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1．はじめに 

2019 年 12 ⽉に中華⼈⺠共和国・湖北省武漢市から始まった新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）は，2020 年 3 ⽉ 7⽇時点で既に世界 90か国・地域以上に拡⼤し，中国と合
わせた総患者数は 10 万⼈を超えました（同⽇時点で中国 8 万⼈超，その他 2 万⼈超）． 

⽇本でも 1 ⽉ 16⽇に最初の患者が報告されて以降，3 ⽉ 7⽇時点で市中感染患者が総計
400⼈を超え，地域内での感染連鎖が次々に報告される状況となりました．新型コロナウイ
ルス感染者が診療所や病院の外来に受診することが想定され，感染者の増加と共に重症例
が増えることも予想されます． 

現在，私たちプライマリ・ケア従事者がすべきことは，以下の 3点に集約されます． 

 
⽇本プライマリ・ケア連合学会は，この 3点を適切に実践するため，新型コロナウイルス
感染症に備えたプライマリ・ケア外来診療のあり⽅を本⼿引きにまとめました． 

本⼿引きは，診療所や⼩病院等の医療資源の制限されたプライマリ・ケアにおける外来診
療及び新型コロナウイルス対応を想定しており，理想的な感染対策と現実の間の妥協点を
例として⽰すことを⽬的としています． 

プライマリ・ケアの外来診療において感染対策を厳格に適⽤すれば，わずかでも新型コロ
ナウイルス感染が疑われる患者のすべてを，医療資源が潤沢な中核病院へトリアージなし
で紹介することになりかねません．それは中核病院が担うべき種々の重症疾患診療の資源
を奪うことになります．プライマリ・ケアがゲートキーパーとしての本来の役割を果たし，
中核病院の医療資源を適切に維持することが求められています． 

新型コロナウイルス感染症に対するプライマリ・ケアのゲートキーパーの役割とは，1) 市
⺠や患者に対して，軽症時の⾃宅療養及び経過観察を促すと同時に，重症化の兆候をいち早
く拾い上げることで，重症患者を速やかに⾼次医療につなげることです．これにより，感染
拡⼤の防⽌と救命率の向上を⽬指します．同時に感染者の⼈権を擁護し，⾵評被害を避ける
配慮も求められます．また，2) PCR 検査の限界を理解し，新型コロナウイルス感染症の可
能性がある症状（発熱，気道症状等）の患者を適切に診療することも重要です．さらに，3) 

感染予防策を正しく実⾏し，供給に制限がある個⼈防護具（PPE）も上⼿に使⽤することで，
私たち⾃⾝の感染を防ぐことも必須と⾔えます．  

プライマリ・ケアでの新型コロナウイルス感染症対策として，本⼿引きを適宜ご活⽤いた
だければ幸いです 

2020 年 3 ⽉ 11⽇ 

⽇本プライマリ・ケア連合学会 予防医療・健康増進委員会 

感染症プロジェクトチーム  

l 地域住⺠や患者に，感染拡⼤防⽌と健康被害を最⼩限にするための啓発を⾏う 

l 発熱等の症状がある患者さんに，適切に診断治療を⾏う 

l 私たち医療従事者⾃⾝が，新型コロナウイルスに感染しないよう努める 



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 

5 

2．新型コロナウイルス感染症は症状が⻑く続く 

 

プライマリ・ケアで遭遇しうる段階での新型コロナウイルス感染症の特徴を概説します． 
 

新型コロナウイルス感染症の経過には， 

 
という特徴があります． 

 

特に倦怠感については， 

という特徴もあります． 

 

また，普通感冒（かぜ）やインフルエンザ，急性胃腸炎（ノロウイルス感染症など）では
発症から 3〜4⽇⽬までをピークに改善傾向に転じるのが⼀般的ですが，新型コロナウイル
ス感染症ではそれらよりも症状が⻑く経過するという点で異なります． 

 

さらに，症状が 7⽇間前後続いた後に，次のような経過をたどります． 

 
 

