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COVID-19新規感染者数の推移（全国）

（出典：WHO Situation Reports、東洋経済オンライン）



COVID-19新規感染者数の推移（大分県）



COVID-19入院患者数の推移（大分県）

県内確保病床数 ３３０床
宿泊療養施設 ７００床予定
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新型コロナウイルスの感染メカニズム



発症前に感染性のピークがあ

り、発症前の無症状の時期から

周囲に感染させているという

データが集積されてきた。

新型コロナウイルスの感染性
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発症の９日後以降はほとんど

感染性がない！

陰性が確認された後に，再び

陽性になる例が報告されてい

るが，二次感染例はない

退院基準の変更

症状が軽快し、発症10日で退院He et al. :  Temporal dynamics in viral shedding and 
transmissibility of COVID-19. Nature Med. 15 April 2020
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新型コロナウイルスの感染の仕組み

濃厚接触者の定義

発症から２日前に接触した者

Luca F. et.al：Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic 
control with digital contact tracing, Science 8 May 2020



•飛沫感染は咳やくしゃみにより，直径５μｍ以上のしぶきが
空気中に広がって感染

大きなしぶきは，1.5ｍくらいしか飛ばず，落下する

•大きな声での会話や歌唱により，小さな飛沫（エアロゾル）が
発生して，それが空気中に広がって感染

エアロゾルは直径２～３μｍで，空気中に２，３時間浮遊
感染者が部屋を出た後も感染する可能性あり

（直接の接触がなくても感染する可能性）

運動で呼吸が荒くなることでも，エアロゾルが発生

•密閉空間で，エアロゾルが発生することで，集団感染に
接待を伴う飲食店，カラオケボックス，コーラスグループ

スポーツジム，卓球教室等で，クラスターが発生

感染経路（１）飛沫感染



• 接触感染は，物の表面についたウイルスが手を介して，目，鼻，
口の粘膜から感染

①くしゃみや咳を手で覆ったり，鼻をかんだりすると，手に

ウイルスが付着する

②患者がその手でドアノブ等を触ることで，ウイルスが付着

③他の人が，ドアノブ等を触り，その手で，鼻や目をこする

ことや食べ物を持って食べることで感染が成立する

• プラスチックの表面などでは，数日間生存
布や段ボールの表面でも１日は生存

• 患者と同じ時間に空間を共有しなくても，患者が退室した後の
部屋等に滞在しても感染する

テーブルやいすなどに付着したウイルスを触ることで感染

感染経路（２） 接触感染



• 発症した人の８割は，他の人に感染をさせていない
残りの２割が３つの「密」が重なる状況で，多くの人に

感染させている

• １人の患者が何人の人に感染させるか（基本再生産数）
欧米では，2.5程度 ３月下旬の日本も，2.5程度

• 基本生産数 2.5が意味するもの
感染対策が取られなければ，２週間で患者数は64倍

１＋2.5＋6.25＋15.625＋39.0625＝64.4375

（約3.5日で2.5倍になると仮定）

• 最初の１人の感染から，診断がつくまでに14日かかると
最初の1人が診断された時には，既に64人に感染！

• 人と人との接触を８割減らすと・・
基本再生産数は 2.5×（１－0.8）＝0.5 → 流行の収束

一人の患者が何人に感染させているか？



基本再生産数 R０を減らす意義

１．感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限に
２．医療機関への負荷を減らし，医療崩壊を防ぐ！
３．社会・経済を破綻に至らせない。

時間

患
者
数

R 0 = 2.5

R 0 = 1.7

R 0 = 1.3

基本再生産数を減らすことで

R０＜1.0の場合，

流行は収束！



新型コロナウイルスの重症度

患者数 死者数 致死率

新型コロナウイルス
（日本）

54,952人
（８月16日）

（日本）

1,098人
（8月16日）

2.0％
（日本）

ＳＡＲＳ
（重症急性呼吸器症候群）

8,096人 774人 9.6％

ＭＥＲＳ
（中東呼吸器症候群）

2,494人 858人 34.4％

新型インフルエンザ
2000万人
（日本）

200人
（日本）

0.02～0.4％
（世界）



日本において，罹患率，死亡率が低い理由

•日本の人口10万対の罹患率は42.6であり，欧米の300
～1660と比較すると，桁外れに低い。
•高齢化が進んでいる日本では，死亡率が高いことが懸
念されたが，人口10万対 0.85であり，欧米の10～60と
比較すると，桁外れに低い。

