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○新型コロナウイルス感染症（COVID-19）ニュース第 30 回最終号 2020.8.7○ 

全国的に新型コロナ感染の患者さんが増加しておりますが、感染予防の具体的な政策、対策の大きな変更はなく、経

済活動が再開されています。今のところ、この感染症の完全な“終息“は見通せないにしても、少ない感染者に“収束”し

た状態が得られるのを待ちたいと思います。そして喫緊には、第１波を大きく上回る規模の第 2 波襲来という最悪の事態

に備えなければなりません。仙台市医師会では安藤健二郎新会長のもと、新たな体制で仙台市民の命と健康を守るた

めに全力を尽くしてゆく所存です。 

これまで、この新型コロナニュースは HP 掲載と、一部 FAX 配信の形態で行ってまいりましたが、新型コロナウイルス

の出現と感染拡大の時期に一応の役割は果たしたと考え、一旦今号で幕を閉じさせていただきます。今後は、情報発

信の仕方をさらに工夫し、発展させた形で会員の皆様へお届けしたいと思います。 

今号では、これまでご報告した内容も一部含め、対策の現状について再確認してみたいと思います。 

 

 重要   新型コロナウイルス感染症対応フロー（2020.7.2） 
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 確認  発熱患者への診療所情報の提供について（2020.7.1）  

仙台市の「コールセンター」「区保健福祉センター管理課（帰国者・接触者相談センター）」「感染症指

定医療機関」から、「かかりつけ医または近くの医療機関」へ患者さんを紹介するしくみです。 

仙台市が 6 月末に市内「内科、外科、小児科、耳鼻咽喉科」診療所を対象に行った、当時のアンケー

ト結果を踏まえ、「発熱患者さんの診療が可能である」として 162 の医療機関をリストアップしておりま

す（対象医療機関へは通知が送られております）。 

そして 7 月 1 日から、かかりつけのない発熱患者さんなどに、このリストの中から患者さんに情報提

供を行っております。その際には、患者さんの住所などから近隣の複数ヵ所の医療機関を挙げ、必ず電

話連絡のうえ受診する旨を伝えているとのことです。また、リストは随時医療機関の新規参加や辞退も

受け入れ、柔軟に対応されております。 

この体制は仙台市が整備したものであり、仙台市医師会として積極的に参加、構築したものではあり

ませんが、今後患者さんの増加に備えた体制づくりが不可欠であり、検討を進めてまいります。 

 

 整理  新型コロナウイルス感染症に関する検査について（2020.8.5 現在） 

参考；https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00132.html 

１． PCR 検査について 

3 月 6 日より医療保険適応となりましたが、今のところ指定感染症に対する行政検査であり、一般

には行政機関と契約した指定医療機関でしか検査ができません（保険適応で自己負担分が公費で賄わ

れる検査です）。ただし、一部の民間検査機関で検査が請け負われていることもあり、各医療機関が

自由診療として検査を行うことはできますが、その結果についての扱いは決まっておりません。 

鼻咽頭ぬぐい液及び唾液の有用性について、発症から 9 日以内であれば、両者で良好な一致率が認

められるとの研究結果が示され、6 月 2 日より「症状発症から 9 日以内の者については唾液 PCR 検

査を可能」とすることにもなっております。 

最近になって、民間検査機関で検査希望者から直接依頼を受けて、唾液を検体とした PCR 検査を

実施しているところも見られますが、その結果の取り扱いについても決まっておりません。 

２． 抗原検査ついて 

4 月 27 日に富士レビオ社の抗原検査キット「エスプライン🄬SARS-CoV-2」の薬事申請が行われ、

同年 5 月 13 日に我が国初の新型コロナウイルス抗原検査キットとして承認されました。 

抗原検査については、30 分程度で結果が出ること、特別な検査機器や試薬を必要としないこと、

検体を搬送する必要がないことなど、大きなメリットがありますが、一方で PCR 検査と比較して検

出に一定以上のウイルス量が必要である（感度が PCR 検査よりも低い）という課題もあります。こ

うした検査の特性を踏まえ、PCR 検査と組み合わせて活用することを予定しており、当面はまず症

状のある方に抗原検査を行い、陰性の方には念のため PCR 検査を行う、という PCR 検査との併用が

予定されております。また、本キットについては、まずは患者発生数の多い都道府県における帰国

者・接触者外来等から供給を開始されていくことになります。 

３． 抗体検査について 

現在、イムノクロマト法と呼ばれる迅速簡易検出法をはじめとして、国内で様々な抗体検査キット

が研究用試薬として市場に流通していますが、期待されるような精度が発揮できない検査法による検

査が行われている可能性もあり、注意が必要です。 

現在、日本国内で医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）

上の体外診断用医薬品として承認を得た抗体検査はありません。WHO は、抗体検査について、診断

を目的として単独で用いることは推奨されず、疫学調査等で活用できる可能性を示唆しています。 
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Cf. 新型コロナウイルス感染への不安を抱える妊婦の方々への 出産前 PCR 検査事業について（宮城県医師

会より通知）（2020.7.10） 

宮城県並びに仙台市からの委託を受け令和 2 年 7 月 20 日から事業実施の運びとなりました。 

出産を控えた妊婦の方々の不安を軽減し、安心して出産を迎えるための一助とするため、希望する妊

婦が出産前 PCR 検査を受けられる体制を整備するとともに、検査に係る費用を助成するものであり、

宮城県内の分娩取扱施設で出産を予定している妊婦の方 （里帰り出産を予定している妊婦も含む）が対

象となり、妊娠 36 週から妊娠 38 週頃を目安に検査を実施することとしております。 

 

