
   新型コロナウイルス感染対策について
～いかにクラスター発生を抑えるか？～
～いかに重症患者発生を抑えるか？～」
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SARS-CoV-2　動物由来のコロナウイルス

SARSの病原体（SARS-CoV-1）と同様にACE2をレセプターとしてヒトの細胞に侵入し、増殖する。

3日間程度は環境表面で安定と考えられる。

（国立感染症研究所）

エアロゾル：3時間？

プラスチック・ステン
レス表面：72時間

 RNAはもろく壊れやすいが、    
  ウイルスの増殖は速い

NEJM 382;16 nejm.org April 16, 2020



【感染経路】

【潜伏期・感染期間】 

・潜伏期 1～14日間
・暴露から5日程度で発症
・感染期間：発症2日前から発症後7日~10日

新型コロナウイルス感染症診療の手引き 第３版 INFECTION CONTROL 2月号より

感染源 感染経路 宿主（ヒト）

①くしゃみや咳などの飛沫
②無症状感染者の呼気中のマイクロエアゾル
 大声・密閉空間で発生
③患者の体液で汚染された物・環境
④患者が手で触れた物の表面

①飛沫感染
②接触感染
 3密（密閉・密集・密接）
 によって感染リスクが増大 

①新しい感染症なのでみなが
 感受性者
②高齢者や基礎疾患を有する人
 は重症化しやすい 



Covid-19は“静かに広がる”感染症 でもある

無症候性の人は、病気の症状を示している人と同じくらい多くのウイルスを鼻や喉に運ぶこと
ができる。 

感染した個人の大多数は症状を発症しますが、それらの症状が始まる前にウイルスは増殖し広
がる

Ra SH, et al. Thorax 2020;0:1–4. doi:10.1136/thoraxjnl-2020-215042

PLOS MEDICIN September 22, 2020

発症前の感染可能期間と無症候性感染からの広がりが問題
日頃の手指衛生、マスク、検査追跡を伴う組み合わせ予防措置が引き続き必要



COVID-19の臨床症状（n=55,924)
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新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第3版（厚労省）

新型コロナウイルス感染症の経過

＊中国における約4万症例の解析結果を参考に作成（Wu. JAMA 2020）。
　 年齢や基礎疾患などによって、重症化リスクは異なる点に注意。

かぜ症状・嗅覚味覚障害

呼吸困難、咳・痰 人工呼吸管理など

発症～1週間程度

1週間～10日
10日以降80%

20% 5%軽症のまま治癒

肺炎症状が増悪し入院 集中治療室へ
2-3%で致命的

発症 1週間前後 10日前後

1000人発症すれば14人ICU

重症化率 
1.4%



COVID-19の経過と治療薬の考え方

ウイルス量

抗ウイルス薬

抗炎症薬

軽症 中等症 重症

発症～1週間程度 1週間~10日 10日以降

StageⅠ 感染早期 StageⅡ 肺炎症期 StageⅢ 過剰な炎症反応

重
症
度

 ウイルス性呼吸器感染症 

 宿主免疫反応 

J Heart Lung Transplant.39(5) , 2020.405-7



感染

インフルエンザとCOVID-19の感染性のピークの違い

Nat.Med.26(5).2020.672-5
INFECTION CONTROL 2月号より

潜伏期 有症状期

感染 潜伏期 有症状期潜伏期

発症

発症

季節性インフルエンザ   COVID-19  

感染性ピークは発症初期

感染性ピークは潜伏期にある

ウイルス排出量（感染性） ウイルス排出量（感染性）

発症からの日数 発症からの日数



https://tomaspueyo.medium.com/coronavirus-the-basic-dance-steps-everybody-can-follow-b3d216daa343