普通感冒，インフルエンザ，急性胃腸炎のいずれも，肺炎等の⼊院を要する状態に⾄るこ
とは⽐較的稀です．⼊院を要するような肺炎を約 2 割という⾼い確率で合併するのが，新型
コロナウイルス感染症の特徴です． 

 

ただし，新型コロナウイルス感染症であっても発症 7 ⽇以内の早いタイミングで肺炎に
⾄ることもあるため，慎重に経過を追うことが必要です．特に，⾼齢者や基礎疾患を有する
患者⼜は妊娠中の⼥性では，発症直後に肺炎に⾄ることもあるため要注意です． 

  

1. 感染から約 5⽇間（1〜14⽇間）の潜伏期を経て， 

2. 感冒様症状（発熱，咳，喀痰，咽頭痛，⿐汁等），倦怠感等が出現し， 

3. ⼀部の患者では嘔吐，下痢などの消化器症状を呈することもあり， 

4. それら症状が⽐較的⻑く，約 7⽇間持続する 

l  

l 発熱（体温）がそれほど⾼くないのに倦怠感が強いことがある 

5. 約 8 割の患者は，⾃然に軽快して治癒する 

6. 約 2 割の患者は，肺炎を合併する．特に，⾼齢者や基礎疾患がある場合は肺炎を
合併しやすい 

7. 肺炎に進展した患者のさらに⼀部が，重症化して集中治療や⼈⼯呼吸を要する 

8.  

l  
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また，新型コロナウイルス感染症に合併した肺炎では， 

 
などの多彩な臨床像を呈します． 

 

臨床症状のみから「咳や喀痰が⼤したことないから肺炎にはなっていないだろう」とは⾔
えないのがこの疾患の特徴です． 

 

これらを整理すると【表 1】のようになります． 

 

【表 1】新型コロナウイルス感染症の特徴 

 新型コロナウイルス感染症 

普通感冒（かぜ） 

インフルエンザ 

急性胃腸炎 

症状 
発熱，呼吸器症状，倦怠感 

下痢，嘔吐 

経過期間 
約 7⽇間持続する 

悪化するときは急激に進⾏ 
3〜4⽇で軽快し始める 

合併症 

約 2 割で肺炎；肺炎症状は多彩 

さらに⼀部が重症化 

基礎疾患がある場合はより注意 

⼊院を要する合併症は⽐較的稀 

 

  

l 強い湿性咳嗽 

l 息苦しさ，呼吸困難 

l 軽微な乾性咳嗽 

l ほとんど呼吸器症状を呈さない 
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新型コロナウイルス感染症の⼀般的な経過を図⽰したものが【図 1】です． 

 

【図 1】新型コロナウイルス感染症の⼀般的な経過 

 

 

以上を踏まえると，新型コロナウイルス感染症を疑い鑑別に挙げるのは，次のような場合
と⾔えます． 

 
 

逆に⾔えば，⾼齢等の条件がない⼀般の患者において発症 4 ⽇未満の時点で新型コロナ
ウイルス感染症とその他の疾患を鑑別することは，⾮常に難しいと⾔わざるを得ません． 

  

l 発症から 4⽇以上症状が持続する場合 
l 発症から 4 ⽇未満であっても，⾼齢者，基礎疾患を有する患者⼜は妊
娠中の⼥性の場合 

l 経過中に肺炎様の症状が出現した場合 
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3．⾼齢者と基礎疾患患者の致命率が⾼い 

 

⾼齢者及び免疫低下につながる基礎疾患がある患者が新型コロナウイルス感染症に罹患
した場合は，肺炎を合併しやすく，また重症化しやすい傾向があります． 

 

⾼齢及び基礎疾患がある場合の致命率は【表 2】のとおり，健康成⼈に⽐べて⼤きく異な
ります1． 

【表 2】致命率の⽐較 

⾼齢者（80歳以上） 14.8% 

循環器疾患 10.5% 

糖尿病 7.3% 

慢性呼吸器疾患 6.3% 

⾼⾎圧 6.0% 

悪性腫瘍 5.6% 

健康成⼈ 0.9% 

 

