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変異ウイルス拡大に万全な防止対策を！
×手洗い（手指消毒）手洗い（手指消毒） ソーシャルディスタンス（３密回避）ソーシャルディスタンス（３密回避） マスク着用マスク着用 換気換気手洗い（手指消毒） ソーシャルディスタンス（３密回避） マスク着用 換気×× の徹底を！の徹底を！の徹底を！

「社会の標準予防策」を徹底しよう！

　三回目となる「緊急事態宣言」が 4 月 25 日から発令されました。新型コロナウイルスのまん延は、
従来型よりも感染力が高い変異ウイルスの拡大へと局面が完全に移りました。
　変異ウイルスの登場により再感染する恐れもあり、専門家はウイルスが変異を起こさないようにす
るための最善の方法は「かからない」ことだと強調しています。
　ワクチン摂取の遅れと特効薬もない現在、引き続き一人ひとりが感染予防策を自分のこととして考
え実践する努力が切実に求められています。

変異ウイルスの特徴 /少しの気も緩めず

　医療の現場では院内感染を防ぐため「標準予　医療の現場では院内感染を防ぐため「標準予
防策（スタンダード・プリコーション）」を徹底防策（スタンダード・プリコーション）」を徹底
しています。しています。
　「標準予防策」とは、患者が感染しているかど　「標準予防策」とは、患者が感染しているかど
うかに関係なく、体液、粘膜、傷がある皮膚にうかに関係なく、体液、粘膜、傷がある皮膚に
感染性微生物があるという前提で行う手指衛生感染性微生物があるという前提で行う手指衛生
などの予防策のことです。などの予防策のことです。
　いま、私たちが行っている感染予防は、まさ　いま、私たちが行っている感染予防は、まさ
に「社会の標準予防策」と言えます。に「社会の標準予防策」と言えます。
　感染力が高いと言われる変異ウイルスも感染　感染力が高いと言われる変異ウイルスも感染
経路は口と鼻と目の三か所です。したがってや経路は口と鼻と目の三か所です。したがってや
ることはいたってシンプルに、手洗い（手指消ることはいたってシンプルに、手洗い（手指消
毒）・ソーシャルディスタンス（３密回避）・マ毒）・ソーシャルディスタンス（３密回避）・マ
スク着用です。そして部屋の換気をしっかりとスク着用です。そして部屋の換気をしっかりと
行えばその効果はより上がるでしょう。行えばその効果はより上がるでしょう。
　シンプルな対策ですが予断を許さず、一人一　シンプルな対策ですが予断を許さず、一人一
人がこの基本を引き続き守っていきましょう。人がこの基本を引き続き守っていきましょう。

同胞たちにお願い！同胞たちにお願い！同胞たちにお願い！同胞たちにお願い！
　当面の間、大変かと思いますが、日本政府と各　当面の間、大変かと思いますが、日本政府と各自
治体の措置・要請に沿って行動してください。治体の措置・要請に沿って行動してください。

●連休中の外出・移動を可能な限り控えてください。●連休中の外出・移動を可能な限り控えてください。
●学生・児童の感染の多くは、保護者からの家庭内●学生・児童の感染の多くは、保護者からの家庭内
感染によるものです。学校保護者は、子どもたちの感染によるものです。学校保護者は、子どもたちの
学びを保障するために、外食・会食を避け、特段の学びを保障するために、外食・会食を避け、特段の
感染予防に努めてください。感染予防に努めてください。
●高齢者や基礎疾患のある同胞は、人が多く集まる●高齢者や基礎疾患のある同胞は、人が多く集まる
場所・場面を避けるなどの感染予防に努めながらも、場所・場面を避けるなどの感染予防に努めながらも、
家に閉じこもることによる虚弱を防ぐために、陽の家に閉じこもることによる虚弱を防ぐために、陽の
当たるところでの適度な運動、バランスの取れた食当たるところでの適度な運動、バランスの取れた食
事、家族や友人との電話などを通じた交流を意識的事、家族や友人との電話などを通じた交流を意識的
に行ってください。に行ってください。

