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新型コロナウイルスとは？
• もともと人に感染を起こすことが知られていたのは、６種類

• 風邪を起こすウイルス：４種類（229E, OC43, NL63, HKU1）

(風邪の原因の10-30%を占める

→冬季に流行のピークがあり、ほとんどの子供が6歳までに感染)

• 残りの２種類は重篤な症状を起こし、世界的に流行したことがある

中東呼吸器症候群（MERS）

重症急性呼吸器症候群（SARS）

• 新型コロナウイルスは、７種類目

• 2019年12月に中国湖北省武漢市から、症例の報告あり

ウイルス自体はいつから存在？？

• ウイルス名➡新型コロナウイルス（国際的には、 SARS-CoV-2）

• 病名➡新型コロナウイルス感染症（国際的には、COVID-19）

人に感染するコロナウイルスの特徴

症状、予防、経過と治療… 新型コロナウイルス感染症とは？ 現時点で分かっていること（9月13日時点）https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20200913‐00197970/
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115,289,961 confirmed cases of COVID19, 

including 2,564,560 deaths

世界の状況 (5 March 2021)

(https://covid19.who.int/)

人口10万人あたりの死亡者 (5 March 2021)

(https://covid19.who.int/)

6.42人155.59人



岡山県内の状況（2021年3月28日まで）

（岡山県HPより）
3/22

合計 2,646 例 （内死亡者 35 名）

岡山県内の状況（2021年に入ってから）



岡山県内の状況（2021年に入ってから）

インフルエンザ

(https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/idwr/IDWR2021/idwr2021‐07.pdf)

感染性胃腸炎

(https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/idwr/IDWR2021/idwr2021‐07.pdf)



水痘

(https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/idwr/IDWR2021/idwr2021‐07.pdf)

性器クラミジア感染症

性感染症の減少はみられていない

(https://www.niid.go.jp/niid/ja/10/2097‐monthlygraph/1663‐01chlamydt.html)
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Q 新型コロナウイルス感染症を診断するための検査にはどのようなものがありますか。

A 新型コロナウイルス感染症を診断するための検査には、PCR検査、抗原定量検査、抗原定性検査等があり、
いずれも被検者の体内にウイルスが存在し、ウイルスに感染しているかを調べるための検査です。

新たな検査⼿法の開発により、検査の種類や症状に応じて、⿐咽頭ぬぐい液だけでなく、唾液や⿐腔ぬぐい液
を使うことも可能になっています。

なお、抗体検査は、過去に新型コロナウイルス感染症にかかったことがあるかを調べるものであるため、検査を受
ける時点で感染しているかを調べる⽬的に使うことはできません。

検査の対象者
PCR検査（LAMP法含む） 抗原検査（定量） 抗原検査（定性）

鼻咽頭 鼻腔 唾液 鼻咽頭 鼻腔 唾液 鼻咽頭 鼻腔 唾液

有症状者
発症から９日目以内 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○※１ ○※１ ×

発症から１０日目以降 ○ ○ × ○ ○ × △※２ △※２ ×

無症状者 ○ × ○ ○ × ○ × × ×

⿐咽頭ぬぐい液採取 ⿐腔ぬぐい液採取

※１ 発症2⽇⽬から９⽇⽬以内に使⽤ ※２ 陰性の場合は⿐咽頭PCR検査等を実施
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⿐から綿棒を挿⼊し、
⿐咽頭を数回こする

（医療従事者が採取）

⿐から綿棒を2cm程度挿⼊し，
5回転させ，5秒程度静置

（⾃⼰採取も可）

検体採取の例

（抗原定性検査、⿐咽頭ぬぐい液と⿐腔ぬぐい液の場合）

※図はデンカ株式会社より提供

新型コロナウイルスの検査に用いる検体



臨床症状の割合（東京都第２波）

（https://covid‐registry.ncgm.go.jp/achievements/iCDC.pdf）

COVID-19に関する

レジストリ研究から

発熱５割弱

咳嗽５割弱

症状

（https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20201204‐00210768/）

症状からは区別できない



無症候性感染者の占める割合

（https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20201204‐00210768/）

２つのタイプの無症状者

• 感染してから、発症するまでの間にいる人
発症前２～３日前から他者へ感染させる可能性

• 無症状のままで経過する人
全体の４割？５割？

無症状者の存在

感染対策の難しさ

潜伏期間：１〜12.5日

（多くは４〜６日）

「コロナに罹ったら14日で復職OK」は安全な基準か？
忽那賢志 https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20200504‐00173758/



臨床症状の特徴

新型コロナ どんな症状・経過に注意すれば良い？
忽那賢志 https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20200516‐00178297/

36

ウイルス分離（感染性）と比較して、
鼻咽頭PCRは陽性が持続する症例がある
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新型コロナウイルス陽性者の
退院基準・解除基準

