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20%の力で80点取る感染症診療  

＝ 高齢者施設におけるCOVID-19・風邪診療編＝ 

津山中央病院 総合内科・感染症内科　藤田浩二 

「介護保険事業者向け・新型コロナ感染症対策研修」
2020年５月28日（木）＠津山市役所 

 

＜注意＞	
	
本スライドは、藤田個人による見解をまとめたものです。

所属する津山中央病院の見解とは関係ありません。	
	

また、このスライドの中でも使用している情報は、あくま

でもレクチャー当日までの情報を元にまとめているもの

ですので、当然ながら時間が経てば古くなります。	
	
常に、最新の情報を個人の責任でアップデートして頂く

ようお願い申し上げます。	

今日皆さんに 

一番伝えたいこと 

COVID-19との向き合い方 
（感染管理の基本） 

戦略１ 

この疾患は、疫学的に戦略を立て

攻略し封じ込めるべき疾患である 

・流行状況に応じた活動自粛 

・Social distance(密を避ける) 

・予防策(標準、接触、飛沫)の徹底 

・全員で同じことをする 
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臨床的な戦略を立てることは非常

に難しく、圧倒的に不利と言わざ

るを得ない 

・流行期には患者数が多すぎる 

・容易に医療崩壊する 

・治療薬がない 

戦略２ 

•  まず、いつでもどこでも誰でも確実に80

点取れる部分を『型』として身につける

こと(普遍的な部分) 

 

•  残りの20点分は絶えず新しいことに対し

て勉強し続け柔軟に対応を求められる部

分(応用編) 

•  まず、いつでもどこでも誰でも確実に80

点取れる部分を型として身につけること

(普遍的な部分) 

→感染予防策(標準、接触、飛沫)に該当 

•  残りの20点分は絶えず新しいことに対し

て勉強し続け柔軟に対応を求められる部

分(応用編) 

→最新のガイドラインを必ず読み正しい情

報を得ること 

正しい情報にアクセスすること 

•  環境感染学会のガイドラインや厚労省が出す指針は少なく

とも目を通すこと 

•  理論武装して理詰めをすること 

•  勉強不足は極めて致命的 

•  施設を守るのは、自施設の職員しか出来ない 

•  標準予防策、飛沫感染予防策、接触感染予防策の定義をき

ちんと理解し直すこと 

•  PPEの着脱方法をきちんと理解すること 

•  根拠の無いガセネタに絶対飛びつかない、拡散しないこと 

新型コロナウイルス(COVID-19)情報サイト 

hAps://covid19-jpn.com/?Iclid=IwAR3KUc_n2p99C0aqiAtPeTeEj3bak6-doDY_sRykfy9s6LJ6g2Oh_AARkKc	

企画運営協力者：伊東直哉、岡秀昭、河野圭、黒田浩一、坂本壮、座
光寺正裕、佐々木淳、佐藤絵梨、志賀隆、柴田綾子、杉峰 里美、中山
久仁子、松村 むつみ、水野篤、高橋宏瑞、田辺 瀬良美、土屋菜歩、渡
邊稔之、山口征啓、和足孝之 
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hAps://www.pc-covid19.jp/?Iclid=IwAR0-
Mw3VDTSad8LoMDCKN_kZaVW93Maxc1xkaT3_e9wOZmiiX5V_D04oJwY	

（参考ページ） 
•  日本環境感染学会ガイドライン 
http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=328 
•  日本プライマリ・ケア連合学会ガイドライン 
https://www.primary-care.or.jp/imp_news/pdf/20200311.pdf 

•  厚生労働省・COVID-19  診療の手引き 
https://www.mhlw.go.jp/content/000609467.pdf#search=%27 新型コロナ+ウ
イルス+濃厚暴露者の扱い%27 
•  日本感染症学会各種資料 
http://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content_id=31 
•  国立感染症研究所各種資料 
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html 
•  日本臨床微生物学会各種資料 
http://www.jscm.org 
•  FORTH （厚生労働省検疫所）ホームページ 

https://www.forth.go.jp/index.html 
•  厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 
•  CDC 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

•  新型コロナウイルス(COVID-19) 情報サイト 
https://covid19-jpn.com/?fbclid=IwAR3KUc_n2p99C0aqiAtPeTeEj3bak6-
doDY_sRykfy9s6LJ6g2Oh_AARkKc 
・診療所、病院におけるプライマリケアのための情報サイト 
https://www.pc-covid19.jp/?fbclid=IwAR0-

Mw3VDTSad8LoMDCKN_kZaVW93Maxc1xkaT3_e9wOZmiiX5V_D04oJwY 
など 

戦略３ Defense lineを理解すること 

Defenseについて 

1.  自施設に持ち込ませない 

2.  持ち込まれても自分が感染しない 

3.  万が一、自分がかかったかもしれ

ない時に周囲に拡散しない 

Defenseについて 

1.  自施設に持ち込ませない 

　　→Front defense line 

1.  持ち込まれても自分が感染しない 

2.  万が一、自分がかかったかもしれ

ない時に周囲に拡散しない 

　　→Final defense line 
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Front defense line 

