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本日のお話

新型コロナウイルス感染症の都の医療体制、自宅療養支援体制
・COVID19の基礎知識
・感染者や濃厚接触者への指導
・東京都の自宅療養者への医療支援体制

中和抗体薬療法と投与後の留意点
・治療薬について
・訪問に際し
・持参品
・PPE着脱



本日のお話

新型コロナウイルス感染症の都の医療体制、自宅療養支援体制
・COVID19の基礎知識
・感染者や濃厚接触者への指導
・東京都の自宅療養者への医療支援体制

中和抗体薬療法と投与後の留意点
・治療薬について
・訪問に際し
・持参品
・PPE着脱



新型コロナウイルスとは

SARSコロナウイルス2（SARS-CoV2）

・従来から一般的な風邪のウイルスとして４種類のコロナウイルスが存在する

・新型コロナウイルスは、2002年～2003年に流行した重症急性呼吸器症候群（SARS）
のウイルスSARS-CoVの仲間

SARS-CoV-2による感染症 COVID-19

・2019年11月中国湖北省武漢市付近で初めて発生が確認

・致死率は季節性インフルエンザより高い



新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き第７．２版



感染症の種類 講じる措置 分類する基準 分類される感染症

一類感染症
・都道府県知事が必要と認める場合の入院
・消毒等の措置・交通制限等の措置

感染力や症状などを総合的に判断し、
その危険性に応じて分類

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南
米出血熱、痘そう、ペストなど

二類感染症
・都道府県知事が必要と認める場合の入院
・消毒等の措置

感染力や症状などを総合的に判断し、
その危険性に応じて分類

重症急性呼吸器症候群（SARSコロナウイルス
のみ）、結核、鳥インフルエンザ（H5N1）な
ど

三類感染症
・都道府県知事が必要と認める場合の就業制限
・消毒等の措置

感染力や症状などを総合的に判断し、
その危険性に応じて分類

コレラ、腸管出血性大腸菌感染症、パラチフ
ス、チフスなど

四類感染症 ・動物も含む消毒等の措置
一類〜三類以外で動物などから人に
感染する感染症

E型肺炎、A型肺炎、黄熱、狂犬病、鳥インフ
ルエンザ（H5N1を除く）、ライム病、日本脳
炎など

五類感染症 ・発生動向調査 国民や医療関係者に情報提供が必要
インフルエンザ（鳥インフルエンザと新型イ
ンフルエンザ等感染病を除く）、ウイルス性
肺炎（E型肺炎とA型肺炎を除く）など

新型インフルエンザ等感染症

・都道府県知事が必要と認める場合の入院
・消毒等の措置
・政令による一類感染症相当の措置
・感染したおそれのある者に対する健康状態報告
要請、外出自粛など

国民が免疫を獲得していなことから
急速に全国的に蔓延し、国民の生命や
健康に重大な被害をもたらす場合

新型インフルエンザ、再興インフルエンザ

指定感染症 ・一類から三類に準じた措置
既知の感染症で一類〜三類感染症と
同等の措置を講じなければ、国民の
生命や健康に重大な被害が及ぶ場合

新型コロナウイルス感染症（本記事執筆時
点）、鳥インフルエンザ（H7N9）

新感染症（症状積み重ね前）
・厚生労働大臣が都道府県知事に対して、個別に
指導と助言を行う

人から人へ伝染する未知の感染症で国民
の生命や健康に重大な被害が及ぶ場合

現時点では該当なし

新感染症（症状積み重ね後） ・一類感染症に準じた対応
人から人へ伝染する未知の感染症で国民
の生命や健康に重大な被害が及ぶ場合

現時点では該当なし

感染症法に基づいた分類
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き第７．２版

２０２２年２月時点の日本での評価



新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き第７．２版



濃厚接触者とは

・同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった者

・感染防護（マスク等個人防護具）なしに診察･看護･介護した者

・患者が発症した２日前から、感染防護（マスク等個人防護具）なし
で１ｍ以内で１５分以上会話した者

・痰･体液･排泄物等の汚染物質（ティッシュ･タオル等）に直接触れた
可能性の高い者



新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き第７．２版



診療・検査医療機関による陽性者への電話での指導内容

・有症状者は発症翌日から数えて１０日間、無症状者は７日間、〇月〇日までが療養期間です。
・医療機関から保健所に届け出をした後、患者の携帯電話（スマホ）にSMが入ります。
そこからMy-HER-SYS画面に入り、日々の健康状態を入力・送信して下さい。
送られたデータを保健所と医療機関が見ながら、電話連絡を併用しつつ健康観察を行います。

