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1．新型コロナウイルス感染症の症状

死亡

重症

新型コロナウイルス感染症（COVID-19)

SARS   

参考：「COVID-19への対策の概念」
新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する厚生労働省対策推進本部クラスター
対策班、東北大学大学院医学系研究科・押谷仁 先生

SARS: Severe Acute 

Respiratory Syndrome

重症急性呼吸器症候群



画像出典：https://www.kao.com/jp/kaonokao/dna/2_1/

2．新型コロナウイルス感染症の感染経路

新型コロナウイルス感染症の感染経路には「空気感染」、「飛沫感染」、「接触感染」がある。



https://www.nationalgeographic.com/science/2020/03/covid-overview-coronavirus/

出典：Coronavirus 101: What you need to know, National Geographic

PUBLISHED March 27, 2020

3．新型コロナウイルス：飛沫の量（目安）

くしゃみ 咳 会話

飛沫／分

Droplets（飛沫の数）

出典：Dallas Morning News Research, 

Michael Hogue/Staff Artist



出典：https://www.nishinippon.co.jp/image/172163/
http://www.asahi.com/special/09015/TKY200905100038.html

出典：なぜ足止め？濃厚接触者って？ 新型インフルＱ＆Ａ
2009年5月10日20時53分 朝日新聞Digital

4．新型コロナウイルス：「飛沫感染」と「空気感染」



5．新型コロナウイルスはどのぐらい長くいるのか？

空気中の飛沫（アエロゾル）：最大約３時間

銅（金属）の表面：最大約４時間

段ボールの表面：最大約２４時間

プラスチックの表面：最大約２日～３日

ステンレスの表面：最大約２日～３日

参考：“Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1”

The New England Journal of Medicine, Apr. 16, 2020

CDC, Universities of California/LA, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Princeton Univ.
画像：AFP



6．PCR検査とは何か？
PCR（Polymerase Chain Reaction）／ポリメラーゼ連鎖反応
【概要】「ポリメラーゼ」という合成酵素により微量のウイルス等のDNAを大量にコピーして検出、陽性または陰性を判定する。

通常は「リアルタイムPCR装置」という機材で検査を行う。
【主な応用分野】診断、食品検査、犯罪捜査（警察）、研究（ゲノム解析）など
【コロナウイルス感染症のPCR検査機関】地方衛生研究所、大学病院検査室、民間検査会社など
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7．コロナウイルス感染症の対策（1/4）

画像：厚生労働省



7．コロナウイルス感染症の対策（2/4）

画像：厚生労働省 画像：厚生労働省



画像：厚生労働省

7．コロナウイルス感染症の対策（3/4）

（参考文献）森功次他：感染症学雑誌.80:496-500(2006)



7．コロナウイルス感染症の対策（4/4）

画像：https://www.saigaitaisaku-blog.com/social-distancing/

ソーシャルディスタンス（個人間の間隔）

画像：横浜市
画像：厚生労働省



2020年 状 況 等

2月3日 ダイヤモンド・プリンセス号（新型コロナウイルス感染症に罹患した乗客）が横浜港に入港。

2月20日 神奈川県剣道連盟が新型コロナウイルス感染症の感染リスクを考慮し3月10日予定の「剣道一般合同稽古」中止を発表。

3月1日 ダイヤモンド・プリンセス号の乗客、乗員がすべて下船。

3月2日 全日本剣道連盟が「新型コロナウイルス感染症Ｑ＆Ａ」を公表。飛沫感染、接触感染、糞口感染などの注意、消毒を公表。

3月25日 全日本剣道連盟が「4月、5月開催行事の中止」及び「称号教士における試験方法変更」を公表。

3月26日 全日本剣道連盟が「緊急提言『今が正念場』新型コロナウイルス感染症」を公表、北大・西浦教授のメッセージを引用してパンデミック、医療崩壊などに対す
る一人一人の行動を促す。

3月30日 全日本剣道連盟が「感染拡大の状況下、剣道の稽古はどうするべきか？」を公表、剣道稽古を慎重に考えるよに注意を促す。

3月下旬 愛知県警剣道特練員の間で熱や倦怠（けんたい）感などの症状が相次いだ。医師からは「新型コロナの可能性は低い」「肺炎がないので風邪だろう」などと診
断、欠勤者数も通常の範囲だと判断。この後も訓練を続けていた。

