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令和 2 年３月５日
（２０２０年）
医療機関の長 様
和歌山市保健所長
（公印省略 ）
新型コロナウイルス感染症に関する行政検査対象者の変更とお知らせ
平素は、本市の保健衛生行政に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
和歌山市では、帰国者・接触者外来を中心に疑似症等の行政検査（PCR）を 150 検体以上実施し、陰性
を確認しています。この度、届出基準に示された疑似症患者の定義とは別に、以下の場合についても行政
検査を行うこととなりましたのでお知らせします。なお、和歌山市における新型コロナウイルス感染症の
診療の流れについて、別添フローチャート図（2/28 時点）に変更となりましたのでご確認ください。
（新たな検査対象者について）
・ 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、入院を要する肺炎が疑われる。
（特に高齢者又は基礎疾患があるものについては、積極的に考慮する）
・ 新型コロナウイルス感染症以外の一般的な呼吸器感染症の病原体検査で陽性となった者であって、その
治療への反応が乏しく症状が増悪した場合に新型コロナウイルス感染症が疑われる。
・ 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を疑う。

市内の帰国者・接触者外来では今後の動向を鑑み、中等・重症者を中心に優先的に検査を行う体制をと
っていますが、軽症であっても疑似症患者を診察した場合や診療上、検査の必要を認めた場合は、まずは
下記担当まで情報提供願います。なお、検体採取にあたり、感染防護具や採取スピッツ等必要な資器材も
併せてご相談ください。
また、院内感染が起これば重症化する可能性が高いため、標準予防策を徹底し、院内感染対策に努めて
いただきますようお願いいたします。医療現場から要望が多い個人防護具の具体的な着脱の方法や、医療
従事者の曝露リスクに応じた就業制限などについて、
（一社）日本環境感染学会から発出されました「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）
」の一部も添付させていただきます
ので、ご参考ください。
なお、３月６日から保険適用となる PCR 検査については、県、その他機関と調整の上、改めて通知い
たします。現時点においては、別添フローチャート図に従い、行政検査を実施しますので、ご了知くださ
い。
（担当）和歌山市保健所
総務企画課 健康危機管理班
TEL：073-488-5109 FAX：073-433-2313
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（和歌山市独自基準：知見や流行状況で修正があります。）

2つ以上のチェックを満たすものが優先
□ 低酸素血症
□ 発熱や感冒症状が、5～10日間、遷延または悪化
□ 胸部CTで、両側の末梢優位・胸膜直下のすりガラス陰影
下記のチェックを１つでも満たせば、さらに優先
□ 症例定義外の渡航歴や流行地域での行動歴など
□ 明らかな接触歴はないが不特定多数に濃厚接触しそうな職種
□ 基礎疾患 等
採取検体の優先順位
1 下気道検体（喀痰もしくは気管吸引液）
2 鼻咽頭ぬぐい液

直ちに情報提供！
和歌山市保健所
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相談センター

相

090-9870-5112

【状況により自院でのPCR検体採取も可能】
【平日】

☎（073）488-5109 (総務企画課）

【夜間・休日】☎（073）432-0001 (市役所・警備室)
医療調整

PCR検査（市衛生研究所）

談

陽性の場合
医療調整・搬送

医療調整・搬送

帰国者・接触者外来（医療機関名：非公開）
陽性の場合

感染症指定医療機関

図１

個⼈防護具の種類と着脱⼿順例

【通常の場⾯】

参考：（一社）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）」から一部抜粋
URL:http://www.kankyokansen.org/

N95 マスクを使⽤する場⾯
【N95 マスクの着⽤を要する場⾯※】
※気管挿管, NPPV, 気管切開, ⼼肺蘇⽣, ⽤⼿換気, 気管⽀鏡検査など⼀時的に⼤量のエアロゾルが⽣じる処置
の実施時
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表１

医療従事者（注 1）の曝露のリスク評価と対応

患者と接触したときの状況

曝露の
リスク

健康観察の⽅法（注 5）

無症状の医療従事

（最後に曝露した⽇から

者に対する

14 ⽇⽬まで）

就業制限

顔⾯（眼、⿐、⼝のいずれか）を個⼈防護具で覆
わずに、⼤量のエアロゾルを⽣じる処置（注 2）

最後に曝露した⽇
⾼リスク

積極的

を実施したか、実施中に室内にいた。

から 14 ⽇間の就
業制限

ガウンおよび⼿袋を装着せずに、多量のエアロ
ゾルを⽣じる処置（注 2）を実施したか、実施中
に室内にいた。
※顔⾯（⽬、⿐、⼝のいずれか）を個⼈防護具で

最後に曝露した⽇
中リスク

積極的

から 14 ⽇間の就
業制限

覆っていなかった場合は、上の⾼リスクカテゴ
リーに⼊る。
顔⾯（眼、⿐、⼝のいずれか）を個⼈防護具で覆
わずに、マスクを着けていない患者と⻑時間（注

最後に曝露した⽇
中リスク

積極的

3）
、濃厚接触（注 4）した。

業制限

顔⾯（眼、⿐、⼝の全て）を個⼈防護具で覆わず
に、マスクを着けていた患者と⻑時間（注 3）
、

最後に曝露した⽇
中リスク

積極的

濃厚接触（注 4）した。

※接触直後に⼿指衛⽣を実施した場合は低リス

から 14 ⽇間の就
業制限

⼿袋を着けずに、分泌物や排泄物と直接接触し、
直後に⼿指衛⽣を⾏わなかった。

から 14 ⽇間の就

最後に曝露した⽇
中リスク

積極的

から 14 ⽇間の就
業制限

クと判断する。
マスクまたは N95 マスクをつけて、マスクを着
けている患者と⻑時間（注 3）
、濃厚接触（注 4）

低リスク

⾃⼰

不要

低リスク

⾃⼰

不要

低リスク

⾃⼰

不要

リスクなし

不要

不要

した。
患者またはその分泌物/排泄物との接触時に推
奨されるすべての個⼈防護具（表１参照）を装
着していた。
・ 推奨されるすべての個⼈防護具を装着せずに、
患者（マスク着⽤の有無は問わない）と短時間
（注 3）接触した。
（例：受付で短い会話を交
わす、病室内に⼊ったが患者やその分泌物/排
泄物との接触はない、患者が退室直後の病室に
⼊る）
。
患者のそばを歩いた、または、患者やその分泌
物/排泄物と直接接触せず、病室にも⼊らなかっ
た。
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) をもとに作成
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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 ⼤量のエアロゾルを⽣じる処置
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
注 3 接触時間
ここでいう接触時間の⻑さは以下を⽬安とする。
⻑時間：数分以上
短時間：約１〜２分
注 4 濃厚接触
ここでいう濃厚接触とは、以下の①または②を意味する。
① 新型コロナウイルス感染症患者の約 2 メートル以内で⻑時間（注 3）過ごす。
② 個⼈防護具を着⽤せずに新型コロナウイルス感染症患者分泌物や排泄物と直接接触する（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（⻑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。
注 5 健康観察
以下の⼆つの⽅法がある。いずれの場合も症状が出現した時点で直ちに他の⼈から約 2ｍ以上離れ（マスクがあ
れば着⽤し）
、病院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職員に対し、発熱または呼吸器症状（咳、息苦しさ、咽頭痛）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：曝露した職員は発熱または呼吸器症状（咳、息苦しさ、咽頭痛）を認めた場合に、直ちに医療機関の担当
部⾨に連絡する。
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