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内容

床面について 水周りについて 作業計画について

・水周りの汚れの種類と適した洗剤

・洗浄例

・メラミンスポンジ、クレンザーについて

・カビの発生条件

・水周りでよく見かけるピンク色

・トイレ清掃

・作業振り分け、確認の手段・ハードフロア、カーペットフロアの
汚れ方の違い

・予防方法

・ハードフロアの清掃方法

・掃除機掛けのポイント

・モップ掛けのポイント

・カーペットフロアの清掃方法

・カーペットフロアの汚れやすい場所

・しみ取り手順



床面について



ハードフロア、カーペットフロアの汚れ方の違い
ハードフロア（平面） カーペットフロア（立体）

・面が平滑であるため、乾いた汚れは
空気や人の流れに影響を受け、頻繁
に移動する。

・隅にホコリが溜まる、など。

・よく歩く部分では傷もつきやすく、
付いた傷の隙間に汚れが溜まる。

・椅子の引きずりやワゴンのキャスター
などが動く箇所は、引っ掻き傷や樹
脂汚れが目立つようになる。

・汚れを留めようとするので、歩いてい
るところとそうでないところの汚れの
蓄積に差がある。

・特に外との出入口付近が一番汚れる。

・カーペットの繊維が靴裏などの汚れ
を捕まえ、留めようとする。

・繊維分の深さがあるので、人が歩行
するなどで下に移動する。

・ドアの隙間、壁の隙間から流れる風
に対し、繊維が空調フィルターのよう
な役割をしてしまい、局所的にその部
分が汚れていくことがある。

歩行動線とそうでない
部分の汚れの差

キャスターによる汚れ 歩行動線の汚れ蓄積

汚れの動きの違い

使用頻度での違い

壁の隙間の気流による
局所的な汚れ



入口に除塵マットの設置をすることで、
外からの汚れの持ち込みを軽減できます。

予防方法

目安として５～６歩の大きさが良いとされています。 
ただし、マット自体の管理を怠ると、ゴミがゴミ箱からあふれ出てくるような状態となってしまいますので、
日常的に掃除機を掛けるなど、 マット自体に汚れを溜め込まないことが大切です。 

※マットの機能＝カーペットでも同じことが起こっている！ということに注意。



ハードフロアの清掃方法
土ホコリや繊維ホコリを溜め込まないことが重要です。

放置すればするほど落としにくい汚れに変化していきます。

除塵 水拭き

掃除機

・ストロークは一定に。

・自分を中心にヘッドを動かしてしまうと扇形になる。

モップ

・1方向拭きが望ましい。

・「レレレのおじさん」は汚れを広げるだけ。

・持ち方が悪いと、壁などの破損の原因に。

乾いた汚れを除去せずに水拭きをすると？

・水分を含んだホコリがなかなか取れてくれなかったり、水分
が乾燥したら固着してしまったり、 作業時間がかえって増え
てしまうこともある。

・モップそのものの汚れるスピードが早くなる（すぐ濯いだり
交換しなくてはならなくなる）

・拭けているつもりが、ただ汚れを塗り広げているだけという
オチになりやすい。



掃除機掛けのポイント

自分を中心にヘッドだけ前後させると、

吸えていない部分が出てきてしまう。

人 人 人

ヘッドは縦に真っ直ぐ前後させて、 

自分が平行移動をしていくイメージ。



モップ掛けのポイント

人

モップを単純にターンさせると切り返したところに汚れ
を残すばかりでなく、満遍なくモップが汚れてしまう
ので、後半に行けば行くほど汚れを塗り広げている状
態となってしまいます。

モップの前後の方向を決め、進行方向が常に前を向
くような動かし方が望ましいです。汚れを１か所に
集めやすく、モップの前は汚れますが、後ろは比較
的汚れるスピードが遅い為、汚れを塗り広げるよう
な状況も少なくなります。

