
1. 感染から約14⽇間（平均5~6⽇）の潜伏期を経て，
2. 感冒様症状（発熱，咳，喀痰，咽頭痛，⿐汁など）や倦怠感が出現し，
3. ⼀部の患者では嘔吐，下痢などの消化器症状を呈することもあり，
4. それら症状が⽐較的⻑く，約7⽇間持続する。

注！発熱（体温）がそれほど⾼くないのに倦怠感が強いことがある
➡通常の細菌性肺炎でも⾼齢者は強い倦怠感のみで発熱がないことが多い

普通感冒（かぜ）やインフルエンザ，急性胃腸炎（ノロウイルス感染症など）では
発症から2〜4⽇⽬までをピークに改善傾向に転じるのが⼀般的ですが，
新型コロナウイルス感染症では、それらよりも症状が⻑く経過するという点で異なる。

7. 約80％の患者は，⾃然に軽快して治癒する。
8. 約20％の患者は，肺炎を合併する。
特に，⾼齢者や持病のある方などは肺炎を合併しやすい。

9. 肺炎に進展した患者のさらに⼀部が，重症化して集中治療や⼈⼯呼吸を要する。

さらに，症状が7⽇間前後続いた後に，次のような経過をたどる。

10.ただし，新型コロナウイルス感染症であっても発症7 ⽇以内の早いタイミングで肺炎に
⾄ることもあり、特に，⾼齢者や基礎疾患を有する患者⼜は妊娠中の⼥性では，発症直後
に肺炎に⾄ることもあるため要注意となる。

新型コロナウイルス感染症
COVID-19

初期診療の手引き

小児と
大人の

新型コロナウイルス感染症に関するQ&A（2020年3月11⽇）診療所・病院のプラ
イマリ・ケア初期診療の手引き ver.1参考にして感染症倶楽部統括代表 & ながた
クリニック院⻑永田が⾃院用に⼀部加筆してミニマム作成。（2020年03月14⽇）
その後、新しい知見が報告されてきたため、補足改定更新。
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新型コロナウイルス感染症の一般的な経過

80％

20％

80％
5％

2⽇前

2⽇前

0⽇

0⽇

5. 感染力は、発症する2⽇前から7〜10⽇⽬まである可能性があるとされる。
6.無症状のままの罹患患者の周囲への感染力は強くないともいわれる。
→ゆえに安易な簡易キット抗原検査や抗体検査、PCR検査は感度も⾼くなく、偽陽性も
あり推奨しない。



⑨患者が出すゴミはビニール袋等に⼊れ，しっかりと⼝を縛って密閉してから
部屋の外に出す．ゴミを扱った直後はしっかり手洗いする。

①感冒様症状の患者は、7～10⽇間は自宅療養を行い。仕事などは所属される会社と電話で相談を
する。⾃宅ではできる限り家族との接触を避け，食事や寝室、療養する部屋も分ける。

②看病が必要な場合は，看病する⼈を限定する（1⼈が望ましい）。
ただし，可能な限り、⾼齢者，持病のある方、妊娠中の⼥性には看病させないようにす。

③患者と家族はタオルを共有せず，別のものを使う。

④患者の⼊浴は最後にする．

⑤療養する部屋から患者が出るときは，マスクをつけ，部屋を出る直前に
15秒以上のアルコール手指消毒をする。（石鹸手洗いでも可。）

⑥患者が触った箇所（ドアノブや手すりなど）を消毒用エタノールを浸した紙で
拭き取り消毒し，拭き取った紙は再利用せずすぐにゴミ箱に捨てる．
消毒用エタノール以外にも次亜塩素酸ナトリウム（家庭用漂白剤など）や食器用洗剤でも可。

⑦定期的に部屋の窓を開けて換気する。（⽬安：1-2時間に⼀度，5-10分間程度）

⑧患者が使った⾐類やシーツを洗濯する際は，手袋とマスクをつけて洗濯物を
扱い，洗濯後には⼗分に乾燥させる。

風邪患者

持病
リスクの少ない方が
介助をするのがベスト

重症化リスクあり

⑩SNSやインターネット、煽り番組などで情報を得ない！惑わされない！
怪しい情報に振り回されないようにしましょう。残念ながら風邪に効く
特効薬はなく、早く治す効果はないとされます。休養に勝る治療はないのです。

