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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の対策と現状 
Update No.９ （2020/10/08） 

長崎県医師会 新型コロナウイルス感染症対策会議から 

 
今回は、次のインフルエンザ流行期に備えた長崎県の相談・外来・検査体制の整備 及び「診療・検査医

療機関」の指定 及び 国庫補助、各種手引き、指針などについてお知らせいたします。 

インフルエンザ流行期の体制整備のために、県では『診療・検査医療機関』を指定することとなっていま

す。趣旨をご理解頂き、対応可能な会員医療機関におかれましては、「診療・検査医療機関指定届出書(様式

第１号)」（県ＨＰ掲載）を届出頂き、指定をお受け頂きますようご協力をお願いいたしますとともに、指定

を受けますと国庫補助を受けることが可能となりますので、次頁以降をご確認頂き、届出・申請をお願いい

たします。 

 
１．相談・外来・検査体制の整備について 

長崎県では、国の方針に基づき、かかりつけ医等地域の身近な医療機関、又、地域外来・検査セ

ンターで感染予防策を講じた上で相談・診療・検査に地域の中で役割分担をして対応出来る体制作

りを目指しています。 

県の考える基本的な流れとしては、発熱患者が先ずかかりつけ医等最寄りの医療機関に電話相談

をし、電話診療等で対応し、検査可能な医療機関はそこで検査を行うが、検査が行えない医療機関

では地域外来・検査センター（ドライブスルーなど）と連携しておき対応する。その結果、新型コ

ロナウイルス感染症が陰性の場合は、その他の感染症の鑑別も含めて診療を行う。このような対応

を行う医療機関を「診療・検査医療機関」として県が指定をする。また、かかりつけ医がいない等

相談する医療機関に迷っておられる場合は「受診・相談センター」（旧帰国者・接触者相談センター）

に相談頂き、地域の適切な医療機関を紹介する等の体制作りを目指しています。 

本体制は、基本的な県の考え方であり、実際には地域の実情に応じた体制構築が行われるこ

ととなります。 
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次の 1）、2）については、現在、本会で把握している情報についてお知らせしています。

追加情報や訂正があった場合は、次回以降の Updateや本会ＨＰでお知らせします。 

 

１）「診療・検査医療機関」の指定 

インフルエンザ流行期を迎えるに当たり、多数の発熱患者等が地域において適切に診療・検査が

受けられるよう、既存の帰国者・接触者外来も含め、発熱患者等専用の診察室（時間的・空間的分

離を行い、駐車場等で診療する場合も含む）を設けた上で、受診・相談センターや地域の医療機関

から紹介を受けた患者や自院のかかりつけ患者の内、発熱患者等の診療・検査を行う医療機関を、

医療機関の意向により長崎県が指定します。（指定されることにより、次項２）の補助事業の対象と

なります。） 

指定に関する意向調査は、帰国者・接触者外来及び二次救急輪番制病院には県から通知済みです。 

行政検査委任状提出医療機関 及び それ以外の医療機関の皆様については、下記県ホームページ

をご参照頂きますようお願いいたします。 
 
 

県ＨＰに様式等が掲載されています。（次項の補助金申請書等も掲載） 

ホーム＞分類で探す＞福祉・保健＞感染症＞ 診療・検査医療機関の指定および国庫補助金の申

請について 

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_sinryo-kensa-

iryokikan/） 

※提出期限は、10月28日（水）となっていますが、翌日以降も状況に応じて随時指定予定です。 
 
 

施設要件 

（１）発熱患者等が新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者と接触しないよう、可能な限り動線が分けられて