38
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検体別の発症後日数とウイルス培養の関連および発症後の抗体陽転率との関連
➡ウイルスの分離は発症後8 日目までで、

その後のウイルスの分離（感染性）はみられていない

退院基準・解除基準の変更

〇５月以前の退院基準・解除基準
• 遺伝子検査の陰性結果を持って判断

(検査結果に基づく基準)
↓
（知見の集積に伴い）
↓
〇現在の退院基準・解除基準
• 発症および症状消失からの日数を参考に退院を判断する：

症状に基づく基準 の導入
• 早期改善例では、遺伝子検査の陰性結果を持って１０日間

を待つことなく解除可能

※現在では、発症日（検体採取日）からの期間が優先。
発症日から１０日経過して症状改善している場合、
PCR陽性が続いていても解除となる。

40



新型コロナの後遺症 症状と頻度は？
忽那賢志 https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20200718‐00188691/

流行状況と症状、予後のまとめ

• 世界の流行よりは程度はひどくないが、日本

も三つ目の波を経験。下げ止まり状態。

• 岡山も同様。現在は県南東部が座、高齢者

に増えてきており、今後注意が必要

• 感染の場は、小児より高齢者

いかに高齢者に感染させないか

• 飛沫、接触、空気感染による感染症減少

– 感染対策はかなり効いている

• 新型コロナウイルス感染症とは？

• 発生状況

• 臨床面について
• 検査、臨床症状など

• 感染対策
• マスク
• 手指衛生
• 施設での感染対策

• クラスター対策
• クラスターとは何か？
• クラスターはどこで起きているか？
• クラスターの原因は？
• どうやったら対処できるか？
• 岡山県クラスター対策班（OCIT）の活動 https://www.funakoshi.co.jp/contents/69096、https://www.cdc.gov/media/dpk/diseases‐and‐conditions/coronavirus/coronavirus‐2020.html、

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from‐idsc/2482‐2020‐01‐10‐06‐50‐40/9303‐coronavirus.html

ウイルスの
構造



新型コロナウイルスによる細胞への侵入方法

J. Clin. Med. 2020, 9(7), 2096; https://doi.org/10.3390/jcm9072096

粘膜などでウイルスが
侵入する部分
（受容体）

USA TODAY What does the coronavirus do to your body? Everything to know about the infection process

https://www.usatoday.com/in‐depth/news/2020/03/13/what‐coronavirus‐does‐body‐covid‐19‐infection‐process‐

symptoms/5009057002/

眼・⿐・⼝を
経由して体内
に侵⼊する

新型コロナウイルス感染症の感染経路

新型コロナウイルス感染症制御における「換気」に関して

咳や会話を介したウイルス感染



マスクによる飛沫飛散（自分→他者）防止効果を強めるには、
隙間なく着用することが重要

マスクによる飛沫・エアロゾルの吸入（他者→自分）防止効果
もある

➡マスクを顔に隙間なく着用した場合には、防止できる

Masks reduce airborne transmission

Kimberly A. Prather et al. Science 2020;368:1422-1424

Copyright © 2020, American Association for the Advancement of Science

お互いにマスク着用しているとリスクは低い

マスク着用していない人には、眼の保護を行う！



感染予防手洗い・咳エチケット

新型コロナウイルスが環境で
生物学的活性を保つ期間
• 空気中3時間

• 銅の表面4時間

• ボール紙の表面24時間

• プラスチックの表面2〜3日

• ステンレスの表面2〜3日

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2004973

飛沫などが環境に付着すると、一定期間は残存する



出退勤時
患者の部屋に入る前(患者に触れる前)
清潔操作の前(食事介助、吸引、点滴等)
血液・体液に汚染された可能性がある場合
(吸引、点滴、おむつ交換、口腔ケア等)

手袋装着前、外した後
患者や患者環境に触れた後
自身の首から上を触る前後
(マスクの調整、目・鼻・口を触る等)

手指衛生を実施するタイミング

手指消毒薬を携帯しておくと適切なタイミング
で実施できるので便利

手洗いの
種類

所要時間 メリット デメリット

アルコール
 15秒以上
（15秒未満
では不十分）

 適切なタイミングで実施
できる

 消毒効果が高い
 石けんと流水の手洗いよ

り手荒れを起こしにくい

(エモリエント配合)

以下、消毒効果不十分
 目に見える汚れ
 下痢や嘔吐物の処理後
（ノロウイルス等）

石鹸と流水

 30～60秒

 目に見える汚れを除去
できる

 アルコールが効きにくい
微生物も除去できる

 適切なタイミングで
実施しにくい

 時間がかかる
 手荒れをおこしやすい

手指衛生の種類

正しい手順、適切なタイミングでの手指衛生が重要!!

