
NPO 救命おかやま 講習会開催時の感染予防ガイドライン 

2020 年 7 月 11 日 

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために、以下のガイドラインに沿って講習会開催をお

願いします。 

 

1）講習会開催前 

 ①講習会責任者（CD）よりインストラクター（以下インスト）、受講者全員に「感染予防

チェックシート」を配布（メールまたは郵送）し、これに記入して当日持参してもらう。 

 ②上記チェックシートに該当項目があり、当日の体調不良、発熱などによっては参加辞

退していただくこともある旨を通知しておく。 

（上記による参加辞退者からは受講料は徴収しない） 

 ③参加者（インスト・受講者とも）も「感染予防チェックシート」に該当項目があり参

加に不安がある場合は、コース開催までに CD と連絡をとり相談すること。 

 ④CD は講習会を実施する施設・病院にコース内容（感染予防策を含む）を申告し、施設・

病院（長）、感染管理者などからの開催許可を得ておくこと。 

 ⑤万一の感染の備え、受講者、インスト名簿作成時に緊急連絡先を記載しておくこと。 

 

2）講習会当日 

 A 受付時点 

  ①「感染予防チェックシート」の確認 

  ② 体調チェック：発熱、咳、倦怠感、その他普段と異なる症状がないか 

  ③ 体温測定 37.3℃未満であること  

（ただし 37℃台の場合、平熱とかわりなければ OK、普段より高いときは参加不可） 

 →①～③より「COVID-19 を疑う症状や感染の可能性を否定できない」と CD が判断した

場合はその時点で参加辞退していただく（インスト・受講者とも） 

 B 入室前 

  手洗い、手指衛生（アルコール消毒など＊） 必須  ＊アレルギーなどにも配慮  

マスク着用（そのまま終日着用）：各自持参していただく（予備は準備） 

 C 講習会中 

  ・手指衛生（アルコール消毒など＊）の徹底 

(出入室の際、食事前後、実技トレーニング中、その他必要に応じて)  

→「トレーニング器材」の項で詳細解説 

・体調がすぐれない場合は改めて体温測定を行い、以後の対応は CD の指示に従う  

・参加者の間隔は１ｍ以上の距離を保つ 

・極端な密集は極力避ける  



●会場内での飲食  

・飲み物の持ち込みは可能  

・食事(持ち込みまたは提供)は可能であるが、各自距離を保ち、対面および複数人 

まとまっての食事は禁止とする  

●終了時  

・体調のすぐれない方がいないか最終確認を行う  

・終了後は参加者全員に直ちに退場していただく  

・インストラクターのフィードバック(反省会等)は簡潔に非対面式で  

・使用した資機材はすべて十分なアルコール清拭を実施する  

・帰宅後 2 週間以内の体調異変についての連絡を依頼する（説明書に記載） 

 D 講習会の人数 

  受講者数は厳密には規定しないが、「密」にならないこと（会場の広さを考慮） 

  BLS では人形と人形を 2ｍ以上離すこと（それが確保できる人数まで）。 

  インスト・タスクの人数も「密」にならない範囲で。 

E 設備管理  

●トレーニング機材  

・マネキン着用の洋服は、脱衣した状態でコースを実施する  

・実技等で 2 人以上の参加者が触れた箇所をその都度アルコールで清拭する  

   ・BLS では可能な限り一人 1 体のマネキンとする 

（困難な場合はアルコール清拭＋手指衛生の徹底）  

  ・シナリオ：1 体の人形を複数人で触る場合、手技毎に手指衛生を徹底して行う 

   （原則として胸骨圧迫の交代毎に手指衛生、バッグ、除細動器など他の器材も新た

に触れる人はそのたびに手指衛生を行うこと。） 

   ★複数の人形を用い、「胸骨圧迫、換気に一人 1 体のレサシアンとバッグマスク、電

気ショックはシムマン(ハートシム)で行う」ことで、複数人が同じ人形や器材を触

ることを回避してもよい。 

   ★シナリオごとの手袋着用も推奨されるが、手袋した状態で無意識に顔を触ったり

すれば意味がなく、手技毎に手指衛生を徹底することを優先する。 

  ・「息の吹き込み」は絶対に行わない。（肺の交換は不要とする） 

   

  



