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～私たちの経験から学んだこと
濃厚接触者の重要性について～
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・私たちは、感染症治療の専門家ではありませんし、
感染症の治療を行っている病院でもありません．

・回復期リハビリテーションを中心とした
地域の方々に支えられている病院です．

・2020年2月と8月に職員が新型コロナウイルス感染症
に罹患した経験から学んだことを地域の皆様と
共有したいと思い「感染症防止対策教室」を
開催することにしました．

はじめに



1.濃厚接触者の新しい定義

2.新しい生活様式

3.感染リスクの最小化

4.ユニバーサルマスク

5.健康の定義

本日のキーワード



本日のテーマ
「濃厚接触者をゼロにしよう‼」
―感染する確率を最小限に―

感染リスクの最小化



Q1:濃厚接触者の新しい
定義を知っていますか？



東京新聞 TOKYO WEＢ．「＜新型コロナ＞濃厚接触者の定義を変更 発症2日前、距離1m以内、15分以上会話 Ｑ＆Ａ」．
https://www.tokyo-np.co.jp/article/14212 ，(参照2020-09-09)



1.職員の感染と病院封鎖

2020年2月某日 会議中
17：00
▶感染症指定病院の院長より
「先生の病院の職員がＰＣＲ(＋)で
うちに入院になりました
詳しくは熊本市の保健所に連絡して下さい」

▶日本で5番目の病院職員の
感染例でした



18：00
すぐ、感染症対策本部を立ち上げ！！

① 5年前の熊本地震対策本部を応用！！
感染対策チーム(ＩＣＴ)を参加させて準備開始

②新型コロナウイルス感染症マニュアルの確認
－ すでに作成していました －



19：00 熊本市保健所に到着

1）保健所長より感染者の経過の説明をうける

2）発症は2月某日発熱、風邪症状、
休暇中で診療所を2ヶ所経て、指定医療機関に
5日後入院．病院には出勤なし．

3）発症前日に熊本城マラソンの応援と
その後出場した職員11名(接触者)と会食
➡ 現在は濃厚接触者‼



21：00
「病院名は公表されますか？」

「はい、公表します」

24：00
熊本市長テレビにて発表(速報)
「熊本で第1例目の新型コロナウイルス感染症です」



翌日感染対策本部の活動開始

1日も早く
濃厚接触者を
特定して
拡大を止める



感染対策本部 《組織図》

ＩＣＴ
6名

（熊本地震） （新型コロナウイルス感染症）

診療部
フロア

マネージャー
チーム

事務局 地域支援
センター

災害対策本部 3名

・本部長(理事長)
・副本部長(事務長)
・地域支援センター長

感染対策本部 ・朝夕のミーティング
・情報共有
・テレビ会議
・一斉メール9名

熊本市保健所より2名常駐



 病院封鎖

1）感染を持ち出さない
・退院の停止、外出・外泊の禁止、出張中止

2）感染を持ち込まない
・面会の禁止、入院の禁止、職員は病棟をまたがない

3）非常勤医師をはじめ、外部業者も立ち入り禁止
・歯科往診の中止、大学からの当直停止

4）外部委託業者への理解と協力
・リネンの管理

< 病院の運営体制：21項目 >



 感染者の回復
1）2月某日指定医療機関に入院後、
重症化し、人工呼吸器装着

2）熊本市長と当院で意見交換会の時に
人工呼吸器離脱、下肢静脈血栓症(＋)
・家族内感染：3名とも
・全員回復し、社会復帰

3）4月退院、在宅リハ、5月病院へ復帰

4）接触者11名：２週間自宅待機
（濃厚接触者）



2例目の感染者が・・・

1）7月末に風邪➡発熱➡味覚障害

2）当院受診し ➡保健所でPCR(＋)

3）8月某日指定医療機関へ入院

4）職員9名の濃厚接触(+) ➡ PCR(－)自宅待機

感染対策本部再開



Q2: PCR(－)で何故、自宅待機を
するのでしょう？

Q3: どのくらいの期間自宅待機を
指示されるか知っていますか？



A：PCR(－)の場合
接触者 濃厚接触者

PCR(－)
自宅待機(－)

