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How the COVID-19 virus is transmitted

https://youtu.be/oqFn6AHoJZQ



【CDC】SARS-CoV-2感染伝播の科学的概要
(2021/5/７変更)

●人は、静かな呼吸、会話、歌、運動、咳、くしゃみなどの際に、さまざ
まな大きさの飛沫として呼吸器系の液体を放出

最も大きないわゆる飛沫(≧5μm)は、数秒から数分以内
に空気中から2m以内の地面に急速に落下。
最も小さい超微細な液滴や、これらの微細な液滴が急速
に乾燥してできるエアロゾル粒子(＜5μm)は、空気中に数
分から数時間(最大3時間)にわたって浮遊することができる
ほど小さい。



SARS-CoV-2感染伝播の科学的概要
(CDC；2021/5/7更新)

●主な3つの感染経路は、感染性ウイルスを含む呼吸器系の液体に触れること

① 直接の飛沫や噴霧(咳など)による口、鼻、目の露出した粘膜への呼吸器飛
沫やエアロゾル粒子の付着：飛沫感染

② 非常に微細な呼吸器飛沫やエアロゾル粒子の吸入(リスクは感染源から
3～6ft ≒ 1～2mで最も高くなる：エアロゾル感染

③ ウイルスを含む呼吸器液で直接、またはウイルスが付着した表面に触れて間
接的に汚れた手で粘膜に触れること：接触感染

●感染源から6ft ≒ 2m以上離れた場所で空気中のウイルスを吸入して感染
するリスクを高める条件

① 密閉空間で、換気や空調管理が不十分なため、吐き出された呼気、特に非
常に細かい飛沫やエアロゾル粒子の濃度が空気空間に蓄積されること。

② 感染者が身体を動かしたり、声を上げたりした場合（運動、叫ぶ、歌う等）
呼気中の感染粒子が増加する。

③ これらの状態に長時間（通常15分以上）さらされること。



飛沫感染

サージカルマスク

咳・くしゃみによる病原体の感染様式

短時間・近距離

マイクロ飛沫・
エアロゾル
～3時間

インフルエンザ

COVID-19？？？

通常は2m以内の距離への飛散のみ

➡➡➡
2m以上の距離への
飛散の条件の３つ

①換気が不十分な閉鎖
空間

②「飛沫」や「エアロゾル
粒子」の発生量が多い
行為、すなわち運動、
叫ぶ、歌唱など

③これらの状況に15分
以上さらされた場合

飛沫感染 エアロゾル感染



【CDC】SARS-CoV-2感染伝播の科学的概要
(2021/5/７変更)

●感染リスクは、曝露されるウイルス量に応じて変化する
：感染源からの距離が長くなるほど、また呼気後の時間が長くなるほど低下

1. 空気中のウイルス濃度の低下
ウイルスを含んだより大きく重い飛沫が重力によって地面などに落下し、空気中に残った
非常に微細な飛沫やエアロゾル粒子は、遭遇する空気の量や流れの増加に伴って徐々
に混ざり合い、希釈されていきます。この混合は必ずしも均一ではなく、熱層や呼気の
初期噴射に影響されることがある。

2. ウイルス活性および感染性の低下
温度、湿度、紫外線（例：太陽光）などの環境要因の影響を受けて、時間の経過
とともにウイルス活性や感染性が徐々に失われる。



標準予防策
（スタンダードプリコーション）

空気感染予防策 飛沫感染予防策 接触感染予防策

オプション （感染経路別予防策）

風疹、流行性耳下腺炎

インフルエンザ、

マイコプラズマ肺炎

百日咳など

＋COVID-19

結核、水痘、麻疹 多量の浸出液を伴う創傷、

便失禁を伴うO-157・赤痢・

A型肝炎、流行性角結膜炎、

クロストリディウム、疥癬など

MRSAやVREなどの耐性菌、

インフルエンザ＋COVID-19

すべての患者に実施

プラス プラス プラス



標準予防策
（Standard Precaution：ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾌﾟﾘｺｰｼｮﾝ）

「全ての患者の汗を除く、血液、体液、
などの湿性生体物質は、感染性があるこ
と」を前提とする感染予防策である。

「感染症（＋）だから～行う」という対策ではない!!!

いかなる医療環境でも、医療者が常に実施すべき
感染予防策の基本



スタンダードプリコーションの実際

適切な手洗い

（手指衛生）

必須!!!

個人防護具(PPE)の使用

➡体液・血液で体が汚染する可能性がある際着用

①マスク ②手袋 ③アイ・プロテクション

④ガウン

適量；１プッシュ
(上から下まで1押し）



保育所・新スタンダードプリコーション

 適切な手洗い（手指衛生）

 ユニバーサルマスク(終日)

 アイプロテクション(終日)
 ＋キャップ(あるいは髪をしっかりまとめる)

➡直す直前にも手指衛生

 防護具の使用(適宜)

➡体液・血液で体が汚染する可能性がある際着用

①手袋

②ガウン



PPE着脱手順

【着る手順】

手指消毒

↓

ガウン

↓

マスク

↓

ゴーグル・フェイスシールド(ヘアキャップ)

↓

ヘアキャップ(ゴーグル・フェイスシールド)

↓

手袋

【脱ぐ手順】

手袋

↓

手指消毒

↓

ガウン

↓

手指消毒

↓

ヘアキャップ(ゴーグル・フェイスシールド)

↓

手指消毒

↓

ゴーグル・フェイスシールド(ヘアキャップ)

↓

手指消毒

↓

マスク

↓

手指消毒



血液、体液、分泌物、排泄物、飛沫・エアロゾルが

眼に飛散する可能性のある処置やケア時

•吸引時
•手術時
•内視鏡検査時
•血管造影検査時 など

＋利用者・患者がマスクを
着用しない高齢者介護・ケア
＋園児がマスクを着用しない
保育所の職員

ゴーグル、フェイスシールド
着用のタイミング➡必ずマスクと併用!!!



