
オンライン研修会
札幌市における新型コロナウイルス感染症の現状と施設内で感染者が発生した場合の医療との連携について

施設入所者が新型コロナウイルス感染症に
なった際の対応について
－医師がすることー

Zoomウェビナー
2022年12月5日19:00～
共催札幌市札幌市医師会札幌市在宅医療協議会



新型コロナウイルス感染症対策
の基本コンセプト

居宅や施設にいる

もっとも脆弱な人を守る



MENU
• 日常の感染対策

• 施設でのCOVID-19診断

– 発生届

– みなし陽性

– 抗原検査

– PCR検査

• 施設でのCOVID-19治療

– 抗ウイルス薬

– デキサメタゾン、酸素

– 対症療法、補液

– COVID-19治療戦略

• 施設での主治医との関係
– 施設でのCOVID-19対応

– 医師の特徴

– 主治医が機能しないとき





基本の考え方

仕事では・・・

誰が（患者・スタッフ）

いつ（症状あるときもない時も）

新型コロナウイルス感染症に罹患
していても

濃厚接触者にならない！





介助のときのPPEの選択
（平常時いつでも・・利用者が発熱していなくても）

介助 PPEの選択

記録を書く サージカルマスク

お話する
みんなで体操

サージカルマスク（＋目の保護＜相手がマスクなし＞）

環境整備
トイレ掃除

サージカルマスク＋エプロン＋手袋

入浴介助 サージカルマスク＋目の保護
介助が終わったら手の消毒して着替える

食事介助 サージカルマスク＋目の保護＋エプロン＋手袋
斜め後ろから介助、むせたら飛沫が飛ばないように

トイレ介助 サージカルマスク＋目の保護＋エプロン＋手袋

排泄介助（おむつ）
体位交換

サージカルマスク＋目の保護＋袖付きエプロン＋手袋
袖付きエプロンがない場合は腕まで消毒

喀痰吸引・吸入
発熱者の対応

N95マスク＋目の保護＋袖付きエプロン＋手袋



事業所内での感染対策チェックリスト
自分と家族の体調不良は出勤前に管理者へ報告

検温（お互いに確認すると良い）

事務所に入るときは手洗い、または、手指消毒

環境消毒は時間を決めて実施（アルコールまたは次亜塩素酸Na）

換気は時間を決めて実施(1～2時間毎に5～10分)

手指消毒は至るところにポンプ＋小瓶で各自もつ

サージカルマスク着用する（不織布マスク）

おやつは個包装

食事のときはひとりずつ（または、アクリル板の仕切り）

会話するとき1.5m以上離れる

床にものを置かない（膝から下はレッドゾーン）

更衣室と休憩室は要注意

歯磨きは離れて行う（歯ブラシはケースで保管）



個人防護具の使い方 ウンチク

• 眼の防護はゴーグルの方が個人が管理しやすいしゴッツ
くない（花粉対策用のメガネでも良い）

• 介護用の袖なしエプロンならコストが圧倒的に安い（こ
の場合は肘まで消毒する。）

• N95マスクは5日後以降使いまわし＋ケーキボックス法

• いつもマスク＋目の保護をしていると、自分はほぼ濃厚
接触者にならない（換気大事）

• 相手がマスクをしていると、自分が新型コロナ感染して
いても相手が濃厚接触者にならない（換気大事）



施設でのCOVID-19の診断



発生届

• 新型コロナウイルス感染症と診断を受け
て重症化リスクのある方は医療機関が発
生届を提出します

• 重症化リスクのない方も数をカウントし
て報告することになっています

• 保健所がPCR検査した場合→保健所が発生
届

• その他の場合→医療機関が発生届を提出



注意

• 施設入居者または職員が

–自己抗原検査で陽性

–民間PCR検査で陽性

などのときには発生届が必要

• そのときは

–医療機関に受診する

–陽性者登録センターに登録する（重症化リス
クがあったり、65歳以上の場合には医療機関
への受診が望ましい）



発生届を出す対象者

1. 65歳以上の方

2. 入院を要する方

3. 重症化リスクがあり、かつ新型コロナウ
イルス感染症治療薬の投与が必要な方、
または、重症化リスクがあり、かつ、新
型コロナウイルス感染症罹患により新た
酸素投与が必要な方

4. 妊娠されている方



重症化リスク

1. 悪性腫瘍

2. 慢性呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患､間質性肺疾患､肺塞栓症､肺高
血圧､気管支拡張症等）

3. 慢性腎臓病

4. 心血管疾患

5. 脳血管疾患

6. 喫煙歴

7. 高血圧

8. 糖尿病

9. 脂質異常症

10. 肥満(BMI30以上)

