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JBAﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ事業・活動実施ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（手引き）
第４版（2021年9月9日作成）の追加された項目

〇日常の感染対策意識を高めましょう。

マスク着用、ソーシャルディスタンスの確保、消毒、検温等健康チェック、換気

〇主催者・運営者は社会的責任をもって感染対策を参加者に徹底しましょう。

〇マスク着用について、「不織布マスク」を推奨します。

〇タオルなど個人で用いるものを区別して取り扱うことを推奨します。

〇大会２日前（４８時間）から、対外試合等を行わないことを推奨します。

〇PCR検査・抗原検査は効果やリスクを理解した上で適切に運用することを推奨します。

〇ワクチン接種については推奨しますが、強制をお願いするものではありません。

ワクチン接種の副作用により、コンディション低下に繋がることがあり競技会等参加の

１週間前に接種しないことを推奨します。

競技会等参加時には４日前から発熱の有無を確認します。この際発熱が生じた場合、ワ

クチン接種の副反応か、感染による発熱か、区別がつかないので、37.5度以上の発熱が生

じていたら「参加不可」とします。ワクチン接種証明書があっても参加可能とはしない。



JBAﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ事業・活動実施ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（手引き）
第５版（2022年5月12日作成）の追加された項目

〇 オミクロン株

感染力が非常に強いです。潜伏期間は２，３日とされ、7日以内に発症する場合がほとんど

です。感染可能期間は軽症例では発症２-３日前～発症後８日目までとされています。

〇 事業・活動前に有症状がある場合の参加の是非について

・「2週間の間にチームメンバーにコロナウイルス感染症疑いの有症状があっても、一律に

チームが出場不可とするものではない」こととします。

・全国大会等のJBA主管大会においては、試合開始４日前からコロナウイルス感染症疑いの

体調不良（有症状）者があれば参加辞退自粛等を勧告する場合があります。

・都道府県の大会においても、該当チーム試合開始日の4日前からの体調不良（有症状）者

が出た場合には、該当者の参加は見合わせるものの、チーム参加の是非を検討することを

推奨します。



〇 「濃厚接触が疑わしい者」は、どのようにして事業・活動に参加させるべきか？

① 「濃厚接触が疑わしい者」とは、「濃厚接触者判定において保健所が介入し

ない場合に独自判断した定義上濃厚接触を満たす者」。

② 「濃厚接触が疑わしい者」は待機期間に関する行政からの通達なし。

（濃厚接触者は待機期間に関する行政からの通達あり）

③ 「濃厚接触が疑わしい者」は「濃厚接触者」同様に「無症状病原体保持者」で

ある可能性が否定できないため、PCR検査などによる陰性証明を得ること、ま

た濃厚接触者に準ずる待機期間を経て活動事業に参加することなどを推奨します。



〇 濃厚接触者の認定について

① 濃厚接触者の定義（2022年4月7日現在）

「濃厚接触者」とは、「患者（確定例）」（「無症状病原体保有者」を含む。以下同じ）

の感染可能期間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。

・患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触（社内、航空機内等を含む）があった者
・適切な観戦防護無しに患者（確定例）を診察、看護若しくは介護していた者

