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富山グラウジーズアカデミー行動方針 ～ 新型コロナウイルス感染症対策へ向けて_Ver７ 

 

 

１． はじめに 

 

新型コロナウイルス感染症の感染予防および対処について、B リーグが推奨する内容を

元に富山グラウジーズの指針を示したものです。本紙に示す内容は、各ご家庭において

適宜調整いただいて結構ですが、【アカデミー統一】の事項につきましては、必ず実施す

るようお願いいたします。また、本書は状況の変化等に応じ適宜更新いたします。常に

最新版をご参照くださいますようお願いいたします。 

 

アカデミーに携わるすべてのみなさま、そのご家族一人一人が新型コロナウイルスの 

特性を理解し、感染を予防する行動をとってください。 

詳細は本書の前半部でご説明しております。それでも感染を 100%防ぐ手だては、 

残念ながらありません。 

そこで大切なことが集団防衛です。「体調が悪いけど我慢して練習に出よう」 

「体調がよくないけど仕事に行こう」といった行動が、その方の所属する集団に感染を

広げてしまう可能性があります。  

発熱・咳・倦怠感などの症状を認めたら休む勇気を持つこと。 

そのことを報告する勇気を持つことを、是非お願いいたします。 

こうした個人防衛と集団防衛を通じて、社会防衛に貢献していきましょう。 

 

 

２． 新型コロナウイルスの感染を予防する  

 

(１)新型コロナウイルスについて  

 

① 新型コロナウイルスとは？  

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ると言われていますが、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。 

 主に以下の 2 つの経路で感染が生じることが確認されています。 
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飛沫感染（咳・くしゃみ・話をすることによる感染）  

通常の風邪やインフルエンザのように、咳やくしゃみによりウイルスが排出され、それを吸

入することにより感染が生じます。特に新型コロナウイルス感染症では、濃厚接触状態 (手

が届く範囲)における “おしゃべり”でも感染が広がる可能性があることに留意が必要です。

また、マイクロ飛沫（微細な飛沫である 5μm 未満の粒子）による感染の可能性も示唆さ

れており、これを抑制するためにも換気が非常に重要です。換気の悪い密室等において空気

中を漂い、少し離れた距離や長い時間において感染が起こる可能性があるため、合わせて留

意する事が必要です。 

  

接触感染（手で触れることによる感染）  

咳・くしゃみ・話をすることで排出されたウイルスが、手指についた状態で粘膜（口、鼻、

目）を触る ことにより感染することを言います。排出された新型コロナウイルスは環境に

よっては数日間生き続けることも確認されています。  

  

 

②一般的な予防方法  

・３つの密（密閉・密集・密接）を避ける 

・こまめな手洗いや消毒による手指衛生、マスクの着用を含む咳エチケット 

・口・鼻・目に不用意に触れない 

・規則正しい生活とバランスの取れた食事 

 ※デルタ株等の変異株の拡大により、上記の一般的な予防方法に加え、以降に規定され

た各感染予防対策の徹底が必要です。 

 ※前述の「３つの密を避ける」においては、いずれかひとつでも該当する場合に、一定

の感染リスクが避けられないことから、いずれも回避することを日頃から留意してく

ださい。 

 

 

③新しい生活様式について  

・長期間にわたって感染拡大を防ぐために、飛沫感染や接触感染、さらに近距離での会話 

への対策を、「新しい生活様式」としてこれまで以上に日常生活に定着させ、持続させ

なければなりません。  

・厚生労働省から追加で、「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントが示さ 

れています(2020 年 5 月 29 日)  
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④感染リスクが高まる「5 つの場面」  

・新型コロナウイルス感染症対策分科会より 2020 年 10 月 23 日に示された「感染

リスクが高まる「5 つの場面」は特に感染リスクが高いとされているため、特段の注

意が必要です。 

 

 

