「歯科医院での飛沫感染・空気感染予防対策への取り組み」
ー新型コロナウイルスの対策からー
新型コロナウイルス感染の広がりのなか、感染リスクが高いと言われた歯科診療でどう対策をとるのか
考え始めたものの、飛沫感染あるいは空気感染予防は従来の歯科医院のスタンダードプレコーションの概
念ではその対応が不可能ではないかと考えていた。
しかし、もう少しレベルアップした感染予防対策を考える機会でもあるので、やれることからやってい
こうと試行錯誤を繰り返してきました。
下記は現在行われている具体的対応策をまとめたものです。実際に行った上でまとめたものですが、読
者の方の中で間違いに気づかれた方は是非ご指摘くださるようお願いします。
新型コロナウイルス感染もようやく収まりの兆しが見えてきました。しかし未知の微生物による感染症
はまた忘れた頃にやってくるでしょう。その時のためにも今、普遍的な考え方や対応法を整理しておくこ
とが大切だと考えています。
この取り組みには、「粉塵の発生の素を断つ環境保全の維持管理」「空気の質の管理」「空気清浄」「清
潔な空気の循環」の大きな４つの枠組みがあります。
１）粉塵の発生の素を断つ環境保全の維持管理
口内バキュームと口外バキュームの活用
集塵装置つき義歯調整切削器具
診療室内のゾーニング
診療室内のモップ清掃
リネン類の処理
２）空気の質の管理
換気扇の換気量
吸気口の風量とフィルター性能
CO2濃度測定結果
３）空気清浄
空気清浄機の増設と配置
浮遊粉塵数測定の結果
４）清潔な空気の循環
サーキュレーターの活用
換気扇の有効活用
空気清浄機・エアコンの風向
5）まとめ

対策を立てるにあたって参考にした文献
診療室内の浮遊細菌数（ウイルスも含む）を減らしたい。飛沫感染・空気感染の予防のために必須だ
と考えて以後の対策を実施していくことになった。
浮遊細菌数と浮遊塵埃数の関係は粒
子径が5μm以上の浮遊塵埃数0.5μm
以上の浮遊塵埃数よりも相関係数が高
かった。同定の結果から、検出された
細菌の大きさが 0.5μm から5μm程
度であることを考えると空中浮遊細菌
のほとんどは細菌単体で浮遊している
ものよりも何らかの粒子に付着してい
(図はtornex.co.jpより引用）

粒径＞0.5μ

るものの割合が多いと考えられる。そ
のため、粒子径が5μm以上の浮遊粒
子数を環境汚染細菌の日常的モニター

粒径＞2.5μ

として代替できることが示唆された。
東京健安研セ年報 Ann. Rep. Tokyo Metr. Inst. P.H.,
54, 309-314, 2003
病院内の環境汚染菌調査
-2病院における測定成績狩野文雄

浮遊粉塵の測定方法と使用機器

診療室内の落下細菌数の測定や浮遊細菌数の測定は
開業医レベルではかなりハードルが高いと考えていた。
しかし狩野文雄さんの論文を見て浮遊粉塵数を測定す
ればおおよその浮遊細菌数を予測できるのではないか
と考えた。
Dylos社製のDC1700を使用して、診療室内の決め
られた測定場所をam7:30、am9:30、pm12:00、
pm3:00、pm5:15の５回測定をし結果を考察するこ
とにした。

空気汚染濃度測定器
（Dylos

DC1700）

この機器は大きさの異なる2種類の浮遊粉塵数を同
時に測定できる
測定対象：

粒径＞0.5μ

粒径＞2.5μ

浮遊粉塵対策は、目に見えないものへの対応なので実際には浮遊粉塵数の測定がその拠り所になる。当初は
浮遊粉塵の数値に一喜一憂していたが次第に下記のような問題解決方法に落ち着いていった。
１）診療室内の浮遊粉塵は外気の影響を強く受けていることの認識
２）診療室内の浮遊粉塵数と外気の浮遊粉塵数を比較する
３）その減少率が治療室内の空気清浄能力だと考える
４）診療室内の個別のエリアと時間帯の遊粉塵数の傾向を捉えることに
よって、その原因と対策を考える