3月31日 愛知県警剣道特練員が体調不良による欠勤の申し出が7人と急増したため、全面的に訓練を中止。

4月1日 愛知県警剣道特練員のうち感染確認された20代と30代の男性機動隊員2人を皮切りに次々と陽性が判明。

4月2日 警視庁の警視がPCR検査で陽性と判明。警視は3月26日に運転免許試験場の道場で剣道の稽古をしていたが、この稽古に参加した同試験場職員に感染者がいた。

4月3日 全日本剣道連盟が「剣道関係者に新型コロナウイルス感染者」を公表、「三密」と剣道の「対人稽古」の危険性を説明。

4月5日 全日本剣道連盟が「新型コロナウイルス感染症の集団発生を防止するためのお願い」を公表、「当面、対人的な稽古は中止」と勧告。

4月7日 愛知県警剣道特練員のうち男女計18人の特練員の陽性を確認。特練員と一緒に稽古に参加していた男子大学生2人も感染したほか、特練員の家族や知人ら9人
の陽性が判明。

日本政府が新型インフルエンザ等特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を発令。

4月8日 愛知県警剣道特練員らと接触した可能性がある警察官100人以上が自宅待機。特練員と剣道の練習をした県外の大学生二人も感染が判明。

4月9日 愛知県警で新型コロナウイルスの感染者が22人確認され、警察官229人が自宅待機。

4月10日 警察庁は10日までに、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、柔道や剣道、逮捕術などの訓練を当面中断するよう全国の警察に指示。

九州剣道連盟などが7月末に予定していた玉竜旗高校剣道大会の中止を発表。

4月12日 全日本剣道連盟が「相互の距離をとることが肝要です！」を公表、飛沫感染を中心に客観的な情報を提供。

情報：毎日新聞、中日新聞、東海テレビ、産経新聞、西日本新聞、全日本剣道連盟、神奈川県剣道連盟

8．新型コロナウイルス感染症と剣道の事例



9．全日本剣道連盟：新型コロナウイルス感染症に関するお願い（1/3）

新型コロナウイルス感染症の集団発生を防止するためのお願い 2020/04/05更新

新型コロナウイルス感染症は世界的に急増しており、わが国も例外ではありません。今後は急激な感染拡大や
医療崩壊が起こる可能性があります。

この病気は、感染者を中心に患者集団（クラスター）ができて、急激に感染が拡がることがわかっています。
したがって、剣道愛好家はみずからの感染防止とともに、クラスター発生防止が大事です。
以下は、全日本剣道連盟からの「新型コロナウイルス感染症の集団発生を防止するためのお願い」です。特に、

現時点で感染者が10名以上の都道府県においては、必ず守っていただくようお願いします。

１．当面、対人的な稽古は中止してください。

すでに首相官邸、厚生労働省からは以下の３つの条件を避けることが示されています。
１）換気の悪い密閉空間を避ける
２）多数が集まる密集場所を避ける
３）間近で会話や発声をする密接空間を避ける

これら３つの条件（３密）がそろうと、クラスター（集団）発生のリスクが非常に
高くなります。

残念ながら、剣道の対人的な稽古はこの３つの条件がすべて含まれています。
実際、すでに一部の地域では剣道の稽古による感染クラスターが発生しているようです。
したがって、感染の流行が収まってくるまでは、対人的な稽古は中止してください。



２．室内や室外でのトレーニングには、以下のことを必ず守ってください。
•室内、室外にかかわらず、複数の人とトレーニングを行う場合には、相互に、前後左右、1.5〜２メートルの距離
を取ってください。
•室内では換気を積極的にすることが必要です。施設の扉・窓を開いたままにするともに、送風機などの換気設備
を利用して、積極的に外気を取り込んでください。
•屋外では換気は問題となりませんが、上記の対人的距離を必ず守ってください。また、集団でトレーニングをす
ると、周囲の人から嫌がられることがあります。５人以下の集団が望ましいでしょう。