・自宅療養の場合、他の家族と生活空間を可能な限り分離し自室に籠って下さい、外出禁止です。
・トイレ等共用部は換気とアルコール消毒等こまめにお願いします。
・病状の悪化や確認事項等があれば、当医療機関に連絡願います（２４時間対応が望ましい）。
・宿泊療養希望、食支援希望等の専用連絡先は○○です。QRコードからも入れます。

・濃厚接触者（食事等でマスクなしで１メートル以内の間隔で１５分以上会話した場合）に連絡し、
その旨を伝えて下さい。

・濃厚接触者の方は原則生活空間を分離した翌日から原則７日間は不要不急の外出自粛になります。
・自己管理の上、症状の出現した方は順次医療機関を受診して下さい。

以上、何かあったらいつでも連絡下さい。



よくある質問

Q.新型コロナウイルスに感染した後、いつワクチン接種できるか？
A.初回接種（１，２回目）のあとに感染した場合は、3カ月空けて下さい。
未接種あるいは1回接種後に感染した場合はいつでも接種可能です。

Q.みなし陽性とは？
A.受診して診断することが困難な場合（親が感染者で幼児が発熱した、等）、
電話診療等によりみなしで陽性（疑似症）として届出ます。
但し、令和4年4月1日より見なし陽性は原則不可となりました。
受診できない場合、往診で検査を受けるか、都の検査キット等を使用し、
電話診療等で診断を受けて下さい。

Q.検査センターでPCR陽性疑いとの結果報告を受けたが、再検査が必要？
A.医師による診断と届出が必要ですから医療機関を受診して検査結果を提供して
下さい。再度検査の必要はありません。

Q.職場復帰に際しPCRでの陰性証明が必要と言われたが。
A.治癒後1～２カ月は陽性になることが多いため行いません。



東京都福祉保健局資料
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抗原検査等にて４日め５日め陰性を
確認できれば５日めから解除可能で
すが、基本は７日間の自粛生活です。
濃厚接触者の方は自己管理して下さ
い。

東京都福祉保健局資料



【要件】
○他の医療従事者による代替が困難な医療従事者であること。

○新型コロナウイルスワクチンを２回接種済みで、２回目の接種後
14日間経過した後に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触
があり、濃厚接触者と認定された者であること。

○無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査（やむ
を得ない場合は、 抗原定性検査キット）により検査を行い陰性が
確認されていること。

〇濃厚接触者である当該医療従事者の業務を、所属の管理者が了解し
ていること。

医療関従事者が濃厚接触者になった場
合、以下の条件を満たせば就労を継続で
きる



【要件】
○新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が入所している高齢者施設等で、
外部からの応援職員の確保が困難な施設に従事する介護従事者であること。

○他の介護従事者による代替が困難な介護従事者であること 。
○新型コロナウイルスワクチンの追加接種の２回目か３回目の接種後14日間経過した
後に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定された
者であること。

○無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査（抗原定性検査も可）
により検査を行い、陰性が確認されていること。

〇濃厚接触者である当該介護従事者の業務を、所属の管理者が了解していること。
○以下を事業所として実施する体制が確認されていること。
・ 当該介護従事者の健康状態（無症状であること等）の確認
・ 当該介護従事者に係る適正な検査（検体採取・結果判定、検査キットの確 保等）
・ 施設内の感染拡大を防ぐための対策（防護具の着脱、ゾーニング、衛生管 理等）

介護従事者が濃厚接触者になった場合、
以下の条件を満たせば就労を継続できる



厚生労働省作成





自宅療養者フォロー
アップセンター

地区医師会ごとの医療支援システム
（電話/オンライン診療・往診・処方）

保健所

自宅療養者

①対応依頼

病状申告 ②医療対応

㋑登録・待機

株）ファストドクター

医）悠翔会

訪問看護ステーション

医師会が対応不可能な平日日中

a 経過観察／処置等の依頼

オンライン診療待合室（仮称）

㋒OL診療

登録医師

b 訪問看護

東京都自宅療養者等に対する医療支援強化事業

㋐オンライン
診療案内

a 経過観察の依頼

平日18～21時

・地区医師会ごとの医療支援（①②）
・訪問看護師による支援（a b）
・酸素濃縮器貸与（I II）
・オンライン診療 (㋐㋑㋒)