PCR(－)
自宅待機(＋)

2週間以内に感染が
発症する可能性あり

出勤できない‼

勤務可能



 8月の感染(熊本市で100例目)

1）職員へのPCR対応が速く、109名を3日間で施行
➡ 全員陰性を確認

2）病棟の閉鎖は1病棟のみ
(スタッフがいないのでリハができない)

3）残りの2病棟、外来、訪問は通常診療とした



・生活不活発状態

・リハビリテーション

・熱中症対策

・災害時の感染対策

・個人防護具

・エコノミークラス症候群

・コロナ差別

・風評被害

・人権擁護、共生社会

・新型コロナウイルス感染症の理解

・新しい生活様式 推進

・家庭内感染

<感染防止対策教室における４つの啓発活動>

感染防止対策教室



知らないうちに？

どこかで？

誰から？

新型コロナウイルス感染症は
やってきます突然



無症状

誰が感染しているか
わからない？

まさか私が？まさか、うちの家族が？

どこにいるで
しょうか？



感染した日からの感染性の推移
（Science 10.1126/science.abb6936 (2020).およびTomas Pueyo氏 "The Basic Dance Steps~"より）

 新型コロナウイルス感染症を理解しよう

感染症専門医 忽那賢志Ｄｒブログより．
https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20200723-00189530/ ，(参照2020-09-09)



なぜ症状がない人もマスクを着けるべきなのか

インフルエンザと新型コロナの発症前後の感染性の違い
（https://doi.org/10.1038/s41591-020-0869-5より作成）

感染症専門医 忽那賢志Ｄｒブログより．
https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20200723-00189530/ ，(参照2020-09-09)



讀賣新聞オンライン．「「マスクに飛沫抑える効果あり」スパコン富岳が計算…不織布、通り抜ける粒子少なめ」．
https://www.yomiuri.co.jp/medical/20200824-OYT1T50194/ ，(参照2020-09-09)



マスクをつけてもインフルエンザ感染を防げない理由．
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/68435 ，(参照2020-09-09)



床からの高さ１２０センチの仕切り板で、せきをした時に飛沫が飛ぶ様子
（理化学研究所・豊橋技術科学大提供、京都工芸繊維大・大阪大協力）

 アクリル板による効果(120㎝)

讀賣新聞オンライン．「オフィスの飛沫対策、仕切り板は床から１４０センチ以上で直撃防ぐ…スパコン「富
岳」予測」．https://www.yomiuri.co.jp/science/20200620-OYT1T50235/ ，(参照2020-09-09)



床からの高さ１４０センチの仕切り板で、せきをした時に飛沫が飛ぶ様子
（理化学研究所・豊橋技術科学大提供、京都工芸繊維大・大阪大協力）

 アクリル板による効果(140㎝)

讀賣新聞オンライン．「オフィスの飛沫対策、仕切り板は床から１４０センチ以上で直撃防ぐ…スパコン「富
岳」予測」．https://www.yomiuri.co.jp/science/20200620-OYT1T50235/ ，(参照2020-09-09)



マスク着用による家族内感染の予防効果(BMJ Glob Health.2020;5(5))

 発症前からマスク着用で家族内感染を減らしたという報告

感染症専門医 忽那賢志Ｄｒブログより．
https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20200723-00189530/ ，(参照2020-09-09)



 マスクの効果を検証したハムスターの実験

ハムスターでのマスク効果を検証した実験（Clin Infect Dis . 2020 May 30;ciaa644.）
感染症専門医 忽那賢志Ｄｒブログより．

https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20200723-00189530/ ，(参照2020-09-09)



