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Ⅰ、新型コロナウイルスについて
2019年12⽉に中国で発⽣した新型コロナウイルス感染症は、
2020年3⽉には世界で⼤流⾏、半年後の5⽉末時点で600万⼈、
6⽉19⽇現在は850万⼈もの感染者数となり、
未だにその数は増加し続けています。

新規感染者数の動向（⽇本）

1/16 国内初の感染者確認
1/28 渡航歴のない日本人の感染確認
2/24 専門家会議 急速な拡大に進む

か、収束できるかの瀬戸際
2/26 大規模イベントの自粛要請
2/27 小中高の臨時休校を要請
4/7 7都府県 緊急事態宣言
4/16 緊急事態宣言の対象を全国に拡大
5/14 39県で緊急事態宣言を解除
5/21 大阪など3府県で解除
5/25 東京など１都１道３県で解除

（緊急事態宣言解除）

欧州等からの

移入（第 2 波）

中国からの移入
（第１波）

新規感染者数の動向（世界）

１⽇ 10 万⼈近い新規感染者が⽣じている。
6⽉16⽇時点で810万⼈

新型コロナウイルス感染症対策専⾨家会議（令和2年5⽉29⽇）

全国の実効再⽣産数推定値（5⽉28⽇版）

横軸：推定感染日

青線：実効再生産数

棒グラフ：発症者数

（濃い部分：外からの輸入例）

実効再⽣産数（Rt）：⼀⼈から何⼈に感染が広がるかを⽰す
１未満で維持することが重要

Ⅱ、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の⼀般知識

＜ウイルスの特徴＞

原因病原体 新型コロナウイルスSARS-CoV-2

致死率2-3％（中国のデータ、国により異なる）

ヒト-ヒト感染を起こす

感染様式 ⾶沫感染と接触感染

＜症状の特徴＞

呼吸器系の感染が主体（上気道炎、肺炎）

感染した全員が発症するわけではなく、
無症状で経過する例（30-50％）もある

潜伏期間：1-14⽇程度（平均約5⽇）

主な症状：多くは発熱や咳などの軽症

味覚・嗅覚障害が主症状のことがある

⼀般社団法⼈ ⽇本環境感染学会 (2020年5⽉7⽇)

＜注意すべき点＞
従来の⾶沫感染対策だけでなく、公衆衛⽣上の対策が必要
咳等の⾶沫とドアノブを介しての接触で感染する
集団感染（クラスター）が報告されている
クラスター以外でも感染する
無症候性の感染者であっても⼈に感染させてしまう

新型コロナウイルス（SARS-CoV2）残存期間
エアロゾル 3時間
プラスチック、ステンレス 72時間
段ボール表⾯ 24時間以内
インフルエンザA（H1N1）pdm09  の残存期間 数時間程度

クルーズ船でのSARS-CoV2遺伝⼦検出場所
まくら、机、電話受話器、TVリモコン、椅⼦の取⼿、
トイレ周辺環境から
このため接触感染対策のための環境消毒は⼤変重要

国⽴感染症研究所 国⽴国際医療研究センター 国際感染症センター（2020年6⽉2⽇版）



＜着⽤＞
1.⿐と⼝の両⽅を確実に覆う
2.ゴムひもを⽿にかける
3.隙間がないように⿐まで覆う
＜使⽤時＞ マスクになるべく触らない、

ずれたら、ゴム部分を持って付け直す、
マスクに触ったらすぐに⼿を洗う

＜外す時＞ ゴム部分を持って顔から外す、
すぐに⼿を洗う

こまめに⼿洗いして下さい（⼿荒れに注意）

⼿⾸まで念⼊りに洗ってください

⼿荒れがひどい時は、⼿袋の使⽤もお勧めします

＜⼿洗いのタイミング＞

外出の前後、⾷事の前後、トイレの後、物に触れた時

＜アルコール消毒＞

アルコール消毒を使⽤する場合には、

20秒程湿った状態を保つ量を使⽤して下さい
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Ⅲ、予防について
これからは、感染症対策をとりつつ⽣活するのが当たり前となります。
流⾏している時は、ステイホーム。流⾏が懸念されるときは、⾃粛⽣活。
流⾏がない時は、感染症対策を取りつつ⽣活するという新しいスタイルです。