感冒様症状・ での自宅療養中の家族内感染の予防策：10カ条疑い
軽症

新型コロナ感染症と診断された
場合には最低2週間⾃宅療養。
詳細は診断された医療機関の指示
に従う。

新型コロナ
インフルエンザ



呼吸が苦しい、経口摂取ができない、顏色が悪い、
ぐったりしているなどの症状がある場合

新型コロナ感染者との濃厚接触の場合には、

乳幼児の場合

・入院管理が必要となる可能性が⾼いため、最初から小児科専門医の常勤医のいる総合病院に
受診前に電話相談のうえその指示に従い、受診してください。

・診察前には、特に小児の患者さんに授乳やジュースや食べ物を極力与えないようにしてください。
診察時に嘔吐し、感染を拡大させるリスクとなります。

・風邪症状の患者さんは、個々にできる限り隔離しての対応＆診察となりますので隔離
する準備ができるまで車などでの待機をお願いすることもありますのでご協力ください。

鼻炎、鼻閉、咳、発熱、嘔吐などの軽症、早期の風邪症状
・数⽇で解熱したり、⿐炎や咳があっても元気にしているときは⾃宅で休養としてください。
乳幼児のお子さんの風邪は1週間〜2週間ぐらい続くことはよくあり、繰り返すこともある
のが通常です。⼀般の医療機関や休⽇夜間急病診療所等を受診しても、インフルエンザや
溶連菌、RSウイルス、ヒトメタニューモウイルスなどの迅速検査はできません。むしろ受診
によって新型コロナウイルスをはじめ多くの感染の機会を増やす危険性があることを念頭に
おく必要があります。

・3か月未満の乳児のお子さんやヒブワクチン®やプレベナー13®などのワクチンを未接種の
乳幼児は発熱が数⽇続いたり、少しでもおかしいと感じた場合には、感染症を専門の1つと
している当院か小児感染症に専門的な知識のある医療機関に事前に必ず電話で相談し、指示
を受けてください。

新型コロナウイルス感染症に
関するQ&A（2020年3月3⽇）
⽇本小児学会参考にして感染症
倶楽部統括代表 &ながたクリニック
院⻑永田が⾃院用に⼀部加筆して
ミニマム作成。（2020年03月14⽇）

電話相談

ながたクリニック

電話相談
0761-77-7373

小児感染症
総合病院

小児感染症
総合病院

新型コロナ
感染者 電話相談

・感染症を専門の1つとしている当院か「発熱等患者相談窓口」に電話相談すると，担当者
から症状の経過や持病の有無などを詳細に質問されます。

・その上で担当者が受診が必要かどうか判断し，感染症対応を十分している【発熱等診療
検査指定医療機関】を紹介します．担当者の判断と指示にしたがって行動してください。

指示

【発熱等診療検査指定医療機関】ながたクリニック
0761-77-7373



モノを消毒するときにアルコールが手に⼊らない場合には、次亜塩素酸ナトリウムでも可です。

手指がよく触れるものを消毒する場合：ペーパータオルなどにつけて使用
ドアノブ、窓の取手，手すり、照明スイッチ，テーブル，椅子，机、電話機，パソコンキーボード，
マウス、リモコン、水道やトイレの蛇⼝・レバー、便器のフタ、エレベーターやインターホン、
コピー機、ファックス、ゲーム機などのボタンやスイッチ、便座などを消毒する場合

