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表2. 個人用保護具（PPE）不足による一時的な対策の選択肢：使用延長、再処理、代替PPEの使用 

PPEのタイ

プ 

方法 説明 限界/ 危険性/ 外す基準 実現可能性の検討 

医療従事者

による医療

用マスクの

使用 

1)延長使用 COVID-19の患者のコホー

トをケアする場合、６時

間までは外さずに使用 

危険性： 

• 医療用マスクを長時間使用すると、COVID-19 ウイルスや他

の病原体によるマスク汚染のリスクが高まる可能性がある 

• 長時間マスクを着用していると、医療従事者がマスクに触

れたり、不注意でマスクの下に触れたりする可能性が 高ま

る可能性がある（マスクに触れたり調整したりした場合

は、直ちに手指衛生を行う必要がある） 

• 医療用マスクの長期使用により、顔の皮膚組織の損傷や反

応が起こる可能性がある 

• 医療用マスクのフィルターが目詰まりを起こし、それによ

り呼吸抵抗が増加し、医療用マスクの側面から濾過されて

いない周囲の空気を吸い込むリスクが高まる可能性がある 

• 医療従事者に必要な活動的な病棟での長時間の勤務 

 

外す基準と注意事項： 

• マスクが濡れたり、汚れたり、破損したり、呼吸が困難に

なった場合 

• 化学物質、感染性物質、体液などの飛沫にさらされた場合 

• 何らかの原因でマスクが顔からずれてしまった場合 

• マスクの前部を触って調整した場合 

• 安全な手順に従って取り外し、マスクの前部に触れないよ

うにする 

• COVID-19患者の指定されたコホート以外のケアを提供する際

には、マスクを外す必要がある 

• 安全な手順に従って取り外し、マスクの前部に触れないよ

うにする 

• COVID-19患者と非COVID-19患者との間で医療従事者が同じ医

療用マスクを使用することは、COVID-19に感染しやすい他の

患者に感染する危険性があるため推奨されない 

すべての国で実現可能 

最低限の要件には、標準的な

手順の定義、トレーニング、

良好な慣行を確保するための

フォローアップが含まれてい

ます 
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PPEのタイ

プ 

方法 説明 限界/ 危険性/ 外す基準 実現可能性の検討 

 2）再処理 医療用マスクの再処理に関
する質の高いエビデンスは
現在のところ得られておら
ず、推奨されていない。 

NA NA 

    

 r   

3）医療用マスクがない
場合の代替品 

i) FFP1 呼吸用防護具 外す基準と注意事項： 

• マスクが濡れたり、汚れたり、破損したり、呼吸が困難になっ

た場合 

• 化学物質、感染性物質、体液などの飛沫にさらされた場合 

• 何らかの理由でマスクが顔からずれてしまった場合 

• マスクの前面を触って調整した場合 

• COVID-19患者の指定されたコホート以外のケアを行う場合は、マ

スクを外す必要がある 

• 安全な手順に従って取り外し、マスクの前部に触れないようにす

る 

 

  

 ii) 顔の側面と顎の下を覆う
適切なデザインのフェイス
シールド 

危険性： 

口、鼻、目が直接飛沫にさらされることから保護する。 

ただし、設計および医療従事者と患者との位置関係によって異なる 

 

外す基準： 

• 化学物質、感染性物質、体液などの飛沫によりフェイスシール

ドが汚染されている場合 

• フェイスシールドが医療従事者の安全性や医療環境の視認性を

阻害する場合 

• 安全な手順に従って取り外し、フェイスシールドの前面には触

れないようにする 

高所得国 、低・中所得国で実
現可能 

   

現地生産可能 

  

医療用マスクが不足して

いるという重大な緊急事

態にのみ使用される 

最低限の要件には、良好な実

践を保証するために標準的な

手順の定義、トレーニング、

およびフォローアップが含ま

れる 
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呼吸用防護

具 (FFP2, 

FFP3 あるい

は N95) 