・患者（確定例）の気道分泌液もしくは体液当の汚染物質に直接触れた可能性が高い者

・その他：手で触れることのできる距離（目安として1メートル）で、必要な感染予防

策なしで、「患者（確定例）」と15分以上の接触があった者。

② 現在（2022年4月7日）では、濃厚接触者の判定に保健所は介入しない場合がある。

③ 濃厚接触者のバスケットボールにおける特定例（保健所によって異なる対応が見られる

ことを前提に）を紹介する。

・マスクなしで同一時間帯のスクリメージを行ったメンバー（自チーム、相手チーム）

・マスクなしで飲食を共にした

・マスクなしで更衣を共にした



〇 濃厚接触者の待機期間（24ページ）

① 3月16日（3月22日改定）資料※６によるとオミクロン株の特徴を踏まえて、検査を

組み合わせた待期期間の短縮を可能としている。

② 同一世帯内や事業所、ハイリスク施設、保育所・幼稚園・小学校などの子供が関わる

施設、クラスターが発生した場合の5つの項目別に記載されている。

③ 濃厚接触者の待機期間は、感染者との最終曝露日（同一世帯内であれば、適切な感染

対策を講じた日）から7日間（8日目解除）とするが、4日目及び5日目の抗原定性検

査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は5日目で待機を解除することができる。

ただし7日間経過までは体調管理・健康観察を継続してマスクを着用、さらに会食を

避けるなどの一般的感染拡大防止を徹底することが前提である。なお3月16日資料

はスポーツ以外の事業を対象にしているため、本内容をより感染リスクが高いスポーツ

の実践（特にマスク着用が困難である場合）においてはより慎重な対応を要すると考え

られる。大会の開催時においては、その解釈と運用について各大会要項に記載するなど、

大会参加者間での情報共有を徹底してください。

※6 【資料】2022年3月16日（3月22日改定）厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

「B.1.1.529系統（オミクロン数）が主流である間の当面の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場

所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」



＜感染対策＞
１）陽性者/濃厚接触者/体調不良者の定義

・「陽性者」とは、以下の症状の有無にかかわらず、「PCR検査・抗体検査により新型コロナウイルス感染

症と診断された者」を指します。

新型コロナウイルス感染症が疑われる症状

発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など

・「濃厚接触者」とは、陽性者の感染可能期間内に接触した者のうち、次の範囲に該当する者を指します。

濃厚接触者は陽性者が判明した際に保健所が特定するので、行動履歴の記録は非常に重要です。

・ 陽性者と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった者

・ 適切な感染症防護無しに陽性者を診察、看護若しくは介護していた者

・ 陽性者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ある者

・ その他：手で触れることのできる距離（目安として１メートル）で、必要な感染予防策なしで、陽

性者と15分以上の接触があった者（周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合

的に判断する。）



・「体調不良者」とは、以下の目安に該当する方と考えられます。

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・接触者相

談センター」に相談してください。地域によっては医師会や診療所等で相談を受け付けて

いる場合があります。

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場合。

２．重症化しやすい方（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

症状がある場合。

３．比較的軽い風邪が続く場合

※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。



２）事前の対応

（１）感染対策責任者（担当者）の設置

・主催者及び参加者（チーム）はそれぞれ感染対策責任者を設置し、事前・事業実施・事後

にお互いが連絡を取り合える環境を構築してください。

・主に、主催者からチーム責任者、チーム責任者からチーム参加者（保護者）という連絡が

迅速に取れることが重要となります。

・感染対策責任者（担当者）は大会や事業に対しての対応だけでなく、日常のチーム活動に

おいて健康チェック、検温を選手やスタッフが行うことを管理し、陽性者や濃厚接触者が発

生した際の保健所との情報連携を行う担当者となることが求められます。感染してから対

応を考えるだけでなく、いかにして陽性者をださないようにするかの対応を行うことが大切

です。



（２）参加者の連絡先の管理

･ 主催者は、参加者の連絡先を管理することが求められます。個人情報になりますので､

個人情報保護法の以下のルールに従って適切に管理をする必要があります。

･ 開催する大会でのみ個人情報を取り扱い、必要がなくなった場合、適切な方法でデータ、

もしくは書類を破棄する（書類の場合はシュレッダーにかける、データの場合はバックアッ

プ含め完全に消去する）。

・参加者の連絡先は感染症対策を目的とした緊急時の連絡等の使用に限り、それ以外の

目的では使用しない。

・情報が漏洩しないよう管理する。具体的な方法としては

➣ 紙で管理している場合は、鍵のかかる引き出しに保管する。

➣ パソコン等で管理している場合は、ファイルにパスワードを設定する。

➣ セキュリティ対策ソフトウェアを導入する

【参考】個人情報保護委員会：「個人情報保護法ハンドブック」



（３）参加者への感染症対策の事前共有

・主催者は、会場や感染状況などに応じて参加者用のガイドライン（本ガイドライン）を作成

し、参加者や参加チームに配布します。

（４）「生徒の健康状況チェックシート及び参加確認書」・「健康観察票」等

・参加者は、大会が開始される2週間前から「健康チェックリスト」・「コンディション記録用

紙」に健康状態を記録する必要があります。感染対策責任者（担当者）はこの管理を

行ってください。

①コンディション記録用紙（各学校で行っている健康観察票でも可）

・試合当日まで１週間前からのコンディションチェックを行い、記録をとる。（選手）

・チーム関係者が練習毎にチェックを行い、体調が悪い場合は練習への参加を見合わせ

てください。



②健康チェックシート（※別紙２）

・以下の事項に該当する場合には、自主的な参加の見合わせをお願いします。

・試合当日、選手・チーム関係者・観戦者から「健康チェックシート」を集め、受付で提出。

③「大会役員健康状況チェックシート」（※別紙３）

・参加チーム関係者・審判でもない、当日大会運営に携わる大会役員に関しては

大会役員健康状況チェックシートに健康状態を記入する。

④審判用「健康チェックシート（提出用）」（※別紙４）

・審判に関しても、２週間前からの健康観察を行い、試合当日、本部に

「健康チェックシート（提出用）」を提出する。

・体調がよくない場合(例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）
・同居家族や身近な人に感染が疑われる方がいる
・政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている
国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合



