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□ 本手引きについて

　本手引きは、発熱外来を運営する際の流れを感染対策も交えて取りまとめ、各

項目にて参考となる通知や学会等のガイドライン等を併せてご紹介したもので

す。医療機関の皆様が診療を行う際の一助となれば幸いです。

　なお、本手引きについては現時点での知見に基づいて作成したものであるた

め、皆様方におかれましても、厚生労働省や国立感染症研究所等のホームページ

等から最新の情報を得るようにしてください。

□ 今後の医療提供体制について

　今年度の季節性インフルエンザの流行期には新型コロナウイルス感染症の患

者を含め、多数の発熱患者が発生する可能性があり、それらの患者に対して適切

に相談・診療・検査等を行うための医療提供体制の整備が求められます。

　そこで、今後はかかりつけ医への受診体制に加え、救急安心センターさっぽろ

（#7119）等へ相談した発熱患者にも対応する発熱外来医療機関を設置し、円滑

に診療が行われることを目指します。
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診療可
＋

コロナ検査

診療可
＋

コロナ検査
＋

インフル検査

診療のみ

今冬に向けた発熱患者への医療提供体制

1 発熱外来体制について

入院受入医療機関（中等症・重症）／宿泊療養施設（軽症者）

保健所

かかりつけ医
がない場合

発熱外来体制について1

3

発熱患者

救急安心センター
さっぽろ
（#7119）

一般医療機関
（かかりつけ医）

自院では
診れない
場合に案内

PCR検査
センター

COVID-19
疑い例※に
該当する
場合

COVID-19
疑い例※に
該当しない
場合

陽
性

検査

陽
性

発熱外来

帰国者・
接触者外来

Dr to Drを
今後検討予定

事前に医療機関に
電話相談

診療可
コロナ検査不可診療不可 診療可

コロナ検査可

医師が検査必要と
判断した場合

39.0℃

　患者の症状や濃厚接触歴の有無等から、判定フローに基づき「COVID-19の疑いがある」と判定され
た患者を指します。
　なお、疑い例の判定フローについては、別途医療機関に対し、情報提供する予定です。

※COVID-19疑い例とは



発熱外来と一般医療機関の役割

1 発熱外来体制について

一般医療機関と同様にかかりつけ患者への対応を行うことに加え、
救急安心センターさっぽろ（#7119）等から案内された
発熱患者（かかりつけ医のない患者等）に対応する