１）粉塵の発生の素を断つ環境保全の維持管理
「口腔内バキュームと口外バキュームの活用」
浮遊粉塵に有害汚染因子が付着しないように人の停滞や診療行為（処置、準備作業、診療録作成作業な
ど）、機器材保守、清掃などに伴う汚染物質の飛散を最小限にすることが大切だと考えている。
浮遊粉塵の数を減らすことと、浮遊粉塵に付着する有害汚染因子の発生そのものを減らす努力をしてい
る。

超音波スケーラー
超音波スケーラー使用時は唾液や血液が噴霧状に
飛び散っている可能性が高い（左下写真）。吸引力
の弱い排唾菅では噴霧状のスプレーの吸引は期待で
きない。しかし従来、これらを口外バキュームに頼っ
ていた。口腔内で発生したスプレーは極力口内バ
キュームで吸引すべきで、口外バキュームだけで全
て外に引っ張り出す吸引方法は吸引しきれない大き
な飛沫が診療室内に飛散する可能性があり、飛沫感
染・空気感染予防の観点から問題があると考えてい
る。

（排唾菅と口外バキュームによるスケーリング）

スケーリングを二人体制でできないスタッフ数の
関係とバキュームチップのいいものがないこと、ホー
スの硬さや重さなど操作性が悪いことがセルフキュー
ムが普及しない原因だと考えられる。
感染予防の面から噴霧状になったスプレーの吸引
効果が高いことが重要なので、その面からシステム

（超音波スケーラーの血液汚染）

を現在試行錯誤している。
左写真
オリジナルのユニットに自作のハンガーとホースをセットしたところ（ユ
ニット右サイド）

右写真
オリジナルのバキュームホースに柔らかくて軽いホースを接続し、
他方の先端にはミラー付きバキュームチップをセットする。これをハ
ンガーにかけた状態にすればバキュームは稼働した状態を維持できる
ので術者は重いバキュームホースを保持することなく柔らいホースに
接続されたミラー付きバキュームチップを使用できる

ミラー付きのバキュームチップの要件
１）噴霧状のスプレーの吸引効果が高い
２）ミラーが使用でき、排除もしやすい
３）口腔に溜まった水を短時間で吸引できる
４）ホースの重さ硬さなど使用感の良いもの
ミラー付きバキュームチップを色々自作したがA,Bは口腔内に溜
まった水が吸引できないなどで不評
C:台湾CIALEGESE社の製品

A

B

C

D

D:ミラー面と先端部に吸引口を装備したチップ（自作）
現在試行錯誤の途中だがC,Dになりそうだ

１）粉塵の発生の素を断つ環境保全の維持管理
「集塵装置つき義歯調整切削器具」
義歯切削時の匂いや切削片の飛び散りをほぼ防いでくれる、義歯等の切削に口外バキュームの使用は控えて
いる。口外バキュームは配管経路が長いため配管内の狭窄や詰まりなどを出来るだけ防ぐため両者を使い分け
ている。

市販のキャビネットに

市販のサクション機能付き

切削器具と市販の掃除

切削器具

機を組み込んで自作し
たもの。義歯の調整や
TEKの作成等切削片や
匂いの治療室内への拡
散を防いでいる

「診療室内ゾーニング」
在室人数が増えるとそのエリアの浮遊粉塵数は顕著に増加する。治療室内をゾーニングすることによっ
て人由来の浮遊粉塵数を極力減らすように努力している。

A

A

B

F
D

C

B

E
C

「保護者導入エリア」
Aゾーン

A、ユニット

保護者を導入したい場合はAユニットが原則、患者が重複したり
やむおえない時はBユニットも使用

「通常診療エリア」
Bゾーン

B、D、E、F、

通常の診療エリア、保護者の導入を極力避ける

ユニット
「クリーンエリア」
Cゾーン

Cユニット

さらに清潔度の高い環境が必要な患者さんの診療エリア、在
室人数を最小にする

１）粉塵の発生の素を断つ環境保全の維持管理
「診療室内モップ清掃」
床に落下した浮遊粉塵は掃除機の清掃だけでは不十分だと考えて、午前と午後の診療開始前にモップ清掃を
行うことにした。モップ清掃は基本的に2人で行うため診療室を二つのブロック（A、B)に分けて清掃を行う。
使用するのはマイクロファイバー乾式モップで清潔区域から汚染区域へ一方向に清拭する方法をとっている。