これが、各種検査(抗体検査、抗原検査、

PCRまたはLAMP検査、CTなど）、

発熱外来などの各種スクリーニングに

該当する 

Front defense line 

肝に銘じるべき重要事項 

・検査で完璧なものなど何一つない 

・検査信者になっても無駄だらけ 

・やたらめったら検査を出しても無意味 

・発熱も初期に熱があるのは４割だけ 

→フロントラインは、突破されて当たり前

という認識が重要 

Final defense line 

肝に銘じるべき重要事項 

・これは絶対に死守するべき 

・標準、飛沫、そして、接触感染予防策の徹底 

　（つまり、手洗い、マスク、環境消毒の徹底） 

・３密を避けること 

・体調不良者は速やかに現場を離れること 

→突破されたら０点と考えて絶対厳守すること。 

新型コロナ患者も疑い患者も
「傷病手当金」を受けられる 

厚生労働省2020年3月24日https://www.mhlw.go.jp/content/000612737.pdf 

原則業務できなくなった日を起算日として3日経過した4

日目から就業不能期間の支給が可能になり、支給額は直近

の給与によって異なりますが概ね通常の日当の2／3程度

が支給される 

ただの風邪と思っても積極的な休養を 

Final defense line 

肝に銘じるべき重要事項 

•  濃厚暴露の定義を知り、職員の離脱を徹底的に

回避すること(環境感染学会ガイドライン参照） 

•  濃厚暴露の成立を避けることが、結果として患

者を守ることに繋がる 

•  全員が同じことをする(誰一人として違うことを

してはいけない） 

濃厚暴露の成立とは？ 



Tsuyama	Central	Hospital	GIM	and	ID	 20/05/28	

Koji	Fujita	M.D.	 5	

COVID-19患者と接触したときの状況（注1） リスク 
健康
観察 

無症状医療従事者 
に対する就業制限 

 マスクを着用しているCOVID-19患者と感染性期間中に長時間(注2)の濃厚接触あり 

医療従事者のPPE:着用なし  

中 

積

極

的 

最後に曝露した日

から14日間就業

制限 医療従事者のPPE:サージカルマスクの着用なし  

医療従事者のPPE:サージカルマスクは着用している
が眼の防護なし  

低 自己 

なし(体位変換な
どの広範囲の身体
的接触があった場
合は14日間） 

医療従事者のPPE:サージカルマスクは着用し、眼の
防護もしているが、ガウンまたは手袋の着用なし なし 

 医療従事者のPPE:推奨されているPPEをすべて着
用 

日本環境感染学会　医療機関における新型コロナウイルス感
染症への対応ガイド Ver3.0	2020.5.7 

医療従事者暴露と就業制限 医療従事者暴露と就業制限 
患者と接触した時の状況 リスク 

健康
観察 

無症状医療従事者 
に対する就業制限 

マスクを着用していないCOVID-19患者と感染性期間中に長時間(注2)の濃厚接触あり 

医療従事者のPPE:着用なし(注2)  
高 積

極

的 

最後に曝露した日

から14日間就業

制限 

医療従事者のPPE:サージカルマスク着用なし(注2)  

医療従事者の PPE:サージカルマスクは着用してい
るが眼の防護なし 

中 

医療従事者のPPE:サージカルマスクは着用、眼の防
護しているがガウンまたは手袋の着用なし 

低 
自己 

 

なし(体位変換や
リハビリなどの広
範囲の身体的接触
があった場合は中
リスクとして14
日間) 医療従事者のPPE:推奨されているPPEをすべ 

て着用 
なし(注3に該当す
る場合は中リスク
として14日） 

日本環境感染学会　医療機関における新型コロナウイルス感
染症への対応ガイド Ver3.0	2020.5.7 

(注1)記載されている PPE 以外の PPE は着用していたと考えます。例

えば「眼の防護なし」とある場合は、それ以外の推奨される PPE(マス

ク、手袋、ガウン)は着用していたと考えます。 

 

(注２)接触時間の目安について、旧ガイドでは3分以上を一定時間とし

ていましたが、海外の各専門機関の指針等を踏まえて全般的に“15分

以上”を長時間の基準に変更しました。ただし、患者と医療従事者が共

にマスクを着用せず、外来診察など近い距離で対応した場合は、3分以

上でも感染リスクが発生する可能性もあります。そのため、時間だけで

明確にリスクのあるなしを決定せず、その際の状況も踏まえて判断する

必要があります。 

 

(注3)サージカルマスクを着用した医療従事者が大量のエアロゾルを生

じる処置を実施した場合や、これらの処置を実施中の病室内に滞在した

場合は中リスクと判断します。ただし、N95マスクを着用していた場

合は低リスクと判断します。 
日本環境感染学会　医療機関における新型コロナウイルス感
染症への対応ガイド Ver3.0	2020.5.7 

暴露に関して 

•  ・サージカルマスクの適正使用（患者も） 

•  ・徹底的に手を洗うこと 

•  →この２つが出来ている場合、後から

COVID-19患者に接していることが

解っても、エアロゾル発生時を除けば

通常診察の範囲内では暴露したとはみ

なさない 

通常の設定で 
•  宇宙服みたいな防護服など不要(無駄の極み） 

•  同じ空間にいるだけで感染が成立するはずがない 

•  防御策をきちんと取っている中で、患者と至近距離

にいただけで感染が成立するはずがない 

まとめ 
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•  検査などの各種スクリーニングは突破されて当た

り前と心得よ(Front defese line) 

•  スクリーニングは必ず突破されるのを前提に、徹

底的に感染予防策(標準、飛沫、接触)の理解と遵

守を徹底すること(Final desense line) 

•  ３密を避けることは引き続き継続すること 

•  濃厚暴露を成立させないことを目指すべき(環境感

染学会ガイドラインの確認を） 

まとめ 

•  体調不良者は、職員でも患者でも速やかに現

場から速やかに切り離すこと 

•  施設責任者、介護担当者は絶えず新しいガイ

ドラインを読み込み勉強を続けること 

•  感染管理は０点か１００点、全員できっちり

同じことをすることがとても重要 

まとめ 

以上で、今日1番皆さんに伝えた

いことは終わりです。 

 

ここからは、もう少し各論に踏み

込みますが気楽に聞いて下さい。 

COVID-19との向き合い方 
（臨床的特徴について） 

http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51?
from=timeline&isappinstalled=0&fbclid=IwAR0NE6pCrW_L3NOqt5K2EjI-
GoQjB5KgjdHePalFJqqdZNv9rrUl8hmHP-k 

Report from China CDC weekly 

中国のデータから概略を掴む 
 

確定例44,672例のうち 

・30−79歳が86.6% 

・湖北省で74.7%が診断・80.9%が軽症 

・男性51.4%、農業・労働者が22.2% 

・致死率は全体で2.3％，湖北省で2.9％ 

　湖北省以外で0.4％（確定例が分母） 

hAp://weekly.chinacdc.cn/en/arfcle/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51?
from=fmeline&isappinstalled=0&Iclid=IwAR0NE6pCrW_L3NOqt5K2EjI-GoQjB5KgjdHePalFJqqdZNv9rrUl8hmHP-k 
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•  小児は有利で１０歳未満の死亡ゼロ 

•  基礎疾患のある高齢者は致死率が高い 

•  特に80歳以上の高齢者が死亡率高い 

•  ざっくり約80%が軽症 

•  ざっくり約15％が重症 

•  ざっくり約5％が超重症 

•  全体を通じて2-３％が致死的 

軽症は風邪と同じ 

軽症のCOVID-19の経過も同じ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

7日目 

症
状 

1週間以内に軽快する 

時間 

発熱、呼吸器症状(咳嗽/咽頭痛)、
頭痛、倦怠感などの症(鼻汁や鼻閉
の頻度は低い) 

初期症状のまとめ 

	
入院患者41名,	99名,	138名の3つの文献データまとめ	
Lancet.2020	Feb	15;395(10223):497-506.	
Lancet.2020	Feb	15;395(10223):507-513.	
JAMA.2020	Feb	7.	doi:	10.1001/jama.2020.1585.	

