
自宅療養者フォローアップセンターから健康観察等を受ける方向け Q&A 

目次 

1 療養期間・療養場所について ................................................................................................................ 3 

1.1 療養終了の連絡がいつどのように来るのか知りたい。 ................................................................. 3 

1.2 子どもがいる場合や部屋数が少ない場合など、同居している陰性者と生活スペースの隔離ができ

ない場合はどうすればよいか？ ................................................................................................................ 3 

2 食事・掃除等の生活について ................................................................................................................ 3 

2.1 療養者が作った食事を食べてもよいか？ ....................................................................................... 3 

2.2 療養中・終了後の自宅の清掃や療養者の衣類・布団の洗濯はどのようにすればよいか？ ............ 3 

2.3 飲み物の購入のため、近くの自動販売機まで買いに行ってもよいか？ ........................................ 4 

2.4 療養中にゴミ出しのために外出してもよいか？ ............................................................................ 4 

3 妊娠中の療養・授乳について ................................................................................................................ 4 

3.1 妊婦が陽性になったらどうしたらよいか？ ................................................................................... 4 

3.2 妊婦が陽性になった場合、胎児に感染する可能性はあるか知りたい。 ........................................ 4 

3.3 妊婦は内服薬を服薬してよいか？ .................................................................................................. 4 

3.4 療養中に子どもへ授乳することは問題ないか知りたい。 .............................................................. 5 

4 配食・パルスオキシメーターの送付について ....................................................................................... 5 

4.1 配食・パルスオキシメーターがいつ届くか知りたい。 ................................................................. 5 

4.2 配食・パルスオキシメーターの受け取りはどのようにしたらよいか？ ........................................ 5 

4.3 共同住宅に住んでおり玄関が共有のため、人に会わず置き配を回収することが難しい。どうすれ

ばよいか？ ................................................................................................................................................ 5 

4.4 配食はどのようなものが届くのか、具体的に知りたい。 .............................................................. 5 

4.5 乳幼児向けの配食はあるのか知りたい。 ....................................................................................... 6 

4.6 パルスオキシメーターの使い方を知りたい。 ................................................................................ 6 

4.7 子どものパルスオキシメーターの配送はあるか。......................................................................... 6 

4.8 体調の不調はないが、パルスオキシメーターで測定した SpO2 の値が低く出ている。どうしたら

よいか？ .................................................................................................................................................... 6 

4.9 パルスオキシメーターが壊れている。どうすればよいか？ .......................................................... 6 

4.10 パルスオキシメーターの返却方法や返却日について知りたい。 ............................................... 6 

4.11 パルスオキシメーターの返却について、配達時の住所と異なる住所から返却したいがどうした

らよいか？ ................................................................................................................................................ 7 

5 濃厚接触者について .............................................................................................................................. 7 

5.1 誰が濃厚接触者にあたるのか、濃厚接触者の定義を知りたい。 ................................................... 7 

5.2 濃厚接触者は陰性でも自宅待機が必要か知りたい。 ..................................................................... 7 

5.3 濃厚接触者に発熱等の症状が出たがどうしたらよいか？ .............................................................. 8 

6 療養後について ..................................................................................................................................... 8 

6.1 療養終了後の PCR 検査で陰性だったが、その後再度体調が悪くなった。どうしたらよいか？ .. 8 

6.2 療養終了後、再検査を行い陽性とでたらどうすればよいか？ ....................................................... 8 



2 

 

6.3 療養終了後に陰性確認の検査をする必要があるか？検査をするにはどうすればよいか？ ............ 8 

6.4 陰性証明を求められている。どこで検査ができるか知りたい。 ................................................... 8 

7 療養後のワクチン接種について ............................................................................................................ 9 

7.1 一度新型コロナウイルス感染症にかかっていても、ワクチンを受けられるのか？ ...................... 9 

7.2 ワクチン接種は新型コロナウイルス感染後どれくらい期間をあければよいか？ .......................... 9 

7.3 新型コロナワクチンについて知りたい。 ....................................................................................... 9 

8 手当金・生活補助についての相談 ......................................................................................................... 9 

8.1 新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金はあるか？ .......................................................... 9 

8.2 自宅療養により外出ができず生活が苦しい。補助金などの相談先はあるか？ .............................. 9 

  



