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新型コロナウイルス感染症に関する今後のPCR検査の考え方等について

本県の感染症対策の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り厚く お

礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症のPCR検査に関しては、令和2年3月6日以降

PCR検査が保険適用になりました。 この保険適用は、 現時点では県内に設置

された「 帰国者・ 接触者外来」 を設置する医療機関が民間検査機関等へ検査

を依頼することで可能となります。 PCR検査は医療機関が委託された行政検

査です。

一方、従来から実施してきた保健所の行政検査も並行して実施されること

から、このたび本県では保健所で優先的に実施すべき事例と民間検査機関で

実施していただきたい事例について、別紙「 Ｐ ＣＲ検査対応方針」 のとおり

整理させていただきました。診療時の検体採取の目安として御活用く ださい。

また、院内感染対策の観点から一般外来で発熱患者に対応する職員につい

てマスク着用や手指衛生などの標準予防策の徹底を図ってく ださい。 別紙

「 診療時における院内感染対策について」 に基づいて初期対応を実施してく

ださい。なお、一般社団法人日本プライマリ・ ケア連合学会が下記ホームペ

ージ上で「 新型コロナウイルス感染症（ COVI D-19） 診療所・ 病院のプライマ

リ・ ケア初期診療の手引き」 を掲載していますので、参考として情報提供致

します。

つきましては、以上２点に関して、貴会会員の方へ周知を図っていただき

ますようよろしく お願いします。

記

１ 一般社団法人日本プライマリ ・ ケア連合学ホームページ

「 新型コロナウイルス感染症（ COVI D-19） 診療所・ 病院のプライマリ・ ケ

ア初期診療の手引き」

https: //www. pr i mary-care. or . j p/i mp_ news/20200311. html

担 当： 感染症・ 新型インフルエンザ対策担当
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新型コロナウイルス感染症に関する受診の流れ

令和２年３月18日版

●風邪の症状や発熱（ 37. 5度以上） が4日以上続く方
（ 解熱剤を飲み続けなければならない方も同様）

●強いだるさ（ 倦怠感） や息苦しさ（ 呼吸困難） がある方

●発熱（ 37. 5度以上）または呼吸器症状
があり、

①新型コロナウイルス感染症確定患者と
濃厚接触歴がある

②発症2週間以内に、流行地域※に渡航又

は居住していた又は流行地域に渡航又は

居住していた者と濃厚接触歴がある

※流行地域（ＷＨＯの公表内容から新型コロナウイ
ルス感染症の流行が確認されている地域）

中国（湖北省、浙江省）

韓国（大邱広域市、慶尚北道清道郡、慶山市、安東市、

永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡）

イラン・イスラム共和国（ギーラーン州、テヘラン州等）

イタリア共和国（ヴェネト州、ロンバルディア州等）

「 帰国者・ 接触者外来」 を受診

一般的な感染症に関する検査等※の実施・ 確認

・ 季節性インフルエンザ・ その他一般的な呼吸器感染症

※必要により胸部X線・ ＣＴを実施

新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター

０５７０－７８３－７７０

帰国者・接触者相談センター（県内保健所）

（ 夜間・休日は埼玉県保健緊急連絡センター０４８-６６０-０２２２）

→ 必要に応じて「 帰国者・接触者外来」を紹介

一般の医療機関又はかかりつけ医を受診

（ 患者もマスク着用）

●入院を要する肺炎が疑われる者
（ 特に、高齢者、基礎疾患がある者につ

いては注意が必要）

●症状や新型コロナウイルス感染症患者
の接触歴の有無など医師が総合的に判

断した結果、新型コロナウイルス感染症

と疑う者

PCR検査（ 行政検査） を実施

・ 衛生研究所等の場合： 保健所へ相談

・ 民間検査機関の場合： 結果を必ず管轄保健所へ一報

治療

症状増悪等

●以下の方は、発熱が2日以上続く時
・ 高齢者

・ 糖尿病、心不全、呼吸器疾患（ COPD等）

の基礎疾患がある、透析を受けている、免

疫抑制剤や抗がん剤等を用いている

・ 妊婦

非該当

か
か
り
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け
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談