 再確認  濃厚接触、日常診療について 

以前の本ニュースでも取り上げましたが再確認です。 

4 月 24 日付「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」についてですが、これは

保健所が感染症法に基づく積極的疫学調査を迅速に実施するための取扱いを示したものであり、濃厚接触

は以下のとおり定義されております。 

 患者さんの感染可能期間は新型コロナウイルス感染症を疑う発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、

咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、 嘔気・嘔吐などの症状を呈した２日前から隔離

開始までの間とする。 

 濃厚接触者は、「患者さんと同居あるいは長時間の接触があった者」「適切な感染防護なし（※）に患

者さんを診察、看護、介護していた者」「患者さんの気道分泌液、体液等の汚染物質に直接触れた可

能性が高い者」「手で触れることの出来る距離（目安として１メートル）で、必要な感染予防策なし

で、患者さんと 15 分以上の接触など、総合的な判断」 

（※）必要な感染予防策とは、患者さんが適切にマスク（布マスクも含む）を着用し、患者さんが面会者

との前に適切に手指消毒が行われていることをいう。 

  

4 月 3 日付、日本医師会からの通知「濃厚接触による自主的な就業制限、施設の使用制限に関する日本

医師会の考え方 Ver.2.0 について」ですが、主に院内診察時の濃厚接触について示されております。 

 医療従事者の日常の感染予防策について、全ての患者の診療において徹底が求められる標準予防

策とは、サージカルマスクの着用及び手指衛生の励行です。 

 受診者の感染が判明した場合、医療機関の管理者が標準予防策（検査等の手技を実施する場合

は、それらに応じた防護 ）の実施を確認した場合には、濃厚接触に該当しないことから、就業制

限や施設の使用制限の必要はありません。この場合に、所管保健所等との緊密な連携をお願いいた

します。さらに、新型コロナウイルス感染症患者の診療に携わった医療機関の職員は、濃厚接触

者に該当するかに関わらず、毎日検温を実施するなど、自身の健康管理を強化することが求めら

れています。 

 感染が確認された医療従事者は、他への感染の恐れがなくなるまで保健所等により就業制限が行

われます。また、他との接触状況は所管保健所等の指導に従って判断し、濃厚接触者に該当した

者は、原則、接触から 14 日間健康観察が必要となり、その間不要不急の外出を避ける等の指導が

行われます。極力診療継続ができる方策を探っていただきますが、対応について保健所等の指導に

従ってください。上記内容を踏まえ、日常診療ではすべての患者さんに対して標準予防策を徹底

し、飛沫の出る恐れのある咽頭、鼻腔ぬぐい液検査などの検体採取は、一般診療所などの医療機関で

は行わないことを推奨いたします。市内の医療を維持するためにも、極力診療体制を継続させるこ

とが求められます。 
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 更新  「国民の健康と安心につなげるための医療機関・医療従事者支援策」の周知について（2020.7.17） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/seifunotorikumi.html#h2_6 

上記厚生労働省の HP に「国民の健康と安心につなげるための医療機関・医療従事者支援策」及びパ

ンフレットが掲載されております。以下に項目をご紹介いたします。 

コロナ下での診療の継続を確保するために （資金繰り・感染拡大防止） 

 貸し付けの優遇による資金繰り支援 

 救急・周産期・小児医療機関の支援 

 医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/iryou/iryou-shienkin.html 

新型コロナ感染症の患者を受け入れたときに 

 病床確保や設備整備支援 

 診療報酬の特例的対応 

医療従事者の皆様が安心して働けるように 

 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金の支給

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/iryou/miyagiiroukin.html 

 必要物資の確保・配布 

 

 更新  国内新型コロナウイルス感染症の現状（2020.8.6）  

国内 45,006 人（国内発生：44,185 人、空港検疫：648 人、チャーター便・帰国者等：173 人、回復退院:29,536 人）  

宮城県内：180 人、仙台市内:139 人 

※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 8 月 6 日版参考）」 

 

 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.miyagi.med.or.jp 

 

編集長 （ 前医政広報部長、福壽岳雄 ） からのひとこと 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のための医学的措置と、社会活動の再開、維持のバランスが難しい局面と思われま

す。手探りで始めた新型コロナウイルス感染症ニュースですが、今号で一旦幕引きさせていただきたいと思います。今後

はさらに発展させた形で、随時情報がお届けできるよう工夫いたします。ご愛読ありがとうございました。 
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医療機関に疑い例の方が来院された時は管轄の保健福祉センター管理課（帰国者・接触者相談センター）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 

新型コロナウイルス相談窓口（コールセンター）   ２１１－３８８３、２８８２ ( 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特設ページ」 

https://www.city.sendai.jp/kikikanri/kinkyu/corona2020/index.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 

「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） 

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

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第２．２版」 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000650160.pdf 

首相官邸「新型コロナウイルス感染症に備えて」 

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

日本医師会「新型コロナウイルス感染症」 

 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 2.2 版 

 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） 

 http://www.hosp.tohoku-mpu.ac.jp/info/information/2326/ 

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 3 版） 

http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID-19_taioguide3.pdf 

日本プライマリ・ケア連合学会「新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 診療所・病院のプライマリ・ケア 

初期診療の手引き」 Ver2.1  https://www.pc-covid19.jp/files/guidance/guidance-2-1.pdf 

 

 