多数発生する発熱患者に適切な医療を提供するためには
発熱外来だけではなく、一般医療機関においても、

かかりつけ患者等を中心に対応いただくことが重要です

患者が普段から受診している医療機関で診療を受けられる
登録された発熱外来への負担の集中を防止する

一般医療機関における対応の重要性

4

自院のかかりつけ患者を中心に、必要な感染対策を取ったうえで、
可能な限り、発熱患者への対応を行う

発熱外来

一般医療機関
（かかりつけ医）

※診療内容や検査等の実施については、医療機関の設備・規模等にあわせて行う



2 発熱外来の実施準備及び感染対策

発熱外来の運用に向けた準備

発熱外来の実施準備及び感染対策2

5

自院で可能な体制の検討
自院における診療体制をスタッフと相談の上、検討

検討した体制の運用に向けた準備
必要な院内の環境整備、従事者への教育等

かかりつけ患者等への周知・説明
必要に応じて実施



Point1

従事者の感染対策 患者間における
感染対策

医師、看護師、事務員等の
スタッフを感染から守るための

対策が必要

患者と患者
（特に発熱者と非発熱者）

の接触や飛沫を
できるだけ防ぐことが重要

● 状況にあわせた個人防護具の着用
▶サージカルマスク、ガウン、フェイスシールド等の準備
   （従事者が濃厚接触者とならないための対策）

● 院内の環境整備による感染対策
▶受付や診察室での感染対策

2　発熱外来の実施準備及び感染対策

Point

1

Point

2

従事者の感染対策

Point2

● 院内の環境整備による感染対策
▶入口・受付・待合室等における感染対策

● 診療体制の工夫による感染対策
▶時間的な区分による感染対策等

患者間における感染対策

院内感染対策の2つのポイント

6



上記の場面ごとに、実情に合わせた感染対策が必要

3 診療の流れと感染対策

診療の流れと感染対策

診療の流れと感染対策3
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3-1

来　院　前

3-2

受 付 ・ 待 機

3-3

診　　察

3-4

検 体 採 取

3-5

診　察　後

P.8

P.9

P.12

P.15

P.16



患者の集中及び発熱者と非発熱者の混在を防止する

▶院外にポスターを掲示したり、HP上であらかじめ周知する
▶院内での待機時間短縮のため、予約時に問診を行う
▶付き添いの有無や自家用車で来院するかどうかをあらかじめ確認する

● 発熱等を伴う受診の際は、
　 事前に予約電話や予約メールをするよう徹底する

3-1　来院前の対策例

● 事前予約により対応患者数を調整する

● 曜日･時間を決めて対応し、発熱者と非発熱者の混在を防止する
▶換気・消毒等の時間も考慮して対応時間帯を決定する（午後等）
▶可能であれば、各地域内で分担し、曜日等が片寄らないことが望ましい

▶待合室の収容可能人数、1人当たりの診察時間等から対応可能な
　患者数の目安を算出し、予約間隔を調整する
▶インフルエンザの迅速検査やCOVID-19の抗原検査等に対応する医療機関では、
　検査結果が出るまでの待機時間等も考慮して予約間隔を調整する

事前予約制の導入1

発熱外来を導入した診療日時

診 療 時 間
9:00～12:30 14:00～18:00

2 診療時間帯の区分

8

3-1 来院前の対策例

月
火
水
木
金
土

●
●
●
●
●
●

●
発 熱 外 来
ー

発 熱 外 来
●
ー

これまでの診療日時

診 療 時 間
9:00～12:30 14:00～18:00

月
火
水
木
金
土

●
●
●
●
●
●

●
●
ー
●
●
ー

対応例



▶入口付近では、付き添いの家族を含め全員検温する
▶すべての患者にマスクの着用を求めることが望ましい
   （少なくとも呼吸器症状を有する患者はマスク着用を強く求める）
▶手指消毒剤を設置する
▶発熱患者向けの注意事項を掲示する
   （発熱患者に対応可能な時間帯等について来院者に周知する）

● 入口（院内に入る前）の感染対策

● 受付での感染対策

● 待合室での感染対策

▶カウンター上に待合室と仕切るビニールや
　パーテーションを配置する
▶診察券・保険証の確認後に手指消毒できるよう
　手指消毒剤を設置する

▶椅子の間隔を空ける等、患者同士で1m以上の
　距離を保つ
▶患者同士が向かい合わせにならないように椅子を
　配置したり、パーテーションを設置する
▶可能であれば発熱患者用の待合室を準備する

3-2 受付・待機時の対策例

院内での対策例1

9

患者同士の接触・飛沫等のリスクを低減するための体制・設備を
整備する

3-2 受付・待機時の対策例



▶定期的に窓を開けて換気を行う
▶窓がなければ換気扇を回す等、院内で実現できる範囲での換気方法で対応する
▶患者が触れやすい場所（ドアノブや椅子、体温計等は定期的に消毒する）
▶雑誌やおもちゃ等、不特定多数の者が触れる物品は、可能な限り撤去する
　（設置する場合は定期的に消毒できるようにする）

● 受付・待合室の換気・消毒

3-2 受付・待機時の対策例

▶予約時等に、発熱症状のある方は、自家用車等での来院及び車内での待機を
　指示しておく
▶駐車場に到着したら、電話で連絡してもらい、順番に受付・案内をする
  （折り返しの電話やブザー等により呼び出す）
▶受付・問診等は車内で電話等により行うことで効率化を図る
▶事前予約をしないで来院された患者についても、上記同様に車内で待機してもらう
　または軽症の場合は、指定時間に再来院してもらい対応することも検討する

● 自家用車内での待機による対策

院外での対策例2

10



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、看護も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）