モップの
持ち方

余らせるように持ってしまうと柄が視界の外になってしまい、
例えば後ろに下がった時などに壁にぶつかって破損したりする
恐れがあります。

柄の上端を持つ



カーペットフロアの清掃方法
ハードフロア同様、溜め込まないことが重要です。

繊維の構造上汚れが目立ちにくいので、ポイントを押さえて効率的な清掃をしましょう。

除塵 シミ取りなど

強い洗剤に注意

・強い洗剤を使用することで脱色や繊維の破損などを起こす
可能性もある。 洗剤を使用する場合は、中性～弱アルカリ
性（ｐH10程度）まで。

「こぼした！汚した！」には、なるべく早く対処

・時間の経過とともに落ちない汚れになる。

シミ取り作業は濡らし過ぎない

・濡らし過ぎるとかえってシミが広がることがある。

掃除機

・出入口などの重汚染区域は特に念入りに。

・深く入り込んだ土砂やホコリの除去は一般の掃除機では除去
が困難。



カーペットフロアの汚れやすい場所

洗面

検査室

カルテ室

診察室

通路

トイレ 1

更衣室

スタッフ室

シンク

トイレ 2

出入口、ゆっくり丁寧に
掃除機掛けを。

アルコールを設置している場合、
液だれによるシミや、脱色に注意。 水回り付近。

濡れた汚れを
持ち込んでくる
可能性あり。



しみ取りの手順

水もしくは洗剤液を、
しみよりも小さく塗布

ブラシなどでなじませる

毛細管現象でタオルの方に
汚れが移動する

キレイなタオルを敷き、
上からブラシなどで叩く

落ちきれていないところは
繰り返し行う



水周りについて



水周りの汚れの種類と適した洗剤

酸性汚れ アルカリ汚れ カビ汚れ
石鹸カス、皮脂など 水垢、尿汚れなど 黒カビなど

日常的な清掃に使う洗剤は、「中性」「弱アルカリ性」「多用途」「万能」などのキーワードで 選んで頂ければ、失敗は少ないかと思います。

ただし、そういった洗剤でなかなか落としきれない場合、汚れに合わせて洗剤を使用することも必要です。

※ 基本的には　①アルカリ性洗剤　②酸性洗剤　③塩素系漂白剤　の順で使用。

※ 酸性と塩素は混ぜるな危険。塩素ガスが出て中毒症状になります。

アルカリ性洗剤
重曹、マジックリン

酸性洗剤
クエン酸、サンポール

塩素系漂白剤
キッチンハイター、カビキラーなど

石鹸カス（酸性汚れ）

水垢（アルカリ性汚れ）

適した洗剤 適した洗剤 適した洗剤



洗浄例
使用洗剤・道具

・研磨面のない普通のスポンジ

・粉末重曹

・クエン酸スプレー

洗浄前 洗浄前 重曹で洗浄 洗浄前
多少の黄ばみと 
排水リングの汚
れが残った。

黄ばみは若干残っ
てしまったが、 排
水リングの汚れは 
落とせた。

クエン酸で洗浄



メラミンスポンジ、クレンザーについて
物質の引っ掻きに対しての硬さの参考値（モース硬度）

清掃したい表面の硬さ数値を、道具や洗剤が上回っていると傷の原因になります。

※ 清掃表面より道具が柔らかいからといって、傷が全く付かないということではありません
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カビの発生条件
水周りはカビにとって好条件な場所といえます。

カビが発生しにくい環境をつくるには、栄養分の除去や、こまめに清掃するなどの対応が必要です。

栄養分

食品はおろか、
ビニールやプラスチックも栄養分にできる 

酸素

空気のあるところは
すべてカビの生息エリア

湿度

高湿な場所ほどカビ発生リスクを高める
（80％）

温度

カビには好きな温度環境がある
（20℃～35℃）

時間

定着時間が長いほど成長し、
繁殖する



水周りでよく見かけるピンク色

清掃方法

酵母菌「ロドトルラ」
この画像をみて「あぁこれか」とピンとくる方も多いかと思います。 このピンク色の正体は、酵母菌の「ロド
トルラ」です。前述の発生条件を満たしている箇所によく見られ、擦れば簡単に落とせるのはいいですが 頻
繁に発生してくれる迷惑な汚れでもあります。 黒カビなどの糸状菌と比較して、根こそ張らないものの再発
が圧倒的に早く、ちょっと擦っただけでは 菌を残してしまうため、しっかり除去することが大切です。 

カビ発生の目安

※ロドトルラが発生しているということは、湿度と栄養源が豊富な環境＝他のカビもそろそろ発生するという目安
になります。 また、ロドトルラにはカロテノイドという色素を持っており、放置してしまうと建材に色移りを引き
起こしてしまいますので、いずれにしても早めの対処が必要です。

・塩素系漂白剤やアルコールなどを使い除菌する。

・水分を残さない。



清掃の順番 道具の使い分け

トイレ清掃

日常清掃で行う作業は、「便器内を洗う」「本体を拭く」という一辺倒な作業に陥りやすく、手の届
きにくい箇所の汚れがいつの間にか蓄積している、といったことになりかねません。 
意外と盲点ではありますが、「取扱説明書」を確認することで、日常清掃で出来る作業の幅が広がる
こともあります。 

使用する道具も、トイレはトイレ用として分けておきましょう。
分け方としては、例えばクロスなどは「赤→便器のみ」など
色で分けて、 スタッフの皆様で共有しておくと間違いが少な
くなります。

注意すべきことはやはり、 「アルカリ性の汚れは、溜め込んでしまうと除去が困難に
なる」ということです。 水分は放置すると結晶化し、尿汚れは臭いの原因になります。

1. 消耗品の補充

2.長柄のモップ等で上から下の流れで除塵

3. 接触表面の洗剤拭き　　　　　　　 　
（便器拭き以外のクロスを用意）

4.洗面台の洗浄拭き上げ、周囲の拭き上げ

5. 便器の洗浄拭き上げ、周囲の拭き上げ　
（便器拭き用のクロスを用意）

6. 床面の除塵、拭き上げ

※作業前後の手洗い、消毒を忘れずに！

次のページ：取扱説明書



※メーカーによって構造が違いますので、よくご確認下さい。



作業計画について



作業振り分け、確認の手段
作業に偏りが出ないように清掃箇所を幾つかのグループに分けて割り振ります。 

不平不満が出ないように、ローテーションさせていくと良いと思います。 作業後は、割り当ての箇所にそれぞれ押印やサインを入れていきます。

院内清掃当番表



メモ
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