⑤適切なマスクの着用 

・マスクは飛沫の拡散予防に有効で、「新しい生活様式」でも一人ひとりの方の基本的

な感染対策として着用を求められています。ただし、マスクの着用方法を正しく行わ

ない限り、期待される効果は薄れてしまいます。アカデミー活動(練習・試合等)を行

うとき以外は基本的にマスクを常時着用することとし、マスクを外す場合は会話を

避けることを強く意識してください。  

・品質の確かな、不織布のマスクを極力着用してください。  

・鼻の形に合わせ、隙間を塞いでください。あご下まで伸ばし、顔に隙間なくフィット

させるよう着用してください。※詳細は厚生労働省「国民の皆さまへ（新型コロナウ

イルス感染症）」のページを参照してください  

・特に会話時は必ず着用し、その際に鼻出しやあごマスクの状況を作らないよう注意し

てください。  

・着用したマスクの外側は触らず、着脱は紐を持って行ってください。  

・マスクの着用時は、心拍数や呼吸数、血中二酸化炭素濃度、体感温度が上昇するなど、

身体に負担がかかることがありますので、一時的に外すことなどで対処してくださ

い。ただし、その場合もマスクを外す場合には、会話を控えてください。  

・こどものマスク着用については、厚生労働省の示すとおり、一律には着用を求めませ

んので、無理して着用をさせないよう配慮してください。特に 2 歳未満のこどもの

マスク着用は推奨されません。  

・新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種した後であっても、感染リスクは完全に

否定されていないため、マスク着用は継続して行ってください。 
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３． 感染予防（毎日の検温・体調報告・行動記録） 

 

子供たち、アカデミースタッフ、およびご家族の皆さまは毎日の健康状態チェックを 

行ってください。また万が一に備えて、毎日の行動記録メモを残してください。 

【アカデミー統一】 

 

①毎日の検温 

・子供たち、ご家族、アカデミースタッフは必ず毎日実施してください。  

・毎日同じ条件同じ測り方で実施し、お子様・家族の結果は毎日記録メモを 

残してください。  

  

発熱症状があった場合  

・37.5℃以上の発熱が生じた場合は、自宅待機とし即座にアカデミーへ報告し、医療機関に

ご相談ください。 【アカデミー統一】 

（平熱には個人差があるため平熱が低い方は、平熱プラス 1.5 度を基準とします。）  

・ 寮生活者の場合、寮内で隔離をしてください。  

 

② 毎日の体調チェック  

下記のような症状が感じられる、発症していないか確認してください。  

・せき（息苦しさ） 

・頭痛 

・体のだるさ（倦怠感） 

・のどの痛み 

・味覚や嗅覚の異常 

また、上記の症状以外でも、日々の体調に比べて不調を感じる場合には必ずクラブアカ

デミーへ報告してください。 

 

症状があった場合  

・発熱症状がなくても上記のような症状が続いた場合、特に「息苦しさ（呼吸困難）」、  

 「強いだるさ（倦怠感）」等の強い症状が発生した場合は、自宅待機とし即座に  

 アカデミーへ報告し、医療機関にご相談ください。 【アカデミー統一】  

・ 寮生活者の場合、寮内で隔離をしてください。  

・お子様は保護者へ、保護者はアカデミーに報告してください。  
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➂毎日の行動記録 

ご家族に、感染確定例、陽性判定例、濃厚接触者が出たときに備え、毎日の行動記録を

必ずメモしておきましょう。感染拡大防止の対策を行う際に、とても重要な情報となり

ます。この時、特にマスクを着用せずに接触した人や、マスクを着用していたとしても

周囲 1m 以内で 5 分以上会話した人がいる場合は、その人を特定できる情報を必ず記

載してください。 

 

【行動記録の例】  

クラブ：B.LEAGUE  

氏名： 山田 太郎  

記入日：3 月 10 日（火）  

主な行動：  

07:00 起床  

07:30 朝食。自宅で家族と  

09:30～12:00 チーム練習。文京区アリーナ。チームメート 12 人と  

13:00 昼食。チームメートと  

15:00 カフェ（友人 2 人と）  

※自宅でのオンラインミーティングなど、外出が伴わない、他人と直接対面していない場合

は感染・感染拡大の要因にあたらないため記載は不要です。 

  

行動記録の中でのクラスター発生・感染者が発生した場合 

・症状等がない場合でも、自身の行動記録の過去 7 日以内に「自身が行った場所でのクラ

スター発生」「対面した人がコロナウイルスに感染した」場合は、即座にアカデミーへ報告

し、医療機関にご相談ください。【アカデミー統一】 

・ 寮生活者の場合、寮内で隔離をしてください。 

・ お子様は保護者へ、保護者はアカデミーに報告してください。  

 

 

４． 重要事象の報告  

 

①アカデミーに報告する重要事象  

３．の中でも記載しておりますが子供たち、アカデミースタッフ、およびご家族が 

下記に当てはまる場合対象者は自宅待機とした上で必ずアカデミーへの報告をしてく

ださい。 

 

・37.5℃以上の発熱が生じた （平熱が低い方はプラス 1.5 度を基準とする） 
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・せき｜頭痛｜体のだるさ｜のどの痛み｜味覚や嗅覚の異常が生じた 

・発熱が無くても「息苦しさ（呼吸困難）」「強いだるさ（倦怠感）」等の強い症状が発

生した 

・P C R 検査を予定している 

・上記の P C R 検査の結果が出た 

・濃厚接触者判断を受けた、または疑わしい 

 