洗い残しの多い部分



引用：Y’s Square ヨシダ製薬 https://www.yoshida‐pharm.com/h1n1flu/20090521.html（一部改変） 引用：Y’s Square ヨシダ製薬 https://www.yoshida‐pharm.com/h1n1flu/20090521.html（一部改変）

石けんと流水による手洗い後、ペーパータオル
で押さえ拭くようにする。

石けんと流水の手洗いの直後にアルコール手指消毒
をすると手荒れを起こしやすい。

ノンアルコールの手指消毒薬の使用

保湿剤を使用し、ハンドケアを怠らない。

現在、手荒れをしている方は皮膚科受診
を行い適切な治療が必要。

手荒れ防止対策

傷があると微生物が
定着しやすくなる

手袋

• 血液、体液、分泌物、排泄物、汚染物に触れるときは
手袋を着用する

• アルコールの手指衛生で代用できる場合がある

• 医療現場で手袋を替えるタイミング
• 同じ患者のケアでも、汚染度の高いケアから次のケアに移る時
• 次の患者に移る時
• 破れた時

• その手袋は清潔ですか？？

• 手指衛生は重要！
• 手袋を着用する前に手指衛生を行い、手袋を着用する
• 手袋をはずした後に必ず、手指衛生を行う（外すときに手袋で汚染され

る可能性、小さな穴：ピンホールがある可能性も）



PPEの選択と着脱
• 個人防護具（PPE：Personal Protective Equipment）は、リス

クを見極めて何を使用するのかを判断し、適切な資器材を選択する。

• 誤ったPPEの取扱いは、期待される効果が十分に得られないだけで
なく、汚染を拡大する可能性があるため、正しい取扱い方法を習得す
る必要がある。

一般的な注意事項

ア PPEは、血液、体液等の感染性のある体液や、それらに汚染
された物品や環境に触れる前、もしくはその状況が予測され
る時に使用する。

イ 曝露のリスクを見極め、適切な資器材を選択する。

ウ 手指衛生後にPPEを着用する。

エ 使用する分ずつ、箱又は袋から取り出す。

オ 原則として傷病者ごとに交換する。

カ 使用したPPEは、感染性廃棄物専用箱に廃棄する。

キ PPEを外した後にも、手指衛生を実施する。

標準予防策

自分が感染しない

利用者を感染させない

利用者間で感染を
媒介させない

スタッフの役割
病原体を拡げない

感染対策の基本として、すべての血液、体液、
分泌物（喀痰等）、嘔吐物、排泄物、創傷皮膚、
粘膜等は感染源となり、感染する危険性がある
ものとして取り扱うという考え方。

新型コロナウイルス
対策においても

標準予防策が重要!!

標準予防策

接触予防策飛沫予防策空気予防策

標準予防策を行ったうえで
感染経路に応じた対策を行う

感染経路別予防策 感染経路別予防策

・N95マスク・換気

サージカルマスク・アイガード

手指衛生

（日本医師会 COVID‐19有識者会議・早稲田大学田辺研究室）

空気感染：結核・麻疹・水痘
飛沫感染：COVID-19・インフルエンザ・百日咳等・マイコプラズマ
接触感染：COVID-19・インフルエンザ・多剤耐性菌（MRSA・ESBL等）

・ノロウイルス等



持ち込まない対策

 体調管理・出勤前の体温測定
 職員の不要不急の外出の制限
 デイサービスやショートステイなど
外から来訪される利用者の健康管理

 ユニバーサルマスキング
 手指衛生(利用者・職員・来訪者)