自宅療養者フォローアップセンターから健康観察等を受ける方向け Q&A 

1 療養期間・療養場所について 

1.1 療養終了の連絡がいつどのように来るのか知りたい。 

療養終了当日にショートメッセージ（SMS）又は電話にて療養終了のご案内をさせていただき

ますので、連絡がくるのをお待ちください。療養終了日の 23：59 までが自宅療養期間となり

ますので外出はお控えください。 

 

1.2 子どもがいる場合や部屋数が少ない場合など、同居している陰性者と生活スペースの隔離がで

きない場合はどうすればよいか？ 

少なくとも 2 メートル以上の距離をあけ、仕切りやカーテンでエリアを区切って過ごして下さ

い。定期的な換気も大切です。同じスペースに入るときは、手洗いまたはアルコール消毒を行

い、マスクをつけてください。 

▼参考：東京福祉保健局「新型コロナウイルス感染症 自宅療養者向けハンドブック」 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/zitakuryouyou

handbook.files/zitakuryouyouhandbook0128.pdf 

▼参考：厚生労働省「新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け）」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.ht

ml#Q3-2 

 

2 食事・掃除等の生活について 

2.1 療養者が作った食事を食べてもよいか？ 

新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は飛沫感染と接触感染であると考えられており、

2020 年５月１日現在、食品（生で喫食する野菜・果実や鮮魚介類を含む。）を介して新型コロ

ナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されておりません。 

ただし、療養者が調理をすることは同居の方への感染リスクが高くなるため原則しないでくだ

さい。食事を作る人が療養者以外にいない場合は、マスクとこまめな手洗いの上調理を行って

ください。食事は別の部屋で摂ってください。別に食事をする場所がない場合は、時間をずら

してください 

▼参考：厚生労働省「新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け）」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.ht

ml#Q2-8 

 

2.2 療養中・終了後の自宅の清掃や療養者の衣類・布団の洗濯はどのようにすればよいか？ 

窓を開けよく換気を行ってください。消毒を行う際は使い捨て手袋をしてください。 

新型コロナウイルスには、界面活性剤を含む食器用洗剤・家庭用洗剤・住居用洗剤・洗濯用洗

剤、石けん、アルコール（濃度 60%以上）、次亜塩素酸ナトリウムが有効です。ドアノブ、テ

ーブル、てすり、スイッチ、など、手のよく触れるところを、100 倍希釈した家庭用洗剤で拭

き掃除します。まアルコールや薄めた漂白剤（0.05％次亜塩素酸ナトリウム水溶液）をキッチ

ンペーパーやティッシュに染み込ませ、拭きとる方法も有効です。 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/zitakuryouyouhandbook.files/zitakuryouyouhandbook0128.pdf
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/zitakuryouyouhandbook.files/zitakuryouyouhandbook0128.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q3-2
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q3-2
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-8
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-8
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体液で汚れた衣服やリネンを取り扱う際は、手袋とマスクをつけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯

し完全に乾かしてください。 

▼参考：新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.ht

ml#Q4-3 

 

2.3 飲み物の購入のため、近くの自動販売機まで買いに行ってもよいか？ 

療養中の外出はお控えください。例えばインターネットの通販等で玄関先に置き配で届くよう

に指定する等でご対応をお願いいたします。 

▼参考：東京福祉保健局「新型コロナウイルス感染症 自宅療養者向けハンドブック」 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/zitakuryouyou

handbook.files/zitakuryouyouhandbook0128.pdf 

 

2.4 療養中にゴミ出しのために外出してもよいか？ 

1 人暮らしの方は、ゴミ出しであっても家の外に出るのは控えてください。療養中のゴミは自

宅で保管し、療養終了後に出すよう願いいたします。 

同居の方がゴミを処理する場合は、ゴミ出しをしてもかまいませんが、鼻をかんだティッシュ

や療養者のゴミを捨てるときは、ゴミに手が触れないように袋を縛り密封してください。ゴミ

を扱った後は、手洗いをきちんとしてください。気になるときは袋を２重にしてください。 

▼参考：東京福祉保健局「新型コロナウイルス感染症 自宅療養者向けハンドブック」 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/zitakuryouyou

handbook.files/zitakuryouyouhandbook0128.pdf 

 