11. 臓器の移植､免疫抑制剤､抗がん剤等の使用その他の事由による免
疫機能の低下

12. 妊娠



みなし陽性
https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/youseisha.html#minashiyosei

• 感染拡大により、医療機関への受診に時間を要する状況
等の場合、発症した同居家族等を、医師の判断により、
検査を行わずに、臨床症状で診断することがあります。
（いわゆる「みなし陽性」）

• 患者が家族の状況や自らの症状から「陽性」とみなして
判断するものではなく、保健所における陽性者としての
取扱いは医療機関の診断が必要になりますのでご注意く
ださい。

• 【ご注意ください】

• 上記の「みなし陽性」の診断を受ける場合も、各医療機
関の定める正式な受診手続きが必要になりますのでご注
意ください。

https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/youseisha.html#minashiyosei


抗原検査

• 施設では施設入居者や施設全体を守るた
めにも自分たちで抗原検査をする

• 発熱があったら、抗原検査をして結果を
みて主治医に報告

• 報告事項はS-BARで・・

• 新型コロナウイルス＋インフルエンザも
これから手に入るようになりそう

• 唾液の抗原検査もある



介護施設で使えるＳＢＡＲ（エスバー）効果的に医療者へ報告

•★利用者に何が起きているかを伝える

•（○○ホーム）の（介護職員/看護師/・・）の○○です

•○○さんが（発熱・転倒・不穏・・・）なのでお電話しました

•いつから、どういう状態＋バイタルサイン＋（抗原検査など）他の状況

①状況（Ｓ：

Situation）

•★利用者の背景

•主治医や担当看護師など電話する場合と背景を知らない医療者に電話する場合には異なる

•経過、既往歴、DNARなどの情報

②背景（Ｂ：

Background）

•★自分が考えていることは何か、何を心配しているか伝える

•「○○の恐れ、○○の疑いがないでしょうか？」「○○が心配です」「どう対処したら

よいか分からないのですが・・・」・・・

③評価（Ａ：

Assessment）

•★自分の提案

•「薬を出して下さい」「病院を探して下さい」「家族に説明して下さい」「すぐに往診

して下さい」「後でよいので往診して下さい」・・・

④提案（Ｒ：

Recomendation）



施設内の抗原検査

1. 施設内にCOVID-19職員・入居者がいない状況
であれば、発熱など風邪症状があれば抗原検
査実施

2. COVID-19罹患者が発生した場合、濃厚接触者
に検査はできるだけ早く（ただし暴露後 2 日
以内に）実施。

3. 暴露後 5 ～ 7 日後に再度実施する。



個別にする抗原検査
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.08.05.22278466v1

• SARS-CoV-2 ウイルスに感染している疑いのある
人で、家庭用抗原検査による感染の検出を最適
化するには・・・・

1. 症状がある人で抗原検査陰性になったら、48
時間後にもう一度検査

2. 症状がない人で抗原検査陰性になったら、48
時間後にもう一度検査。陰性になったらもう
一度検査

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.08.05.22278466v1




PCR検査は完璧ではない
https://www.acpjournals.org/doi/full/10.7326/M20-1495

• PCR検査も偽陰性（本当は新型コロナウイルス
感染症患者だがPCR陰性）のことも多い

•発症日だと38％偽陰性（見逃している）

•発症3日後だと20％偽陰性（見逃している）

https://www.acpjournals.org/doi/full/10.7326/M20-1495






モルヌピラビル（ラゲブリオ®）

• 適応：軽度または中等度のCovid-19の入院していない成
人／5日以内の診断確定と症状、重症化リスク因子あり

• 用量用法：モルヌピラビル（ラゲブリオ®）800mg（4カ
プセル）を1日2回内服

• 効果：入院または死亡のリスクが30％減少

• 血液検査しないでも処方できる

• カプセルが多くてたくさん薬飲めない人にはムリかも・
・・

• 脱カプセルして飲んでいる例も見かけます



経口薬ニルマトレルビル＋リトナビル
(パキロビッドパック®)

• 適応：軽度または中等度のCovid-19の入院していない成
人／5日以内の診断確定と症状、重症化リスク因子あり

• 除外：併用禁忌薬を内服している。肝障害がある。腎障
害(GFR<30：正常の1/3程度の機能)がある。

• 用量用法：ニルマトレルビル150mg2錠＋リトナビル
100mg1錠を1日2回、5日分飲む。30≦腎機能(GFR)＜60で
はニルマトレルビル150mg1錠に減量

