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これまでに、人に感染する「コロナウイルス」は、７種類見つかっており、
その中の一つが、昨年12月以降に問題となっている、いわゆる「新型コロナ
ウイルス（SARS-CoV2）」です。

このうち、４種類のウイルスは、一般の風邪の原因の10～15％（流行期
は３５％）を占め、多くは軽症です。

残りの２種類のウイルスは、2002年に発生した「重症急性呼吸器症候群
（ＳＡＲＳ）」や2012年以降発生している「中東呼吸器症候群（ＭＥＲ
Ｓ）」です。 コロナウイルスはあらゆる動物に感染しますが、種類の違う他
の動物に感染することは稀です。また、アルコール消毒（70％）などで感染
力を失うことが知られています。

「コロナウイルス」とはどのようなウイルスですか？

厚生労働省HP 新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け）より



電子顕微鏡で観察されるコロナウイルスは、
直径約100nmの球形で、表面には突起が見ら
れる。形態が王冠“crown”に似ていることか
らギリシャ語で王冠を意味する“corona”と
いう名前が付けられた。ウイルス学的には、ニ
ドウイルス目・コロナウイルス亜科・コロナウ
イルス科に分類される。脂質二重膜のエンベ
ロープの中にNucleocapsid（N）蛋白に巻き
ついたプラス鎖の一本鎖RNAのゲノムがあり、
エンベロープ表面にはSpike（S）蛋白、
Envelope（E）蛋白、Membrane（M）蛋白
が配置されている。

脂肪に包まれているので、
石けんやアルコールに弱
いのです(^_^;)

ウイルス学的特徴

国立感染症研究所HPより



令和２年２月１日 新型コ
ロナウイルスは指定感染症(２
類相当)に定められました。

同年３月１３日には、新型
コロナウイルス感染症対策特
別措置法が成立しました。



令和2年1月28日 文部科学省 事務連絡
（令和2年1月29日付け元教健第845号）
「新型コロナウイルス感染症の『指定感染
症』への指定を受けた学校保健安全法上の対
応について」

当該政令により指定感染症に指定されると，
新型コロナウイルス感染症は，学校保健安全
法（昭和33 年法律第 56 号）に定める第一
種感染症とみなされます（学校保健安全法施
行規則（昭和 33 年文部省令第 18 号）第
18 条第２項）。このため，各学校（専修学
校を含み，各種学校を含まない。）の校長は，
当該感染症にかかった児童生徒等があるとき
は，治癒するまで出席を停止させることがで
きます。



政府は、これまで新型コロナウイルス感染症に関し、国内侵入を防止する、あるいは遅らせることを主眼と
した水際対策を始め、様々な対策を講じてきました（図中➀）。
ここへ来て、国内の複数地域で、感染経路が明らかではない患者が散発的に発生しており、一部地域には小規
模患者クラスターが把握されていることから、集団発生を防ぎ、感染の拡大を抑制すべき時期に入っていると
認識しています（図中➁）。

今がまさに、感染の流行を早期に終息させるために極めて重要な時期であり、確実かつ効果的な対策を講じ
ることにより、クラスターが次のクラスターを生み出すことを防止していかなくてはなりません。

社会・経済へのインパクトを最小限にとどめるためには、「患者の増加スピードを抑えること」と「流行の
規模を下げ、患者数のピークを下げること」が必須となります（図中➂）。

あわせて、その間に、国内で患者数が大幅に増加したときに備え、重症となった方にも対応できるよう医療
提供体制等の必要な体制を整える必要があります（図中➃）。

このため、今般、政府は、現在講じている対策と今後の状況の進展を見据えて講じていくべき対策を整理し、
２月25日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を政府はとりまとめました。

※「小規模患者クラスター」とは、感染経路が追えている数人から数十人規模の患者の集団のことをいいます。

厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け）より

新型コロナウイルス感染症対策の基本方針（令和２年２月25日）



新型コロナウイルス感染症対策の基本方針（令和２年２月25日）

厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け）より



多くの事例では新型コロナウイルス
感染者は、周囲の人にほとんど感染
させていないものの、一人の感染者
から多くの人に感染が拡大したと疑
われる事例が存在します（屋形船や
スポーツジムの事例）。また、一部地
域で小規模患者クラスターが発生し
ています。
※「小規模患者クラスター」とは、感染経路
が追えている数人から数十人規模の患者
の集団のことを言います。