したがって，⾼齢者及び基礎疾患（糖尿病，⼼不全，腎障害，⼈⼯透析，⽣物学的製剤投
与，化学療法及び免疫抑制剤投与等）を有する患者では，感冒様症状を呈した場合は慎重に
経過観察する必要があります．その上で症状悪化時には速やかに⾼次医療につなげ，死亡を
回避することが重要と⾔えます． 

 

⼀⽅で，⼩児では重症化は稀です．⼩児における新型コロナウイルス感染症は，ほとんど
が普通感冒と同様の経過のみで治癒すると考えられます． 
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5．感冒様症状の患者には⼀定期間の⾃宅療養を促す 

 

新型コロナウイルス感染症の発症初期は感冒様症状のみを呈し，他疾患との鑑別が極め
て困難なため，早期受診のメリットはありません．また，安易に早期受診することで待合室
等で感染が拡⼤するおそれがあり，症状があるにもかかわらず無理をして出勤，登校その他
外出した場合には外出先で感染拡⼤するおそれもあります． 

これらを踏まえると，感冒様症状の患者には発症初期には⾃宅療養を促し，早期の受診を
避け，不⽤意な出勤等の外出を避けていただくことが必須です． 

 

感冒様症状時の⾃宅療養とその後の受診相談の⽬安として，厚⽣労働省による「相談・受
診の⽬安」（2 ⽉ 17⽇公開）2を参照します（【図 2】）．患者の状態によって⼀定期間の⾃宅
療養を⾏っていただき，それでも症状が⻑引く等の場合には患者から「帰国者・接触者相談
センター（新型コロナ受診相談窓⼝）」に電話相談していただくように案内します． 

 

【図 2】厚⽣労働省による「相談・受診の⽬安」 

 
※ただし，地域における流⾏状況が進展した場合や医学的知⾒が更新された場合には，この
「⽬安」が変更される可能性があります．厚⽣労働省⼜は新型コロナウイルス感染症対策
専⾨家会議等の発表を適宜参照し，最新情報を⼊⼿してください． 
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地域住⺠や患者が感冒様症状時に前記「相談・受診の⽬安」に従って適切に⾃宅療養等を
⾏えるよう，⽇常診療等において丁寧に説明する必要があります． 

説明例を【表 3】に⽰します． 

 

【表 3】感冒様症状を呈したときの「⾃宅療養」の説明例 

① 症状が軽いときは⾃宅療養してください 

普通のかぜも新型コロナウイルス感染症も，症状が出てから最初の数⽇は
区別がつきません．症状が出てすぐに受診しても，新型コロナウイルス感染
症と診断することも，違うと診断することも困難です．仮に早く診断できた
としても，肺炎になったり重くなるのを防ぐ治療薬などもありません．また，
新型コロナウイルス感染症の⼤半はかぜのような軽い症状のまま⾃然に治
ってしまいます．⼀⽅で，症状がある時に外出したり受診すると，外出先や
待合室で感染を広めるおそれがあります． 

そのため，かぜのような症状が出ても，最初の数⽇間は受診せず，仕事や
学校を休んで外出を避け，⾃宅療養してください．⾃宅療養の期間は，⼀般
の⽅は 4⽇間，ご⾼齢の⽅，持病がある⽅，妊娠中の⼥性は 2⽇間です． 

⾃宅療養中は，1⽇ 2回（朝・⼣）体温を測り，⼿帳やノートに体温と測
った時間を記録してください． 

⾃宅療養に不安があるときは，かかりつけ医療機関に定期的に電話するな
どして経過を伝え，担当医のアドバイスを仰ぐといいでしょう． 

 

② 症状が 4⽇以上（⾼齢者，持病，妊娠では 2⽇以上）続いたら，「帰国者・
接触者相談センター（新型コロナ受診相談窓⼝）」へ電話相談してください 

⾃宅療養を⾏うと，新型コロナウイルス感染症ではないその他のかぜであ
れば，通常は 3-4⽇間で⾃然に治ってきます．もし 4⽇以上かぜの症状（発
熱，咳，のどの痛みなど）が続いた場合は，⼜は 4⽇未満でも呼吸が苦しく
なるなど悪化する傾向があれば，新型コロナウイルス感染症を疑う必要があ
ります． 