飛沫感染予防
＝マスク

本来は症状のある人が他人にうつさない
ようにするため着用するべきものです。



⇩
全員が感染している(無症候性病原体
保有者)である可能性があると考え、
「咳エチケット」の一環として着用

不織布マスクが望ましいが、他人への感染予防
の観点からは布でもウレタンでも効果はある。

今、全員マスク着用
理由は？



透明マスク



こんな感染も(病院・高齢者施設）

「耳元感染」：マスク未着用の難聴の高齢者の摂食・入浴介助時
に耳元で大声をあげながら会話することによる双方間の感染

「歯磨き感染」：歯磨きは飛沫やエアロゾルが比較的大量に発生し
続ける行為です。オラルマネジメント時も同様のリスクあり。「うがい
」は感染予防効果のエビデンスに乏しく、集団で実施すればかえって
感染リスクを高めることにつながる。

「大量搬送・転送・転室時感染」：一人ひとりのCOVID-19患者
の搬送時には慎重に感染予防できるが、一度に大量の患者を動か
す際に、つい感染予防策の隙ができてしまう。

「エアロゾル感染」：高流量酸素療法（HFT）を多床室で行うこ
とは危険。個室で、しかも換気を有効にしていなければならない。酸
素療法全般にRSTの関与や、届出制・許可制の導入も考慮を。



接触感染予防
＝手洗い

手に付着した眼に見えない
ウイルスを水に流して下さい。



手洗いの重要性

手洗いは命を救う!
①石けんと流水➡ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ
②擦式ｱﾙｺｰﾙ手指消毒薬



現場からのFAQ

PCR検査について

検査の感度を教えてください。

検査結果で陰性証明は可能ですか？

陽性者で入院療養を終えて施設に戻る際に
PCR検査で陰性を確認していただかないと不
安です。



日本感染症学会 COVID-19検査法および結果の考え方より
(2020/10/12)



RT-PCR検査が陰性でもSARS-CoV-2に感染している確率
(曝露後の日数で表したもの)

Ann Int Med, May 13, 2020. https://doi.org/10.7326/M20-1495
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陽性者スクリーニングより感染対策の強化が重要

• 初診・再診・入院患者の体温測定と症状チェック

• 胸部CTによるスクリーニング

• 手術・内視鏡検査・妊婦・全入院時検査等

PCR検査：検出限界、後日陽性化の問題

決して陰性証明に使わない！とくに有症状者で根拠なき安心：罠

➡スクリーニングより(強化)標準予防策遵守が重要！

：実現可能で確実、安価





PCR陽性は平均30日程度までは継続
退院基準にPCR検査を必ず行う必要はない！

人工呼吸器管理患者は10日➡15日、感染対策は20日まで継続



現場からのFAQ

換気、加湿、温度管理について

居室や共有スペースの換気方法を教えてくだ
さい。

送迎車両の換気方法を教えてください。

加湿は重要ですか？

室温設定はどう考えればよいですか？



COVID-19と換気

エアコン以外の「通常換気扇」を常時稼働し、出入り口を少しだ
け開けておけば、必要にして十分。空気取り入れの穴がある扉
なら、ドアを閉めていても問題なし。

換気扇がない部屋であれば、可能であれば出入口を開放のま
まで、1時間に2回、各5分程度窓を開けるようにするとよい。
(CO2濃度測定値も換気実施の目安に)

いずれの場合も室温を保持するように工夫すること。

扇風機やサーキュレータを部屋の外に向かって常時稼働させるこ
とも有効。

いずれにせよ、建物の換気仕様を再確認すべき。可能であれば
換気扇追加設置すべき。



COVID-19と気温・湿度

SARS-CoV2が低温・低湿度で増殖しやすくなる ✖

SARS-CoV2は低温・低湿度で感染伝搬しやすい 〇

➡低温では人々は室内で密になりやすい

➡低温・低湿度では人の鼻腔・咽頭粘膜の感染防御機能が低下する可能

性がある

➡低温・低湿度環境でのウイルス生存期間は長くなる

➡低湿度で感染性エアロゾルの空中停滞時間が長くなる

以上より適切な室温・湿度(50～60％以上)管理は重要

★加湿器の適切な保守管理も重要

★マスクは飛沫感染予防のみならず、粘膜の保湿にも有効



利用者・職員に感染があった場合の対策

利用者・職員全員にPCR検査します。

濃厚接触者と認定された場合は、PCR陰性でも
14日間自宅待機

濃厚接触者ではなくPCR陰性であれば、通常の
標準的PPE着用して業務継続可能。

自宅に戻っても基本マスク着用で、自室で基本は
過ごす。調理はマスクと手洗いで可能だが喫食は
単独で。入浴や洗面も単独で。



職場で検査対象者が出た場合

1. 職員本人ではなく、その家族や接触していた友人などが、すでに陽性判明して
いる他の患者の濃厚接触者としてPCR（抗原）検査対象者となった場合
➡そのPCR（あるいは抗原）検査結果が判明するまで自宅待機とする。
PCR（抗原）検査陰性であれば、出勤再開可能。

2. 家族や接触した友人などのPCR（抗原）検査陽性の場合
➡職員自身がPCR（抗原）検査対象となるので、向こう2週間は自宅待機
とする。陰性であっても2週間は自宅待機とする。

3. 検査対象職員が陽性であれば、入院となる。
➡保健所の指示に従って調査に協力し、センター内の濃厚接触者は検査対象
となり、結果のいかんにかかわらず2週間は自宅待機となる。この場合検査対
象にならなかった職員は、通常通りの勤務継続可能である。