急激な感染拡大を防ぐためには、
小規模患者クラスターの発生の端緒
を捉え、早期に対策を講じることが重
要です。これまでの感染発生事例を
もとに、一人の感染者が生み出す二
次感染者数を分析したところ、感染源
が密閉された（換気不十分な）環境に
いた事例において、二次感染者数が
特徴的に多いことが明らかになりまし
た。（右のグラフ）



これまでクラスター（集団）の発生が確認された場面とその条件

これまで感染が確認され
た場に共通するのは、
①換気の悪い密閉空間
②人が密集していた
③近距離での会話や発声
が行われた

という 3 つの条件が同時
に重なった場です。

例えば通常の野外ス
ポーツをしている際には
３つの条件は揃いません
が、着替えやミーティング
においては①から③の条
件が重なることがありま
す。

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議
「新型コロナウイルス感染症対策の見解」（2020 年３月９日）



（５） 学校等について
春休み明け以降の学校に当たっては、多くの子どもたちや教職員が、日

常的に長時間集まることによる感染リスク等に備えていくことが重要です。
この観点から、まずは、地域ごとのまん延の状況を踏まえていくことが重
要です。
（中略）

また、日々の学校現場における「３つの条件が同時に重なる場」を避け
るため、①換気の悪い密閉空間にしないための換気の徹底、②多くの人が
手の届く距離に集まらないための配慮、③近距離での会話や大声での発声を
できるだけ控えるなど、保健管理や環境衛生を良好に保つような取組を進
めていくことが重要です。

併せて、咳エチケットや手洗いなどの基本的な感染症対策の徹底にもご
留意ください。

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議
「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（2020 年 3 月 19 日）



https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000602324.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000016
4708_00001.html#kokumin



若者の感染について



「新型コロナウイルス感染症対策の見解」

【全国の若者の皆さんへのお願い】
10代、２０代、３０代の皆さん。
若者世代は、新型コロナウイルス感染による重症化リスクは低い
です。でも、このウイルスの特徴のせいで、こうした症状の軽い
人が、重症化するリスクの高い人に感染を広めてしまう可能性が
あります。

皆さんが、人が集まる風通しが悪い場所を避けるだけで、多く
の人々の重症化を食い止め、命を救えます。

令和2年3月2日 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議



感染経路と予防について



現時点では、飛沫感染と接触感染の２つが考えられます。
（１）飛沫感染 ：感染者の飛沫（くしゃみ、咳（せき）、

つば など）と一緒にウイルスが放出され、
他者がそのウイルスを口や鼻から吸い込んで
感染します。
※感染を注意すべき場面：屋内などで、お互いの距離が十分に確保でき

ない状況で一定時間を過ごすとき
（２）接触感染：感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、自らの手で周

りの物に触れると感染者のウイルスが付きます。未感染者がその部
分に接触すると感染者のウイルスが未感染者の手に付着し、感染者
に直接接触しなくても感染します。

※感染場所の例：電車やバスのつり革、ドアノブ、エスカレーターの手
すり、スイッチなど

どうやって感染するの？

厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け）より



感染を防ぐには・・・
石けんをつけて手を洗うことが大切です！



他の人にうつさないためには・・・咳エチケットを心がけましょう！



首相官邸のHPから一般向けの
チラシをダウンロードできます。

https://www.kantei.go.jp/jp/headlin
e/kansensho/coronavirus.html



学校の衛生管理について



令和２年３月２日 付け元文科初第1598号文部科学省・厚生労働省の文
書（令和2年3月3日付元教健第939号）

「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連
した放課後児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保について」



１ 基本的な感染症対策の徹底
手洗いや咳エチケット（マスクの着用等）などの基本的な感染

症対策を徹底するよう指導する。

２ 環境衛生管理の留意事項
① 教室等における児童生徒同士の距離の確保及び
接触の回避

教室等において、座席間を離して配置し、1m 
以上離して交互に着席するなど、できる限り児童
生徒同士の距離を離すよう配慮するとともに（図
参照）、不要な接触は避けるよう指導する。