ユニバーサルマスク：感染リスクの減少

 なぜ症状がない人もマスクを着けるべきなのか



 接触感染



 飛沫感染、エアロゾル感染



1) 口
2) 鼻
3) 目➡

マスク

ゴーグル

フェイス
シールド



・生活不活発状態

・リハビリテーション

・熱中症対策

・災害時の感染対策

・個人防護具

・エコノミークラス症候群

・コロナ差別

・風評被害

・人権擁護、共生社会

・新型コロナウイルス感染症の理解

・新しい生活様式 推進

・家庭内感染

<感染防止対策教室における４つの啓発活動>

感染防止対策教室



 「感染防止対策教室」を開催した背景

外来の患者さんや家族に直接聞いてみました
「家族は感染対策に協力的ですか？」
「新しい生活様式」って知っていますか？



アンケート調査(外来通院の家族100名)



感染対策



＜個人感染防止対策＞
周囲の人は大丈夫？



・新しい生活様式を
日常生活に取り入れ
ていますか？

・周りの方にも
勧めましょう



・生活不活発状態

・リハビリテーション

・熱中症対策

・災害時の感染対策

・個人防護具

・エコノミークラス症候群

・コロナ差別

・風評被害

・人権擁護、共生社会

・新型コロナウイルス感染症の理解

・新しい生活様式 推進

・家庭内感染

<感染防止対策教室における４つの啓発活動>

感染防止対策教室



＜家庭内感染防止対策＞



東京新聞 TOKYO WEＢ．「＜新型コロナ＞濃厚接触者の定義を変更 発症2日前、距離1m以内、15分以上会話 Ｑ＆Ａ」．
https://www.tokyo-np.co.jp/article/14212 ，(参照2020-09-09)



※家庭内感染防止対策：10例 . 8月
No1 No2 No3 No4 No5

濃厚(＋) 濃厚(＋) 濃厚(＋) 濃厚(＋)
PCR(－) PCR(－) PCR(－) PCR(－)

職員PCR(－) 職員 職員 職員 職員
（同居） （同居） （同居） （同居） （同居）
No6 No7 No8 No9 No10

COCOA (＋) COCOA (＋) COCOA (＋) COCOA (＋)
PCR(－) PCR(－) PCR(－) PCR(－) 職員

(接触場所:不明) (接触場所:不明) (接触場所:不明) (接触場所:不明) （同居）

 PCR(+)

：接触職員 妻職員職員

父 恋人 父父 弟

妻職員



＜企業内感染防止対策＞

在宅ワーク
・リスクの分散



＜学校内感染防止対策＞



 濃厚接触者になるとＰＣＲ(―)でも！

1. 自宅待機(出勤できない、学校に行けない)

2. 待機中に、ＰＣＲ(＋)になる可能性

3. 家庭内感染の可能性、家族との隔離

4. 心身の疲労



濃厚接触者への対応等

1. 感染防止対策の指導

2. 心のケア

3. 職場・学校とのコミュニケーション

4. 家族とのコミュニケーション



濃厚接触者の選択

1. 有給休暇

2. 在宅勤務

3. 休業手当

4. 病気欠勤(×)





ークラスター防止に対する濃厚接触者ゼロ作戦 ー



・生活不活発状態

・リハビリテーション

・熱中症対策

・災害時の感染対策

・個人防護具

・エコノミークラス症候群

・コロナ差別

・風評被害

・人権擁護、共生社会

・新型コロナウイルス感染症の理解

・新しい生活様式 推進

・家庭内感染

<感染防止対策教室における４つの啓発活動>

感染防止対策教室



2.風評被害と心のケア
1）2月某日テレビの公表と同時に
3日間、病院の批判の電話は鳴り止まず、
とてもここでは話せない内容でした

2）職員の家族に対して85件(職員の24％)
風評被害の報告
・職員の子供さんは保育園に来ないで
・職員の子供さんとは遊ばせない
・職員の御主人の職場から自宅待機又は、
PCRの提出要請



３）発症から2週間後
通常診療再開
・接触者全員陰性を2回確認

・外来再開するも、その日は3名のみ

※ 風評被害は消失
しかし、患者さんは「ウイルスが怖い」と
言って外来は著明な減少



 職員の心のケア
1）感染者への心のケア
2）自宅待機者への心のケア
3）入院患者への心のケア
4）出勤者への心のケア

※ 心のケアチームの活動再開
(熊本地震の時も活動)