　現在、大阪の新規感染者の 80％以上が変異ウ　現在、大阪の新規感染者の 80％以上が変異ウ
イルスによるものだとされています。イルスによるものだとされています。
　この変異ウイルスは、従来のウイルスに比べ、　この変異ウイルスは、従来のウイルスに比べ、
大きく３つの特徴があります。大きく３つの特徴があります。
　1 つは感染力が高いことです。ウイルスが人　1 つは感染力が高いことです。ウイルスが人
の細胞に入りやすく変異した結果、従来型よりの細胞に入りやすく変異した結果、従来型より
も 1.3 ～ 1.7 倍ほど高いと言われており、子ども 1.3 ～ 1.7 倍ほど高いと言われており、子ど
もの感染の可能性も高いとのことです。もの感染の可能性も高いとのことです。
　2 つ目は重症化や死亡のリスクが高いことで　2 つ目は重症化や死亡のリスクが高いことで
す。変異ウイルスは人の免疫力や抵抗力をかいす。変異ウイルスは人の免疫力や抵抗力をかい
くぐる特性があります。なのでウイルスが体内くぐる特性があります。なのでウイルスが体内
に入って感染し発症した場合、重症肺炎や多臓に入って感染し発症した場合、重症肺炎や多臓
器不全を引き起こすとのことです。器不全を引き起こすとのことです。
　3 つ目はワクチンの効果が弱まる可能性があ　3 つ目はワクチンの効果が弱まる可能性があ
ることです。ることです。
　したがって決して気を緩めず、今まで以上に　したがって決して気を緩めず、今まで以上に
感染予防対策に気を使わなければなりません。感染予防対策に気を使わなければなりません。



　かかりつけ医のある人はかかりつけ医かかりつけ医のある人はかかりつけ医
に、いない人は行政の「新型コロナウイルに、いない人は行政の「新型コロナウイル
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クを決めておくことをお勧めします。クを決めておくことをお勧めします。
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①初動が大事①初動が大事
　速やかな報告と
　日ごろの健康チェック・行動チェック

②自己判断は禁物②自己判断は禁物
　発熱など疑わしい症状がある場合
　身近な医療機関に電話で相談・受診
　行政検査 (PCR) を

③体調が悪い場合③体調が悪い場合
　職場や学校を休むこと

　新型コロナウイルスの感染リスクは、ゼロに
近づけることはできてもゼロにはできません。
したがってリスクマネジメントの発想で、「クラ
スターは起こりうる」と想定した行動が、職場・
学校・家庭でも必要です。
　可能な限り感染予防に努める、無症状でも感
染している可能性を排除しない、疑わしい症状
がでたら（発症したら）感染を広げないよう適
切に対処するなど、感染リスクをゼロにはでき
ないということを前提に対応しましょう！

新型コロナウイルスの感染リスクは ゼロに

新型コロナに感染？新型コロナに感染？
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⑴職場・学校・家庭へ速やかに報告し指示
を仰ぐこと
⑵発熱、だるさ、味覚・嗅覚の異常など日
ごろの健康チェック
⑶誰と、どのように接触したかなど、過去
1～ 2週間の行動チェック！

　最低でも以上のことを初動の段階で適切
に行えば、感染の拡大を抑えることができ
ます。
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新型コロナウイルスの検査を正しく理解し上手に活用しよう！

無症状者を対象とした無症状者を対象とした

　無症状だけれども検査陽性になった人と接触がある。しかし、保健所の調査では「濃厚接
触者」には該当しなかったので行政検査の対象にはならなかったなど、本当は感染している
のでは？と新型コロナウイルス感染の不安を抱えて生活している人は多いと思います。
　そのような人にとって、安価な民間 PCR 検査センターが広がってきたことは良いことです
が、医師の診断を伴わない検査機関は、商業ベースで行われていたり、精度管理の問題があ
るなど、いくつか課題もあります。
　無症状者を対象としている民間 PCR 検査機関を利用する上での簡単なポイントをまとめま
したので参考にしてください。

Point①

正確な検査をしているか？
　格安の民間検査機関は、精度などはばらつきがあるということ　格安の民間検査機関は、精度などはばらつきがあるということ
を念頭においてください。とくに重要なのは、「正確な検査」をを念頭においてください。とくに重要なのは、「正確な検査」を
しているかどうかです。しているかどうかです。
　国立感染症研究所（感染研）で評価結果がでている検査機器を　国立感染症研究所（感染研）で評価結果がでている検査機器を
使用しているか、しっかりとした手順で検査をしているかどうか使用しているか、しっかりとした手順で検査をしているかどうか
を電話やメール、ホームページなどで確認してください。丁寧なを電話やメール、ホームページなどで確認してください。丁寧な
説明や情報公開をしていない検査機関は避けてください。説明や情報公開をしていない検査機関は避けてください。