• 効果：入院または死亡のリスクが89%減少

• 血液検査結果がないと処方しにくい



現実世界での観察研究
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01586-0/fulltext

• 香港での観察研究

• モルヌピラビル（ラゲブリオ®）投与は使用しな
い場合に比較して

– 全死因死亡は25%減

– 入院は変わりない

• ニルマトレルビルとリトナビル（パキロビッド
パック）の投与は、使用しない場合に比較して

– 全死因死亡65%減

– 入院は25%減

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01586-0/fulltext


レムデシビル(ベクルリー点滴静注薬®)

• 適応：発症7日以内の重症化リスクを有する新型コロナ
ウイルス感染症患者、または酸素を必要とする新型コロ
ナウイルス感染症患者

• 用量用法：1日目に200 mg(2v)、2日目と3日目に100 
mg(1v)を注射液19mL/1vに溶解し、全量を100ｍLまたは
250mLとなるように生食に添加する。30-120分かけて点
滴静注する

• 肺炎になっている人には10日まで投与できる

• 訪問看護師や施設看護師が実施できる

• 効果：87%の入院または死亡を減らす



エンシトレルビル（ゾコーバ®）

• 日本、韓国、ベトナムでの臨床試験

• 適応：新型コロナウイルス感染症患者

• 用量用法：1日目は375mg(3錠)を、2日目から5日目は125mg(1錠)を1
日1回内服

• 効果：①鼻水または鼻づまり②喉の痛み③咳の呼吸器症状④熱っぽ
さまたは発熱⑤倦怠感（疲労感）の消失までの時間が8日から7日に
減る

• 医療資源が枯渇し発熱外来が需要に満たない場合には、ゾコーバ®
は投与しないという選択肢もあっても良いかもしれない（ゾコーバ
®目的の受診を抑制）



小まとめ

• モルヌピラビル(ラゲブリオ®)は30%くらい入院＋死亡を減らす。有
意差はない。重症化リスクのある患者に早く投与する。オンライン
でも処方可能

• 経口薬ニルマトレルビル＋リトナビル(パキロビッドパック®)は90%
くらい入院＋死亡を減らす。薬物相互作用と採血をみる。

• レムデシビル(ベクルリー点滴静注薬®)は87%くらい入院＋死亡を減
らす。

• エンシトレルビル（ゾコーバ®）には入院＋死亡を減らすような重
症化予防効果は今のところ確認されない。



酸素とデキサメタゾン（中等症）

• 酸素が必要な場合には、在宅酸素療法を
開始する

• 酸素が必要な場合には、デキサメタゾン
（デカドロン®）6mg1日1回 10日間を内
服、注射などする



対症療法と補液

• 発熱：解熱剤（カロナール®など）

• 咳嗽：鎮咳剤（メジコン®など）

• 喀痰：去痰剤（ムコダイン®、ムコソルバン®な
ど）

• 下痢：整腸剤

• 咽頭痛：小柴胡湯桔梗石膏®など

• 経口摂取量・飲水量が少ないADL低下している高
齢者には補液を積極的に実施する（もちろん難
しい場合もあります）





現在(2022年12月5日)のオミクロン株罹患患者（軽
症または中等症Ⅰ）に対する治療戦略

• 症状がない患者は投薬不要

• リスクがない患者はエンシトレルビル（ゾコーバ®）を
検討してもよい（これだけ医療資源ないなら優先ではな
い）

• 要入院になりそうな人を見極めた上で

1. オミクロン株罹患患者（軽症または中等症Ⅰ）には経
口薬ニルマトレルビル＋リトナビル(パキロビッドパッ
ク®)が基本

2. 使用不能（腎障害／肝障害／ CYP3Aによる薬物相互作用
）のときは、レムデシビル(ベクルリー点滴静注薬®)

3. 注射が難しいなら、経口薬モルヌピラビル(ラゲブリオ

®)



在宅での軽症から中等症COVID-19治療戦略
Ver.2.1. 2022/11/27版COVID-19診断

症状 なし

あり

酸素飽和度低下
SpO2≦95

あり

ベクルリー®1日目200mg、
2～5日100mg

中等症Ⅱ(SpO2≦93)なら
酸素＋デカドロン6mg1日1

回10日間も追加する

なし
重症化リスク

(さらに臨床上要入院と
なりそうな患者を選定)

あり

Cｃｒ>30

肝障害なし
CYP3A薬投与なし

なし

合致

パキロビッドパック®

Ccr≧60：ニルマトレルビル150mg2錠＋リ
トナビル100mg1錠を1日2回、5日分
30≦Ccr＜60：ニルマトレルビル150mg1錠
＋リトナビル100mg1錠を1日2回、5日分

