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～診療所の会員の皆様へ～

　PCR検査に保険適用がされたことで，医師の判断により診療の一環として行われることになり
ましたが，実施する医療機関は京都府から行政検査を委託しているとの取り扱いとなるため，受託
契約を結ぶことになります。京都府が PCR検査実施に対し十分な院内感染対策等が整っている医
療機関と受託契約を締結します。また，医師がCOVID-19 の疑いがあると診断した時点で，直ち
に疑似症発症届（感染症法第 12 条）を提出した上での検体採取となります。
　府医としては，現時点では，院内感染防止および検査の精度管理の観点から，PCR検査は帰国者・
接触者外来で行われるべきと考えております。
　日々，状況の変化に応じて対策を講じておりますが，今般，現時点での情報を取りまとめました
Ｑ＆Ａを作成いたしましたので，ご一読いただけましたら幸いです。
　会員各位におかれましては，上記についてご理解とご協力を願いいたします。

　2020 年３月 10 日

  一般社団法人京都府医師会　

新型コロナウイルス感染症関連情報

地域医療部通信

第５報

重 要
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関するQ&A　Vol．２（2020 年３月 10 日）
  ～京都府医師会編集～

Ｑ１.　日本におけるCOVID-19 の感染流行の状況について
　感染が拡大する前の水際対策期を過ぎて，感染蔓延期に移行しつつあります。もはや，感染者を見つけ出
して感染者の周辺を封じ込めるというのではなく，如何に重症者を出さないか，重症者のための治療の確保
をどうするか，如何にハイリスク者を守るか，高齢者や介護施設での集団発生を如何に防ぐか，の対策を講
じる時期になっています。感染者の増加にともない重症者も増えますが，重症者のための病床の確保をしつ
つ，今後は PCR検査（SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出）は重症者を優先して，さらに院内
感染を防ぐことに主眼が置かれていきます。

　「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）―水際対策から感染蔓延期に向けて」   
  （日本感染症学会・日本環境感染学会，２月 21 日）
　「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策（サーベイランス，感染拡大防止策，医療提供体制）
の移行について」（厚労省対策推進本部，３月１日）

Ｑ２．症状の軽い人からの感染拡大について
　これまでは症状の軽い人からも感染する可能性があると考えられていましたが，国内のデータの分析から
明らかになってきたことは，症状の軽い人も，気づかないうちに感染拡大に重要な役割を果たしてしまって
いると考えられます。なかでも，若年者は重症化する割合が非常に低く，感染拡大の実態はみえにくいです
が，結果として中高年層に感染が及んでいると考えられます。

　「新型コロナウイルス感染症対策の見解」（新型コロナウイルス感染症対策専門家会議）

Q３．クラスターとは
　クラスターは患者集団のことです。一定条件を満たす場所において，一人の感染者が複数人数に感染させ
た事例が報告されています。具体的には，ライブハウス，スポーツジム，屋形船，ビュッフェスタイルの会食，
雀荘，スキーのゲストハウス，密閉された仮設テントなどです。このことから屋内の閉鎖的空間で，人と人
とが至近距離で，一定時間以上交わることによって，患者集団（クラスター）が発生する可能性が示唆され
ています。クラスターが次のクラスターを生むことで，感染の急速な拡大を招くと考えられています。厚労
省では，対策本部クラスター対策班が設置され，各地でのクラスターの分析とその後の広がり防止対策を行っ
ています。
　なお，これまでに国内で感染が確認された方のうち重症・軽症にかかわらず約 80％は，他の人には感染
させていないと報告されています。

　「新型コロナウイルス感染症対策の見解」（新型コロナウイルス感染症対策専門家会議）

Ｑ４．重症化する人たちとは
　COVID-19 で重症化するリスクが高いのは，高齢者，基礎疾患（糖尿病，喘息やCOPD等の呼吸器疾患，
心疾患，免疫抑制剤あるいは抗がん剤治療にある者，妊婦など）を有する人です。
　これまでのデータから判ってきたことは，感染が確認された症状のある人の約 80%が軽症，14%が重症，
６％が重篤となっています。重症化した人も約半数は回復しています。重症化する患者さんも，最初は普通
の風邪症状（微熱，咽頭痛，咳など）から始まっており，その段階では重症化するかどうかの区別はつきに
くいのです。
　軽症では風邪症状が出てから約５～７日程度で治まりますが，重症化する患者さんは，７～９日目ころか
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ら急速に症状が悪化し，肺炎に至っています。
　言い換えれば，ハイリスク者以外は一般市民が怖れるほどの危険の高いものではなく，今後，長期的な対
応のなかで，かかりつけ医が患者さんにそのことを説明することが重要です。

