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意味があるのか

豆ちしき

 

はインフルエンザウイルスそのものの大きさはマスクの

大きさは約

？？」 と思ってしまいがちですが

しぶき”を浴びること

しています、

事があります。

てくるインフルエンザウイルスは

んだ“しぶき”を

の近くに行く

発症する１日前

自分もそうかもしれない

インフルエンザを

発症１日前から
．．．．．

えます。 

ながらマスクでウイルスを完全に
．．．

は
．
防

他に、ワクチン・

ではありません。対策

インフルエンザ予防

があるのか

ちしき～

はマスクの隙間

約 0.1μm です

ってしまいがちですが

びること、が挙

、咳やくしゃみの

。 

てくるインフルエンザウイルスは、水分

を浴びてしまうと

く時だけマスクをすればいいのか

日前から既に

そうかもしれない

インフルエンザを感染

から感染力
．．．．．．

防ぐことは出来

ワクチン・手洗いなど

対策を重ねて、

予防にマスク

があるのか、ないのか

マスクをしていれば

～ 

隙間より小さいです

です。 

ってしまいがちですが、

挙げられます

しゃみの時には

水分に覆われ

びてしまうと、インフルエンザに

だけマスクをすればいいのか

に鼻水中にいる

そうかもしれない！）も感染力

感染させてしまうかもしれないの

感染力のあるインフルエンザ
．．．．．．

出来ません 

いなど他の対策

、インフルエンザに

にマスク 

ないのか 

マスクをしていれば良

さいです。 

、 インフルエンザ

げられます。 

には、より“しぶき

われ 5μｍ以上

インフルエンザに

だけマスクをすればいいのか」

にいる、とされていま

感染力をもっているとい

させてしまうかもしれないの

のあるインフルエンザ
．．．．．．

 

対策もあります

インフルエンザに罹らないよ

良かった。。。 

 

インフルエンザ 

しぶき”を 

以上の大 

インフルエンザに感染 

」 とも思 

とされていま 

をもっているとい 

させてしまうかもしれないの 

のあるインフルエンザ
．
におい 

もあります。一つ 

らないよ 

 

 


