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令和４年９月７日時点 

島根県（雲南保健所版） 

 

 

 

自宅療養のしおり 
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 あなたは、これから一定の間、自宅で療養されることになり

ます。 

安心・安全にお過ごしいただくため、不自由をおかけします

が注意事項を守ってくださいますよう、お願いします。 

健康上の心配や生活上の困りごとがありましたら、お気軽に

ご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

（参考資料） 

・マスク、手袋の着用方法、脱ぐ方法 

・ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合 

家庭内でご注意いただきたいこと～８つのポイント～ 

・新型コロナウイルスなどの感染症対策としてのご家庭でのマスク等の捨て方 

・正しい手の洗い方 

・血中酸素飽和度測定器（パルスオキシメーター）の使い方 

・療養解除について 

 

 

 

 

 

 

※今後、新たな知見を基に随時変更することがあります。 
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療養の概要について 

１． 自宅療養期間中は、感染症法第 18条に基づく「就業制限」となり

ます。 

２． 感染拡大防止のため、外出せず自宅で療養していただきます。自

宅内でも必要最小限の行動にとどめてください。 

３． 療養中は「My-HER-SYS」というシステムもしくは健康観察担当機

関からの電話による健康観察をしてください。 

 

 

 

 

４． 症状が悪化した場合は、すぐに健康観察担当機関もしくはかかり

つけ医に連絡してください。 

５． 自宅療養の解除については、健康観察担当機関が確認します。 

次のいずれかの条件を満たした場合、自宅療養は解除となります。

その際、就業制限も解除となります。 

 

① 症状があった場合 

発症日から７日間経過し、かつ症状軽快※後 24時間経過した場合 

８日目に解除 

ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検

温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、

ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会

食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の

徹底をお願いします。 

 

② 症状が出たことがない方（無症状病原体保有者） 

陽性確定に係る検体採取日から７日間経過した場合８日目に解除 

○ 加えて、５日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合

には、５日間経過後（６日目）に解除となります。陰性を確認さ

れた場合は、表紙に記載の健康観察担当機関に連絡してくださ

い。 

○ 当初無症状の方であっても、途中で症状が出現した場合には、

その日から 7日経過かつ症状軽快後 24時間経過後に療養解除と

健康観察担当機関からの連絡に数日要する場合もあります。陽性と診断された後

は、ご自身で体温測定や健康観察を実施してくださいますようお願いいたします。 



4 

なります。 

ただし、７日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検

温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、

ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会

食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の

徹底をお願いします。 

 

※症状軽快 

解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることです。 

療養証明書については My-HER-SYSから証明が可能です。 

（疑似症（みなし陽性者）を除く） 

 

症状があった方 

 

 

 

 

 

 

 

 

症状が出たことがない方 
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自宅療養の準備について 

１． 療養環境の準備 

（１） 生活空間 

○ 同居する方との接触を最小限に抑えるため、生活空間を分けて、原

則個室にしてください。 

○ 個室が確保できない場合は、同居する方全員がマスクを着用し、十

分な換気を行ってください。 

（２） 衛生対応の準備 

○ トイレ、浴室等、同居する方との共用空間について、消毒等用品の

ご準備等をお願いします。 

 

２． 服薬中の薬の準備 

○ 服薬中のお薬がある場合は、３週間分ぐらいあるか確認してくださ

い。 

○ 自宅療養中に、薬の残りが数日分になった場合には、かかりつけ医

に電話で相談して、薬を処方してもらうようお願いしてください。 

○ かかりつけ医の協力が得られない場合は、ホームページに掲載をし

ている受診可能な医療機関に連絡をしてください。相談先に迷われ

る場合は健康観察担当機関にご相談ください。 

 

