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○新型コロナウイルス（COVID-19）感染症ニュース 第 9 号 2020.3.10○ 

新型コロナウイルス感染症の拡大のニュースが連日聞かれる中、3 月 6 日に厚生労働省新型コロナウイルス感染症対

策推進本部から各都道府県など宛に、今後の対策について周知依頼がありました。現行の対策に進展がない中、今回

はこの件を中心にまとめました。今後の宮城県、仙台市での取り組みは具体的なことが決まり次第お伝えしたいと思いま

す。少し長くなってしまいましたが、対策の現状と向かうべき方向について、また患者さんの指導にもお役立てください。 

 

 NEW  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（2020.3.1） 

2 月 25 日に政府の新型コロナウイルス感染症対策本部で「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」が決定されて

おります。この方針に基づいて厚労省から各都道府県宛になされた連絡ですが、今後各地域で散発的、継続的に新型

コロナウイルスの患者が発生してゆくことを想定して、今後の状況の進展に応じて段階的に講じていくべき各対策を示

したものであり、 事前に準備を進めるよう記載されております。詳細は原文書をご確認ください。 

原文書リンク：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（2020.3.1）  

以下要点、抜粋を掲載いたします。 

サーベイランス／感染拡大防止策 

（１）現行の取組 

・ 現在は医師の届出により、疑似症患者を把握。医師が診断上必要と認める場合に PCR 検査を実施し、患者

を把握している。 

・ 患者が確認された場合には積極的疫学調査を実施し、濃厚接触者を把握。濃厚接触者に対しては、健康観

察や外出自粛等により感染拡大防止を図っている。 

・ 北海道等については、積極的疫学調査によって患者クラスターを確認し、その患者クラスターが次の患者クラ

スターを生み出していくことを防止する感染拡大防止策を講じている。 

（２）状況の進展に応じて講じていくべき施策 

・ 新型コロナウイルス感染症の疑い患者が増加し、全件 PCR 等検査を実施すると、重症者に対する検査に支

障が出るおそれがあると判断される場合においては、検査は入院を要する肺炎患者等の診断・治療に必要な

検査を優先する。 

医療提供体制（外来診療体制） 

（１）現行の取組 

・ 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方に、診療体制等の整った医療機関を適切・確実に受診していただ

くため、帰国者・接触者相談センター及び帰国者・接触者外来を設置。 

・ 受診調整を行うため、感染を疑う方に事前に帰国者・接触者相談センターに電話連絡をするよう呼びかけ。

連絡を受けた同センターは、帰国者・接触者外来へつなげている。 

（２）状況の進展に応じて講じていくべき施策 

・ 地域での感染拡大により、既存の帰国者・接触者外来で受け入れる患者数が増大し、患者への医療提供に

支障をきたすと判断される場合には、次のような状況に応じた体制整備を行う。 

① 地域の感染状況や医療需要に応じて帰国者・接触者外来を増設し、帰国者・接触者相談センターの体

制を強化した上で、今の枠組みのまま、外来を早急に受診できる体制とする。その際、同センターは柔軟

に帰国者・接触者外来へ患者をつなげる。 

② 原則として、一般の医療機関において、必要な感染予防策（参考参照）を講じた上で外来診療を行うこと

とする。新型コロナウイルスへの感染を疑う方は、受診する医療機関に事前に電話連絡を行うよう周知し、

電話を受けた医療機関は、受診時刻や入口等の調整（時間的・空間的な感染予防策） を行った上で、
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患者の受入れを行う。 

必要に応じて、新型コロナウイルス感染症が疑われる方の外来診療を原則として行わないこととする医

療機関を設定する。これには例えば、がんセンター、透析医療機関、産科医療機関、感染症指定医療

機関等、地域の実情に鑑みて医療機能を維持する必要のある医療機関等が挙げられる。また、新型コロ

ナウイルスの感染を疑う方が受診しないように周知を行う。夜間・休日の外来診療体制については、救急

外来を設置していない医療機関に対しても診療時間の延長や、夜間外来を輪番制で行うことを求めるな

ど、地域の医療機関や医師会等との連携を図る。  

（参考）新型コロナウイルス感染症に対する感染管理（2020 年 2 月 21 日 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） 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484idsc/9310-2019-ncov-01.html 