※感染研「臨床検体を用いた評価結果が取得された 2019-nCoV ※感染研「臨床検体を用いた評価結果が取得された 2019-nCoV 
遺伝子検査方法について」に掲載されている検査機器を利用して遺伝子検査方法について」に掲載されている検査機器を利用して
いることを一つの目安にしてください。（QRコード参照）いることを一つの目安にしてください。（QRコード参照）
https://www.niid.go.jp/niid/images/lab-manual/2019-nCoV-17-202https://www.niid.go.jp/niid/images/lab-manual/2019-nCoV-17-202
00318.pdf00318.pdf

Point②

個人情報保護や
フォローアップ体制が
とれているか？
　個人情報をしっかりと管理する体制が整って　個人情報をしっかりと管理する体制が整って
いるか、検査結果がきちんと届くか、陽性と判いるか、検査結果がきちんと届くか、陽性と判
定された場合にフォローアップする体制が作ら定された場合にフォローアップする体制が作ら
れているかを確認する必要があります。れているかを確認する必要があります。

Point③

連携する医療機関があるか？
　新型コロナウイルス感染症は、感染症法に規　新型コロナウイルス感染症は、感染症法に規
定された「指定感染症」であり、医師が診断し定された「指定感染症」であり、医師が診断し
て感染が確認された場合には「速やかに保健所て感染が確認された場合には「速やかに保健所
に届け出」て指示を仰がなくてはなりません。に届け出」て指示を仰がなくてはなりません。
　検査結果が「陽性」とでた場合、提携してい　検査結果が「陽性」とでた場合、提携してい
る医療機関に検査結果を連絡し、受診を推奨する医療機関に検査結果を連絡し、受診を推奨す
る検査機関が良いでしょう。る検査機関が良いでしょう。

　同胞生活相談センターでは、自費検査
を提供する医療機関と、比較的信頼度が
高い格安の民間検査センターを紹介でき
ます。無症状で PCR 検査をお望みの同胞
はご連絡ください。

※新型コロナに関して「完璧な検査」はありません。※新型コロナに関して「完璧な検査」はありません。
　そもそも PCR 検査は、行政検査でも偽陽性と偽陰性の
場合があります。民間検査の中には、自分の唾液を検体
として郵送し検査してもらうサービスもありますが、
郵送するその過程で検体が傷み、正確な検査結果がで
ない場合もあります。
　検査して陰性と結果がでても 100％感染していないと
いう保証はありません。したがって本当は感染している
のに偽陰性だったとすると、周りの人に感染をひろげて
しまう恐れがあります。
　PCR 検査を高いレベルで行ない治療につなげている
ところもあれば、やりっ放しのところもあり、検査の
質には大きな差があるのが現実と言えます。
　感染防止対策の徹底を大前提に、心配なら近くの医療
機関に相談・受診することをお勧めします。

民間 PCR 検査センターを利用する上での留意点民間 PCR 検査センターを利用する上での留意点民間 PCR 検査センターを利用する上での留意点民間 PCR 検査センターを利用する上での留意点

各地の同胞生活相談センターに
ご連絡ください！
各地の同胞生活相談センターに
ご連絡ください！
各地の同胞生活相談センターに
ご連絡ください！
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新型コロナワクチンの接種の手順新型コロナワクチンの接種の手順新型コロナワクチンの接種の手順新型コロナワクチンの接種の手順
（高齢者編）（高齢者編）（高齢者編）

　新型コロナワクチンの接種期間は、今年の２月１７日
から来年２０２２年２月末までの一年間の予定であり、から来年２０２２年２月末までの一年間の予定であり、
接種費用は全額公費（無料）となります。接種費用は全額公費（無料）となります。
　ファイザー社製のワクチンは、３週間の期間をおいて　ファイザー社製のワクチンは、３週間の期間をおいて
２回接種しなければならず、接種は市区町村ごとで行わ２回接種しなければならず、接種は市区町村ごとで行わ
れ、行政が定めた医療機関と公共施設で行われます。れ、行政が定めた医療機関と公共施設で行われます。
　ワクチン接種を望む同胞は、かかりつけ医と相談の上　ワクチン接種を望む同胞は、かかりつけ医と相談の上
で接種するのが良いでしょう。で接種するのが良いでしょう。
　なお、ワクチン接種を希望するけど方法がわからな　なお、ワクチン接種を希望するけど方法がわからな
い、予約がうまくできないなどお困りの場合、もよりのい、予約がうまくできないなどお困りの場合、もよりの
同胞生活相談センターにお問い合わせいただければ必同胞生活相談センターにお問い合わせいただければ必
要な便宜を図ります。要な便宜を図ります。

