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回覧研修用資料 
 
 
 
小規模ケアアドバイザー高橋恵子が紹介する 
 

新型コロナウイルス対策マニュアル 
 

令和 2年5月作成   
 
 

 
肥後藩の沖に現れたと言うアマビエ、書き写すことで、 

疫病退散の効果があると言われている。 

子供たちが書いてグループホームの利用者と色付けしたものです。 

 
※全国民の努力により、感染者数は減っています。しかし、過去の大規模感染事例に学び、
第 2波や第 3波の到来に備えましょう。 
時期によって情報は若干変わっていきます！抗ウイルス薬など、開発され活用し始められ
たら、是非追記しましょう。 
 
 
 
 
 
主に、厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&Aや新型コロナウイルス感染症対策専門
家会議の資料を基にグループホームや小規模多機能居宅介護事業所の回覧研修資料として作成
しました。参考例では、介護現場向きの工夫を紹介しています。引用文献や参考文献は、極力
信用できる公的な情報より、転記し文中に明記しております。さらに勉強したい方はそちらを
ご覧ください。 
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新型コロナウイルスについて、勉強しよう。 
問１「新型コロナウイルス」とは、どのようなウイルスですか。 

国立感染症研究所で分離された新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真像。 	

粒状の粒子の上にコロナウイルス特有の冠状のスパイクたんぱく質が観察できるという（国立感染症研究所提供） 

 
  「新型コロナウイルス（SARS-CoV2）」はコロナウイルスのひとつです。コロナウイ
ルスには、一般の風邪の原因となるウイルスや、「重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）」
や 2012年以降発生している「中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）」ウイルスが含まれます。 
 ウイルスにはいくつか種類があり、コロナウイルスは遺伝情報としてRNAをもつRNA
ウイルスの一種（一本鎖RNAウイルス）で、粒子の一番外側に「エンベロープ」という
脂質からできた二重の膜を持っています。自分自身で増えることはできませんが、粘膜な
どの細胞に付着して入り込んで増えることができます。 
 ウイルスは粘膜に入り込むことはできますが、健康な皮膚には入り込むことができず表
面に付着するだけと言われています。物の表面についたウイルスは時間がたてば壊れてし
まいます。ただし、物の種類によっては 24時間～72時間くらい感染する力をもつと言わ
れています。 
 手洗いは、たとえ流水だけであったとしても、ウイルスを流すことができるため有効で
すし、石けんを使った手洗いはコロナウイルスの膜を壊すことができるので、更に有効で
す。手洗いの際は、指先、指の間、手首、手のしわ等に汚れが残りやすいといわれていま
すので、これらの部位は特に念入りに洗うことが重要です。また、流水と石けんでの手洗
いができない時は、手指消毒用アルコールも同様に脂肪の膜を壊すことによって感染力を
失わせることができます。 
 

山中伸弥先生は 
「コロナ危機：戦いから共存へ」
と題して、 
 
『今は我慢して。ウイルスの「闘
い」から、撲滅は難しいと考えら
れるので、「共存」になっていくの
だろう。』と話されています。 



 3 

問２ 新型コロナウイルス感染症にはどのように感染しますか。 
 
 一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。閉鎖した空間で、近距離で多くの人と会話
するなどの環境では、咳やくしゃみなどの症状がなくても感染を拡大させるリスクがある
とされています。 
「飛沫感染」とは： 感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と一緒にウイルスが放出さ
れ、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染します。 
「接触感染」とは： 感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れる
とウイルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触
ると粘膜から感染します。 
 

 

日本感染症学会ホームページより 
飛沫感染は2m離れると感染しないとされている。オープンエアでは，2mまで到達する前に，種々
の大きさの aerosol（エアロゾル，微小な空気中で浮遊できる粒子）は乾燥する。60～100μmの大
きな粒子でさえ，乾燥して飛沫核になり，インフルエンザウイルスを含む多くのウイルスは乾燥して
感染性を失う 3）。したがって，コロナウイルスはインフルエンザ同様，エアロゾルが乾燥する距離で
ある2m離れたら感染しないと思われる。しかし，湿気のある密室では空中に浮遊するエアロゾル中
のウイルスは乾燥を免れるため，驚くことに，秒単位から1分ではなく，数分から30分程度，感染
性を保持する 4）～6）。 
文献） 

3） ３）Xie X,et al:Indoor Air. 2007;17(3):211-25. 

4） ４）Shiraki K, et al:Aerosol and Air Quality Research. 2017;17(11):2901-12. 

5） ５）Daikoku T,et al:Aerosol and Air Quality Research. 2015;15(4):1469-84. 

6） ６）Yu IT, et al:N Engl J Med. 2004;350(17):1731-9.  
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どうやって感染するの？ 

現時点では、飛沫感染（ひまつかんせん）と接触感染の２つが考えられます。  
 
（１）飛沫感染 感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つば など）と一緒にウイルスが放出され、
他者がそのウイルスを口や鼻から吸い込んで感染します。 ※感染を注意すべき場面：屋内
などで、お互いの距離が十分に確保できない状況で一定時間を過ごすとき  
（２）接触感染 感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、自らの手で周りの物に触れると
感染者のウイルスが付きます。未感染者がその部分に接触すると感染者のウイルスが未感
染者の手に付着し、感染者に直接接触しなくても感染します。  
※感染場所の例：電車やバスのつり革、ドアノブ、エスカレーターの手すり、スイッチな
ど 
 
問３ 無症状病原体保有者（症状はないがＰＣＲ検査が陽性だった者）から感
染しますか。 
 
 通常、肺炎などを起こすウイルス感染症の場合、症状が最も強く現れる時期に、他者へウ
イルスを感染させる可能性も最も高くなります。一方で、無症候又は症状の明確でない者か
ら感染が広がるおそれがあるとの専門家の指摘や研究結果もあります。 
 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html 
 