3 妊娠中の療養・授乳について 

3.1 妊婦が陽性になったらどうしたらよいか？ 

妊娠週数やそれぞれの状況によりますので、主治医にご相談下さい。 

▼参考：国立成育医療研究センター「妊婦さんの新型コロナウイルス感染症について」 

https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/section/perinatal/bosei/covid_bosei_kusuri.html 

 

3.2 妊婦が陽性になった場合、胎児に感染する可能性はあるか知りたい。 

子宮内で胎児が感染したことを示唆する報告も少数ながら存在しますが、新型コロナウイルス

に感染した妊婦から胎児への感染はまれだと考えられています。 

▼参考：厚生労働省「新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け）」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.ht

ml#Q6-6 

 

3.3 妊婦は内服薬を服薬してよいか？ 

妊娠週数や妊婦の方のそれぞれの状況によりますので、主治医にご相談下さい。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q4-3
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q4-3
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/zitakuryouyouhandbook.files/zitakuryouyouhandbook0128.pdf
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/zitakuryouyouhandbook.files/zitakuryouyouhandbook0128.pdf
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/zitakuryouyouhandbook.files/zitakuryouyouhandbook0128.pdf
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/zitakuryouyouhandbook.files/zitakuryouyouhandbook0128.pdf
https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/section/perinatal/bosei/covid_bosei_kusuri.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q6-6
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q6-6
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▼参考：国立成育医療研究センター「妊婦さんの新型コロナウイルス感染症について」 

https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/section/perinatal/bosei/covid_bosei_kusuri.html 

 

3.4 療養中に子どもへ授乳することは問題ないか知りたい。 

母乳を介して新型コロナウイルスが乳児に感染するリスクは低いと考えられています。しかし、

母乳中に検出されたとする報告もあります。また、授乳時には、接触・飛まつ感染のリスクが

あります。従って母乳栄養を希望される際は、母乳を介した感染や接触・飛沫感染のリスクに

ついて、ご家族や医療機関の医師等と十分に相談の上、授乳方法や時期をご判断ください。 

▼参考：厚生労働省「新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け）」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.ht

ml#Q6-7 

 

4 配食・パルスオキシメーターの送付について 

 

4.1 配食・パルスオキシメーターがいつ届くか知りたい。 

フォローアップセンターが保健所の依頼を受けてから最短１日後に、お届けとなります。お届

けの際にお電話又はインターフォンでの在宅確認を行い、確認ができなかった場合には翌日の

再配送となります。 

なお、７月以降自宅療養者の増加に伴い、数日お待ちいただく場合がございます。ご了承くだ

さい。 

 

4.2 配食・パルスオキシメーターの受け取りはどのようにしたらよいか？ 

配送時、宅配業者から電話にて在宅確認のご連絡をさせて頂きます。電話に出ていただき、配

送場所などを確認させていただいてから、置き配いたしますので対面にならないようにお受け

取り下さい。 

 

4.3 共同住宅に住んでおり玄関が共有のため、人に会わず置き配を回収することが難しい。どうすれ

ばよいか？ 

同居者や近隣の知人がいる場合は、ご自身の部屋前に届けてもらう等して接触は可能な限り避

けるようにしてください。共有スペースに入る場合は、手洗いまたはアルコール消毒をして、

マスクを着用してください。 

▼参考：東京福祉保健局「新型コロナウイルス感染症 自宅療養者向けハンドブック」 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/zitakuryouyou

handbook.files/zitakuryouyouhandbook0128.pdf 

 

4.4 配食はどのようなものが届くのか、具体的に知りたい。 

日持ちのするレトルト食品・インスタント食品などが中心となります。配送する食料品等の例

（写真）が、ホームページにありますのでご覧ください。 

https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/section/perinatal/bosei/covid_bosei_kusuri.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q6-7
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q6-7
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/zitakuryouyouhandbook.files/zitakuryouyouhandbook0128.pdf
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/zitakuryouyouhandbook.files/zitakuryouyouhandbook0128.pdf
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▼参考：東京都福祉保健局「新型コロナウイルス感染症 自宅療養中の方へ」 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/zitakuryouyouhandbook.html 

 

4.5 乳幼児向けの配食はあるのか知りたい。 

乳幼児向けの配食は行っておりません。 

 