• この傾向は日本に限ったことではなく，中国や台湾，韓
国，タイ，ベトナム等，東アジアの国でも同様！

•握手をしないこと，箸を使うこと，屋内では靴を脱ぐこと
などの生活習慣の影響を指摘する意見もあるが・・

•東アジアでは，新型コロナウイルスによく似たコロナウイ
ルスによる風邪の流行が過去にあり，「交差免疫」を獲

得している人が多いためかもしれない。



新型コロナウイルスの感染が疑われたら・・

• まずは，かかりつけ医や最寄りの医療機関に電話で相談
医療機関の指示に従って（時間，場所、連絡方法），

マスクをして受診をする

• 感染拡大につながるので、複数の医療機関受診は控える
• 以下に該当する方は最寄りの保健所に電話で相談する
○息苦しさや強いだるさ，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（注）で，発熱や咳等の比較的軽い

風邪症状のある場合

注：高齢者，糖尿病，心不全，呼吸器疾患の基礎疾患

がある方や透析患者など

○上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪症状が

続く場合



新型コロナウイルス感染症の診断

• 現時点では，遺伝子検査（ＰＣＲ検査）が最も信頼性が高い
発症９日以内なら，唾液でもＯＫ！

ただし、PCRでも3割は偽陰性と出てしまう可能性がある
• 抗原検査は30分で結果が得られるが・・

ＰＣＲ検査よりも感度が低い

• 抗体検査は，感染から２週間後に陽性になる
早期の診断にはほとんど使えない

• 抗体検査により，過去の感染状況がわかることから，地域
の感染率の調査に有用ではないかと期待されたが・・

東北地域と東京都の抗体保有率がほぼ同じだった！？

• 過去の他のコロナウイルスとの「交差反応」があり，結果の
信頼性が乏しい



新型コロナウイルス感染症の治療

• 効果的な治療薬がまだ見つかっておらず，対症療法が中心
期待されたアビガンはそれほど効果がないという報告も

• 米国でエボラ出血熱のために開発されたレムデシビルが，
治療薬として承認された

重症例に有効という報告

• マラリアの治療薬であるクロロキンに期待が集まったが・・
効果はなく，むしろ副作用が指摘された

• 寄生虫の治療薬であるイベルメクチン等も期待されている
• ワクチンの開発がいつになるかわからない

効果的なワクチンが１，２年の間にできるかどうか・・・

• 特効薬の開発やワクチンの開発が，先を争うように進めら
れている



新型コロナウイルス感染発生場所の消毒

保健所の指示により、患者若しくはその保護者又はその場所

の管理をする者若しくはその代理をする者が消毒を行う。









次亜塩素酸水の有効性について

製品評価技術基盤機構ＮＩＴＥによる検証

• 次亜塩素酸水（電気分解法で生成）30～40ppm１分で，
99.99％以上のウイルスを不活化 （濃度が重要）
直接スプレーして１分おいて，拭き上げる

• 次亜塩素酸水の噴霧による空気中のウイルス不活化
の効果は不明（WHOは推奨していない）

• ペットボトル等での配布は紫外線で分解されるために，
冷暗所で保存すること

家庭用洗剤等に含まれる界面活性剤
• 濃度0.1％５分で，99.99％以上のウイルスを不活化
• 直接スプレーして５分おいて，すすぎ流すことで，除菌
やウイルスの不活化ができる