  したがって、人と人との距離をとること（Social distancing: 社会的距離）、外出の際
のマスク着用、咳エチケット、石けんによる手洗い、アルコールによる手指消毒、換気とい
った一般的な感染症対策や、十分な睡眠をとる等の健康管理を心がけるとともに、地域にお
ける状況（緊急事態宣言が出されているかどうかやお住まいの自治体の出している情報を
参考にしてください）も踏まえて、予防に取り組んでください（予防法のQ&Aを参照くだ
さい）。 
 
問４ 感染者が見つかった場所（外国、国内）から送られてくる手紙や輸入食
品などの荷物により感染しますか。 
 
 現在のところ、中国やウイルスが見つかったその他の場所から積み出された物品との接
触から人が新型コロナウイルスに感染したという報告はありません。WHOも、一般的にコ
ロナウイルスは、手紙や荷物のような物での表面では長時間生き残ることができないとし
ています。 
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【WHOの情報】 
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public 
 
【国立医薬品食品衛生研究所の情報】 
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/microbial/2019-nCoVindex.html 
 
 
 
 
 
 
海外の研究を紹介します。 

このウイルス、いったいどれくらいの時間、環境中に残存し続けるのだろうか︖ 

SARSウイルスやMERS（Middle East Respiratory Syndrome、中東呼吸器症候群）
ウイルス（MERS-CoV）を含む感染菌の不活性化に関する複数の論文を比較したシステマ
ティックレビュー研究によれば、これらのヒト・コロナウイルスはガラスやプラスチック
の表面で最大 9日間、残存する危険性があるようです。 

また、ヒト以外の哺乳類に感染するコロナウイルスでは、最長28日も残存していたこと
がわかっています。上記で紹介した実験では、プラスチックの上で少なくとも 72時間
（3日間）は新型コロナウイルスが残存していたという結果が出ていたが、同じコロナウ
イルスの仲間のしぶとさを考えれば 1週間以上は要注意とすべきでしょう。 

実践例）念のため、外国や感染症が蔓延している地域からの輸送物は、一日おいて、触るよう
にすると安心です。プラスチックのようなものの方が、付着したウイルスが長く生きていると
言われています。簡単に拭けるものは、消毒できるもので拭いてから触るようにしましょう。 
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布や紙などの多孔質から滑らかな表面のステンレスやプラスチックまで、様々な物質表面の新
型コロナウイルスの最大残存期間（下の黄色円内）Via：G Kampf, et al., "Persistence of coronaviruses 
on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents." The Journal of Hospital Infection, 2020 に

よる Hades Fathizadeh, et al., "Protection and disinfection policies ageinst SARS-CoV-2(COVID-19）." Le 

Infezioni in Medicina, 2020 
 

コロナウイルスは、痰や糞便、尿中にもかなり長い期間、残存することがわかっています
が、新型コロナウイルスでも糞便などの取扱いに気をつけなければなりません。また、感
染者の新型コロナウイルスが最も多く物質の表面に付着するのは、発症して最初の 1週間
（66.7％）だったという研究もあります。 

では、温度や湿度の影響はどうでしょう。 

SARSウイルスは、温度が22～25℃、湿度が 40～50％で滑らかな物質の表面で 5日
間、残存したが、これが 38℃を超えて湿度が 95％まで達すると急激に残存率が下がった
と言います。現実には、室内環境では難しい数値です。 

多くの研究は新型コロナウイルスもSARSウイルスと同じように気温と湿度が高い環境
では残存できにくいとしていますが、中には新型コロナウイルスの感染力の強さから、こ
れに疑問を呈したり、むしろ紫外線のほうがウイルス減滅に効果があるという意見があり
ます。また、湿度が高い密閉空間の方が、ウイルスが生存しやすいと言う研究一報が出て
います。やはり、ここでも換気が有効なようです。 

 

問５ 感染者の糞便から感染することがありますか。 

 これまで通り通常の手洗いや手指消毒用アルコールでの消毒などを行ってください。 ま
た、新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者や新型コロナウイルス感染症の患者、濃厚
接触者が使用した使用後のトイレは、急性の下痢症状などでトイレが汚れた場合には、次亜
塩素酸ナトリウム（市販されている家庭用漂白剤等はこれにあたります、1,000ppm）、ま
たはアルコール（70％）による清拭をすることを推奨します。 

 
問６ 熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか。 
 
 発熱などのかぜ症状がある場合は、仕事や学校を休んでいただき、外出は控えてくださ
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い。そのため、企業、社会全体における理解が必要です。 
 咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手でおさえると、その手で触ったドアノブなど
周囲のものにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他者に病気をうつす可能性があり
ますので、咳エチケットを行ってください。 
 帰国者・接触者相談センター等にご相談いただく際の目安として、少なくとも以下の条件
に当てはまる方は、すぐにご相談ください。 
 
☆ 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 
※高齢者をはじめ、基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患など）など）
がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方 
☆ 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日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症
状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も
同様です。） 
 ご相談は、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」（地域によ
り名称が異なることがあります。）や、地域によっては、医師会や診療所等で相談を受け付
けている場合もありますので、ご活用ください。 

感染者の状況は︖ 

感染が確認された症状のある人の約８０％が軽症、１4％が重症、６％が重篤となってい
ます。しかし、重症化した人も、約半数は回復しています。 重症化する患者さんも、最初
は普通の風邪症状（微熱、咽頭痛、咳など）から始まっており、その段階では重症化するか
どうかの区別がつきにくいです。  

感染したかもしれないと思ったら 

厚生労働省の方針は次の図のとおりです。ただし、政府の専門家会議は4月22日、高齢者
や妊婦、基礎疾患のある方も、症状があればすぐにでも相談するよう提言しました。 

 

 

 

気をつけるべき違和感とは 

まず喉の痛みやだるさです。感染者の8割は病気のどこかで発熱が見られていますが、最初の段階
で発熱がないこともありますし、最初から咳が出ない場合もあります。味覚や嗅覚の消失も一つの
サインになりますが、その症状が出たら必ずCOVID-19というわけでもありません。「いつもと何
かが違うな」と、ご自身が察知するのが大事だと思います。（日本医師会） 
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相談から診察、入院、退院までの流れ 

