
出典：厚生労働省HP｢新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を公表しました｣
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html）より加工・編集して作成新 生 活 様 式新型コロナウイルスを想定した

新型コロナウイルス感染症専門家会議からの提言を踏まえ、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を
具体的にイメージいただけるよう、今後、日常生活の中で取り入れていただきたい実践例を紹介します。

感染防止の3つの基本  《 ①身体的距離の確保　②マスクの着用　③手洗い 》

▶一人ひとりの基本的感染対策

実践例

□人との間隔は、できるだけ2ｍ（最低1ｍ）空ける。
□会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
□外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用。
□家に帰ったらまず手や顔を洗う。人混みの多い場所に行った後は、できるだけ
すぐに着替える、シャワーを浴びる。

□手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う。
（手指消毒薬の使用も可）
※高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には
　体調管理をより厳重にする。

買い物

▶日常生活の各場面別の生活様式

□通販も利用
□1人または少人数ですいた時間に
□電子決済の利用
□計画をたてて素早く
済ます

□サンプルなど展示品への
接触は控えめに

□レジに並ぶときは、前後にスペース

娯楽、スポーツ等

□公園はすいた時間、
場所を選ぶ

□筋トレやヨガは自宅で
動画を活用

□ジョギングは少人数で
□すれ違うときは距離をとるマナー
□予約制を利用してゆったりと
□狭い部屋での長居は無用
□歌や応援は、十分な距離かオンライン

移動に関する感染対策

□感染が流行している地域からの移動、感染が流行している
地域への移動は控える。

□発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモにする。
接触確認アプリの活用も。

□地域の感染状況に注意する。

手洗い

身体的距離の確保

2ｍ

2ｍ

感染が流行している地域からの移動、感染が流行している

公共交通機関の利用

□会話は控えめに
□混んでいる時間帯は避けて
□徒歩や自転車利用も併用する

食　事

□持ち帰りや出前、デリバリーも
□屋外空間で気持ちよく
□大皿は避けて、料理は個々に
□対面ではなく横並びで座ろう
□料理に集中、おしゃべりは控えめに
□お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて

イベント等への参加

□接触確認アプリの活用を
□発熱や風邪の症状がある場合は
参加しない

密集 密接 密閉

□まめに手洗い・手指消毒
□咳エチケットの徹底
□こまめに換気
□身体的距離の確保
□「3密」の回避
（密集、密接、密閉）

□毎朝の体温測定、
健康チェック。
発熱又は風邪の症状がある場合は
ムリせず自宅で療養

「3密」の回避

▶日常生活を営む上での基本的生活様式
□テレワークやローテーション勤務
□時差通勤でゆったりと
□オフィスはひろびろと
□会議はオンライン
□対面での打合せは換気とマスク

▶働き方の新しいスタイル テレワークや
ローテーション勤務

新 型コロナウイルス 感 染 症 の 予 防・拡 大 防 止 の た め に 、
そ れ ぞ れ の 生 活 で工 夫 をしな がら 取り入 れていきましょう 。

マスクの着用
ただし、夏場は熱中症に
十分注意する。
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健康チェックと元気法
疲れやストレスがたまっていると、さまざまな体の不調が現れてきます。

少しの工夫と心がけで症状を予防・改善しましょう。

目がしょぼしょぼする、乾きやすい、光がまぶしい、目がか
すむ、目の奥が痛い、目が充血するなどの症状がでたら、目
が疲れている証拠。

目が疲れる

パソコンや読書による目の使いすぎ原　因

文字を読むとき、目と書類の間は30cmが理想。パソコンの
ディスプレイとの距離は、座ったときに背筋を伸ばし、手を
伸ばすとその指先が画面に触れるくらいがベスト。

●眼精疲労には目のビタミンといわれるビタミンA・Ｂ1・
B2、βｰカロテン、鉄分など
●視神経の働きを高め、疲れにくくするビタミンB群（豚や
牛のレバーなど）
●目の機能改善には、アントシアニンやルテイン（ブルーベ
リーやほうれん草、キャベツ、そばなど）

姿勢を正してときどきの休息を予防法

食物繊維の不足によるもの、ストレス・不規則な生活が引き
おこす胃腸の運動異常によるもの。便意そのものを感じにく
くなったり、筋力が落ちると内臓下垂になり、腸の運動が弱
くなります。

便　秘

腸の調子を狂わせる生活習慣原　因

●朝の排便習慣をつける
●起き抜けに1杯の水や牛乳を飲む
●下腹部のマッサージで腸の動きを助ける
●便意を感じたらがまんしない
●バランスのよい食事をする
●できるだけ体を動かす
●便秘に効く食べ物・・・玄米、果物、卯の花（おから）、海藻、
野菜、乳製品、油脂など