合致し
ない 注射薬投与

可能

ベクルリー®1日目200mg

2と3日目100mg

不可

ラゲブリオ®

200mg 4capを
1日2回、5日分

症状が出てこないか経
過観察、出てくれば左
の「症状あり」へ

ゾコーバ®125mgを1日目は3錠、2

～5日は1錠を検討（医療資源が枯渇

した状況なら投与しないことも検討・
併用禁忌に注意）。酸素飽和度低下
あればベクルリー®±デカドロン®±
酸素

重症化リスク
＜薬剤により異なるので注意＞
高齢

活動性の癌（免疫抑制又は高い
死亡率を伴わない癌は除く）
慢性腎臓病
慢性閉塞性肺疾患
肥満（BMI 30kg/m2 以上）

重篤な心疾患（心不全、冠動脈
疾患又は心筋症）

糖尿病
ダウン症
脳神経疾患（多発性硬化症、ハ
ンチントン病、重症筋無力症等）
コントロール不良の HIV 感染症
及び AIDS#

肝硬変等の重度の肝臓疾患
臓器移植、骨髄移植、幹細胞移
植後

静明館診療所 大友宣 sen-o@nifty.com

パキロビッドパック®

併用禁忌薬
フルカム
バキソ、フェルデン
レルパックス
カルブロック
レザルタス配合錠
アンカロン
ベプリコール
タンボコール
プロノン
キニジン硫酸塩水和物
イグザレルト
ミコブティン
ロナセン

ラツーダ
ピモジド
クリアミン
エルゴメトリンマレイン酸塩
ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩
パルタン
レバチオ
アドシルカ
レビトラ
ジャクスタピッド
ベネクレクスタ
セルシン
ホリゾン
メンドン
ユーロジン
ダルメート

ハルシオン
ドルミカム
ミダフレッサ
アデムパス
ブイフェンド
アーリーダ
テグレトール
フェノバール
ヒダントール
アレビアチン
ホストイン
リファジン
セイヨウオトギリソウ
併用注意薬もあるので必ず添付文書
を確認すること





施設でのCOVID-19対応

• 基本的には主治医に対応を依頼しましょ
う

• 主治医ができる基本的な役割は

1. 診断（PCR検査、他の発熱疾患の鑑別など）

2. 発生届の提出

3. 治療（抗ウイルス薬、酸素、デカドロン、
対症療法、補液）

4. 訪問看護への指示（特別訪問看護指示）

5. 入院手配（入院が必要な状況の説明）



医者の特徴(私も含め)
＝たいていこういう人に報告する

•ひとの話を聞かない

•すぐ結論をもとめる

•医学的情報に弱い

•保身的

• (へ)理屈っぽい

•湿布と軟膏と浣腸の処方はかならず忘れる

•書類はイヤイヤ書いている

•急なことはキライ



医者の特徴(私も含め)
＝たいていこういう人に報告する

•ひとの話を聞かない

•すぐ結論をもとめる SBARで説明

•医学的情報に弱い

•保身的 ⇒この御家族なにか処方しといた方が・・

• (へ)理屈っぽい ⇒「へ～」(へ理屈にはへ～で返す)