３．こまめに手洗いをしましょう
•稽古の前と後にこまめに手を洗ってください。せっけんによる手洗いが大事です。
•道場の入口などの前には消毒用アルコールを置き、トレーニングに入る前と後に必ず手指の消毒をしてください。

４．病気の疑いがある人はトレーニングをしてはいけません
•発熱が37.5℃以上ある人
•咳、痰、強いだるさ、息切れなどがある人
•解熱剤を飲んでいる人

などがそれに該当します。これ以外でも病気を疑う症状がある場合は止めてください。

9．全日本剣道連盟：新型コロナウイルス感染症に関するお願い（2/3）



６．健康の維持に努めてください
健康を維持するためには免疫を低下させないことが大切です。そのためには規則正しい生活をすることが大事

です。
•たとえば、早起きをして朝陽を浴びながら散歩すると、バイオリズムを刻む体内時計が動き出します。すると、
食欲が増進し、夜も寝やすくなります。
•適度に運動することは、体内時計を動かすのに役立ち、免疫力のアップにもつながります。
•ストレス（精神的及び肉体的）を減らすことは大切です。ストレスは免疫力をダウンさせることから、過度のス
トレスは避ける工夫が必要です。

なお、重ねて申しますが、このお願いは、感染流行の度合いによって変わることがあり、あくまで暫定的なも
のであることをご理解いただきたいと思います。

会員の皆様が、上記に述べたような「行動変容」を心掛けることによってしか、患者数の急増防止は達成でき
ません。今が我慢の時です。上記のことを守ってください。

出典：全日本剣道連盟 https://www.kendo.or.jp/information/20200405/

9．全日本剣道連盟：新型コロナウイルス感染症に関するお願い（3/3）

５．もともと病気がある場合（糖尿病、心不全、呼吸器疾患などがある人、透析を受けている人、免疫
抑制剤や抗がん剤などを用いている人など）や高齢者（６５歳以上）はトレーニングをしてもよいか、
主治医と相談してください

上記の場合は、新型コロナウイルス感染症によりかかりやすく、重症化することがわかっています。

全日本剣道連盟
医・科学委員長 宮坂 信之
アンチ・ドーピング委員長 宮坂 昌之 先生



剣道関係者に新型コロナウイルス感染者

10．全日本剣道連盟：新型コロナウイルス感染症に関するメッセージ

2020/04/03更新

昨今の報道でご存知の方も多いと思いますが、
剣道関係者に新型コロナウイルス感染者が出て
おります。

ほとんどの学校、道場等で稽古を自粛されてい
るようですが、特に剣道の稽古では「対人稽古」
に危険性があるようです。

詳細につきましては、以下の記事をご覧くださ
い。

『感染拡大の状況下、剣道の稽古はどうする
べきか？』

この記事は、全剣連の宮坂アンチドーピング委
員長（大阪大学名誉教授）がFacebookに私見と
して投稿されたものをご本人にご承諾をいただき、
転載させていただいたものです。

剣道関係者のご参考にしてくだされば幸いです。

出典：全日本剣道連盟 https://www.kendo.or.jp/information/20200403/

https://www.kendo.or.jp/information/20200330/
https://www.kendo.or.jp/information/20200330/


11．全日本剣道連盟：感染拡大の状況下、剣道の稽古はどうするべきか？ (1/2)

全日本剣道連盟 アンチ・ドーピング委員長
大阪大学免疫学フロンティア研究センター・招へい教授
宮坂昌之 先生

2020/03/30更新

剣道関係者の皆様
東京、大阪で急激な感染爆発が起こりそうな状態

のもと、剣道の稽古はどうすべきかという議論があ
ります。これに関して私の意見を申し上げます。

添付の図はオーストラリア政府が作ったものを私
が改編したものです。昨日のテレビ番組で使いまし
た。

それを見ていただくとわかりますが、通常、新型
コロナウイルスは１人が感染すると2.5人に感染を
うつすので、５日目には感染者が2.5人となります。
この2.5人が動き回ると、30日後には感染者はネズ
ミ算式に増えて406人になります。