　接種を受ける日に住民基本台帳に記録さ　接種を受ける日に住民基本台帳に記録さ
れている住所地の市区町村から「接種券れている住所地の市区町村から「接種券
（クーポン券）」と「新型コロナワクチン接（クーポン券）」と「新型コロナワクチン接
種のお知らせ」が郵送で届きます。種のお知らせ」が郵送で届きます。
　その書類で接種可能な時期が来たことを　その書類で接種可能な時期が来たことを
確認します。確認します。
　対象者は２０２１（令和３）年度中に　対象者は２０２１（令和３）年度中に
65 歳以上に達する人です。65 歳以上に達する人です。

※ワクチンの供給量・時期等によっては、年齢によ※ワクチンの供給量・時期等によっては、年齢によ
り接種時期を細分化される可能性があります。り接種時期を細分化される可能性があります。

※「やむを得ない理由」がある場合、住民票所在地※「やむを得ない理由」がある場合、住民票所在地
以外での接種も、事情によっては可能です。行政窓以外での接種も、事情によっては可能です。行政窓
口ならびに相談センターにご連絡ください。口ならびに相談センターにご連絡ください。

①市区町村から「接種券（クー①市区町村から「接種券（クー
ポン券）」と「新型コロナワクポン券）」と「新型コロナワク
チン接種のお知らせ」が届くチン接種のお知らせ」が届く

①市区町村から「接種券（クー
ポン券）」と「新型コロナワク
チン接種のお知らせ」が届く

②ワクチンを接種できる医療②ワクチンを接種できる医療
機関や接種会場を探す機関や接種会場を探す
②ワクチンを接種できる医療
機関や接種会場を探す

　接種を受けられる場所は、市区町村の広　接種を受けられる場所は、市区町村の広
報や接種総合案内サイトが設置（インター報や接種総合案内サイトが設置（インター
ネット上）され確認できます。ネット上）され確認できます。

③電話・インターネットで③電話・インターネットで
　予約し、当日接種会場へ　予約し、当日接種会場へ
③電話・インターネットで
　予約し、当日接種会場へ

④ワクチンを接種する際には、④ワクチンを接種する際には、
「接種券」と「本人確認書類」「接種券」と「本人確認書類」
を必ず持参するを必ず持参する

④ワクチンを接種する際には、
「接種券」と「本人確認書類」
を必ず持参する

本人確認書類は、運転免許証、本人確認書類は、運転免許証、
健康保険証などです。健康保険証などです。

新型コロナワクチンを受けられない人
（接種不適当者）とは？
・新型コロナウイルス感染症に係る他の予防接種を受け
たことのある人で、新型コロナウイルス感染症に係る予
防接種を行う必要がないと認められる人
・明らかな発熱を呈している人（通常 37.5℃以上の発熱）
・重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
・新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の接種液の
成分によってアナフィラキシーを呈したことがあること
が明らかな人
・上記に該当する者のほか、予防接種を行うことが不適
当な状態にある人

接種要注意者とは？

　「接種要注意者」となる人は、健康状態及び体質を勘
案し、慎重に予防接種の適否を判断されます。

・心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血系疾患、発
育障害等の基礎疾患を有する人
・予防接種で接種後２日以内に発熱のみられた人及び全
身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある
人
・過去にけいれんの既往のある人
・過去に免疫不全の診断がされている人及び近親者に先
天性免疫不全症の人がいる人
・接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを
呈するおそれのある人
・バイアル（薬のビン）のゴム栓に乾燥天然ゴム（ラテッ
クス）が含まれている製剤を使用する際の、ラテックス
過敏症のある人

※ワクチンは筋肉内に注射することから、抗凝固療法を
受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人は、
接種後の出血に注意が必要とされています。

※以下、要確認※

新型コ ナワクチンの接種期間は 今年の２月１７日
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