３． 食料品・日用品について 

○ 買い出しに行ける方（同居家族、親せき、友人、会社の人など）に

ご依頼いただくことや、ネットスーパーなどの利用をご検討くだ

さい。 

○ 症状がある方で、『症状軽快から 24 時間経過後、または無症状の

場合』には、食料品等の買い出しなどの必要最小限の外出が可能

です。（ただし、短時間で済ますこと、移動時は公共交通機関を使

わないこと、マスク着用など自主的な感染予防行動を徹底するこ

とが前提です） 

○ 調達が困難な方には県から食料品や日用品の配送（県調達パッケ

ージ）を行いますので、保健所にご相談ください。 

※ ご希望の品を提供することはできませんので、調達品以外の必要

なものは、店舗に配達や配送を依頼し、配送者と直接接触しない

よう受取方法の配慮をお願いします。（玄関前に置くなど） 
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自宅療養中の健康管理について 

１． 毎日の健康観察 

（１） 自身の健康観察 

○ 毎日、朝夕の２回体温を測定してください。 

○ パルスオキシメーターを配布している方※1 は、血中酸素飽和度も

測定してください。 

※１ 65歳以上、重症化リスクのある方、妊婦 

※パルスオキシメーターによる血中酸素飽和度の測定の仕方は、し

おりの資料編にあります。 

○ 体調が急変することもありますので、症状(発熱、せき、たん、倦

怠感など)が新たに出現した場合、または悪化した場合は、表紙の

健康観察担当機関へご連絡ください。 

○ 特に、下記の表【緊急性の高い症状】が１つでもあるときは、健康

観察担当機関もしくはかかりつけ医に連絡してください。 

   

 

表【緊急性の高い症状】※は家族等が以下の項目を確認した場合 

表情・外見 ・顔色が明らかに悪い ※ 

・唇が紫色になっている 

・いつもと違う、様子がおかしい ※ 

息苦しさ等 ・息が荒くなった（呼吸数が多くなった） 

・急に息苦しくなった 

・生活をしていて少し動くと息苦しい 

・胸の痛みがある 

・横になれない。座らないと息ができない 

・肩で息をしている 

・突然（２時間以内を目安）ゼーゼーしはじめた 

意識障害等 ・ぼんやりしている（反応が弱い） ※ 

・もうろうとしている（返事がない）※ 

・脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする 
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以下は入院が必要と判断される基準ですので、よく観察してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 体調の定期確認 

○ ＭｙHER-SYS を用いて健康状況を報告いただく、もしくは健康観

察担当機関から電話で体調についてお伺いするかたちで、毎日の

体調を確認させていただきます。 

○ その際に体温測定や血中酸素飽和度測定（パルスオキシメーター 

による測定 ※配布済みの方のみ）の結果も確認いたします。 

計測の仕方は、P18をご参照ください。 

 

２． 療養中の医療について 

○ 自宅療養中にすでに持病として処方されている薬の残りが数日分

になった場合には、かかりつけ医に電話で相談して、手元に３週

間分程度はあるように薬を処方してもらうようお願いしてくださ

い。 

○ 自宅療養中に医療機関（かかりつけ医含む）を受診したい場合は、

電話で医療機関（診断を受けた機関もしくはかかりつけ医）へ連

絡をしてください。連絡先に迷われる場合は健康観察担当機関に

連絡をしてください。受診方法などを指示する場合があります。 

○ 自宅療養中に新型コロナウイルスに関して医療を受けた場合の医

療費については、公費での対応となり、医療費の負担はありませ

ん。 

※ただし、陽性判明以前や療養解除後に受けた医療、新型コロナウ

イルスに関するものではない医療の医療費については、公費負担

の対象外となります。 

① 息切れ、努力呼吸、呼吸困難がある 

② 頻呼吸がある 

③ SpO２（血中酸素飽和度）＜９６％ 

④ 意識レベルが清明でない 

⑤ その他の様子が明らかにおかしい 

                 【島根県広域入院調整本部】 
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療養中の生活について 
 

１． 療養中の注意事項 

（１） 生活空間 

○ 同居する方と生活空間を分け、療養者は個室にしてください。難

しい場合は患者と同居者全員がマスク(サージカルマスクなど)

を着用してください。 

○ 定期的に部屋の換気を十分に行ってください。 

○ トイレは療養者専用が望ましいですが、共用する場合は十分な清

掃と換気をしてください。（P13参照） 

○ 食事は個室でしてください。個室対応が難しい場合は、同居する

方と一緒に食べないように時間をずらしてください。 

 