ところが、人との距離を1.5メートル以上空けて、
さらに人と接する機会を半分減らすと、５日目の
感染者は1.25人、30日目で15人と大きく減ります。

さらに1.5メートル以上の距離を保ちながら人と
接する機会を４分の１に減らすと、５日目の感染者
は0.625人、30日目の感染者は2.5人となります。

これは彼らの計算ですが、私は非常にわかりやす
く、十分に信頼できるものだと考えています。



さて、剣道ですが、竹刀を持っての相手との距離は２メートル近くです。しかし、大きな気合を出して
相手を打とうとすると、多量の飛沫を吐き出し、相手に近接します。もし片方が感染者であれば、相手が
感染する確率が大です。

そのように考えると、今の流行がひと収まりするまでは、対人稽古は難しいかもしれません（特に高齢者
の方は）。

一方、個人レベルでのトレーニング、稽古は、お互いの距離を1.5メートル以上保ち、三密（密閉、密集、
密接）を避けることが出来れば、可能なはずです。

今後の読みは難しいですが、私は中国のように日本でも近いうちに感染者が減ってくると思います（ただ
し、1.5メートルの距離を保ちながら三密を避ければ、ですが）。そうなったら、いくらでも剣道の稽古は
可能になります。

それまでは慎重に考えることが大事だと思います。「打って反省、打たれて感謝」のこの素晴らしい文化
を継承していくために、ここは皆さん、慎重に考えるべき時だと思います。

出典：全日本剣道連盟 https://www.kendo.or.jp/information/20200330/

11．全日本剣道連盟：感染拡大の状況下、剣道の稽古はどうするべきか？ (2/2)



新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっています。
この病気がうつるのは、飛沫感染と接触感染が主です。
感染者が咳やくしゃみをすると、ウイルス入りの飛沫が口から飛び出します。それを他人が吸い込むか、飛沫が付いた場所を手で触ってそれ

が気道に入ると、病気がうつります。
しかし、お互いの距離を1.5〜２メートル取ると、飛沫が届きにくくなって感染の危険性が大きく減ります。これに加えて、よく換気をすると、

さらに飛沫は届きにくくなります。
したがって、

•「三つの密」（密閉、密集、密接）を避けること、
•お互いの距離を常に1.5～２メートルとること、
•換気を積極的にすること、
•せっけんでよく手洗いをすること

以上の４つが感染を避けるためにどうしても必要な方策です。

ここで「運動をしているときの適切な距離」についてヨーロッパで研究がされています。剣道でも
参考になるので、それを紹介しましょう*。

この研究では複数のランナーが走る際、前のランナーから後ろのランナーに放出される飛沫の量を
調べています。前のランナーが走ると、そのすぐ後ろに気流の乱れがおこり、前の人からの飛沫が後
ろに飛び散っていきます。

これを防ぐには、１列縦隊の場合、普通のウォーキング（時速４Km程度）では最低５メートルの間
隔を、少し早いランニング（時速14.4Km程度）では最低10メートルの間隔を取ることが必要でした。

ただし、１列縦隊を避けて斜めに位置取りをすると、飛沫の拡散は大いに減少しました。
剣道の場合には、前後左右に動き、しかも気合とともに大きく飛沫が飛び散ります。これを考える

と、複数の人数で「ひとり稽古」をする場合には、一般的に十分な対人距離とされている２メートル
ではとても足りません。

以上の結果から、複数の人たちが集まって個人トレーニングをするのにはかなりの感染の危険性が
あると思われます。したがって、複数の人が集まるのはやめて、ほんとうの「ひとり稽古」が望まし
いでしょう。剣道の稽古から感染クラスターを出してはいけません。今はひとりで我慢の時です。 全日本剣道連盟

医・科学委員長 宮坂 信之
アンチ・ドーピング委員長 宮坂 昌之https://www.kendo.or.jp/information/20200412/

*Belgian-Dutch Study: Why in times of COVID-19 you 

should not walk/run/bike close to each other.