①院長②看護部長③リハ部長
④臨床心理士(2名) ⑤熊本市の臨床心理士(1名)



1）感染者への心のケア
※ 最も、心のケアに配慮

①個人情報保護の徹底

②病院職員の対応

③家族も感染しているので地域での風評被害

④必ず復帰させると約束

⑤病院職員の誰もが心やさしい職場であることを
朝礼で希望した



2）自宅待機者(11名)の心のケアと在宅ワーク

・全員セラピストであった
・自宅待機者間のLINEでのコミュニケーション
・院長が全員にTEL(7日目)
・→少し、疲れている様子あり
・→心のケアチームの活動開始
・→Ｋ-6を行い、50％が異常を認めた
・→復職は3週間に延長し、個別にプログラムを

作成した
・→在宅ワークを取り入れた



3）入院患者の心のケア

・ 病院封鎖後、ホームページに経過を記載

・ 院長が朝10時に検査結果の報告を
入院患者に全館一斉放送した

・ 入院患者からの苦情はなし



4）通常勤務者の心のケア

・通常勤務者へのアンケート調査施行
・心のケアが後回しになってしまい、
申し訳ないと反省

・2週間は職員、家族には本当に我慢して
耐えてもらった

・現在、ヒアリングは終了



5）風評被害はなぜ起こるのか？

※ 新型コロナウイルス感染症の
理解がなく、怖いから

※中には、正義中毒と思われる
ＳＮＳも

『熊本日日新聞』2020.07.31，P.19



 風評被害：共生社会をめざして！！

•全国に多数の報道
•行政も人権擁護を
叫んでいる
•条例をつくるという
地方自治体も

熊本市人権啓発

市民協議会に加盟

『ラブミンだより』2020，第56号，P.1



共生社会
「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に
社会参加できるような環境になかった
障害者等が、積極的に参加・貢献していく
ことができる社会である.
それは、誰もが相互に人格と個性を尊重し
支え合い、人々の多様な在り方を相互に
認め合える全員参加型の社会である.
このような社会を目指すことは、我が国におい
て最も積極的に取り組むべき重要な課題である.

文部科学省．「共生社会の形成に向けて」．
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1325884.htm ，(参照2020-11-04)



共生社会





3.自宅待機と在宅ワーク





1）それぞれの自宅とテレビ会議を院長室で行い、
在宅ワークの必要性を理解してもらった

2）在宅ワークの課題を出し、レポート提出

①日本の在宅ワークの現状と課題
②障害者の在宅ワークの現状と課題
③生活不活発病へのリハ対応
④下肢静脈血栓症へのリハ対応



 当院における在宅勤務の現状

1）2月の11名以降、在宅勤務者が4名

2）8月の感染時にも1名

3）今後、テレワークを少しずつ取り入れて、
リスクの分散をしていく予定



<病診連携対策>
①発症時に医療機関、介護施設へＦＡＸ、ＴＥＬ
で連携室へ連絡

②通常診療再開時にもＦＡＸ、ＴＥＬで連絡

4.診療報酬対策と病診連携
職員の感染のみでも施設基準は緩和(＋)

◎すべての連携施設に院内感染がなかったことが
理解された．
しかし・・・



※ しかし、患者さんや家族は怖がって
急性期病院からの転院は激減

•少しずつ地域の信頼が回復

•メディア対応も有効

•初期対応が良かったと励ましの言葉！！

•最近は感染症防止対策に一定の評価を得ていた



8月の感染では

•転院については患者さんの拒否は
少なく、急性期病院からも予定通り

•病診連携はとても重要です！！



ＰＣＲ陽性者数
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5. 感染症対策とリハビリテーション

8月 9月
厚生労働省．「新型コロナウイルス感染症について」オープンデータ．

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html ，(参照2020-11-18)より作成

10月



 Ｗｉｔｈ コロナ、
コロナ禍のリハビリテーションの

問題点と課題

1）院内リハ
2）外来リハ、通所リハ
3）訪問リハ
4）感染に対する患者、施設の理解
5）今後の課題



1）コロナ禍における入院リハ

① 2月における入院リハ(2Ｗ)