●部屋の換気  

・各部屋の窓が開閉できる会場は、可能であれば 2 か所の窓を開放し、換気を  

適宜行う（最低 30 分に 1 回）。 

窓が開かない場合は、扉を空けたまま空調を最大にする。  

・各出入口の扉は常に開放する  

●空調  

・空気清浄機などあれば活用し、換気可能な装置は活用する 

●消毒箇所（アルコール清拭など、コース前後） 

・ドアノブ等、手が触れる箇所  

・使用するすべての人形 

・照明スイッチ、コピー機タッチパネル、PC キーボード、机、椅子、バインダー、ホ

ワイトボード、マジックペン、イレイサー、シミュレーターリモコン等全ての器材  

→新型コロナウイルスはプラスチックなどでも数日程度生存とする報告もあるので、 

   次回使用までの間隔が短いとき（特に 1 週間以内）は注意すること。 

 

  

問い合わせ先 

 特定非営利活動法人ＮＰＯ救命おかやま  

      〒700-0914 岡山市北区鹿田町 1-7-10 

          e-mail：office@kyumeiok.sakura.ne.jp （メールで連絡お願いします） 

  



講習会開催時に CD がすべきこと 

 

開催前 

1）インストラクター（以下インスト）、受講者全員に 

①「感染予防チェックシート」 

②「講習会参加にあたってのお願い」 

③「NPO 救命おかやま 講習会開催時の感染予防ガイドライン」  

を事前に配布またはメール送信する。 

「感染予防チェックシート」は記載して当日持参してもらう。 

2）チェックシートに該当項目があり、当日の体調不良、発熱などによっては参加辞退して

いただくこともある旨を通知しておく。（上記による参加辞退者からは受講料は徴収しない） 

3）参加者（インスト・受講者とも）に「感染予防チェックシート」に該当項目があり参加

に不安がある場合は、コース開催までに CD と連絡をとり相談するように通知しておく。 

4）講習会を実施する施設・病院にコース内容（感染予防策を含む）を申告し、施設・病院

（長）、感染管理者などからの開催許可を得ておく。 

5）万一の感染の備え、受講者、インスト名簿作成時に緊急連絡先を記載しておく。 

 

当日 

1）上記シートと体調チェックを行い、講習会参加 OK かどうかを判断する 

2）体調不良者への対応 

3）食事がある場合、対面および複数人まとまっての食事にならないように配慮 

4）講習会中に「密」にならない配慮 

5）部屋の換気のチェック 

6）手指衛生の徹底を指示（BLS、シナリオの進め方などを指示） 

7）終了時の体調確認 

8）講習会から 2 週間以内の体調変化がある場合の連絡のお願い 

9）器材の消毒確認 

 

感染対策で準備するもの 

・体温計 

・予備のマスク 

・手袋（医療材料不足が懸念されており、プラスチック手袋がよいと思われる） 

・アルコール：インスト・受講者の手指衛生（アルコールアレルギー用の消毒剤も配慮） 

・アルコール：器材消毒用 



講習会参加にあたってのお願い（受講者・インストラクター） 

  

1. 講習会参加中は NPO 救命おかやまが定める感染予防ガイドラインを遵守してください  

2. 講習会当日は体温、咳の有無、体調について受付時に申告し、「感染予防チェックシート」

を提出してください。このチェック項目に該当し、講習会責任者（CD）が「COVID-19 を疑

う症状や感染の可能性を否定できない」と判断した場合には、参加を辞退してください 。 

 上記による参加辞退の場合、受講者から受講料は徴収しません。 

3. 「感染予防チェックシート」に該当項目があり参加に不安がある場合は、コース開催ま

でに CD とメールなどで連絡をとって相談してください。 

4. 当日は必ずマスクを持参し、講習会中は装着してください。 

5. 当日は手指衛生を徹底して行います。携帯用のアルコール消毒剤をお持ちの方は持参し

てください。（必須ではありません、当日会場にも準備します） 

6. アルコールアレルギーなどでアルコール消毒ができない方は日頃から使用されている消

毒剤を持参してください。（あるいは CD と事前に相談してください。） 

7. 講習会途中の体調変化等の対処や、講習会中の安全管理については講習会責任者（CD）

の指示に従ってください 

8. 講習会参加後 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関係すると思われ

る症状がみられた場合には、下記に連絡をお願いいたします。  

 