A
B
清掃順

A

ステーション１

ユニットA

ユニットB
受付

清掃順

待合室

トイレ前

B

風除室

ユニットC

ユニットF

ユニットE

ユニットD

画像診断
保管

消毒エリア

（図はネットから引用、出典不明）

（阪大病院感染制御部

感染管理マニュアル

より引用）

①マイクロファイバー乾式モップ
②奧から手前に拭く
③清潔から汚染区域に向かって拭く

左：1回清拭後

右：未使用

掃除機で清掃後でもモップ清掃す

①床から持ち上げない

ると、大量の埃が付着しているのに

②一方向に清拭すること

驚かされている

「リネン類の処理」

歯科医院なのでリネン類は多くはないが、患者さんに使用する滅菌タオルはかなりの量になる
リネン類の処理は粉塵が出やすいので、乾燥機のあるところ（食堂）でたたみ、袋詰め作業を
行う
作業中は室内の換気扇を稼働させる

滅菌バッグに入れ、診療室内では滅菌バッグのシールをして滅菌すればいいだけにしている

２）空気の質の管理
「換気扇の換気量」
前提として、外気は綺麗なものだと考えて対応することになる。常時換気あるいは定期的な換気は空
気の質の管理には必須になる。

滅菌・消毒エリア

通路壁換気扇通路壁換気扇

風除室換気扇

155㎥/h 3台

430㎥/h

壁換気扇 690㎥/h

今回の取り組みで増強した換気扇も含め、治療室内の換気扇の換気能力を調べてみた。上記の通り
で合計で1585㎥/hになる。
ひと一人に必要な換気量は30㎥/hと言われているので、単純計算でフル稼働させれば53人分の換
気量に相当する。
「吸気口の風量とフィルター性能」

換気扇で排出すれば、当然その分の空気量を
使用しているMITUBISHI社のフィルターを比較

吸気口から補充しなければならない。
現在使用している吸気口6台は自然吸気方式で

自然吸気フィルター

フィルターも自然吸気用のものが使用されてい
る。

フィルター捕集率75%（質量法）で外気に
含まれる粉塵、花粉をカット

今回の取り組みで、外気をできるだけ清浄化
するために、フィルター性能のいいものに代え
る試みもしたが、フィルター性能がいいものは

強制吸気フィルターA
外気に含まれる花粉やチリ、ホコリなど10μ
以上の粒子を97%捕集

当然空気の通りが悪い、換気扇を逆に使った強
制吸気システムが必要になる。
しかもフィルター性能のいいものは有効換気
量が17.5㎥と極端に少なくなり、治療室の換気
扇の換気量1585㎥/hに対応するためには91台

有効換気：21㎥

もの強制吸気機器が必要になり、現実的ではな
いことが分かった。
また、屋根、天井空間、診療室内は完全な密

強制吸気フィルターB

閉状態ではない当医院の建築構造などもあり、
強制吸気システムのフィルターによる空気清浄

外気に含まれる2μ以上の粒子を95
％捕集

化は当医院ではあまり意味を持たないと判断し
た。
結局、自然吸気口から取り込んだ空気を診療

有効換気：17.5㎥

室内の空気清浄機で清浄化する方法を取ること
になった。

「CO2濃度測定結果」
空気の質の管理は厚労省指定の十数項目あるが今回はCO2濃度を中心に測定した。
CO2濃度測定をするためにネットで機器を探してみると驚
くほど安い価格で販売されている（右の機器）。
これを使って測定を始めたが不可解なことが度々起こる。
500ppm前後のCO2濃度が突然1500〜3000ppm前後に跳ね
上がる、測定機器に問題があるのではないかと考え調べてみ
た。
電気通信大学の石垣陽特任准教授らは「安価で粗悪なCO2セ
通常時はよく似た数値を示している

