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通常の⾵邪が⻑引く
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重症化
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発症 肺炎➡⼊院管理

感染⼒が強い時期

通常の⾵邪と同様の症状が長引く ⼀部は
集中治療

新型コロナウイルス感染症の⼀般的な経過
4⽇ 7 ~ 10 ⽇

軽快

7 ~ 10 ⽇

感染⼒が強い時期

在宅医療相談室あんなか
（一般社団法人 安中市医師会）
安中市安中2‐11‐24
安中市役所谷津庁舎２階

TEL 027‐386‐9645 FAX 027‐386‐9648

①感染からだいたい５日間（1～１４日間）の潜伏期を経て

②感冒様症状（発熱、咳、たん、のどが痛い、鼻水など）や倦怠感が出現
一部の患者では 嘔吐や下痢などの消化器症状、嗅覚・味覚障害など

③それらの症状が比較的長く、約７日間持続する。

発熱（体温）がそれほど高くないのに倦怠感が強い事がある。

感冒（風邪）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日をピークに改善傾向に転じるのが一般的です。
新型コロナウイルス感染症では、それらよりも長く症状が続きます。

約20%の患者は、肺炎を合併
⇒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口呼吸器装着約５％

●普通のかぜも新型コロナウイルス感染症も、症状がでてから最初の数日（1～４
日）は区別がつきません。「症状がでてすぐの受診」では、インフルエンザや新
型コロナウイルスなどの感染を診断することも、違うと診断することも困難です。
●通常の診療所や病院では、新型コロナウイルスの検査はできません。また、検査
をして陽性と判断されても、肺炎や重症化を防ぐ薬は今のところありません。

新型コロナウイルス感染症
COVID‐19 について

R2.4.27発行 R2.5.13改訂

注︓発症直後や発症７⽇以内
で肺炎に⾄ることもあります。

コロナウイルスとはいわゆる「風邪」のウイルスの一種です。皆さんが成長過程で何度
となく患っているものです。ですが今回やってきたのは「新型」。未経験なので罹患し
やすく、また対処法も未知のものです。医療現場では日々変化する状況に経験を当て
はめ、試行錯誤を繰り返しながら治療を行っています。
風邪には、どんなに予防して気を付けていても、かかるときにはかかります。症状が

無くかかっていないと自分が思っていても、実はウイルスには感染しているかもしれ
ません。意図的に感染を広げる行為を行う人は悪ですが、「感染してしまった人」は決し
て悪ではありませんし、加害者でもありません。ですが、意図的に感染リスクが高い場
所に行くことは、避けなければいけません。
これから、都市部から地方へ、感染は広がるものと考えられます。漠然と怖がったり、

差別的に扱うのではなく、お互いしっかりとした知識と認識を持ち、できるかぎり他の
人にやさしい行動を実践しましょう。

自分を知る

疲れてる？
眠れてる？
病気の具合は？
ストレスは？

自分が守りたい人や家族の状況を知る

どんな病気をもっている？
元気かな？ 今何しているんだろう。

この病気の性質上、「もしもの時」は急にやってきます。

つらいとは思いますが、自分や自分の両親が人工呼吸
器や人工心肺が必要なくらい重症になった場合、「どんな
処置をしてほしくて、どんな処置はしてほしくないと考える
か。」 一度、真剣に家族で話し合ってみましょう。

信頼性のある新しい情報を、情報弱者
に届ける （信頼できる人、友人、家族
と連絡を取り合いましょう ）

情報は過多でも過小でも望ましくありません。
また、不安をあおるような内容や、信憑性の疑
われる情報に振り回されないようにしましょう。
特に高齢な方や子ども達へ注意が必要です。
ショッキングな情報だけに、耳を傾けないでくだ
さい。

①仕事は休む⇒まずは状況をしっかり職場に報告し、相談しましょう。
②マスクをする（飛沫を防ぎます）
③極力家からは出ずに過ごす（買い物など頼める人はいますか？）
④体温を朝、夕測る （記録を忘れずに）
⑤自分の行った場所をメモしておく

約８０%の患者は
自然に軽快して治癒

感染症拡大防止のため、どのような症状であっても、

医療機関を受診される際には、必ず事前に電話連絡の上

指示に従って受診してください。

「風邪症状での医療機関へのかかり方」ガイドは次のページ

4日

「いつもの風邪」じゃなくなってきたら、
ｺｰﾙｾﾝﾀｰや医療機関へ連絡してください！

①家の中にウイルスを持ち込まない対策を⇒家に入る前に手をアルコー
ル消毒、もしくは、家に入ったらまず最初に手洗い
②定期的な薬などは、リスクの低い人が取りに行きましょう。
自分の地域で「感染が身近に感じられる状態」になったら
極力それぞれの生活スペースを分けて生活するようにしてください。