濃厚接触者の基本定義＝｢1メートル以内、15分以上の接触｣



現場からのFAQ

環境整備等について

普段の環境整備方法について

(場所、頻度、消毒薬の選択)

陽性入所者が入院施設に転院した後の部屋
の環境整備について

陽性かもしれない園児・職員の食器の取り扱
い



環境整備方法

共用部分やリハビリ機器の消毒

➡大事なポイントではあり、1日の回数とタイミングを決め、

丁寧に行う

➡重要なことはむしろ環境整備より手指衛生

➡消毒薬は原則としてアルコール

➡環境にアルコール等消毒薬スプレーを噴射し、後から布等

で清拭する方法は好ましくない

➡布のほうにアルコールを噴射して十分含浸させてから清拭

➡陽性であった入居者が退室したあとの部屋の環境整備は、

72時間部屋立ち入り禁止にしてから実施すればリスクは

極めて低くなる



リネン・食器の取り扱い

リネン

・部屋を十分換気し、マスクに加え、フェースシールド、手袋、

ガウン着用で交換する。

・ビニール袋に包んで運び出す。

・家庭用洗濯機で通常の工程での洗濯で必要にして十分。

ウイルスは界面活性剤である洗剤で消毒可能。

食器

・手袋を着用したうえで通常通り下膳、食器洗浄工程に回せば

問題ない。

・陽性者が出た場合はディスポが安心・安全



現場からのFAQ

職員の感染対策のポイント

体調管理

日常生活

施設内でリスクのある場所と行為



職員の体調管理

•発熱やその他の症状があるのに、無理をして勤務
し感染拡大事例多数あり

•自己診断で「大丈夫」と錯覚

•簡単にクラスターの原因に

•休めない雰囲気の職場・上司の眼

：「どうして？」「困るわね。」の言葉。

➡ぜひ「お大事に」を！

➡有事の際のシフト～BCP作成を！



人⇔人感染のリスクがある場所

• 食堂

• 休憩室

• 更衣室

• 洗面所(歯磨き)

• 喫煙所(隠れ喫煙スペース?)

➡いずれもマスクを外してお互い会話しても

さほど恐怖を感じない場合が多くありませんか？



施設内クラスター・感染拡大の要因

＝感染対策の不備！➡「隙あり！」
マスクをきちんとかけていない。＋身だしなみが残念な状況に。

フェイスシールド着用の意義が分かっていない。

N95マスクの場面および使用法(アウターにN95？)を理解していな
い。

ガウン、手袋着脱のタイミングを理解していない。

ガウン、手袋を着用していれば自分が安全と考え、表面の汚染に気づ
けない。

手指衛生が適切なタイミングで実施できていない。

環境消毒・整備を最も重要と勘違いしている。

グリーン・レッドのゾーニングが理解できていない。

換気ができていない



COVID-19：今後の課題

1. 正しく恐れ、適切に予防する行動をとれば(②～⑤の4つ)、ほとんどの日常生活は取り戻せ
る-変異株でも対策は今まで以上でも以下でもない！

2. 毎日の検温と体調チェックを行い、体調不良であれば自宅安静を守り、学校や職場での体
調不良者への思いやりと理解を示す雰囲気をつくる(➡無理をした人からのクラスター発生
が目立つ)

3. 外出するときは必ずマスクを着用し、マスクを外す場合は周囲の人を確認して外してよいタ
イミングか否か常に意識する

4. 手洗いは命を救う～手指衛生遵守の徹底

5. ソーシャル（フィジカル）ディスタンスを保ち、とくに食事の際の距離と食後のマスク着用を
守る

6. 部屋の換気や空調管理は極めて大切

7. Go Toや出張など、どこへ行ったか、あるいはどこから来たかは問題ではなく、移動した者自
身が自分の居場所で上記の感染対策を意識した「行動」をとれるか否かが終息のカギを握
っている。mRNAワクチンなどワクチン接種の迅速な実施・促進も終息のカギのひとつ

8. 医学的には、精度の高い診断法確立、特効薬の開発が大きな課題である



SARS-CoV2変異株の種類とその特徴

従来株 α β γ δ
由来国 英国 南アフリカ ブラジル インド

感染性
(対従来株)

1
1.32

(1.3－1.7)
≒1.5 1.4～2.2？

1.95(＞２?)
(α×1.6)

病原性
(対従来株)

1 1.40 不明 不明
入院率α×2.3
重症度α×1.8

ワクチン効果
ファイザー

(2回接種後)

発症95％
(1回後49.2％）

感染86％
発症89.5％

発症75％
重症化97.4％

ー 発症79％
(1回後33.2％）

ワクチン効果
モデルナ

(2回接種後)

発症94％
感染(1回後63.3％）

ー ー ー ー

ワクチン効果
アストラゼネカ

(2回接種後)

発症90％
(1回後51.4％）

感染69.7％

発症70.4％
感染28.9%

感染28.9％ ー 発症60％
(1回後32.9％）



SARS-CoV-2 (VOI：注目すべき変異株)

η ι κ λ μ
イータ イオタ カッパ ラムダ ミュー

由来国 複数 米国 インド ペルー コロンビア

発見 20/12 20/11 20/10 20/12 21/01

日本検出例
～21/08

17 1 27 3 2

感染性 分析中 分析中 分析中 分析中 分析中

病原性 分析中 分析中 分析中 分析中 分析中

ワクチン効果 分析中 分析中 分析中 分析中 分析中



SARS-CoV-2 ワクチン

開発➡驚くべきスピードで進んだ

mRNAワクチンなど





新型コロナウイルスワクチン接種禁忌(mRNA)

【受けることができない人】

明らかに発熱している人（※１）

重い急性疾患にかかっている人

本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※２）の既往歴のある人

上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※１）明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断