非該当

陰性

陽性

陽性

届 出 等

感染症指定医療機関への入院勧告

一般医療機関等

陰性

保健所が受診調整

（ 重症化が

懸念される

場合）

「疑い例」 「相談・受診の目安」

医師が他の医療機関を紹介す

るときは、事前に電話連絡



【 ＰＣＲ検査対応方針】

臨床状況 対象者の属性 行政検査の対応方針

ウイルス性肺炎が強く疑われる者

CTや胸部X線検査で画像上、肺炎所見があ

り、細菌・ インフルエンザなどによる肺炎

が診断上、否定的な場合

原則、保健所におけ

るPCR検査コロナウイルスへの感染が疑われ

る症状があり、除外診断として検査

を緊急的に必要としている者

透析を受けている者

妊婦

クラスター発生の可能性がある場合（ 介護

老人福祉施設など）

医療従事者

濃厚接触者（ 同居家族などは無症状の場合

でも必要時は実施）

免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている者

心不全・ 呼吸器疾患の基礎疾患がある者

高齢者

回復者（ 軽快し退院している者）

COVID-19 特有の症状や状況がある

場合

発熱が4日以上継続、徐々 に悪化する倦怠

感、空咳などの症状があり、CT等画像診断

は未実施もしくは実施しているが所見がな

い者

原則、民間検査機関

等を活用したPCR検

査

その他、特に医師が検査を必要と認める場

合

感染不安があり検査を希望する場合 原則、検査の対象外



【 診療時における院内感染対策について】 ＊１）

1)  すべての医療機関が行うこと（ 診療に当たっての大前提）

すべての患者の診療において、サージカルマスクの着用と手指衛生の励行を徹底してく ださい。

患者が発熱や上気道症状を有する等の場合であっても、エアロゾルを発生させる可能性のある検体

の採取を実施しないときは、この対応で差し支えないです。インフルエンザ等の検体採取において

は、十分注意の上、この対応でお願いします。患者と対面ではなく患者を横向き（ 右向きなど） に

させて検体を取ると感染防御の一助になります。

2） 標準予防策の徹底

基本的に誰もがこのウイルスを保有している可能性があることを考慮して、全ての患者の診療におい

て、状況に応じて必要な個人防護具(PPE;  Personal  Protecti ve Equi pment)を選択して適切に着用して

く ださい。コロナウイルスはエンベロープを有するため、擦式アルコール手指消毒薬は新型コロナウイ

ルスの消毒にも有効です。手指衛生は適切なタイミングで実施してください。

3） 感染経路別予防策

新型コロナウイルス感染症の感染確定例および疑い例には、飛沫予防策と接触予防策を標準予防策に

追加して行います。新型コロナウイルスは主として気道分泌物等から検出され、対策のポイントは以下

の2点です。

• ウイルスを含む飛沫が目、鼻、口の粘膜に付着するのを防ぐ
• ウイルスが付着した手で目、鼻、口の粘膜と接触するのを防ぐ
(1) 個人防護具

・ 通常は眼・ 鼻、口を覆う個人防護具（ アイシールド付きサージカルマスク、あるいはサージカ

ルマスクとゴーグル/アイシールド/フェイスガードの組み合わせ）、キャップ、ガウン、手袋を

装着します（ 図1【 通常の場合参照】）。

一時的に大量のエアロゾルが発生しやすい状況※においては、上記にN95マスクを追加します。
N95 マスクを装着するたびにユーザーシールチェックを実施します（ 図1【 N95 マスクの着用を要

する場面】 参照）。

※エアロゾルが発生しやすい状況： 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

・ 個人防護具を着用中また脱衣時に眼・ 鼻・ 口の粘膜に触れないように注意し、図１に示すタイ

ミングで手指衛生を実施します。

・ キャップの装着は必須ではありません。ただし、髪に触れた際に手指に付着したウイルスによ

る粘膜汚染が懸念されるため、特に髪を触りやすい方はキャップをかぶることを推奨します。

・ タイベックⓇ防護服などの全身を覆う着衣の着用は必須ではありません。

・ 基本的にシューズカバーを使用する必要はありません。患者の状態に応じて必要ならば使用し

てください。

(2) 個室隔離

・ 患者は個室に収容します。陰圧室は必須ではありません。

4） 外来患者への対応

事前に感染リスク（ 海外渡航歴・ 滞在歴、または、感染確定例との濃厚接触）があることを申告して受



診される場合は、帰国者・ 接触者相談センターに相談の上、帰国者・ 接触者外来を設けている施設で対応

していただく ことになっています。

帰国者・ 接触者外来を設けていない医療機関にも新型コロナウイルスの感染患者が受診する可能性は

あります。ただし、発熱や呼吸器症状を訴える患者が一般の外来を受診しても、現時点では新型コロナウ
イルス以外の感染者が圧倒的に多いのが現状です。そのため、基本的には標準予防策を徹底しながら、新

型コロナウイルスによる感染例が含まれていても感染を予防できる対応が必要になると思われます。

一般外来で発熱患者に対応する職員は、常時マスクを着用し、手指衛生の徹底をはかります。マスクの

着用は従来の各種のエビデンスにより感染予防効果が認められています。ただし、すき間が生じるなど

着用方法が適切でない場合は効果が下がります。また、マスク表面に触るなど手指が汚染してしまうこ

とによって感染リスクを高める場合もあり注意が必要です。

もし、診療の途中で新型コロナウイルスによる感染が否定できないあるいは疑わしいと判断された場

合は、他の患者と導線を切り離して対応できる場所を確保し、診療を行うことが望ましいと考えられま
す。その際、患者に対応する医療スタッフは、それぞれの曝露リスクと施設の基準に応じて個人防護具を
装着します（ 感染経路別予防策の項および図１参照）。