•湿布と軟膏と浣腸の処方はかならず忘れる

⇒だまってまた頼む

•書類はイヤイヤ書いている

⇒こちらで同意書書いてもらいます

•急なことはキライ⇒事前にコロナ対応を相談



主治医が機能しないとき
どうしてきたか・・・

•新型コロナウイルス感染症が流行してから3年くらい

•施設で新型コロナウイルス感染症クラスターが発生し
ているが、主治医が機能しない場合があった

•その場合、施設は保健所に相談し、そこから札幌市在
宅医療協議会会員が施設での診療をカバーしてきた歴
史がある



主治医が機能しない事態をさけるために

•主治医を持つようにする

•事前に主治医と施設の新型コロナウイルス感染
症対応方針や感染症対策について協議しておく

•施設のBCP（事業継続計画）をつくっておく



介護施設で使えるＳＢＡＲ（エスバー）効果的に医療者へ報告

•★利用者に何が起きているかを伝える

•（○○ホーム）の（介護職員/看護師/・・）の○○です

•○○さんが（発熱・転倒・不穏・・・）なのでお電話しました

•いつから、どういう状態＋バイタルサイン＋（抗原検査など）他の状況

①状況（Ｓ：

Situation）

•★利用者の背景

•主治医や担当看護師など電話する場合と背景を知らない医療者に電話する場合には異なる

•経過、既往歴、DNARなどの情報

②背景（Ｂ：

Background）

•★自分が考えていることは何か、何を心配しているか伝える

•「○○の恐れ、○○の疑いがないでしょうか？」「○○が心配です」「どう対処したら

よいか分からないのですが・・・」・・・

③評価（Ａ：

Assessment）

•★自分の提案

•「薬を出して下さい」「病院を探して下さい」「家族に説明して下さい」「すぐに往診

して下さい」「後でよいので往診して下さい」・・・

④提案（Ｒ：

Recomendation）

静明館診療所 大友宣 sen-o@nifty.com 2022/12/3
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感染リスク 濃厚接触の基準にはないが推奨する

高

濃厚接触の基準どおりのフロー

②

低 ① 基準ではないがマスクを推奨

参考）

静明館診療所　大友宣　sen-o@nifty.com

個人防護具の着用：手指衛生→ガウンまたはエプロン→マスク→ゴーグルまたはフェイスシールド→手袋

個人防護具の脱衣：手袋→手指衛生→ゴーグルまたはフェイスシールド→手指衛生→ガウンまたはエプロン→手指衛生→マスク

→手指衛生

④

目の保護とはゴーグル、アイシールドまたはフェイスシールドのこと ＊袖のないエプロンを使用するときは腕も消毒すること

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」p13

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

日本在宅医療連合学会「在宅医療における新型コロナウィルス感染症対応Q&A（改定第5版）」

https://www.jahcm.org/assets/images/pdf/covid19_v5.1.pdf

※新型コロナウイルスはマスク上でも72 時間しか生存できないと考えられるため、N95 マスク

を5日間以上紙袋などで放置し再利用する方法も米国CDCより提案されています。

ウィズコロナ時代における日常の感染対策のための個人防護具の選択

N95マスク＋目の保護＋エプロン

またはサージカルガウン＋手袋

サージカルマスク＋目の保護＋エプロン

またはサージカルガウン＋手袋

⑤

③
相手がマスクをして

いる

体位変換などの広範囲な

身体的接触がある

サージカルマスク

防護の必要なし

十分換気されている環境で

2メートル以内かつ3分以上

接触する

気道感染が疑われる症状がある：発熱および上気道

症状・発熱および呼吸困難・発熱および強い倦怠感・新

規の味覚嗅覚障害、または医師が疑う時

エアロゾルを生じる処置（気管挿管・抜管、気道

吸引、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）を実施

サージカルマスク

＋目の保護

十分換気されている環境で

2メートル以上離れかつ15

分以上接触する

手袋 エプロン ガウン
サージカル

マスク
N95 ゴーグル

続けて使う 不可
明らかな汚染

があれば交換

レッドゾーン

では可

再利用 可能※
洗浄して

再利用

可能であるがエアロゾル

発生手技後は交換

不可



介助のときのPPEの選択
（平常時いつでも・・利用者が発熱していなくても）

介助 PPEの選択

記録を書く サージカルマスク

お話する
みんなで体操

サージカルマスク（＋目の保護＜相手がマスクなし＞）

環境整備
トイレ掃除

サージカルマスク＋エプロン＋手袋

入浴介助 サージカルマスク＋目の保護
介助が終わったら手の消毒して着替える

食事介助 サージカルマスク＋目の保護＋エプロン＋手袋
斜め後ろから介助、むせたら飛沫が飛ばないように

トイレ介助 サージカルマスク＋目の保護＋エプロン＋手袋

排泄介助（おむ
つ）
体位交換

サージカルマスク＋目の保護＋袖付きエプロン＋手袋
袖付きエプロンがない場合は腕まで消毒

喀痰吸引・吸入
発熱者の対応

N95マスク＋目の保護＋袖付きエプロン＋手袋

事業所内での感染対策チェックリスト
 自分と家族の体調不良は出勤前に管理者へ報告

 検温（お互いに確認すると良い）

 事務所に入るときは手洗い、または、手指消毒

 環境消毒は時間を決めて実施（アルコールまたは次亜塩素酸Na）

 換気は時間を決めて実施(1～2時間毎に5～10分)

 手指消毒は至るところにポンプ＋小瓶で各自もつ

 サージカルマスク着用する（不織布マスク）

 おやつは個包装

 食事のときはひとりずつ（または、アクリル板の仕切り）

 会話するとき1.5m以上離れる

 床にものを置かない（膝から下はレッドゾーン）

 更衣室と休憩室は要注意

 歯磨きは離れて行う（歯ブラシはケースで保管）


