
SAH合宿における
感染対策ガイドライン

公益財団法人北海道スキー連盟

2022/12/1現在

※状況変化により随時変更されます。



感染対策
●手先の消毒

こまめな消毒
+トレーニング機材の拭き取り
+活動前後のうがい

●マスク着用
室内(通常)

不織布orN95 NG ウレタン、布
室内(練習時)

外す、つけるなど、行っている運
動に合わせ考慮する
屋外 原則運動時は外して良いと

されているが、距離が確保できな
いリフト待ち、乗車中、休憩中な
どはマスク着用推奨

(ネックウォーマーなど)

<厚生労働省の基準に基づき対応>

●各宿泊部屋
換気をし、湿度を保ちましょう。

<新北海道スタイルに基き>

●三密を避ける
+室内の換気の徹底
+食事も静かに距離を取る
+人混みを避ける
+不特定多数の方が利用する所などは要注意!!



健康管理

検
温
・
健
康
観
察

合宿前 7日間記録提出 ※開催場所によって日数が異なる場合がある。

合宿要項、担当者の指示に従ってください。

合宿中 検温と記録 → 体調不良の際は、担当コーチに告げる

※体調不良に伴い、保護者等に合宿先へのお迎えをお願いすることがあります。

合宿後 2日間 検温と記録
↓

発熱・体調不良があれば、合宿担当コーチへ連絡すること!!

※参加の有無については、所属先・地域等によって判断状況が違うため、
所属先、所属学校長、保護者、関係者とご相談下さい。

(その際、陰性確認の検査費用は個人負担とする)

7日前から健康であること
同居者に感染疑いがないこと

★インフルエンザも流行する
時期です。新型コロナ感染
症との同時発症やどちらか
分かりずらいこともあります。



感染対策グッズ例

●体温計 (毎日の健康観察で使うので各自でも用意しましょう)

●マスク 不織布ORN95 NG ウレタン、布 (合宿日数分以上に用意しましょう)

●消毒液や消毒シート

(宿泊先、合宿として用意されていますが、お部屋などでの、こまめな消毒用に!!)

●体調不良の際には、担当コーチに報告してから、最寄りの病院に行くなどの対応

となることも考えられますので、保険証(コピー)は忘れずに!!

※お薬について。アレルギーなど持病がある方、ドーピング等に関わる選手などさまざまです。

飲んでいる薬、飲める薬などわかるようにしておくと良いでしょう。

○睡眠の際もマスク着用、加湿マスクな
どをすることで湿度を 保ち、していな
い時より喉をカードできるとも言われ
ています。





新型コロナウイルス感染症 陽性だった場合 療養解除について

検査陽性症状が出た日

喉 違和感、咳など、いつも
と体調が異なる症状が

出た日から検査まで 日数

24時間

2日間

検査陽性

7日間（５日目に検査キットで陰性を確認した場合 ５日間（★））

症状軽快 療養解除

症状がある場合

症状がない場合

症状により日数
前後する

療養解除

2日間

2022/9/7時点

① 人工呼吸器等による治療を行わなかった場合。
② 症状が出始めた日とし、発症日が明らかでない場合に 、陽性が確定した検体 採取日とする。
③ 解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である場合。
④ 陽性が確定した検体 採取日とする。

③②

①

④

療養期間（入院・宿泊療養・自宅療養）

Q＆A よくある質問

【濃厚接触者について】

Q1. 濃厚接触者 定義を教えてください。

A1. 濃厚接触者と 、陽性者と一定 期間に接触があった人をいいます。

一定 期間と 、症状 ある陽性者で 「発症日 ２日前から療養が終了するまで 期間」に、
症状 ない陽性者で 「検体を採取した日 ２日前から療養が終了するまで 期間」となります。
こ 期間に、以下 条件 いずれかに当て まる方が該当します。