酸素業者

II 酸素濃縮器設置

I 患者宅への酸素濃縮器設置依頼



保健所からの相談事例（５波の頃）

〇両親が感染、小児が発熱したが医療機関に連れていけない」
⇒往診し、玄関先でPCR検査

〇「熱が下がらない、薬がなくなった」
⇒電話での相談対応と処方（0410対応）

〇「咳が悪化している、パルスオキシメータがまだ届かない」
⇒往診し、玄関先でSpO2測定と背部聴診（マスク、フェイスシールド、手袋）

SpO2 96％以上など：医療機関からパルスオキシメータの貸し出し
95％以下など：救急搬送手配

病床逼迫時、デカドロン処方、酸素濃縮器の配送
保健所に早期の入院調整を依頼

〇高熱、嘔吐／下痢、脱力で摂食・飲水が不十分
⇒往診し、屋内で点滴、生活指導（フル PPE）
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①診療・検査医療機関による健康観察等支援事業（1月12日～）
診断した診療・検査医療機関が継続して健康観察を行う（現在約1,770／4,570）

②自宅療養者への往診体制の強化事業（1月7日～）
２４時間対応の往診を提供できる機能強化型在宅療養支援診療所・病院を公募
（現在32件の選定）、①を補完する

東京都自宅療養者等に対する医療支援強化事業（令和3年4月23日～）
保健所／自宅療養者フォローアップセンターが電話等で患者の定期的な
健康観察を行い、医療対応を要す場合に医師に連絡

５波を経験して
・保健所機能の逼迫によりファーストコンタクトまでに空白の時間を生じた
・保健所管理する患者への臨時対応であり、情報収集や対応に困難を伴った
・委託契約した往診専門医療機関の負担が増大した



保健所からの相談事例（６波の頃）

〇両親が感染、小児が発熱したが医療機関に連れていけない」
⇒・往診し、玄関先でPCR検査
・都の検査キットで検査してもらい、結果をもとに電話／OL診療

〇「熱が下がらない、薬がなくなった」
⇒電話での相談対応と処方（0410対応）

〇施設でクラスターが発生、複数人の中和抗体療法を希望
⇒往診し、中和抗体薬の点滴（フル PPE ）

〇認知症の親が感染し自宅で介護して感染した。
親を残して外出出来ないので、自宅での中和抗体療法を希望。

⇒往診し、中和抗体薬の点滴（フル PPE ）
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・自宅療養継続を要する患者が発生した場合に即座に稼働できるチームを編成
できるよう多職種で協議しておく。

・特に中心的役割を担うのは訪問看護であり、地域の看看連携の強化が必要。

・既に多職種が関与している在宅ケア対象者に関し、ACP含めCOVID19発症時
の対応について十分なプランを協議しておく。

在宅療養者に対する医療提供に向けた地域連携の準備
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・東京都の自宅療養患者への医療支援体制

中和抗体薬療法と投与後の留意点
・治療薬について
・訪問に際し
・持参品
・PPE着脱



新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き第７．２版

オルミエント®

アクテムラ®



抗ウイルス薬

レムデシビル（ベクルリー®）

投与対象
・軽症から重症のCOVID-19患者

投与方法
・成人及び体重40kg以上の小児にはレムデシビルとして、投与初日に200mgを、
投与2日目以降は100mgを、1日1回生理食塩水に添加し30～120分で点滴静注。

・体重3.5kg以上40kg未満の小児にはレムデシビルとして、投与初日に5mg/kgを、
投与2日目以降は2.5mg/kgを、1日1回生理食塩水に添加し30～120分で点滴静注。

・総投与期間は3～10日まで。

副作用
・頻度の高い副作用：肝機能障害、下痢、皮疹、腎機能障害など
・重篤な副作用：多臓器不全、敗血症性ショック、急性腎障害、低血圧、Infusion Reactionなど

ベクルリー添付文書 2021年1月ギリアド・サイエンシズ株）より



複製

レムデシビル

核

レムデシビル（ベクルリー®）の作用機序

RNAポリメラーゼを阻害

RNA

RNA

RNA

RNA

RNA

RNA





抗ウイルス薬

モルヌピラビル（ラゲブリオ®）

投与対象
〇症状発現５日以内の軽症・中等症の有症状者
〇重症化リスク因子を1つ以上有する
・61歳以上
・活動性のがん
・慢性腎臓病
・慢性閉塞性肺疾患
・肥満（BMI 30以上）
・重篤な心疾患
・糖尿病