②アカデミーへの報告時に網羅いただくべき事項 

以下の事項についてご報告ください。 

 

・症状の発生する当該者 ・発生している症状と、発生期間  

・医療機関の受診状況や、ドクターなどへの相談経過  

・子供たち、アカデミースタッフとの接触歴（症状発生から 2 日前にさかのぼって）  

・家族内での接触歴（症状発生から 2 日前にさかのぼって）  

 

➂お子様および家族も含めたアカデミー関係者に疑い例が出た場合の対応  

・対象者から症状が出た日から７日前までの行動記録と、症状が出た日以降の行動記録

のヒアリング。症状を自覚したタイミングで報告/自宅待機を行ってください。  

・アカデミーへ報告してください。  

・各地域の専門家・連携医療機関のアドバイスにもとづく濃厚接触者の洗い出し、 濃

厚接触者の抽出および集団発生に対するリスク管理をしてください。  

・PCR 検査および医療機関受診対象者の確認をしてください。 健康チェック表、自覚

症状を確認の上、PCR 検査検体の採取。（専門家・連携医療機 関など）  

  

④頂いたご報告・ご相談の取り扱い  

・富山グラウジーズ内だけが情報の閲覧を行います。  

・他クラブの参考になる場合は個人情報を取り除いたうえ、共有させて頂きます。 

 

 

５． 症状がある場合の相談や医療  

 

①感染者の時間経過イメージ  

1. 発症（疑い）日  

・最初に症状が観察された日のことです。（発熱、咳、だるさ、味や匂いを感じないな

ど）  

2. 発症前に他人を感染させる可能性  
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・発症の２日前から発症後７～10 日間程度他人へ感染させる可能性があります。 

 その間に濃厚接触した方は隔離の対象となります。 

・感染から発症までの潜伏期間は中央値で 2.6 日です。 

 

 

 

②疑い症状がある場合の相談 

厚生労働省が発表している、以下いずれかの目安に該当する方は、帰国者・相談センタ

ーや医療機関にあらかじめ電話で相談すること。 

 

1. 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱などの強い症状のいずれかがある。 

2. 高齢者や基礎疾患がある人で、発熱やせきなどの比較的軽い風邪症状がある。  

3. 比較的軽い風邪が続く、特に 4日以上続く場合はプラス 1.5 度の熱が無くても相談する。  

4. 37.5℃以上の発熱が生じた場合。（個人差があるため平熱が低い方はプラス 1.5 度を基準）  

※発熱症状が出ない感染ケースもあるため上記症状を感じた場合は必ず相談してくださ

い。  

※4 に関しては競技特性を考えた、アカデミー独自の目安とします。  

相談・受診の時点で症状が出た日から 14 日前までの行動記録と、症状が出た日以降の行動

記録を準備 しておき帰国者・接触者相談センター、アカデミー側にも共有をしてください。  

（症状を自覚したタイミングで報告/自宅待機を行う事） 帰国者・接触者相談センターはす

べての都道府県に設置され、24 時間対応していますので、 詳しくは、下記のホームページ

をご覧ください。【帰国者・接触者相談センターページ】 
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➂疑い症状、または濃厚接触疑いがある場合の活動  

子供たち、アカデミースタッフ、およびご家族に新型コロナウイルスの感染疑い症状が

出た、もしくは感染疑い症状があり P C R 検査を受け、結果を待っているなどの状況

の場合、活動を検討。  

 

▶︎目安 
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➃検査方法と実施判断 

選手、チームスタッフに新型コロナウイルスの感染疑い症状が出た、もしくは 

無症状ながら検査の必要性が生じた場合の検査実施判断は、厚生労働省が示す 

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針第 5.1 版」に 

基づき、チームドクター、各自治体が公表している相談・医療の情報や受診・ 

相談センター、医療機関等と相談しながら決定してください。 

なお、症状の有無や検査方法ごとに確定診断としての採用可否は下図の通り 

解釈されていますが、国内の感染状況によっては早めの検査実施による 

速やかなスクリーニングの必要性や、周囲の感染対策への影響に鑑み、PCR  

検査だけでなく抗原検査についても前向きに検討・実施すること。 

また、新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種後も、感染の可能性は 

ゼロではないため、接種後の症状発生時にも適切な相談と検査実施を 

行うよう、留意してください。 
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▶︎各種検査の特徴※１ 

 

 

 

６． PCR 検査の結果、陽性反応が出た場合の対応  

 

①陽性判定が出た本人の対応  

・検査結果をアカデミーへ報告してください。  

・医療機関もしくは保健所から指導された療養方法と、その他指導などの情報を  

アカデミーへ共有してください。  

・療養。（入院または自宅療養）  

・状況に応じて療養の途中経過をアカデミーへ報告してください。  
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濃厚接触者について 