45%は症状出現前の感染者から感染
5%は無症性キャリアから感染

・飲食クラスター
・カラオケクラスター など



幼児のCT値の中央値は有意に低くかった
JAMA Pediatr. 2020;174(9):902-903

5歳未満の子供は、

     年長の子供や大人と同じくらい多くのコロナウイルスを鼻に運ぶことができます



From: Temperature, Humidity, and Latitude Analysis to Estimate Potential Spread and Seasonality of 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

JAMA Netw Open. 2020;3(6):e2011834. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.11834

Effects of temperature and humidity on the spread of 
COVID-19: A systematic review

温度・湿度が低い地域では、高い地域よりも
 新型コロナは伝播しやすいという結論

September 18, 2020 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238339

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238339




年齢で比較した入院と死亡のリスク＝18-29歳を１とすると

標準年齢＝１低い 高い
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標準予防策に加え，接触，飛沫予防策を行う。

〇感染経路別予防策
新型コロナウイルス感染症が確定した，あるいは疑われる患者に
は，標準予防策に飛沫予防策と接触予防策を追加して行います。

新型コロナウイルス感染対策のポイントは以下の２点です。
•ウイルスを含む飛沫が目，鼻，口の粘膜に付着するのを防ぐ。
•ウイルスが付着した手で目，鼻，口の粘膜と接触するのを防ぐ。



唾液用セット 鼻腔用セット

発熱外来
検体容器にラベルを貼る。
発熱外来診察室机の下に唾液用検体スピッツと
バイオハザードボトルの準備あり（鼻腔用は冷蔵庫にあり）

 

鼻腔検査する際の PPE 

遺伝カウンセリング室は簡易陰圧装置が作動
有症状の検査、結果判明までの待機場所

簡易陰圧装置を設置しています

検体容器やラベル
発行もスムーズに

可能



唾液の検体採取の注意点

 

• 消化酵素により感度が低下することを防ぐため、飲食前

に採取する。

• ウイルスの物理的除去を避けるため、採取前に歯磨きや

うがい、飲食を行わない。

• 最低 10 分、可能であれば 30 分ほど空ける。

2020 年 9 月 8 日策定 
新型コロナウイルス検査における 4 学会合同ワーキンググループ

19





鼻咽頭

≦0.99

陰性

1.00～9.99

判定保留

≧10.00

陽性

＊濃厚接触者は、PCR検査または鼻咽頭による抗原定量検査を実施

抗原定量検査

無症状者 有症状者

PCR検査

PCR検査 PCR検査

2020年9月9日～
運用開始夜間・休日

抗原定性検査（迅速キット）

陽性 陰性

翌時間内に      
抗原定量検査

※ 平日・時間内
　　抗原定量検査の至急対応検体は、
　 細菌検査室へ連絡

唾液カットオフ　
0.67pg/ml

鼻腔カットオフ　
1.34pg/ml

唾液

≦0.66

陰性

0.67～3.99

判定保留

≧4.00

陽性

PCR陽性歴
あり なし

唾液採取可能 唾液採取困難 発症10日以上
医師の判断

発症9日以内

症状
ありなし

（迅速PCR導入予定）

（徳島大学病院・検査体制 2021年2月現在）



発熱外来での診療の手順
PPE を着用する（1）

・咽頭痛や発熱のみで咳嗽なし （下記写真）
 袖なしエプロン、キャップ、フェイスシールド付きマスク、
 １重手袋

 

COVID-19患者または疑い患者の診療に関わる手引き徳島大学病院 感染制御部 Ver.20



・急に出現した発熱・咳嗽ありの患者の処置診察時
 
他）詳細不明の呼吸不全患者（聞き取りが困難・患者が流行地域かもしれない場合など）
  疑い患者のエアロゾルが発生手技時
  流行地域からの里帰り分娩時 等

 
N95 マスク、２重手袋、袖付きエプロン、キャップ、フェイスシールド付きマスク

エアロゾルが発生しやすい状況ではN95マスク装着すること
気管内挿管・抜管,鼻腔検体採取時, NPPV 装着, 気管切開術, 心肺蘇生, 用手換気, 気管
支鏡検査、ネブライザー療法、誘発採痰など