② 適切な環境の保持
教室等の適切な環境の保持のため、１時間に１

回（５～10 分）程度窓を広く開け、こまめな換
気を心がけるとともに、空調や衣服による温度調
節を含めて温度、湿度の管理に努めるよう適切な
措置を講ずる。



③ 教室等の清掃

教室やトイレなど児童生徒が利用する場所のうち、特に多くの児童生徒が手
を触れる箇所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）は、１日に１回以上消毒液
（消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム等）を使用して清掃を行う。

例）次亜塩素酸ナトリウム消毒液で清拭する場合の注意点
次亜塩素酸ナトリウムで清拭する場合、次亜塩素酸ナトリウム（塩素濃度

0.05%～0.5%）で浸すようにペーパータオル等で拭いた後、水拭きを行う。
消毒を行うときは、十分に換気を行うなど、使用する漂白剤の注意事項をよく
読んで行うこと。

漂白剤の希釈方法：市販の家庭用塩素系漂白剤（原液に含まれる次亜塩素酸
ナトリウムの濃度約 5%）を用いる場合、原液 25 mL（漂白剤のキャップ１
杯）を 2 L の水で希釈する（約0.06%の希釈液）。



３ 昼食をとる際の留意事項

① 食事前の手洗い等の徹底
食事の前の手洗いを徹底するとともに、必要に応じてアルコール等に

よる消毒を行うなど、指導を徹底する。

② 昼食時の児童生徒の配置について
昼食時においても、その他の時間同様、できる限り周囲との距離を離す

ともに、不要な接触を避けるよう指導する。

【参考】
1 厚生労働省動画チャンネル（YouTube）
「マスク着用の重要性（インフルエンザをうつさないために）」
https://www.youtube.com/watch?v=9Mkb4TMT_Cc

2 東北医科薬科大学病院感染症制御部・仙台東部地区感染対策チーム、新型コロナウイルス感染症市民
向け感染予防ハンドブック［第１版］
http://tmpuh.net/新型コロナウイルス感染症_市民向けハンドブック_20200225_1.pdf



児童生徒等に感染が疑われたら



該当する症状
がある場合は、
帰国者・接触
者相談セン
ターに相談す
るよう保護者
に伝えましょ
う。



学校で感染者が発生したときの
初期対応



学校で新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応

学校の初期対応について
【対 応】 【報 告】

①臨時休業措置 ①学校から市町村教育委員会へ
■臨時休業の決定及びその範囲（学級・学年・学校・地域）
・期間等は、保健所の助言による。学校医と連携する。

※学校保健安全法第20条により学校の設置者が行う。

■電話による第一報の後、別紙２「報告様式」により報告する。
（市町村教育委員会は教育事務所へ）
（教育事務所は県教育委員会へ）

※学校保健安全法施行規則第18条の学校感染症第１種として扱う。

②出席停止措置 ②「学校等欠席者・感染者情報システム」入力
■出席停止者の範囲（濃厚接触者の特定）及び期間は、
保健所の助言による。学校医と連携する。

※学校保健安全法第19条により校長が行う。

■システムログイン後、学校閉鎖、学年閉鎖、学級閉鎖、出席停止の画
面から入力する。

※お知らせ「新型コロナウイルス感染症関連の疾患登録について」を参照
（別紙３）

③保護者へ通知
■臨時休業の場合（市町村教育委員会） → 対象となる全児童生徒の保護者へ
■出席停止の場合（学校） 感染している児童生徒の保護者へ ・感染の疑いがある児童生徒の保護者へ

④保健所が行う感染経路・濃厚接触者特定への協力 ⑤校内の環境整備・衛生消毒

（R2.3.1６現在）※暫定版 健康教育課

・記載した内容は現時点での見解であり、今後変更される可能性があります。
・今後の対応の詳細については、県新型コロナウイルス感染症対策本部からの指示や要請により決定します。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　日頃より感染症対策につきまして、ご尽力いただきありがとうございます。新型コロナウイルス感染症につきましては、世界的な流行状況が日々報道され、不安が大きくなっていることと思います。　学校で感染者が発生したときには、第一類の感染症が発生したときと対応自体大きく変わるものではありませんので、保健所の助言を元に、落ち着いて対応に当たっていただければと思います。　感染者が発生したときの学校の初期対応について、ご説明いたします。　感染者が発生したときには、別紙１下に記載されているとおり、まず電話で第1報をお願いいたします。臨時休業措置については、市町村教育委員会が、出席停止については学校長が、保健所と学校医の助言に基づいて、措置を行います。　学校では、保健所が必要とする情報を収集するとともに、児童生徒の健康状態の把握につとめてください。　校内の環境整備・消毒については、保健所からの助言をよく確認して行ってください。　また、学校等欠席者・感染症情報システムへの入力や別紙2による報告をご提出いただくようになりますのでよろしくお願いいたします。