臨床症状  割合(%) 

発熱   83-98  

咳   59-82  

倦怠感   44-69  

呼吸困難  31-55  

筋肉痛   11-34  

喀痰   26-28  

咽頭痛   5-17   

鼻汁   4   

頭痛   6-8   

下痢   2-10   

嘔気・嘔吐 1-10   

Clinical	Infec+ous	Diseases,	ciaa330,	
hAps://doi.org/10.1093/cid/ciaa330	
Published:	26	March	2020	

味覚障害・嗅覚障害 

COVID-19入院患者59名のうち 

嗅覚もしくは味覚障害33.9% 

DOI:	10.1056/NEJMoa2002032	

発熱外来の落とし穴 

入院時に37.5℃以上の発熱があった患者は

43.8％で、その後の入院中に88.7％まで増えた 

→熱だけでCOVID-19は区別出来ない 

つまり 

単なる風邪、軽症のCOVID-19は

必ず数日1内にピークアウトし、

1週間以内に良くなる。症状はい

ろいろ有るとしても結局治る。 
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大事な質問は１つだけ 

『一番しんどかった日はいつですか？』 

 

症状がピークを過ぎ始めたら、後は勝手

に治るだけ。治療介入は不要。軽症者は

大人しく安静にしていればそれでよい。 

新型コロナウイルス感染

症以外にもっとメジャー

な熱源はしっておくこと 

基本はいつも同じ 

まず押さえるべき院内・施設内の熱源８個＋α 

感染性 非感染性 

▹ 肺炎 

▹ SSI  

▹ CDI 

▹ UTI 

▹ CRBSI 

▹ 偽痛風/痛風 

▹ PE/DVT 

▹ 薬疹/薬剤熱 

CRBSI: catheter related blood stream infection  SSI: surgical site infection 
CDI: Clostridioides difficile infection    DVT/PE :deep vanous thrombosis/pulmonary embolism 

±季節の流行りもの±個別の異常 
例：インフルエンザ、ノロウイルス腸炎、麻しん、 

免疫不全の種類、解剖学的異常など 

ハイリスク患者と重症の兆候を知る 

悪化するケースは1週間以降 

Lancet.	2020	Jan	24.	pii:	S0140-6736(20)30183-5.	doi:	10.1016/S0140-6736(20)30183-5.	[Epub	ahead	of	print]	

『呼吸苦』は重症化を見分けるのに重要 

DOI:	10.1056/NEJMoa2002032	
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JAMA.2020 Feb 7. doi: 10.1001/jama.2020.1585 

高齢者, 基礎疾患のある人は 
重症化しやすい 

•  50歳以下では悪性腫瘍のない同年代患者より致死率が高い 

•  66歳以上では悪性腫瘍のない同年代患者より気管挿管され

るリスクが高い 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.04.006 

悪性腫瘍とCOVID-19 

年齢別の致死率 

年齢(歳) 感染者数(人) 死者数(人) 致死率(%) 

0-9 416 0 0 

10-19 549 1 0.2 

20-29 3,619 7 0.2 

30-39 7,600 13 0.2 

40-49 8,571 38 0.4 

50-59 10.008 130 1.3 

60-69 8,583 309 3.6 

70-79 3,918 312 8.0 

80- 1,408 208 14.8 

China	CDC	Weekly	2020,	Vol20,	p1-1	
hAps://www.afpbb.com/arfcles/-/3269026?
pid=22148846 

JAMA.	Published	online	March	17,	2020.	doi:10.1001/jama.2020.4344 

年齢(歳) 
Death, 

No.(%of total) 
Case-fatality 

rate,% 

0-9 0 0 

10-19 0 0 

20-29 0 0 

30-39 4(0.25) 0.3 

40-49 10(2.65) 0.4 

50-59 43(2.65) 1.0 

60-69 139(8.55) 3.5 

70-79 578(35.57) 12.5 

80-89 694(42.71) 19.7 

90- 156(9.6) 22.7 

unknown 1(0.06) 0.6 

Total 1625(100) 7.2 

中国 

イタリア 

JAMA.	Published	online	April	22,	2020.	doi:10.1001/jama.2020.6775 

年齢
(歳) 

Death, 
No.(%), Male 

Death, 
No.(%), Female 

Length of stay 
among those 
who died, 
median (IQR),d 

0-9 0/13 0/13 NA 

10-19 0/1 0/7 NA 

20-29 3/42(7.1) 1/55 (1.8) 4.0 (0.8-7.4) 

30-39 6/130 (4.6) 2/81 (2.5) 2.8 (2.4-3.6) 

40-49 19/233 (8.2) 3/119 (2.5) 5.6 (3.0-8.4) 

50-59 40/327 (12.2) 13/188 (6.9) 5.9 (3.1-9.5) 

60-69 56/300 (18.7) 28/233 (12.0) 5.7 (2.6-8.2) 

70-79 91/254 (35.8) 54/197 (27.4) 5.0 (2.7-7.8) 

80-89 94/155 (60.6) 76/158 (48.1) 3.9 (2.1-6.5) 

90- 28/44 (63.6) 39/84 (46.4) 3.0 (0.7-5.5) 

New York 

NEJM	January	29,	2020	DOI:	10.1056/NEJMoa2001316 
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年齢との関係 

orld	J	Pediatr.	2020	Feb	5.	doi:	10.1007/
s12519-020-00345-5.	 

•  小児も罹患するが成人に比べると軽症で、

無症候性も16％いる。また、10歳未満の

死亡例はない 
China	CDC	Weekly	2020,	Vol20,	p1-1	
hAps://www.afpbb.com/arfcles/-/3269026?pid=22148846 
SARS-CoV-2	Infecfon	in	Children	
X	Lu,	et	al.	N	Engl	J	Med.	2020	March	18 

•  致死率に関しては、年齢が上がるごとに死

亡率が高くなる。特に高齢者の致死率は圧

倒的に高くなる China	CDC	Weekly	2020,	Vol20,	p1-1	
hAps://www.afpbb.com/arfcles/-/3269026?
pid=22148846 JAMA.	Published	online	March	17,	2020.	doi:
10.1001/jama.2020.4344 

潜伏期間 

•  潜伏期間としては約14日間を想定しておく 

（感染源への暴露から2-14日） 

•  平均の潜伏期間 5.2 日 

　 

NEJM	January	29,	2020	DOI:	10.1056/NEJMoa2001316 

発症前から感染性がある 

Nature	Medicine,	hAps://doi.org/10.1038/
s41591-020-0869-5 

hAps://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-the-basic-dance-steps-everybody-can-follow-
b3d216daa343 hAps://science.sciencemag.org/content/sci/early/2020/03/30/science.abb6936.full.pdf 

・発症前の時期の感染が45％ 
・発熱や咳などの症状のある時期の感染が40％ 
・環境(高頻度接触面など)を介した感染が10％ 
・無症候性感染者からの感染が5％ 

hAps://doi.org/10.1038/s41591-020-0869-5 

•  感染力は症状発症の2.3日前からある 

•  発症から6日以降に確定患者と接触した

人のうち感染者がいない 
JAMA	Intern	Med.	Published	online	May	1,	
2020.	doi:10.1001/jamainternmed.2020.2020 