ンサの見分け方」として、次の3つのポイントを挙げています。
１）外気の測定で400ppm前後の数値を示す
２）機器に息を吹きかけると数値が上がる
３）アルコールを吹きかけた手をかざしても数値が上がらない
5000円以下の機種は大半が消毒用アルコールに強く反応
し、CO2濃度を擬似的に示す測定器の可能性が高い。
測定器を買い換えてCO2濃度の測定をしなおした（左の機器）。
（外見はそっくりの中国製の二つの機器、片方は１万円以上、他方は三千

アルコーをスプレーした手をかざすと
右の機器だけ異常に高い数値を示した

円以下。ネット社会はスクリーニングの機能が消失しているので、とんで
もないものが同居しており、恐ろしい。）

（www.kankiko.com › pdf › 191108_co2.pdfより引用）

（www.kankiko.com › pdf › 191108_co2.pdfより引用）

CO2濃度は1000ppm以下に抑えることが理想となっている。換気が重要ということになる。
2022.6.21測定結果
460ppm

413ppm

459ppm
455ppm

467ppm

474ppm

412ppm

2022.6.21の条件が一番悪いと考えられる午後３時のCO2濃度の測定結果は上記の通りです。診療室のほぼ
全てで400台の ppmが維持されていた、その後も観察しているが悪い時でも600台のppmで止まっており、い
わゆる空気の質(CO2濃度）は良い状態が確保されていると考えられる。

３）空気清浄
換気によって取り込んだ空気中の浮遊粉塵を減らすために空気清浄機を有効利用する。
「空気清浄機の増設と配置」

AERO CLEAN

z

AirDog

AERO CLEAN2台設置時の増設前も浮遊粉塵数を測定していた、その時の浮遊粉塵数の高かった場所に
重点的にAirDog空気清浄機を一台一台増設しながら浮遊粉塵数の測定を行った。
最終的にこの場所に置くことが最も適切であろう場所が特定できたためそこに３台増設した。
「浮遊粉塵数測定の結果」
このグラフは浮遊粉塵（粒径＞粒径0.5μ）の測定結果である

AirDogの使用前後の浮遊粉塵（ 粒径＞0.5μ））数の比較

・青のグラフは今回の取り組みを始める前の浮遊粉塵数
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4/19

5/31
2021.5.25 pm3 AirDogなし

1500

モップなし

・緑のグラフは床置きの空気清浄機の増設後の浮遊粉塵数

(外気1800)
2022.4.19 pm3 AirDogは3台 モップあり
(外気6500)

1000

500

・赤のグラフは換気扇とサーキュレター整備後の浮遊粉塵数

2022.5.31 pm3
(外気1288)
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ステーション１

消毒

保管
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D

ステーション３

E

F
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AirDogの使用前後の浮遊粉塵（ 粒径＞2.5μ））数の比較

浮遊細菌数と浮遊塵埃数の関係は，粒子径が 5μm 以 上の浮遊塵埃数が，0.5μm 以上の浮遊塵埃数よりも相関 係数が高かった.同定の結果から，検出された細菌の
大き さが 0.5μm から5μm 程度であることを考えると，空中 浮遊細菌のほとんどは，細菌単体で浮遊しているものより も，何らかの粒子に付着しているものの割
合が多いと考え られる.そのため，粒子径が5μm 以上の浮遊粒子数を環 境汚染細菌の日常的モニターとして代替できることが示唆 された
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このグラフは浮遊粉塵（粒径＞粒径2.5μ）の測定結果である
・青のグラフは今回の取り組みを始める前の浮遊粉塵数
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モップなし

・緑のグラフは床置きの空気清浄機の増設後の浮遊粉塵数
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消毒
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・赤のグラフは換気扇とサーキュレター整備後の浮遊粉塵数
(外気45)
D

ステーション３

E

F

X線

浮遊細菌数と浮遊粉塵数との相関関係は粒径の大きなものの方が高いという結果も示されている。診療室内
の粒径〉2.5μのデータは外気の1/7~1/13になっており現在の浮遊粉塵対策がかなりの効果を上げていると考
えられる。
バイオクリーンルームのNASA規格
測定結果を100倍すればNASA規格と比較できるので単純
に比較してみた（ 0.5μ粉塵だけの比較）。
バイオクリンルームクラス10000から100000の中間でかな
り10000クラスに近いデータになっている（赤い矢印)、空気
の清浄度はかなり良いになっているようだ。
Cユニット（手術室）には東京技研のクリンエリアが装備
されているのでさらに空気清浄度は高いレベルが維持されて
いる
（図はhttps://nitto-reinetsu.com › product › cleanroomより引用）