患者（確定例）の感染可能期間とは、発熱及び咳・呼吸困難等の急性の呼吸器症状を含めた新型コロナウイルス感染症を
疑う症状（発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐等）を呈した2日前か
ら入院、自宅や施設等待機開始までの間、とする

無症状病原体保持者の感染可能期間とは、陽性確定に係る検体採取日の２日前から入院、自宅や施設等待機開始までの
間、とする

濃厚接触者とは

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
（国立感染症研究所）（https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/
corona/2019nCoV-02-200529.pdf）をもとに作成

3-2 受付・待機時の対策例

▶標準予防策（サージカルマスク着用と手指衛生等）を徹底する
▶直接、患者との接触や咳（飛沫）を浴びる恐れがある場合は
　ガウン等の着用も推奨される

● 個人防護具の着用等（受付員、問診を行う看護師等）

▶可能な限り、問診票や筆記用具等、直接患者が接触するものは少なくし、
　看護師の聞き取り等により対応する
▶問診時には、患者と一定の距離を保ち（1m以上）、
　できるだけ向かい合わせにならないように心がける

● 問診時の感染リスクの低減

受付・問診時の注意点3

11

●
●
●

●

※１

※2

「患者（確定例）」 （「無症状病原体保有者」を含む。以下同じ）の
感染可能期間※1※2に接触した者のうち、次の範囲に該当する者



● ドライブスルー形式

会　議　室 診　察　室

消毒や換気時間の短縮が可能で、患者の分泌物やエアロゾルへの暴露が限定的となる

● プレハブ・テントでの診察
▶医療機関の敷地内や隣接する土地等にプレハブや大型のテント等を設置し、
　外来診療を行う

※変更の予定がある場合は、保健所へ事前にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の対応に係る医療機関の開設手続き等について
（令和2年4月17日付け事務連絡）

通常、変更前に変更の手続きが必要になるが、事後でも差し支えない注

▶多数の患者の診察・検査の場合に有効
▶悪天候で中止する場合の判断基準・タイミング及び
　患者への周知・連絡方法等を事前に検討しておく

帰国者・接触者外来の増加策及び対応能力向上策について
（令和2年4月15日付け事務連絡）

会計 受付
検査室 診察室

 

出
口

入
口

3-3 診察時の対策例 12

▶診察室への動線もできる限り一般患者との接触を避けるようにする
● 診察室ではない部屋を発熱患者用の診察室として利用する

場所を分けて対応する場合1

3-3 診察時の対策例

1-1 院内での対応

1-2 院外での対応



3-3 診察時の対策例

● 診察時等に着用する個人防護具

※目の防護具については、フェイスシールド等、目を覆う物であれば代用可能です。
※国立感染症研究所　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
別添  表. 状況、職種、活動種類に応じた COVID-19 流行時における PPE の使用例
https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-01-200602tbl.pdf
等も併せてご覧ください。

一般社団法人　日本感染症学会　今冬のインフルエンザとCOVID-19に備えて　2020年8月3日より抜粋
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▶室内の換気をこまめに行う
▶患者が接触した椅子、診察台等の表面を清拭・消毒する
▶患者の皮膚に直接接触した器材や再利用可能な備品を消毒する

● 診察後の消毒・換気

場所を分けての対応が困難な場合2
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（参考）医療従事者の暴露のリスク評価

一般社団法人　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　2020年5月7日 より抜粋

3-3 診察時の対策例 14



3-4 検体採取15

3-4 検体採取

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指針　第1版より抜粋

陽性患者の入院先や搬送等の調整は保健所で行います。医療機関においては、保健
所への報告のほか、患者への検査結果の通知も行っていただきますが、その際、陽性
患者には保健所から連絡がある旨お伝えください。

