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本日の内容

新型コロナウイルスの感染状況

変異ウイルス デルタ株

感染経路と感染対策の基本

学校で感染を拡げないために

ワクチン接種

陽性者・濃厚接触者が確認されたら



岡山県 日別感染者数
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岡山県のL452R変異株PCR検査状況

期間 検査実施件数 陽性件数 検出割合

6/14～7/1 89 0 0％

7/2～7/8 18 4 22.2％

7/9～7/15 30 1 3.3％

7/16～7/22 81 18 22.2％

7/23～7/29 157 104 66.2％

7/30～8/5 224 153 68.3％

8/6～8/12 197 159 80.7％

8/13～8/19 610 512 83.9％



従来株とデルタ株の違い

感染力：デルタ株は従来株の約２倍

➢基本再生産数（R0） 一人の感染者から感染させる数

従来株：1.4～3.5人

デルタ株：５～９人

➢体内のウイルス量が従来株よりデルタ株は1200倍多い



デルタ株の感染しやすさの例

従来株では家庭内感染が起きても感染しなくて済む
人もいた

デルタ株では家族全員感染！

従来株では子どもの感染は少なく、子どもが感染し
ても大人にうつすことはほぼないと言われていた

デルタ株では子どもも感染している

子どもからの家族内感染もある



デルタ株の重症化リスク

感染力 従来のウイルスの 約２倍

入院のリスク 〃 2.08倍

ICU必要のリスク 〃 3.34倍

死亡リスク 〃 2.32倍
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感染経路

気道から入り込む

➢飛沫と一緒に放出された

ウイルスを吸い込む

粘膜から入り込む

➢目

➢鼻

➢口

◆ 飛沫が粘膜へ届く

◆ ウイルスのついた手指で

目・鼻・口を触る



伝播様式

飛沫感染が主体（密接）

換気の悪い環境では，咳やくしゃみなどがなくて
も 感染する（密閉・密集）

ウイルスを含む飛沫などによって汚染された環境
表面からの接触感染の可能性

発症前の潜伏期、あるいは無症状病原体保有者か
らの感染リスクもある．



感染対策の基本

 3密回避

➢密閉・密集・密接 ひとつでも回避

お互いにマスクを正しく着用

適切な手洗い



https://www.youtube.com/watch?v=jgsDZboag9s&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=jgsDZboag9s&t=4s


正しいマスクの着用



正しくマスクを使用する

マスクは鼻から顎までしっかり
覆うように装着する

一旦装着したら、むやみに触ら
ない

マスクを触る前と後に手をきれ
いにする





手洗いの６つのタイミング







流水と石けんによる手洗い



手指消毒
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https://www.mext.go.jp/content/20200903-

mxt_kouhou01-000004520_1.pdf



感染症対策を講じてもなお
感染のリスクが高い学習活動

長時間、近距離で対面形式と なるグループワーク等

近距離で一斉に大きな声で話す活動（★）

理科における近距離で活動する実験や観察

音楽における「室内、近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤 ハー
モニカ等の管楽器演奏」（★）

図画工作、美術、工芸における近距離で活動する共同制 作等の表現
や鑑賞の活動

家庭、技術・家庭における近距離で活動する調理実習（★）

体育、保健体育における密集する運動（★）近距離で組み合ったり接
触したりする運動（★）



校内に持ち込まない感染対策

体調の自己管理

日常の感染対策

体調の悪い教職員は出勤しない 休める体制の準備

体調の悪い児童・生徒は登校しない

家族に体調不良者がいたら慎重に行動する

（出勤・登校を見合わせる）

出勤、登校後も体調の変化があれば無理をせず、帰宅する



校内で拡げない感染対策

基本の感染対策の徹底

➢３密回避

➢目・鼻・口を護るためのマスクと手洗い

➢ウイルス除去 環境管理



換気の悪い密閉空間での

集団感染事例の報告あり

⚫ 開窓による換気

⚫ 施設敷設の空調による換気

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

３密回避：密閉回避

換気の必要性



換気の工夫

窓や入口ドアを開けて空気の通り道をつくる

➢窓を開けた換気の目安：1時間に10分程度

➢ 2か所の窓を開け空気の通り道をつくる

➢空気を取り込む窓を小さく、排出する窓を大きく開ける

「窓開け換気」が可能な場合、クラスで換気ルールをつくり
実践する

➢人が集まる場所は1時間ごとに10分ドアを開ける

➢授業終了後はドアを開けたままにする



ダイキン工業WEBサイト「上手な換気の方法～オフィス・店舗編～」より
https://www.daikin.co.jp/air/life/ventilation/office/