0.05％
濃度

500ml 5~6%濃度1杯

500ml

便や吐物が付着した床やトイレを消毒する場合や⾐類などの漬け置き消毒する場合

【次亜塩素酸ナトリウムの希釈方法】

手指の消毒・除菌する際には、アルコールが
手に⼊らない場合には、石けんでも可です。

外出から帰った際には、ドアノブや電車のつり革、お金やカードなどいろんなものを触って
いますので手洗いを必ずしましょう。

仕事でも紙や机、パソコン、いろんなスイッチ、多くのものを触っています。
特に医療関係者は、患者さんに触れる前には必ず【1行為1手洗い＆消毒】
を行いましょう！

消毒・手洗いに関して

石けんでの手洗いやアルコール消毒は正しく行わないと意味がありませんので、正しく行いましょう！

流水でよく手をぬらした後、
石けんをつけ、手のひらを
よくこすります。

手の甲をのばすように
こすります。

指先・爪の間
を念⼊りにこすります。

指の間を
洗います。

親指と手のひら
をねじり洗い
します。

手首も忘れず
に洗います。

流水で⼗分に
石けんを
洗い流します。

ペーバータオル
でよく拭き取り
乾かします。

金属などをアルコールや次亜塩素酸ナトリウム（家庭用漂白剤など）による消毒を行うとさびて
しまう可能性があるので水拭きのうえ、しっかり乾燥させてください。

キャップ

5~6%濃度2杯

0.1％
濃度

キャップ

⾐類・布団・シーツ・枕＆クッションカバーなどは、下痢や嘔吐物、飛沫物などが
ついている場合には、上記の次亜塩素酸ナトリウムでは色落ちすることになるので、
80℃＆10分以上の熱湯消毒でも可能です。そのうえで他の洗濯物と分けて、通常の
洗濯機で洗うとなお安心です。

消毒に使用したティッシュやペーパータオルなどの紙類は、ビニール袋に⼊れ、ビニール袋の⼝を
しっかりしめて捨てるようにしましょう。

注：子供などの手の届かないところに保管！

1 行為
1 手洗い＆消毒！



嗅覚障害＆味覚障害に関して
新型コロナウイルス感染で、嗅覚障害や味覚障害が⽐較的早期に⾃覚症状としてあることが報告さ
れています。しかし、風邪の原因ウイルスでもっとも多いライノウイルスや通常のコロナウイルス、
パラインフルエンザウイルスなどでもみられる症状でもあり、特別に珍しいものでもありません。

風邪の症状の1つにしかすぎませんが、他の原因で同症状がでることもあります。いずれにしても
あわてる必要は全くなく、症状も⾃然治癒することも多かったりします。

⽇本全国や周囲に新型コロナが拡大しないようにするためには、この症状が急に出てきたが、他の
症状が重症であったり、濃厚接触などがない限りは、7～10⽇間は仕事や学校はもちろん外出を控
えましょう。もし、心配な場合には、感染症の専門的な知識のある医師のいる医療機関にまずは事
前に電話相談したうえで受診するようにしてください。

自然治癒自宅待機7~10⽇間

2週間以上
続く

不安や
心配が強い

電話相談
直接医療機関に
受診はしない！

ライノウイルス パラインフルエンザ
ウイルス

新型コロナ
ウイルス

コロナ
ウイルス

他の風邪
ウイルス

【 3密 】を避けましょう！
集団発生（クラスター）のリスク条件は下記３つの【密】となります、下記の3つが揃ってしまう場所
はさらにリスクが⾼くなります。不要不急の会議や集会、外食やイベントなどの参加は避けましょう！