便秘解消のポイント予防法

目尻にあるツボ「瞳子
りょう」から、耳に向けて
なでるようにマッサージ。

❶即効性のあるこめかみへの刺激

❸目にいい食べ物

改善法

❷ツボマッサージ

風邪の原因の90%以上はウイルスの感染によるもの。免疫
力の低下は、栄養バランスの崩れ、睡眠不足、喫煙、疲労、ス
トレスが原因です。

直接の原因はウイルス原　因

●免疫力を高める・・・卵、豆腐、魚などの高タンパクの食べ
物、旬の野菜や果物でビタミン、水分を積極的にとる。
●ウイルスを洗い流す・・・外出後は必ずうがいや手洗いを。
できれば洗顔まで。
●マスクをする・・・外出時はもちろん、寝るときにも効果的。
●体を冷やさない・・・体が冷えると、の
どや鼻の血行が悪くなり、粘膜の抵
抗が弱まってウイルスに感染しやすく
なります。温かくすることを心がけま
しょう。
●部屋の温度を調節・・・暖房で乾燥し
た部屋は、ウイルスの温床。加湿器や
室内に洗濯物を干して調節を。

風邪のウイルスを寄せつけない予防法

長時間のデスクワークや夏場の冷房が筋肉の収縮や血行
不良を招き、肩こりを一層悪化。仕事のストレスや胃腸の不
調による場合も。

肩や首がこる・・・

姿勢の悪さや血行不良原　因

●正しい姿勢を心がけて
●体の緊張や精神的な緊張からくる肩こりには深呼吸を
●ストレスには休息と睡眠を。お昼休みの15分程度の仮眠
も効果的。

筋肉を緊張させない工夫を予防法

●ツボを刺激・・・後頭部の頭蓋骨の
へり、首の中心から4cmほど外側
の左右を両手の親指で押す
●肩こりに効く食べ物・・・豚肉やう
なぎ、豆類、玄米、レバー、かつお

筋肉をほぐし、血行をよくする改善法

手足が冷える

運動不足やストレス原　因

冬は衣類対策で暖かさを逃さない。夏には冷房対策を。
体を芯から温める半身浴も効果的。冬は40℃、夏は38～
39℃くらいのぬるま湯で汗がでるまでゆっくりと。

体を冷やさない工夫を予防法

血行をよくする背伸び運動や軽い筋トレ

血行改善と自律神経の正常化改善法

足にたまりがちな血液を循環しやすくするの
が背伸び運動。足を少し開いて立ち、つま先
立ちするようにかかとを上げ下げするだけ。
足が温かく感じられるまで繰り返します。
冷え性を根本的に改善するには、脂肪を減ら
して筋肉をつける。テレビを見ながらでもで
きるダンベル体操や足のスクワットを1日10
分でも続けましょう。

風　邪

偏頭痛
緊張型頭痛

●風邪や二日酔いによるもの
●慢性の頭痛

●脳の異常が原因
※命に関わる場合もあるので、激しい痛みや、続く痛みの場
合は医師に相談しましょう。

頭　痛

偏頭痛

頭痛の種類

痛くなる前に目がチラついたり、吐き気や嘔吐を伴うことも。

側頭部がズキンズキン痛む症　状

●冷やす・・・痛む部分を冷たいタオルや氷枕で冷やす。
●圧迫・マッサージ・・・こめかみをマッサージしたり、押さえ
て血管を圧迫すると痛みがやわらぎます。
●安静・睡眠・・・暗い静かな部屋で安静にして痛みを治まら
せたり、適度な睡眠をとること。
●マグネシウムをとる・・・緑黄色野菜、葉もの野菜、ごまな
ど。サプリメントの利用もいいでしょう。

改善法

緊張型痛

後頭部から首筋にかけて、鉢巻でしめつけられるような感
じ。重く押さえつけられるような感じで痛む。

しめつけられるように痛む症　状

●こりが原因の場合は温める
　こりの部分を使い捨てカイロや、熱いお湯でしぼったタオ
ルを当てて温める。38～40℃くらいのお湯に10分程度
浸かる入浴も効果的。

●慢性頭痛に効くツボ
　【百会】
　左右の耳を結んだ線の中心
　頭のてっぺん

リラックスして血行をよくする改善法

【天柱・風池】
後頭部の髪の生え際の左右に
対になっている「風池」、やや内
側に「天柱」

※株式会社サイネックスによる編集記事ページです

以下の項目に1つでも当てはまれば、運動不足の兆
しと見ていいでしょう。

運動不足チェック

靴ひもを結んだり、靴下をはくときに苦労する

ズボンやスカートのウエストがきつくなった

背中に手が回りにくくなった

床のものを拾うとき、必ずしゃがむようになった

少しの荷物でも重く感じられ、
荷物を持たないことが多い

よく物につまづく

階段を昇ったり、急いで歩くと息切れや動悸がする

歩くのが億劫で、外出してもできるだけ
歩かないように乗り物を使う

立ったり座ったりするとき、支えがほしくなる

階段を降りるとき、足を踏みはずしそうで、
必ず手すりにつかまる

日常生活の中のチェックポイント

運動不足チェック（40代基準）
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●ツボを刺激・・・後頭部の頭蓋骨の
へり、首の中心から4cmほど外側
の左右を両手の親指で押す
●肩こりに効く食べ物・・・豚肉やう
なぎ、豆類、玄米、レバー、かつお