＊ 画像は上記のサイトより引用

12．全日本剣道連盟：剣道と飛沫感染



13．「一人稽古」のコンテンツ

全日本剣道連盟医・科学委員会作成動画「ひとり稽古」
https://www.kendo.or.jp/knowledge/medicine-science/movie/

トレーニング偏
アイソメトリックトレーニング
1. その１：上肢を中心に
2. その２：下肢を中心に
体幹トレーニング（剣道の姿勢づくり）
1. 剣道の体幹トレーニング
自重トレーニング（椅子を使って）
1. その１：上肢を中心に
2. その２：下肢を中心に
ゴムチューブトレーニング
1. その１：上肢を中心に
2. その２：下肢を中心に
心肺系を中心としたトレーニング
1. その１：ステップ台エクササイズ
2. その２：パーソナルサーキットトレーニング

コンディショニング編
スタティック（静的）ストレッチング
1. その１：肩関節・肩甲帯
2. その２：股関節
3. その３：足関節
ダイナミック（動的）ストレッチング
1. その１：体幹（全身）
2. その２：肩関節、肩甲帯
3. その３：股関節

「自宅でできる剣道の体づくり アイソメトリックトレーニング その１」

神奈川県剣道連盟
「一人稽古のポイントについて（動画掲載）」
https://kanagawa-kenren.com/archives/5476.html

解 説：小林英雄範節士八段（神奈川県剣道連盟会長）
演武者：安藤守先生(教士八段)

◆構えのポイント
・左足は全身安定の主軸。右足は器用性、運動作用、攻撃性の役割。

（右自然体）
・構える時は、体幹の軸を整える。

- 顎を引く、腰骨を立てる、肩の力を抜く
- 脇の下を適度に締める

・不離五向（ふりごこう）
- 相手に対して ”目”, “剣先”, “臍(へそ)”, “爪先”、そして “心” を

離さずに向けること

◆素振りのポイント
・小さい子供の手を握るように柔らかく握る。
・振りかぶりは、肘や手首を曲げずに構えた形のままで振り上げる。
・打突した時、両肘を伸ばすこと。右拳は右肩と同じくらいの高さに。
・気が充実した発声を伴うこと。気は宝。



2020/03/02更新

14．全日本剣道連盟：新型コロナウイルス感染症に関するQ&A（1/2)
全日本剣道連盟 医・科学委員長
東京医科歯科大学名誉教授 宮坂 信之 先生

質問（Q.) 答え（A.)

Ｑ１．新型コロナウイルス感染症
とは？

ウイルスによる感染症で、肺炎を起こします。英語ではCOVID-19と呼ばれます。

Ｑ２．病原体は？ コロナウイルスの１種類です。形が王冠（コロナ）に似ていることによります。大きさは0.1ミリミクロン
しかありません。

コロナウイルスには、既知のコロナウイルス４種（かぜ症候群の原因）と、SARS（サーズ）（重症急性呼
吸器症候群）、MERS（マーズ）（中東呼吸器症候群）を起こす計６種類がこれまで知られていました。今回
はこれまでとは違う新型コロナウイルスです。国際的にはSARS-CoV-２と呼ばれています。

Ｑ３．症状は？ 発熱が一番多く約90％前後です。微熱もありますが、高い熱が出やすいようです。咳、息切れが起こるこ
ともあります。さらに、体のだるさを訴えるのが特徴です。10％弱で下痢がみられます。

Ｑ４．どうやってこの病気はうつ
るのか？

咳やくしゃみによりウイルスが入った飛沫が飛び散ります。これを浴びることによりうつる場合（飛沫感
染）と、ウイルスが付着したドアやつり革に触ってうつる場合（接触感染）があります。また、便からうつ
る場合（糞口感染）もあるようです。

Ｑ５．病気の経過は？ ８割以上では軽くて済みます。約２割弱が重症化することがありますが、この場合は肺炎が肺の両側に出
現します。さらに病気が進むと、腎臓、心臓などが悪くなる多臓器不全が起こることがあります。

65歳以上の高齢者は重症化するおそれがあります。このほか、心臓や肺などの病気がある場合、糖尿病、
免疫を抑える薬を使用している場合などは要注意です。

Ｑ６．発生状況は？ ２月27日現在、日本における患者数は167名、このほかに19名の無症状で病原体を持っている人がいます
（クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」を除く）。世界的には約８万人の患者がおり、死亡者数は
2,800名弱（3.4％）です。ただし、医療環境の良い日本ではもう少し低そうです。

出典：全日本剣道連盟 https://www.kendo.or.jp/information/20200302/



14．全日本剣道連盟：新型コロナウイルス感染症に関するQ&A (2/2)
全日本剣道連盟 医・科学委員長
東京医科歯科大学名誉教授 宮坂 信之 先生

質問（Q.) 答え（A.)