（２） 生活行動 

○ 療養期間中は外出をしないでください。 

○ 患者は、自宅内でもできるかぎり居室から出ずに、必要最小限の

行動にとどめてください。 

○ 同居の方が部屋を出入りする際はマスクを着用し、石鹸による手

洗い又はアルコール消毒液による手洗いを行ってください 

○ 飲酒・喫煙は厳禁です。症状の悪化や、健康状態の正確な把握が

困難となる恐れがあります。 

 

 

２． 同居する方の注意事項 ※P12・13参照 

（１） ケア時 

○ 患者のケアが必要な場合、ケア等での接触は最小限としてくださ   

い。ケアは特定の人が担当し、基礎疾患のない健康な人が望まし

いです。 

○ ケアをする際は、患者とケア担当者は、どちらもサージカル 

マスク等を着用してください。 

○  口腔内や気道のケア、体液・汚物に触れる、清掃・洗濯の際は、    

サージカルマスク等に加えて、手袋、ナイロンエプロンやガウ 

ン（身体を覆うことができ、破棄できる物で代替可：例 カッパ 

等）を使用してください。 

       ※P11手袋の着脱方法等参照 

○ 療養者と接触した後、清掃・洗濯の後は石鹸と流水で手を洗って

ください。 
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（２） 感染予防 

○ 手洗い、手指消毒をしてください。 P15参照 

○ 同居する方は全員がマスクを着用してください。マスクの外側、   

眼や口などを手で触れないよう注意してください。  

P11マスクの着脱方法参照 

○ 療養者の汚物に触れた後、療養者が触れたものの清掃、療養者の 

部屋の衣類、シーツ等の選択の後は石鹸と流水で手を洗ってくだ 

さい。 

○ 同居者（濃厚接触者）についても、健康観察をお願いします。症  

状がある時は、医療機関を受診してください。相談先に迷われる 

場合は健康観察担当機関に相談してください。 

 

（３） 生活環境 

○ 療養者とは別の洗面所・トイレを確保することが望ましいですが、

共用する場合は、清掃と換気を十分に行ってください。タオルの

共用はやめてください。 

○ 入浴は、同居する方を先にしてください。湯船につかった場合は、

浴槽の内側、外側、手すり、蛇口など触れたところの消毒を行い、

換気をしてください。 

○ 食器、シーツ等は療養者とは別にして、共用しないでください。 

○ 不要不急の訪問者は受け入れないようにしてください。配達員等

も極力接触しないよう配慮をお願いします。 

 

 

３． 清掃、洗濯等について 

○ 療養者が触れるものの表面（ベッドサイド、テーブル、ドアノブ

など）は薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤などを用いて、１日１

回以上清拭してください。 ※消毒薬の作り方 P17参照 

○ 食器は食器用洗剤で洗い、しっかり乾燥させてください。 

○ リネンや衣類等は、通常の洗濯用洗剤で洗濯し、しっかりと乾燥

させてください。洗濯表示に記載されている上限の温度での洗濯、

乾燥が望ましいとされています。 

○ 下痢、おう吐などの体液が付いている可能性がある場合は、80℃、 

10分以上の熱湯消毒をしてから通常の洗濯をします。色落ちが気 

にならない物は、次亜塩素酸ナトリウム水溶液（0.05％）も有効 

です。 
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４． ごみ出しについて  ※P14参照 

○ 自宅療養期間中のごみは、厳重に密閉し３日間以上（※）家で保

管した後、一般ごみとして廃棄してください。 

○ ウイルスが死滅するまでに要する時間が 24～72時間のためマス

ク等のごみに直接触れることがないよう、ごみ袋はしっかりし

ばって封をしてください。ごみが袋の外に触れた場合は、ごみ

袋を二重にして入れてください。 

○ ゴミを捨てる際には、マスク、手袋、廃棄後の手洗い等により感

染防止対策を行ってください。 

 

 

５． 食料品等の提供について 

同居者において買い物に外出できる方がいらっしゃらない場合に 

食料品や日用品などの提供について、必要な方には支援があります。 

  ご希望をお住まいの地域を所管する保健所にお知らせください。 

 