陽性と判定された方が発症した 2 日前以降に濃厚接触した方は保健所によって、濃厚接触

者に指定されます。濃厚接触者とは、患者（陽性と判定した方）の感染可能期間に接触した

方のうち、次の範囲に該当する方となります。 

ただし、2022 年 3 月 16 日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部による

事務連絡により、保健所による調査・判断が行われない場合があることに留意する。 

・陽性と判定された方と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）がある。 

・適切な感染防護無しに陽性と判定された方を診察、看護若しくは介護していた者。 

・陽性と判定された方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。 

・手で触れることの出来る距離（目安として 1 メートル）で、必要な感染予防策なしで、 

陽性と判定された方と 15 分以上の接触がある。 

（個々の状況周辺の環境や接触の状況等から患者の感染性を総合的に判断する） 

参照：新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学実施要綱 

 

 

７． 濃厚接触者と判断された場合の対応  

① 本人または、同居家族・同居者が濃厚接触者と判断された場合  

・本人は自主隔離とし、保健所の指示に従って検査の実施および自宅待機の 

期間指示を受けてください。 

・アカデミーへの報告をしてください。  

 

８． 新型コロナウイルス感染者および濃厚接触者が出た場合のレギュレーション  

①P C R 検査で陽性反応が出た方の復帰タイミング   

完治診断については、厚生労働省の示す「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いに

ついて（一部改正）」（令和２年２月６日健感発 0206 第１号厚生労働省健康局結核感

染症課長通知）に従うこととします。 

なお、完治診断時に医師や保健師から申し送りされる事項については、必ず手元で記録

しておいてください。また、完治後の復帰タイミングは、症状の有無および程度により

後遺障害への措置要否が一律ではないため、医療機関の判断によって決定してくださ

い。その際、一般社団法人日本臨床スポーツ医学会の「COVID-19 罹患後のスポーツ

復帰指針(1.1 版)」を参照の上、重症度と懸念される後遺障害も踏まえ、アカデミー生

の意思を尊重しながら判断するよう配慮してください。P C R 検査で陽性反応が出た方

の復帰タイミングについては、厚生労働省の基準と競技特性を踏まえ、 目安を設定し

ています。自宅療養解除もしくは退院可能（完治診断）からの復帰は、特に有症状だっ

た場合は、体力低下や体調がすぐれないケースもあるため、アカデミーなどと相談しな
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がら復帰タイミングを検討してください。  

自宅療養、入院療養の場合も、新型コロナウイルス感染症の症状有無によって全体的な

期間は変わります。  

また復帰までの時間は、症状の軽快まで個人差があるため、あくまで目安となります。  
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② 濃厚接触者と判定された方の復帰タイミング  

濃厚接触者と判断された場合、保健所の指示に従ってください。2022 年 3 月 16 日

付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡により、行動待機期間

と解除については、社会機能維持者の適用有無を問わず以下の通り改正されています。 

・最終曝露日（感染者との最終接触等）から 7 日間 

・最終曝露日（感染者との最終接触等）から 4 日目および 5 日目の 

検査陰性を確認後 5 日目から解除可。 

・最終曝露日（感染者との最終接触等）から 5 日目の PCR 検査を含む 

核酸検出検査で陰性を確認後 5 日目から解除可。 

※以下の復帰フローを参照ください。 
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➂校内、勤務先、家族内で感染者、濃厚接触者が出た方の復帰タイミング 

感染者や濃厚接触者が周りで出た場合アカデミーに即報告。その後の対応については

①②や状況などを踏まえてその都度アカデミーが判断いたします。 

 

９． 休校・休会条件 

【休校条件】 

・拠点の体育館・スタジオが使えなければ該当拠点のみ休校。 

 

【休会条件】 

・通われている小中学校が休校及び学級閉鎖クラス閉鎖になれば休会。 

該当者は再開されるまで休会。 

・PCR 検査陽性判定、濃厚接触者と判定されたら休会。 

 

 

１０． アカデミー感染症対策 

① 対策 

・アリーナ（スタジオ）の換気を徹底いたします。 

・スクール前後に手指の消毒をいたします。 

・上着以外の着替えはアリーナ（スタジオ）内では禁止とします。 

 

② 保護者様へのおねがい 
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・スクール前、家での検温。 

・スクール前、手洗いうがい。 

・マスク着用。※スクール中は着用を推奨いたします。 

・保護者様アリーナ（スタジオ）内入室自粛。見学中はマスクの着用。 

 ※アリーナ（スタジオ）の入室は各拠点により判断が異なりますのでコーチの指示に従う

ようお願いいたします。変更の場合はご連絡いたします。 
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