・ＰＣＲは疑いのある人のみで14名(全員陰性)

・リハスタッフの自宅待機(11名)で人員不足

：接触者(現在は濃厚接触者)

・残りのセラピストの接触時間は10分とした

・リハ単位はとれない、全員マスク着用



② 8月における入院リハ(2Ｗ)

・ＰＣＲは、病棟スタッフ全員と患者109名(全員陰性)

・看護師9名が自宅待機で人員不足(濃厚接触者)

・セラピストも夜勤に参加

・7日間はセラピストの接触時間は10分間

・マスク、ゴーグル、フェイスシールド、
患者もマスク(ユニバーサルマスク)



2）コロナ禍の外来リハ、通所リハ、訪問リハ

① 2月の外来リハ、通所リハ、訪問リハ
・2Ｗ間すべて中止

② 8月の外来リハ、通所リハ、訪問リハ
・病棟との接触はなかったので、通常診療とした
・しかし、2Ｗ間は50％の患者数減少
・マスク、ゴーグル、フェースシールド、
患者もマスク(ユニバーサルマスク)



3）感染症に対する患者、施設の理解
① 2月の感染時期

・当 院：日本でも初期でありＰＣＲや
経過についても理解不十分

・患者、施設：理解不十分

② 8月の感染時期
・保健所もＰＣＲに積極的
・当院も対応に経験(＋)
・患者、施設：まだ理解不十分

感染防止対策の
啓発が必要‼



・生活不活発状態

・リハビリテーション

・熱中症対策

・災害時の感染対策

・個人防護具

・エコノミークラス症候群

・コロナ差別

・風評被害

・人権擁護、共生社会

・新型コロナウイルス感染症の理解

・新しい生活様式 推進

・家庭内感染

<感染防止対策教室における４つの啓発活動>

感染防止対策教室



 不要不急の外出自粛、在宅勤務の時代

・テイクアウト
・Uber‐Eats
・自炊

家で食事

・リモートカラオケ
・リモート飲み会
・テレビゲーム

・リモート会議
・在宅勤務
・オンライン授業

・通販
・メルカリ
・コンビニ

家で仕事 家で遊ぶ 買物

家にいるよね～

リスクの分散



1）食べてばかり➡体重増加

2）テレビばかり➡下肢筋力低下

3）座って何もしない➡自発性の低下

 在宅生活の問題点

じっとしときな
さいよ～！！



※自宅での自主トレーニングを10分間ほど毎日続けよう．

使う筋肉の周りをストレッチングしておきましょう．ストレッチングは関節の動
く範囲を広げて，動きやすくするほか，筋肉のけがの予防にも役立ちます．

＜＜ストレッチングの注意点＞＞
・はずみや反動をつけない
・息をこらえない（自然な呼吸で）
・痛みが有るときは無理をしない
・ほどよいストレッチ感（伸びているという感覚）が感じられるところまでゆっくりと伸ばす
・10～30秒程度は同じ姿勢を維持する