いること。 

（２）必要な検査体制が確保されていること（検査（検体採取）を地域外来・検査センター等に依頼する場合には、

連携体制がとれていること）。 

（３）医療従事者の十分な感染対策を行うなどの適切な感染対策が講じられていること。 

（４）検査を行う場合には、「新型コロナウイルス感染症にかかる行政検査の実施について」に基づき、都道府県・

保健所設置市・特別区（以下「都道府県等」という。）と行政検査の委託契約を締結していること。（県等との

個別契約 又は、県医師会の集合契約に係る委任状を提出をしていれば再提出は不要。） 

（５）発熱外来交付要綱４（１）のただし書きに該当する場合（自院のかかりつけ患者及び自院に相談のあった患

者である発熱患者等のみを受け入れる場合）は、院内掲示を行う等、自院のかかりつけ患者に対して、発熱等

の症状が生じた場合には、電話で相談した上で、自院で診療・検査可能である旨を周知すること。 

診療・検査医療機関の周知に関する要件 

次の①②のいずれかの方法で、地域でインフルエンザ流行に備えた相談・診療・検査体制を整備するに当たっ

て必要な下記の情報を、都道府県等、受診・相談センター、地域の医療機関間で共有すること。 
 

届出書により「ホームページによる公表を可」とされても、長崎県では、当面の間、一般への公表・

広報は行わなわず、公表する場合も医療機関・医師会と協議の上、了解があった場合のみ公表となり

ます。（県、保健所、受診・相談センター、市町、医師会、医療機関等での情報共有はなされます。 

また、公表の可否による指定の有無や補助金の支給等に影響はありません。 
 

①診療・検査医療機関の管理者（代理の者）が指定の際に都道府県に報告し、都道府県が自治体のホームページ

で掲示（この場合、都道府県は全ての診療･検査医療機関の情報や、報告を受けた全ての情報を掲示する必要

はないが、掲示しない情報については②の方法で共有を行うこと） 



3 
 

②診療・検査医療機関の管理者（代理の者）が指定の際に都道府県に報告し、都道府県が管内の保健所設置市・

特別区、受診・相談センター、地域の医療機関等関係者に連絡（診療･検査医療機関の指定の追加や変更があ

った場合には、随時連絡） 

機能要件 

（１）診療・検査医療機関の管理者（代理の者）は、都道府県に報告することにより、都道府県等、受診・相談セ

ンター、地域の医療機関に対して、予め自院での対応時間等を示した上で、その範囲で、受診・相談センター

や相談体制を整備した医療機関から患者の診療・検査の受入れ要請があった場合、又は患者から相談があった

場合、原則速やかに患者の診療・検査を受け入れること。 

発熱外来交付要綱４（１）のただし書きに該当する場合（自院のかかりつけ患者及び自院に相談のあった患者

である発熱患者等のみを受け入れる場合）は、診療・検査医療機関の管理者（代理の者）は、かかりつけの患者

に対して、院内掲示を行う等により、予め自院での受入れ対象患者や対応時間等を示すとともに、都道府県に報

告することにより、都道府県等、受診・相談センター、地域の医療機関に対して、予め自院での受入れ対象患者

や対応時間等を示した上で、その範囲で、患者から相談があった場合、原則速やかに患者の診療・検査を受け入

れること。 

（２）診療・検査医療機関は、自院を受診した患者が、新型コロナウイルス感染症であった場合には、速やかに保

健所や都道府県調整本部（「新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体

制等の整備について（改訂）」（令和２年３月 26 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部）

の別添Ⅱに規定する都道府県調整本部）に連絡し、患者の状態を伝える等、患者の療養先の検討に協力するこ

と。また、自宅療養や自宅での待機を行っている患者に対するフォローアップについては、保健所等の業務負

担軽減を図るとともに、医学的知見に基づいた対応を行うため、可能な範囲で協力すること。 
 

※診療･検査医療機関(仮称)の指定期間中は、新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援シ

ステム(G-MIS)及び新型コロナウイルス感染症等情報把握･管理支援システム(HER-SYS)に必要

な情報の入力を行うことも必要。 
 

県担当：医療政策課感染症・がん対策班 

TEL ：０９５－８９５－２４６６  FAX ：０９５－８９５－２５７３ 

MAIL:y-shimizu@pref.nagasaki.lg.jp 

 