発熱外来での診療の手順
PPE を着用する（2）

COVID-19患者または疑い患者の診療に関わる手引き徳島大学病院 感染制御部 Ver.20

Q 入所利用者さんが、部屋で急な熱と咳嗽があります。PPE は何を選べばいいでしょうか？
    



〇/7 ×100＝ ％
遵守率を出して見える化
しましょう！



外したあとは、しっかりと手指衛生をしましょう

① ② ③

④

⑤

〇/5 ×100＝ ％
遵守率を出して見える化
しましょう！



最も重要なことは防護具は一番汚染されているアウター手袋から脱ぐこと
絶対粘膜には触れない
粘膜にふれることなく正しい（濃度・方法）アルコール手指衛生を行うこと



徳島大学病院 診療の手引きより抜粋



医療従事者の曝露のリスク評価と対応
新型コロナウイルス感染症患者と
接触した時の状況 ※1

曝露の
リスク

健康観察
14日間

無症状の医療従事者に対する
就労制限

    マスクを着用している新型コロナウイルス患者と感染期間中に長時間※の濃厚接触あり   

長時間※15分以上
近距離で対応した時間は3分以上でも
感染リスクあり。時間だけで明確な
リスクを決定しないこと

    マスクを着用していない新型コロナウイルス患者と感染期間中に長時間※の濃厚接触あり   

エアゾル発生手技でサージカルマスク
の時は中リスクになり就労制限

エアゾル発生手技
気管内挿管・抜管,鼻腔検体採取時, NPPV 装着, 気管切開術, 
心肺蘇生, 用手換気, 気管支鏡検査、ネブライザー療法、
誘発採痰など

マスクを着用していない新型コロナウイルス疑い患者



1m以上

通常の会話 診療



マスクができる患者・入所者



マスクが困難な患者・入所者またはできない場面

フェイスシールドを装着



COVID-19疑い患者 有症状時 自身の感染予防 三種の神器

COVID-19疑い患者発生時 無症状の自分から周囲への感染拡大防止 四種の神器（考え方）
ウイルスは介助者の手を介して エプロンを介して 飛沫を介して 広がります

・正しいマスク装着
・有症状者見た後は捨てる
・廃棄後の手指衛生

・使い回さず捨てる
・廃棄後の手指衛生

・使い回さず捨てる
・廃棄後の手指衛生

・小声



マスクの正しい付け方・外し方

● サイズのあったものを選びましょう
● 鼻・頬・あごに隙間ができないよう、しっかりフィットさせましょう
● ワイヤーがはいっているのが上です。ワイヤーで鼻にしっかりフィットさせましょう
● プリーツのヒダが下を向いているのが表（外側）です
● 外す際には、表には触らず耳かけのひもを持ってはずしましょう
● 外したあとは、しっかりと手指衛生をしましょう



病院でのユニバーサルマスクの効果
               

鼻、口

マサチューセッツ州最大の医療システムで12の病院と75,000人超の従業員を抱えるMass General Brigham

医療従事者がマスク 患者がマスク



NEJM_ Visualizing Speech Generated Oral Fluid Droplets with Laser Light Scattering - YouTube.html

Stay Healthy ！
 健康でいよう
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3-1職員の症状早期発見　管理システム　（その１　アプリの活用）

毎日体調チェックアプリ

徳島大学病院
毎日入力用 健康状態確認届
（注）休日の入力率が低い傾向にあります。
   土曜、日曜、祝日も入力をお願いします。
   設問6以下は観察期間の対象者のみ入力
   1日の入力は1回まで