濃厚接触者の定義（積極的疫学調査実施要領）
「患者（確定例）」の感染可能期間（発症２日前～）に接触した者

のうち、次の範囲に該当する者。

・患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触（社内、航空機内

等を含む）があった者

・患者（確定例）の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直

接触れた可能性が高い者

・その他：手で触れることの出来る距離（目安として１ｍ）で、必

要な感染予防策なしで「患者（確定例）」と１５分以上の接触が

あった者（周辺の環境や接触の状況等ここの状況から患者の

感染性を総合的に判断する）

→保健所が判断して濃厚接触者を決める
濃厚接触者には２週間の健康観察と外出自粛を要請



濃厚接触者のお世話における留意点

①濃厚接触者と他の同居者の部屋を可能な限り分ける

換気の良い個室が望ましい

②濃厚接触者の世話をする人は，できるだけ限られた人

（基礎疾患のない人）にする

③できるだけ全員がマスクを使用する

④小まめにうがい・手洗いをする

⑤日中はできるだけ換気をする

１時間に１回10分間の換気，もしくは24時間換気

⑥ドアノブ，手すりなどの共用する部分を消毒

タオルや食器，箸，スプーン等を共用しない

⑦汚れたリネンや衣服を洗濯する（通常の洗剤でＯＫ）

その際，手袋・マスクを使用する

⑧ゴミは密閉して捨てる



自分や自分の家族，同僚を感染から守るために

• こまめな手洗いと手指消毒を徹底する
インフルエンザ予防で実践してきたことを徹底する
指先を湿らすだけの「手洗い」ではだめ
石けんを使って、20秒以上

手指消毒薬も、「置いているだけ」では・・・
外から戻ってきたら必ず，手洗いか，手指消毒を

•多くの人が触る場所を時間を決めて消毒
ドアノブ，水栓，エレベーターのボタン，肘掛け等

•外出中は，顔を触らない！
手についたウイルスが、目や鼻の粘膜から侵入

• マスクを過信しない，使用する際には，正しく装着する
ことがポイント！

•周囲に感染させないための「咳エチケット」の徹底



正しいサージカルマスクの使用方法

鼻からあごまで
をしっかりおおう

隙間ができ
ないように

鼻の金具を曲げ
て確実にフィット

マスクの表面を
触らないこと！

裏表に注意！



現時点での厚生労働省の見解

•発症前など無症状の人から感染する例が半数近くを占める
ことから，症状の有無にかかわらず，全ての人がマスクを

する効果は期待できる。

• ただし、熱中症予防の観点から，屋外などで、人との距離
が十分にあれば，適宜マスクを外してもよい。

現時点でのＷＨＯの見解

•公共交通機関や店舗などの他人と距離を保つのが難しい
場所では、人にうつさないために手作りを含めマスクで顔を

覆うことを推奨。

•基礎疾患がある60歳以上は、サージカルマスクを推奨。

健康な人がマスクをする効果について



未就学児のマスク着用について

未就学児のマスク着用の効果は期待できない

• マスクが気になって，マスクや顔を頻繁に触ってしまう
マスクで遊び始める子どももいる

友達に触らせることもあるかもしれない

→ 接触感染のリスクを高めてしまう

• 布マスクは汗で濡れると，目詰まりを起こして，呼吸を苦しく
するので，苦しいときは外しても良いという指導を

• これからの季節は熱中症予防の観点からも，無理に子ども
にマスクをさせないことが大切

• 子どもの発達段階，基礎疾患の有無等を見据えて，マスク
を着用させるかどうかを個別に考えることが大切



これからの新型コロナウイルス感染症対策（イメージ）

「新しい生活様式」の普及次第



段階的緩和の目安
感染拡大を防止する「一定の移行期間」を設け、外出自粛や施設の使用制限等を緩和しつつ、段階的に社会経済の活動
レベルを引き上げていきます。
県民の皆様におかれましては、引き続き、「新しい生活様式」の実践・定着を図りながら、以下の対応をお願いします。
また、各地域の感染状況等にも留意しながら、臨機に行動してください。



