
新型コロナウイルス感染症について

＝ 感染対策の基本 ＝

特定非営利活動法人アクティブシニア支援機構
 

 



はじめに

現在、全国的に新規感染者が増加し、

オミクロン株による感染が拡大しています。

いつ自分が感染するか、分からない状況になってきました。

もう一度感染対策の基本を確認し、

身を引き締めましょう！



新型コロナウイルス感染症（オミクロン株）

アルファ ベータ ガンマ デルタ オミクロン

最初に
みつかった

国
イギリス 南アフリカ ブラジル インド 南アフリカ

感染力 ↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑↑↑

重症度 ↑ ー ー ↑ ↓？

ワクチン
効果低下

× 〇 〇 〇 ◎

従来の変異株よりも重症化しにくい？決して重症化しないわけではありません

出典：https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20211225-00274029



新型コロナウイルス感染症（オミクロン株）

項目 内容

潜伏期間 2.9 日（曝露から10日目までに99.18％が発症すると推定）※１

初期症状 発熱、咽頭痛、咳 など（無症状の場合もある）

感染力
海外の事例では、集団において高い感染割合や高い家庭内二次感
染率が報告されている

感染性
発症日の2日前から9日目まで、特に3～6日で最も高くなる傾向
発症10日を超えて感染ウイルスを排出する可能性は低い。※2

感染経路 主に飛沫感染と接触感染が考えられている

検査方法 PCR検査・抗原定性検査

※1 国立感染症研究所「SARS-CoV-2の変異株B.1.1.529系統（オミクロン株）の潜伏期間の推定：暫定報告」より
※2 SARS-CoV-2 の変異株 B.1.1.529 系統（オミクロン株）について（第 6 報）より



感染経路

飛沫感染

接触感染

飛沫感染とは？

感染者の
咳やくしゃみから

ウイルスが広がること

飛沫（=しぶき）は
２ｍ程度飛ぶと言われています。
人との間隔は２ｍあけましょう

②ウイルスの付着した手で
粘膜を触る・食事をする

２メートル

※新型コロナウイルスの生存期間
（WHO）
●プラスチックの表面→最大72時間
●ボール紙→最大24時間

①ウイルスの付着した物体を触る
（ドア・つり革・PCなど）



◼ コロナウイルスを持つ人や物
→一定数いるので改善は困難

感染とは

感染源

感染経路感受性宿主

◼ 飛沫感染
→接触者を減らすことで改善可能
◼ 接触感染
→頻回な消毒を実施することで改善可能

◼ 感染させられる人
すべての人が該当
→接触者を減らすことで改善可能

ことが
大切です！



感染しないために

基本はこれ！

マスク・手洗い・アルコール消毒・換気

人との接触を最小限にする

（＝3密の回避）

それでは、具体的な感染症対策を詳しく見てみましょう♪



３密を避けましょう

密集 密閉 密接

３密は、感染リスクが高くなります！

２ｍ以上離れるのが
理想です換気をしましょう！

人との接触を
減らしましょう



換気をしましょう

換気には、以下の2種類の方法があります。

① 窓の開放による換気

② 機械換気（空調・機械換気整備）
※いずれの方法も、湿度が40％以上に保たれるよう留意しましょう。
※換気の目安：室内の二酸化炭素濃度が1000ppmを超えない程度。

① 窓の開放による換気

窓を開けて自然換気が有効です。
換気の回数は３０分に１回以上、数分程度窓を全開にしましょう。

ポイント
1. 部屋の湿度・温度を適切に保ちながら換気しましょう。
2. 空気の流れを作るため、2方向の窓を開放しましょう。
窓が１つしか無い場合、ドアも開けましょう。

風の道が
できるように



換気をしましょう

② 機械換気（空調・機械換気整備）

空気環境の基準および必要換気量（１人当たり毎時３０m³）
を
確保しましょう。
※必要換気量を満たしているか確認するためには、日本産業衛生学会が
無償で提供している換気シミュレーターを利用することができます。