COVID-19の感染対策：職場で拡げない

• 職場ではユニバーサルマスキング

• すべての密を回避
マスクをできない人と接する場合はフェイスシールド/アイガード着用

食事の際に、集団での食事や対面での食事、食事中の会話を避ける

休憩の際も同様

喫煙所 （喫煙歴は、新型コロナ重症化のリスク）

• 手指衛生の徹底：職場に入る前、マスクを外す前後、共有物を
使用した後などこまめに！

• 換気を行う（30分に1回、5分程度）

• 共有物やみんながよく触るところは、担当者/時間を決めて
消毒する

小さなことの積み重ねが重要

いつかは職場に必ず持ち込まれる！だから・・・

換気
• 居室、サロン、食堂、リハビリ室、診察室、職員休憩
室など施設内すべてが換気の対象になります。

• 可能であれば、定期的（例えば日中は1時間に1回程度、
1回10分程度）な換気を行いましょう。

• 開窓による換気は2方向以上で行い、風の流れができる
ように施設状況に合わせて工夫していただくことが必
要です。

日本環境感染学会 ・高齢者福祉施設従事者のためのQ＆A（第2版）
・高齢者介護施設における感染対策 第１版

窓開け換気による室温変化を抑えるポイント

• 一方向の窓を少しだけ開けて常時
換気をする方が、室温変化を抑え
られます。窓を開ける幅は、居室の
温度と相対湿度をこまめに測定し
ながら調節してください。

• 人がいない部屋の窓を開け、廊下
を経由して、少し暖まった状態の
新鮮な空気を人のいる部屋に取り
入れること（二段階換気）も、室温
変化を抑えるのに有効です。

• 開けている窓の近くに暖房器具を
設置すると、室温の低下を防ぐこ
とができますが、燃えやすい物か
ら距離をあけるなど、火災の予防
に注意してください。



令和２年12 月17 日
「冬期における避難所の新型コロナウイルス感染症等への対応について」

換気を前提とした避難所の設備・備蓄等の確保

• 避難所内については、十分な換気に努めることが必要です。冬期において
も、暖房器具を使用しながら、気候上可能な限り、常時換気（難しい場合に
は30 分に1 回以上、数分間程度、窓を全開にすることによる換気）を行う
ことに努めて下さい。また、室内の温度及び湿度を保つために窓を十分に
開けられない場合は、窓からの換気と併せて、可搬式の空気清浄機を併用
することも有効です。

• 窓開け換気による室温変化を抑えるためには、一方向の窓を少しだけ開け
て常時換気に努めて下さい。人がいない部屋の窓を開け、廊下を経由して、
少し暖まった状態の新鮮な空気を人のいる部屋に取り入れること（二段階
換気）も、室温変化を抑えるのに有効です。

• 開けている窓の近くに暖房器具を設置すると、室温の低下を防ぐことがで
きますが、燃えやすい物から距離をあけるなど、火災の予防に注意して下
さい。

• 換気により室温を保つことが困難な場面が生じることから、室温低下によ
る健康被害が生じないよう、避難者等に温かい服装を心がけるよう周知し
て下さい。

• また、避難所における暖房や保湿等に必要な設備や、毛布、防寒着等の防
寒対策に係る備品等について、平時からの確保に努めて下さい。

環境・器材消毒

• アルコールまた は、0.05％次亜塩素酸ナトリウム液で高頻度に
接触する箇所は丁寧に拭き取り清掃を行ってください。

• 次亜塩素酸ナトリウム液を用いる場合は、手指衛生には使えな
いこと、木製の被消毒物では不活性化すること、金属や衣類で
は変質するものがあること、原液は冷暗所で保存することなど
に留意し、調整した次亜塩素酸溶液は1 日で使い切るようにし
てください（保管状況によっては効果がなくなってしまう場合
があります）。

日本環境感染学会 ・高齢者福祉施設従事者のためのQ＆A（第2版）
・高齢者介護施設における感染対策 第１版



日本環境感染学会 ・高齢者福祉施設従事者のためのQ＆A（第2版）
・高齢者介護施設における感染対策 第１版

• よく触れる場所(ドアの取っ手やノブ、ベッド柵な
ど共有部分など)を消毒することは有効です。

• トイレなどの環境や陰部洗浄ボトルなどの器具は
入所者ごとに交換、次亜塩素酸ナトリウムで消毒
するようにしてください。

• 新型コロナウイルス感染症とは？

• 発生状況

• 臨床面について
• 検査、臨床症状など

• 感染対策
• マスク
• 手指衛生
• 施設での感染対策

• クラスター対策
• クラスターとは何か？
• クラスターはどこで起きているか？
• クラスターの原因は？
• どうやったら対処できるか？
• 岡山県クラスター対策班（OCIT）の活動

クラスターとは何か︖

• 新型コロナウイルス感染症は、屋外で歩く際や、⼗分に換
気がされている公共交通機関等での感染は限定的であると
考えられているものの、「クラスター」と呼ばれる集団感
染が、感染を拡⼤させることが分かっている。

• 厚⽣労働省では、クラスターは、「現時点で、同じ場所で
の接触が明らかな感染者が5⼈以上いる状況を⽬安」とし
ていて、離れた場所で起きた⼆次感染や家族間の感染を除
外している。

• クラスターが放置された場合、連続的に集団発⽣を起こし
（感染連鎖の継続 感染連鎖の継続 感染連鎖の継続 感染連
鎖の継続 ）、⼤規模な集団発⽣（メガクラスター）につ
ながりかねない。