つまり、臨床的には、発症3日前から発症後14日

目の間で感染力があるものとすればよいと思われ

る（隔離14日間の根拠） 
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検査所見について 

・白血球数は正常範囲内が多い(69%) 

・リンパ球低下が38-70% 

・肝酵素上昇が28-35% 

・CKの上昇が13% 

・LDHの上昇が40-75% 

・PTの軽度延長が58% 

 
Lancet	January	29,	2020	hAps://doi.org/10.1016/	
S0140-6736(20)30211-7 

JAMA	February	7,	2020.	doi:10.1001/jama.2020.1585 

血液検査 

Lancet	Resp.DOI:hAps://doi.org/10.1016/
S2213-2600(20)30071-0 

・リンパ球低下(lymphocyte concentration is ≥1100/μL, ) 

・CRPが上昇する(5くらい） 

•  Higher SOFA score  

•  d-dimer greater than 1 μg/mL  
Lancet	2020;	395:	1054–62 

・両側性肺炎75%(片側性肺炎は25%) 

胸部CT 

Lancet	January	29,	2020	hAps://doi.org/10.1016/	S0140-6736(20)30211-7 

・両側性に分布する斑状浸潤影orスリガラス影(100%) 
JAMA	February	7,	2020.	doi:10.1001/jama.2020.1585 

胸部CT 

hAps://doi.org/10.1148/radiol.2020200463 

・円形のすりガラス影を呈することもある 

胸部CT 

hAps://doi.org/10.1148/radiol.2020200463 

•  early(0-2day)：56%がCT画像正常、両側性陰影28% 

•  intermediate(3-5day)：9%がCT画像正常、両側性陰影76% 

•  late(6-12day：4%がCT画像正常、両側性陰影88% 

→所見が出始めれば、初期は片側でその後両側の陰影に移る 

Salehi	et	al.	Am	J	Roentgenol.2020	Mar	14:1-7 

•  Pleural effusion 

•  Pericardial effusion 

•  Lymphadenopathy, 

•  Cavitation 

•  CT halo sign 

•  Pneumothorax  
　　　　　　　　　　　(but may be seen with disease progression) 

胸部CTで稀な所見 

ただし、基礎疾患ために、もともとこれら

の所見が存在する可能性も常に考慮が必要 
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核酸増幅検査 

・PCR法:保険適応2020.3.6- 

    (Polymerase Chain Reaction) 

・LAMP法保険適応2020.3.18- 

  （Loop-mediated Isothermal Amplification） 

•  1日の可能検査な検体数には限界がある 

•  検査数を無理やり増やすと検査エラーが起きやすくなる可
能性あり 

•  現実的には重症者が最優先：軽症者であっても陽性例は隔
離されるため、軽症者の検査が優先されると重症者が入る
べき入院ベッドの確保が困難になる 

•  検査は事前確率が大事でそれを無視して急に検査拡大する
と必ず偽陰性と偽陽性が増える 

•  PCR/LAMP検査は不活化されたVirusも拾う 

•  軽症、無症候性も含めて全例検査しろという方針の落とし
穴を理解すべきである（そもそも感度が高くない） 

•  混み合う病院に、心配なだけで検査希望で来院すると真の
患者と濃厚に接してしまうリスクがある（感染のリスク） 

PCR/LAMP検査の問題点 

PCRがすぐ陽性になるとは限らない 

COVID-19　51例の解析 
•  初診時PCR陽性、胸部CT陽性：58.8％ 

•  初診時PCR陰性、胸部CT陽性：29.4％ 

•  初診時PCR陰性、1−2日後PCR陽性：23.5％ 

•  初診時PCR陰性、2−5日後PCR陽性：3.92％ 

•  初診時PCR陰性、7日後PCR陽性：1.96％ 

•  初診時PCR陽性、胸部CT陰性：1.96％ 

初診時胸部CT：感度98％ 
初診時PCR：感度71％ 

hAps://doi.org/10.1148/radiol.2020200432 

PCR 検査の感度の報告について

は30-70%のばらつきがあり決

して検査陰性がそのまま疾患を

否定出来ること意味しない 

Radiology.	2020	Feb	26:200642.	doi:	
10.1148/radiol.2020200642. 

迅速抗体検査 

•  イムノクロマト法により新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)

のIgM抗体とIgG抗体を検出するための迅速キット 

hAps://www.kurabo.co.jp/bio/support/download.php?
M=PL&CID=4#catalog232 

迅速抗体検査 
•  中国で実施した検査報告では、538例のIgM抗体検査では陽性

判定率82.58%,陰性判定率100%、521例のIgG抗体検査で

は陽性判定率76.38%, 陰性判定率100%であった。しかし

その後の追跡調査では下表の様な報告が出ている 

hAps://search.yahoo.co.jp/search?p=国立感染症研究所%E3%80%80新型コロナ%E3%80%80迅速キット
&fr=top_ga1_sa&ei=UTF-8&mI=P052&ts=13905&aq=-1&oq=&at=&ai=L56s9G36QwC50nf7H5iFwA 
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迅速抗体検査 

一般社団法人日本臨床検査医学会.	COVID-19における抗体検
査についての基本的な考え方 2020年4月17日（第1版） 
hAps://www.jslm.org/commiAees/COVID-19/20200417-1.pdf 

•  IgM抗体およびIgG抗体はいずれも発症早期には陽性とな

らない可能性が高い。したがって、発症早期の患者の診

断に用いることは推奨されない。 

•  IgM抗体については偽陽性の可能性もあるため、IgM抗体

陽性のみで確定診断には使えない。 

•  発症後、時間が経過したものではIgG抗体の陽性率が非

常に高いため、既感染の確認には有用。 

•  抗体検査を行うことで、その地区や施設の疫学を把握す

ることは可能。 

迅速抗体検査（私見） 

問題点は３つ、期待出来る点は１つ 

•  まだ保険適応外なので自由に使えるものではない 

•  検査キットの精度に関する報告にばらつきがあり

すぎるため何を信じればよいのかまだわからない 

•  いつIgMが上がるのか不明なので、どのタイミング

でこの検査が有用なのかわからない 

•  ただし、IgGの検出は良さそうなので、回復者の抗

体獲得・社会復帰への道標にはなるかもしれない 

(2020.4.29現在） 

治療 

•  現時点では、対症療法、全身管理が治療の基本で

あり特効薬はまだ見つかっていない。現在各種薬

剤が試されている 

ü  現時点でのステロイドのルーチン使用の有用性は証明されていない 

ü  ロピナビル/リトナビル(カレトラ®：HIV感染症治療薬) 

ü  Arbidol（中国で用いられた抗ウイルス薬） 

ü  ファビピラビル(アビガン®：インフルエンザ治療薬) 