２）インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業 

都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関が、発熱患者等専用の診察室（時間的・空間的分離を行

い、プレハブ・簡易テント・駐車場等で診療する場合を含む）を設けた上で、予め発熱患者等の対応時

間帯を住民に周知し、又は、地域の医療機関や受診・相談センター（仮称）と情報共有して、発熱患者

等を受け入れる体制をとった場合に、外来診療・検査体制確保に要する費用を補助する事業。 

発熱患者等を受け入れる体制を確保した時間に応じて、外来診療・検査体制確保料13,447円×（「受入

時間に応じた基準患者数」－「実際の発熱患者数」）が国から直接補助されます。（指定日以降。） 

受入時間に応じた基準患者数は、１日あたり20人を上限に、20人÷７時間×体制を確保した時間数と

されます。（下記、参照。）ただし、自院のかかりつけ患者及び自院に相談のあった患者等のみ受け入れ

の場合は、基準患者数は１日あたり５人を上限として、５人÷２時間×体制を確保した時間数です。 

 

※国庫補助の申請をするためには「診療・検査医療機関」の指定を受けることが必要です。 
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※本補助金は「診療・検査医療機関」の指定を長崎県から受けておくことが必要です。 

提出期限は、第１回目締切日（10月12日・月）、第２回目締切日（10月30日・金）となっています。 

関係書類、提出先、問合先は、１）に記載の県ホームページをご参照下さい。 

 

問合せ先：厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター 

電話番号 0120-336-933 

 

２．新型コロナウイルス感染症の診断に係る検体材料「鼻腔拭い液」
の追加について（R2.10.2 厚労省健康局結核感染症課・健感発 1002 第 1号） 

新型コロナウイルス感染症に係る核酸検出検査、抗原定量検査及び抗原定性検査の検体として新た

に鼻腔検体を活用することが可能となりました。特に、抗原定性検査（簡易キット）は、医療機関等

に限らず実施可能であり、短時間で結果を確認することができます。 

こうした特性を踏まえると、抗原定性検査はインフルエンザ流行期における発熱患者等への検査に

有効であることから、診療・検査医療機関においては、迅速・スムーズな診断・治療につなげるべく、

簡易キットを最大限活用した検査体制の整備をご検討いただきたいと考えております。 

なお、これに伴い、「SARS-CoV-2 抗原検出用キットの活用に関するガイドライン」（同年６月16日最

終改訂。以下「旧ガイドライン」という。）は廃止することとしましたので、旧ガイドラインを引用し

ている事務連絡等（下記参照）については、「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指

針（第１版）」に沿って適切な対応をお願いいたします。 

加えて、本日、国立感染症研究所及び国立国際医療研究センター国際感染症センターが作成した「新

型コロナウイルス感染症に対する感染管理」が別添２のとおり改訂されました。その中では、鼻腔検

体採取を実施する場合の感染予防策等についても記載しておりますので、参考にして頂きますよう、

お願いいたします。 

これらに加え、鼻腔検体採取を実施する場合の留意点等については、次頁２）のとおりとなります。 
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１）各種検体の特徴（新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指

針 第１版）より】 
 

新型コロナウイルス感染症にかかる各種検査 

検査の対象 
核酸検出検査 抗原検査(定量) 抗原検査(定性) 

鼻咽頭 鼻腔＊ 唾液 鼻咽頭 鼻腔＊ 唾液 鼻咽頭 鼻腔＊ 唾液 

有症状者 

（症状消退

者含む） 

発症か

ら９日

目以内 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
◯ 

（※１） 

◯ 

（※１） 

× 

（※２） 

発症か

ら10日

目以降 

◯ ◯ 
－ 

（※４） 
◯ ◯ 

－ 

（※４） 

△ 

（※３） 

△ 

（※３） 

× 

（※２） 

無症状者 ◯ 
－ 

（※４） 
◯ ◯ 

－ 

（※４） 
◯ 

－ 

（※４） 

－ 

（※４） 

× 

（※２） 

想定される主な活用

場面 

・検査機器等の配備を要するもの

の、無症状者に活用できるた

め、保健所、地方衛生研究所、

国立感染症研究所等の検査専門

施設や医療機関を中心に実施。 

・大量の検体を一度に処理できる

機器や操作が簡便な機器など幅

広い製品があるため、状況に応

じた活用が重要。 

・検査機器等の配備を要するもの

の、無症状者に活用できるほ

か、現在供給されている検査機

器は、新型コロナウイルス感染

症に係る検査以外にも、通常診

療で実施される様々な検査に活

用できるため、検査センターや

一定規模以上の病院等において

活用。 

・検査機器の設置が不要で、その

場で簡便かつ迅速に検査結果が

判明するが、現状では対象者は

発症２日目から９日目の有症状

者の確定診断に用いられるた

め、インフルエンザ流行期にお

ける発熱患者等への検査に有

効。 

 