□陽性者と同居している人
□陽性者と長時間 接触があった人

(車内、航空機内等で 同乗 場合（航空機内 陽性者 同行家族が原則)を含む。）
□適切な感染防護なしに陽性者を診察、看護又 介護していた人
□陽性者 気道分泌液や体液など 汚染物質に直接触れた可能性が高い人
□マスクなしで陽性者と1m以内で15分以上接触があった場合

ただし、これら あくまで原則であり、感染状況や各地域 実情に応じて判断されます。

Q2. 濃厚接触者 接触者 どう対応すれ よい でしょうか。

A2. 濃厚接触者が陽性となった場合に、改めて濃厚接触者に該当するか判断される で、それまで

特に行動等について制限されること ありません。ただし、濃厚接触者について 、感染している可
能性もあるため、接触した場合に 、十分に感染対策をして過ごしていただくことが重要です。

陽性者と接触した人が濃厚接触者となり得る一定 期間(A1参照)

陽性者と接触した人が濃厚接触者となり得る一定 期間(A1参照)

症状が出た日から７日間以上経過、かつ症状軽快から
24時間以上経っていれ 、検査なしで職場等へ 復帰可能（★）（注）

（注）入院している方や高齢者施設に入所している方 、症状が出た日から10日間以上経過、かつ症状軽快から72時間以上経ってい
れ 、検査なしで職場等へ 復帰可能

療養期間（入院・宿泊療養・自宅療養）

（★）症状がある場合 10日間、症状がない場合 ７日間が経過するまで 、感染リスクがあります。

検温など自身による健康状態 確認や、高齢者等ハイリスク者と 接触、ハイリスク施設へ 不要不急 訪問、感染リス
ク 高い場所 利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動 徹底をお願いします。 新型コロナウイルス感染症については、 長期的な対応が続いており 、 保護者の皆様には多大な

ご協力をいただていることに、 心から感謝申し上げます。

春休みに入りますが、

● 全道の感染者数のう ち、 1 9歳以下の割合が３ 割を超えていること

● 道内でも感染力が強いとされるオミ クロン株の｢BA .2系統｣の感染事例が確認されていること

● 卒業・ 進学等に伴う 人の動きや会食機会の増加など、 感染リスクの高まる時期を迎えること

● 学校では、 長期休業明けに感染拡大するケースが多く 確認されていること

などから、 新学期を安全・ 安心にスタート するために、 引き続き、 感染症対策にご協力いただき

ますよう お願いします。

保護者の皆様へ（ 2 0 2 2 .3 .1 1 . V er.1 1 ） 北海道教育委員会

👉症状に早く 気付いて、

「 外出しない・ 自宅で休養」

することが大切です

心配があるときは、①かかりつけ医に相談してください。

②かかりつけ医がいない場合は、次のいずれかに電話相談してください。

・北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター

📞０ １ ２ ０ －５ ０ １ －５ ０ ７ （ 24時間）

・最寄りの診療・検査医療機関

「 軽い風邪っぽいな･･･」 と思う症状でも、外出を控えて自宅で休養

オミ クロン株は、

感染拡大のスピード がとても速い

子どもが感染しやすい

「 ふつう の風邪っぽい症状」 が多い

（ 鼻水、 頭痛、 だるさ 、 喉の痛み等）

診療・検査医療機関

北海道ホームページ

【 長期休業中にみられた集団感染事例の特徴】

「 ハイリ スク 」 を避け、 安全・ 安心な春休みを

友人とのお泊まり会で複数名感染

★マスクなし会話・飲食

★同居家族以外との長時間の接触

部活動の休憩・ 着替えの時に感染拡大

★マスクなし会話・飲食

★更衣室など、換気が不十分な

狭い部屋を大人数で使用

軽い風邪症状で講習に出席して

感染拡大

★症状がある状態で登校

👉会話するときはマスクを着用

人が集まった場所では換気を徹底

軽く ても症状があるときは家で休む

「 感染の連鎖」 をつく らないこと