ü  レムデシビル（エボラ出血熱/マールブルグウイルス感染症の治療薬） 

ü  クロロキン（抗マラリア薬） 

ü  シクレソニド吸入（オルベスコ®：喘息治療薬） 

ü  イベルメクチン（抗寄生虫薬） 

ü  ナファモスタットメシル酸塩（フサン®） 

ü  トシリズマブ 

 

2020.4.29現在 

hAp://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/
2019ncov/covid19_drug_200430.pdf 

l  日本感染症学会より『COVID-19に対する薬物

治療の考え方第2版(2020.4.28現在)』 

治療に関するガイドライン 

hAp://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/
2019ncov/covid19_drug_200430.pdf 

l  米国感染症学会より『 Infectious Diseases 

Society of America Guidelines on the 

Treatment and Management of Patients 

with COVID-19(2020.4.11現在)』 

COVID-19との向き合い方 
（感染管理の詳細について） 
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とにかく、基本再

生産数を下げろ！ 

JAMA Network, https://ja.ma/2zGcOHh 

北海
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日本で発生したの初期段階でのクラスター 
（2020年3月8日時点での例） 

・北海道（札幌まつり・展示会） 

・新潟（卓球スクール） 

・東京（屋形船・病院） 

・千葉（スポーツジム） 

・神奈川（病院） 

・愛知（スポーツジム） 

・和歌山（病院』 

・大阪（ライブハウス） 

クラスター形成が、一気に患者を増やす 

日本地図素材：https://power-point-design.com/ppt-design/japan-map-available-for-powerpoint/ 

絶対に、クラスターを発

生させてはいけない！ 

上手に活動自粛 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00116.html 
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•  咳エチケットの厳守 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html 

厚労省HPより 

•  流行地においては全員マスク 

•  Social Distancing(6 feet), 
Quarantine, and Isolation 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html 

そして、何と言っても 

徹底的に手指衛生！ 

https://www.mhlw.go.jp/content/000501120.pdf#search=%27手指衛生+厚生労働省%27 

あるいは石鹸＋流水による手洗い 

厚労省HPより 

マスク、咳エチケット、 

および手指衛生の盲点   

自分の手で自分に感染させる 

  

顔を触ることで、自分の手につい

たVirusを、自分の目、鼻、口に

付着させ、自分で接触感染を成立

させてしまう。顔を触ってはいけ

ない。 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-
sick/prevention.html 
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つい顔を触ってしまう 

Am J Infect Control. 2015 Feb;43(2):112-4. doi: 
10.1016/j.ajic.2014.10.015 

人は1時間に23回顔を触る   

人は無意識の内に顔を触ることで、リ

ラックスしたり、コミュニケーションを

とったりしている。 https://utswmed.org/medblog/why-we-touch-our-
faces-so-much-and-how-break-habit/ 

→完璧にやめろと言っても無理 

•  顔を触る習慣を、無意識下から意識下

に変える 

•  環境に触れた手を消毒する前に顔を触

りたくなったら、手指衛生するように

習慣付ける 

•  顔を触る習慣を別の習慣に置き換える 

対策（私見） 

http://cogpsy.jp/archives/info/psrfti2020 

感染経路の理屈を理解した上で 

適切なPPEを用いる 

•  飛沫感染対策 

咳やくしゃみなどで飛び散る飛沫を吸い込むことによる感染 

•  接触感染対策 

ウイルスに触れた手指で口・目・鼻を触ることによる感染 

•  空気感染対策 

エアロゾル化※が考えられる処置では空気感染の可能性がある 

医療現場において
COVID-19対応する場合 

※気管挿管・抜管, NPPV装着, 気管切開術, 心肺蘇生, 用手換気, 

気管支鏡検査、ネブライザー療法、誘発採痰など 

•  とにかくマメな手指衛生（WHOの５つのタイミング＋環境

に触れた手で顔を触りたくなったとき） 

•  職員、患者の全員が常時マスク着用 

•  気道症状がある高齢者がマスクをしてくれない場合 

　職員はゴーグル着用（ガウン、手袋も） 

•  高齢者が下痢の時および職員が高齢者の排泄物を扱う時 

　ガウン、手袋着用 

高齢者施設において 

無理の無いPPE活用 
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当院では、サージカルマスク、フェイスシー

ルド(またはゴーグル)、キャップ、長袖ガウン、

手袋の着用を標準とする。 

エアロゾルが発生する場合はN95マスクを使

用し、また、消化器症状がある場合は嘔吐に

も備えてシューズカバーも着用する。 

COVID-19確定および疑い例対応時 

院内感染とその拡大を 

全力で防ぐこと 

何時でも、どこでも、誰でも 

常に基本に忠実にあれ 

暴露に関して 

•  ・サージカルマスクの適正使用（患者も） 

•  ・徹底的に手を洗うこと 

•  →この２つが出来ている場合、後から

COVID-19患者に接していることが

解っても、エアロゾル発生時を除けば

通常診察の範囲内では暴露したとはみ

なさない 

１）接触した医療従事者のリスク評価 

新型コロナウイルス感染症確定例(注1)に接触した医療従事者に

ついては、感染性期間(注2)に濃厚接触が起きたか否かを判断し、

対応します。 

 

注1 新型コロナウイルス感染症確定例 

臨床的特徴等から新型コロナウイルス感染症が疑われ、かつ、検査により新

型コロナウイルス感染症と診断された者 

 

注2 感染性期間 

発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含めた新型コロナウイルス

感染症を疑う症状(以下参照)を呈した2日前から隔離開始までの間 

 

新型コロナウイルス感染症を疑う症状：発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、

咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害、眼の痛みや結膜の充血、頭痛、関

節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など 
日本環境感染学会　医療機関における新型コロナウイルス感
染症への対応ガイド Ver3.0	2020.5.7 

２）濃厚接触の判断 

参考例として以下のような場合は濃厚接触ありと判断します。 

•  手で触れることの出来る距離(目安として1m以内)で、適切な個人防護

具を使用せず、一定時間(目安として15分以上)の接触があった場合 

•  患者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

い場合 

 

３）曝露リスクの評価 

濃厚接触があったとしてもすべての医療従事者が就業制限の対象になるわ

けではありません。個々の状況に応じて曝露リスクの評価を行ってくださ

い(「表1 医療従事者の曝露のリスク評価と対応」を参照)。 

曝露リスクを評価する上で重要なのは、以下の３つです。 

①患者のマスク着用の有無 

②医療従事者のPPE着用の有無 

③医療行為の種類 

日本環境感染学会　医療機関における新型コロナウイルス感
染症への対応ガイド Ver3.0	2020.5.7 
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•  医療従事者のPPE着用については、マスクおよびフェイスシールド、