⑤新型コロナウイルス対応版チェックリスト確認（※別紙５～９）

・大会主催者は「競技会主催者用」（※別紙５）で対応を事前にチェック

・大会会場責任者は「施設管理用」（※別紙６）で対応を事前にチェック

・チーム関係者は「チーム・指導者用」（※別紙７）で対応を事前にチェック

「参加チーム用」（※別紙８）で対応を当日チェック

・審判関係者は「審判関係大会開催用」（※別紙９）で対応を当日チェック

＊別紙5～9のチェックリストは提出の必要はありませんが、万が一の際には提出をお願いす

ることがあります。少なくとも３ヶ月は保管をお願いします。



（５）新型コロナウィルス接触確認アプリ（COCOA）のダウンロード

「感染防止対策取組書」・「ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」の活用

・参加者には、「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」のダウンロードを推奨します。

・各会場には「LINEコロナお知らせシステム」を活用し、「感染防止対策取組書」の掲示をお願

いします。参加者には、「LINEコロナお知らせシステム」のダウンロードを推奨します。

（６）以下の事項に該当する場合の自主的な参加の見合わせ

（事業等当日にチェックリストにて確認）

・体調不良の場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）

・濃厚接触者である疑いがある場合（例：同居家族や身近な人に感染が疑われる方いる）

・過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察機関を必要とされている国、地域等へ

の渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合



７）監督会議・代表者会議

３つの密をさけるために、監督会議/代表者会議は事前にオンラインで開催、もしくは参

加チームへの連絡事項/注意事項をメールで展開する、当日に文書で配布するなど、大勢

の人が一同に会さないように工夫してください。

運営に係る注意事項、チームへの依頼事項として以下の項目を伝える。

・試合前、試合後に相手チーム、審判との握手は実施しない

・両チームベンチへの挨拶を実施しない ・円陣はしない

・倒れた選手に手を貸さない ・ハイタッチ、抱擁を行わない

・咳エチケットを守ること ・ボトル・タオルを共有しないこと

・コート上でチームメイト、審判と会話する際にもお互いの距離について配慮すること

・ベンチではマスクを着用し、会話を控えること（チーム応援はしない。）

※マスクを外して、大声で指示を指すような行為は絶対にしないでください。

マスクをつけていても、大声で指示し続けることはやめましょう。（感染症対策）

（リーグ戦は勝ち負けよりも内容です。次の試合までに、練習を工夫して課題を解決しましょう。）



（８）その他

・事業等参加者全員のマスク着用

・主催者が示す注意事項の遵守（このガイドライン）

・事業終了後に新型コロナウイルス感染症を発症した場合の速やかな報告

・事業実施中は可能な限り行動記録を記載

（感染者発生発覚の際の濃厚接触者特定に役立ちます。）

・大会の運営に関して

〇日程は1/14～1/29となっていますが、リーグ内で柔軟にご対応ください。

〇試合形式はフルゲームを3本として、半日を基本とします。

※リーグ戦の実施と併せて、交流戦等の企画・運営も行い、控え選手にも

試合出場の機会をお願いします。

〇その他、リーグ内で柔軟にご対応ください。何かご質問があれば大会事務

局までご連絡ください。

〇なお、今回のリーグ戦の結果は、5・6月に開催予定の「神奈川県U15バス

ケットボールリーグ戦2023」のリーグ編成の資料の１つとなります。

〇5・6月開催予定のリーグ戦の結果は、「神奈川県U15バスケットボール選手

権大会2023」のシード等の資料の１つとなります。



３）会場における感染対策

主催者は以下の点に配慮しつつ、感染対策を講じてください。

・マスクの着用や身体的距離確保の徹底、基本的な衛生エチケットを遵守する。

・審判や会場ボランティア（モッパー等）はマスク等の顔を覆うものを着用することが望ましい。

・手指消毒液など、試合や練習では広く使用ができるように準備し参加選手・コーチ審判は頻

繁に手洗いを実施する。

・スポーツ施設・用具器具、その他の備品も消毒を心がける。

（バスケットボールの消毒に関しては、ボールそのものの劣化を招く可能性がある）

・審判は、原則ホイッスルカバーを着用してください。またマスク着用の上、電子ホイッスルの

使用も可とします。

・指導者、ベンチに座る選手は原則としてマスクを着用する。

（熱中症等の健康被害の可能性がある場合、十分な距離をとり、マスクを外すよう指導）

・試合前後または試合中は、握手、ハイタッチ等の接触は避ける。



（１） 諸室

イベント等で使用する諸室等において、以下の対応を行ってください。

・各部屋に手指消毒液を設置する。

・全てのドア及び窓を開け、３つの密が発生する環境を阻止し、ドアノブを介した接触感染を防ぐ。

・ドリンクを冷やすためのアイスボックス・イベントクーラーは使用しない。

・座席を設置する際に前後左右1.5m～2m間隔をあけ、お互いに正面に座らないよう配慮する。

（２） 手洗い場所

大会参加者や関係者が手洗いをこまめに行えるように以下の対応を行ってください。

・手洗い場にはポンプ式液体または泡石鹸を用意することが望ましい。

・「手洗いは３０秒以上」等の掲示をする。

・手洗い後に手を拭くためのペーパータオル（使い捨て）を用意する。（布タオルや手指を乾燥さ

せる装置については使用しないようにすること。）



（３）トイレ

トイレについても感染リスクが比較的高いと考えられるので以下の対応を行ってください。

・便器のふたを閉めて汚物を流すように表示する。

・洗い場にはポンプ式液体または泡石鹸を用意することが望ましい。

・手洗い後は、自分のタオルで手を拭くことを徹底する。

・「手洗いは３０秒以上」等の掲示をする。

・手洗い後に手を拭くためのペーパータオル（使い捨て）を用意する。（布タオルや手指を乾燥

させる装置については使用しないようにすること。）

（４）ゴミの廃棄方法

・会場で発生したゴミを収集する際は、マスクや手袋を必ず着用。

・ゴミはビニール袋に入れて密閉してしばり、廃棄する。

・廃棄した後は、必ず石鹸と流水で手を洗い、手指消毒してください。



（５）更衣室・控室

更衣室や控室を使用する場合、３つの密が揃うため感染リスクが比較的高くなります。以下の

準備を行ってください。

・広さにはゆとりを持たせ、利用者同士が密になることを避ける。

・ゆとりを持たせることが難しい場合には、一度に入室する利用者の数を制限する。もしくは、

別室を用意する。

・室内またはスペース内で複数の利用者が触れると考えられる場所（ドアノブ、ロッカーの取手、

テーブル、いすなど）について消毒する。

・換気扇を常に回す、２つ以上のドア、窓を開放して常時換気を行う。

＜更衣室等利用の注意事項＞
・利用者はマスクを着用し、会話を最小限に留める。
・更衣室は、滞在時間を短くするため着替えに限定する。
・審判員同士のミーティングは会場で３密とならないスペース等を探して実施する。



（６）参加者が運動・スポーツを行う際の留意点

参加者に対し、以下の留意点や利用者が遵守すべき内容を周知・徹底する。

① 十分な距離の確保
・感染予防の観点から、周囲の人となるべく距離（２ｍが目安）を空けること。
（介助者や誘導者の必要な場合を除く）
・強度が高い運動・アップの場合、呼気が激しくなるため、より一層の距離を空ける。
・マスクをしていない場合には、十分な距離を空けるよう特に留意する必要がある。

② 位置取り
・走ったりする際は、前の人の呼気の影響を避けるため、可能であれば前後一直線に並ぶ
のではなく、並走する、あるいは斜め後方に位置取る。

③ その他
・運動・スポーツ中に、唾や痰をはくことは極力行わないこと。
・タオルの共用はしないこと。
・飲食については、指定場所以外で行わず、周囲の人となるべく距離をとって対面を避け
会話は控めにすること。
・飲みきれなかったスポーツドリンク等を指定場所以外に捨てないこと。