【各保健所連絡先】受付時間：8：30～17：15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６． 災害時について 

○ 災害に備えて、あらかじめ市町村のハザードマップで自宅療養を

している付近の情報を確認してください。 

【ハザードマップＱＲコード】→ 

 

 

○ 自宅で安全が確保できる場合は在宅避難をお願いします。 

○ 自宅で安全確保ができない場合はお住まいの市町村へ避難する

ことを連絡して、避難先を確認したうえで、避難してください。

各市町村の連絡先については P19 の「風水害時の避難について」

平日 休日

松江 0852-23-1313 0852-33-7673

雲南

出雲 0853-21-1190 080-8815-7674

県央 0854-84-9825 0854-84-9807

浜田 0855-29-5538 0855-29-5535

益田

隠岐

0854-47-7778

0856－31－9532

08512－2－9701
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に記載しておりますので該当のページをご確認ください。 

○ 避難所への避難にあたっては、市町村への情報提供が必要であり、

市町村への情報提供についての同意をいただく必要があります。 

○ 自宅以外へ避難した場合は、滞在先を各保健所にお知らせくださ

い。 

○ 避難中も健康観察は続けてください。 

 

 

７．その他 

同居家族の方に特別な支援や配慮が必要な場合は、了解の上で居住 

市町村に情報提供をし、協力をお願いすることが可能です。 

  

 

療養解除後の症状（いわゆる後遺症）について 
○ 新型コロナウイルス感染症の療養が終わった後も一部の症状が長

引いたり、新たに症状が出現する患者が一定程度いることが報告さ

れています。 

※これまで報告されている代表的な症状 

全身症状（倦怠感・関節痛・筋肉痛） 

呼吸器症状（咳･たん・息切れ･胸の痛み、咳） 

精神･神経症状（記憶障害・集中力低下・不眠･頭痛・抑うつ） 

その他の症状（嗅覚障害･味覚障害・動悸・下痢・腹痛）など 

○ 療養が終わった後、体調に不安がある場合は、かかりつけ医等の

身近な医療機関（以下「かかりつけ医等」という。）に相談･受診で

きます。 

○ 受診を希望される方は、必ず事前に電話で次のことを伝えましょ

う。 

①新型コロナウイルス感染症で入院又は療養していたこと、入院又

は療養の期間 

② 気になる症状、症状が継続している期間 

○ 相談先に迷う場合は、 

しまね新型コロナウイルス感染症「健康相談コールセンター 
（ 電話：0854-47-7777） 

 

でも相談を受け付けています。 
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マスクの着用方法 

 

 
 

マスクを脱ぐ方法 

 

 

 
 

手袋の着用方法 

 

 

手袋を脱ぐ方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

出典：Medical SARAYA公式ホームページ 
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消毒薬の作り方 
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パルスオキシメーターの使い方 ☺ 
 

パルスオキシメーターって？ 
血液中の酸素飽和度をはかる機器です。 

呼吸により体に酸素が十分とりこめているかどうかの目安となります。 

 

 

★使い方  
1.  楽な姿勢で、数回深呼吸します。 
2.  クリップ部分をつまんで、指ホルダーを開きます。 

3.  指ホルダ―のくぼみに合わせて、指を（爪を上にして）入れてはさみます。 

4.  電源ボタンを押すと、測定を開始します。 

5.  数値が表示されたら記録しておきます。 

（SpO2：酸素飽和度、PR：脈拍数） 

6.  はかり終わったら指をはずします。 

7.  本機器を指から外すと、表示された測定値が消え、約 5秒後に電源が自動 

的に切れます。 

※酸素飽和度の数値が９６未満だった場合は、深呼吸してからもう一度測りな 

おしてください。 

 

 
 

      

 

電源ボタン                                                  

 

 

  酸素飽和度（SpO2） 

  数値を読む時はこの向きで！ 

   

 