おでかけアプリ

徳島大学病院
県外移動者入力用 健康状態確認届



3-1職員の症状早期発見　管理システム　（その２　フロー図での周知　徳島大学病院）



① 確定診断者の濃厚接触 有症状
② 確定診断者の濃厚接触 無症状
③ リスク地域-往来者でリスク行動（＋）
  有症状者 
④ リスク地域-往来者との接触歴（＋）
  有症状者
⑤ 確定診断者の接触者
⑥ 急な感冒症状（接触歴等なし）
⑦ 確定診断者の同じ職場等の理由
  接触歴がはっきりしない
  無症状者スクリーニング
 

PCR/抗原検査のパターン
リスク評価して就労制限を考える

（管理システム　フロー図での周知　徳島大学病院）



3-2発生早期対応

①感染可能期間
48時間以内の対象者

②ライブに参加した

③ライブに参加したBさん会社クラスター
Bさん

Aさん

④ライブ関係者Cさん







インデクスケースの過去14日間の危険因子・曝露に関する情報

発症48時間前の接触者・濃厚接触者のリストアップ

症状や検査結果に関する情報

入院中患者や入所者で1名でも陽性者が発生すれば、その日のうちに

保健所に積極的な情報提供を
行いクラスターを小規模に抑える

真のイニシャルケースを見つけてクラスター拡大を防止する

インデックスケースからの拡大防止

真のイニシャルケースは？インデックスケースからの拡大は？





ラインリストの作成

個票の作成

番号 氏名、性、年齢 

基礎疾患、原疾患
入院日
病室
発症日
症状
（          ）月日 行動歴等

〇/〇
〇/〇

〇/〇
〇/〇

Aさんによるリハビ
リ

〇/〇
〇/〇

〇/〇
〇/〇

発熱
検査（PCR）

〇/〇 陽性判明

B病院3階病棟における新型コロナウイルス感染症



0 20 40 60 80 100 

発熱

倦怠感

頭痛

咽頭痛

咳

痰

食欲不振

味覚異常

嗅覚異常

本事例の臨床像の特徴

発熱を呈しているのは67％

％

倦怠感、咳は50％

頭痛、咽頭痛は３３％

全体の25％は無症状



11月18日発症 11月15日発症





ラインリストの作成

ガンチャートによる解析

リンク図の作成

平時からの感染対策

インフルエンザ・ＭＲＳＡ・ＥＳＢＬ
平時からの活用で早期終息を目指す

アウトブレイクの
 仮説を作成

仮説以外の機序による
  事例の検証

再発防止策の提言



例）強化すべき項目

患者のユニバーサルマスクの徹底
患者の感染教育

スタッフの感染防止策の見直し・徹底
適切なPPEが選択できているか？
適切な手指衛生ができているか？

放射線部門
ポータブルの接触部位、接触面の消毒
適切なPPEが選択できているか？
適切な手指衛生ができているか？
CT室の環境整備 等

保健所や専門家のチーム
（徳島感染地域ネットワーク）、
専門資格者（感染管理認定看護師）
経験豊富なリーダー
クラスター対策班
   平時からの備えを



経験豊富なリーダー

• チームを作り
• 平時の備えと
• 有事の初動体制の確認
• 行政との密な連絡

いかにクラスター発生を抑えるか？
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（国立感染症研究所）

COVID-19の臨床像

新型コロナウイルス感染症 COVID-19 
診療の手引き 第4版

93以下は緊急事態！
症状軽くても早急に対応



新型コロナウイルス感染症 COVID-19 診療の手引き 第4版

年齢別重症化率と肺炎像



基礎疾患なしの方と比較した場合の入院するリスク

喘息
1.5×

高血圧
 3.0×

肥満 
BMI>30
 3.0×

糖尿病 
3.0×

慢性腎臓病
4.0×

高度肥満
BMI>40
4.0×

２つの基礎
疾患
4.5×

3つ、それ
以上の基礎
疾患
5.0×





Coronavirus pandemic: New evidence of waning antibody immunity to
                          Covid-19 over time found

HEALTH Updated: 2020年10月27日, 2020, イギリスの調査結果

Antibodies against the novel coronavirus declined rapidly in the British population during the summer, 
a study found on Tuesday, suggesting protection after infection may not be long lasting and raising 
the prospect of waning immunity in the community.