（７）サイドライン/ベンチ

同会場で複数試合を行う場合は、試合終了毎にベンチの消毒を行ってください。

以下の対応を留意し、準備してください。

・サイドライン/ベンチにおいても適切なソーシャル・ディスタンスを試合やイベント中に確保し

なくてはならない。

・テープやペイントで印をつけることで選手やコーチのソーシャル・ディスタンスを保つことを

促す。

・ベンチエリアの横に、「呼吸を整えるイス」を５つ用意します。交代した選手等、呼吸を整え

る際に利用してください。ベンチにおいては、必ずマスクを着用してください。

・TOは淡色チーム、得点板・モップは濃色チームが消毒をお願いします。

（８）来場者対応

・今大会は、１チーム20名までの観戦を可としたいと考えていますが、会場によっては
観戦が認められない場合もございます。リーグ内でよく確認してくだい。

・観戦される保護者の方につきましては、「健康チェックシート」（別紙２）を顧問の
先生までご提出ください。顧問の先生は、保護者分の「健康チェックシート」につき
ましても、大会本部にご提出ください。（事前の配布をお願いします。）

・来場者として認められるのは、チーム関係者（登録選手・保護者（最大20名）チーム
責任者・コーチ・Aコーチ・マネージャー・帯同審判員）、大会役員、主催者が認めた
関係者のみとします。それ以外の来場者に関しては退場して頂きます。