岡山県内の状況（2021年3月28日まで）

（岡山県HPより）
3/22

合計 2,646 例 （内死亡者 35 名）

再掲



岡山県内の状況（2021年3月3日まで）

（岡山県HPより）

01apr2020 01jul2020 01oct2020 01jan2021 01apr202
date_confirm

3/22

合計 2,506 例 （内死亡者 33 名）

再掲

⽇本公衆衛⽣学会 クラスター対策研修会（3⽉29⽇） COVID-19への対策の概念

⽇本公衆衛⽣学会 クラスター対策研修会（3⽉29⽇） COVID-19への対策の概念

全ての感染者が2次感染者を⽣み出しているわけではなく、
全患者の約10-20％が2次感染者を⽣み出すと考えられている

⽇本公衆衛⽣学会 クラスター対策研修会（3⽉29⽇） COVID-19への対策の概念



Q 新型コロナウイルス感染症と診断された⼈のうち、
どれくらいの⼈が他の⼈に感染させていますか。

A 新型コロナウイルス感染症と診断された⼈のうち、他の⼈に感
染させているのは２割以下で、多くの⼈は他の⼈に感染させてい
ないと考えられています。

このため、感染防護なしに３密（密閉・密集・密接）の環境で多
くの⼈と接するなどによって１⼈の感染者が何⼈もの⼈に感染さ
せてしまうことがなければ、新型コロナウイルス感染症の流⾏を
抑えることができます。

体調が悪いときは不要・不急の外出を控えることや、⼈と接する
ときにはマスクを着⽤することなど、新型コロナウイルスに感染
していた場合に多くの⼈に感染させることのないように⾏動する
ことが⼤切です。

※ マスクの着⽤により、感染者と接する⼈のウイルス吸⼊量が減
少することがわかっています。（布マスクを感染者が着⽤した場
合に60-80%減少 し、感染者と接する⼈が着⽤した場合に20-
40%減少。）
Ueki, H., Furusawa, Y., Iwatsuki-Horimoto, K., Imai, M., Kabata, H., Nishimura, H., 
& Kawaoka, Y. (2020). Effectiveness of Face Masks in Preventing Airborne 
Transmission of SARS-CoV-2. mSphere, 5(5), e00637-20.

https://www.mhlw.go.jp/content/000749530.pdf ⽇本公衆衛⽣学会 クラスター対策研修会（3⽉29⽇） COVID-19への対策の概念

⽇本公衆衛⽣学会 クラスター対策研修会（3⽉29⽇） COVID-19への対策の概念 ⽇本公衆衛⽣学会 クラスター対策研修会（3⽉29⽇） COVID-19への対策の概念



全国におけるクラスター感染の発⽣状況

全国知事会におけるクラスター感染発⽣状況のアンケート調査

６⽉１９⽇時点で各都道府県に照会をしたところ、クラスター（特定の１か所
で５⼈以上の感染者が発⽣）事例は、全国で２３８件となっている。

施設区分別にみると、病院、診療所等の医療機関が８４件（３５．３％）、⾼
齢者福祉施設や障がい者施設等の社会福祉施設が６２件（２６．１％）、接待を
伴うキャバレー、ナイトクラブ等を含む飲⾷店が４１件（１７．２％）となって
おり、これら３つの区分で約８割を占めている。

このほか、企業・事業所、スポーツジム・運動教室、ライブハウスなどでもク
ラスターが発⽣した事例が⽣じている。

クラスター発⽣事例数（R2.6.19 時点）
施設区分 件数 備考

医療機関 84件 病院（79 件）、診療所（5 件）

社会福祉施設 62件 ⾼齢者福祉施設（48 件）、児童福祉施設（8 件）、
障がい者福祉施設（6 件）

飲⾷店等 41件 キャバレー等（14 件）、ナイトクラブﾞ等（2 件）、 バー、
酒場等（5 件）、ライブハウス等（6 件）、
その他（14 件／ｶﾗｵｹ、⾃宅等）