1) 延長使用 COVID-19の患者のコホー

トをケアする場合、６時

間までは外さずに使用 

危険性： 

• 呼吸用防護具の長期使用はCOVID-19ウイルスや他の病原体による

汚染のリスクを高める可能性がある 

• この期間が長くなると、医療従事者が呼吸用防護具に触れた

り、不注意で呼吸用防護具の下に触れたりする可能性が高くな

る可能性がある（マスクに触れたり調整したりした場合は、直

ちに手指衛生を行う必要がある） 

高所得国 、低・中所得国で実現

可能 

最低限の要件には、良好な実

践を保証するために標準的な

手順の定義、トレーニング、

およびフォローアップが含ま

れる 
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PPEのタイ

プ 

方法 説明 限界/ 危険性/ 外す基準 実現可能性の検討 

   •  顔面皮膚炎、呼吸器誘発性ざ瘡、呼吸器疲労、作業能力の低

下、酸素負債の増加、軽い作業量での早期疲労、CO2濃度の上

昇、鼻の抵抗の増加、および呼吸器装着中のベストプラクティ

スの不遵守の増加（調整、マスクや顔への接触、呼吸用防護具

の下への接触、目への接触）が、呼吸用防護具の長期使用後に

報告されている 

• 長時間の使用は、フィルターを詰まらせ、呼吸抵抗の増加につ

ながる可能性がある 

 

外す基準と注意事項： 

• 呼吸用防護具が濡れたり、汚れたり、破損したり、呼吸が困難に

なったりした場合 

• 化学物質、感染性物質、体液の飛沫にさらされた場合 

• 何らかの理由で顔面からずれた場合。 

• 調整のために呼吸器の前部を触った場合 

• 安全な取り外しの手順に従って、呼吸用防護具の前部に触れない

ようにする 

• COVID-19患者と非COVID-19患者との間で医療従事者が同じ医療用

マスクを使用することは、COVID-19に感染しやすい他の患者に感

染する危険性があるため推奨されない 
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2）再処理 

 

(根拠は付録1参照) 

 
 

消毒または滅菌方法を用い

て、呼吸用防護具を除染す

るプロセス 

 

呼吸用防護具の再処理

のための方法（検証さ

れていない）（付録1

を参照）: 

• 過酸化水素蒸

気 

• -エチレンオキ

サイド 

• 紫外線放射ランプ 

限界/ 危険性： 

• 再処理方法は、実質的な研究で検証されておらず、再処理後の

呼吸器の有効性と完全性を確保するための標準化された方法や

プロトコルは現在のところ存在しない 

• 再処理された呼吸用防護具の有効期間は不明だが、1回以上の滅

菌サイクル後のフィルターや弾性ストラップの劣化は、呼吸用

防護具の顔面へのフィット感に影響する 

• 再処理による呼吸用防護具の形状の損傷は、フィット感や防護

能力に影響を与える可能性がある 

• -再処理サイクル数は、使用されている再処理方法と呼吸用防護

具のブランド/モデルによって大きく変化する 

 

外す基準と注意事項： 

• 事前に定められた再使用回数が経過した後、呼吸用防護具は現

地のガイダンス/ポリシーに従って、適切な廃棄物収容容器に廃

棄しなければならない 

高所得国で実現可能 

 

低・中所得国で実現できる可能

性 

 
人的資源、機器の設置、消耗品

の調達、再処理中の医療従事者

の安全性を考慮する必要があ

る。 

最低限の要件には、良好な実

践を保証するために標準的な

手順の定義、トレーニング、

およびフォローアップが含ま

れる 
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PPEのタイ

プ 

方法 説明 限界/ 危険性/ 外す基準 実現可能性の検討 

   • 呼吸用防護具を顔から外したら、直ちに再処理用の指定容器に

入れ、元の着用者の名前を表示する 

• 再処理サイクルの後、呼吸用防護具は元の着用者に戻さなけれ

ばならない 

 