4.6 パルスオキシメーターの使い方を知りたい。 

同封してある取り扱い説明書をご覧いただき、それでも不明な場合はフォローアップセンター

へお問い合わせください。 

 

4.7 子どものパルスオキシメーターの配送はあるか。 

フォローアップセンターからお送りしているパルスオキシメーターは成人用になりますので

小児では指が細く正確に測定できない場合がございます。正確に測定できない場合には、体温

やその他症状を目安に健康観察を行ってください。 

 

4.8 体調の不調はないが、パルスオキシメーターで測定した SpO2 の値が低く出ている。どうしたら

よいか？ 

正しく測定できていない可能性もあるため、再度測定してください。正常値は安静時 96％以

上です。ネイルをしていたり、指先が冷えていたりすることで機械が感知せず、また装着が浅

くても測定できない場合があります。指先を温め、測定している手の指を変える、または足の

指で測定してください。それでも低値でありましたら、フォローアップセンターへ速やかにご

相談下さい。 

▼参考：日本呼吸器学会「よくわかるパルスオキシメーター」 

https://www.jrs.or.jp/uploads/uploads/files/guidelines/pulse-oximeter_general.pdf 

 

4.9 パルスオキシメーターが壊れている。どうすればよいか？ 

フォローアップセンターへお問い合せください。 

 

4.10 パルスオキシメーターの返却方法や返却日について知りたい。 

【令和４年 6 月 30 日までにパルスオキシメーターが届いた方】 

パルスオキシメーターをお手元にお持ちの場合、うちさぽ東京（0120-670-440）へご連絡をお

願いいたします。 

 

【令和 4 年 7 月 1 日以降にパルスオキシメーターが届いた方】  

自宅療養終了から 3 日間経過した後、同封のレターパックプラスにより返却をお願いいたしま

す。 

＊詳しい返却方法は同封の「パルスオキシメーターの使用方法及び返却について」をご覧くだ

さい。 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/zitakuryouyouhandbook.html
https://www.jrs.or.jp/uploads/uploads/files/guidelines/pulse-oximeter_general.pdf
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4.11 パルスオキシメーターの返却について、配達時の住所と異なる住所から返却したいがどうした

らよいか？ 

【6 月 30 日までにパルスオキシメーターが届いた方】 

パルスオキシメーターをお手元にお持ちの場合、うちさぽ東京（0120-670-440）へご連絡をお

願いいたします。 

 

5 濃厚接触者について 

5.1 誰が濃厚接触者にあたるのか、濃厚接触者の定義を知りたい。 

濃厚接触かどうかを判断する上で重要な要素は、１．距離の近さと２．時間の長さです。必要

な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離（１ｍ程

度以内）で 15 分以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます。 

新型コロナウイルス感染者から、ウイルスがうつる可能性がある期間（発症 2 日前から入院等

をした日まで）に接触のあった方々について、関係性、接触の程度などについて、保健所が調

査（積極的疫学調査）を行い、個別に濃厚接触者に該当するかどうか判断します。 

▼参考：東京都「新型コロナウイルス感染症 FAQ（よくある質問）」 

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/tosei/news/covid-19_faq2.html 

 

5.2 濃厚接触者は陰性でも自宅待機が必要か知りたい。 

【濃厚接触者の待機期間について】  

新型コロナウイルス感染症陽性判明者と最終接触があった日を 0 日として翌日から 5 日間（6

日目解除）は、外出の自粛（自宅待機）と健康観察をお願いいたします。また、2 日目及び 3

日目に抗原定性検査キットによる検査を行い、陰性であれば 3 日目から待機解除が可能です。

なお、7 日間が経過するまでは、以下の点にご注意ください。 

（注意事項） 

●検温など自身による健康状態の確認を行ってください。 

●重症化リスクの高い方（高齢者や基礎疾患を有する者等、以下「ハイリスク者」という）と

の接触を避けてください。 

●ハイリスク者が多く入所・入院する施設への不要不急の訪問は避けてください（受診等を目

的としたものは除く）。 

●感染リスクの高い場所の利用や会食を避け、マスクを着用する等 

 