エアコンの換気量は常に一定とし、従業員が無断で流量の調
整をしないように注意喚起をしましょう。

必要換気量が満たされていない場合には、
換気設備の清掃や整備等を適切に行いま
しょう。



手洗いの基本

流水でよく手を濡らした後
石鹸をつけ

手の平によくこすります

爪は切ってありますか？袖は捲っていますか？
アクセサリーや時計は外してありますか？

手の甲をのばすように
よくこすります

指先・爪の間を
指を手の平に立てて洗います

指の間をよく洗います
意外と洗い残しが多いので注意

親指と手の平を
ねじり洗いします

手首も忘れずに洗います
肘の近くまで洗いましょう

１ ２ ３

４ ５ ６

手洗い前に
チェックしましょう→



手洗いによる効果

手洗いの方法
残存ウイルス数
（残存率）

手洗いなし 約1,000,000個（100％）

流水で15秒手洗い 約10,000個（約1％）

ハンドソープで10秒、または、30秒
揉み洗い後、流水で15秒すすぎ

数百個（約0.01％）

ハンドソープで60秒揉み洗い後
流水で15秒すすぎ

数十個（約0.001％）

ハンドソープで10秒揉み洗い後
流水で15秒すすぎ×2回繰り返す

数個（約0.0001％）



手洗いの豆知識

洗い残しの多い場所は？

洗い残しの多いところ
やや洗い残しの多いところ

指先意識できていますか？
しわや傷部分も洗えていますか？
親指の付け根まで洗えていますか？

手を洗うタイミングは？

しっかり洗うタイミングを
意識できていますか？

 人混みに行った後

 食事の前後

 多くの人が触れる場所に触れた後

 公共施設に行った後（電車など）

 咳・くしゃみをした後

 マスクをつける前

 マスクを外した後



アルコール消毒の基本

１回量は３ml程度
（全体が湿る程度）

アルコールが乾くまで
全体にしっかり擦り込む

霧タイプの消毒剤は
大体１～２プッシュ

手を洗えないシーンで

アルコール消毒は

効果的です

（デパートや事務所など）

消毒のポイント



こまめに消毒をしましょう！

アルコール

塩素系漂白剤

0.05％に薄めて使用

いわゆる、「ハイター」や「ブリーチ」と
呼ばれるものです。

７０～８０％
のものを使用

※ 金属腐食性があるので
金属に使用した場合には
から拭きでなく
水拭きをしてください

消毒のポイント

◼ 出社時、昼食前、帰社時とこまめに
消毒をする。

◼ 消毒の際には、マスク・手袋を
使用する。

◼ 一方向に。（ウイルスをかき集め
るイメージで）

◼ 特に触る頻度が高い部分を。



マスクの役割

マスクの役割は「飛沫の吐き出し防止」「飛沫吸い込み防止」

飛沫の吐き出し防止

話す・咳・くしゃみなどの行為で
飛沫がとびます。

マスクをすることで、飛沫がとぶのを
多少防ぐことができます。

飛沫の吸い込み防止

マスクにより環境中のウイルスを含んだ飛沫を
吸い込むのを、ある程度防ぐことができます。
また、ウイルスの付着した手で直接顔に
触れることを防ぎ、接触感染を減らします。