 

医療者が使用

するガウン 

 

1) 使用延長 COVID-19患者のコホートの

ケアを提供する場合に、脱

がずに使用する 

 

患者が多剤耐性菌または

接触予防を必要とする他

の疾患を持っている場合

には適用されない。この

ような場合には、患者間

でガウンを交換する必要

がある 

危険性： 

• ガウンの長期使用はCOVID-19ウイルスによる汚染のリスクを高め

る可能性がある 

• ガウンの長期使用は、患者間の他の病原体の感染リスクを高める

可能性がある 

 

外す基準と注意事項： 

• ガウンが濡れたり、汚れたり、傷んだりした場合 

• 化学物質、感染性物質、体液の飛沫にさらされた場合 

 COVID-19患者の指定コホート以外のケアを提供する場合 

• ガウンの着脱は安全な手順に沿って行うことで、環境汚染を防ぐ

ことができる。 

• COVID-19患者と非COVID-19患者との間で医療従事者が同じガウン

を使用することは、COVID-19に感染しやすい他の患者への感染の

危険性があるため推奨されない 

高所得国 、低・中所得国で実現

可能 

 

 
最低限の要件には、良好な実

践を保証するために標準的な

手順の定義、トレーニング、

およびフォローアップが含ま

れる 

 2) 再処理 綿ガウンを洗浄及び消毒方

法で除染するプロセス 

 

再処理は綿ガウンで可能 

 

危険性： 

•  蒸し暑い時期には、綿のガウンが不快感や発汗を招くことがある 

 
外す基準： 

• ガウンが濡れたり、汚れたり、傷んだりした場合 

高所得国 、低・中所得国で実現

可能 

追加のサポートスタッフ、

ガウンの再処理の在庫を必

要とする；消毒剤に浸した

後のお湯を使った洗濯設備

や水と石鹸を使った手洗い 
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  綿のガウンの洗濯と消毒：

ガウンの再加工には、ぬる

ま湯（60～90℃）と洗濯用

洗剤を使った洗濯機での洗

濯を推奨する。機械洗浄が

不可能な場合は、リネンを

大きなドラム缶の中のお湯

と石けんに浸し、棒を使っ

てかき混ぜ、水しぶきを避

ける 
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PPEのタイ

プ 

方法 説明 限界/ 危険性/ 外す基準 実現可能性の検討 

  その後、リネンを0.05％の

塩素に約30分間浸す。最後

にきれいな水ですすぎ、天

日で完全に乾燥させる 

 

  

3) 代替品 i) 使い捨ての実験室用コー

ト 

 

危険性： 

• 使い捨ての実験室用コートはガウンよりも耐久性が低いため、患

者のケア中に破損する危険性がある 

 
外す基準と注意事項： 

• 使い捨てのガウン代替品が濡れた、汚れた、または破損した場合 

• ガウンの代替品が化学物質、感染性物質、体液の飛沫にさらされ

た場合 

• 実験室用コートの着脱は、環境汚染を防ぐために安全な手順に従

う 

•  COVID-19患者と非COVID-19患者との間で、医療従事者が同じ実験

用コートを使用することは、COVID-19に感染しやすい他の患者に

感染する危険性があるため推奨されない 

高所得国 、低・中所得国で実現

可能 

 
 患者との短い接触の時のみ; 

長時間の接触、またはエア

ロゾルの発生する処置およ

び補助療法を行うときに使

用されるべきではない 

 

 

 ii) 使い捨て可能な不浸透性

プラスチックエプロン 

 

 

エアロゾルの発生する処置

および補助療法を行う際に

は避けるべきです。 

 