ゴーグルなど眼を保護するPPEの装着がとくに重視されています。例

えば、患者がマスクを着用していない場合、医療従事者がサージカル

マスクを着用していても、眼の防護がなされていなければ中リスクと

判断します。 

•  医療行為の種類については、特にエアロゾルを生じる処置として、気

管挿管・抜管、気道吸引、NPPV 装着, 気管切開術、心肺蘇生、用手

換気, 気管支鏡検査、ネブライザー療法、誘発採痰などが要注意とされ

ています。ただし、ここで述べているネブライザー療法は肺炎の治療

に対して行われるものであり、耳鼻咽喉科で使用するような薬剤投与

に用いるネブライザーは該当しません。 
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COVID-19患者と接触したときの状況（注1） リスク 
健康
観察 

無症状医療従事者 
に対する就業制限 

 マスクを着用しているCOVID-19患者と感染性期間中に長時間(注2)の濃厚接触あり 

医療従事者のPPE:着用なし  

中 

積

極

的 

最後に曝露した日

から14日間就業

制限 医療従事者のPPE:サージカルマスクの着用なし  

医療従事者のPPE:サージカルマスクは着用している
が眼の防護なし  

低 自己 

なし(体位変換な
どの広範囲の身体
的接触があった場
合は14日間） 

医療従事者のPPE:サージカルマスクは着用し、眼の
防護もしているが、ガウンまたは手袋の着用なし なし 

 医療従事者のPPE:推奨されているPPEをすべて着
用 
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染症への対応ガイド Ver3.0	2020.5.7 

医療従事者暴露と就業制限 

医療従事者暴露と就業制限 
患者と接触した時の状況 リスク 

健康
観察 

無症状医療従事者 
に対する就業制限 

マスクを着用していないCOVID-19患者と感染性期間中に長時間(注2)の濃厚接触あり 

医療従事者のPPE:着用なし(注2)  
高 積

極

的 

最後に曝露した日

から14日間就業

制限 

医療従事者のPPE:サージカルマスク着用なし(注2)  

医療従事者の PPE:サージカルマスクは着用してい
るが眼の防護なし 

中 

医療従事者のPPE:サージカルマスクは着用、眼の防
護しているがガウンまたは手袋の着用なし 

低 
自己 

 

なし(体位変換や
リハビリなどの広
範囲の身体的接触
があった場合は中
リスクとして14
日間) 医療従事者のPPE:推奨されているPPEをすべ 

て着用 
なし(注3に該当す
る場合は中リスク
として14日） 
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(注1)記載されている PPE 以外の PPE は着用していたと考えます。例

えば「眼の防護なし」とある場合は、それ以外の推奨される PPE(マス

ク、手袋、ガウン)は着用していたと考えます。 

 

(注２)接触時間の目安について、旧ガイドでは3分以上を一定時間とし

ていましたが、海外の各専門機関の指針等を踏まえて全般的に“15分

以上”を長時間の基準に変更しました。ただし、患者と医療従事者が共

にマスクを着用せず、外来診察など近い距離で対応した場合は、3分以

上でも感染リスクが発生する可能性もあります。そのため、時間だけで

明確にリスクのあるなしを決定せず、その際の状況も踏まえて判断する

必要があります。 

 

(注3)サージカルマスクを着用した医療従事者が大量のエアロゾルを生

じる処置を実施した場合や、これらの処置を実施中の病室内に滞在した

場合は中リスクと判断します。ただし、N95マスクを着用していた場

合は低リスクと判断します。 
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1) 曝露後の就業制限とPCR検査の適応 

医療従事者が新型コロナウイルスに曝露したとしても、すぐにPCR検

査の対象となるわけではありません。曝露後早期であれば検出感度は

低いことが予想されるため、まずは検査に依存せず、感染対策上の観

点から就業制限等を含めた対応を優先させて実施する必要があります。 

曝露判明後の医療従事者の対応は図2に応じて行います。就業制限が

必要と判断された医療従事者については、可能な限り早期に自宅等で

隔離待機します。曝露後14日以内に症状が出現した場合はPCR検査

を実施します。結果が陰性であれば14日間自宅待機後に就業可とし

ますが、陽性の場合は症状改善後、PCR検査で2回陰性を確認して就

業可とします。 
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医療従事者の曝露後の対応 

無症状で経過する場合は、曝露から10日目にPCR検査を行います。

潜伏期間の中央値は概ね5日であり、さらに発症5日目までにRNA 

濃度がピークに到達し感染力もあることを考慮すると、無症状病原

体保有者に対しては曝露後10日目の検査が最も効率よく感染の有

無を判定できると考えられます。 

もしPCR検査を実施しない場合は14日間自宅等で隔離待機し、健

康観察の結果、問題が無ければ就業可と判断します。なお、隔離解

除後もマスク着用を心がけ、就業再開後後も14日間は健康観察を

継続します。 

日本環境感染学会　医療機関における新型コロナウイルス感
染症への対応ガイド Ver3.0	2020.5.7 

医療従事者の曝露後の対応 
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医療従事者の曝露後の対応 エアロゾルについて 

https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-
guideline-infection-prevention/ 

環境も常に汚染されている 

病室の環境表面のVirus 

Virus検出箇所： 

テーブル、ベッド柵、

ロッカー、椅子、照明

スイッチ、 

聴診器、洗面台、床、

窓、ドア、換気扇、シ

ンク上のPPE置き場、

トイレのドアノブ、便

器、トイレの洗面台 

JAMA. Published online March 4, 2020. doi:10.1001/jama.2020.3227 

•  環境のVirusがどれくらいの感染性を持つかは不明 

corona virusの環境での生存期間 

Journal of Hospital Infection 104 (2020) 246e251　https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022 
February 2006BMC Infectious Diseases 6(1):130　DOI: 10.1186/1471-2334-6-130 