新しいコロナウイルスに対する抗体は夏期間だけで急速に減少
感染後の自然免疫（抗体）による防御は長くは続かない可能性

厚生労働省 6月1日～7日調査
東京で0.1％、        大阪で0.17％、                 宮城で0.03％ 
東京1971人のうち2人、大阪は2970人のうち5人、宮城は3009人のうち1人

イギリス 6.7％ 885人   NY  12% 15000人 



NHK2021年2月5日 13時56分

2020年12月14日から25日
無作為に抽出した20歳以上の男女など合わせて
およそ1万5000人を対象
▼東京都が0.91％ 0.81↑
▼大阪府は0.58％ 0.41↑
▼愛知県は0.54％
▼福岡県は0.19％
▼宮城県は0.14％ 0.11↑



Ｔ細胞 Ｂ細胞

抗体の作成を指示

感染した細胞を殺す

抗体をつくる

攻撃
攻撃

SARS-Cov2–初感染



COVID-19 Makes B Cells Forget, but T Cells Remember

Cell, Volume 183, Issue 1, 1 October 2020, Pages 143-157

免疫記憶はウイルス特異的Ｔ細胞によって成立している
Immune memory might still be achieved through virus-specific memory T cells.

Memory T and B cells were found in patients with mild COVID-19 

COVID-19患者から免疫記憶Ｔ細胞・B細胞が見つかりました！
ウイルスへの再曝露後に備え、免疫記憶が長期に期待できる可能性

medRxiv (2020). DOI: 10.1101/2020.08.11.20171843

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.11.20171843v2


Ｔ細胞 Ｂ細胞

抗体の作成を指示

感染した細胞を殺す

抗体をつくる

SARS-Cov2–再感染

攻撃
攻撃

抗体がなくても平気
記憶しております！



Our data show that remdesivir was superior to placebo in shortening the time to recovery in adults who were 
hospitalized with Covid-19 and had evidence of lower respiratory tract infection.

Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Final Report    2020年11月5日

N Engl J Med 2020; 383:1813-1826 DOI: 10.1056/NEJMoa2007764

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200507/k10012421191000.html

特効薬ではまだない。回復期間を早めるお薬です

レムデシビルが日本で5月スピード承認

プラセボ対照のランダム化二重盲検比較試験

重症患者の回復までの期間 プラセボ群18日間 vs レムデシビル群では11日間
死亡率 入院から15日目の時点で、プラセボ群11.9% レムデシビル群では6.7%（しかし差はない）

RNA依存性RNAポリメラーゼを選択的に阻害



A living WHO guideline on drugs for covid-19

BMJ 2020; 370 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3379 (Published 04 September 2020)

11月20日
世界保健機関（ＷＨＯ）
日米などで新型コロナウイルスの治療薬とし
て承認されている抗ウイルス薬「レムデシビ
ル」について、症状の軽重にかかわらず新型
コロナ患者には使用しないよう勧告した。

https://doi.org/10.1136/bmj.m3379


新型コロナワクチン 厚労省が優先順位 発表

□高齢者

□基礎疾患がある人

□妊娠中の女性については、臨床試験のデータがない
 ことなどから、優先接種の対象にするか判断を見送る

2020年11月10日 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201109/k10012702711000.html

検査や診断などで患者に対応する可能性がある医療従事者、救急隊員、高齢者施設
     や保健所の職員も今後、対象とするか検討する

2020年11月10日 https://www.asahi.com/articles/ASN8P6DCYN8PULBJ00H.html



         Covid-19に対するファイザー社ワクチン
              有効性と安全性                 

米国で合計43,548人の人が参加しました！
ファイザー社ワクチンを受けたのは21,720人
プラセボという生理食塩水を受けたのは21,728人

結論：重篤な有害事象の発生率は低く、ワクチン群とプラセボ群で同様
        

予防効果は95%

BNT162b2 mRNA

・局所反応はQ1を参照してください
・全身反応はQ2を参照してください

ワクチン接種の質問についてはお気軽にお問合せください
感染制御部 医師  東  0△0-6□×〇- □×〇×
感染制御部 薬剤師 岡田 0△0-6□×〇- □×〇×