【参考：濃厚接触者である同居家族等の起算日について】 

●陽性者の発症日（陽性者が無症状の場合は、検体採取日） 

●陽性者の発症等により住居内で感染対策※を講じた日 のいずれか遅い方を最終接触日 0

日目として自宅待機をお願いいたします。 

※ここで言う感染対策は、日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消

毒の実施、物資等の共有を避ける、消毒等の実施などの対策を想定しています。保健所の指示

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/tosei/news/covid-19_faq2.html
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に基づく対策の実施や、濃厚接触者とならないよう厳格に隔離等を行うことまでを求めるもの

ではありません。 

 

▼参考：厚生労働省「新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け）」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.ht

ml#Q3-3 

 

5.3 濃厚接触者に発熱等の症状が出たがどうしたらよいか？ 

かかりつけ医があればかかりつけ医、もしくは発熱相談センターにお電話でご相談ください。 

東京都発熱相談センター TEL03－5320－4592、TEL03－6258－5780 

（24 時間、土日祝日を含む毎日） 

 

6 療養後について 

6.1 療養終了後の PCR 検査で陰性だったが、その後再度体調が悪くなった。どうしたらよいか？ 

かかりつけ医があればかかりつけ医、もしくは発熱相談センターにご相談ください。 

東京都発熱相談センター TEL03－5320－4592、TEL03－6258－5780 

（24 時間、土日祝日を含む毎日）。 

 

6.2 療養終了後、再検査を行い陽性とでたらどうすればよいか？ 

検査を行った医療機関の指示に従ってください。再度、陽性となったタイミングや症状等によ

り対応が異なります。療養終了から時間が経ってからの検査で陽性となった場合や症状を伴う

場合は再燃や再感染の検討が必要となり、状況によっては再度療養となる可能性があります。 

 

6.3 療養終了後に陰性確認の検査をする必要があるか？検査をするにはどうすればよいか？ 

療養期間を終了した時点で、発症から十分な日数が経過しており他者への感染性は極めて低い

とされているため、陰性確認の検査する必要はありません。 

▼参考：厚生労働省「新型コロナウイルスに関する Q&A（企業の方向け）」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.ht

ml#Q10-7 

 

6.4 陰性証明を求められている。どこで検査ができるか知りたい。 

療養期間を終了した時点で、発症から十分な日数が経過しており他者への感染性は極めて低い

とされているため、陰性確認の検査する必要はありません。勤務等を再開するに当たって陰性

証明を求められて困った場合は、管轄の保健所にご相談下さい。 

▼参考：厚生労働省「新型コロナウイルスに関する Q&A（企業の方向け）」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.ht

ml#Q10-7 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q3-3
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q3-3
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q10-7
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q10-7
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q10-7
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q10-7
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7 療養後のワクチン接種について 

7.1 一度新型コロナウイルス感染症にかかっていても、ワクチンを受けられるのか？ 

既に新型コロナウイルスに感染した人も、ワクチンを接種することが可能です。 

ご不明な点はワクチンコールセンターにお問い合わせ下さい。 

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター 

電話番号：０１２０－７６１７７０（フリーダイヤル） 

受付時間：９時００分～２１時００分（土日・祝日も実施） 

▼参考：厚生労働省「新型コロナワクチンＱ＆Ａ」 

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0028.html 

 

7.2 ワクチン接種は新型コロナウイルス感染後どれくらい期間をあければよいか？ 

かかりつけの主治医等にご相談ください。感染後や治療後は、接種まで一定の期間をおく必要

がある場合があります。 

▼参考：厚生労働省「新型コロナワクチンＱ＆Ａ」 

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0028.html 

 

7.3 新型コロナワクチンについて知りたい。 

厚生労働省のホームページをご参照ください。 

▼参考：厚生労働省「新型コロナワクチンＱ＆Ａ」 

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/ 

 

8 手当金・生活補助についての相談 

8.1 新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金はあるか？ 

各保健所、各保険会社にお問い合わせください。 

また厚生労働省のウェブサイトに傷病手当金について記載されておりますのでご参照くださ

い。 

▼参考：厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへ」 

https://www.mhlw.go.jp/content/000613887.pdf 

 

8.2 自宅療養により外出ができず生活が苦しい。補助金などの相談先はあるか？ 

各種ご相談窓口があります。参考ＵＲＬをご参照の上、ご相談ください。 

▼参考：厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf 

 

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0028.html
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0028.html
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/
https://www.mhlw.go.jp/content/000613887.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf

