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１．はじめに

2020年当初より流行が拡大した新型コロナウィルス感染症（以下、COVID-19）の影響に
より、私達はこれまでに経験したことのないような生活の自粛、そして競技活動の自粛を余
儀なくされています。

日本車いすバスケットボール連盟では、「車いすバスケットボールファミリーの命と健康を
守ることを最優先し、我々の活動復帰をできる限り早めるために、全力を尽くす」という
テーマを掲げ、コロナウイルス感染拡大への対策を講じてまいりました。

2020年5月25日に緊急事態宣言解除となりましたが、我々は引き続き選手・スタッフの安
全を守ることを最優先に、正しい知識を学び、感染予防および感染拡大防止のための行動を
定着させ、今後の「新しい車いすバスケットボール活動の実践」へつなげていくため、下記
のガイドラインを作成しました。皆様の安全を守りながら、競技活動復帰へのプロセスを進
めていただければ幸いです。

なお、トレーニングの実施に際しては、都道府県・市町村の方針や実施する施設の利用規定
を事前に確認いただきますよう、お願い申し上げます。

• 本ガイドライン第2版は2020年6月16日の段階で得られている知見等に基づき作成しています。

• 今後の状況に応じて、本ガイドラインについても見直すことがあります。常に最新の情報をご確認ください。

• 本ガイドラインの作成にあたってはJBA（日本バスケットボール協会）が6月8日に発行した「JBAバスケットボール活
動再開に向けたガイドライン」および、日本障がい者スポーツ協会（JPSA）医学委員会が5月29日に作成した「障がい
者アスリートのための新型コロナウイルス感染症予防」を参考にさせていただきました。
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２．JWBFガイドライン作成の基本方針

JWBF活動再開スローガン：

車いすバスケットボールファミリーの命と健康を守ることを
最優先し、我々の活動復帰をできる限り早めるために、
全力を尽くす

本ガイドラインの策定に当たっては、上記のスローガンのもと、以下の基本方針を掲げました。

１）選手・チームスタッフ、審判、競技運営関係者等、車いすバスケットボールに関わるすべての人々を
「車いすバスケットボールファミリー」と呼び、ファミリーの生命・健康の安全を最優先とし、感染拡
大のリスクを最大限に排除するためのガイドラインを作成する。

２）COVID-19についての正しい知識を学び、感染対策を実践するためのガイドラインを作成する。

３）これまでの「日常」が即座に戻ることは無いということを前提に、感染予防および拡大防止のための
行動を定着させ、今後の「新しい車いすバスケットボール活動の実践」へつなげるためのガイドラ
インを作成する。

４）JBAのバスケットボール活動再開に向けたガイドラインを参考に、さらに車いすバスケットボール
の競技特性および参加する選手の障害特性を考慮したガイドラインを作成する。

５）感染状況で異なる活動差をもって選手やチームを不当に扱うことはせず、感染状況に起因する一切の
差別や誹謗・中傷を許容しない。
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３．ガイドラインの運用方針

1）本ガイドラインの拘束力

本ガイドラインはあくまで車いすバスケットボール活動の再開について、おおよその⽬安として参照すべき
留意点等をまとめたものです。そのため各団体・チーム等の活動に対して強制⼒を持つものではありません。

2）本ガイドラインの運用の優先度

本ガイドラインは主に政府の方針やJSC(日本スポーツ振興センター)、上部団体（JPSA/JPC(日本パラリン
ピック委員会)など）が作成する指針に基づき、選手個人やチーム等が活動する際に参考にするために作成
されたものであることから、その適用にあたっては、その時点での政府及び各自治体の方針や上部団体が作
成するガイドラインが優先されるものとします。

3）運用の際の留意点

選手個人やチーム等におかれましては、各地域での事業や活動を実施する際には、まずは当該地域での自治
体の方針や指導を遵守していただくとともに、選手等の安全を最優先として、活動の開始時期や事業実施の
可否について最終的な判断を行って頂くようお願いいたします。

4）事業と活動に分けた判断基準

実際の車いすバスケットボール活動と競技会･講習会事業で判断基準を分けて考えます。活動の可否判断で
は感染拡大防止及びケガ防止（選手のコンディション）の2点を考慮する必要があり、事業の可否判断では
感染拡大防止を考慮する必要があります。

5）本ガイドラインの改定

本ガイドラインは、政府の方針や上部団体の⽰すガイドラインに変更があった場合や当連盟が必要と判断し
た場合に改定を行うものとします。
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４．ガイドラインの考え方

①各 Phase の考え方（表 1）

基本的に考慮すべき項⽬として、COVID-19 の感染拡大状況に伴う警戒レベル（Alert Level）とトレーニング
の段階（Phase）を区別する必要があります。Alert Level  は 以下の3 段階とします。

A：緊急事態宣言（特定地域指定）が出されている時期

B：緊急事態宣言は解除されたが、引き続き警戒が必要な時期

C：新しい生活様式を踏まえた通常状態

これに沿って、トレーニングの Phase を、以下の 5 段階としました

Phase1：ホームエクササイズや屋外のジョギング等、個人トレーニングの時期

Phase2：共用の施設や設備などを利用した1 名でのトレーニング。選手同士の接触はない時期

Phase3：共用の施設や設備などを使用したトレーニングで、少人数で行うが接触はない時期

Phase4：Phase5 に向けた選手同士の接触を伴うトレーニングを実施する時期

Phase5：通常のトレーニング時期

※次の Phase へ移るには、原則として 2 週間程度の段階を踏むことが望ましいです。

②活動再開における段階的なトレーニングのプロセス

自粛期間等で長期間スポーツ活動が制限されていた環境(ディトレーニング)で、心肺機能や筋⼒も低下し、ケ
ガもしやすくなっています。したがって、急に強度の高いトレーニングを行うのではなく、段階的にトレーニ
ングを再開(リトレーニング)する必要があります。表１を参考に段階的なトレーニング計画を立て、 Phase5 
の通常のトレーニングに向けたプロセスを踏んでいきましょう。また、メンタル面も長期間の自粛で影響を及
ぼしている可能性があります。身体と心が再開時は合っていない場合がありますが、焦らず、無理をせず、少
しずつ元に戻していく事を意識しましょう。 6
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JWBF版 新型コロナウィルス対策ガイドライン

状況
A:緊急事態宣言
（特定警戒地域）

B：緊急事態宣言解除（自粛要請・警戒期間） C：新しい生活様式

トレーニング
段階

チーム活動 完全自粛 段階的再開 段階的再開 状況を考慮し原則再開 完全再開

人数 1名 1リングに最大2名 1リングに最大2～4名 1リングに最大6名～8名 フルメンバー

対人接触 なし なし なし あり あり

トレーニング
種類（例）

①自宅内トレーニング：ストレッ
チや筋力トレーニング
②屋外トレーニング：ロードワー
クや散歩（単独で周囲に(5m
程度)に人がいない場所）
③オンライントレーニング（フィジ
カルトレーニング・メンタルトレーニ
ング）

個別で
①シューティング、ボールハンドリ
ング、ドリブル
②チェアスキル
③アジリティ
④持久力トレーニング

2人～3人組で
①シューティング、ドリブル、パス
②チェアスキル
③スピード、アジリティ、持久系
トレーニング
④コーディネーショントレーニング

複数グループで
①1on1、2on2、3on3 オフェ
ンス/ディフェンス（コンタクトあ
り）
②ボールトレーニング（接触プレ
イあり）
③トランジショントレーニング

通常の練習
①4on4, 5on5
②GAME LIKE 
③戦術練習
④スピード、アジリティ、持久系
トレーニング

移動
（HPSC)

公共交通機関の利用禁止
公共交通機関の利用を控える

利用時は混雑する時間帯を避ける
公共交通機関を利用する場合は十分注意する

更衣室 利用禁止
原則利用不可

（やむを得ない場合は換気を徹底し1～2名で利用）
利用は少人数で換気を徹底(隣と2m以上距離を取る) 

段階１
（Phase1）

段階2
（Phase2）

段階3
（Phase3）

段階4
（Phase4）

段階5
（Phase5）

逆戻りの可能性を常に認識

都道府県/地域の状況で活動範囲が規程 全国的な状況を見て判断



一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。
閉鎖した空間で、近距離で多くの人と会話するなどの環境では、咳やくしゃみなどの症状がなく
ても感染を拡大させるリスクがあるとされています。

「飛沫感染」とは：
感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と
一緒にウイルスが放出され、他の方がその
ウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染する
ことを言います。

「接触感染」とは：
感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、
その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。
他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、
その手で口や鼻を触ることにより粘膜から
感染することを言います。

WHOは、新型コロナウイルスは、プラスチックの表面では最大72時間、ボール紙では最大24
時間生存するなどとしています。 新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け）（厚生労働省HPより）

５．感染対策 ①新型コロナウィルスの特徴
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新型コロナウイルス感染症は、高血圧、糖尿病、心疾患、呼吸器疾患等の基礎疾患やガン等の
免疫疾患がある方は重症化しやすいリスクがあります。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第１版（厚生労働省）

主な症状
発熱
呼吸器症状
（せき、のどの痛み、鼻水、鼻づまり）

頭痛
倦怠感
味覚障害
嗅覚障害 など

イラスト・松本康裕



５．感染対策 ②基本的な感染対策
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その１「３つの密（密閉・密集・密接）」の回避

感染を予防するためには、基本的な感染予防の実施や不要不急の外出の自粛、「３つの密」を避けること等が重要です。

１．密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、２．密集場所（多くの人が密集している）、３．密接場面（互いに手を伸ばし
たら届く距離での会話や共同行為が行われる）という３つの条件のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられて
います。また、屋外でも、密集・密接には要注意。人混みや近距離での会話、大きな声を出すことや歌うこと、激しい呼気や
大きな声を伴う運動は避けましょう！

⾸相官邸HPよりhttps://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html



５．感染対策 ②基本的な感染対策
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その２ 手洗い

様々なものに触れることにより、自分の手にもウイルスが付着している可能性があります。外出先からの帰宅時や調理の前後、
食事前などこまめに石鹸で手を洗いましょう。アルコール消毒をしましょう。洗っていない手で⽬や鼻、口などを触らないよ
うにしてください。

⾸相官邸HPよりhttps://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

その３ 咳エチケット

咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖、肘の
内側などを使って、口や鼻をおさえることです。



５．感染対策 ②基本的な感染対策
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これからは、新しい生活様式を意識した生活をする

厚生労働省HPより https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html



５．感染対策 ③トレーニング前に行うこと

①十分な睡眠と栄養を取りましょう。

②体温を毎日計測しましょう(午前と午後、最低でも 1 日一度の検温) 。

③行動記録をつけましょう(訪問した場所と時刻、誰と会ったか、など) 。

④移動は公共交通機関を利用する場合は混雑を避け、できる限り自家用車をご利用ください 。やむを得ず公共交通機関を
利用する場合は、感染対策を徹底し、練習会場についたらすぐに手洗いうがい、アルコール消毒をしましょう。

⑤体調が悪い場合や、同居家族や身近な人に感染症が疑われた場合は、競技参加を見合わせて下さい 。

※濃厚接触者となった場合は練習参加は中止し、2週間の経過観察をして体調不良が無ければ練習参加を可とします。
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濃厚接触者の定義（2020年4月20日 厚生労働省発表）

患者さんがコロナが疑われる症状を示した日の2日前から、
患者さんとの距離が手で触れることができる距離（目安として1ｍ）で、
必要な感染予防策無しで（マスクなどで口元が覆われていない状態で）、
15分以上の接触（会話）があった人



５．感染対策 ④トレーニング中の注意点

①握手、ハイタッチなどの身体接触は行わない。

②飲料ボトルやタオルの共有はしない。

③飲料用やアイシング用の冷却(氷)は出来る限り個人で準備する 。

④待機時間は可能な限りマスクを着ける。

⑤コミュニケーションは 2m 以上離れて行う(ソーシャルディスタンスの確保) 。

⑥トレーニングの途中にトイレ等で外に出た場合、車いすや手指の消毒をする 。

⑦スタッフは常時マスクを着用する 。

⑧飲食物やけがの処置等にあたるスタッフは手袋を装着する 。

⑨屋内の換気を徹底する （少なくとも30分に1回）。風の流れができるよう2方向の窓を、数分間程度全開にしましょう。

⑩ボールやタイマーなど共用物を触った手で口・⽬・鼻を触らない。

⇒必ず手洗いをしてから触る。手洗いが出来ない時はアルコール消毒をすること。
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物に付着したウイルスはしばらく生存します。ドアの取っ手やノブ、ベッド柵など共有部分は、薄めた市販の家庭用塩素系
漂白剤で拭いた後、水拭きしましょう。

※家庭用塩素系漂白剤は、主成分が次亜塩素酸ナトリウムであることを確認し、濃度が0.05％（製品の濃度が
６％の場合、水３Ｌに液を25㎖）になるように調整してください。 トイレや洗面所は、通常の家庭用洗剤ですすぎ、家
庭用消毒剤でこまめに消毒しましょう。タオル、衣類、食器、箸・スプーンなどは、通常の洗濯や洗浄でかまいません。感
染が疑われる家族の使用したものを分けて洗う必要はありません。 洗浄前のものを共有しないようにしてください。特にタ
オルは、トイレ、洗面所、キッチンなどで共有しないように注意してください。

新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け）（厚生労働省HPより）



５．感染対策 ⑤トレーニング後に行うこと

①体調を必ず確認する。

②タイマー、いす、机などの共有物はアルコール等を用いた消毒を行う 。

③練習後はできるだけ早く自宅に戻り、すぐに手洗いうがいをする。できればすぐに入浴することが望ましい。

④練習後に補食等を取る場合は、必ず石鹸で十分に手洗いを行い、できればアルコール消毒も行う。

⑤万が一感染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当日の参加者から取得した書面や健康チェック
シート等の記録は保存期間（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。
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ポイント
①ポンプタイプはしっかりとポンプを押し切る
（１回に必要な量が出るようになっています）
②指先をしっかりと消毒する
③乾くまですり込む

(提供：サラヤ株式会社)



５．感染対策 ⑥施設利用に際しての注意点

①ロッカールーム、更衣室、シャワー

・更衣は自宅で済ませてくるようにしてロッカールームの利用はなるべく控えましょう 。

・使用する場合は室内の換気をする、利用人数を制限し少人数で使用する、隣との距離を取る、
長時間滞在しない、他の利用者とのシャワー用品を含めタオルやドライヤーを共有して使用しない、
等に注意する。

・ミーティングは出来る限り事前に Web 等や屋外で行うのが好ましいが、屋内で行う場合は三密を避け、
参加者はマスクなどを装用し、飛沫感染を防ぐよう努める。

②トイレ、洗面所

・入退室時に手洗いをする(ハンドドライヤーは使用せず使い捨てペーパータオル等で手を拭く) 

・使用前に便座を拭く(あれば便座クリーナーやアルコール消毒を使用して拭く) 

・使用後は、便器のふたを閉めて流す

・ドアノブや流しボタン等、複数の利用者が接触する部分に触れた場合は、こまめに手洗いをする

③ゴミの処理

・ゴミはビニール袋に入れ、密閉して縛る

・発生したゴミを収集する際は、マスクや手袋を着用する

・ゴミの廃棄後は必ず石けんを用いた手洗いや、アルコール消毒を行う

15



５．感染対策 ⑦使用する道具の感染対策

16

(1)車いすの消毒方法

アルミ製品は汗などのナトリウムで、アルカリ性物質に
触れると腐食（サビ）してきます。
そのため、塩素系の消毒液の使用は避け、アルコールも
しくはエタノールで拭き上げるのがよいでしょう。

ゴム製品へは雑巾で水拭きしてゴミを取り、乾いてから
除菌スプレーや、シートで拭きましょう。
洗剤や界面活性剤が入っているものでは、タイヤの素材
の中の油分を取り去ってしまい、劣化の原因になります
ので使用は避けましょう。

トイレの使用後や体育館入館前にタイヤを拭くことがで
きるように、必要な各箇所に雑巾やバケツを用意してお
きましょう。
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(2)ボールの消毒方法

①天然皮革製
グリップ性能を向上させるため油分を含んでいます。そのため、アルコール消毒液で洗浄す
ると、油分が溶け、皮を傷めたり、色落ちやグリップ性の低下などを招く恐れがあります。

②合成皮革
吸水性がある表皮ですので、アルコールなどの薬品が表皮に残ると表皮はがれの原因となる
恐れがあります。軽く拭き取る程度であれば大きな問題はないと思いますが、十分に乾燥さ
せる必要があります。

③ゴムボール
強く擦ると表面の膜が落ち、紫外線などによるゴムのひび割れが発生しやすくなる恐れがあ
ります。軽く拭き取る程度であれば大きな問題はないと思います。そこで、アルコールなど
の薬品を使って消毒する場合は、ボールを傷めてしまう懸念があります。

以上より、アルコール使用はボールにとってよくないので、使用後の手洗いを徹底すること
が重要となります。

５．感染対策 ⑦使用する道具の感染対策



５．感染対策 ⑧競技特性に関連した注意点

①屋内において比較的多い人数で行う活動である
⇒新型コロナウイルスへの集団感染が生じやすい場所であるいわゆる「三密」
の状態を作りやすいことを意識すること。

②車いすバスケットボールは、ネットのような空間を区切るものが無く、敵味方
が同じ空間にいる「侵入型ゲーム」である。
⇒活動再開当初は互いの空間を確保した個人練習のメニューを組むなど、感染
予防対策を念頭に置いた内容の活動に限定すること。

③発汗や発声を伴うため飛沫感染のリスクもある
⇒バスケットボールにおいてプレーを成功させるためにはコミュニケーション
は重要要素ですが、激しい呼気や大きな声を伴う運動についても感染リスク
がある可能性が指摘されているため、活動再開当初は発声は控え、汗もこま
めにふき取るようにする。

④ボール等を介してのウイルスへの暴露の可能性がある。また、日常的な挨拶や
コミュニケーションの一環として握手やハイタッチをすることが多い。
⇒手についたウイルスが⽬や口などの粘膜を介して体内に入らないように、み
だりに顔を手で触らない。また、身体接触は当面の間行わない。

18



現時点では、何らかの障がいにより感染しやすくなったり，感染による死亡率が高まるデータ
は⽰されていません。

しかし、呼吸機能の低下している方、特に頚髄損傷や高位胸髄損傷、筋ジストロフィー症、重
度の脳性麻痺などで呼吸機能が低下している方（肺活量の低下など）は、排痰が困難となり、
症状が重篤化する可能性が高いため注意が必要です。

また、一般的に新型コロナウイルス感染症は、高血圧、糖尿病、心疾患、呼吸器疾患等の基礎
疾患やガン等の免疫疾患がある方は重症化しやすいリスクがあると言われています。これらの
基礎疾患がある方は、より一層の感染対策の徹底が求められます。

車いすバスケットボール選手は日常生活でも車いすを使用されている方が多いと思いますが、
ハンドリムを介しての接触感染のリスクが考えられますので、外出時はこまめなアルコール消
毒（手とハンドリムの両方）を心掛けると良いでしょう。
また、杖を利用されておられる方も、手指消毒と共に触る部分の消毒も行いましょう。

適切な栄養、運動と規則正しい楽しい生活は免疫機能を改善すると言われている一方で、あま
りにも過度な運動は一次的に免疫機能を低下させます。つまり、体育館での練習が再開したと
たん、コロナの流行以前に行っていたような運動強度や時間でトレーニングをしてしまうと、
ケガにつながる恐れがあるだけでなく、体⼒の急激な低下をきたし、免疫機能の低下をきたし
てしまう可能性があります。
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５．感染対策 ⑨障害特性に関連した注意点



６．トレーニング・活動における留意点

①活動参加への自由意思と選手への配慮

選手はもちろん、チーム関係者が活動に参加するか否か、あるいはいつ参加するかは自由意志
によるものです。

活動再開にあたってチームの受け入れ態勢を選手や保護者に理解していただいた上で、自由意
志で活動に参加してもらうようにすることを推奨します。

特に感染リスクが比較的高いと考えられる活動再開当初は、活動に参加することや施設への移
動などに伴う感染のリスク、あるいは他の事情により活動参加の辞退や活動の見学を希望する
人が出ることがあるかもしれません。

そのような場合、その希望を受け入れてその人が参加を希望したときは安心して活動に参加で
きるように配慮すべきです。

活動への参加を強制する事や、参加していないことや練習の遅れが原因で非難されるようなこ

とがあってはなりません。
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６．トレーニング・活動における留意点

②感染とケガを防ぐための段階的活動再開のステップ

車いすバスケットボール活動の再開にあたって、選手、指導者、保護者そしてバスケット
ボールに関わる全ての人々は、「感染」と「ケガ」という2つのリスクを認識し、これらを最
小限にする対策を講じる必要があります。

身体接触や会話が不可欠である車いすバスケットボールの性質上、選手や指導者が、同じ施
設に移動して一緒に活動を再開することにより感染のリスクが高まることが考えられます。

また、活動自粛期間中にバスケットボール活動が長期間にわたり制限されたため、多くの選
手たちのコンディション(例：筋⼒や持久⼒)が低下していることが想定され、それによりケ
ガのリスクが高まることが考えられます。

これら2つのリスクを最小限にしながら、完全な活動再開を行うためには、施設内で同時に活
動に参加する人数、そして運動の負荷(強度･量)の2つの観点から段階的に活動再開を行うこ
とが効果的であると考えられています。

つまり、初期の段階では個人単位での活動に限定し、徐々に少人数のグループ、そして大人
数のグループ、最終的にチーム活動へと参加人数を増やしていくことで、感染とその拡大の
リスクを最小限に抑えます。

そして、運動強度を低強度から高強度へ、そして運動量の短時間から長時間へというように
段階的に移行していくことで、選手のコンディションを徐々に向上してケガのリスクを最小
限に抑えます。
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７．HPSCの利用について

22

１．当面、原則として強化指定選手の中でも東京/北京代表候補レベルの利用

２．JPC指定の体温記録用紙に利用2週間前の検温・行動履歴を記入

（利用時の提出は不要）

※HPSCを利用するアスリートで利用可能な選手は「AthletesPort」を活用

３．マスクの着用（スポーツ場面を除く）

４．こまめな手洗いや消毒

５．他人との距離をあける（できるだけ2m以上）

６．車いすのハンドリムや触れる場所はよく拭き、清潔に保つ

７．入館時37.0℃以上は入館不可

※平熱が越える場合はチームドクターの判断のうえ、JSCにて利用可否判断

※詳しくはJSC/ハイパフォーマンススポーツセンター【臨時特設サイト】

(競技団体、アスリート向け)についてを参照ください。



８．合宿や大会で感染(の疑い)が出た場合の対応

23

発熱、感染症の症状が見られる場合
・担当トレーナーより、ヘッドコーチ、各スタッフへ体調不良者の報告をする
・担当トレーナーより、利用施設のクリニックおよび各地区のコールセンターへ連絡、
受け入れ病院の確認をする

・新型コロナウイルス感染症の疑いが見られ、PCR検査の実施及びその結果に伴う対応は
以下のとおりとする

⇒PCR検査の受診者が出た場合、検査結果が出るまでは合宿は継続、活動の縮小
または予防の意識強化を図る
（基本、利用施設の方針に準じ、発生状況、時期を考慮した上で判断をする）

PCR検査受診

結果：陰性
対象者：受診先の指示に従う
感染症とは異なる症状、または体調が回復傾向にあっても
チームとは合流せず帰宅させるどのタイミングでどのよう
い帰宅させるかなど利用施設の方針、受診先または専門医
療機関と確認する

チーム：合宿継続の判断
継続の場合⇒活動制限の確認と予防対策の意識強
化を図る
中止の場合⇒解散のタイミングは、状況におうじて
対応する、帰宅手段の確認をする
※個人情報の取り扱いは慎重に行い、対象者本人に必ず確認する
※解散時については、連盟、利用施設、受診先など各所と確認、
方針に従う
※経過の確認は担当トレーナーが行う

結果：陽性
対象者：受診先の指示に従う
今後の行動、治療方法および入院手続き、病院への移動方
法などを受診先と確認する

チーム：合宿中止(解散)
参加者全員のPCR検査の有無、隔離の必要性の有無、帰宅
手段の確認など、利用施設の方針、受診先または専門医療
機関の指⽰に従う

濃厚接触者：合宿参加者全員
ヘッドコーチ⇒感染発生報告を連盟へ
※個人情報の取り扱いは慎重に行い、対象者本人に必ず確認をする
※解散時については、連盟、利用施設、受診先など各所と確認、方
針に従う
※経過の確認は担当トレーナーが行う


