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新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について（通知） 

 

このことについて、2020 年 2月 24日付けで国の新型コロナウイルス感染症対策専門家会

議により「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の具体化に向けた見解」が示されまし

たので、抜粋してお知らせいたします。 

 

記 

 

新型コロナウイルスの特徴上、一人一人の感染を完全に防止することは不可能です。 

ただし、感染の拡大のスピードを抑制することは可能だと考えられます。そのためには、

これからの１～２週間が急速な拡大に進むか、収束できるかの瀬戸際となります。 

これからとるべき対策の最大の目標は、感染の拡大のスピードを抑制し、可能な限り重症

者の発生と死亡数を減らすことです。 

（この内容はあくまでも現時点の見解であり、随時、変更される可能性があります。） 

 

みなさまにお願いしたいこと 

 風邪や発熱などの軽い症状が出た場合には、外出をせず、自宅で療養してください。ただ

し、以下のような場合には、決して我慢することなく、直ちに県に設置されている「帰国者・

接触者相談センター」（藤枝市民であれば中部保健所：054-625-7084）にご相談ください。 

◎風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が４日以上続いている 

（解熱剤を飲み続けなければならない場合を含みます） 

◎強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある 

※ 高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が２日以上続く場合 

 

 症状のない人も、それぞれが一日の行動パターンを見直し、対面で人と人との距離が近い

接触（互いに手を伸ばしたら届く距離）が、会話などで一定時間以上続き、多くの人々との

間で交わされるような環境に行くことをできる限り、回避してください。 

症状がなくても感染している可能性がありますが、心配だからといって、すぐに医療機関

を受診しないでください。医療従事者や患者に感染を拡大させないよう、また医療機関に加

重な負担とならないよう、ご留意ください。 
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About measures to prevent the spread of new coronavirus infection (notice) 

 

An excerpt from this statement was issued on February 24, 2020, at the National Coronary 

Virus Infectious Diseases Control Experts' Meeting, which stated ̀ ` Opinions for the realization 

of the basic policy on measures against new types of coronavirus infectious diseases. '' I 

will let you know. 

 

Due to the characteristics of the new coronavirus, it is impossible to completely prevent 

individual infection. 

However, it seems possible to control the speed of the spread of the infection. To that 

end, the next one to two weeks will be on the verge of progressing rapidly or converging. 

The primary goal of any action to be taken is to slow the spread of the infection and 

reduce the incidence and deaths of the most severely ill. 

(This is a current opinion and is subject to change at any time.) 

 

What you want to ask 

If you have mild symptoms such as a cold or fever, do not go out and treat at home. However, 

in the following cases, never be patient and consult the “Returnee and Contact Center” 

(Chubu Health Center: 054-625-7084 for Fujieda citizens), which is immediately set up in 

the prefecture. Please give me. 

◎ Symptoms of a cold or fever of 37.5 ° C or more continue for 4 days or more 

(Including cases where you need to keep taking antipyretic) 

◎ There is strong laxity (malaise) and breathlessness (dyspnea) 

* Elderly people or those with underlying illness, if the above condition lasts for more than 

2 days 

 

Even those who have no symptoms, review their daily behavior patterns, and face-to-face 

contact that is close to each other (the distance reached when reaching each other) continues 

for more than a certain amount of time in conversations, etc. Avoid as much as you can in 

an environment that is exchanged between. 

Even if you have no symptoms, you may be infected, but do not go to a medical facility 

right away if you are worried. Care should be taken not to spread the infection to healthcare 

professionals and patients, and not to impose a burden on medical institutions. 


