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緊急事態宣言による
外出自粛

全世界で大流行(パンデミック)
900万人超が感染、47万人超が死亡
国内では1万7千人超が感染、900人超が死亡
（2020/6/23現在）

現在は収束に向かっているが
第2波、第3波の可能性あり

厚生労働省により
「新しい生活様式」が提案された
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新型コロナウイルス



こまめに換気

毎朝の体温測定・健康チェック

咳エチケットの徹底

「３密」の回避（密集、密接、密閉）

接触確認アプリの活用

画像：日本経済新聞

「新しい生活様式」
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運動は...
・距離をとって行え
るものをする

・公園はすいた時間
と場所を選ぶ

食事は...
・屋外で気持ちよく

・大皿は避けて、料理は
個々に

公共交通機関は...
・会話は控えめに
・混んでいる
時間帯は避けて

働き方のスタイルは…
・対面の打ち合わせは
換気とマスク

買い物では…
・通販も利用

・計画を立てて素
早く済ます

「新しい生活様式」各場面
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身体的距離の確保 マスクの着用
感染防止の３つの基本

人との間隔はできるだけ
2 m（最低1 m）

会話は真正面を避ける

間隔が十分とれない場合は
症状が無くてもマスク着用

夏場は熱中症に注意

手洗い
帰宅時、調理の前後、食事前

こまめに手洗い

手指消毒薬は手洗い後の
乾いた手に擦り込む

参考：厚生労働省, 感染症情報：新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」の実践例

周りへの感染を
防ぐため

自分への感染を
防ぐため

何のための２ｍ？ 無症状でのマスクってどんな意味がある？
新型コロナウイルスを運ぶ
飛沫（くしゃみや咳のしぶき）の
飛距離は約２ｍなのです。

新型コロナウイルスは

無症状でも周りに感染する
特徴があります。

飛沫は会話などでも飛ぶので
マスクで防ぐことが必要です。

２ｍ

「新しい生活様式」実践例
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アルコール濃度は確認すべき？
除菌までにかかる時間は？

参考：北里研究所 「医薬部外品および雑貨の新型コロナウイルス不活化効果について」
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アルコール濃度（%）

最適

消毒する前に
蒸発

消毒に1分間
要する

新型コロナウイルスへの
有効性が認められていない

１分経過する前に
乾いてしまう

 アルコール濃度が70~80%であることを確認してから購入しましょう
少なくとも15秒以上手指が乾かない量を擦り込みましょう

 手指消毒液の有無にかかわらず、手洗いを徹底しましょう

手指消毒液について
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火気注意



身近な物の消毒

0.05%以上の次亜塩素酸ナトリウムが有効

・希釈の方法は製品によって異なります。
・消毒液で拭いたあとは、水拭きが必要です。
・目や肌への影響があります。手袋着用の上、消毒しましょう。
・吸い込むと呼吸器に異常をきたすことがあります。
・製品のパッケージやHPの注意事項を守って使いましょう。

手指消毒

 ドアノブ
 照明のスイッチ
 テーブル
 水道の蛇口など

よく触れる場所を
消毒しよう

使用できる商品例
花王 ハイター / キッチンハイター

イオン（トップバリュ） キッチン用漂白剤

セブンイレブン キッチンブリーチ

噴霧

参考：厚生労働省 「身の回りを清潔にしましょう」

身の回りを清潔に
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キャップ1杯
=5mL

左に作製例としてあげました

水500mLにハイター5mLを加えま
しょう。ペットボトルのキャップは計量
にも使えます。

誤飲



慣れない生活様式

ストレスを
溜めすぎると…

ストレスを溜めない工夫をしていきましょう！

慣れない生活では、心や体のバランスが崩れやすくなります。

イライラ
不安

人との距離が
気になる…

マスクや消毒に
気をつかう…

眠れない

からだの不調
食欲がない
肩がこる
頭痛がする etc…

ストレスを感じていませんか？
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自宅でできる運動 屋外での運動
・ストレッチ
筋肉を伸ばすことで、血液の循環
が良くなります。疲労回復効果も。

・筋トレ
筋肉量が増えることで基礎代謝が上がり、

肥満の予防にもなります。中でもプランクは、
筋力が低くてもでき、腰への負担が少ないの
でおすすめです。

【プランクのやり方】
①つま先と肘を肩幅に開いて、地面につく
②体を浮かせて、背筋をまっすぐにする
③そのまま20秒~１分間キープする

・ウォーキング
・ジョギング

人との距離を保つ

屋外での運動は良い気分転換
になります。

また、有酸素運動は、短時間
(５〜10分)でも脂肪燃焼効果
があると言われています。

参考：スポーツ庁HP
(https://www.mext.go.jp/sports/index.htm)

運動でリフレッシュ
9



Q. 不眠に効く漢方薬はあるの？

⇒ 加味帰脾湯

⇒ 柴胡加竜骨牡蛎湯 イライラと興奮して眠れない

 クヨクヨ考え込んで眠れない

参考：クラシエ｜夢中になれる明日

 寝る2時間前には食事を済ませる
 40℃程度のお風呂に30分つかる
 自分に合った枕や布団を選ぶ
 寝る前にスマートフォンやテレビを見ない

Q. 質の良い睡眠をとるコツは？

日常生活に支障をきたす不眠はお医者さんに相談しましょう。

A. 不眠の原因を解消してくれる漢方薬があります。

A.
寝る前のカフェインや

アルコールは
控えましょう

https://www.kracie.co.jp/

不眠の改善
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さ い こかりゅ う こつ ぼれい と う

か み き ひ と う

https://www.kracie.co.jp/


新型コロナでストレスを感じたら…ひとりで悩まないで。

相談できる窓口があります！

福祉健康センター

→定期的に“こころの健康相談”

を実施しています

泉野福祉健康センター：076-242-1131
元町福祉健康センター：076-251-0200
駅西福祉健康センター：076-234-5103

健康福祉部こころの健康センター
→面接相談だけでなく、

電話相談も受け付けています

面接相談（予約）：076-238-5750
電話相談：076-237-2700

ストレスに上手に対処して、
新型コロナと健康的に向き合って行きましょう！！

困ったときはこちらへ！
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新型コロナの検査って？

PCR検査 検査の名前 抗原検査

新型コロナウイルス
遺伝子

検出するもの
新型コロナウイルス

特有の物質

１～５時間程度 検査時間 ３０分程度

感度は高い 正確性
PCR検査と比べると

やや劣る

！注意！
検体を採取する時間や体の

部位によって、ウイルスの量が

違うので、結果も変わる

可能性があります！

「陰性」となっても、不要な接触

は避けましょう！

知っておいて
欲しいこと

！検査結果について！
「陽性」：感染の可能性大です。

「陰性」：症状が出て１０日目以降

なら別途PCR検査が必要です。

※似た名前の抗体検査は感染歴を調べる

ものであり、診断を目的として用いることは

推奨されていません。（2020/6/25現在）
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