　「新型コロナウイルス感染症対策の見解」（新型コロナウイルス感染症対策専門家会議）

Ｑ５．風邪症状のある患者さんから電話相談を受けた場合，受診させてもよいでしょうか
　２月 25 日発表の政府の基本方針に基づいて，軽い風邪症状の方は原則として自宅療養することを勧めて
ください。37.5 度以上の発熱が４日以上続く場合（高齢者や基礎疾患のある方，妊婦は２日程度），または
倦怠感や息苦しさ（呼吸困難）がある場合は，帰国者・接触者相談センターへ連絡するよう説明してください。
　医師が診察すると判断した場合は，受診時に患者さんにマスク装着するよう指示してください。また，診
察時間を調整して，受診させるなどの対応をしてください。

Ｑ６．発熱している風邪症状の患者さんが，直接，医療機関を受診した場合，診察をお断りできますか
　受付段階で発熱があると判明した場合は，診察する前に原則として自宅療養を勧めてください（Ｑ５．参
照）。もし受付が済んでしまった場合は，マスク装着をしていただき，別室など他の患者さんと接触を避け
るために動線を分けるようにしてください。

Ｑ７．帰国者・接触者相談センターへの連絡はどのような場合ですか
　Ｑ５．で述べた体調不良の患者さんが，直接，帰国者・接触者相談センターに連絡すると，感染の可能性
等を確認し，帰国者・接触者外来に誘導するか，自宅での経過観察を継続するかの判断をされます。
　医療機関から相談するのは，医師がCOVID-19 の疑いがあると判断した場合で，帰国者・接触者相談セ
ンター（京都市では医療機関から感染症対策窓口へ）から帰国者・接触者外来での PCR検査へ繋げること
になります。
　府医も，検査が必要な方には，スムーズに PCR検査が実施できるよう，京都府・市と協力体制をとって
取組んでいます。

Ｑ８．医療機関の入口に「発熱のある人は診察できない」と掲示できますか。応召義務に反しますか
　COVID-19 を含めて感染症に対して標準予防策を講じることができない（サージカルマスクや手指アル
コール消毒薬などが十分でない）場合，構造的に他の患者さんとの距離を保つことができない場合などには，
診療ができる態勢ではないので，応召義務に反することにはなりません。診察できない旨を掲示する場合は，
前述の理由を併せて記載することと，Q５．の自宅療養あるいは帰国者・接触者相談センターへの連絡につ
いても記載してください。

Ｑ９．�体調を崩した方が医療機関を受診した場合に，医師や看護師等が診察の際に注意することは何でしょう
　COVID-19 感染の疑いのある方が受診した際には，COVID-19 の類似症にあたらないか注意して診察す
ることが重要です。京都府・府医を通じて周知している疑似症の基準に沿った診察をお願いします。
　「疑似症サーベイランスの運用ガイダンス（第三版）」
　https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/PDF/gijisyo-gildeline-200110.pdf

Q10．感染の疑いのある患者を診察する際，医療者はどのような準備や装備が必要ですか
　サージカルマスク装着と手洗いなどの衛生対策を心がけてください。手指などの皮膚の消毒には消毒用ア
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ルコール（70%）が，物品などの消毒には次亜塩素酸ナトリウム（0.1%）が有効であることが判っています。
なお，診察した患者が後日にCOVID-19 感染と判明しても，標準予防策を行って診察していれば濃厚接触
とはみなされません。

　「新型コロナウイルスに関するQ＆A（医療機関・検査機関の方向け）」（厚生労働省，３月４日）
　「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」（国立感染研究所　国際感染症センター，３月５日）

　感染対策についての詳細は国立感染症研究所のHP「新型コロナウイルス（2019-nCoV）」に掲載の関連
するガイダンスをご参照ください。
　https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html

Q11.　感染の疑いのある患者の届け出は必要ですか
　新型コロナウイルス感染症流行地域からの帰国者など，集中治療その他これに準ずるものが必要な場合や
臨床症状から肺炎と診断され，かつ，特定の感染症と診断ができない場合は，直ちに疑似症として届け出る
必要があります。現時点では，帰国者・接触者外来の医療機関ないしそれに準じる医療機関から届け出がさ
れることになります。