（９）その他

これらのことを実施しても感染リスクをゼロにすることはできません。

・大会主催者や参加チームは、その点を理解した上で、大会の実施や参加をして

いただくとともに、関係者への周知を行ってください。

・また、特に夏場でなくとも、各諸室の窓、ドアの開放、参加者全員にマスクを

着用することを義務化することにより、熱中症を発症するリスクは高まります。

こまめな水分補給を心がけるとともに、周囲の人との距離を十分取る等の配慮

を行ったうえで、マスクを外すこともできます。

・チーム内に体調不良者・濃厚接触者・陽性者がでた場合は、別紙フローチャート

を参考にしてください。



４）事後対応

・主催者は、大会終了後に参加者の中から陽性者/濃厚接触者が発生した場合に備え、個

人情報の取り扱いに十分注意しながら、大会当日の参加者から取得した書面や健康チェッ

クシートを、保存期間（少なくとも3ヶ月）を明記した上で保存しておくようにしてください。

・さらに、上記期間内は、接触確認アプリCOCOAを自身のスマートフォンにインストールした

状態にしておくようにお願いします。陽性反応が出た場合は、アプリからも濃厚接触者への

通知が届くようになっており、感染拡大に役立ちます。もしくは、「LINEコロナお知らせシステ

ム」に記載のQRコードを読み取り、マイページの登録をお願いします。

・大会後に、参加者から陽性者/濃厚接触者が出たとの報告があった場合には、陽性者/濃厚

接触者と協力し感染拡大の予防を行ってください。



＜陽性者/濃厚接触者/体調不良者が判明した場合の対応＞

１）陽性者/濃厚接触者・体調不良者が出た場合の考え方について

・最も大切にしなければならないことは、バスケットボール活動によって、「集団感染（クラ

スター）・感染拡大を起こさないこと・誹謗中傷を生み出さないこと」です。

・バスケットボール活動を行って良いのは「感染していない者」が大前提です。バスケット

ボール活動では、感染しているものがいる中では感染防止対策を行っても感染しないよ

うにすることは困難です。

・大きな症状が見られなくても、ウイルスに感染している可能性があり、軽い風邪の症状を

見逃さないことが大切です。熱中症と風邪の症状、感染症状は似ています。従って体調

がおかしいと感じたら、「積極的に休むこと」です。



・指導者・選手は練習を休みことに抵抗がある方もいるかもしれません。しかし、現在はこ

れまでの状況とは異なる状況にあることを受け入れてください。集団感染が発生すれば

より大きな支障が出ます。従って、「やりたくとも辛抱すること」を指導者が選手に伝え、

チーム全体の理解を促してください。

・大会前だけでなく日常的にチーム内に感染対策責任者（担当者）をおき、選手スタッフの

健康チェックのみならず、選手スタッフの家族の健康状態に変化がないかについても情

報収集を心がけ、チーム内でクラスターが発生しないように注意を払ってください。

・活動の停止や大会参加への自粛が行われる場合、このことに対してチーム内、チーム関

係者、保護者等の間で誹謗中傷が起こることがあってはなりません。事前にこの対応に

ついてチーム内・関係者・保護者等と共通認識を持つ機会を作ってください。



２）体調不良者への対応

（１）新型コロナウイルス感染が疑われる体調不良者への対応

・厚生労働省が発表しているいずれかの目安に該当する方は、「帰国者・接触者相談センター」

に相談してください。地域によっては医師会や診療所等で相談を受け付けている場合がありま

す。

・症状が強い場合は、翌日まで待たずにセンターへ相談、または病院受診を検討してください。

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

２．重症化しやすい方（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

症状がある場合。

３．比較的軽い風邪が続く。

※ 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。

【厚生労働省・健康や医療相談の情報】・【帰国者・接触者相談センター】



・上記の目安に該当せず、「帰国者・接触者相談センター」や医師会、診療所等で相談を受けず

に自宅療養する場合、発症から数えて2日および症状消失後より数えて3日間は活動を休むこ

とを推奨します。症状が悪化、あるいは2日間の症状持続が見られた場合には速やかに「帰国

者・接触者相談センター」や医師会、診療所等に相談してください。

・体調不良者は、体調不良であることをチーム感染対策責任者に報告してください。また大会が

ある場合、チーム感染対策責任者は大会主催感染対策責任者に報告してください。

・体調不良者は発症から数えて2日及び症状消失後より数えて3日間は活動を休み、自宅療養す

ることを推奨します。

・症状消失後3日間は自宅療養とする新型コロナウイルス感染に対する一般方針があります。感

染していたとしてもウイルスの排出量が少なくなり感染リスクを下げることができるためです。

・症状消失後4日目に活動を再開したとしても、コンディション調整・感染リスク低減のために、

4～6日目までは個別トレーニングを行い、7日目以降に体調を考慮しながらチーム活動に段階

的に復帰することを推奨します。



（２）（１）の目安に該当する体調不良者が出た場合のチーム活動

・発症の前日または前々日までチーム活動があった場合、体調不良者（陽性か陰性かが

判断できない）と接触しているため、チーム活動を最低2日間行わないことを推奨します。

・前日、前々日とチーム活動がなかった場合（48時間以上接触がないといえる場合）、他

に体調不良者が存在しないことを確認後、チーム活動を行っても構いません。

・活動の停止や大会参加への自粛が行われる場合、このことに対してチーム内、チーム関

係者、保護者等の間での誹謗中傷の防止に努めてください。



３）陽性者が出た場合の対応

（１）陽性者本人の対応

・陽性者は、保健所の指示に従って、療養（原則入院またはホテル隔離（自宅待機の場合

あり））を行ってください。

・2週間の行動記録提出、感染対策内容調査等がなされます。

・検査結果、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

所属チーム校に共有してください。

・陽性と判断された方が退院（入院・自宅宿泊療養）できるのは、厚生労働省の基準により