特定非営利活動法人ＮＰＯ救命おかやま  

      〒700-0914 岡山市北区鹿田町 1-7-10 

   e-mail：kyumeiok@md.okayama-u.ac.jp 

   （メールで連絡お願いいたします） 

または 

 今回の講習会責任者（CD）  

  

  

mailto:kyumeiok@md.okayama-u.ac.jp


講習会参加時の「感染予防チェックシート」 

記入日 

    年    月    日  氏名            （受講・インスト） 

 

新型コロナウイルス感染予防、感染拡大を防ぐために重要なチェック項目です。 

正確に記入した上で、当日受付に提出してください。 

該当項目がある場合、講習会責任者（CD）の判断で参加辞退していただく場合があります。 

（あくまで COVID-19 を疑う症状や感染の可能性を否定できない場合です。例えば花粉症で

鼻水にチェックされ他に何もなければ受講可能ですし、個々のケースは CD が判断します。

悩ましい場合は、事前に CD とメールなどで連絡をとって確認してください。） 

 

Ⅰ 以下の症状はありませんか？ 

 ① 発熱 37.5℃以上 または 37℃代で普段よりも体温が高い （はい ・ いいえ） 

 ② 咽頭痛  （はい ・ いいえ） 

 ③ 鼻水   （はい ・ いいえ）     ⑦ 倦怠感  （はい ・ いいえ） 

 ④ 咳    （はい ・ いいえ）     ⑧ 味覚障害 （はい ・ いいえ） 

 ⑤ 息苦しさ （はい ・ いいえ）     ⑨ 嗅覚障害 （はい ・ いいえ） 

 ⑥ 頭痛   （はい ・ いいえ）     ⑩ 筋肉痛  （はい ・ いいえ）    

  

Ⅱ 以下の項目に該当することはありませんか？ 

① 1 ヶ月以内に新型コロナウイルス感染者の方と一緒にいたこと 

(濃厚接触)がありますか？                    （はい ・ いいえ） 

② 2 週間以内に海外または国内の感染流行地域に行きましたか？  （はい ・ いいえ） 

③ 2 週間以内に「海外や国内の感染流行地域に行ったあとに 

発熱や咳がでてきた方」と一緒にいたことがありますか？      （はい ・ いいえ） 

④ 2 週間以内に、50 名以上が集まるイベントに参加しましたか？  （はい ・ いいえ） 

⑤ 2 週間以内に県内・外によらず、いわゆる”3 密“（換気の悪い密閉 

空間、多くの人の密集する場所、近距離での密接な会話）の機会は 

ありましたか？                        （はい ・ いいえ） 

 

＊国内の感染流行地域：刻々と状況がかわっていくため、チェックシート配布時に CD がその時点での具体

的な地域をお知らせします（特別警戒地域、新規感染者が増加している地域などが対象となります） 

  



NPO 救命おかやまの器材貸し出しについてのお願い 

2020/7/11 Version 

NPO 救命おかやま事務局 

 

新型コロナウイルス感染予防、感染拡大を防ぐために、以下の項目にご留意ください。 

 

1）器材借用書はこれまで通り提出してください。 

2）器材管理もこれまで通り「NPO 救命おかやま会員」が責任をもって行ってください。 

3）器材使用中、手技毎の手指衛生（アルコール消毒など）の徹底をお願いします。 

4）人形への「息の吹込み」は絶対にしないでください。 

 もしどうしても必要な場合には、器材返却時に人形の「肺」を交換してください。 

 （人形の「肺」は使用施設で準備お願いします） 

5）マネキン着用の洋服は、脱衣した状態で実施してください。 

6）終了後は十分なアルコール清拭を実施してください。 

 リモコンや PC キーボード、マグネットなど使用された場合は、これらのアルコール清拭

も忘れないようにお願いします。 

 

新型コロナウイルスはプラスチックなどでも 3 日程度生存とする報告もあるので、 

次回使用までの間隔が短いときは特に注意をお願いいたします。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

器材返却時に以下の記入をお願いします。 

 

器材使用日（        ）年（      ）月（      ）日 

施設名（                              ） 

使用責任者（                            ） 

 

■息の吹き込み → （ していない ・ している ） 

【■息の吹き込みをした場合のみ → （肺交換を行った ・ 肺交換していない）】 

■アルコール清拭 → （すべて完了 ・ できない器材があった） 

 できない場合は具体的に（                     ） 

■その他、お気づきのことがあれば 

 （                                  ） 

 

 