　「新型コロナウイルスに関するQ＆A（医療機関・検査機関の方向け）」（厚生労働省，３月４日）

Q12．�疑い患者が帰国者・接触者外来あるいはそれに準じる医療機関ではない施設を受診した際の対応は何
ですか

　帰国者・接触者相談センターあるいは保健所に連絡の上，検査の実施ができる帰国者・接触外来の医療機
関への誘導をお願いしてください

　「新型コロナウイルスに関するQ＆A（医療機関・検査機関の方向け）」（厚生労働省，３月４日）

Q13．COVID-19 感染者の診療を行った場合は，濃厚接触者に該当しますか
　医療機関や検査機関で，標準予防策を講じて適切な感染防護具などを使用している場合は，濃厚接触者に
該当しません。もし，感染防護具が破れていたなどの「適切でない」と考えられる行動があった場合は，個
別に判断されますので，その医療機関を通じて保健所へご相談ください。
　インフルエンザ等の診断のために検体採取をされる場合においても，後日患者さんがCOVID-19 感染者
と判明し，標準予防策が不適切であれば医師が濃厚接触者となる可能性がありますのでご注意ください。

　「新型コロナウイルスに関するQ＆A（医療機関・検査機関の方向け）」（厚生労働省，３月４日）

Q14．医療機関や検査機関でCOVID-19 患者の診察を行った後は，就業を控えなければいけませんか
　適切に感染予防の対応（標準予防策，感染防護具着用など）をして診療した場合，現時点では濃厚接触者
に該当しないと判断されますので，就業を控える必要はありません。

　「新型コロナウイルスに関するQ＆A（医療機関・検査機関の方向け）」（厚生労働省，３月４日）

Q15．COVID-19 感染者に診療を行った場合，診察医は PCR検査を行ってもらえますか
　Q13．のとおり，適切な感染対策を講じていた場合は，感染する可能性が低いと考えられるため，京都府
では原則として PCR検査は行われません。発熱の患者さんを診察される場合はマスク装着等適切な感染対
策を必ず講じてください。検体の採取は帰国者・接触者外来で行いますので，一般医療機関（診療所）では
行わないでください。

　「新型コロナウイルスに関するQ＆A（医療機関・検査機関の方向け）」（厚生労働省，３月４日）
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Q16．医療機関で PCR検査を実施する条件は
　検体採取によってエアロゾルが発生する可能性があるため，周囲に感染を拡大させる危険性があります。
適切な感染予防策（N95 マスク，ゴーグル，防護服，グローブなど）のもとでなければ実施できません。
また安全な検体搬送体制が必須です。
　これらの要件を満たさない限り一般医療機関（診療所）での検体採取はできません。

　「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　第２版」（日本環境感染学会）

Q17.　医療機関の診療で，COVID-19 に感染した場合はどうなりますか
　一般の患者さんと同様に入院となります。

　「新型コロナウイルスに関するQ＆A（医療機関・検査機関の方向け）」（厚生労働省，３月４日）。

Q18．医師がCOVID-19 に感染して，休業を余儀なくされた場合，休業補償はありますか
　休業補償保険（＊）に加入していれば医師本人は補償されますが，看護師等のスタッフについては特約加入
が必要です。しかしながら現時点では，特約にCOVID-19 は含まれていません。保険の定款では感染症１
類から３類について記載されていますが，COVID-19 は２類相当であり，今後はCOVID-19 を含めるよう
日医から要請をしています。まず個々の医療機関の契約中の保険については再検証をしてください。
  （＊）（有）KMAで取り扱っていますのでご相談ください。
　「第２回都道府県医師会新型コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会」（日本医師会）

Q19．PCR検査は行政検査と保険適用の二本立てとなりましたが，違いは何ですか
　COVID-19 が指定感染症となってから，PCR検査は行政検査として，帰国者・接触者外来において検体
採取が行われています。
　今回 PCR検査に保険適用がされましたが，従来とおり，京都府では行政検査も保険適用検査も帰国者・
接触者外来でのみで行います。今後，患者の増加に加えて帰国者・接触者外来が拡充される方向で調整され
ています。

　「新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取り扱いについて」（厚労省健康局，３月４日）
　「新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う新型ウイルス感染症に対応した医療体制について（依頼）」   
  （厚労省対策推進本部，３月４日）

Q20．�かかりつけ医の判断で PCR検査を一般診療所でできますか
　PCR検査は帰国者・接触者外来のみで行います。

　「新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う新型ウイルス感染症に対応した医療体制について（依頼）」   
  （厚労省対策推進本部，３月４日）
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