投与方法
18歳以上には１回800mgを1日２回５日間経口投与
妊婦や妊娠の可能性がある女性は禁忌

投与前に同意書の記載が必要です。

副作用 下痢、吐き気、浮動性めまい、頭痛、嘔吐、発疹、蕁麻疹、中毒性皮疹など

ラゲブリオ添付文書 MSD 株）より



受容体

細胞

受容体

抗体 ウイルスが細胞へ付着する
のをブロックする

中和抗体薬の作用機序



中和抗体薬

カシリビマブ・イムデビマブ（ロナプリーブ®）

投与対象
治療投与 〇軽症から中等症１まで（空気呼吸下で酸素飽和度94％以上）

〇発症後７日以内
〇次の重症化リスク因子を少なくとも一つ有する
・５０歳以上
・５０歳未満で重症化リスクあり
BMI≧30、高血圧等心疾患、糖尿病、喫煙歴、COPD,喘息、CKD、肝疾患、免疫抑制状態

予防投与 〇SARS-CoV-2 による感染症患者の同居家族又は共同生活者等の濃厚接触者、無症状感染者
〇ワクチン接種歴がないか効果が不十分と考えられる人

投与方法（約２０分室温に戻して使用）

点滴投与：生理食塩水に溶解し約２０分かけて点滴静注する。
皮下投与：2.5ｍｌずつ４本を皮下注射する。
投与中はモニターし、投与後１時間は経過観察
室温（25℃まで）で最大16時間、2〜8℃で最大48時間保存可能。

（タンパク質低吸着性の0.2μmインラインフィルターの使用が望ましい。）

副作用 注射部位反応、アナフィラキシー、infusion reaction

ロナプリーブ注射液セット調剤・投与方法のご案内 2022年1月中外製薬 より



ロナプリーブ注射液セット調剤・投与方法のご案内 2022年1月中外製薬 より



中和抗体薬

ソトロビマブ（ゼビュディ®）

投与対象
〇軽症から中等症１まで（空気呼吸下で酸素飽和度94％以上）
〇発症後７日以内
〇次の重症化リスク因子を少なくとも一つ有する
・55歳以上 ・糖尿病 ・肥満（BMI 30以上）
・慢性腎障害 ・うっ血性心不全 ・慢性閉塞性肺疾患
・中等症から重症の喘息

投与方法（約１５分室温に戻して使用）

成人及び12歳以上かつ40㎏以上の小児に500mgを１回点滴静注
２０～３０分かけて投与。投与中はモニターし、投与後１時間は経過観察
室温（25℃まで）で最大16時間、2〜8℃で最大48時間保存可能。

（タンパク質低吸着性の0.2μmインラインフィルターの使用が望ましい。）

副作用（いずれも１％未満）

注射部位反応（発疹、皮膚反応、悪心、注入部位疼痛）、トランスアミナーゼ上昇
酸素飽和度低下、頭痛、味覚不全、不眠症、アナフィラキシー、infusion reaction など

ゼビュディ点滴静注 調整・投与方法のご案内 2022年５月グラクソ・スミスクラインK）より



Infusion reactionとは

分子標的治療薬（抗がん剤など特定の細胞を攻撃する治療薬）など
を輸注した際に起こる反応。
初回投与、24時間以内に起こることが多い。

症状
発熱、呼吸困難、酸素飽和度低下、悪寒、嘔気、不整脈、
胸痛、胸部不快感、 脱力感、精神状態変化、頭痛、気管支痙攣、
低血圧、高血圧、咽頭炎、蕁麻疹、そう痒、筋痛、めまい 等



東京都福祉保健局資料



東京都福祉保健局資料



東京都福祉保健局資料



東京都福祉保健局資料

酸素・医療提供ステーション

澁谷：140床
立川：（味スタから移転）92床
築地：191床
赤羽（高齢者等医療支援型施設）

：150床（人工透析が可能な10床を含む）
練馬：35床

病院型
主に中等症患者に酸素投与等の医療的ケアを実施

荏原病院、豊島病院、多摩南部地域病院、
多摩北部医療センター



訪問時の留意点（臨時訪問の場合）

訪問看護ステーションへの依頼元
・在宅医
・保健所／自宅療養者フォローアップセンター

訪問看護の役割
・医師の指示により治療薬投与、投与後の経過観察
・医師の指示により脱水等への点滴対応
・症状の観察
・連絡体制の確保（患者・看護師、患者・医師、看護師・医師）