（参考）検査結果が陽性だった場合

● 標準予防策に加え、適切な個人防護具を着用する
● 換気の良い環境で行う
● 風向きを確認し、採取者は風上に立つようにする

検体採取時の注意点2

想定される検体と検査の種類等の例1

採取する検体 季節性
インフルエンザ COVID-19 感染防護 備考

①鼻咽頭ぬぐい液・
鼻腔ぬぐい液 鼻咽頭ぬぐい液・

鼻腔ぬぐい液

抗原定性

鼻咽頭ぬぐい液・
鼻腔ぬぐい液

抗原定性※

PCR（抗原定量）
・迅速に結果を得るこ
　とができる

・結果を得るのに数日
  かかる
・COVID-19のPCR
　のキャパシティを消費

唾液

※：COVID-19に対する抗原定性検査は、場所を選ばず実施可能であり、短時間で結果を確認することができる。
（第40回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会・第46回厚生科学審議会感染症部会（令和2年9月10日）
の資料「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備」より https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13511.html）

PCR（抗原定量）
鼻かみ液
抗原定性②鼻かみ液・唾液 医療者の曝露は限定

的（サージカルマスク、
手袋）

医療者に一定の曝露あ
り（フェイスガード、
サージカルマスク、手
袋・ガウン等）
※鼻腔ぬぐい液を自己
　採取する場合、医療
　者の曝露は限定的
　（サージカルマスク、
　手袋）



診察後の患者の行動について、感染が広がらないような行動
をお願いする

3-5 診察後の対策例 16

▶帰宅時もマスクを着用し、不要な寄り道等はしないよう伝える
▶帰宅後は、できるだけ自宅での療養をお願いする
　（COVID-19の検査を実施した場合は、少なくとも検査結果の連絡まで）
▶解熱剤等の追加処方が必要となった場合等、再診等の必要がある場合は、電話等
　を用いた診療も検討する

● 帰宅後も、検査結果の判明までは、疑い患者として対策する

帰宅時の対策1

▶発熱患者は基本的に外出自粛を求める
▶同居する家族構成等も確認する（高齢者や基礎疾患をもつ者がいる場合には要注意）

● 家庭内における感染予防について指導する

家庭内感染予防2

3-5 診察後の対策例



一般社団法人　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　2020年5月7日 より抜粋

4-1 個人防護具の着脱方法

その他4

17

4-1 個人防護具の着脱方法
【通常の場合】

※図ではアイシールド付きマスク（シールドマスク）を使用していますが、マスクとゴーグルまたはフェースシールドの組み合わせも
同様です

※気管挿管、NPPV、気管切開、心配蘇生、用手換気、気管支鏡検査など一時的に大量のエアロゾルが生じる処置の実施時

【N95マスクの着用を要する場面※】

①ガウンと手袋は一緒に、裏返しながら脱ぐ。

②手指衛生

②と④の手指衛生忘れずに！　顔に触れない！　丁寧に手順通り脱ぐ！

④手指衛生
③キャップ→シールドマスクの順に
顔に触れないように外す。

脱衣

気道分泌物の吸引、気管挿管、NPPV装着、気管支鏡検査、心肺蘇生を
行う可能性がある場合はN95マスクを使用する。

両手でマスクを覆う
息を強く吐き出す
マスクと顔の隙間か
ら空気が漏れないこ
とを確認する

a.
b.
c.

N95装着後はユーザーシールチェック
ポイント①

N9→シールドマスク→キャップの順
ポイント②

手袋でガウンの袖を覆う
ポイント③

完成形

着用

ガウンの表面をつかみ、

素手で表にふれないように

首のうしろ部分をちぎる。

小さくまとめて、

裏が表になるように、

捨てる。

①ガウンと手袋は一緒に、裏返しながら脱ぐ。

②手指衛生

②と④の手指衛生忘れずに！　顔に触れない！　丁寧に手順通り脱ぐ！

④手指衛生
③キャップ→シールドマスク→N95の順に

顔に触れないように外す。

脱衣

ガウンの表面をつかみ、

素手で表にふれないように

首のうしろ部分をちぎる。

小さくまとめて、

裏が表になるように、

捨てる。

ポイント①
シールドマスク
　　　　→キャップ
の順に着ける

ポイント②
手袋でガウンの袖を覆う

着用



● 従事者同士が濃厚接触者にならないための対策例

● コロナ禍においては、電話での診察や処方も可能
● 初診の患者であっても対応可能に

▶院内感染対策を徹底し、事務室や控室では3密を避ける
　（特に休憩時間・食事中等のマスクの着脱等に注意）
▶共有物を減らし、消毒可能なものはこまめに消毒する

OK!OK!