年度初めに県教
育委員会から文書
が出ますのでご確
認ください。



感染者が出たら、
慌てず、保健所
との連絡を密に
し、助言を受け
対応しましょう。

まず電話で第1報
を市町村教育委
員会や当該教育
事務所にお願い
します。



児童生徒の心のケア



感染症対策下における
子どもの安心・安全を高めるために

～子どもに関わるすべての方々へ 2020年3月2日～

新型コロナウイルス感染症対策として、感染の拡大のスピードを抑制する
ため、さまざまな取り組みが行われています。その中で、学校の休校、イベ
ントの中止やいろいろな情報が流れるなど、子どもや子どもの身近にいる大
人の生活にも大きな影響が出てきています。

子どもたちの中には、自分や家族も病気になるのではないかと不安を抱き、
いつもと異なる反応や行動がみられることがあるかもしれません。これらの
反応・行動は一般的なことであることを知っておくことが大切です。

一般社団法人 日本臨床心理士会災害支援プロジェクトチーム
一般社団法人 日本公認心理師協会災害支援委員会
公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン



子どもや親、養育者の不安を軽減する：
正しい情報を伝えること

感染症の流行や自然災害など大きな出来事が起こった際には、
その出来事に関するいろいろな情報やうわさが広がり、そのことによって、どの
情報が正しいのかの判断が難しくなることがあります 。子どもはよりその影響を
受けやすいといえます。子どもが心身ともに良い状態で過ごすために、ぜひ皆さんに気をつけ
ていただきたいことがあります。

子どもが出来事に関連したテレビのニュースや映像を繰り返し見ることがないようにしてく
ださい。子どもは認知的にも情緒的にも発達途中段階であるため、映像の中の出来事を現在の
状況ととらえたり、より不安や恐怖を増強することがあります。

また、年齢が高くなるにつれ、スマートフォンやインターネットを通して、子どもが自分で
情報を得られるため、うわさやデマの被害に遭うリスクが高くなります。子ども
に対しては、個々の発達や理解に合わせた情報の提供や、正しい情報の取り方に
ついて話し合うなど、家族や身近にいる大人のサポートが必要です。情報が、い
つ、どこ（誰）から発信されたものかについて、注意を払うようにしてください。

一般社団法人 日本臨床心理士会災害支援プロジェクトチーム
一般社団法人 日本公認心理師協会災害支援委員会
公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン



不安やストレスを抱えた子どもや家族へのコミュニケーション

不安や恐れなど心理的ストレスを抱えている子どもや家族と関わる時には、以下を参考
にしてください

○ ニーズや心配事を確認する。
○ 支援が必要と思われる子どもに注意を向ける。
○ 安心して落ち着けるよう手助けする。
○ 自ら話すことを聞く。
○ 基本的ニーズ（衣・食・住） を満たし、可能な限り日課

や習慣を保つ規則正しい生活を保つ。
○ 室内でも、ストレッチやラジオ体操をするなど少しでも

体を動かす工夫を生活の中に取り入れる。
○ 信頼できる情報を得られるように手助けをする。
○ 公共サービス、社会的支援につなぐ。
○ 自分の力で自分を守れるよう支援する。（手洗い、咳エチケット、適度な運動など）

一般社団法人 日本臨床心理士会災害支援プロジェクトチーム
一般社団法人 日本公認心理師協会災害支援委員会
公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン



児童生徒の健康管理のために



特別支援学校の
児童生徒への指
導にお役立てく
ださい。
心身のリフレッ
シュや運動不足
解消のために！

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/70059a/



自分手帳の活用

運動した日や体重、
その日の体調などを記
録したり、不安な気持
ちを書いておくのもい
いかもしれません。

健康状態の記録を指
導する際にお役立てく
ださい。

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/70059a/



臨時休業・出席停止中の
児童生徒の学びの支援



文部科学省HPより

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm
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