
園でのコロナ対応
について

2021年 1 2月 1 0日
岡山済生会外来センター病院

感染管理認定看護師
友野良美



本日の内容

＊感染流行状況

＊新型コロナウイルス感染症の特性

＊新型コロナウイルス感染症の予防策



新型コロナウイルスの流行状況(全国)
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新型コロナウイルスの流行状況（全国保育所)
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本日の内容

＊感染流行状況

＊新型コロナウイルス感染症の特性

＊新型コロナウイルス感染症の予防策



感染症とは

私たちが普段生活している環境には様々な微生物
が潜んでいます。そして微生物たちは、環境に生き
残るために増殖を繰り返しています。この増殖が食
物の中で起こると食中毒となり、人の中で増殖する
とそれが原因で疾患を引き起こすことがあります。
これが感染症です。



感染成立の要因
感染が成立するためには、３つの要因があります。
①病原体（細菌・ウイルス）
②感染経路（咳、人の手など）
③宿主（感染症に罹りやすい人）
この３つ要因がそろった時に初めて感染が成立します。

病原体
（細菌・ウイルスなど）

感染経路
（咳、人の手など）

宿主
（感染症に罹りやすい人）

つまりこの要因を繋ぐ線を
断ち切れば防衛成功！



感染予防対策として、

・ 消毒や殺菌等により病原体(感染源)をなくすこと
・ 感染症患者を早期に発見すること （発熱・下痢を見逃さない）
・ 手洗いや食品の衛生管理など周囲の環境を衛生的に保つとともに
外的環境からの病原体の侵入を防ぐこと
・ 栄養バランスがとれた食事、規則正しい生活習慣、適度な運動、
予防接種などにより身体の抵抗力を高めること

が、とても重要となります。
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新型コロナウイルス感染症
症状：発熱、倦怠感、咳、鼻汁、咽頭痛、味覚・嗅覚異常、

腹痛、下痢など無症状の人もいる

潜伏期間：最大14日間（多くは５日前後で発症する）

感染力：発症前２日にはすでに感染力あり
(発症３日前からという考えもある)

感染対策：飛沫感染対策、接触感染対策
（狭く密閉され換気の悪い環境下では空気感染の可能性もあり）



８割の患者は軽症のまま治癒

風邪症状
味覚・嗅覚異常

下痢
呼吸困難
咳・痰

人工呼吸
管理など

20％の症例で
肺炎増悪し入院 約2~3で致命的
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���
�"����	� 

%#��&$���������



潜伏期間は１４日間
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発症２日前から他者への感染力がある

Lauer SA, et al:Ann Intern Med. 2020 Mar 10.

-� −2 −1 � 1 2 3 4   5   6    7… �
	�

�����


そのため陽性者が出た場合、濃厚接触者は
発症日を起点として過去２日の接触歴を調べて決められます



小児に注目した視点では？



新型コロナウイルス感染症(小児)
症状：無症状 or 軽症状であることが特徴的

初診時：無症状（47％）
体温37.５度未満（83％）
咳（せき）や鼻水（10～２０％）
味覚・嗅覚異常（４～５％）
一部に嘔吐、腹痛、下痢など消化器症状あり

しかし、ウイルス排出量は有症状者と同様に多く、呼吸器由来検体
（鼻水、唾液、痰など）だけでなく、便中にも排泄されます

日本小児科学会「��������
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��」2021年６月改訂より

新型コロナウイルス感染症診療手引き 第6.0版

2021年 10歳未満 10代
７月１４日時点 3.４％ 7.５％
８月１１日時点 3.８％ 8.３％
９月１５日時点 5.２％ １０％

陽性者に占める小児の割合が増加傾向



感染した小児の事例(日本)
対象：2020年１月～２月までに入院した１８歳未満の小児入院例１,038例

（年齢中央値９歳）
調査方法：後方視点調査

入院時無症状29.7％(308例)
［ 24ヶ月未満：20.1%、2歳以上13歳未満：41.４％、13歳以上18.８％］

有症状
咳(せき) 37.１％
38.０度以上の発熱 10.3％
味覚障害・嗅覚障害 9.８％

酸素投与が行われた症例は2.１％であったが、人口呼吸器を必要とした症例はなく
予後は良好であった。(2021年２月28時点では死亡例０)

新型コロナウイルス感染症診療手引き 第6.0版



感染した小児の事例(イタリア)
対象：2020年2 月 20 日～5 月 8 日コロナ陽性者のうち18歳未満の小児3,836 例

(年齢中央値11歳) 
症状
無症状 39.0％
極軽症状 24.４％
軽症 32.４％
重症 3.９％
最重症 0.３％

重症化危険因子
２歳未満（２歳未満の入院率は36.６％と高かった）
基礎疾患の有無

死亡例 ４例
全て６歳以下で心血管系異常や悪性腫瘍の基礎疾患があった
(そのため新型コロナが原因の死とは想定されていなかった)

新型コロナウイルス感染症診療手引き 第6.0版



感染した小児の事例
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７割以上が家庭からの感染



一般的な重症化リスクと検査についての考え方



重症化リスク

新型コロナウイルス感染症診療手引き 第6.0版



重症化リスク

厚生労働省：(2021年11月時点) 新型コロナウイルス感染症の“いま”についての11の知識

つまり、子供は軽症状でも
そこから
重症化リスクの高い高齢者にうつると大変！



重症度分類
重症度 飽和酸素度 臨床状態

軽症 SpO2≧96% 呼吸器症状なし
咳のみ息切れなし

中等度Ⅰ
呼吸不全なし

93%<SpO2<96% 息切れ
肺炎所見

中等度Ⅱ
呼吸不全あり

SpO2≦93% 酸素投与が必要

重症 ICU入室
or
人工呼吸器が必要

新型コロナウイルス感染症診療手引き 第6.0版
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PCR検査の結果がすべてではない