 
各事業所の地域で、連絡先や対応策を確認しておきましょう！ 
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全員で考えてみましょう！ 
もしも、感染の可能性がある職員と利用者がいたときに、どのように行動しますか？
まずは、チェック項目なしで話してみてください。できれば建物の図面で細かに話し
合いましょう。 
¨ どのような症状がいつからありますか？ 

（味覚や嗅覚の異常がある？・体温は？・呼吸苦やSPO2は？・血圧や脈拍は？・嘔吐や
下痢は？・食欲は？・水分摂取は？・チアノーゼは？他に接触した人がいますか？）落ち
着いて記録しておきましょう。 
 

¨ 主治医に電話で相談しましたか？ 
 

¨ 職員の場合は、出勤しないで、上司にすぐに連絡を取りましょう。濃厚接触者がいない
か、メモしておきましょう。 
 

¨ 主治医と相談して保健所に電話しましたか？ 
 

¨ 保健所に連絡するとともに結果が分かるまで、居室への立ち入りを制限しておきましょ
う。 

 
¨ 家族の状況をお伝えしましたか？ 

 
¨ もともと家族とはこのような状況があったときのことを相談していましたか？もしくはマ

ニュアルなど見せていましたか？ 
 

¨ 最近出入りした人や熱のある利用者や職員と接触した可能性がある人を整理して記録して
おきましょう。報告が必要になります。 

 
¨ 普段から感染者が出た場合のゾーニングの仕方や感染防護具の点検を行なっておきましょ

う。 
 

¨ 一部水まわりを含むレッドゾーン・イエローゾーンの配置を考えましょう。ゴミ入れは二
重にしましょう。 

 
¨ 事業所にあるもので、ガウンテクニックを勉強しておきましょう。 

 
¨ 誰がつくのか？誰が医療機関に利用者状況を申し送るのか決めておきましょう。 
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いつ来るかわからないウイルス感染に備えておきましょう。 
 

 
職場の予算に合わせて、工夫しましょう。ビニール袋は、工夫すれば、色々と使えます。また各
個室で、使用したものは廃棄します。感染防御のために使えそうなものを集めてみましょう。百
均グッズの中にも使えそうなものがあります。薄手のものは重ねて使いと安心です。薄い手袋は
二つ重ねて使いましょう。床にゾーニングで、レッドゾーン（汚染区域）：赤いテープやイエロ
ーゾーン（中間区域）：黄色いテープなど、貼っておくとわかりやすいです。廊下にシートを貼
って、外気を取り込んで、風が来ないように換気扇や扇風機などを回しても良いですが、風の向
きを間違えないように考えましょう。シートが汚染すると却って広げることになるので、シート
の使用方法も気をつけましょう。N95 マスクなどは高性能ですが、顔にぴったりと来るように
サイズを調整します。慣れないと呼吸苦がありますので、通常のサージカルマスクでも構いませ
ん。眼球にも飛沫が飛ぶことが考えられますので、ゴーグルやフェイスマスクを使いましょう。
クリアファイルで手作りもできます。 
 
感染者は基本個室で食べていただきます。食器は使い捨てを使い、使用するトイレや流しは専
用とします。居室でのケアは、ガウンテクニックで介護者自身の身を守ります。ガウンを脱ぐ時
は、接触面を触らないように裏返しながら丸めて脱ぎます。手指の消毒はアルコール、部屋の清
掃は次亜塩素酸酸ナトリウムなどで消毒します。入浴や清拭は、個別に専用で対応します。ゾー
ニングの際、近くのトイレや個浴があれば、そこまでゾーニングに入れておくと良いと思います。
使用した衣類は、次亜塩素酸ナトリウムに浸した後、洗濯、高温で乾燥させます。 汚染エリア
のゴミは、ビニール袋に入れて二重にして、感染性廃棄物として処理します。保健所と汚物処理
については相談します。 

感染確定後の管理業務 

感染職員は休職扱い(休業補償)となります。 利用者と職員全員の PCR 検査(保健所の指示に
よる)  家族への継続的連絡を取ります。管理業務として、医療機関への搬送が望ましいので
すが、すぐにできない場合、定期的な医療派遣について相談します。衛生材料の確保(マスク、
ガウン、手袋、消毒液等) の手配をします。市町村への事故報告書を提出します。 
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新型コロナウイルス感染症の予防法 
問６ 感染を予防するために注意することはありますか。心配な場合には、
どのように対応すればよいですか。 
 感染を予防するためには、基本的な感染予防の実施や不要不急の外出の自粛、「３つの
密」を避けること等が重要です。 
 これまでに国内で感染が確認された方のうち重症・軽症に関わらず約80％の方は、他
の人に感染させていない一方で、一定の条件を満たす場所において、一人の感染者が複数
人に感染させた事例が報告されています。集団感染が生じた場の共通点を踏まえると、特
に、１．密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、２．密集場所（多くの人が密集してい
る）、３．密接場面（互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や共同行為が行われる）と
いう３つの条件のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられています。 
 
【３つの密を避けるための手引き】 
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html#c5 

  

また、これ以外の場であっても、人混みや近距離での会話、特に大きな声を出すことや
歌うことにはリスクが存在すると考えられています。激しい呼気や大きな声を伴う運動に
ついても感染リスクがある可能性が指摘されています。多くの場合、ライブハウス、スポ
ーツジム、医療機関、さらに最近になって繁華街の接待を伴う飲食店等におけるクラスタ
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ーでの感染拡大が指摘されています。 
 
 なお、本年４月から、望まない受動喫煙を防止するための改正健康増進法が全面施行さ
れ、原則屋内禁煙となっています。事業者は、屋外喫煙所や屋内の喫煙専用室を設けるこ
とも可能ですが、これらの場所では距離が近づかざるを得ない場合があるため、会話や、
携帯電話による通話を慎むようお願いします。 
 
注）詳しくはこちら
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html） 
 
 新型コロナウイルス感染症は、一般的な状況における感染経路の中心は飛沫感染及び接
触感染ですが、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれ
ば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。ま
た、無症状の者からの感染の可能性も指摘されており、油断は禁物です。 
 人と人との距離をとること（Social distancing; 社会的距離）、外出時はマスクを着用
する、家の中でも咳エチケットを心がける、さらに家やオフィスの換気を十分にする、十
分な睡眠などで自己の健康管理をしっかりすることで、自己のみならず、他人への感染を
回避するとともに、他人に感染させないように徹底することが必要です。 
 これらの状況を踏まえ、「３つの密」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手
指消毒用アルコールによる消毒の励行などをお願いします。
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参考資料）新型コロナウイルスの一般的な経過と肺炎の早期発見について 

緊急寄稿（1）新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のウイルス学的特徴と感染様
式の考察（白木公康） 一部抜粋 

COVID-19 の治療において重要であると考えていることは，感染者の3～4％に生じる急
性呼吸性窮迫症候群（ARDS）に至る前に，間質性肺炎の発症を早く見つけ，遅れること
なく，抗ウイルス薬治療を開始することである。間質性肺炎症状である「dyspnea，息苦
しさ」は発症平均8日〔四分位範囲（中央の 50％）：5～13日〕後に検出されている。し
たがって，3日の発熱は他の感染症でもみられるので，4日以上の発熱が続けばこの感染
症が疑われる（人によって平熱の値が異なるため，ここでは発熱の具体的な基準を示さな
い）。そして，5～6日に労作性呼吸困難を指標にして肺炎合併の有無をCTで検討し，治
療を開始する。この間にPCR法で確認することが望ましいが，肺炎の臨床診断で治療を
開始し，翌日のPCR法による診断の確認も選択肢の 1つであると思う。 

COVID-19 に感染した場合に備えて，肺炎を早期に発見するためには，毎日検温をして
平熱を把握し，発熱のチェックをする。4日以上持続する発熱は鑑別できる発熱性疾患が
限られ，COVID-19 のサインと思われる。発熱後8日で呼吸困難が出る。 

発熱後 5～6日ごろの病初期では，階段上りや運動など酸素必要量が多い時のみ，息切れ
を感じる。この労作性呼吸困難（息切れや呼吸回数の増加）により，肺障害を早期に推測
し，治療に結び付けることが重症化を防ぐために重要であると思う。その際に，画像診断
とPCR法で確定できる。 
COVID-19 の肺炎のCT所見の検討によると，発症後すぐにはすりガラス陰影を呈し，3
週間までに徐々に浸潤影を呈するものが多くなるとされており，肺線維化が進行していく
ことを示唆している 21）22）。また経過で線維化をきたすグループは予後不良であった 21）。
SARS を振り返ると発症 4週間後，55～62%に線維化を残していた 23）。非可逆的な変化
の可能性があり，拡散能・肺活量低下による肺機能低下も危惧される。COVID-19 でも若
年者の肺炎は死亡率が低く軽症であると早計せず，後遺症の予防において早期治療が重要
である可能性がある。 

21） Shi H, et al:Lancet Infect Dis. 2020 Feb 24. 

22） Pan F, et al:Radiology. 2020 Feb 13. 

23） Ooi GC, et al:Respirology. 2003;8 Suppl:S15-9. 
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参考資料） 

 

1 

 

2020年 4月 17日 

報道関係各位 

医薬部外品および雑貨の新型コロナウイルス

（SARS-CoV-2）不活化効果について 
 
 北⾥大学大村智記念研究所 ウイルス感染制御学研究室Ⅰ ⽚⼭和彦教授らの研究グループは、市

場に流通している医薬部外品・雑貨のうち、主にエタノール、界⾯活性剤成分を含有し、新型コロ

ナウイルスの消毒効果が期待できる市販製品を対象に、新型コロナウイルス不活化効果を有する可

能性について、試験管内でのウイルス不活化評価を実施したのでその結果を報告する。 

 

研究の背景 

新型コロナウイルスの消毒⽅法は、厚⽣労働省、国⽴感染症研究所などを通じて情報が提供され

ている*1*2*3。 しかし、一般に市場に流通している市販製品（医薬部外品・雑貨）にかかる不活化

効果に関する情報は少ない。 

市場に流通している医薬部外品・雑貨のうち、主にエタノール、界⾯活性剤成分を含有し、新型

コロナウイルスの消毒効果が期待できる市販製品を対象に、新型コロナウイルス不活化効果を有す

る可能性について、試験管内でのウイルス不活化評価を実施したのでその結果を報告する。 

市販の医薬部外品及び雑貨については、⼗分な供給体制を確保可能なこと、また海外での使⽤へ

の対応が期待できることを考慮した。また本研究にて評価した製品の選定にあたっては、本研究結

果の公開に異議を唱えないことを前提として国内複数企業へ製品サンプルの提供を要請し、同意が

得られた企業の製品を使⽤した。製品評価は、北⾥大学大村智記念研究所ウイルス感染制御学Ⅰ研

究室にて実施した。 

 

プレスリリース 
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2 

 

 

研究結果 

 各製品サンプルについては、製品のパッケージ裏⾯に書かれている使い⽅を参考にし、希釈が必

要な場合には⽔道⽔を⽤いた。 

・接触時間：1分（製品裏⾯の使い⽅から、⼿指の洗浄、拭き取り洗浄を想定 ） 

不活化効果 製品名 

あり 

かんたんマイペット（原液）、クイックルワイパー ⽴体吸着ウエットシート ⾹りが

残らないタイプ（絞り液）、クイックルワイパー ⽴体吸着ウエットシートストロング

（絞り液）、クイックル Joanシート（絞り液）、クイックル Joan除菌スプレー（原液）、

⾷卓クイックルスプレー（原液）、セイフキープ（絞り液）、トイレマジックリン 消

臭・洗浄スプレー ミントの⾹り（原液）ハンドスキッシュ EX（原液）、ビオレガー

ド薬⽤泡ハンドソープ（原液）、ビオレ u薬⽤泡ハンドソープ (3倍希釈)、ビオレガ

ード薬⽤⼿指⽤消毒スプレー（原液）、ビオレガード薬⽤ジェルハンドソープ (3倍希

釈)、ビオレｕ⼿指の消毒液（原液）、リセッシュ除菌 EXプロテクトガード（原液） 

なし なし 
 

・接触時間：1０分（製品裏⾯の使い⽅から、洗濯、器具の洗浄を想定 ） 

不活化効果 製品名 

あり 

アタック⾼浸透リセットパワー（3.5g/L）、アタック ZERO（3000倍希釈液）、クリ

ーンキーパー（100 倍希釈）、ワイドハイターEX パワー液体（100 倍希釈液）、ワイ

ドハイターEXパワー粉末（5.0g/L）、ワイドマジックリン（10g/L) 

なし アタック 抗菌 EX スーパークリアジェル（1200倍希釈液） 

情報の活⽤を考慮して、試験に供した実際の製品名（50⾳順）をすべて公開した。 
 

・試験系評価のために実施したエタノールについても試験結果を開⽰した。 

⽔道⽔で濃度を調整した 10%、30％、50％、70％、90％のエタノールの不活化効果。 

接触時間：1分 

不活化効果あり：50%、70%、90%エタノール 

不活化効果なし：10％、30％エタノール 
 

接触時間：10分 

不活化効果あり：50%、70%、90%エタノール 

不活化効果なし：10％、30％エタノール 
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3 

 

 

まとめ 

エタノールは、50％以上の濃度であれば、接触時間 1 分間で⼗分なウイルス不活性化が可能だ

と考えられた。 不活化効果の確認された上記製品は、新型コロナウイルスの不活化に有効と考え

られた。新型コロナウイルスの汚染が懸念される手指や硬質表⾯の洗浄の他、日常使用する⾐類や

リネン類の洗浄などに活用が期待できる。 

 

評価方法  

100 万コピーウイルス RNA/μL のウイルス液 3μL を 27μL の試験対象液と混合し、常温で 1 分

間または 10 分間接触させた。その後、混合した液が、試験に用いる細胞に影響を及ぼさないよう

にするため、細胞を培養に用いる培地で希釈（100 倍希釈、1000 倍希釈を試験）して添加し、6

日間培養した。顕微鏡観察による細胞傷害性は毎日確認した。リアルタイム RT-PCRでのウイルス

量の検出は 0 日目、3 日目、6 日目に実施した。細胞傷害が起こらず、リアルタイム RT-PCR でも

ウイルス RNA 量の増加が確認されなかった試験対象液をウイルス不活化効果有りとした。 

使用した新型コロナウイルス株：2019-nCoV JPN/TY/WK-521 (国立感染症研究所） 

使用した細胞：Vero-E6/TMPRSS2 （JCRB 細胞バンク） 

 

本研究は、新興・再興感染症に対する⾰新的医薬品等開発推進研究事業・「新型コロナウイルス

の増殖機構の理解と治療剤開発に関する研究」（研究代表・国立感染症研究所・⽵田誠）研究参加

者である⽚山和彦教授担当課題である「天然物ライブラリーからの抗新型コロナウイルス薬開発」

の為に構築した抗ウイルス作用（ウイルス不活性化効果）を⽰す物質を選別するための評価システ

ムを利用して実施した。 

 

*1 厚 生 労 働 省 「 家 庭 内 で ご 注 意 い た だ き た い こ と  ~8 つ の ポ イ ン ト ~ 」

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf 

*2 厚生労働省「新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け）」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q13 

*3 国立感染症研究所 「SARS に関する消毒（三訂版）」 

http://idsc.nih.go.jp/disease/sars/sars03w/index.html 
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参考）	

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議	 「新型コロナウイルス感染症対策の状

況分析・提言」(2020	 年	 5	 月	 4	 日)	  

	

1)感染拡大を予防する新しい生活様式について	

	
○	5 月 1 日の提言では、感染の状況は地域において異なっているため、	  

1 感染の状況が厳しい地域では、新規感染者数が一定水準まで低減するまでは、医療崩壊を防

ぎ、市民の生命を守るため、引き続き、基本的には、「徹底した行動変容	 の要請」が必要となる。	  

2 一方で、新規感染者数が限定的となり、対策の強度を一定程度緩められるようになった地域

(以下「新規感染者数が限定的となった地域」という。)であっても、再度感染が拡大する可能性が

あり、長丁場に備え、感染拡大を予防する新しい生活様式に移行していく必要がある、と指摘し

た。	  

○	 これまでの提言でも、感染拡大を食い止めるために徹底した「行動変容」の重要性を訴え、手洗

いや身体的距離確保といった基本的な感染対策の実施、「3 つの密」を徹底的に避けること、「人と

の接触を 8 割減らす 10のポイント」などの提案を重ねてきたところである。今回の提言では、5 月 1	
日の提言を踏まえ、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を具体的にイメージいただける

よう、今後、日常生活の中で取り入れていただきたい実践例を「別添」のとおり、整理した。	  

○	 新型コロナウイルスの出現に伴い、飛沫感染や接触感染、さらには近距離での会話への対策を

これまで以上に取り入れた生活様式を実践していく必要がある。これは、	従来の生活では考慮しな

かったような場においても感染予防のために行うものである。	  

〇	 新型コロナウイルス感染症は、無症状や軽症の人であっても、他の人に感染を広	 げる例があ

る。新型コロナウイルス感染症対策には、自らを感染から守るだけでなく、自らが周囲に感染を拡大

させないことが不可欠である。そのためには一人ひとりの心がけが何より重要である。具体的には、人

と身体的距離をとることによる接触を	 減らすこと、マスクをすること、手洗いをすることが重要である。

市民お一人おひとりが、日常生活の中で「新しい生活様式」を心がけていただくことで、新型コロナウ	
イルス感染症をはじめとする各種の感染症の拡大を防ぐことができ、ご自身のみならず、大事な家族

や友人、隣人の命を守ることにつながるものと考える。	  
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（別添） 
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2)業種ごとの感染拡大予防ガイドラインに関する留意点	

	
○	今後、感染拡大の予防と社会経済活動の両立を図っていくに当たっては、特に事業者において

提供するサービスの場面ごとに具体的な感染予防を検討し、実践することが必要になる。	  

○	社会にはさまざまな業種等が存在し、感染リスクはそれぞれ異なることから、業界	団体等が主体

となり、また、同業種だけでなく他業種の好事例等の共有なども含め、業種ごとに感染拡大を予防

するガイドライン等を作成し、業界をあげてこれを普及し、現場において、試行錯誤をしながら、また

創意工夫をしながら実践していただく	 ことを強く求めたい。	  

○	 ここでは、各業種のガイドライン等の作成に当たって求められる基本的な考え方や留意点の例を

まとめた。また、実際にガイドライン等を作成するに当たっては、適宜、感染管理にノウハウのある医

療従事者などに監修を求めることにより、効果的な	 対策を行うことが期待される。	  

○	 また、新型コロナウイルス感染症から回復した者が差別されるなどの人権侵害を受けることのない

よう、円滑な社会復帰のための十分な配慮が必要である。	  

(リスク評価とリスクに応じた対応)	
○	事業者においては、まずは提供しているサービスの内容に応じて、新型コロナウイルス感染症の主

な感染経路である接触感染と飛沫感染のそれぞれについて、従業員や顧客等の動線や接触等を

考慮したリスク評価を行い、そのリスクに応じた対策を	検討する。	  

・	 接触感染のリスク評価としては、他者と共有する物品やドアノブなど手が触れる場所と頻度を特

定する。高頻度接触部位(テーブル、椅子の背もたれ、ドアノブ、電気のスイッチ、電話、キーボード、

タブレット、タッチパネル、レジ、蛇口、手すり・つり革、エレベーターのボタンなど)には特に注意する。	  

・	飛沫感染のリスク評価としては、換気の状況を考慮しつつ、人と人との距離がどの程度維持でき

るかや、施設内で大声などを出す場がどこにあるかなどを評価する。	  

(各業種に共通する留意点)	
○	 基本的には、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく感染拡大防止策を徹	  

底することが重要である。例えば、人との接触を避け、対人距離を確保(できるだけ	 2m を目安に)
することのほか、以下のものが挙げられる。	  

・	 感染防止のための入場者の整理(密にならないように対応。発熱またはその他の	 感冒様症状を

呈している者の入場制限を含む)	  
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・	入口及び施設内の手指の消毒設備の設置、マスクの着用(従業員及び入場者に対する周知)	
施設の換気(2 つの窓を同時に開けるなどの対応も考えられる)	 、	 施設の消毒	 	

(症状のある方の入場制限)	
・新型コロナウイルスに関しては、発症していない人からの感染もあると考えられるが、発熱や軽度で

あっても咳・咽頭痛などの症状がある人は入場しないように呼びかけることは、施設内などにおける感

染対策としては最も優先すべき対策である。	 また、状況によっては、発熱者を体温計などで特定し

入場を制限することも考えられる。	  

なお、業種によっては、万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱に十分注意しながら、

入場者等の名簿を適正に管理することも考えられる。	  

(感染対策の例)	
・他人と共用する物品や手が頻回に触れる箇所を工夫して最低限にする。複数の人の手が触れる

場所を適宜消毒する。手や口が触れるようなもの(コップ、箸など)は、適切に洗浄消毒するなど特

段の対応を図る。人と人が対面する場所は、アクリル板・透明ビニールカーテンなどで遮蔽する。	 ユ
ニフォームや衣服はこまめに洗濯する。・手洗いや手指消毒の徹底を図る。	 	

※	美容院や理容、マッサージなどで顧客の体に触れる場合は、手洗いをよりこま	 めにするなどによ

り接触感染対策を行う。(手袋は医療機関でなければ特に必要はなく、こまめな手洗いを主とす

る。)	  

(トイレ)(※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。)	 	

・	便器内は、通常の清掃で良い。	
・	不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を行う。	
・	 トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。	  

ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備する。	 ハンドドライヤーは止め、共通のタオルは

禁止する。	  

(休憩スペース)(※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。)	 	

一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話をしないようにする。休憩スペースは、常時換気

することに努める。共有する物品(テーブル、いす等)は、定期的に消毒する。	従業員が使用する際

は、入退室の前後に手洗いをする。	 	

(ゴミの廃棄)	
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鼻水、唾液などが付いたごみは、ビニール袋に入れて密閉して縛る。	 ゴミを回収する人は、マスクや

手袋を着用する。マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手を洗う。	 	

清掃・消毒	
市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃する。通常の清掃後に、不特定

多数が触れる環境表面を、始業前、始業後に清拭消毒することが重要である。手が触れることが

ない床や壁は、通常の清掃で良い。	 	

(その他)	
・	高齢者や持病のある方については、感染した場合の重症化リスクが高いことから、	 サービス提供

側においても、より慎重で徹底した対応を検討する。	
・	 地域の生活圏において、地域での感染拡大の可能性が報告された場合の対応について検討を

しておく。感染拡大リスクが残る場合には、対応を強化することが必要となる可能性がある。	  

※	業種ごとに対応を検討するに当たっては、これまでにクラスターが発生している施設等において

は、格段の留意が必要である。	 	

感染拡⼤を避けて、地震や⽔害時、避難どうする︖ 

避難所での過密状態を避けるため、安全が確保できるなら自宅にとどまりましょう。  
避難が必要な場合は、親戚や友人の家等への避難も検討しましょう。  
避難所では手洗い、咳エチケット等の基本的な対策を徹底し、可能な限り「3密」を避
けてください。  
 

⾃分や職場でのストレスマネジメント 

身近な自然を見つけて、深呼吸してみよう！風に吹かれて３蜜を避けて散歩してみる。 
季節の歌を歌って、写真を眺めたり、花を見たり、塗り絵やと
きには、家族の写真やスマホなどで、映像を送りあったり。自
分たちにできる楽しいことを考えてみよう。 
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便りを使った感染予防啓発の例 

熊本県グループホームだより 
日本認知症グループホーム協会 熊本県支部 

令和 2年4月11日 
 
 花吹雪が、車のフロントに舞っています。本当にいい季節です。 
新型コロナウイルスの蔓延が無かったらですが…。 
皆様、お元気ですか？ 
総会やセミナーができませんので、便りを送らせてもらうことにしました。 
 
グループホームで相次ぎ感染確認 一名逝去 
他県の状況です。横浜市のグループホーム、北海道のグループホーム、青森のグループ
ホームで感染者が出ています。北海道のグループホームの件はネットニュースにもなって
おり、ご存知かもしれませんが、4月 8日２名の入居者の感染が確認され、９日職員１名
と９日入居者６名の感染が確認されており、うち１名はお亡くなりになりました。 
 本当に残念です。家族の面会も中止し、各個室対応で過ごしていらしたのに、発生して
しまったらしいのです。また、一階部分で感染は、起きており、二階、三階部分では、グ
ループホームの利用者と有料の利用者はそのままお過ごしになっているようです。一階部
分は消毒して、保健所の指導に従うそうです。 
 
全国大会延期（今年度は行わないことに） 
ファックス等で確認されたかもしれませんが、新型コロナウイルス感染拡大に状況によ
り、政府による「多数の方が集まる異面との中止・延期または規模縮小の対応」の要請な
どがあり、第 22回日本認知症グループホーム全国大会（福岡・久留米大会）の延期が決
まりました。おそらく次年度の三重大会が決定していることから、そのまた次の年度に順
延されるのではないかと思います。 
皆さんに多数参加していただきたいと思っていましたので、本当に残念です。 
 
感染症マニュアル見直し作成中 
日本認知症グループホーム協会より、順次、厚生労働省からの通知やマニュアルが多数
紹介されていると思います。一度全体を整理して欲しいと考えていたところ、すでに見直
し作業をされているようです。当初、若い人はかかりにくいなどフェイクニュースや未確
認情報も飛び交っていましたので、具体的に様々なことがわかってきた現状で、私たちが
何ができるかを見直す必要があります。 
皆様とズームなどを活用して会議ができないだろうかとか？どのように適切に情報共有
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有していただければ良いのか？など思い悩む間に日にだけがすぎていき、熊本もついうっ
かりはできないような状況になりつつあります。今後感染地域から、仕事の都合や学校の
都合で帰省する方もあるかと思います。 
家族にそのような方がいればどのように対処すべきなのでしょうか？ 
また、残念なことに熱発者がいたら、どう対処したらいいでしょうか？ 
また、ITなどを活用した受診などできるのでしょうか？ 
以下、Q and Aで、現状お答えできればと思います。 
 
新型コロナに負けないで！ 
 
普段より免疫力を上げるためには、どのようなことに気をつければいいですか？ 

 

コロナウイルス対策は、手洗い・睡眠・食事・運動が大切です！ 

免疫力は、食事（腸内細菌を整えること）、十分な睡眠、体温を上げる運動、ウオーキング

や体操などが大切です。 

体温が下がると免疫力も下がります。体温調整に気をつけましょう。 

散歩や運動は人混みを避けて行いましょう。 

それぞれに合った筋トレを行う。 

窓を開けて、新鮮な空気を入れながら体操をしましょう。 

 

玄関チェックと手洗いのポイントは？ 

 

玄関に張り紙をして、「急でどうしても」という面会者の場合、玄関で体温をチェックしてもら

いましょう。マスク着用のチェック、手指消毒を促しましょう。 

事業所によってはガラス越しの面会を行ったり工夫されています。全く会わせないのは、問題

になるかもしれませんので、２メートル以上離れてとか、他の利用者さんと触れ合わない距離

や窓を開けて換気しながらなど、各々の事業所で工夫してください。考えていただきたいの

は、面会謝絶のまま、感染してお亡くなりになってしまうと、家族の気持ちはどうでしょうか？そ

の辺も考えて工夫して見ましょう。SNS を活用して、写真や動画も見てもらったり、ラインやズ

ームなどの活用も良いと思います。 

 当方では、バイタルサインのチェックをした後、離れて合ってもらうなどの対処をしています

が、多くの家族が自主的に自粛してくださっています。ここはスタッフや管理者と話し合って見

てください。 

 

手洗いについて 
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入退室の際に手洗いをお勧めします。使い捨てのペーパータオルを使用しましょう。擦るより

抑えるように手先から腕の方を拭きましょう。（水気を切るのに、手を振ると滴が逆に落ちてい

ます。） 

アルコールや次亜塩素酸などで手が荒れる方が多いと思います。それぞれが使用するハン

ドクリームなどがあるといいですが、使い回しはやめましょう。夜自宅に帰って、油分を補給し

ましょう。手に瘡蓋ができると、菌などが付着しやすくなります。 

 
エリア別お掃除の仕方は？ 
 
自然と手が行くところ、取手やソファーの手おき、テーブルなどからアルコールや次亜塩
素酸で吹きましょう。病院受診の後などは上着を変えましょう。上着を脱ぐ際は、裏表の
ままに脱ぎましょう。 
玄関は、可能ならば水で洗い流しましょう。玄関にアルコールやウエットティシュを置い
て吹きかけたり拭いたりしましょう。 
洗面所で、水回りは、菌が繁殖しやすいし、蛇口など洗面所は外から帰ってきてウイルス
の衝立で触れやすいのでこまめにパーパータオルで拭きましょう。 
トイレは、埃が溜まりやすくウイル市の温床になりやすいため、しっかりと掃除したいも
のです。手で触れる電気のスイッチやドアノブ、便座などはこまめに拭きましょう。トイ
レブラシは頻回に変えましょう。 
キッチンは、まな板やスポンジなどは８０℃以上の熱湯で消毒するかハイターにつけまし
ょう。 
カーテンもスプレー式で除菌するか、針先や梅雨時などに洗濯しましょう。 
寝具に関しては、口元に近いものは要注意。枕ごと覆うようにバスタオルを被せて、入浴
時に交換し、洗うようにしましょう。 
空調の中もフィルターをとって、しっかりお掃除しましょう。 
 
自分たちで感染からガードしましょうね。 
 
密閉、密室、密接を避けましょう。どこでも換気して、空気を入れ替えましょう。 
夏場は、空調だけでなく１から２時間ごとに空気を入れ替えます。風の向きを読んで扇風
機も活用しましょう。 
特に湿度の高い密閉された空間では、ウイルスはいつまでも漂って生きています。風が入
り乾燥することによって、死滅します。床は次亜塩素酸ナトリウムなどで、掃除しましょ
う。 
介護者は、マスクを着用しましょう。布マスクも使い捨てマスクもハイターなどにつけて
優しく揉み洗いして干して使えます。粉塵は防ぐことができるので大丈夫です。顔の形が
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合わず隙間が多くないかチェックしましょう。人と話した後に、マスクの真ん中を触れる
のはダメです。マスクの真ん中は、ウイルスが付着しやすい場所なので気をつけましょ
う。外すときは、耳元からそっと外しそのまま消毒しましょう。自分の癖で顔を触りやす
い人がいますので外出した折に、自然と手をやらないようにしましょう。 
 
特別なケアが必要ですか？ 
 
人が少なく、風が通りやすい空間で少人数でお散歩などは、可能です。 
ケアは極力普段どうりで結構です。大切なことは、ホームに菌やウイルスを持ち込まない
ことです。職員はマスク着用で手洗いをきちんと行いましょう。 
認知症の人に無理やりマスクをはめるのも難しいと思いますので、他にできることを考え
ましょう。 
 
出勤をやめたほうがいいときは？ 
 
体調が悪い方は出勤するのはやめて上司に相談しましょう：特に熱がある、咳が出る、ず
っと体がだるい、味覚障害がある、胸が痛いほとは要注意です。出勤する前に上司に報告
してください。まず4日ほど様子を見て、症状が続いたり悪化したりする場合は、検査を
受けましょう。状態に合わせて主治医に早めに相談して見てください。 
 
入居者に熱があるときはどうしたらいいですか？ 
 
普段から熱が出やすい方も他の症状がないかしっかり観察しましょう。咳や熱などある際
は、まず、自室で個別に様子を見ますが、使い捨てのエプロンや手袋を着用しましょう。
主治医に状態を伝えて、指示をもらいましょう。場合によっては主治医も危険ですので、
熱はいつから何℃ぐらいあるのか？嘔吐はないか？味覚障害はなかったか？チアノーゼは
ないか？などバイタルサインをきちんと伝えましょう。 
 
感染症が疑われる場合は、別途マニュアルを配布していますのでご覧ください。 
 
医療従事者が使うようなエプロンが手に入りませんがどうしたらいいですか？ 
 
医療機関から取り寄せができる場合はいいのですが、 
もしも！に備えていくつか準備しておきましょう。 
まず、ネットで、使い捨てのビニールエプロンなど購入できます。百均などで、長袖の手
袋、などもあります。伊達メガネ、足ぶくろか、お風呂用ブーツ、完全に感染が疑われる
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場合は、安価な雨具の上下を使い捨てにすることをお勧めします。クリアファイルを工夫
してフェイスマスクにするところもあります。ほとんど、今なら揃います。念のため大き
なビニールと使い捨てができるスプーンや紙食器を準備しておきます。手袋は、ゴム手と
二重にすることをお勧めします。 
 

入り口に次亜塩素酸ナトリウムを染み込ませたタオルを敷きそれを踏みます。 
扇風機や空気清浄機は、場所や向きによってはウイルスを広げてしますので、空気の流れ
を考えましょう。空気がうちから外に流れるようにします。他の皆さんがいる廊下側には
来ないように。 
ゴミ袋は中で使って出すときは二重にします。排気に関しては、保健所の指示に従いまし
ょう。 
 
基本、確実であれば、担当は1人にしぼり、他の人との接触を避けてもらいましょう。
（申し訳ありませんが、家族に小さい子供がいない人が良いでしょう。ごめんね！） 
発症時のマニュアルを皆様の事業所で使わなくて済むことを祈ります。 
 
家族や知り合いが、感染者の多い地域から帰ってくることになりましたが、どうしたら
いいですか？ 
 
申し訳ありませんが、可能であれば、今は、移動を避けてもらったほうがいいのですが、
やむを得ない場合ですね。まず、何らかの症状があれば、先に医療機関に相談しましょ
う。 
症状がなければ、玄関で、上着を脱いで、除菌しましょう。手を拭いてもらい、できれば
お風呂へ。服は洗濯乾燥しましょう。移動中に付着も考えられますので。4日ほどは、で
きれば自室でゆっくり過ごしてもらい、症状がなければ少しずつ、自由に過ごしてもらい
ます！ 
 
うがいについて 
 
中途半端なうがいは、ウイルスを押し込むことになります。殺菌作用もあるお茶などを
20分から 30分ごとに飲みます。胃腸炎と違い、胃酸でウイルスをやっけることができま
す。 
グループホームで、入居者と一緒に、少しずつ、職員もお茶を飲みましょう。 
 
食事と休養、心の安定が大事 
 



 29 

普段から気を使い大変な日常です。ときに自然を眺めて、ゆったりとした曲など流し、
メディエーション：静かに心を落ち着けて、人気のないところで深呼吸！深く、大きく、
数回行いましょう。利用者や自分たちの筋力低下にも気をつけて、ラジオ体操などできる
体操をしましょう。 
また、美味しく健康的な食事を取りましょう。こんなときに体に良いもの、生姜の酢漬
けや各種ビタミン豊富な野菜など、ファイトケミカルと言われる皮目などもうまく調理に
使いましょう。真っ黒にならない程度に日向ぼっこ、重度の方でも足元だけでも日にあた
るようにすると良いでしょう。ビタミンDが作られます。免疫力を高める食材を、この際
勉強しましょう。発酵食品なども楽しく美味しくいただきましょう。 
 
マスコミなど、どうしても新型コロナウイルスの話題でもちきりになります。必要な情報
は、信頼できるネット情報などから仕入れて、ホームでは楽しく寛げる雰囲気づくりに努
めましょう。 
 
フェイクニュースに気をつけて 
法外な値段で、役に立たない石を売りつけた人がいました。情報の出元を確認しましょ
う。 
 
みんなで理論的に落ち着いて、ちゃんと乗り越えましょうね。グループホームや小規模多
機能ホームで家庭的なケアを行う皆さん、がんばれー！ 
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