中国からの移入
（第１波）

新型コロナウイルス感染症対策専⾨家会議(令和2年5⽉29⽇）など

＜⾃粛期間を過ぎて＞ ⾃粛期間を過ぎて、⼈の移動が再開します。
今後は基本的な感染症対策を実施しながら、⾏動することが求められます。

1、感染源を断つ
症状のある場合は⼤学に来ない
症状のある場合は学校、仕事を休む
必要な時は病院を受診
上記のために毎⽇の健康観察（発熱、症状
の有無）を⾏うようにしてください

2、感染経路を断つ ⾶沫感染、接触感染対策を⾏う
＜⾃⼰衛⽣のために＞ マスク、⼿洗い、アルコール消毒、帰宅後の洗顔やシャワー
＜物に対して＞ 洗えるものは、洗剤で洗う、共⽤を避ける（⾐類、⾷器など）

アイロンやドライヤーの熱⾵をあてるのも可
洗えないものについては、環境消毒で

＜⼈に対して＞ フィジカルディスタンス（⾝体的距離）の確保
3密（密接、密集、密閉）を避ける、換気をする

3、抵抗⼒を⾼める
⼗分な睡眠と⾷事、適度な運動
多忙な時期は、おろそかになりがちですが、
普段から気を付けることが⼤切です。
夏バテにも注意しましょう。

マスクの正しい使い⽅ ⼿指衛⽣（⼿指洗浄と⼿指消毒）

基本的な感染症対策

⾷事をする上での注意

マスクを外すため、以下のことに注意

⾷事前後の⼿洗いは重要

多⼈数がいる所では、距離をとり、対⾯での⾷事を避ける

私語をしない、（唾が⾶びます）

⼤⽫を避ける、回し飲みしない

換気を徹底する

環境消毒

＜使⽤消毒剤＞

次亜塩素酸ナトリウム0.05％

アルコール70％程度

使⽤上の注意をよく読んで使⽤して下さい

＜清拭箇所＞ ⾼頻度接触部位

ドアノブ、スイッチ、⼿すり、トイレット
ペーパーホルダー、⽔栓レバー、便座など

国⽴感染症研究所 国⽴国際医療研究センター 国際感染症センター（2020年6⽉2⽇版）など



0.05％以上の次亜塩素酸ナトリウム液の作り⽅
メーカー 商品名 作り⽅の例

花王 ハイター
キッチンハイター

⽔1Lに本商品25ml
（商品附属のキャップ1杯）

カネヨ⽯鹸 カネヨブリーチ
カネヨキッチンブリーチ

⽔1Lに本商品10ml
（商品附属のキャップ1/2杯）

ミツエイ ブリーチ
キッチンブリーチ

⽔1Lに本商品10ml
（商品附属のキャップ1/2杯）

使⽤上の注意：換気をすること、
家事⽤⼿袋を着⽤すること
他の商品とまぜないこと

商品の説明をよく確認すること

下記の量を⽔道⽔で薄めます。
取り扱いには注意が必要です。
⾦属は腐⾷するので、⽔拭き仕上げが必要です。

新型コロナウイルス感染症に備えた新しい⼤学⽣活新型コロナウイルス感染症に備えた新しい⼤学⽣活
宮崎⼤学におけるwithコロナ

宮崎⼤学安全衛⽣保健センター 20年6⽉19⽇

Ⅳ、感染が⼼配な時
⼗分な対策をとっていても、感染してしまう時もあります。
⼼配な時、感染してしまった期は、療養に専念しましょう。
周囲の⼈は、感染対策に注意しながら⼼⾝ともにサポートしてください

濃厚接触しているかもしれない時

濃厚接触者に準じて
接触後2週間は以下のことに注意する
咳エチケット、⼿洗い
不要不急の外出はできるだけ控える
やむを得ず移動する時も公共交通機関の利⽤は避ける
外出時や同居者等と接触する際のマスク着⽤と⼿指衛⽣
着⽤していたマスクは、⾷卓などに放置せず廃棄する
マスクを触った後は、必ず⼿指衛⽣
ゴミ処理、シーツ、⾐類等の洗濯は通常通りでよい

症状が出た時

１．まずは、
○ 学校や会社を休み外出を控える
○ 毎⽇、体温を測定して記録しておく
○ 基礎疾患（持病）があり、症状に変化がある

新型コロナウイルス感染 症以外の病気が⼼配

などの際にはかかりつけ医等に電話で相談する

２．病院や新型コロナウイルス感染症健康相談センターへの連絡

まずは電話で連絡する
☆ 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感） 、⾼熱等の強い症状のいずれかが ある場合
☆ 重症化しやすい⽅（※）で、発熱や咳などの⽐較的軽い⾵邪の症状がある場合