体調不良時は、
早めにかかり
つけ医に電話
で相談！

お年寄りや、
基礎疾患のあ
る方が家庭内
にいらっしゃる

場合には

風邪のよう
な症状が
あった時心
がけること

まずはできることから 発症の2日前から
感染力が高い状態

人生会議

さあ、笑って（＾_＾）

新型コロナウイルスの感染経路は接触感染、飛沫感染（エアロゾル感染含む）

①家の外で余計なものを触らない⇒触ったら必ず手洗い（石鹸利用）
②食事の前には必ず手洗い
③感染しそうな場所には近づかない。

極力顔周りに手をもって
いかないように！

予防のために
心がけること



予約 027-385-8221（代表）
予約受付 月～金 9：00～15：00
時間 土・日・祝 9：00～12：00

風邪症状での医療機関へのかかり方

し
っ
か
り
自
宅
療
養

息苦しさや強いだるさ、高
熱などの強い症状がある
場合 ※厚生労働省より発表さ

れた「緊急性の高い症状」に一つで
も該当する方は直ちにご相談下さ
い。

上記に該当しない方で比較
的軽い風邪の症状が４日間
以上続いている方
（咳、鼻炎、のどの痛み、味
覚障害・嗅覚障害などがあり、
改善傾向にない方）

２～４週間以内の海外渡航
歴、県外からの移動歴のあ
る方、また家族や知り合い
にそのような方がおられ、
接触歴のある方

不安が強い方

基礎疾患あり
かかりつけ医
がいる

基礎疾患なし

こんな症状があったら

高齢者や基礎疾患のある方

など重症化しやすい人で、
発熱やせきなど比較的軽
いかぜの症状がある場合

風邪症状発生！
（発熱、のどが痛い、

倦怠感など）

詳細を伺い
●症状相談で
の対応
●診療対応
●他院受診の
指示
など判断しま
す。
新型コロナウ
イルスの可能
性が高いと判
断した場合に
は、かかりつ
け医より専門
窓口に連絡し、
対応をお願い
することもあ
ります。

まずは、
詳しい症状
をお聞かせ
下さい。

群馬県新型コロナウイル
ス感染症コールセンター
TEL 0570-082-820
（平日・休日９時～２１時）

それ以外の時間帯は
診療相談
TEL 027-223-1111

新型コロナウイルス感染症疑い・軽症での
自宅療養中の家庭内感染予防 １０か条

①自宅では出来る限り家族との接触を避け、食事、寝室、療養する部屋は分けましょう。

②看病が必要な場合には、出来る限り看病する人を限定（１名が望ましい）してくださ
い。リスクの少ない元気な人が介助をするのがベストです。

③患者と家族はタオルを共有しないでください。

④患者が入浴する場合には、最後に入浴してください。

⑤療養する部屋から出る場合には、マスクをつけ、部屋を出る直前にアルコールによる
手指消毒を行います。（ない場合は石鹸手洗いでもOK）

⑥患者が触った箇所（ドアノブや手すりなど）は、消毒用エタノールを浸した紙などで
ふき取りを行い、ふき取った紙はすぐ処分してください。（家庭用漂白剤などでも可）

⑦定期的に部屋の窓を開けて換気してください。
（目安：1～2時間に１度 5～10分間程度）

⑧患者が使った衣類やシーツを洗濯する際には、手袋とマスクをつけて洗濯物を扱って
ください。

⑨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
外に出し、ごみを扱った後は、しっかり手洗いを行ってください。

⑩休養に勝る治療はありません。患者も家族も、栄養と休息をしっかりとり、疲れす
ぎないようにしましょう。急変時の対応を準備して、安心してゆっくりしましょう。

感冒様症状の患者は、1～2週間は自宅療養をすることが望ましいです。
新型コロナウイルス感染症と診断された場合には、最低２週間は自宅療養となります。
（詳細は診断された医療機関の指示に従ってください）

自宅療養中は、１日数回体温を測り、手帳やノートに体温と測っ
た時間を記録してください。ご自身の症状や自宅での療養につい
て、不安を感じる方は、かかりつけ医や感染症の知識のある医療
機関などに、まずは電話で経緯を伝え、アドバイスをもらうよう
にしてください。自己判断のみでの我慢はしないでください。

乳幼児の場合
厚生労働省からの新型コロナウイルス感染症を疑う目安では、
乳幼児の風邪の多くが当てはまってしまいます。そのため下記
の目安を参考に医療機関へ受診してください。

◆鼻炎、鼻閉、咳、発熱、嘔吐などの軽症、早期の風邪症状

◆呼吸が苦しい、経口摂取ができない、顔色が悪い、ぐったりしているなど

◆新型コロナウイルス感染者との濃厚接触者の場合 ⇒

元気にしているときは、自宅で休養としてください。３か月未満の乳児や、ヒブワクチンや
プレベナー13などのワクチンを未接種の乳幼児は発熱が数日続くなど、おかしいと感じた場
合には、小児科医療機関に事前に電話で相談し、指示を受けてください。

かかりつけの小児科医療機関や、小児科対応の救急外来等に受診前に電話相談の上、
その指示に従い受診してください。 コールセンターへ電話で

ご相談ください。

診療時間
月～金 13：00～15：00
土・日・祝 10：00～12：00

発熱外来へ
必ず電話をしてから受診してください。

●受診の際はマスクを着⽤してください。

PCR検査は実施していません。

新型コロナウイルス感染症
ではないような気がするが、
風邪症状や発熱がある方

かぜ・発熱外来 須藤病院
診 療 時 間

月～土 1１：00～1３：00

発熱外来

公立碓氷病院
受付
電話 027-382-3131（代表）

電話受付時間 9：00～13：00

コ-ルセンタ-へ
電話で相談

センターより指示①

感染症指定病院
への受診

※受診される前に
は必ず該当施設に
連絡し、指示を仰
いでください。

センターより指示②

かかりつけ医に
相談受診

かかりつけ医
に電話で相談

かかりつけ医（いない場合は、地域
の総合病院や、受診したい一般医療

機関）に電話で相談