外来に多くの発熱患者が訪れた場合は、インフルエンザ流行期の対応に準じて、外来で適切な場所を

確保して他の患者との距離を保つように工夫します。

5) 環境消毒

新型コロナウイルス感染症の原因病原体であるSARS-CoV-2は、エンべロープを有するためアルコール

は有効と考えられます。また、0. 05％の次亜塩素酸ナトリウムも有効と考えられます。高頻度接触部位、

聴診器や体温計、血圧計等の器材などは、アルコールや抗ウイルス作用のある消毒剤含有のクロスでの

清拭消毒を行います。このウイルスは気道分泌物だけでなく 、糞便からも検出されますので、感染者が使

用したトイレの便座や水道のハンドルも消毒の対象となります。

病室内の環境清掃を行うスタッフは手袋、サージカルマスク、ガウン、フェイスシールドまたはゴーグ

ルを着用します。

6) 換気

感染確定例や疑い例の陰圧室での対応が難しい場合は、通常の個室で管理し室内の換気を適切に行い

ます。換気の回数は少なく とも 6回/時以上行うことが望ましいと考えられます。

7) 透析患者への対応

新型コロナウイルスに感染した患者に透析が必要な状況となった場合も、標準予防策を徹底した上で、

飛沫感染予防策と接触感染予防策を行う対応に変わりはありません。透析に用いた排液については、HBV,  

HCV, HI Vの場合と同様の取り扱いで対応していただいて良いと考えられます。

8) 職員の健康管理

新型コロナウイルス感染症の確定例または疑い例の対応を行ったすべての医療従事者が自宅待機や就

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のリスク評価を行い、健康状態のモ

ニタリングや就業制限の必要性を判断します（ 表１）。

医療従事者が曝露されたとしても、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。





Interim U.S. Guidance for Risk Assessment and Public Health Management of Healthcare Personnel with 

Potential Exposure in a Healthcare Setting to Patients with 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV)2020年3月
4日版をもとに作成
注１ 医療従事者

ここでいう医療従事者とは、医療機関で勤務するすべての職員を指す。

注2 記載されているPPE 以外のPPE は着用していたと考える。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る。

注3 体位変換などの広範囲の身体的接触があった場合は中リスクと判断する。

注4 医療従事者が大量のエアロゾルを生じる処置（ 下記） 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する。

エアロゾルを生じる処置とは、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、誘発採痰などを指す。

注5 接触時間

ここでいう接触時間の長さは以下を目安とする。

長時間： 数分以上
短時間： 約1~2分

注6 濃厚接触



ここでいう濃厚接触とは以下のいずれかを指す。

a) COVI D-19 患者の約2 メートル以内で長時間接触する（ 例えば、ケアを行う、または、2 メートル

以内に座って話しをするなど）

b)  個人防護具を着用せずに患者の分泌物や排泄物に直接接触する（ 例えば、咳をかけられる、素手
で使用済みのティッシュに触れるなど）

濃厚接触の有無を判断する際は、接触した時間（ 長いほうが曝露の可能性が高い） 、患者の症状

（ 咳がある場合は曝露の可能性が高い） 、患者のマスク着用の有無（ 着用していれば飛沫による他者
や環境の汚染を効果的に予防することができる） についても考慮する。

以下の状況では、患者のマスク着用の有無にかかわらず、医療従事者が推奨される個人防護具を着

用していない場合でも低リスクと考えられる。

・ 受付で短時間の会話を交わした場合

・ 病室に短時間入ったが患者や分泌物/排泄物との接触がない場合

・ 退院直後の病室に入室した場合

患者のそばを通りかかったり、病室に入らず、患者や患者の分泌物/排泄物との接触がない場合、リ

スクはないと判断する。

注7 健康観察の方法

以下の二つの方法がある。いずれの場合も症状（ 発熱または呼吸器症状） が出現した時点で直ちに他
の人から離れ（ マスクがあれば着用し） 、医療機関の担当部門に電話連絡のうえ受診する。

積極的： 医療機関の担当部門が曝露した医療従事者に対し、発熱または呼吸器症状の有無について1 

日1回、電話やメール等で確認する。

自己： 曝露した医療従事者自身が業務開始前に発熱または呼吸器症状の有無を医療機関の担当部門に

報告する。

＊１） 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版改

訂版 ver. 2. 1）」 より転記・ 一部修正しています。