基本的な感染対策

◆新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために◆「新しい⽣活様式」を実践しましょ
う

こまめに⼿洗い・⼿指消毒

咳エチケットの徹底（外出時はマスク着⽤）

３密（密集・密接・密閉）を避ける

⼈との間隔はできるだけ２ｍ（最低１ｍ）

会話は可能な限り真正⾯を避ける

窓を開け、こまめな換気（1時間に５〜10分程度）

地域の感染状況に注意する



・１⼈または少⼈数で、空いた時間に

・計画をたてて、素早く済ます

・展⽰品への接触は控えめに

・レジに並ぶときは、前後にスペース

・電⼦決済を利⽤する

・通販も利⽤する

買い物

一定の距離

◆新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために◆「新しい⽣活様式」を実践しましょ
う



◆新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために◆「新しい⽣活様式」を実践しましょ
う

・対⾯ではなく、横並びで座る

・おしゃべりは控えめに

・⼤⽫は避けて、料理は個々に

・お酌は避け、回し飲みはしない

・持ち帰りやデリバリーも利⽤

⾷ 事

横並び



◆新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために◆「新しい⽣活様式」を実践しましょ
う

・散歩やジョギングは少⼈数で

・すれ違うときは距離をとる

・距離をとれば、マスクをはずしてもＯＫ

・公園は、空いた時間、場所を選ぶ

・施設利⽤時は予約して混雑を避ける

スポーツ・娯楽
等



◆新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために◆「新しい⽣活様式」を実践しましょ
う

働き⽅

・テレワーク､ローテーション勤務の導⼊

・時差出勤でゆったりと

・オフィスはひろびろと

・会議はオンラインを活⽤

・打合せはマスク着⽤、スペースの確保
オンライン会議





業種ごとのガイドラインの作成と遵守

• 「新しい生活様式」の実践をめざして，各業界団体が，ガイ
ドラインを作成。

例：ライブハウスのガイドライン

•演奏者と観客の間を２ｍ以上あける，あけられない場合に
は，透明の遮蔽物を設置する。

• オンラインチケットの販売等により，キャッシュレスで入場
•顧客の名簿管理と入店時の体調チェックを行う
•人と人との距離を２ｍ，最低でも１ｍ確保すること
•客および従業員のマスク着用
•観客が歌ったり，大きな声を出すような演出はしない
• 「出待ち」や面会は禁止



・経済活動の停滞

業種によっては、甚大な影響

・「ふれあい」が減ってしまう

「愛着形成」等，子どもの心の成長への影響

マスクで表情がわからない

食事の際の会話も禁止

・保健医療福祉サービスの質の担保が難しい

特に，心のケアのケアが不十分に

・高齢者等の外出機会の減少による生活機能の低下

老人クラブ，公民館，サロン等の活動の停滞

高齢者の生活機能の低下

孤立による認知症や「うつ」の悪化

「新しい生活様式」の弊害



◆新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために◆

・働き方改革が一気に進む

在宅勤務（テレワーク）の体験者が増えた

コロナの流行が落ち着いても，在宅勤務を継続

・人と人との「ふれあい」の意義を再確認

普段は話さない親とも連絡を取ることになった

「オンライン帰省」で、以前より会話が増えた

・感染症対策の効果が他の感染症にも波及

頻繁な手洗い，咳エチケット

人との接触機会の減少

→ この１０年で，最も少ない流行になっている疾患も

「新しい生活様式」の効能



インフルエンザ

咽頭結膜熱 溶連菌感染症

感染性胃腸炎



• この数年間は，新型コロナウイルスとともに暮らす時代に。
「wｉｔｈコロナの時代」はどのような時代になるのか？

• 経済格差がさらに広がる
非正規雇用など，雇用が不安定な人ほど，影響が大

• 経済的な格差が健康格差に直結する現実
経済的に余裕がなければ，健康に配慮する余裕がない

• こんな時代だからこそ，ソーシャル・キャピタルが重要
人と人のネットワーク，信頼関係，「お互い様」の関係

• ソーシャル・ディスタンスではなく，フィジカル・ディスタンスを
物理的な距離はとっても，関係性が希薄にならないこと

• 改めて，人と人との「絆」の重要を
ＩＣＴ等を活用した新しい「絆」のあり方を模索

• 効率優先から，価値観の転換 「集中から分散」へ

「withコロナの時代」を生きる