筋肉をほぐし、血行をよくする改善法

手足が冷える

運動不足やストレス原　因

冬は衣類対策で暖かさを逃さない。夏には冷房対策を。
体を芯から温める半身浴も効果的。冬は40℃、夏は38～
39℃くらいのぬるま湯で汗がでるまでゆっくりと。

体を冷やさない工夫を予防法

血行をよくする背伸び運動や軽い筋トレ

血行改善と自律神経の正常化改善法

足にたまりがちな血液を循環しやすくするの
が背伸び運動。足を少し開いて立ち、つま先
立ちするようにかかとを上げ下げするだけ。
足が温かく感じられるまで繰り返します。
冷え性を根本的に改善するには、脂肪を減ら
して筋肉をつける。テレビを見ながらでもで
きるダンベル体操や足のスクワットを1日10
分でも続けましょう。

風　邪

偏頭痛
緊張型頭痛

●風邪や二日酔いによるもの
●慢性の頭痛

●脳の異常が原因
※命に関わる場合もあるので、激しい痛みや、続く痛みの場
合は医師に相談しましょう。

頭　痛

偏頭痛

頭痛の種類

痛くなる前に目がチラついたり、吐き気や嘔吐を伴うことも。

側頭部がズキンズキン痛む症　状

●冷やす・・・痛む部分を冷たいタオルや氷枕で冷やす。
●圧迫・マッサージ・・・こめかみをマッサージしたり、押さえ
て血管を圧迫すると痛みがやわらぎます。
●安静・睡眠・・・暗い静かな部屋で安静にして痛みを治まら
せたり、適度な睡眠をとること。
●マグネシウムをとる・・・緑黄色野菜、葉もの野菜、ごまな
ど。サプリメントの利用もいいでしょう。

改善法

緊張型痛

後頭部から首筋にかけて、鉢巻でしめつけられるような感
じ。重く押さえつけられるような感じで痛む。

しめつけられるように痛む症　状

●こりが原因の場合は温める
　こりの部分を使い捨てカイロや、熱いお湯でしぼったタオ
ルを当てて温める。38～40℃くらいのお湯に10分程度
浸かる入浴も効果的。

●慢性頭痛に効くツボ
　【百会】
　左右の耳を結んだ線の中心
　頭のてっぺん

リラックスして血行をよくする改善法

【天柱・風池】
後頭部の髪の生え際の左右に
対になっている「風池」、やや内
側に「天柱」

※株式会社サイネックスによる編集記事ページです

以下の項目に1つでも当てはまれば、運動不足の兆
しと見ていいでしょう。

運動不足チェック

靴ひもを結んだり、靴下をはくときに苦労する

ズボンやスカートのウエストがきつくなった

背中に手が回りにくくなった

床のものを拾うとき、必ずしゃがむようになった

少しの荷物でも重く感じられ、
荷物を持たないことが多い

よく物につまづく

階段を昇ったり、急いで歩くと息切れや動悸がする

歩くのが億劫で、外出してもできるだけ
歩かないように乗り物を使う

立ったり座ったりするとき、支えがほしくなる

階段を降りるとき、足を踏みはずしそうで、
必ず手すりにつかまる

日常生活の中のチェックポイント

運動不足チェック（40代基準）
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手紙の書き方

①自分自身の言葉で簡潔に書く。
②返事や礼状等は遅くならないよう
必ず書きましょう。
③切手を貼る位置。封筒の長辺を縦
にした左肩に貼りましょう。
④｢親展｣は気やすく使ってはいけま
せん。
⑤喪中のお宅には年賀状は禁物。
⑥差出人以外に読まれては困るもの
はハガキを使ってはいけません。

エチケット編

時候のあいさつ編
厳 寒 の 候
春 寒 の 候
早 春 の 候
陽 春 の 候
新 緑 の 候
向 夏 の 候
盛 夏 の 候
残 暑 の 候
初 秋 の 候
仲 秋 の 候
暮 秋 の 候
寒 冷 の 候12  月

1  月

2  月

3  月

4  月

5  月

6  月

7  月

8  月

9  月

10  月

11  月

タウンM A PタウンM A P池田市

株式会社サイネックスによる編集記事ページです このページは有料広告ページです
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