新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 病原体検査の指針 第４.1版

この研究では、新型コロナウイルス感染症に罹患している人が
検査で正しく陽性と判定がでるのは８割となっています。
→つまり２割の人は、新型コロナでも検査では「陰性」と出てしまうのです。
※検査する日にち（発症から何日目であるか）や症状の有無でさらに陽性一致率は下がります



PCR検査『陽性』 � 人に感染する力がある
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新型コロナウイルス感染症 感染期間
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PCR検査『陽性』 � 人に感染する力がある
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PCR検査『陽性』 � 人に感染する力がある
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新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取り扱いについて

以下のどちらか片方を満たす
1)人口呼吸器等による治療を行わなかった場合
・発症から10日間経過 かつ 症状改善から3日間
・24時間あけて 2回続けてPCR (抗原定量)検査で陰性を確認する

2)人口呼吸器等※１による治療を行なった場合
・発症から15日間経過 かつ 症状改善から3日間
(発症から20日経過するまでは、退院後も適切な感染予防策が必要)
・発症から15日経過 かつ
24時間あけて2回続けてPCR (抗原定量)検査で陰性を確認する

ちなみに
無症状病原体保有者の場合
・発症から10日間経過
・発症から６日間経過 かつ 24時間あけて2回続けてPCR (抗原定量)検査で陰性を確認する

※１：人口呼吸器等による治療とは、人口呼吸器管理又は体外式心肺補助(ECMO)管理による
治療とする



保健所の指定する感染隔離期間が終了すれば

「陰性」となった確認(検査)は必要ありません

通常生活に戻ってOKです！



本日の内容

＊感染流行状況

＊新型コロナウイルス感染症の特性

＊新型コロナウイルス感染症の予防策



感染対策の基本
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職員の感染対策
p 毎日、健康チェックをしましょう
p 共有物品は毎日清掃しましょう
p 話をする時にはお互いマスクをつけましょう
p 外から帰ってきた際、食事の前には手洗いをしましょう
p マスクの表面を触った後にも手洗い、手指消毒をしましょう
p マスクを机の上などその辺に置かないようにしましょう
p 食事の時には、一人一人が距離をあける

or 食事中にはおしゃべりをしないようにしましょう
p 定期的に換気をしましょう
p 体調不良時には、速やかに上司へ報告しましょう
・夜に熱が出て、朝には下がったからといって出勤してこない
ようにしましょう （まずは相談）
・熱がなくとも何となく体調がおかしいと思った時点で要相談



職員同士の感染を起こさせない

12�������������
�	��



子供たちの感染対策
p 毎日、健康チェックをしましょう
p 共有物品は毎日清掃しましょう
p 話をする時にはお互いマスクをつけましょう

５歳以下のマスク着用は積極的には推奨されていません
２歳未満の幼児に関しては窒息のリスクがあるためマスク着用は推奨されていません

p 外から帰ってきた際、食事の前には手洗いをしましょう
p マスクの表面を触った後にも手洗い、手指消毒をしましょう
p マスクを机の上などその辺に置かないようにしましょう
p 食事の時には、室内を窓を開けるなどして喚起よくし
一人一人が距離をあける(一方向をむく)

or 食事中には極力おしゃべりをしないようにしましょう
p 定期的に換気をしましょう
p 親と子供が一緒に有症状(発熱、咳、下痢など)がある場合は特に注意して
対応。個室対応が望ましい。

p 有症状時(発熱、咳、下痢など)がある場合は他の児童と分けて生活するこ
とが望ましい。対応職員はマスク、目の保護は最低限する。



環境にもウイルスは残っている
（文献によってウイルス残留期間は異なります、下記に掲示しているのは目安として下さい）
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新型コロナウイルスに効果のある消毒薬
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次亜塩素酸ナトリウムの薄め方
（新型コロナ では0,05%を使用）

・薄めた後は、１日で使いきる
・直射日光は避けて保管する
（薄めたものは遮光の容器へ入れる）
・使用する時には換気をよくして使用
・鉄などは錆びるため注意！



環境消毒は正しく行いましょう

OK

消毒剤を入れたスプレーを使用している所も多いですが
スプレーするだけだと環境消毒としては不十分です。
スプレーは水しぶきです。つまり、顕微鏡などで見ると
消毒剤のついている所とついていない所があります。
また、吸い込むと呼吸器を障害する危険があります。
スプレータイプの消毒剤をしようする場合は、必ず十分な量を
布などに染み込ませて拭いて下さい。
元々、消毒効果のあるウエットティッシュなどを活用してもOK！

アルコール入り



ちょっと気をつけて欲しい場所

鼻水を出す子や
食べこぼしをするなど園内で
テッシュペーパーは大活躍！

しかし、このテッシュペーパーを汚い手でとる
または多くとりすぎたテッシュペーパーをまた
箱に戻すなどするとこの箱の中身全てが汚くな
ります。

そうすると次にテッシュを使う人が汚いテッ
シュで鼻をふくことに！テッシュを使ったら手
洗い、使う前にも手指消毒できればベストです



環境からの感染 ＜ 飛沫感染

環境消毒について話しましたが・・・

もちろん環境消毒も大切ですが

きちんとした手洗い、手指衛生 マスクの着用が最重要です！



感染対策

・マスク（顎マスク、鼻出しマスクは禁止）

・手洗い、手指消毒（やればやるほどヨシ！）

・３密は避ける

・換気を行う（２方向開けて空気を流してね）

そして、みんなで一緒に守りましょう
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