※１：発症２日目から９日目以内の有症状者の確定診断に用いられる。 

※２：有症状者への使用は研究中。無症状者への使用は研究を予定している。 

※３：使用可能だが、陰性の場合は鼻咽頭PCR検査を行う必要あり。（△） 

※４：推奨されない。（－） 

＊：引き続き検討が必要であるものの、有用な検体である 

 

２）検査時の防護体制について 

感染防護体制について、鼻腔拭い液の追加とともに、唾液・鼻腔拭い液について、患者が自己

採取したものと自己採取したもの以外で対応が分けられています。 
 

①PCR検査（唾液、鼻腔拭い液（自己採取したもの））又は抗原検査（唾液、鼻腔拭い液（自己

採取したもの））のみを行う場合 
→採取された唾液又は鼻腔拭い液検体を回収する際には、サージカルマスク及び手袋を着

用すること。 
②PCR検査（喀痰、鼻咽頭拭い液、鼻腔拭い液（医療従事者が採取したもの）等の唾液及び鼻

腔拭い液（自己採取したもの）以外の検体）又は抗原検査（鼻腔拭い液（医療従事者が採取

したもの）、鼻咽頭拭い液）も実施 
する場合 
→医療従事者が鼻腔や咽頭から検体を採取する際には、サージカルマスク等、眼の防護具

（ゴーグル又はフェイスシールド）、ガウン及び手袋を装着すること。 
→エアロゾルが発生する可能性のある手技（例えば気道吸引、下気道検体採取等）を実施

する場合は、N95マスク（またはDS2など、それに準ずるマスク）、眼の防護具（ゴーグ

ル又はフェイスシールド）、ガウン及び手袋を装着すること。 
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○鼻腔検体採取を実施する場合の留意点等 
・鼻孔から２cm 程度スワブを挿入し、挿入後スワブを５回程度回転させ、十分湿らせるこ

と。被検者自身が採取する際は、鼻出血が起こりやすい部位である点にも配慮し、医療

従事者の管理下で実施すること。 
・検体採取に当たり、医療従事者に一定の曝露があるため、フェイスシールド、サージカ

ルマスク、手袋、ガウンといった個人防護具の装着による感染防御を要すること。被検

者自身による自己採取による場合において、医療従事者が検体を扱う際には、サージカ

ルマスク及び手袋を着用することで対応が可能であること。 
 

３．各手引き・指針について 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第３版 

今回の改訂では、日本小児科学会の協力で臨床像の更新が図られたほか、薬物療法においては

最近有効性が確立したレムデシビルとデキサメタゾンの使用など中等患者のマネジメントが修

正されました。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000668291.pdf 

新型コロナウイルス感染症（Covid-19）病原体検査の指針・第１版 

「SARS-CoV-2抗原検出用キットの活用に関するガイドライン」（同年６月16日最終改訂。以下

「旧ガイドライン」という。）が廃止され、旧ガイドラインを引用している事務連絡等（新たに薬

事承認・保険収載された新型コロナウイルス感染症に係る抗原検査の取り扱いについて（周知）

（令和２年８月1 日付け事務連絡）、新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するＱ＆Ａ

について（その３）（令和２年８月21 日付け事務連絡））については、「新型コロナウイルス感染

症（COVID-19）病原体検査の指針（第１版）」に沿って適切な対応を行うこととされています。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000678570.pdf 

新型コロナウイルス感染症に対する感染管理（2020年10月2日改訂版） 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が疑われる場合の感染予防策について医療関係者保健

所が参照することを想定し、国立感染症研究所等が作成している資料の改訂版が公表されました。 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html 

 

４．新型コロナウイルス感染症対策による医療機関が利用可能な主な金融措
置について（情報提供）（Ｒ2.9.29 日医発税経第 10号） 

※スペースの関係上、添付資料等は、本会 HP「新型コロナウイルス感染症」ページの「支援金・補助、

融資関係」に掲載本通知を掲載していますのでご参照下さい。 

http://www.nagasaki.med.or.jp/main/coronavirus2020.htm 

去る９月 15 日に閣議決定した新型コロナウイルス感染症対策予備費等の活用を含む、医療機関

が利用可能な主な金融措置の概要は以下の通りです。 

本通知文は、既に過去の通知文（注 1、注２）でご案内した、医療機関が利用可能な主な金融措

置を、改めて整理の上ご案内するものです。 

（注１）（１）の措置については、令和２年９月 17日付都道府県医師会担当理事宛通知文「独立行政

法人福祉医療機構の新型コロナウイルスの感染により事業停止等となった事業者に対する福

祉医療貸付事業の対応について（一部改正）」（税経第６号）でご案内しております。 

（注２）（２）から（４）については、令和２年６月 17日付都道県医師会担当理事宛通知文「独立行

政法人福祉医療機構の新型コロナウイルスにより事業停止等となった事業者に対する福祉医

療貸付事業の拡充等の第 2 次補正予算における金融措置等について（情報提供）」（年税第 19

号）における（２）から（４）の措置を、改めてご案内するものです。 
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（１）独立行政法人福祉医療機構による新型コロナウイルスの感染により事業停止等となった事業者に