corona virus   3h-6days 

SARS-CoV   72-96h-9days 

MERS-CoV   48h 

SARS-CoV-2は、環境中に2-3days生存し、エ

アロゾルが発生すると空気中に３時間ほど漂う 
DOI: 10.1056/NEJMc2004973 

もちろん 

環境消毒が大事だが、、、 
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徹底した手指衛生は 

自分を守るために 

もっともっと大事 

とにかく手指衛生前に 

その手で顔を触らない！ 

環境消毒 

洗濯物 

•  自宅での廃棄物処理、リネン類、衣類等の洗濯は通常

通りで良い。 

•  病院でのリネン類の洗濯にあたっては、通常の 

80℃・10分間の熱水消毒後、洗浄を行う 

環境消毒 

•  医療機関においては、患者周囲の高頻度接触部位など

はアルコールあるいは 0.05%の次亜塩 素酸ナトリウ

ムによる清拭で高頻度接触面や物品等の消毒の励行

が望ましい。  
国立感染症研究所,  国立国際医療研究センター/国際感染症センター 
新型コロナウイルス感染症に対する感染管理2020/3/5 

環境消毒 

•  医療機関において高頻度接触部位などはアルコールあるい

は 0.05%の次亜塩素酸ナトリウムによる消毒が望ましい 

•  高齢者施設、不特定多数が利用する施設内、自宅等におい

て、患者が発生した際、換気をし、患者周囲の高頻度接触

部位などはアルコールあるいは0.05%の次亜塩素酸ナトリ

ウムによる消毒が望ましい 

•  新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者や新型コ ロナ

ウイルス感染症の患者、濃厚接触者が使用した使用後のト

イレは、次亜塩素酸ナトリウム (1,000ppm)、またはアル

コール(70%)による清拭を毎日実施することを推奨する  

国立感染症研究所,  国立国際医療研究センター/国際感染症センター 
新型コロナウイルス感染症に対する感染管理2020/3/5 

注意事項 

次亜塩素酸製剤を絶対に、

吸入するような処置をし

ないでください。肺に障

害が出て有害です。 

患者が亡くなった場合 

•  遺体搬送業者がご遺体に接触する際は、手袋、マ

スク、フェイスシールド、ガウンを装着して対応

することが望ましい（接触感染予防策+飛沫感染

予防策）。 

•  また、納棺後にご遺体に接触した場合は、手指衛

生を行う必要がある（接触感染予防策）。 

•  ただし新型コロナウイルスだからといって、葬儀

や 火葬の際に特別に厳密な対応が求められるわけ

ではない。 

医療従事者の曝露のリスク評価と対応: 日本環境感染学会医療機関における新型
コロナウイルス感染症への対応ガイド Ver2.1 2020.3.10 
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SARS-CoV-2の排泄経路 

N Engl J Med. 2020 Feb 19. doi: 10.1056/NEJMc2001737. 

・喀痰/鼻腔/咽頭拭い液/唾液 

・涙、結膜 

・髄液 

・糞便 

・新生児咽頭拭い・肛門拭い 

・それ以外：今の所不明 

N Engl J Med. 2020 Jan 31. doi: 10.1056/NEJMoa2001191.  

Virus排泄が確認された検体 

https://doi.org/10.1002/jmv.25725

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200308/k10012319561000.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/faq.html 

（参考） 

•  SARS has been isolated from respiratory, blood, 

urine, and stool specimens 

•  MERS has only been isolated from respiratory 

tract specimens.  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/faq.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/faq.html 

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/
cid/ciaa149/5734265 

JAMA Pediatrics Published online March 26, 2020 

N Engl J Med. 2020 Jan 31. doi: 10.1056/NEJMoa2001191.  

尿からのVirus排泄の報告はない 

JAMA. Published online March 11, 2020. doi:10.1001/jama.2020.3786 

https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)30360-3 

パンデミック初期の中国からの報告では、帝王切開

で出産した6人の報告では、羊水、臍帯血、新生児

咽頭ぬぐい液、母乳のウイルス検査が行われたがウ

イルスは検出されなかった 

ただし、その後新生児のPCR陽性報告が出るように

なっている。33例のCOVID-19確定妊婦から生まれ

た新生児のうち、生後直後にPCR(nasopharyngeal 

and anal)が陽性となったのは3例(9%)であった。そ

の後の3回目フォローPCRで陰性化している 
JAMA Pediatr. Published online March 26, 2020. doi:10.1001/
jamapediatrics.2020.0878 

鼻腔/咽頭拭い液検体 

•  肺炎の重症度と検出Virus量は関係ない 

•  症状出現後7日間程度までウイルス量が高値 

•  発症から2週間程度はウイルス排泄あり 

•  鼻腔の方が咽頭よりVirus量が多い 

Virus排泄期間 

N Engl J Med. 2020 Feb 19. doi: 10.1056/NEJMc2001737 

便 

•  鼻腔より排泄期間が長く、症状がなくても１ヶ月ほど肛

門スワブPCR陽性が陽性の報告もある 

Virus排泄期間 

DOI:https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.04.010 
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退院基準・就業制限 

厚生労働省2020年4月2日現在 

退院の判断と対応  

 
 感染が検査確定された軽症患者は、少なくとも24時間の間隔を置いて採取さ
れた２つのサンプルからPCR 検査を2度行い、結果が両方陰性であることが
確認されて初めて自宅隔離から解放すべきである。検査が不可能な場合には、
WHOは症状が解消した後、さらに2週間の隔離を継続することを推奨する。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000618524.pdf 