（※）⾼齢者、糖尿病、⼼不全、呼吸器疾患（COPD 等）等の基礎疾患がある⽅や
透析を受けている⽅、免疫抑制剤や抗がん剤等を⽤いている⽅

☆ 上記以外の⽅で発熱や咳など⽐較的軽い⾵邪の症状が続く場合
（症状が４⽇以上続く場合。強い症状と思う場合はすぐに相談。解熱剤などを使⽤し続けている場合も同様。）

新型コロナウイル感染症に感染したかもしれないといった健康相談は、下記へ連絡して下さい。
これまでの「帰国者・接触者相談センター」と同様

0985-78-5670（コロナゼロ）
聴覚に障がいのある⽅や、⾳声による相談に不安のある⽅

FAX：0985-44-2616（FAXス相談票は県ホームページから⼊⼿可）

新型コロナウイルス感染症健康相談センター ＜２４時間対応＞

安全衛⽣保健センター TEL：0985‐58‐3423 mail:anzen‐e@of.miyazaki‐u.ac.jp

「新型コロナウイルス対策 ⾝のまわりを清潔にしましょう。」（厚⽣労働省 啓発資料）より

今⽇はお休み



新型コロナウイルスとともに共存しなければなりません
⼀⼈⼀⼈の⾏動が、社会を守ります
感染弱者を守るためにも、
感染者が充分な医療を受けるためにも、
⾏動変容伴う新しい⽣活様式が必要です。
みんなで社会を守りましょう！！つらい時は保健センターへ！！
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Ⅴ、熱中症と救急蘇⽣ 新型コロナウイルス感染症流⾏下での変更点

①屋内では、室内換気に配慮をしつつ、室内温度を調整
②適宜マスクをはずして休憩、

はずす際はフィジカルディスタンシングに配慮
⼝渇感に依らず頻回に⽔分摂取

③フィジカルディスタンスに注意しつつ、少しずつ暑さに体を慣れさせる
④熱中症弱者の⽅には、頻繁に連絡を
⑤⽇頃の体調管理を⾏い、観察記録

新型コロナウイルス感染症の流⾏下における救急蘇⽣法について

＜救急蘇⽣法の具体的⼿順＞
○ 「２）反応を確認する」、「４）呼吸を観察する」
確認や観察の際に、傷病者の顔と救助者の顔があまり近づきすぎないようにする。
○ 「５）胸⾻圧迫を⾏う」
エアロゾルの⾶散を防ぐため、胸⾻圧迫を開始する前に、ハンカチやタオルなどがあれば傷病者の⿐と⼝に
それをかぶせるように変更する。マスクや⾐服などでも代⽤できる。
○ 「６）胸⾻圧迫 30 回と⼈⼯呼吸２回の組み合わせ」
成⼈に対しては、救助者が講習を受けて⼈⼯呼吸の技術を⾝につけていて、⼈⼯呼吸を⾏う意思がある場合
でも、⼈⼯呼吸は実施せずに胸⾻圧迫だけを続けるように変更する。

⼀般財団法⼈⽇本救急医療財団⼼肺蘇⽣法委員会作成（令和２年５⽉21⽇）

「新型コロナウイルス感染症の流⾏を踏まえた熱中症予防に関する提⾔」
『新しい⽣活様式』下における熱中症予防に関する学術団体からのコンセンサス・ステートメント

宮崎⼤学におけるwithコロナ

⽇本救急医学会・⽇本臨床救急医学会・⽇本感染症学会・⽇本呼吸器学会 令和2年6⽉1⽇

安全衛⽣保健センター
TEL  ：0985‐58‐3423
Mail：anzen‐e@of.miyazaki‐u.ac.jp
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＜基本的な考え⽅＞
○ ⼼肺蘇⽣はエアロゾルを発⽣させる可能性がある
○ 成⼈の⼼停⽌：⼈⼯呼吸を⾏わずに胸⾻圧迫とAED を実施
○ ⼦どもの⼼停⽌：講習を受けて⼈⼯呼吸の技術を⾝につけていて、
⼈⼯呼吸を⾏う意思がある場合には、⼈⼯呼吸も実施

がんばるもう