対する福祉医療貸付事業の拡充 

医療貸付事業では、新型コロナウイルス感染症により、施設自身の責に帰することができない事

由で機能停止等になった場合の長期運転資金について、この度の新型コロナウイルス感染症対策予

備費等の活用により、別添資料１①、資料１②、資料１③の通り、当該優遇融資の条件について、

貸付金の限度額等の更なる拡充が行われています。 

なお、独立行政法人福祉医療機構のホームページ（ https://www.wam.go.jp/hp/fukui_shingata

corona/ ）におきまして、詳細な融資条件等が掲載されていますのでご参照ください。 

（２）民間金融機関による信用保証付融資（セーフティネット保証４号、セーフティネット保証５号、

危機関連保証、信用保証付き融資における保証料・利子減免） 

①セーフティネット保証４号 

セーフティネット保証４号は、幅広い業種で影響が生じている地域について、売上高が前年同月

比 20％以上減少等の場合、一般保証（最大 2.8憶円）とは別枠（最大 2.8憶円）で借入債務の 100%

を保証する資金繰り支援制度です。去る３月２日に全都道府県が対象に指定されました。 

②セーフティネット保証５号 

セーフティネット保証５号は、特に重大な影響が生じている業種について、売上高が前年同月比

５％以上減少等の場合、一般保証（最大 2.8憶円）とは別枠（最大 2.8憶円、４号と同枠）借入債

務の 80%を保証する資金繰り支援制度です。対象業種には、医療業（一般病院、精神科病院、有床

診療所、無床診療所等）、老人福祉・介護関係、社会福祉施設等関連が含まれています。 

③危機関連保証 

危機関連保証は、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・

全業種の事業者を対象に「危機関連保証」（100％保証）として、売上高が前年同月比 15％以上減少

する中小企業・小規模事業者に対して、セーフティネット保証枠と併せて、更なる別枠（2.8億円）

が措置されています。 

④信用保証付き融資における保証料・利子減免 

都道府県等による制度融資を活用して、民間金融機関にも実質無利子・無担保・据置最大５年・

保証料減免の融資が拡大されています。さらに、信用保証付き既往債務も制度融資を活用した実質

無利子融資に借換可能です。セーフティネット保証４号・セーフティネット保証５号・危機関連保

証の適用要件と連動した売上高等の減少を満たせば、保証料補助と利子補給が実施されています。 

（３）新型コロナ特別リスケジュール 

新たに新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者に対して、中小企業再生支援協議会

による窓口相談や金融機関との調整を含めた新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画策

定支援が行われています。 

（４）日本政策金融公庫（国民事業）・沖縄振興開発金融公庫・商工中金等による融資支援 

日本政策金融公庫（国民事業）・沖縄振興開発金融公庫・商工中金等による、無利子・無担保融資、

マル経融資の金利引下げ、セーフティネット貸付の要件緩和、特別利子補給制度、既往債務の借換、

危機対応融資、民間金融機関が自己資本とみなすことができる資本性劣後ローンの供給等の資金繰

り支援が実施されています。 

なお、上記以外の資金繰り支援措置につきましては、資料２「新型コロナウイルス感染症で影響

を受ける事業者の皆様へ（令和２年９月３日 17：00 時点版）（一部抜粋）」（出所：経済産業省の新

型コロナウイルス感染症関連のホームページ（https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#00 ））

をご参照ください。 

また、融資支援制度については、（１）の福祉医療機構の制度と（４）の日本政策金融公庫・沖縄

振興開発金融公庫・商工中金の制度等がありますが、医療機関については、（１）の福祉医療機構の

制度の利用が融資条件等で有利となる場合が多いと見込まれることから、検討に際しては、まずは、

独立行政法人福祉医療機構の相談窓口（資料 1②、資料１③参照）（注）に相談されることをお勧め

いたします。 
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５．新型コロナウイルス感染症に係る医療機関及び介護施設等にお
ける感染防護に関するＱ＆Ａ（長崎県医師会） 

（R2.9.9 開催の郡市医師会感染症担当理事連絡協議会 配布資料） 

以下のＱ＆Ａ等を本会ＨＰの会員向けページの「新型コロナウイルス感染症関係」のページに掲

載していますので、参考にされて下さい。（日医メンバーズルームと同様のＩＤ、ＰＷが必要です。） 

 

【医療機関等における対応及び濃厚接触者、消毒、休診等】 

Ｑ１．医療機関、在宅医療等で接した患者さんが新型コロナウイルス感染症陽性者だった場合、医療従

事者は全て濃厚接触者となるのか。 

Ａ１．国立感染症研究所感染症疫学センター「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査

実施要領」によると 

『濃厚接触者』とは、「患者（確定例）」（「無症状病原体保有者」を含む。）の感染可能期間に接触

した者のうち、次の範囲に該当する者である。 

・患者（確定例）と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 

・適切な感染防護無しに患者（確定例）を診察、看護若しくは介護していた者 

・患者（確定例）の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者 

・その他：手で触れることの出来る距離（目安として１メートル）で、必要な感染予防策なし

で、「患者（確定例）」と 15 分以上の接触があった者（周辺の環境や接触の状況等個々の状

況から患者の感染性を総合的に判断する）。 

とされている。 

よって、基本的には、適切な（必要な）感染防護（サージカルマスクの装着及び手指消毒の徹底）

を行っていれば濃厚接触者にはならない。（検査等の種類により必要な感染防護が異なる。） 

Ｑ４．かかりつけ医の医療機関で唾液による PCR検査の結果、陽性と判明したが医療機関の消毒は保健

所が行うのか。また、陽性者が出たら、必ず休診等しなければならないのか。 

Ａ４．患者の動線等ケースにより対応は異なる。消毒等については保健所とご相談頂くこととなるが、

基本的に次のとおりと考える。 

①駐車場等で車内にいる患者を診療、検体は患者が自己採取した場合は特に医療機関等の消毒の必要

なし。 

②院内に立ち入っていた場合は、患者さんの動線に基づき、ドアノブ、椅子等、手すり、スリッパ、

トイレ等の消毒を医療機関で行う。（保健所が医療機関に立入り消毒を行うことは通常ない。）また、

新型コロナウイルス感染症疑い患者を検査した際は、部屋の換気を十分に行っておく。 

消毒については、①②とも、医療機関従事者が陽性者と接触していても、サージカルマスクの着

用、手指消毒の徹底、唾液検体を扱った場合は手袋も着用していれば、通常濃厚接触者には当たら

ないため休職は不要。また、①はもちろん、②でも適切に消毒を行えば、管理者の判断により、基

本的に医療機関の休診も不要。 