厚生労働省2020年4月2日現在 

第1：退院に関する基準  

新型コロナウイルス感染症の患者について、法第 26 条に 

おいて準用される法第22条の「症状が消失したこと」とは、 37.5度以上の発熱

が24時間なく、呼吸器症状が改善傾向であることに加え、24時間後に核酸増幅

法の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度

検体採取を行い、陰性が確認された場合とする。上記の核酸増幅法の検査の際に陽

性が確認された場合は、24時間後に核酸増幅法の検査を行い、陰性が確認され、

その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認される

まで、核酸増幅法の検査を繰り返すものとする。また、無症状病原体保有者につい

ては、陽性の確認から24時間後に核酸増幅法の検査を行い、陰性が確認され、そ

の検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場

合とする。上記の核酸増幅法の検査の際に陽性が確認された場合は、24時間後に

核酸増幅法の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以

後に再度検体採取を行い、陰性が確認されるまで、核酸増幅法の検査を繰り返すも

のとする。なお、患者が再度症状を呈した場合や無症状病原体保有者が新たに症状

を呈した場合は、37.5度以上の発熱が24時間なく、呼吸器症状が改善傾向とな

るまで退院の基準を満たさないものとする。 

第2：就業制限に関する基準 (略) 
https://www.mhlw.go.jp/content/000618523.pdf 厚生労働省2020年5月1日現在 

就業制限の解除について 

https://www.mhlw.go.jp/content/000627457.pdf 

•  就業制限の解除については、宿泊療養又は自宅療養の解除の基準※を満たした時

点で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えないこと(解除

時のPCR検査は必須ではないこと)。※次ページ参照 

•   就業制限解除の確認を求められた場合には、就業制限の解除の基準を満たすこ

と又は宿泊療養又は自宅療養を開始した日から14日間経過したことを確認する

こと。 

•  就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行わ

れるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、 職場

等に証明を提出する必要はないこと。 

厚生労働省2020年5月1日現在 

宿泊療養又は自宅療養の解除の基準 

https://www.mhlw.go.jp/content/000627457.pdf 

l  原則として、退院基準と同様の基準により、宿泊療養又は自宅療養を解除す

るものとする。 

v  退院については、症状の軽快が確認されてから24時間後にPCR検査を実施

し、陰転化が確認された場合には、当該検査に係る検体採取から24時間以後

に再度検体採取を実施。2回連続でPCR検査での陰性が確認された場合に、

退院可能となる。 

l  ただし、宿泊療養中又は自宅療養中の軽症者等にPCR検査を実施する体制を

とることにより、重症者に対する医療提供に支障が生じるおそれがある場合

には、宿泊療養又は自宅療養を開始した日から14日間経過したときに、解除

することができることとする。その際、当該14日間は、保健所(又は保健所

が委託した者)が健康観察を実施し、症状に大きな変化がある等の場合は、医

師の診察を受け、必要な場合には入院することとする。 

厚生労働省2020年5月1日現在 

就業制限解除の確認及び証明について 

https://www.mhlw.go.jp/content/000627457.pdf 

l  感染症法第18条第3項の規定に基づき、就業制限の適用を受けている者又は

その保護者から、就業制限の対象者ではなくなったことの確認を求められた

場合については、当該地域の状況に応じて、以下のいずれかに該当する旨を

確認することとする。  

1.  就業制限の解除の基準を満たすこと(症状の軽快が確認されてから(無 症状病

原体保有者については陽性の確認から)24時間後にPCR検査を実施し、陰転

化が確認された場合には、当該検査に係る検体採取から24時間以後に再度

検体採取を実施して2回連続でPCR検査での陰性が確認されたこと) 

２．宿泊療養又は自宅療養を開始した日から14日間経過したこと  

l  なお、就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を

経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当

たり、職場等に証明を提出する必要はない。本取扱いは、厚生労働省本 省か

ら各都道府県労働局にも通知している。 
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最前線から外れるべき職員とは 

COVID-19　 
High-Risk Conditions 
(of medical staffs) 

• People 65 years and older 

• People who live in a nursing 

home or long-term care 

facility 

Fist of all…

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/hcp/underlying-conditions.html 

•  People with chronic lung disease or moderate to severe 

asthma 

•  People who have serious heart conditions 

•  People who are immunocompromised                                                        
Many conditions can cause a person to be immunocompromised, including †cancer treatment, 

smoking, bone marrow or organ transplantation, immune deficiencies, poorly controlled HIV 

or AIDS, and prolonged use of corticosteroids and other immune weakening medications. 

•  People with severe obesity (body mass index [BMI] of 40 

or higher) 

•  People with diabetes 

•  People with chronic kidney disease undergoing dialysis 

•  People with liver disease 

People of all ages with underlying medical 
conditions, particularly if not well 
controlled, including： 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/hcp/underlying-conditions.html 

今後どうなるか 

終息には免疫獲得が必要。(１)感染して免疫

を獲得するか、(２)ワクチンにより免疫を獲

得するか、(３)それとも感染拡大の前に疫学

的戦略による封じ込めが先に効果を出す

か、、、 
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集団免疫率(%) 

流行を防ぐための集団免疫率(%)は、(1–1/

R0)×100と計算されるが、いついなるか

不明。それまでに何人死ぬかも不明。 

 

例：COVID-19のR0を2.0とすると国民の50%が免疫を

獲得できれば理論上は流行が収束する 

抗体の獲得について 

•  感染後終生免疫が獲得出来るかどうか不明 

•  抗体獲得直後でも、再感染しないだけの有

効な免疫獲得が完了するデータはない 

•  “immunity passport” or “risk-free 

certificate.” と言えるデータはない 

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/
immunity-passports-in-the-context-of-covid-19 

ワクチン 現在開発も進められているが、まだ

実用化の段階には無い　 
https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/news/115267/
first-patient-dosed-in-phase-i-clinical-trial-for-coronavirus-vaccine/ 
https://www.nature.com/articles/d41587-020-00005-z 

現在７つのワクチン候補がヒトでの

臨床研究で試されている。ただし、通常ワクチンの

有効性・安全性を評価するプロセスを10年以上かか

る。また使えるワクチンができても世界中の数十億

億単位の人に行き渡らせるのも大きな課題（真の終

息には世界規模の集団免疫が必要） 

BMJ 2020; 369 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m1679 (Published 27 April 2020)
Cite this as: BMJ 2020;369:m1679 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.24.20042937 

BCG vaccination significantly increases the 

secretion of pro-inflammatory cytokines, specifically 

IL-1B, which has been shown to play a vital role in 

antiviral immunity 

 →BCG接種がCOVID-19の致死率下げるかも？？ 

血清 FDAがCOVID-19の重症患者への回復

期患者血清の使用を承認 
BMJ 2020; 368 doi: 
https://doi.org/10.1136/bmj.m1256 (Published 26 March 2020) 

今まさにPandemicですが、、、 

岡山県新型インフルエンザ等対策行動計画(平成30年) 
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岡山県新型インフルエンザ等対策行動計画(平成30年) 

Phaseごとに戦略・戦術は異なる 

流行期における対応の切り替え 

発生早期 国内流行期 流行期の考え 

外
来 

指定医療機関での帰国

者・接触者外来の設置。

他の患者との区別 

患者が急増した場合、原則と

して全ての外来医療機関の外

来で対応開始 

地域一丸となっての

対応 

入
院 

症例定義に該当する患

者の指定医療機関での

隔離・入院 

症例定義を満たす患者および

重症者を対象とした入院（全

ての入院医療機関） 

指定病院では重症者

救命を最優先とする 

 

検
査 

症例定義に該当する患

者の検査のみ 

症例定義に該当する患者と重

症例を中心に 

患者が多すぎて全て

の軽症例のPCRは不

可能 

（藤田の私見表） ※県北の指定医療機関は津山中央病院 

今後について（私見） 
1.  目の前のコロナ対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

コロナ封じ込めと患者対応に没頭する時期 

2.  自粛を緩める時期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

今のコロナと向き合いながらも経済活動・医療活動の

再活性化にむけたチャレンジ時期で、(１)と(２)は行っ

たり来たりする 

3.  アフターコロナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

いつになるか不明だが、アフターコロナに向けた備え

とシステム構築が必要 

4.  アフターコロナのさらに先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

次の新型インフルエンザ、次の新型コロナ、震災など

が将来また来た時への備えとシステム構築が必要 

沖縄県立中部病院感染症科　高山先生の資料より 

最後に 
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自分で対応する覚悟を持って下さい 
 
•  まだ気を抜いてはいけない 

•  オーバーシュートはいつでも起きうる 

•  専門施設でなくても転院調整不可能なケース対応を

余儀なくされることがあるかもしれない 

•  自分の身を守る術をきちんと身につける 

•  コロナの先に新型インフル、新しい別の感染症発症

まで見ておくこと 

•  検査を盲信しないこと 

•  ３密を避けること 

•  徹底的に感染予防策(標準、飛沫、接触)厳守 

•  濃厚暴露を防ぐ(環境感染学会ガイドライン） 

•  全員で同じことをする(感染管理は0点か100点） 

•  ガセネタを信じない、作らない、拡散しない 

•  体調不良者は現場から離れること 

常に基本に忠実に 

ONE TEAM 
で立ち向かう 

Any question? 

各自が尽くせるベストが何か考え続けなさい 