換気の悪い
密閉空間

多数が集まる
密集場所

間近で会話・発声
密接場面

感染爆発
オーバーシュート

集団発生
クラスター

集団発生や感染爆発を起こさないように、それぞれが当事者意識をもって行動することが重要です。

新型コロナは、【 3つの顔 】をもつ感染症！
「病気やウイルス」という名の感染症、「不安」という名の感染症、「差別や偏見」という名の感染症
の3つの顔を持つことが新型コロナウイルス感染症のような新興感染症では、過去の歴史より明らかに
なっており、実際、今の世界や⽇本各地でそのような言動・行動がみられてきています。
SNSやあおるマスコミ報道から、正しくない情報・根拠の⼗分でない憶測の情報などがあふれています。
冷静になり正しい情報かどうかを確認のうえ、それぞれが当事者意識と相手の立場にたって考え、発
言・行動をしましょう。⾃分だけが踏ん張っている、⾃分は関係ないと考えては乗り越えられません。
新型コロナ（COVID-19）の発症した施設やきちんと診断した医療機関において、そこにウイルスが
ずっといるわけではありません。無責任かつ安易な偏見が、実は新型ウイルスよりも⼀番怖く、恐ろし
いものとなります。興味本位に風評やうわさ話をする行為が⼀番、ヒトを傷つけ、痛めつけることに
なるのです。気軽にした行為が、とんでもない結果を生む可能性がありますので注意しましょう。



自宅療養待機＆隔離期間

新型コロナ感染症症状＆風邪症状がある⼈1人暮らしの場合：
新型コロナウイルス感染：陽性者もしくは濃厚接触者自宅待機の⼈
で上記の症状があるもしくは軽症であっても症状がでてきた⼈
症状出現（0⽇目）から7⽇間＋症状が消失して3⽇間は、
自宅療養待機・外出禁止としなければならない。
発熱症状は、解熱剤を使用せずに3⽇間以上熱がないということが条件
になり、解熱剤を飲み続けていての発熱がないは症状消失にならない。

症状出現～ 症状消失～

同居者ありの場合： 新型コロナ感染症症状＆風邪症状がある⼈
新型コロナウイルス感染：陽性者もしくは濃厚接触者自宅待機の⼈で
上記の症状があるもしくは軽症であっても症状がでてきた⼈
本⼈は、症状出現（0⽇目）から7⽇間＋症状が消失して3⽇間は、
自宅療養待機・外出禁止とし、隔離対応が必要。

症状出現～ 症状消失～

ただし、無症状の他の家族は、当初の予定通り14⽇間で
自宅待機・外出禁止を終了してよい。

発熱症状は、解熱剤を使用せずに3⽇間以上熱がないということが条件
になり、解熱剤を飲み続けていての発熱がないは症状消失にならない。

症状出現～ 症状消失～

英国：NHS
（National Health Service）

米国：CDC
（Centers for Disease Control and Prevention） ⽇本：渡航医学会/産業衛生学会

新型コロナウイルス感染者＆風邪症状患者（COVID-19疑い）

感染症倶楽部シリーズ統括代表 ながたクリニック 院⻑永田理希 2020年11月01⽇作成

（家族など）

新型コロナウイルス感染：陽性者もしくは濃厚接触者自宅待機の⼈
症状がなくとも14⽇間は、自宅待機・外出禁止とし、隔離対応が必要。

無症状有症状

新型コロナウイルス感染：陽性者もしくは濃厚接触者自宅待機の⼈

無症状でも14⽇間は、自宅待機・外出禁止とし、隔離対応が必要。

有症状

同居者 が感染して、新型コロナ様症状＆風邪症状がでてきた⼈（家族など）

同居者 は、無症状であっても感染拡大を防ぐために14⽇間は、
自宅待機・外出禁止とし、隔離対応が必要。

（家族など）

その⼈は、さらに症状出現（0⽇目）から7⽇間＋症状が消失して3⽇間は、
自宅療養待機・外出禁止としなければならない。

同居者感染の場合：
（家族など）

無症状

無症状

有症状

新型コロナ
感染様症状
＆風邪症状

呼吸困難・意識障害など
重症化傾向出現すれば、
迷わずに担当窓口に電話！

鼻炎 咳 発熱 咽頭痛 味覚障害 嗅覚障害結膜炎 皮疹 下痢 頭痛

発熱症状は、解熱剤を使用せずに3⽇間以上熱がないということが条件
になり、解熱剤を飲み続けていての発熱がないは症状消失にならない。

疑いを含む

無症状

（0⽇目）

（0⽇目）

（0⽇目）

（8⽇目）

（8⽇目）

同居家族の対応に関しては、患者の新型コロナの可能性の評価や職種により異なりますので、
診察医の判断とその指示に従ってください。


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6