＜院内感染対策の徹底＞  

・ ②の施策を講じた場合、一般の医療機関においても新型コロナウイルスに感染した患者が受診することから、

より一層、院内感染対策を徹底するよう指導する。 

・ 医療従事者は標準予防策に加えて飛沫・接触感染予防策を徹底し、また、全ての外来患者に対して受診前

後の手指衛生を心がけ、咳などの症状のある患者はマスクを着用してから受診するよう案内し、医療機関に

おいても患者への手指衛生の啓発・支援や患者・医療従事者の触れる箇所や物品の消毒等に努める。さら

に、医療機関は新型コロナウイルス感染症が疑われる方が受診する際には、他の患者との受診時間をずらす、

または待合室を別にするなど時間的・空間的に他の患者と分離するなどして十分な感染予防策を講ずる。 

＜慢性疾患等を有する定期受診患者等に係る電話等を用いた処方等＞  

・ 医療機関において新型コロナウイルスの感染が拡大することを防止する観点から、慢性疾患等を有する定期

受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合に、電話や情報通信機器を用いた診療によりファクシミリ

等による処方箋情報の送付等の対応が必要なケースについて、あらかじめ、その取扱いに関する留意点を示

しているので、適切な運用が行われるよう医療機関、 薬局等に引き続き周知を行う。 →次項に詳細再掲して

おります。 

＜地域住民等への呼びかけ＞  

・ 高齢者や基礎疾患を有する方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方、妊産婦は、新型コロナウイルス

に感染すると重症化するおそれがあるため、 特に留意して適切な時期に医療機関を受診すること。 

・ 重症化しやすい方以外の方であれば、新型コロナウイルスに感染しても症状が軽いことが多いため、通常の

風邪と症状が変わらない場合は、必ずしも医療機関を受診する必要はないこと。 

・ ①の施策を講じた場合、感染への不安から、帰国者・接触者相談センターやかかりつけ医への相談なしに医

療機関を受診すると、かえって感染のリスクを高めることになること。 

・ ②の施策を講じた場合でも、新型コロナウイルスへの感染を疑う方は、受診する医療機関に事前に電話連絡

を行い、電話を受けた医療機関は受診時刻や入口等の調整を行うこと。 

・ 自宅療養している方は、状態が変化した場合には、帰国者・接触者相談センターやかかりつけ医に相談する

などして医療機関を受診すること。 

・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる患者の外来診療を原則として行わないこととする医療機関を設定した

場合には、感染を疑う方はその医療機関へ来院せず、外来診療を行うこととしている医療機関を受診すること。 

・ 外来診療体制を確保するため、救急外来時間帯等における緊急以外の外来受診を控えることや、電話相談

窓口を活用すること。 

を呼びかける。また、季節性インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等が治癒していることの証明等を求めて、症

状がない、または症状が軽微であるにも関わらず医療機関を受診することのないよう、学校や事業者、保険者等を通じ

て周知を行う。 
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 再掲  電話等再診、処方箋の取り扱いについて（2020.3.2） 

新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から…… 

・ これまで複数回以上受診している慢性疾患患者さんに対して、かかりつけ医は、患者またはその看護に

あたっている者からの電話、情報通信機器を用いた再診で、これまでの慢性疾患治療薬を処方する

ことができる。ただし、その際は再診料、明細書発行等加算は算定できるが、外来管理加算、地域

包括診療加算、認知症地域包括診療加算は算定できないと思われます。また、過去の指導から、慢

性疾患治療薬の他に“風邪薬”等を処方することは認められないと思われます。 

・ 処方箋情報は医療機関もしくは患者さんから薬局へ送信し、患者さんからの情報の場合は薬局が医

療機関にその内容を確認して、薬剤の処方を行う。処方箋の原本は後日、医療機関から薬局へ送

付、もしくは患者さんを介して届ける。 

・ COVID-19 感染が疑われる患者さんの診療、急性感染症の初診や再診では、現状で電話等再診の算定

はできません。 

・ COVID-19 感染者との濃厚接触者、あるいは疑似症状を有して COVID-19 感染を疑う患者に対して

は電話等による健康相談、受診勧奨を行うことは差支えないが、感染者の定義などを参考に必要に

応じて帰国者・接触者相談センターに相談することを勧奨する。 

 

 更新  医師会に関係する集会、会合について 

感染の拡大防止のために各種の集会、講演会、会合が中止あるいは延期されております。医師会の主催、関係する

集会、会議の現段階での開催、中止等の予定をお知らせいたします。なお、現在開催予定となっている会合等も、今後

の状況によっては中止になることも考えられます。正式決定するまでは例年通り案内等は発送されることがありますので

ご理解ください。 

 開催中止  3 月 14 日（土） 14:30~ 救急蘇生研修会 

3 月 18 日（水） 19:00~ 学術部勉強会 

3 月 19 日（木） 13:30~ 市民医学講座 

3 月 25 日（水） 19:00~ 診療報酬改定説明会 

4 月 6 日(月)  19:00~ 大腸がん検診精密検査登録研修会 

4 月 7 日(火)  19:00~ 仙台市乳がん検診撮影施設・精検医療機関との懇談会 

4 月 13 日(月)  19:00~ 仙台市胃がん検診胃部エックス線検査（二次検査）登録研修会 

5 月 13 日(水)  19:00~ マンモグラフィ読影研修会 

5 月 16 日(土)  19:00~   マンモグラフィ読影研修会 

5 月 21 日(木)  19:00~   マンモグラフィ読影研修会 

 