訪問前に電話で伝えること
・抗体療法に関する説明と同意（担当医）
・保険証、受給者証、介護保険証などの準備
・窓を開けて換気を良好な状態に

初回は医師との同行訪問が望ましい



現着したら
・屋外でPPE装着。
集合住宅の場合プライバシーに配慮し、戸を少し開けた状態で
玄関屋内でPPE装着。

・紙の書類等消毒出来ないものは持ち込まない。
・十分な換気を確認した上で入室し、看護・治療の補助を行う。
・保険証や同意書等は写真やスキャンで保存し、療養終了後原本を郵送あるいは
持参して頂く。

・屋内での活動時間は必要最小限にして、説明事項の詳細は電話を利用する。
（介護保険による日々の感染者への訪問看護とは異なる）

終了したら
・屋外か玄関先でPPEを脱ぎ、ゴミ袋に入れる（手順は後述）。
・退室後、屋外にて持参品のアルコール消毒を行う。



持参品の一例）COVID-19対応用バッグ
・消毒用・手指消毒用アルコールスプレー
・点滴用具、S字フック
・PCR検査・迅速抗原検査材料
・N９５マスク、サージカルマスク、手袋、ガウン、ゴーグル／フェイスシールド、ヘッドカバー、フットカバー
・ゴミ袋
・パルスオキシメータ、聴診器

往診に必要な機材





PPEは脱ぎ方がポイント
基本的には検者・介助者とペアでお願いします。

•検者に後頚部のベルクロを外してもらう。

感染防護具の外し方

•ガウンの腰で巻いたひもを外します。
ひもは長く、脱ぎながら丸めるのが大変です。
ひもを外した際に、短くなるように結んでおくと楽です。

PCRセンター運営マニュアル 令和2年10月調布市医師会



•肩をいからせるようにして、前傾姿勢を取り、
ガウンが下に降りていくように、裏返しにしながら脱ぎます。
同時にアウター手袋もはずします。

•この際、ガウンは外側が中に来るように丸めながら脱ぎます。

•ガウンの肩の付近外側を持ち（内側はきれいなので）、
•肩が少し露出するくらいまで前方に引きます。

PCRセンター運営マニュアル 令和2年10月調布市医師会



•キャップの外側・後頭部をつかんで前方に向けて外します。
外すときには目を閉じて。アルコールで手指消毒

•インナー手袋の外に触れないようにこれを外します。
•手指消毒（アルコールが渇くまで）

・ガウンが脱げたら、ゴミ袋にそっと捨てて、
アルコールで手指消毒

・フットカバーの紐を解き、パンツとともに裏返しながら脱ぎ
アルコールで手指消毒

PCRセンター運営マニュアル 令和2年10月調布市医師会



•N95マスクは首の後ろのゴム（下側のゴム）をつかんで
前方に垂らす。ゴミ袋の近くに行って、頭頂部のゴムを
外して下に落とす感じでゴミ袋に廃棄する。
外すときには目を閉じて息を止める。
アルコールで手指消毒

•最後に、サージカルマスクと手袋をはめて環境整備を。

•ゴーグルの後頭部側のバンドをつかんで外します。
外すときには目を閉じます（眼球粘膜の汚染を防ぎます）。
ゴーグルもゴミ袋に入れます。
アルコールで手指消毒

PCRセンター運営マニュアル 令和2年10月調布市医師会



訪問看護師による自宅での中和抗体療法のポイント

日頃から
・地域の看看連携を
・感染対策の基礎知識を
・あらかじめ往診対応可能な診療・検査医療機関で実習を
・ワクチンを接種し、日頃の抗原検査やPCR検査を怠らない
・訪問時の事故・犯罪対策を

感染者対応にあたって
・事業所ごとにできるだけ感染対応スタッフを固定
・プライバシーの保護に留意
・アルコール消毒不可能な物品は持参しない
・初回訪問は医師と同行を
・換気に留意し、必要最小限の患家滞在を心がける



新型コロナウイルス感染症、まだまだ安心はできません

万全の態勢で自宅療養者を支えられるよう、準備しましょう