運動施設等 4件 スポーツジム、運動教室等

学校・企業 39件 学校・教育施設（4 件）、企業等（35 件）

その他 8件 イベント会場、合唱団、会議室・家庭内、美容室等

合計 238件

2020年12⽉の全国クラスター発⽣状況
（21年1⽉8⽇新型コロナウイルス感染症対策分科会資料）

（私⾒）

• クラスターの原因は１つだけとは限らない
• 施設や機関毎でクラスターの原因が異なる

（状況や時期でも⼤きく異なる）
• ※※だけやればクラスターは防げる、というもの
ではない。

➡他施設での原因を参考情報として踏まえて、
⾃施設の感染対策を全体的に向上させることが
必要と思われる。

クラスターが発⽣し、拡⼤した理由
医療機関

• 原疾患による発熱や、無症状、偽陰性による感染者の発⾒の遅れ

• 陰性を確認しないままの転院・退院や転棟（個室への移動を除く）

• 通常の看護ケアやリハビリ時の⼿指衛⽣や、吸引措置・⾷事介助の際の
⽬の防護等の、感染予防策の不徹底

• 個⼈防護具（ＰＰＥ）等の資材の不⾜

• 通常診療の継続（ＣＴや⾎液検査の実施）による感染者との接触機会の
増加

• 動線の交差、リハビリの実施等による病棟をまたいだ患者・スタッフの
移動

• トイレや更⾐室、休憩室、仮眠室、⾷堂等における職員同⼠の感染

• スタッフ不⾜等を背景とした体調不良の職員の勤務継続

全国知事会におけるクラスター感染発⽣状況のアンケート調査



クラスターが発⽣し、拡⼤した理由
社会福祉施設

• 発熱者発⽣時の保健所等への連絡の遅れ

• デイケア等の通いの利⽤者や⾯会者からの感染

• 移乗、⾷事・⼊浴介助等の介護ケアにおける密着機会の多さ

• 認知機能が低下した⼊所者によるマスク・⼿洗い等の感染予防策の
困難さ

• 施設内のゾーニング、感染者と未感染者の区分けの不徹底

• 個⼈防護具（ＰＰＥ）等の資材の不⾜や使いまわし等の不適切な
使⽤

• 職員の感染によるスタッフ不⾜等

全国知事会におけるクラスター感染発⽣状況のアンケート調査

クラスターが発⽣し、拡⼤した理由
社会福祉施設（対応策の⼀例）

• 発熱者発⽣時の保健所等への連絡の遅れ➡連絡体制の確認

• デイケア等の通いの利⽤者や⾯会者からの感染➡感染対策の徹底

• 移乗、⾷事・⼊浴介助等の介護ケアにおける密着機会の多さ
➡感染対策の徹底、個⼈防護具の選択

• 認知機能が低下した⼊所者によるマスク・⼿洗い等の感染予防策の
困難さ➡職員が装着する個⼈防護具の選択、⼿指衛⽣の徹底

• 施設内のゾーニング、感染者と未感染者の区分けの不徹底
➡ゾーニングの⾒直し

• 個⼈防護具（ＰＰＥ）等の資材の不⾜や使いまわし等の不適切な
使⽤➡個⼈防護具の適正使⽤

• 職員の感染によるスタッフ不⾜等➡クラスター発⽣時の体制検討

全国知事会におけるクラスター感染発⽣状況のアンケート調査

県内のクラスター事例で認められた課題の例

①職員の中で、咽頭痛や倦怠感等を訴えるものがいたが、症状が軽いために
医療機関受診をせずに出勤を継続し、記録もつけていなかった。後⽇、新
型コロナの検査を受け、複数の職員で陽性が判明した。

②⾷堂では、窓を開けるなど換気に気をつけていたが、同じ勤務帯の⼈が
揃って⾷事し、⾷事中はマスクを外した状態で会話していた。
後⽇、複数の陽性者が判明し、他の⼈も濃厚接触者として⾃宅待機となっ
た。窓側の席の⼈に陽性者はいなかった。

③職員の中で陽性者が判明、職員の多くが濃厚接触者となり、事業の継続に
⽀障を来たした。

④福祉施設において、マスクを着⽤しない⼈に接した後、その⼈が陽性であ
ることが判明した。⾃分はマスクのみを着⽤していたが、眼の保護（フェ
イスシールドやゴーグルの着⽤）をしていなかったために濃厚接触となっ
た（後⽇、⾃分も陽性であることが判明）。

県内のクラスター事例からの提⾔
（新型コロナ対策で⼤事なポイント）

◎平時から⾏うこと
・職員が体調不良時に休める体制づくり
・職員に濃厚接触者・陽性者が発⽣した場合に備えた、

事業継続計画（BCP）の作成
・職員・施設利⽤者の体調管理（毎⽇の記録）
・⼿指衛⽣の徹底
・マスクの着⽤、個⼈防護具の適切な使⽤

（例︓マスク着⽤できない⼈と接する場合には、眼を保護できるように
フェイスシールドやゴーグルの着⽤を検討する）

・個⼈防護具などの備蓄・使⽤状況の確認
・⾷堂や更⾐室などでマスクを外しての会話を控え、⼯夫して

使⽤する（例︓時間をずらす・距離をとる）

◎発⽣時に⾏うこと
・保健所や指定者との緊密な連携
・感染予防対策専⾨家チームとの早期からの連携





内容

新型コロナウイルス感染症の基礎知識

クラスター対策について
１．クラスターとは何か︖
２．クラスターはどこで起きているか︖
３．クラスターの原因は︖
４．どうやったら対処できるか︖
５．岡⼭県クラスター対策班（OCIT）の活動

• これまでのクラスター事例の経験をもとに、
多くのチェックリスト（事前︓平時〜発⽣時を
含む）が各機関・団体から出されています。

• 国⽴感染症研究所 新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）医療施設内発⽣対応チェックリスト