一般手術室

2022.5.31現在の治療室のバイオクリーンルームクラス

４）清潔な空気の循環
清浄化した空気が一部に滞ることなく診療室全体に循環するように、空気の流れを作る。
サーキュレーターの活用
空気の流れの悪いブースに向けて天井にサーキュレターを設置した
換気扇の有効活用
空気の流れの悪いブースの吸気口を換気扇に交換した
空気清浄機・エアコンの風向
空気の流れがぶつかり合わないように可能な限り風向を調節した
診療室の中に空気の淀んだ空調の効きの悪い場所がいくつか存在した、空調機の増設を考えていたが、排
気と吸気の調節、そしてサーキュレーターの設置を行って様子をみてみると、空調の悪い場所が見違えるよ
うに空調の効きが良くなり、空調機の増設買い換えが必要のない状況まで改善した。
この空気の流れを改善できたことによって、適切な場所に空気清浄機を設置すれば、診療室にむらなく清
潔な空気を循環させることができる可能性が出てきた。

空気清浄機は以前赤の矢印（換気扇）の真下に置かれていたが現在は白の矢印
（吸気口）の真下に置かれている。
その時はせっかく空気清浄機で清浄化された空気を換気扇ですぐ排出していた可
能性が高かった、現在は吸気口の真下で換気扇の対角に配置されている

空気清浄機

浮遊粉塵の発生が懸念されていた消毒エリア、風量の少ない天井換気扇を４倍
の風量を持つ壁換気扇（赤の矢印)に交換した。
消毒エリアの吸気（白の矢印）と排気の循環が生まれたようで、今までグルタ
ラー製剤の匂いが治療室内に拡散することがあったがそれらがなくなり空調の効
きも良くなった

空気の流れの悪いブースに向けて天井にサーキュレーターを設置した（青の矢
印）、同時に部屋の一番奥にある吸気口を換気扇（赤の矢印）に交換したことに
より空気の流れが改善された。
サーキュレータの真下に空気清浄機を設置し清浄化された空気の循環を目指し
ている

空気清浄機

奥まったブースで吸気口はあるが排気口の全くない空間になっていた。
天井の吸気口はそのまま残し赤の矢印の場所の吸気口を排気換気扇に交換し、吸
気口の真下に空気清浄機を設置した。
隣のエリアからの空調がよく届くようになった

空気清浄機

まとめ
「飛沫感染・空気感染予防対策への取り組み」を振り返って
飛沫感染・空気感染予防のための試行錯誤を始めてほぼ１年が経過しました。それなりの効果が出ているので
やってきたことが無駄ではなかったと思っています。
15年ほど前、院内感染予防の講演をした時、会場のある先生から「一生懸命に接触感染予防対策をやっても、
空気中に浮遊している細菌が落下してくるので意味がないですよ」という趣旨の指摘を受けた。その時に自分が
どう答えたのか記憶がないが、当時の私にとっては応えようのない指摘でありました。
新型コロナウイルス感染がその動機になったが、15
年以上経ってからその時の浮遊細菌対策に取り組めたの
は思いもよらないことでした。
左図は村井歯科の院内感染予防対策の取り組みの経過
を示したものです。
（2022年）

浮遊細菌管理
給気・給水の管理 （2011年）
環境消毒
器具類の使用ルール
器具類の保管
器具類の滅菌

（1992年）

（2009年）
（2007年）

1992年から始まった院内感染予防対策は今日まで延々
と30年続いていることになります。
常々、歯科医院の持つ診療レベルは歯科医師だけでな
く歯科衛生士、歯科助手の全てがレベルを上げないと良
くならないと考えていました。
院内感染予防対策は診療技術と無関係ではないと思っ
ているのです。

その意味で、院内感染予防対策に対するスタッフの所作は、スタッフの個々の診療の理解力や技量を推し量るた
めの良い教材でもあったのです。
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村井雅彦