危険性： 

• プラスチック製のエプロンでは、水しぶきを浴びる腕や胴体の

後ろ側を守ることができない 

 
外す基準と注意事項： 

• ガウンの代わりに使用する使い捨ての代替品が、濡れた、汚れ

た、または破損した場合 

• ガウンの代替品が化学物質、感染性物質、体液の飛沫にさらされ

た場合 

• エプロンの取り外しは、環境汚染を防ぐために安全な手順に従う 

高所得国 、低・中所得国で実現

できる可能性 

 

健康管理に適したデザインのエ

プロンの調達が必要 

 

 

 

 
高所得国 、低・中所得国で実現

できる可能性 
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 iii) 再利用可能な（洗濯可

能な）患者用ガウン、再利

用可能な（洗濯可能な）実

験室用コート 

 
 

(上記のガウンの洗濯の推奨

を参照) 

危険性： 

• デザインや厚みが、胴体や腕の完全な保護に対応していない場合

がある 

•  

 
外す基準： 

• ガウンやコートが濡れたり、汚れたり、傷んだりした場合 

追加のサポートスタッフ、ガ

ウンの再処理の在庫を必要と

する；消毒剤に浸した後のお

湯を使った洗濯設備や水と石

鹸を使った手洗い 
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PPEのタイ

プ 

方法 説明 限界/ 危険性/ 外す基準 実現可能性の検討 

医療者が使

用するゴー

グルまたは

安全眼鏡 

1) 使用延長 COVID-19の患者のコホート

をケアする際に、勤務時間

中に外さずに使用する 

 

危険性： 

• ゴーグルを長時間使用すると、医療従事者の不快感や疲労感が

増す可能性がある 

• 皮膚組織の損傷は、長時間のゴーグルの使用で顔に発生する可

能性がある 

 

外す基準と注意事項： 

• 薬品、感染症物質、体液などの飛沫によりゴーグルが汚染され

た場合 

• 医療従事者の安全や医療環境の視界を妨げたり、ゴーグルが緩

んだりした場合 

• 目の感染を防ぐために、ゴーグルの取り外しは安全な手順に従

う 

• COVID-19患者と非COVID-19患者との間で医療従事者が同じゴーグ

ルを使用することは、COVID-19に感染しやすい他の患者への感染

の危険性があるため推奨されない 

高所得国 、低・中所得国で実現

可能 

 

2) 再処理 ゴーグルを石鹸/洗剤と水で

洗浄した後、次亜塩素酸ナ

トリウム 0.1% (その後きれ

いな水ですすぐ) または 70% 

アルコールワイプを使用し

て消毒する 

 

 
ゴーグルは取り外した後

すぐに洗浄し、手指消毒

を行うか、または指定の

密閉容器に入れて後で洗

浄・消毒することができ

る 

危険性： 

• 次亜塩素酸ナトリウムの残留毒性は、消毒後に十分に洗い流さ

ないと発生する可能性がある 

• 医療従事者の作業負荷の増加（限界） 

 
外す基準： 

• 化学物質の飛沫、感染性物質、体液などで汚染された場合 

• ゴーグルが医療従事者の安全や健康管理環境の視認性を阻害する

場合 

 

高所得国 、低・中所得国で実現

できる可能性 

 
殺菌剤の調達と手技に必要な十

分なクリーンスペースが必要 
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PPEのタイ

プ 

方法 説明 限界/ 危険性/ 外す基準 実現可能性の検討 

  ゴーグルの洗浄前に表面を

消毒することで、ゴーグル

の洗浄が清潔な表面で行わ

れるようにする 

 

ゴーグルを再使用する際に

は、消毒剤との適切な接触

時間（例：次亜塩素酸ナト

リウム 0.1％使用時は 10

分）を厳守する。洗浄・消

毒後は、再汚染を避けるた

め、清潔な場所に保管する 

  

 3) 代替品 

 

目の側面を覆うようにエク

ステンションが付いた安全

メガネ（外傷メガネな

ど）。 

 

外す基準と注意事項: 