トレーニングをはじめましょう
自宅でトレーニングする場合も，ウォーミングアップやストレッチングを行い，
身体を動かす準備をしましょう．

①ウォーミングアップ
【その場で足踏み 2～3分】

その場で足踏みをして身体を温めましょう．

特に冬場の寒い時期には，身体がぽかぽかと温
まってくるまで足踏みを続けましょう．マーチ系の
音楽をかけたり，歌を口ずさんだりしながら楽しく
行いましょう．

ケアマネージャーのための特発性正常圧水頭症(ⅰ-NPH)手帳より



① 椅子や壁などに手を添えて身体を支えます．

② ゆっくりとかかとを上げて背伸びをします．その後ゆっくりとかかとを降ろしまょう．

◆◇◆◇ ◆◇◆◇ ◆◇◆◇ ◆◇◆◇ ◆◇◆◇ ◆◇◆◇

※御家族が必ず見守るか，介助して下さい．

②せのび（カーフレイズ）

鍛えられる筋肉：ふくらはぎ（下腿三頭筋）
目標回数：1日20～30回

意識するところは
ココ

下肢静脈血栓の予防

エコノミークラス
症候群の予防

ケアマネージャーのための特発性正常圧水頭症(ⅰ-NPH)手帳より



③ももあげ（ニーアップ）

鍛えられる筋肉：太もも前（大腿四頭筋），股関節まわり（腸腰筋）
目標回数：1日片足20回

① 椅子や壁などに手を添えて身体を支えます．

② ゆっくりとももを上げます，その後ゆっくりと降ろしまょう．この動作を左右交
互に繰り返しましょう．

◆◇◆◇ ◆◇◆◇ ◆◇◆◇ ◆◇◆◇ ◆◇◆◇ ◆◇◆◇

※御家族が必ず見守るか，介助して下さい．

意識するところは
ココ

下肢筋力の強化

ケアマネージャーのための特発性正常圧水頭症(ⅰ-NPH)手帳より



④座り立ち（スクワット）

鍛えられる筋肉：脚全体，背中
目標回数：1日20～30回

①キャスターなどのない安定した椅子の前に立ちます．脚は少し開いてもかまいません．

②ゆっくりと椅子に座ります．その後ゆっくりと立ち上がります．この動作を繰り返しましょう．

③前かがみになり過ぎないよう注意しましょう．

◆◇◆◇ ◆◇◆◇ ◆◇◆◇ ◆◇◆◇ ◆◇◆◇ ◆◇◆◇

※御家族が必ず見守るか，介助して下さい．

意識するところは
ココ

起立訓練

腹筋↑
背筋↑

下肢の筋力↑

ケアマネージャーのための特発性正常圧水頭症(ⅰ-NPH)手帳より



⑤ひざ伸ばし（ニーエクステンション）

鍛えられる筋肉：太もも前（大腿四頭筋）

目標回数：1日片足20回

①キャスターなどのない安定した椅子に座ります．背もたれに楽にもたれましょう．

②ゆっくりと片足の膝を伸ばします．その後ゆっくりと脚を降ろしましょう．
この動作を左右交互に繰り返しましょう．

◆◇◆◇ ◆◇◆◇ ◆◇◆◇ ◆◇◆◇ ◆◇◆◇ ◆◇◆◇

※御家族が必ず見守るか，介助して下さい．

意識するところは
ココ

筋 力↑
血 流↑

ケアマネージャーのための特発性正常圧水頭症(ⅰ-NPH)手帳より



⑥5分間歩行

余裕があれば5分間ゆっくり歩いてみましょう．

※御家族が必ず見守るか，介助して下さい．

【自宅での自主トレーニング】

① ウォーミングアップ(2分間)

② 背伸び (2分間) 10回×2回

③ ももあげ (2分間) 10回×2回

④ 座り立ち (2分間) 10回×2回

⑤ ひざ伸ばし (2分間) 10回×2回 (左右1回)

※合計10分間です(1日～2回やってみましょう)

⑥ 5分間歩行

筋 力 ↑
骨 ↑
血 流 ↑

ケアマネージャーのための特発性正常圧水頭症(ⅰ-NPH)手帳より



•生活リハビリ(身の回りは自分で)

•自主トレーニング(10分間)

•高齢者はオーバートレーニングに注意

•感染防護をして地域リハに出掛けよう‼
(サロンなど)

3つの目標
①太らない②転ばない③閉じこもらない



・生活不活発状態

・リハビリテーション

・熱中症対策

・災害時の感染対策

・個人防護具

・エコノミークラス症候群

・コロナ差別

・風評被害

・人権擁護、共生社会

・新型コロナウイルス感染症の理解

・新しい生活様式 推進

・家庭内感染

<感染防止対策教室における４つの啓発活動>

感染防止対策教室



災害(地震・水害・台風)
感染症対策(共有の物に注意‼)
停電対策、熱中症対策

 避難場所

水道トイレ

床

換気？

エアコン？

段ボール
ベッド

段ボール
ベッド

濃厚接触に
注意‼



感染症対策(－)