マスクやフェイスシールドの効果

不織布のマスクが、飛沫拡大・防止ともに効果が最も高いことが分かります。
また、フェイスシールドやマウスシールド単体では殆ど効果はありません。



マスクの正しい使用方法

あなたのマスクの着用方法はあっていますか？

外すときには、耳の後ろだけ持っ
て外します。

ワイヤーが入っている方が
鼻側です。鼻に沿わせます。

鼻から顎まで
全てがしっかり隠れる
大きさのマスクを
選択します。

しっかりプリーツを開きます。
ひだが下を向くようにつけます。

つけるときには
マスクの内側に
触れない。

可能であれば半日に１回
マスクを交換します。

つけたらマスクに
触れない。

つける前に手洗いをします。

外したら
手洗いをします。



咳エチケット

咳・くしゃみをする際のエチケットを守りましょう

良い例

 マスクを着用する

 ティッシュやハンカチで覆う

 服の袖などで覆う

 肘の内側で覆う

悪い例

 何もしない

…飛沫が飛び散り、感染拡大します

 素手で覆う

…飛沫を触った手でどこかを触り、

さらにそこから感染が拡大します



公共交通機関の利用について

車内はしっかり換気はされていますか？
窓を開けて、換気を積極的に行いましょう！

釣り革や手すりを触った手は？
つり革や手すりに付着したウイルスは数日間生息します。
会社に着いたらまず手を洗いましょう！

人との距離は？
２ｍ以上開けていますか？
なるべく空いている時間・空いている車両を選びましょう！

換気

会話

距離

清潔

車内での会話は？
飛沫感染防止のため、車内での会話は控えましょう。



飲食店を選ぶときのポイント

食事の注意

 席と席の間隔は空いているか？

 アクリル板などの設置はしてあるか？

 外から見た時に、密になっていないか？（＝混んでいないか？）

 換気はしてありそうか？

当たり前ですが…体調が悪い場合は参加してはいけません！

1. まずは、右のような国や都道府県が発行しているステッカーが
貼ってあるかチェックします。

2. 次に、しっかり自分の目でも確認しましょう！

仕方なく複数人で食事をする場合、まずはオンラインを検討してください。
次にテイクアウトを検討してください。



共有料理を
食べる際の
注意点

食事の注意

✓ 少人数・短時間で
✓ なるべく普段一緒にいる人と
✓ 箸・コップ・おしぼり・皿などを使い回さない
✓ 斜めに座る・できるだけ離れて座る
✓ 食べるときのみマスクを外す
✓ 食事は最初に取り分ける

料理が提供された段階で、
一人の人がマスクをした状態で取り分けましょう

食事時の
注意点

皆で箸・おたまなどを使用し取り分ける
➡接触感染のリスク

うっかり自分の箸で取ってしまう
➡ウイルスを料理の中で共有してしまう



注意点（復習）

感染を意識した生活をしましょう

仕事は在宅勤務を中心に

複数人での食事は避ける飲み会はオンラインで

外食ではなくテイクアウトや宅配サービスを利用する

飲食店を利用する際には感染対策が取れているか自分で確認する

買い物は空いている時間に1人で

定期的な受診は、遠隔診療を利用する

会話をするときにはマスクを着用（飛沫感染の防止）

なるべく通販での買い物を

屋外でも人との距離（2m）を保つ
オンライン飲み会も
帰る手間が無いですし
意外と良いですよ



万が一感染が疑われたら

①まずは、身近な家族・同居者にうつさないように行動することを心がけ

てください。

（具体的な方法は次のスライドをご参考にしてください）

②かかりつけの医療機関・発熱相談センターに電話で相談をしましょう。

（直接来院される前にその医療機関に 電話 で相談してください。 ）

電話で相談を受けた内容を元に医療機関が

診療・検査をできるか判断を行います。



家庭での対策

1. 感染者と他の同居者の部屋を可能な限り分ける

2. 感染者の世話をする人は、できるだけ限られた方（一人が望ましい）に

する

3. できるだけ全員がマスクを使用する

4. 小まめにうがい・手洗いをする

5. 日中はできるだけ換気をする。

6. 取っ手、ノブなどの共用する部分を消毒する

7. 汚れたリネン、衣服を洗濯する

8. ゴミは密閉して捨てる

9. 食事は時間をずらして食べる

10.使用するタオルを分ける

感染が疑われる人がいる場合の家庭内の感染症対策

「ただの風邪だ（コロナじゃない）から
大丈夫」と思わずに、少しでも風邪の症状

があれば対策を取りましょう。



ひとりひとりが感染症に対する危機感を持ち、

感染対策に取り組むことが大切です。