さらに，ご⾼齢の⽅，持病のある⽅，妊娠中の⼥性は，新型コロナウイル
ス感染症が悪化しやすくなります．それらの⽅々は，かぜの症状が 2⽇以上
続いた時点で，新型コロナウイルス感染症に注意する必要があります． 

⼀般の⽅は 4⽇以上，⾼齢者，持病のある⽅，妊娠中の⼥性は 2⽇以上，
かぜの症状が続いた場合に，「帰国者・接触者相談センター（新型コロナ受
診相談窓⼝）」に電話で相談してください． 
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待合室で他の患者さんにうつさないようにするため，連絡なしで直接医療
機関に受診することは避けてください． 

 

③ 受診の⽅法 

「帰国者・接触者相談センター（新型コロナ受診相談窓⼝）」に電話相談
すると，担当者から症状の経過や持病の有無などを質問されます．その上で
担当者が，受診が必要かどうか判断し，受診する場合は専⾨病院とかかりつ
け医療機関のどちらがふさわしいかを判断します．担当者の判断と指⽰にし
たがって⾏動してください． 

受診する場合は，たとえ咳やくしゃみがなくても必ずマスクをつけてくだ
さい．また，担当者から指⽰された医療機関以外には決して受診しないでく
ださい． 
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6．⾃宅療養における家族内感染リスクの説明 

 

感冒様症状のため⾃宅療養する間に，同居家族等へ感染するおそれがあります．感冒様症
状の原因が普通感冒やインフルエンザであれ新型コロナウイルス感染症であれ，家族内感
染は避けねばなりません．特に後者であれば尚更です． 

 

そのため，⾃宅療養中の家族内感染の予防策について，患者と家族に丁寧に説明します．
⾼齢者，基礎疾患を有する患者⼜は妊娠中の⼥性が同居家族等にいる場合には，特に注意深
く感染予防策を⾏うよう呼びかけましょう． 

 

家族内感染の予防のポイントを【表 4】に⽰します． 

 

【表 4】感冒様症状での⾃宅療養中の家族内感染の予防策 

l 感冒様症状の患者はできる限り家族との接触を避け，療養する部屋も分ける． 

l 看病が必要な場合は，看病する⼈を限定する（1⼈が望ましい）．ただし，⾼齢
者，基礎疾患を有する患者⼜は妊娠中の⼥性には看病させない． 

l 患者と家族はタオルを共有せず，別のものを使う． 

l 患者の⼊浴は最後にする． 

l 療養する部屋から患者が出るときは，マスクをつけ，部屋を出る直前にアルコ
ール⼿指消毒をする． 

l 患者が触った箇所（ドアノブや⼿すりなど）をアルコールを浸した紙で拭き取
り消毒し，拭き取った紙は再利⽤せずすぐにゴミ箱に捨てる． 

l 定期的に部屋の窓を開けて換気する．（⽬安：1-2時間に⼀度，5-10分間程度） 

l 患者が使った⾐類やシーツを洗濯する際は，⼿袋とマスクをつけて洗濯物を扱
い，洗濯後には⼗分に乾燥させる． 

l 患者が出すゴミはビニール袋等に⼊れ，しっかりと⼝を縛って密閉してから部
屋の外に出す．ゴミを扱った直後はしっかり⼿洗いする． 
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7．感冒様症状の患者からの電話相談への対応 

 

感冒様症状を発症し⾃宅療養を開始した患者から電話相談が⼊る可能性があります．  

 

電話相談においては， 

 
を⾒逃さないことが重要です． 

そのため【表 5】に⽰す点に留意して的確に問診を⾏います． 

 

問診の結果，【表 5】の項⽬に 1 つでも当てはまる場合は，「帰国者・接触者相談センター
（新型コロナ受診相談窓⼝）」へ電話相談するようアドバイスします． 

 