される場合はこの限りではありません。

（※２）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる

複数の症状。

★1回目の接種でアナフィラキシーショックを起こした人は2回目は接種できません。

★そばなどの食物アレルギー、他の薬剤アレルギー、アトピーや喘息の人等は接種可能ですが、慎重に30分経過観察します。

★ワクチンのアレルギー成分であるポリエチレングリコール（PEG）は、大腸検査の緩下剤、化粧品、軟膏などに含まれています。

★明らかにPEGのアレルギーがはっきりしている人は接種できません。

★妊娠4か月(12週)以降の妊婦は接種可能です。授乳中の方も接種可能です。



https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/ 000772694.pdf (mhlw.go.jp)

令和2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 （新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業）

新型コロナワクチンの投与開始初期 の重点的調査（コホート調査）
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N Engl J Med, 2021. 

doi: 10.1056/NEJMoa2107456

ファイザーのmRNAワクチン
については、12～15歳にお
ける安全性が海外の臨床試
験で評価され、副反応の種
類・頻度は16～25歳と比較
してほぼ同等であり、重篤な
健康被害はみられなかったこ
とが報告されている。

なお、この研究での12～15
歳のワクチン有効率（発症
予防）は100％であった。

より若年での副反応



 海外の数か国からファイザーのワクチン接種後に心筋炎の症例が報告され
ています。

 年齢は14～56歳の範囲で、10代から20代の男性に多くみられています。
接種後1日から数日後に胸痛や胸部違和感などの症状で発症し、心電図
異常やトロポニンの上昇が確認されていますが、軽症例がほとんどです。

 9つの民間の病院群から接種数当たりの有害事象発生率を監視するVSD
（Vaccine Safety Datalink ）のシステムでも、100万接種当たりの
心筋炎の報告は1回目接種後で2.8人、2回目接種後で16.1人の頻度
であり52)、おおよそ数万接種に1人と考えられます。

 決して高い頻度ではありませんが、2回目接種後の心筋炎発生率は16～
24歳の心筋炎の通常の頻度を上回っています。

 少なくとも81%の患者は完全に回復しています。
 これらをふまえた上で、米国CDCは引き続きすべての12歳以上にCOVID-

19ワクチン接種を推奨していますが、今後協議が続けられる予定です。

2021年6月16日 日本感染症学会ワクチン委員会 COVID-19ワクチンに関する提言（第3版）より

若年者のmRNAワクチン接種後の心筋炎



2020年12月28日 日本感染症学会ワクチン委員会 COVID-19ワクチンに関する提言（第1版）より



2020年12月28日 日本感染症学会ワクチン委員会 COVID-19ワクチンに関する提言（第1版）より





SARS-CoV2変異株の種類とその特徴

従来株 α β γ δ
由来国 英国 南アフリカ ブラジル インド

感染性
(対従来株)

1
1.32

(1.3－1.7)
≒1.5 1.4～2.2？

1.95(＞２?)
(α×1.6)

病原性
(対従来株)

1 1.40 不明 不明
入院率α×2.3
重症度α×1.8

ワクチン効果
ファイザー

(2回接種後)

発症95％
(1回後49.2％）

感染86％
発症89.5％

発症75％
重症化97.4％

ー 発症79％
(1回後33.2％）

ワクチン効果
モデルナ

(2回接種後)

発症94％
感染(1回後63.3％）

ー ー ー ー

ワクチン効果
アストラゼネカ

(2回接種後)

発症90％
(1回後51.4％）

感染69.7％

発症70.4％
感染28.9%

感染28.9％ ー 発症60％
(1回後32.9％）



インフルエンザワクチンの効果
＜錯覚しないように!!!＞
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インフルエンザワクチンの効果
＜錯覚しないように!!!＞
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SARS-CoV-2ワクチンでは？
未接種なら1％の方が感染し、接種すればデルタ株に80％の発症予防効果があると仮定

1. 岐阜県の人口の50％が接種した場合：12,000人発症

・未接種者 100万人×0.01＝10,000発症

・接種者 100万人×0.01×0.2＝2,000人発症

➡発症者の83％は未接種者！

（接種者の8,000人は発症せずに済んでいる)

2. 岐阜県の人口の90％が接種した場合：5,600人発症

・未接種者 20万人×0.01＝2,000人発症

・接種者 180万人×0.01×0.2＝3,600人発症

➡発症者の64％は接種者！！！

（接種者の14,400名は発症せずに済んでいる)



新型コロナワクチンの有効性を検討した症例対照研究の暫定報告
(第一報 2021/8/31 国立感染症研究所)

陽性者(n) 陰性者(n) 調整オッズ比 ワクチン有効率

未接種 350 564 1

1回接種13日目まで 35 50 0.83 17

1回接種14日以降
2回接種13日目まで

13 48 0.24 76

2回接種14日以降
(fully vaccinated)

1 29 0.05 95



Breakthrough感染率の頻度
(厚労省ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ資料 2021)
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デルタ株流行下におけるワクチン接種完了者の感染・入院・死亡率
米国CDC MMWR 70(34)：1170-1176 August 2021

2021/7/25時点
ワクチン未接種者／完了者(年齢調整)

感染率： 4.9倍
入院率：29.2倍



210806 岐阜県健康福祉部調べ



岐阜県内のワクチン効果
(2021/9/4 岐阜県健康福祉部まとめ)

• 早期にワクチン接種が進んだ高齢者の感染者数、重症者数が大
きく減少していることから、ワクチン接種の効果が出ているものと考
えられる。

• ２回のワクチン接種を終了した方からも一定数のブレイクスルー感
染が発生しているが、重症化や死亡する事例は極めてまれ。

• ８月以降の重症者は50歳代以下が約9割を占めており、ほぼす
べてがワクチン接種歴のない方。

• 8月以降に発生した福祉施設のクラスターでは、未接種の職員か
ら感染が拡大した事例があるものの、大半の事例で職員・利用者
ともに2回接種済であった。職員等から施設にウイルスが持ち込ま
れると、利用者の大半がワクチン済みであってもクラスターが発生
している。



武田/モデルナワクチンでも6か月後で90％以上と発表



厚労省アドバイザリーボード2021/9/16資料より



厚労省アドバイザリーボード2021/9/16資料より



厚労省アドバイザリーボード2021/9/16資料より



Comirnaty 3回目接種のブースター効果
(イスラエル 60歳以上)

NEJM 2021 Sep 15; doi: 10.1056
/NEJMoa2114255.

ブースター群のCOVID-19感染
率は、非ブースター群に比べ11.3
倍低かった（補正後率比：11.3
、95％信頼区間[CI]：10.4～
12.3）。

重症率についても、ブースター群
は非ブースター群に比べ、19.5倍
低かった（補正後率比：19.5、
95％CI：12.9～29.5）。

2次解析では、ブースター接種
後12日以上経過群が、4～6日
経過群に比べ、感染率は5.4倍低
かった（率比：5.4、95％CI：
4.8～6.1）。



 

ワクチンを接種された皆さまへ 

〈ご注意ください〉 

ワクチン接種後でも新型コロナウイルスに  

感染する場合はあります。 

またワクチンを接種してから免疫がつくまでに

１２日程度かかり、免疫がついても発症予防効

果は９５％程度と高いものの、決して１００％では

ありません。 

ワクチンを接種した後も決して油断せず、 

「マスク着用」「手洗い・消毒」 

「三密はもちろん一密でも徹底回避」 

「体調不良のときは行動ストップ」 

といった、基本的な感染対策の徹底の継続を

お願いします。 

 



第５波における県内の感染状況
（8月1日～9月7日）

 園児の親世代である２０代、３０代が全体の４割超を占めて多い

1歳未満

0.6% 10歳未満

7.3%

10代

14.9%

20代

27.7%
30代

14.9%

40代

16.0%

50代

10.7%60代

3.3%

70代

2.4%

80代

1.5%

90代

0.7%

100歳以上

0.0%

県内の年代別

感染者数

（比率）

岐阜県環境生活部私学振興・青少年課作成



私立幼稚園関係者の感染状況
（2020年4月～2021年9月7日）

 第５波において感染者が急増
⇒ 既に第１波～第４波の感染者数(４３人)を上回る（９月７日現在 ４８人）
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岐阜県環境生活部私学振興・青少年課作成



園児の感染状況
（8月1日～9月7日）

 家族内感染が約７割を占めて最も多い

家庭内感染

24人（68.6%）
園内感染

0人（0.0%）

その他（経路不明・孤発例）

11人(31.4%）

感染経路
（園児）

岐阜県環境生活部私学振興・青少年課作成



幼稚園等におけるCOVID-19感染事例
[マスク着用の不徹底、昼食時の感染防止対策の不徹底]
○職員室でマスクなしで朝礼等を行い、職員に感染。感染した職員の近くで園児が食事をしたことから更に感染が拡大。

⇒幼稚園関係者 計8人が感染 県外幼稚園

[マスク着用の不徹底、昼食時の感染防止対策の不徹底]
○給食時に職員が自らも食事をとるため、マスクを外した状態で園児の食事の補助を実施。
⇒職員8人、園児5人 計13人が感染 県内保育所

[感染リスクの高い活動への参加]
○施設を利用している複数の家族が同じイベントに参加。陽性が判明した園児は、いずれもイベントに参加した家族の子ども。
⇒園児5人が感染 県内保育所

[体調不良時の自宅待機の不徹底]
○園児の家族が自身の体調不良を施設に告げず子どもを登園させ、同日中に当該家族の陽性が判明。当該園児も翌日発熱し、陽
性であることが判明。

⇒職員2人、園児16人 計18人が感染 県内保育所

[感染リスクの高い活動の実施・三密回避の不徹底]
○発症前に生活発表会があり、家族等を含め普段より大勢の人が集まったことが感染拡大につながった。

⇒保育所関係者 計10人が感染 県外保育所

[マスク着用の不徹底、体調不良時の自宅待機の不徹底、換気が不十分]
○職員たちがマスクを着用していなかった。体調不良にもかかわらず出勤していた職員がいた。雨の日には窓を開けて換気をしていな
かった。

⇒職員14人、園児65人 計79人が感染（9月8日時点） 県外保育所 岐阜県環境生活部私学振興・青少年課作成



１ 登園方式の工夫

○隔日登園中に、別の登園日の幼児との仲間意識や遊びの共有のため、掲示版に今日の遊びや楽しかったことなどを書く

２(１) 「ぎふコロナガード（責任者）」による実施状況の確認

○給食時に園児の会話を控えてもらう工夫として音楽や昔話を流す、テラスに机を並べて自然の音に耳を澄ませる

○遊具の使用前後に使用するための消毒液を設置する

○遊戯室等の入口の靴置き場の数の減により入室人数を削減する

○消毒ボトルは園児が消毒しやすい高さに合わせ、目につくイラストや文字をつける

２(２) 家族ぐるみでの感染防止対策の徹底

○園での取組を保護者にも共有する（消毒、換気、手洗い、机の設定、給食当番、清掃活動、外したマスクの保管方法、給食の食べ方など）

２(３) 感染リスクの高い活動の回避

○廊下や遊戯室、テラスなど遊び場を分散する（遊びの拠点の分散）

○遊んでいるときに手洗いの合図の音楽をかける

○共有頻度を減らすために遊具数を増加する

○遊びのコーナーを増設する

○消毒しやすい遊具などを活用する

○園児同士の接触等の少ない遊びを積極的に活用する（かくれんぼ、けんけんぱ等）

○飛行機のポーズで身体的距離を意識させる

○園児が楽しんで順番待ちができるように並ぶ位置に動物の足型などを貼る

○幼児がよく触れる箇所にウイルスのイラストを貼り、手洗いを促すきっかけとする

○歌はテラスで外を向いて一列に並んで歌う

○小学一年生を園に招待することは中止し、年長児から質問をはがきに書いて送る

２(４) 登降園時の対策

幼稚園における
感染防止対策等

の取組例

岐阜県環境生活部私学振興・青少年課作成



保育所における感染対策上のポイント

1. とにかくウイルスを園内に持ち込まない！

①職員：同居家族以外との外食は当面控える、ワクチン接種

体調不良で無理をしない

②園児：家族に同様の協力を

2. できる限りの感染予防策を徹底！：ゼロリスクは難しいが

①職員・園児の体調チェック（体温・症状とも過去も含め)

②手指衛生の励行(環境整備より重要)

③職員はマスク、アイガードを常時着用

④園児は必要な場面で適切にマスク着用

3. 「ぎふコロナガード」を任命し、責任をもって対策管理

①チェックリストを利用(体調管理・感染対策遵守状況➡記録)



送迎車両内の注意
• マスク着用の徹底が原則

• 定員の制限

• 外気取入れ換気を強風で

• 全ての窓を少し空かす(雨の吹き込まない程
度)

• 乗降時に手指消毒

• 必ず対策徹底の職員が見守る

• 乗降確認も適切に



保育中

• 可能な限りマスク常時着用

• 教室へ入退室時には必ず手指衛生

➡手指衛生遵守率向上の工夫を！

(使用量チェックとコンペ、促進ビラ）

• 合唱は避ける

➡行うならマスク着用で声量を絞る

• 換気の徹底、湿度の保持など空調管理も適切に



昼食・おやつ

• 食べる直前、食器片づけ後に必ず手指衛生を
行う。

• 会話をせず、同じ方向を向いて黙々と食べる。

• 会話は食事を食べ終わってから、マスクを着用
して行う。

• 食器片づけ時も配膳時と同じように行う。

• 換気も適切に

• 見守りを徹底



音楽（合唱、合奏）

• 合唱はマスク着用して同じ方向を向き、前後左右
に2mの距離を確保して行う。

• 教室はエアコンとは独立した換気扇を常時稼働さ
せ、出入り口は開放する。室温にも配慮。換気扇
がなければ窓も開放する。

• 合奏、とくに吹奏楽は演者間にアクリル板を設置
して、前後左右に2m以上の距離を確保して行
う。

• 吹奏楽器以外はマスクを着用して演奏する。
• 空調管理、とくに人に当たる風流に注意(室外へ
の換気を意識して)



水泳

• 更衣時はマスクを着用したまま、更衣室が密にならない
ように少人数に分かれて行い、会話は慎む。

• 更衣室の換気について、換気扇を稼働させるなど配慮す
るが、出入り口を開放する場合など、目隠しスクリーンな
どを利用して周囲に配慮する。

• プールに入る前と入った後に、しっかりとシャワーを浴び
る。

• プール内、シャワールームで密にならないように配慮する。

• 休憩時間にはマスクを着用する。

• マスクを着用していない時には会話は慎む。



その他

• 校内に共用タオルの使用は？➡直ちに撤去。ペーパータ
オルに変更を。

• 雑巾を使用するより、乾式、湿式の使い捨てモップなどを
使用する。

• 感染対策実施中であることが教職員、園児、家族、訪
問者にわかるような掲示物などを考慮

• 職員自らマスク着用と手指衛生の励行を模範となって生
徒に示す。

• ウイルスの環境表面での生存期間は：最高72時間

➡長期連休後の消毒薬による環境消毒の意味は？



差別・偏見対策

• 悪いのはウイルス。かかった人ではない。家族
でも職員でもない。（もちろんリスクのある行
為は慎む)

• かかった人に対して、早期回復を願おう。

• 退院、退所直後の人にはもう感染力はない。
回復を祝い、歓迎を。

• 職員が率先してこれらのことを理解し、実践し
よう。









事前にいただいた質問①
マスクの着用について

1 保育所

運動場での自由遊びの場合、マスク着用は必要か。小学校では２メート
ルのソーシャルディスタンスをとって運動するよう指導されているようだが、保
育所でもその配慮は必要か。

2 保育所

子どもが「マスクなし」で歌を歌ったり、室内でのリズム遊びをしたりすること
は、感染の可能性を高めると考えてよいか。もし、実施するとすると、どんな
配慮が必要か。

3 保育所
未満児は、マスク着用が難しく、接触する機会も多いですが、未満児クラス
での感染防止対策をどのようにしていったらよいでしょうか。

4 幼保連携型認定子ども園
大人は不織布マスクを着用したほうが良いのでしょうか？（不織布マスク
以外の素材は効果はないのでしょうか？）

5 認可外保育施設
マスクが感覚過敏や発達障害などの理由で着用困難や、顔の識別不能な
どが伴うお子さんに対しての対応の仕方について

6 幼稚園
マスクは１日何回も取り替えたほうがよいのか？
（保護者より汚れていなくても何度か取り替えて欲しいとの依頼がある）

7 幼稚園
運動時のマスクの有無。基準。



事前にいただいた質問②
環境整備について

8 保育所

0-2才児が主に登園している。保育室が2部屋な為、
体調不良の園児を別室で保育が不可能。どこまで対
策ができるか？

9 保育所
感染症を拡大させない保育室の適切な湿度・温度
は？

10 認可外保育施設

乾燥期になる秋冬の施設（室内）利用について、換
気・加湿・抗菌ハーブ噴霧・消毒のほかに有効な対策
方法が新たにあるかどうか？（室内では外靴は脱ぐと
感染症対策が高まるのか？）

11 認可外保育施設 室内の有効な消毒方法、押さえるとよいポイント

12 幼稚園
これから冬になっていくため、室内環境設定の注意点。
（室温・湿度など）



事前にいただいた質問③
感染症対策について(1)

13 保育所
・集団生活において実際に有効な感染防止策を教えていただきたい。
・これをしておいたら防げたという事例があれば教えていただきたい。

14 保育所
室内の掃除する時に、モップがけや雑巾がけは、使い捨ての手袋など使用すれ
ば大丈夫ですか?