対角線上にある窓を開けると効率的

取り込む側は

小さく開ける 外に出る側は
大きく開ける

空気の入口 を小さく、出口を大きく開けることで、部屋の空気が
攪拌され、室内のより広い範囲を換気することができる



ダイキン工業WEBサイト「上手な換気の方法～オフィス・店舗編～」より
https://www.daikin.co.jp/air/life/ventilation/office/

ドアを開けて扇風機

などで部屋の外に
空気を出す

部屋の奥にも扇風機や

サーキュレーターが
あるとより効果的

窓がないときの換気の工夫



換気口（排気）が部屋の中に

ある場合は、ドアを開けて

扇風機などで部屋の中に

風を送り込む

窓がないときの換気の工夫

ダイキン工業WEBサイト「上手な換気の方法～オフィス・店舗編～」より
https://www.daikin.co.jp/air/life/ventilation/office/



換気のルールを決める

備え付けの換気設備を点検する

スイッチが入っているか

フィルターに汚れはないか

「窓開け換気」が可能な場合、クラスで換気ルールをつ
くり実践する

人が集まる場所は1時間ごとに10分ドアを開ける

授業終了後はドアを開けたままにする



３密回避：密集回避

時間・場所・人数の調整

授業方法の構築

自己学習の支援

昼食を含む休憩時間の場所の確保



３密回避：密接回避

社会的距離の確保

座席の調整

グループの調整

パーテーションや

フェイスシールドの利用





マスクと手洗い
適切と言えない場面は？





注意が必要な場面

更衣室・部室・昼食後や放課後など

➢マスクを外しがち

➢おしゃべりがはずむ

➢メーク直しや歯磨き

通勤・通学時間

➢混み合う電車の中で飲食と

おしゃべり

寮

➢共有スペース、共有物が多い



共用する物品・環境の管理

ドアや手すり、スイッチ類

パソコン、電話機、ペンなど

机やイス

シンク：蛇口や周辺



環境の清掃

•よく触るところを定期的
に掃除する
•消毒薬を吹きかけるので
はなく、拭きあげること
が大切
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ワクチン接種は効果があるのか

今感染している人の80％はワクチン未接種者（岡山県）

 3％は２回接種後２週間以上経過して感染しているので
感染対策は必要

ワクチン接種で

重症化しにくくなる 90%以上

発症しにくくなる デルタ株で64～88％発症予防効果

感染しにくくなる デルタ株で64～79％感染予防効果



ワクチンの副反応と
コロナに感染した時の症状と後遺症
副反応

➢注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や
関節の痛み、寒気、下痢等

➢接種の翌日をピークに発現することが多いですが、
数日以内に回復

感染した時の症状

発熱、呼吸困難感、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛、
味覚・嗅覚障害

後遺症

➢味覚・嗅覚障害、倦怠感、呼吸困難感、集中力低下、
鬱、頭痛、脱毛…
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陽性者が確認されたら

行動調査、体調観察記録の確認

発症２日前からの接触者と接触状況のリストを作成

保健所が濃厚接触者とする人物がいるかどうかの確認

学級閉鎖、学校閉鎖、イベント制限の有無など相談

 PCR検査の時期、方法、対象者の確認と通知

環境の清掃・消毒



濃厚接触者とは

陽性者のコロナウイルス感染症を疑う症状があった２日前か
ら隔離開始までの期間に下記の接触があった

陽性者との同居や長時間の接触（車内・航空機内等を含む）

適切な感染防護なしに陽性者の診察や看護・介護をした

陽性者の気道分泌液もしくは体液などの汚染物に直接触れた
可能性がある

その他：手で触れることのできる距離で、必要な感染予防策
なしで陽性者と15分以上の接触

実際には保健所が患者や家族、学校などから聞き取り調査を
し、状況に応じて総合的に判断する

ワクチン接種を終了しているかどうかは関係が無い



濃厚接触者にならないためには

お互いにマスクを正しく着用しておく

戸外であっても握手のできる距離で会話する時には
マスクを着用する

マスクを外す時には十分に距離を取り、１５分以上に
ならないようにする

飲食中は黙食とする

普段一緒に生活していない人と過ごす時にはマスクを
着用する



濃厚接触者になると

感染している可能性があることから、陽性者と
最後に接触した後 14 日間は自宅待機で健康観察が
必要

外出は自粛するなど保健所の指示に従う

万一、陽性者が確認されても濃厚接触者とならない

ことが大切





まとめ

デルタ株の出現とコロナ疲れで感染対策にゆるみが出て
新型コロナウイルスは爆発的に感染拡大

感染対策の基本を見直し、適切な対策を継続するのが大切

ワクチンも対策も大人がやらなければ子どもは不安

子どもたちに発信するのは学校・教員の力が大きい

皆様の力が必要です
よろしくお願い致します