• ⽇本環境感染学会 新型コロナウイルス感染症の院
内・施設内感染対策チェックリスト

• ⽇本看護協会 新型コロナウイルス感染症 感染予
防・管理のための活⽤ツール

• 多くの項⽬は共通しているため、まず内容を
確認すること（ほとんどはweb上でフリーで
⼊⼿可能）、施設の実情に沿うものの選択と
チェック（、可能であれば、繰り返しのチェッ
ク）を御検討ください。

国⽴感染症研究所 新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）医療施設内発⽣対応チェックリスト

準備期 初期探知期 拡⼤期
コントロール期・

再準備期

マネジメント

組織体制 組織体制 組織体制 全般

スタッフ管理
リスク評価と検査

の⽅針
その他 再準備

その他

疫学調査

全般 全般 全般 全般

COVID-19患者
COVID-19患者・
濃厚接触者対応

濃厚接触者 早期探知
接触者スクリーニ

ング
データマネジメン

ト

感染管理

教育
COVID-19患者・
濃厚接触者対応

全般

早期探知 早期探知 早期探知
感染伝播リスク減

少
再準備

資材確保

連携
⾏政 ⾏政 ⾏政 ⾏政との連携
地域 地域 地域
委託



⽇本環境感染学会 新型コロナウイルス感染症
の院内・施設内感染対策チェックリスト

事前準備（流⾏時対策）、感染疑い者の発⽣時、感染発
⽣時の対応に分かれたチェック項⽬がある。
⾃⼰評価、他者評者に利⽤可能。

流⾏時対策（３５項⽬）
• 感染対策組織
• 職員の管理
• 患者（利⽤者）の管理
• 感染予防対策

感染疑い者の発⽣時（９項⽬）
• 患者（利⽤者）管理
• 感染予防策

感染発⽣時の対応（２９項⽬）
• 感染対策組織
• 感染状況の把握、対応
• 感染拡⼤防⽌対策

施設内感染対策のための自主点検実施要領
（厚生労働省 令和2年7月31日事務連絡より抜粋）

４）感染者発⽣時のシミュレーション

個室管理、⽣活空間の区分け
→汚染区域（汚染の可能性がある区域）とそれ以外の区域に分けることが重要
→それぞれの区域がわかるようにすることが重要
→汚染区域に⼊る際には必要な防護服を装着した上で活動すること
→汚染区域を出る前に決められた場所で防護服を脱ぐこと
→濃厚接触者については、原則として個室に移動する
→濃厚接触者等及びその他の⼊所者の⾷事場所や⽣活空間、トイレ等を分ける
→濃厚接触者等及びその他の⼊所者の介護等に当たっては、可能な限り担当職員を分けて対応を⾏う

勤務体制の変更、⼈員確保
→職員の不⾜が⽣じるケースを想定して対応を検討しておく。

・勤務体制の変更 ・同⼀法⼈内での職員の確保 ・関係団体や近隣施設からの応援等による対応

検体採取場所の検討
→保健所等が施設に赴いて検体採取を⾏う場合に備え、検体採取場所を検討しておく

・当該場所までの⼊所者の移動について、濃厚接触者とその他の⼊所者が接触しないよう動線を分ける
・当該場所は⼗分な換気及び適切な消毒を⾏う

＜前⽂＞
介護サービスは、要介護者、家族
等の⽣活を⽀える上で⽋かせない
ものであり、新型コロナウイルス
感染症の感染拡⼤に伴う緊急事態
宣⾔下などの制限下であっても、
感染防⽌対策等の徹底を前提とし
た継続的なサービスの提供が求め
られています。
そのためには、業務継続に向けた
計画の作成が重要であるため、〜
〜。