ます。【厚生労働省退院基準・解除基準の改定】参照

・療養終了後（日数は症状により異なる）は、トレーニング再開ガイドラインなどを参考に、

ケガ防止を考慮しながら徐々に活動量・強度を増やすようにしてください。



（２）陽性者が所属するチームの対応

・所属長（学校の場合）、都道府県協会、所属連盟へ報告してください。

・保健所の指示に従って濃厚接触者の特定及び感染拡大に対するリスクの管理を行ってください。

・陽性者の症状が出た時点から48時間前までにチーム活動があった場合は、保健所による濃厚

接触者の選定が決定されるまでは、チーム活動を自粛してください。

・保健所により濃厚接触者が特定された場合、陽性者/濃厚接触者以外のメンバーで活動を再開

することは可能です。但し、保健所や自治体の指示がある場合はこれに従ってください。

・陽性者の症状が出た時点から48時間前までにチーム活動がなかった場合は、チーム活動を実

施することは可能です。但し、保健所や自治体の指示がある場合はこれに従ってください。

・活動の停止や大会参加への自粛が行われる場合、このことに対してチーム内、チーム関係者、

保護者等の間での誹謗中傷の防止に努めてください。



４）濃厚接触者が出た場合の対応

（１）濃厚接触者と特定された選手・スタッフ本人の対応

・濃厚接触者は、保健所の指示に従って、自宅待機・隔離等の対応を取ってください。

・2週間の行動記録提出、感染対策内容調査等がなされます。

・検査結果を所属チームや所属校へ報告してください。

・チーム内の陽性者との濃厚接触の場合か、チーム外の陽性者との濃厚接触の場合かを

確認してください。

・療養終了後（日数は症状により異なる）は、ケガ防止のためにも段階的に活動再開する

ようにしてください。

（２）濃厚接触者が選手・スタッフに出たチームの対応

・所属長（学校の場合）、都道府県協会、所属連盟へ報告してください。



・チーム内の陽性者との接触によって濃厚接触者となった場合は「陽性者が所属するチー

ムの対応」（スライド34）に従ってください。

・チーム外の陽性者との接触によって濃厚接触者となった場合で該当の濃厚接触者が無

症状である場合、濃厚接触者認定日から48時間（次の日から最低2日間）はチーム活動

を制限してください。

・該当の濃厚接触者に発熱や感染症状がある場合は、検査結果が出るまで（または隔離

解除となるまで）はチーム活動を自粛してください。

・チーム外の陽性者との接触によって濃厚接触者となった場合、判定前48時間以内に

チーム活動を行っていなければ活動を自粛する必要はありません。（該当の濃厚接触者

が発症の有無にかかわらずPCR検査で陽性となった場合、発症日からさかのぼって48

時間チーム活動を行っていなければ誰も濃厚接触者に該当しないため）

・活動の停止や大会参加への自粛が行われる場合、このことに対してチーム内、チーム関

係者、保護者等の間での誹謗中傷の防止に努めてください。



（３）選手・スタッフの同居家族、同居者が濃厚接触と特定された場合の対応

・選手・スタッフの同居家族や同居者がチーム活動以外の場によって濃厚接触者と判

定された場合、選手・スタッフは濃厚接触者には該当しないため特別な制限はありま

せん。

・ただし、濃厚接触者に感染が疑わしい症状を認めた場合は、選手・スタッフは自宅待

機を行い、症状出現時は体調不良者の対応と同様に「帰国者・接触者相談センター」

（地域によっては医師会や診療所等）に相談してください。

■濃厚接触者の定義（国立感染症研究所感染症疫学センター令和2年5月29日暫定場）

「濃厚接触者」とは「患者（確定例）（「無症状病原体保有者」を含む、以下同じ）の感染可能期間に接触した者」

のうち、次の範囲に該当する者である。

１．患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった者

２．適切な感染防護無しに患者（確定例）を診察、看護もしくは介護していた者

３．患者（確定例）の気道分泌物もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者

４．その他：手でふれることができる距離（目安として１メートル）で、必要な感染予防策なしで、患者（確定例）と

15分以上の接触があった者（周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染症を総合的に判断する）



５）体調不良者、濃厚接触者、陽性者と判
断された時の段階的な復帰の考え方

・選手がチーム練習に完全に復帰できるまでの時間は、療養期間あるいは自宅待機期間の長

さ、自宅待機期間中のトレーニング、療養期間あるいは自宅待機期間後の個人トレーニング

など、複数の要因によって個人差があることを考慮してください。

・陽性者・体調不良者の場合は症状の回復が第一であり、トレーニングは感染リスク消失、体

調が十分に回復してから段階的に医師や専門家の指示を受けて段階的に行うことを推奨し

ます。詳細は、JBAバスケットボール活動再開ガイドラインを参照してください。

・陽性者は保健所の指示に従っての療養終了後、すぐにチーム練習に復帰しないことを推奨

します。1週間程度の個別トレーニングの後、さらに1週間から10日をかけてコンディション、

ケガ防止を考慮しながら段階的にトレーニング量、高度をたかめていくことが必要です。



・濃厚接触者は14日間の自宅待機となりますので、無症状の方・体調に変化がない方は

個人トレーニングを無理のない範囲で行うことができるでしょう。その方のチーム活動の

復帰もすぐではなく、量・強度ともに段階的に行うように行うことを推奨します。

・体調不良者は、症状消失後3日間は自宅療養としてください。症状消失後4日目に活動

に参加したとしても、コンディション調整・感染リスク低減のために、個別トレーニングを6

日目までは行うこと、7日目以降に体調を考慮しながらチーム活動に段階的に復帰する

ことを推奨いたします。

＜やっていはいけないこと＞

・ウイルス排出の可能性がある期間にウイルスを拡散させるような行動：マスク無しでの行動

・長期自宅療養が続いた後の激しい運動：コロナウイルス感染により心臓にも影響があるといわ

れています。

＜やってもよいこと＞

体調を考慮しながらの自宅などの隔離空間での個人トレーニング（陽性者は除く）
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