• 化学物質の飛沫、感染性物質、体液などで汚染された場合 

• ゴーグルが医療者の安全や医療者の視認性を阻害する場合 

高所得国 、低・中所得国で実現

可能 

 
最低限の要件には、良好な実

践を保証するために標準的な

手順の定義、トレーニング、

およびフォローアップが含ま

れる 
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医療者が使

用するフェ

イスシール

ド* 

1)使用延長 

 
*フェイスシールドは、顔

の側面を覆うように設計

されていること、顎より

も下まで覆うように設計

されていること 

 

COVID-19の患者のコホー

トをケアする際に、勤務

時間中に外さずに使用す

る 

危険性： 

• フェイスシールドを長時間使用すると、不快感や疲労感が増す可

能性がある 

• 長時間のゴーグルの使用で顔に皮膚組織の損傷が発生する可能性

がある 

 
外す基準と注意事項： 

• 化学物質、感染性物質、体液などの飛沫で汚染された場合 

• フェイスシールドが医療従事者の安全性や医療環境の視認性を阻

害する場合 

• -顔や目の感染を防ぐために、ゴーグルの取り外しは安全な手順に

従う 

• COVID-19患者と非COVID-19患者との間で医療従事者が同じフェイ

スシールドを使用することは、COVID-19に感染しやすい他の患者

に感染する危険性があるため推奨されない 

高所得国 、低・中所得国で実現

可能 

 
最低限の要件には、良好な実

践を保証するために標準的な

手順の定義、トレーニング、

およびフォローアップが含ま

れる 



Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (COVID-19) and considerations during severe shortages: interim guidance 

-22- 

 

 

 

PPEのタイ

プ 

方法 説明 限界/ 危険性/ 外す基準 実現可能性の検討 

 2) 再処理 石鹸/洗剤と水で洗浄し、

70％アルコールまたは次亜

塩素酸ナトリウム0.1％で消

毒。次亜塩素酸ナトリウム

が使用された場合は、10分

間の接触時間後に最後にき

れいな水ですすぐ 

 

フェイスシールドは、適切

な着脱と手指衛生を行った

後、直ちに洗浄するか、ま

たは指定された密閉容器に

入れて後から洗浄と消毒を

行うことができる 

 

 

 
フェイスシールドの洗浄

は、汚染されていない表

面で行う。フェイスシー

ルドを洗浄する際には、

表面を消毒することを推

奨する 

フェイスシールドを再使

用する際には、消毒剤と

の接触時間を十分に守

る。洗浄・消毒後は、再

汚染を避けるため、清潔

な場所に保管する 

 

限界/ 危険性： 

• プラスチックの損傷により、視認性と品質が低下します。 

• 次亜塩素酸ナトリウムの残留毒性が、消毒後に十分に洗浄しない

と発生することがある 

 

外す基準と注意事項： 

• 化学物質、感染性物質、体液などの飛沫で汚染された場合 

• フェイスシールドが医療従事者の安全性や医療環境の視認性を阻

害する場合 

• 顔や目の感染を防ぐために、ゴーグルの取り外しは安全な手順

に従う 

高所得国 、低・中所得国で実現

可能 

 

 

 
最低限の要件には、良好な実践

を保証するために標準的な手順

の定義、トレーニング、および

フォローアップが含まれる 

 

人材要件、設備導入、消耗品の

調達、化学操作時の医療者の安

全性を考慮する必要がある 
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3) 代替品 フェイスシールドの現地生

産 

 

限界/ 危険性： 

• 顔の保護を確保するための不適当な形状を含む最適でない品質 

 
外す基準： 

• 化学物質の飛沫、感染性物質、体液などで汚染された場合 

• フェイスシールドが医療従事者の安全性や医療環境の視認性を

阻害する場合 

 

最低限の要件には、良好な実

践を保証するために標準的な

手順の定義、トレーニング、

およびフォローアップが含ま

れる 



Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (COVID-19) and considerations during severe shortages: interim guidance 

-24- 

 

 

 