【正しく測定するための注意点】 
＊マニキュアを塗っていない指ではかってください。 

＊汚れていない指ではかってください。 

＊指先が冷えている場合は、よくあたためてからはかってください。 

＊日光など、強い光があたらない場所ではかってください。 

＊測っている間は、指を振ったり測定部を緩めたりしないでください。 

 

 

1 分間脈拍数

（PR） 
脈拍棒グラフ 
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○ マスクを着用するなど感染予防対策につとめましょう 

○ 衛生用品（マスク、消毒液）、体温計、パルスオキシメーター、 

飲んでいる薬、水や食料などを持参しましょう 

○ 体温測定など健康観察は継続して行います。 

～療養中の方へ～ ＝お願い＝  

 台風や大雨など災害時の避難について  
★お住まいの地域が危険な場所かどうか確認します★       

★ 警戒レベル３（高齢者等避難）警戒レベル４（全員避難指示）で  
避難しましょう 

★ 日頃からハザードマップで『災害時の避難先や避難行動』を確認 

し、大雨や台風発生時は『早めの安全確保』を心がけてください  
 

① 自宅で安全が確保できる場合 ･･･ 『食料の備蓄を確認し在宅避難』 

② 自宅で安全が確保できない場合･･･ 『知人宅へ避難/避難所の利用』  

★避難所に避難する時の注意点★                

○  避難をする前にお住まいの市町村へ連絡し、指示を受けてください  

市町名  電話番号  

雲南市（健康推進課）  ０８５４－４０－１０４５  

奥出雲町（健康福祉課）  ０８５４－５４－２７８１  

飯南町（保健福祉課）  
０８５４－７２－９０７２  

（夜間休日）０９０－７１７９－６２８８  
※災害発生時の円滑な連携のため、自宅療養者の情報（氏名・住所・連絡先・療養期間等）を事前に市町や

消防等関係機関に情報提供することがありますのでご了承ください（目的外使用せず、療養終了後は削除します）  

○ 身の危険が迫っているときは『避難行動を優先』してください  

     事前に連絡できないときは･･･避難所受付などで、『新型コロナウイルス感染症』で 

自宅療養中であることを伝えてください  

 

 

 

 

 

○  避難後は、避難された場所（滞在場所）を保健所へお知らせください 

雲南保健所 電話 ０８５４－４７－７７７８ 

≪避難時には･･･≫ 

＜令和 4年 6月作成＞ 
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療養を終了されるみなさまへ 

 

 
長らくの療養にご協力ありがとうございました。 

厚生労働省の定める基準を満たすと療養解除となります。 

ただし、療養後 1ヶ月程度は以下の点に配慮した生活へのご協力をお願いします。 

 

 ★より一層の感染予防対策にご配慮ください★                  

○ 石けんを用いた手洗いや、アルコール消毒液での手指消毒をこまめにしましょう。 

○ 日常的にマスクを着用し、咳エチケットを守りましょう 

○ 3つの密（密閉・密集・密接）は避けましょう 

 

 

 ★健康状態を毎日確認してください★                   
○ 毎日体温測定し、発熱（37.5度以上）やその他の症状の有無を確認しましょう 

 

 

 

 

 

※ 療養解除後の症状（いわゆる後遺症）については、P11をご参照ください 

 
 

 ★療養終了後の検査は必要ありません★                   

○ 国の基準を満たした解除ですので、療養終了後の検査や、職場や学校等への陰

性証明の提出は必要ありません。 

○ 退院や療養解除後に PCR 検査を受けられると「陽性」になることがあります

が、感染性が極めて低いため活動の制限はありません。 

※ ワクチン接種については各市町に直接ご相談ください 

 

 

 

 

 

※ パルスオキシメーターをお貸ししている場合は返却をお願いします（郵送も可能です）

 

症状が出現するなど、体調が悪化した場合には、かかりつけ医等へ電話で事前

に相談した上で受診してください 

 その際、新型コロナウイルス感染症で療養されていたことを伝えてください 

療養解除後の生活について 
 

＜咳や発熱などの症状が出た場合＞ 

 

その他お困りのことがあれば･･･ 

『健康相談コールセンター』 0854-47-7777 
                へお電話ください 
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