●基本的に電話、FAXで対応可能
●患者の発言のみで判断

●パソコンやカメラ等の器材が必要
●オンライン診療システムの導入
●汎用サービスの利用
●患者側にもスマホやパソコンが必要
●患者の様態を確認しながら診察可能

概要1

準備・診療2

● 従事者の健康管理
▶出勤前に体温を測定し、発熱その他の症状の有無を確認する
▶発熱や呼吸器症状を呈した場合には電話等で職場管理者と相談する

電話の場合 情報通信機器の場合

4-2 従事者の健康管理等／4-3 電話や情報通信機器を用いた診療 18

4-2 従事者の健康管理等

4-3 電話や情報通信機器を用いた診療

患者に対し、症状によっては診断や処方とならず、
対面診療や受診勧奨になることを伝える



※抗悪性腫瘍剤や免疫抑制剤等

● 参考通知

● 診療時の参考
▶公益社団法人　日本医師会　
　新型コロナウイルス感染症外来診療ガイド　第２版　2020年5月29日
　http://dl.med.or.jp/dl-med/kansen/novel_corona/shinryoguide_ver2.pdf

● 医療機関向けマニュアル
▶厚生労働省　医療機関が電話やオンライン診療を行う場合の手順と留意事項
　https://www.mhlw.go.jp/content/000624983.pdf

処方3

● 初診患者に対しては、麻薬、向精神薬、ハイリスク薬※は処方不可

● 初診患者に対して、処方日数は最大7日間を上限とする
● 院外処方の場合は、患者が希望する薬局に処方箋情報を
　 FAX等で送付する
● 院内処方の場合は、患者と相談のうえ、
　 医療機関から直接配送等により患者へ薬剤を渡すことも可

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な
取扱いについて（令和2年4月10日付け事務連絡）

▶新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた
　診療等の時限的・特例的な取扱いについて（令和2年4月10日付け事務連絡）
▶新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた
　診療等の時限的・特例的な取扱いにおける自宅療養中の患者への医療機関に
　おける薬剤の配送に係る留意事項について（令和2年6月2日付け事務連絡）
▶新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた
　診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について
　（令和2年8月26日付け事務連絡）

4-3 電話や情報通信機器を用いた診療19
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▶公益社団法人　日本医師会　
　新型コロナウイルス感染症外来診療ガイド　第２版　2020年5月29日
　http://dl.med.or.jp/dl-med/kansen/novel_corona/shinryoguide_ver2.pdf

▶一般社団法人　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　2020年5月7日 

▶国立感染症研究所　
　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
　https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-01-201002.pdf

▶新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き　第3 版
　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
　https://www.mhlw.go.jp/content/000678571.pdf

▶一般社団法人　日本感染症学会　
　今冬のインフルエンザとCOVID-19に備えて　2020年8月3日
　http://www.kansensho.or.jp/uploads/files/
　guidelines/2008_teigen_influenza_covid19.pdf

▶次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について（令和2年9月4日付け事務連絡）
　https://www.mhlw.go.jp/content/000667888.pdf

▶サージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールドの例外的取扱いについて
　（令和2年9月4日付け事務連絡）
　https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/
　upd/file/20200415_coronavirus_reigaitekitoriatukai.pdf
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▶厚生労働省　
　新型コロナウイルス感染症について
　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

▶国立感染症研究所
　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連情報
　https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html

▶一般社団法人　日本環境感染学会
　新型コロナウイルス感染症(COVID-19）への対応について
　http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=328

▶一般社団法人　日本感染症学会
　新型コロナウイルス感染症
　http://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content_id=31

▶公益社団法人　日本医師会
　新型コロナウイルス感染症
　https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009082.html

▶札幌市公式ホームページ
　各種通知（医務）
　http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f4imuyaku/f77tuuti/tuutilistimu/
　tuutiimu.html

▶札幌市公式ホームページ
　各種通知（薬事）
　http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f4imuyaku/f77tuuti/tuutilistyakuji/
　tuutiyakuji.html
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