当院での接種希望者の概数を把握する目的です

必ず接種希望する・しないの2択で回答お願いします

判断に迷う場合も、後に変更可能です。接種本数の
概要把握目的ですので、2択で、どちらからを選択
して頂きますようお願いします。









1：COVID-19基本

2：マスクの重要性とエビデンス、感染対策の基本

3：いかにクラスター発生を抑えるか？
3-1職員の症状早期発見　管理システム
3-2発生早期対応

4：いかに重症患者発生を抑えるか

5：各施設での職員へのCOVID-19 検査タイミング　
　　インフルエンザとの比較で考えると？



インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の相違

今冬のインフルエンザとCOVID-19 に備えて（日本感染症学会）

インフルエンザ COVID-19

症状の有無 ワ ク チ ン 接 種 の 有 無 な ど に よ り 程 度 の 差 が
あるものの、しばしば高熱を呈する

発 熱 に 加 え て 、 味 覚 障 害 ・ 嗅 覚 障 害 を 伴 う
ことがある

潜伏期間 1-2日 1-14日（平均5.6日）

無症状感染 10%
無症状患者では、ウイルス量は少ない

数%～60%
無症状患者でも、ウイルス量は多く、感染力が強
い

ウイルス排出期間 5-10日（多くは5-6日） 遺伝子は長期間検出するものの、
感染力があるウイルス排出期間は10日以内

ウイルス排出のピーク 発病後2、3日後 発症日

重症度 多くは軽症～中等症 重症になりうる

致死率 0.1%以下 3-4%

ワクチン 使用可能だが季節毎に有効性は異なる 開 発 中 で あ る も の の 、 現 時 点 で は 有 効 な
ワクチンは存在しない

治療 オセルタミビル、ザナミビル、ペラミビル、ラニ
ナミビル、バロキサビル、マルボキシル

軽症例については、確立された治療薬はなく、多
くの薬剤が臨床治験中

ARDSの合併 少ない しばしばみられる

症状では鑑別困難＝早目の診断・対策・治療







各施設でのCOVID-19 検査タイミング　
　　インフルエンザとの比較で考えると？



各施設での職員へのCOVID-19 検査タイミング　
　　インフルエンザとの比較で考えると？同じかさらに難しい可能性

COVID-19 の無症状からの感染拡大は以下の徹底で防止可能

①　手指衛生　マスクの徹底
②　食事や飲食を近い距離で大声でしない　会話しない　「ぼっち」ご飯
③　会話時は必ずマスク

平時のスクリーニングの意味は限定される　クラスター終息しない、また地域でのクラスター多発時では検討
また、リスクのある職員・新規採用者の積極的検査（検査体制による）

有症状からの感染拡大防止

①　一部署での体調不良者多発を早期に察知
②　リスクのある個々の職員健康フォロー　軽微な症状を早期発見、早期診断

無症状が多いCOVID-19 では症状で
発見するは難しいですね。
①～③の徹底が必要です

医療従事者や施設関係者は積極的検査を推奨されています



Science  12 Nov 2020:

本日の講演内容
1：COVID-19基本

2：マスクの重要性とエビデンス、感染対策の基本

3：いかにクラスター発生を抑えるか？
3-1職員の症状早期発見　管理システム
3-2発生早期対応

4：いかに重症患者発生を抑えるか

5：各施設での職員へのCOVID-19 検査タイミング　
　　インフルエンザとの比較で考えると？



徳島大学病院 感染制御部
•電話番号・FAX 088-633-9629



ご清聴ありがとうございました