岡⼭県クラスター対策班の概要
（OCIT︓Okayama COVID-19 cluster Intervention Team）

医療機関や福祉施設においてクラスターが発⽣した場合に、
速やかに感染拡⼤防⽌対策を講じられるよう、

①感染症対策に係る専⾨家チーム
②クラスターの発⽣要因等について分析を⾏う疫学チーム
③現地でトリアージや無症状者・軽症者に対する医療の

提供等を⾏う現地医療提供チーム
④必要に応じ精神⾯の⽀援等を⾏う精神科医療チーム

を編成し、「岡⼭県クラスター対策班（OCIT）」を派遣す
る体制を整備している 。

また、福祉施設や事業所などに対する感染予防対策への助
⾔等を⾏うため、県を通じて、保健所、各⾃治体等からの依
頼に応じ、事業所等への感染予防研修を実施している。

新型コロナウイルス感染症に関する外部専⾨家による対策班



岡山県クラスター対策班（OCIT）

クラスター発生

研修等の要望

派遣依頼

協議・派遣調整

感染管理医師 感染管理認定看護師 疫学 現地医療提供 精神科医療

選抜方法 個別依頼 個別依頼 岡山大学疫学・衛生

学分野、公衆衛生学

分野より

医療機関に、各職種

（医師、看護師、業務

調整担当）の派遣を

依頼

精神科医療機関に、

派遣を依頼

役割 施設感染対策、現地

医療提供時感染対策

研修の実施

施設感染対策、現地

医療提供時感染対策

研修の実施

県庁・保健所支援、

データの解析・解釈

研修の実施

現地でのトリアージ・

医療提供

現地医療提供チーム

に対する、精神科医

療および精神保健活

動支援

依頼方法 県庁・事務局より直接

依頼

県庁・事務局より直接

依頼

県庁・事務局より直接

依頼

感染状況・病床稼働

状況を勘案し、県庁・

事務局より各病院へ

依頼。各医療機関が

選抜。

発生状況、入院患者・

施設入所者の特性な

どに応じて保健所と

協議し依頼。医療機

関が選抜。

依頼保健所

各自治体

各団体

連携

岡山県 対策班事務局
（岡山大学疫学・衛生学）

連絡

感染管理

医師
感染管理

認定看護師
疫学 現地医療提供 精神科医療

これまでの専⾨家チーム派遣実績
（９⽉１⽇以降のもの）

• クラスター（集団発⽣）発⽣時対応
１３事例（３⽉１９⽇時点）
うち、現地医療提供チームの派遣 ４事例

• 予防研修等
３５件（３⽉１９⽇時点）
（例、保健所等と実施した社会福祉施設等に対する研修、

医療機関へ等での研修）

・その他 ７件

予防研修への派遣

上 感染管理専⾨家が事業者向け感染予
防研修会にて講義を⾏う様⼦

左 医療機関にて感染管理専⾨家が感染
者⼊院受⼊に係る指導・助⾔を⾏う様⼦

予防研修への派遣

疫学・公衆衛⽣学専⾨家が事業所向け
感染対策研修会にて講義を⾏う様⼦

感染管理専⾨家が⾼齢者施設にて
感染対策の実地指導を⾏う様⼦



県内クラスターへの派遣

上 施設職員や関係者で消毒を⾏う様⼦

右 感染管理専⾨家の指導に基づきシーツ
交換を⾏う様⼦

県内クラスターへの派遣

上 回診に向かう現地医療提供チーム医師

右 現地医療提供チーム医師による患者の
健康観察結果チェックの様⼦

県内クラスターへの派遣

左 感染管理専⾨家による個⼈防護具着脱
デモの様⼦

下 感染管理専⾨家、保健所の指導により
設けられたＰＰＥ着脱エリア

医療機関・福祉施設等向け
新型コロナウイルス感染症対策情報

https://www.pref.okayama.jp/pag
e/666222.html



クラスター対策の基礎的な情報
新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領（2021年1⽉8⽇暫定
版）

⽇本公衆衛⽣学会 クラスター対策研修会（3⽉29⽇） COVID-19への対策の概念
⽇本公衆衛⽣学会 クラスター対策戦略の概要（3⽉11⽇暫定版）
国内で⾏われているクラスター対策の戦略について、概要が記載されています。

保健師のための積極的疫学調査ガイド（第２.1版）（21年2⽉2⽇）
新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査に携わる保健師をサポートするための資料
です。

⽇本公衆衛⽣学会「アウトブレイク調査のススメ第2版」

クラスター分析のまとめ
・第12回新型コロナウイルス感染症対策分科会（20年10⽉23⽇） クラスターの分

析に関するヒアリン グ調査（都道府県・保健所）等の結果と今後に向けた検討（概
要）
・第12回新型コロナウイルス感染症対策分科会（20年10⽉23⽇） クラスターの分

析に関するヒアリング調査等の結果と今後に向けた検討
国⽴感染症研究所 クラスター事例集
⽇本医師会COVID-19有識者会議 COVID-19院内感染を経験して
国⽴感染症研究所 ⼀般的な会⾷における集団感染事例について
国⽴感染症研究所 札幌市内の⾼齢者向け社会福祉施設における新型コロナウイルス感
染症事例の特徴

岡⼭県クラスター対策班専⾨家による
新型コロナウイルス感染症関連動画
https://www.pref.okayama.jp/page/
694501.html

岡山市保健所・岡山市担当部局の
ご協力の下、

２施設での現地指導の
シーンとポイントを紹介

• https://www.nytimes.com/2020/12/05/health/coronavirus‐swiss‐cheese‐infection‐mackay.html

• The New York Times The Swiss Cheese Model of Pandemic Defense

The Swiss Cheese Model of Pandemic Defense

The New York Times Dec. 5, 2020



ご清聴頂き、

ありがとうございました