 更新  国内 COVID-19 感染症の現状（2020.3.9） 

国内1,219人（国内発生：508人、チャーター便：15人、クルーズ船：696人無症状含） 

仙台市内：1人（市内発症1名） 

※厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について（令和2年3月9日版参考）」 

 

 再掲  感染を防ぐには 

 それぞれの医院、ご家庭でできる感染予防対策として、新型コロナウイルス感染症 市民向け感染予防ハンドブック 

[https://bit.ly/2uzZOku 監修：賀来満夫先生（東北医科薬科大学 医学部 感染症学教室 特任教授）]のパンフレット

があります。ご参考にしていただきたいと思います。 
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 再掲  仙台市医師会へのご意見 

 仙台市医師会では会員の皆さまからのご意見に耳を傾け、ご質問等には可能な限りニュース等でお答えしたいと考え

ております。ご意見・ご質問等は FAX、メールでお願いいたします。 

 FAX：022-267-5193 メール：sen-ishi@sendai.miaygi.med.or.jp 

 

編集長 （ 医政広報部長、福壽岳雄 ） からのひとこと 

昨日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議では、「2 月 24 日に公表した専門家会議の見解において、我々

は、『これから１－２週間が急速な拡大に進むか、収束できるかの瀬戸際となります』と述べましたが、以上の状況を踏ま

えると、本日時点での日本の状況は、爆発的な感染拡大には進んでおらず、一定程度、持ちこたえているのではないか

と考えます」と発表されました。現在の感染対策の効果は北海道の事例を注視しながら、感染拡大の条件として「①換気

の悪い密閉空間、②多くの人の密集、③互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声」をあげ、このような条件を極力

避けることを求めています。 

 極力日常生活を維持しながらこのような対策をとる困難さはありますが、我々は長期戦にも備えつつ、市民のための医

療体制を維持し、最大限の努力をしたいと思います。市民のみなさん、会員の皆さんのご健康を強く願います。 

 

疑い例の方が来院時は管轄の保健福祉センターへ相談の上、対応してください。 

○医療機関からの相談先 

・青葉区保健福祉センター（管理課）   ２２５－７２１１ 

・宮城野区保健福祉センター（管理課） ２９１－２１１１ 

・若林区保健福祉センター（管理課）   ２８２－１１１１ 

・太白区保健福祉センター（管理課）   ２４７－１１１１ 

・泉区保健福祉センター（管理課）     ３７２－３１１１ 

（参考）一般市民の方の相談窓口は２月４日に宮城県・仙台市共同で開設されました。 

帰国者・接触者相談センター（コールセンター）   ２１１－３８８３ ( 24 時間 ) 

日本語のわからない方の対応は‥宮城県国際化協会 

     ２７５－３７９６ （ 上記コールセンターとの通訳 ） 

聴覚障害のある方など電話が困難な方 FAX:２１１－３１９２ 

厚生労働省コールセンター  ０１２０－５６５６５３（フリーダイアル） （ 9 時から 21 時 ） 

 

各種情報サイト 

仙台市ホームページ「新型コロナウイルス感染症について」 

 https://www.city.sendai.jp/kikikanri/kinkyu/200131corona.html 

・医療機関の皆様へ 

https://www.city.sendai.jp/kenkoanzen-kansen/jigyosha/fukushi/iryo/kansensho/motozuku/cvmedical.html 

・市民の皆様へ 

https://www.city.sendai.jp/kenkoanzen-

kansen/kurashi/kenkotofukushi/kenkoiryo/kansensho/shippebetsu/kansensho/cvsimin.html 

 ・厚生労働省ホームページ 

「新型コロナウイルス感染症について」 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

「新型コロナウイルスに関する Q&A」（一般の方向け） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html 
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「新型コロナウイルスに関する Q&A」（医療機関の方向け） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00004.html 

・首相官邸新型コロナウイルス感染対策 

 http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 

日本医師会新型コロナウイルス関連感染症 

 http://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009082.html 

ポスター ・一般的な感染症対策について  https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf 

・手洗いについて           https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593494.pdf 

・咳エチケットについて    https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593495.pdf 

新型コロナウイルス感染症 市民向け感染予防ハンドブック[第 1.1 版] https://bit.ly/2uzZOku 

 監修：賀来満夫先生（東北医科薬科大学 医学部 感染症学教室 特任教授） 

 NEW  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（第 2 版） 

http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID-19_taioguide2.pdf 