15 保育所
今後、インフルエンザの季節になるが、このまま新型コロナウィルス感染防止対
策をすればよいのか。違いがあれば、教えて頂きたい。

16 保育所
県から抗体（抗原？）検査キットの配付を受けることになったが、どのような
ケースで活用するのが効果的か。

17 保育所

感染予防対策として効果があると言われるものが多くあり、それらをしっかりと
行っていくことがよいと理解はしている一方で、子ども同士の関わり合いを大切
にして心身の発達を促すという保育のねらいを考えたときに、どこまで対策を徹
底していったらよいのか迷っています。

18 保育所

未満児の保育室では換気、気温・湿度の管理、保育室・おもちゃ・机・椅子な
どの消毒、排泄物の処理時の手袋の着用、鼻水をかんだゴミの処理は別にす
るなど考慮しているが、その他に防止対策としてできることを教えていただきたい。

19 認可外保育施設
野外でマスク無し、室内でマスク有り、換気した室内でマスク無し。それぞれの
ケースでスタッフの防護としてマスク着用以外にできる感染対策は？



事前にいただいた質問④
感染症対策について(2)

20 幼稚園

・風邪にはうがいがいいと言われているが、デルタ株などではエアロゾル感染が多
くみられるため、集団の中でのうがいは危険とも聞く。実際の所はどうなのか？
・またうがいがいいのであれば、どのタイミングがいいのか？（給食前・外から
帰ってきたあとなど）
・共有で使う手洗い場でうがいはいいのか？

21 幼稚園
距離をとって遊ぶことは難しいが、どういった感染対策をしていくべきかわからない。
どうされているか知りたい。

22 幼稚園

コップの収納場所について
個人持ちのコップを袋に入れて、１つのかごにまとめて置いている。使う時に園児
がそのかごの中から探して使っているが、感染防止の面から心配がある。このまま
続けても良いのか？

23 幼稚園 手指消毒のタイミング。

24 認可外保育施設 家族が感染した場合、隔離が難しい場合、家庭でどのような対策が有効か？

25 幼稚園

子育て支援クラブ担当より
・親子で参加されているクラブ中の授乳時・オムツ交換時に気を付ける点は？授
乳中むせたりすると、飛沫はどれくらい飛ぶのか？また排泄物内にウイルスはいる
のか？浮遊するのか？
・未就園児の子育て中の保護者から感染予防について聞かれることもある。自宅
で行える感染予防のアドバイスは、なんと答えたら良いのか？



事前にいただいた質問⑤

感染の疑いがある園児等への対応について

26 保育所
感染した疑いのある園児を早期発見するため、体温以外
にどんな症状に注意すればよいか。

27 保育所
条件により異なる事は承知であるが、無症状の者と8時
間集団生活を送った場合、感染リスクはどれくらいなのか。

28 保育所 子どもが、コロナ感染の検査を受ける線引きは。

29 保育所 無症状の子をみわけるには。



事前にいただいた質問⑥
ワクチン接種について

30 保育所
保育士は7月末から8月半ばにかけてワクチンを接種したが、個
人差はあるがその効力はいつまで続くのか。２回目の接種は必
要と考えるか。

31 幼保連携型認定子ども園
子どものワクチン接触も今後、推奨していくという話も聞かれます
が、子どものワクチン接種も抑止力となりますか？

32 認可外保育施設
子どものワクチン接種を岐阜県としては推奨するのか、しないの
か。その理由と共に。

33 認可外保育施設
家族の体調不良時は登園不可で、ワクチン接種後の体調不良
はOKなのか？OKなら、どう見分けの判断ができるのか？

34 認可外保育施設
ワクチン接種が原因で呼気などから感染する科学的根拠はある
か？

35 幼稚園

幼稚園での感染対策とは外れてしまいますが、ワクチン接種後ど
れくらいの期間効果があるのか？
２回接種したが、２回目の副反応がひどく３回目を打つか迷っ
ている。２回だけでは効果が弱いのか？また教員は３回目の対
象になるのか？



事前にいただいた質問⑦
登園の基準について

36 保育所

県からのチェック表について・・・・以前は解熱後24時間後の登園という記
載があったが、その後48時間後の登園と変更になっていたが、各園の対
応はどうか。
保護者によっては、登園時、保護者の目の前での検温で、３７．５以上
明らかにあっても、半ギレされる方も中にはみえるし、家での解熱の時間を
適当に答える方、座薬等で熱を下げて登園されても昼間に熱が上がって
しまうケースもある。その都度説明して対応するが、聞き入れられない保護
者もある。

37 幼保連携型認定子ども園

子ども達の咳、鼻水の症状に対して、保護者の方に受診をお願いしていま
すが、登園される方・お休みされる方と様々です。どのように声かけをしたら
よいかを教えてください。

38 幼稚園

風邪等の症状があった時自宅待機となっているが、その辺りは病院側も
周知しているのか？病院ではどのような基準で登園OKとしているのか？
同じような症状であっても、病院によって対応が様々であると感じる。

39 保育所型認定こども園

同居者に体調不良が出た場合。同居者はＰＣＲ検査で陰性だった。しか
し、症状が依然続いている（熱、咳など）。
この場合、同居家族である園児や職員は、登園あるいは出勤が可能なの
か？



事前にいただいた質問⑧

陽性者、濃厚接触者が発生した場合の対応について(1)

40 保育所

保護者が陽性の判定が出て、園児がPCR検査を受る場合、検査
までの期間や結果が出るまでの期間がある。園では初めの報告を
もらった時点で、保育室や玩具等職員10名ほどで隅々まで規定
の濃度で消毒等したが、園児のPCR検査が出るまで待ってもよい
のか、保護者の陽性の報告をもらった時点でまだ園児の検査結果
がわからないが、先に消毒をした方が良いのか。（他の保護者が
不安にならないように配慮した時間に行った）

41 保育所型認定こども園

毎日、基本的な清掃・消毒作業は実施しているが、実際関係者に
陽性者がいたと判明した場合、施設職員として、また行政職員とし
てどのような対応（消毒作業の内容、方法、また休園・クラス閉鎖
等の隔離処置、保護者等への周知など）を行なえばよいか。（保
健所からの連絡指示がある前に、しておけることがあれば対応して
おきたいため。）（陽性者が園児、職員、保護者により対応がそれ
ぞれ違うかとは思いますが。）



事前にいただいた質問⑨
陽性者、濃厚接触者が発生した場合の対応について(2)

42 認可外保育施設 ・園児の中で濃厚接触者が出た場合の園の対応

43 幼稚園

本園では、毎日本人の健康チェック表と、同居家族全員の体温を記入し
て提出してもらっているが、月曜日に子どもも保護者も熱はなしと書いて
登園してきた家庭で、夕方父親がコロナ陽性になったという事が判明し、
園児は翌日から休園をした。園児は月曜日一日園にいた。本人が陰性と
いう検査結果が出たのは金曜日だった。それまでは全園児の毎朝の体温
測定を行いハラハラしながら様子を見た。ちょうどその頃市内の保育園で
30人以上のクラスターが出たというニュースもあり、原因は一保護者の
正確な情報が伝えられていなかった事と聞き、本園と同様な事であった。
本園の園児は金曜日に陰性と判明したので大きくならずに終わった。こう
いう場合、はっきり陽性と判明するまでは近くにいたクラスの保護者にこう
いうことがある･･･と注意を促すことはしてはいけないのでしょうか？ もし
陽性だった場合「なんで分かった時点で言ってくれなかった」と非難されか
ねないのではないか？個人情報保護の事もあるとは思うが、感染の拡大
を防ぐためには、こういう場合、どうした方が良いのか。



事前にいただいた質問⑩
陽性者、濃厚接触者が発生した場合の対応について(3)

44 保育所型認定こども園

家庭内感染が増加しているこの頃感染状況。保護者が陽性の場合、子の
感染率は極めて高い。
このため、施設利用中の園児が濃厚接触者と判明した場合の対応に迷う。
当該園児は速やかに降園を依頼するが、他の園児、保護者にはどのような対
応をしたら良いのか。「濃厚接触者」であるとき、無症状であれば、他の園児
への感染についてあまり過敏にならなくても良いのか？
園児、職員の感染が判明した時の対応については対応マニュアルはあるが、
園児が「濃厚接触者」であるときの、周囲（他の園児）への対応については、
情報が乏しい。（たとえば、当該園児のクラスの他の園児についても帰宅を
促すのか。他の園児保護者へクラス内で濃厚接触者判明の事実を知らせた
方が良いのか、など）
「濃厚接触者」を主語とした場合の、他の園児への対応は？他の園児保護
者への対応は？

45 保育所型認定こども園

同居家族に感染者が出た。その家族である園児または職員はおそらく濃厚接
触者であると思われる（まだ、確定がないとき）。しかし、保健所業務のひっ
迫により濃厚接触者の特定やＰＣＲ検査の実施、更にその結果が判明する
までに時間を要する。
保健所からの連絡も全くない場合、その間、園としてどの様に対応するのが
望ましいか？



事前にいただいた質問⑪

濃厚接触者の基準について

46 認可外保育施設

・園児の中で感染者が出た場合、職員は手袋・マスク
を着用して保育をし、食事を一緒に取っていなければ
濃厚接触者にならないのでしょうか。

47 幼稚園

外遊びの時もなるべくマスクをつけるようにしているが、
いつどのタイミングでマスクを外したのかが曖昧となる。
その場合、感染者となったときどの範囲が濃厚接触に
当たるのか？子どもの記憶だけでは曖昧であり、保育
者もだれがどのタイミングでマスクを外したのかまで確
認することができない。



事前にいただいた質問⑫
その他

48 保育所
風邪には感染しない種類のものは存在するのか。

49 保育所

行事について・・・保護者は現在園舎には入らず、園舎入り口で子どもの受け渡
しを行っている。運動会は園庭で年長児のみ2日間に分けて参観。子どもの位
置を考えての、くじ場所指定。12月の遊戯室での発表会は、保護者を遊戯室
に入れて行っていいものか、参観場所の指定についても公平にするにはどうする
と良いのか。岐阜県の感染者数の変化によって参観をどうすると良いのか思案
中。
昨年度はホームページから動画を配信したが、著作権等の問題もあった。

50 保育所
各家庭から持ち寄った廃材を保育の中で使うのは、どうでしょうか。

51 認可外保育施設
コロナ禍における子どものメンタルへの影響についてその現状と対策について

52 認可外保育施設
遠足等で車両の乗り合わせの感染リスクは、現在どの位と検証させているか？