Ｑ７．診断は？ 今はすみやかに診断をすることができません。唯一の方法がPCR検査とよばれるものですが、数時間以上
かかります。この病気は指定感染症なので、検査は一部の機関でしかできません。インフルエンザのような
迅速診断法ができないのが現状です。

Ｑ８．治療は？ 多くのウイルス感染症に対する治療薬はなく、新型コロナウイルス感染症も同様です。マスコミは抗イン
フルエンザ薬のアビガンが効くかもと報じていますが、まだわかりません。しかもこの薬は奇形を起こす可
能性（催奇形性）があるため、妊婦もそのご主人も飲めません。また、一部のエイズの薬（抗HIV薬）の効果
もまだよくわかりません。

今のところは、免疫の力を上げるために適度の運動と快食・快眠をすること、ストレスを避けること、な
どの方が大切です。

Ｑ９．ワクチンはあるのか？ 新型コロナウイルスは、まだようやくウイルスが分離されたところなので、ワクチンはできていません。
これを作るのは少なくとも１年間位はかかるでしょう。

Ｑ10．予防法はあるのか？ もっとも効果的なのは手洗いです。消毒用アルコール液で指先と手を十分に消毒をして下さい。マスクに
ついては、咳やくしゃみなどがある人は着用が勧められますが、健康な人がマスクをしてもこのウイルスの
感染を防止できません。人混みも避けた方がよいと思います

Ｑ11．インフルエンザとはどこが
違うのか？

よく似た病気ですが、インフルエンザより感染性が強いようです。インフルエンザの場合、日本で毎年約
1,000万人がかかり、多い年は数千人が亡くなります。新型コロナウイルスでもこうならないように、しっか
り手洗い、消毒を行い、人混みを避けることが大切です。

出典：全日本剣道連盟 https://www.kendo.or.jp/information/20200302/

2020/03/02更新



15．新型コロナウイルス感染症が疑われる場合（横浜市栄区在住）

分類 案件 連絡先 対象者 電話番号 受付時間

A. 新型コロナウイルス感染症に
ついての一般の相談（横浜市
内在住）

横浜市新型コロナ
ウイルス感染症
コールセンター

横浜市在住 045-550-5530
上記への問合せが困難な場合は
ファックス（045-664-7296）で問
い合わせる

午前９時から午後９
時まで（土日、祝日
を含む）

B. 「新型コロナウイルス感染症
が疑われる方」および「その
患者を診察した医療機関の
方」の相談（注１）

新型コロナウイル
ス感染症帰国者・
接触者相談セン
ター

横浜市在住 045-664-7761
上記への問合せが困難な場合は
ファックス（045-664-7296）で問
い合わせる

午前９時から午後９
時まで（土日、祝日
含む）

C. 夜間の相談窓口（注２） 栄区役所 横浜市
栄区在住

045-894-8181 午後9時から翌午前9
時まで

注１： B. 「新型コロナウイルス感染症が疑われる方」
・風邪の症状や37.5℃の以上の熱が４日以上続く方（解熱剤を飲み続けなければならない方も同様）
・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方
・重症化しやすい方（注）が、上記状態が２日程度続く場合
（注）重症化しやすい方とは、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用い
ている方を指します。
・妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに帰国者・接触者相談センターにご相談ください。
・小児については、現時点で重症化しやすいとの報告はなく、新型コロナウイルス感染症については、目安どおりの対応をお願いします。

注２： C.「夜間の相談窓口」
•新型コロナウイルス感染症と確定した患者と濃厚接触歴があり、発熱または咳などの呼吸器症状がある方
•新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航または居住してから14日以内に発熱（37.5℃）かつ呼吸器症状がある方
•新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航または居住していたものと濃厚接触した14日以内に発熱（37.5℃）かつ呼吸器症状がある方

出典：横浜市 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/kansensho/ncov-soudan.html