【表 5】感冒様症状患者に問診する際の確認項⽬ 

① 発症前 14⽇以内に新型コロナウイルス感染症患者との接触があったか？ 

② 発症前 14⽇以内に新型コロナウイルス感染症の流⾏地域への渡航歴があっ
たか？ 

③ ①，②共にない，⼀般の患者の場合： 

発症から 4⽇以上経過しているか？ 

④ ①，②共にない，⾼齢者，基礎疾患（糖尿病，⼼不全，呼吸器疾患，腎障害，
⼈⼯透析，⽣物学的製剤投与，化学療法中，免疫抑制剤投与等）を有する患
者，⼜は妊娠中の⼥性の場合： 

発症から 2⽇以上経過しているか？ 

⑤ どの患者の場合でも，経過⽇数にかかわらず強い倦怠感，息苦しさ，呼吸困
難感，⽔分摂取不良⼜は尿量減少等の，重症化の徴候はあるか？ 

 

  

l 新型コロナウイルス感染症の可能性が⾼い状態 

l 重症化リスクがある状態 

l 既に重症化した状態 
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11．医療機関職員の体調管理 

11-1．職員の体調管理 
医療機関職員の体調管理は，診療に加え，医師の重要な役割です． 

職員は必然的に患者に触れる機会が多くあります．業務を通じて⾃分が感染する可能性，
及びその後に⾃分が感染源になる可能性の双⽅を念頭に，予防策を実施するように指導し
ます． 

【表 11】を参考に，医療機関職員の体調管理を⾏ってください． 

 

【表 11】医療機関職員の体調管理 

l 出勤前⼜出勤直後を含め，1⽇ 2回全員の体温を測定し，記録する．37.5度以上の発
熱がある場合は直ちに医師⼜は上席者に報告させる． 

l 朝礼等の場で全員の健康チェックを⾏う． 

Ø 朝礼等の場を活⽤し，職員 1⼈ 1⼈の健康状態を申告させ，顔⾊等も同時に確
認する 

l 体温にかかわらず，職員が勤務中に体調不良を⾃覚した場合は直ちに医師⼜は上席
者に報告させる． 

l 私⽣活等において，不要不急の外出や⼈混みを避け，不⽤意な⾼齢者施設訪問を避
けるよう指導する 

 

11-2．医師が体調不良の時 
医師⾃⾝が感冒様症状を呈した等の場合は，最寄りの保健所または帰国者・接触者相談セ
ンター（新型コロナ受診相談窓⼝）に相談し，判断を仰いでください． 
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14．⾼齢者施設における感染対策 

 

⾼齢者は新型コロナウイルス感染症から最も守られるべき集団の 1 つです．特に⾼齢者
施設は集団感染するリスクがあるため，とりわけ注意が必要です． 

 

⾼齢者施設における感染対策は【表 14】を参照してください． 

 

【表 14】⾼齢者施設における感染対策 

l 職員は標準予防策を徹底する．その他は【表 11】（p.26）に準じて体調管理を⾏
う． 

l 通所等する利⽤者では，送迎前に体温測定を⾏い，発熱を認める場合は利⽤を中
⽌させ⾃宅療養について主治医の判断を仰がせる． 

l ⼊所施設においては，緊急やむを得ない場合を除き，可能な限り⾯会を制限する． 

Ø ⾯会を検討する場合は，施設⽴ち⼊り前に⾯会者に体温測定してもらい，発熱
その他感冒様症状がある場合は⾯会を断る．  

l スタッフの体調管理 

「11．医療機関スタッフの体調管理」参照 

l 利⽤者，⼊所者が感冒様症状等体調不良の場合は，医療機関受診について速や
かに主治医に相談する．受診の前後においては，患者を個室に移動させる． 

Ø 患者の担当職員を可能な限り少⼈数とし，可能な限り⾶沫感染予防策及び接
触感染予防策を実施する．  

l 同⼀施設で体調不良者が 2⼈以上発⽣した場合は，速やかに保健所に相談し指⽰
を仰ぐ． 

  