 避難場所の比較(JRATより)
感染症対策(＋)

熊本地震 熊本豪雨



 今後の課題：濃厚接触者ゼロ運動！！

①院内感染は防止できた
②濃厚接触者が9名～11名存在した
③濃厚接触者はＰＣＲ(－)でも2週間自宅待機と
なる

④濃厚接触者が多いと病棟運営でスタッフの疲労
⑤リハを十分提供できない
⑥濃厚接触にならないためには、食事中は無口、
会話中はマスク！！

＜さいごに①＞





 2度の職員の感染で学んだこと

1）経路不明の市中感染は仕方がない
2）「濃厚接触者ゼロ」を目標にしよう(リスクの縮小)
3）患者さんや職員のこころのケアは絶対に必要だ
4）在宅勤務も推進しよう(リスクの分散)
5）リハビリにも、感染防止対策が必要だ
6）患者さんにも、職員の家族や周囲の人にも
新しい生活様式を勧めて、感染防止対策を広めよう

(リスクの縮小、リスクの分散)

＜さいごに②＞



No  濃厚接触



いつでも、どこでも、濃厚接触者ゼロ作戦

―クラスター防止対策―



コロナ禍(withコロナ)



さあ、みなさん
地域で新型コロナウイルス感染症から

自分を守りましょう！

あなたの周りから感染防止対策を
始めませんか？

STOP！家庭内感染！！
Let’s create a New Normal！！

「感染防止対策教室」が、みなさんをお手伝いします。

6.感染防止対策教室の開催



感染防止対策教室の参加状況

【参加者総数】
延べ2526名
【参加地域】
熊本県、長崎県、千葉県、
兵庫県、石川県、山梨県、
京都府、徳島県、埼玉県、
滋賀県、広島県、東京都、
群馬県、岡山県

【参加施設】
医療機関、介護施設
幼稚園、中学校、高校
自治会、一般企業 など

(2021年1月5日現在)









3つのタイプの教室があります。

①個別（訪問）教室タイプ
短期教室・長期教室プランに該当

③サポーター養成教室タイプ
長期教室・一般向け教室プランに該当

②リモート教室タイプ
（※要予約制） 長期教室・一般向け教室プランに該当

感染防止対策教室のタイプ
・新しい生活様式のアンケートをします。
・新しい生活様式のアンケートを分析して
個人や家庭の対策を取ります。
・1ヶ月後に改善結果のアンケートをして
効果を評価します。

・新しい生活様式の調査アンケートをして
もらい、アンケート結果を分析します。
・オンライン講義を受けていただきます。
・対策方法を当院から提案します。
・1ヶ月後に再度アンケート調査を行い、
効果を評価します。

・新しい生活様式のアンケートをします。
・新しい生活様式のアンケートを分析して
企業や地域の対策を提案します。
・企業や地域の感染防止対策の指導をする
サポーターを養成します。



熊本日日新聞． https://news.yahoo.co.jp/articles/9c172e5ed73c964c8a6d60220cbc63433010bea9 ，(参照2020-10-23)





健康の定義について
1947年に採択されたWHO憲章では、前文に
おいて「健康」を次のように定義しています．

「健康とは、病気でないとか、弱っていないと
いうことではなく、肉体的にも、精神的にも、
そして社会的にも、すべてが満たされた状態に
あることをいいます．(日本WHO協会訳)」

この健康の定義は、いまも世界中でひろく
使われています．

日本WHO協会．「健康の定義」．
https://japan-who.or.jp/about/who-what/identification-health/ ，(参照2020-10-15)



今後の活動方針

1）これからも「感染防止対策教室」を続けて、
1年間で参加者1万人を目指します

2）「感染防止対策教室」の協力機関を、
熊本及び各地に広めてネットワークを
設立します（施設間ピアサポート）

3）「感染防止対策教室」を支える会を
設立します（市民の参加）

◎ 地域の皆さんの感染症への理解を一人でも
すすめましょう



一人ひとりに正しい知識を。家庭・地域に感染予防と健康の輪を広げたい

ご静聴ありがとうございました


