は患者さんに背を向けるよう指示

・できない場合はティッシュで咳を受けティッシュを処分し

手指消毒を行う

自分でできない場合はスタッフが介助する

引用：Physiotherapy Management for COVID-19 in the Acute Hospital Setting:Recommendations to guide clinical practiceの
原文、日本語訳掲載のお知らせ,⼀般社団法⼈⽇本集中治療医学会,https://www.jsicm.org/news/news200401.html

https://www.jsicm.org/news/news200401.html


濃厚接触者の定義

「患者（確定例）」の感染可能期間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。

• 患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった者

• 適切な感染防護無しに患者（確定例）を診察、看護若しくは介護していた者

• 患者（確定例）の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者

• その他： 手で触れることの出来る距離（目安として1メートル）で、必要な感染予防策なしで、

「患者（確定例）」と15分以上の接触があった者（周辺の環境や接触の状況等個々の状況

周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する）。

引用：新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領,国立感染症
研究所,https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-02-200529.pdf



• 発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含めた新型コロナ

ウイルス感染症を疑う症状を呈した 2 日前から隔離開始までの間、と

する。

＊発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など

感染可能期間

引用：新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領,国立感染症
研究所,https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-02-200529.pdf



◼医療者は患者さんの正面に立たないよう気を付ける

◼飛沫の影響を受ける範囲から離れた場所に身を置く

介入時のポイント



入院患者さんへの対応

理学療法実施の前には、血圧や体温そして咳などの呼吸器症状について情報収集する。

入院の患者さんには、介入前にカルテから事前に情報収集を行う。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引

き第２版

（https://www.mhlw.go.jp/content/000631552.pdf）

などを参考に情報収集により患者さんの体温が37.5

度以上の場合は医師や看護師と介入の可否を協議

する

https://www.mhlw.go.jp/content/000631552.pdf


外来患者さんへの対応

問診票
*リハビリ実施前に、血圧・体温のご確認をお願いします
～記入後、受付または病院スタッフへご提出ください～

ご本人： ℃ 付き添い①（続柄： ） ℃
付き添い②（続柄： ） ℃ 付き添い③（続柄： ） ℃

•以下の症状で該当するものにチェックしてください（複数可）
□発熱（37.5℃以上） 月 日から 日間 最高体温 ℃
□のどが痛い □せきが出る □痰がでる □いき苦しい □体がだるい
□ 日前から においがわからない・わかりにくい
□ 日前から 味がわからない・わかりにくい
•いつもと違った痛みはありますか
□いいえ □はい（内容： ）
•いつもと違った具合の悪さはありますか
□いいえ □はい（内容： ）
•血圧 最高血圧： mmHg 最低血圧： mmHg
脈拍 /分

外来患者さんには、当院では一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会の問診表

（file:///E:/COVID-19/協会動画作成/文書化/耳鼻科問診表.pdf）

を参考にし、リハビリテーション室入室前に身体状況、濃厚接触歴、渡航歴等

を情報収集し介入の可否を決定している。

file:///E:/COVID-19/協会動画作成/文書化/耳鼻科問診表.pdf


曝露リスクや濃厚接触を理解し、標準予防策を実践しながら、安全な理学

療法介入を行うことが我々理学療法士に求められています。

しかし、マスクなどで顔の表情が乏しくなり、言葉も患者さんには聞き取り

にくくなります。

目でいかに気持ちを伝えるか、言葉も明るく明瞭に発するように心がけ、

患者さんへの配慮も感染予防に取り入れたいスキルです。

心がけたいこと


