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新型コロナウイルス感染症 

 自宅療養のしおり   

   

 
このしおりは、自宅療養される皆様が 

少しでも安心して療養生活が送れるように 

健康観察や注意事項についてまとめています 

 

みなさまの一日も早いご回復を 

心からお祈り申し上げます 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

大阪府健康医療部保健医療室感染症対策支援課 （R5 年 3 月改訂版） 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

目 次 

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P２ 

自宅療養中の過ごし方 

 （１）健康状態の観察（発生届対象の方） ・・・・・・・・・・・・P３ 

    健康状態の観察（発生届対象外の方） ・・・・・・・・・・・P４ 

 （２）療養支援について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P４ 

（３）自宅療養をするにあたっての生活基本事項・・・・・・・・・・P４ 

（４）同居の方の感染管理について・・・・・・・・・・・・・・・・P５ 

 （５）その他の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P６ 

【参考①】消毒液（次亜塩素酸ナトリウムの希釈液）の作り方・・・・P６ 

【参考②】家庭でのマスク等の捨て方※環境省リーフレットより引用・P７ 

～自宅療養を開始するためのチェックシート～・・・ ・・・・・・・・P８ 

自宅療養解除に関する考え方・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・P９ 

自宅療養の各種証明書について・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・P10 

【参考資料】自宅待機SOS コロナ陽性者24時間緊急サポートセンター 

                           ・・・・・・P11 

【参考資料】こころのホットライン・・・・・・・・・・ ・ ・・・・・P12 

新型コロナウイルス感染症の後遺症について・・・・・・・ ・・・・・P13 

新型コロナウイルス感染症に関する健康状態の確認について 

～スマートフォン等での入力をお願いします～・・・・・・・・・・・P14 

  



2 

 

はじめに 令和4年9月26日より、全数届出の見直しに伴い、発生届の対

象外の方は「陽性者登録センター」への登録をお願いします。 

 

 

発生届対象の方 

① ６５歳以上の方  

② 入院を要する方(※１)  
③ 新型コロナ治療が必要な重症化リスク
のある方(※２) 

④ 妊娠中の方 

発生届対象外の方 
左記①～④に該当しない方 

保健所から連絡（SMS もしくは電話等）が

ありますので、お待ちください。 

HER-SYS ID のお知らせがあ

ります。 

保健所からの連絡はありません。 
陽性者登録センターに 

ご登録をお願いします。 

（下図をご参照下さい。） 

※１診断時点で直ちに入院が必要でない場合であっても、基礎疾患等により、入院の必要
が生じる可能性があると医師が診断した場合も含まれる 
※２重症化リスクのある方：悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患(COPD等)、慢性腎臓病、心血管
疾患、脳血管疾患、喫煙歴、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満(BMI30以上)、臓器の移
植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由による免疫機能の低下の方 

 

 

〇陽性者登録センターに登録して下さい。 

○重症化リスクがある、症状悪化、緊急性が高い場合すぐに医療機関を受診して下さい。 

陽性者登録センターの登録方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関を受診せず自己検査等で陽性となった方 

医療機関を受診し陽性となった方 
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自宅療養中の過ごし方 

（１）健康状態の観察 

発生届対象の方(保健所から SMS 等による連絡がある方) 

 〇毎日、1日３～４回(朝・昼・夜（夕・寝る前）)ご自身の健康状態を確認 

していただきます。 

〇お住まいの地域を管轄する保健所が、My-HERSYSで健康状態の確認を行

います。 

※My-HERSYSの入力方法は、P14をご確認ください。 

 

〇症状が悪化した場合は、症状に応じて救急車の要請、かかりつけ医、保健

所、自宅待機SOSコロナ陽性者24時間緊急サポートセンターへ連絡して

ください。「緊急性の高い症状」がある場合は至急ご連絡をお願いします。 

 

【緊急性の高い症状】※は同居の方が確認 

  [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 

 

〇その他、体調の変化や受診についてのご相談は、「保健所」または「自宅待

機SOSコロナ陽性者24時間緊急サポートセンター」へご連絡ください。 

○My-HERSYSの入力がなかったり、電話等で健康状態の確認をする際に連

絡が取れない場合、保健所の保健師や府が健康観察業務を委託している事

業者の訪問看護師がご自宅に直接、訪問することがあります。 
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発生届対象外の方(陽性者登録センターに登録された方も含む) 

〇療養期間中は毎日1日３～４回(朝・昼・夜（夕・寝る前）)ご自身の健康 

状態をご確認下さい。 

 〇療養中に体調が悪化したり外来診療、往診等を希望される方は、「自宅待  

機SOSコロナ陽性者24時間緊急サポートセンター」 

(電話 0570-055221)にご連絡下さい。 

 〇「緊急性の高い症状(P3参照)」がある場合は至急、「自宅待機SOSコロナ陽

性者24時間緊急サポートセンター」へご連絡をお願いします。 

 

（２）療養支援について（発生届対象者と発生届対象外の方共通） 

 

 

 

 

※サービスを利用するために HER-SYS の ID もしくは陽性者登録番号が必要です。 

 

（３）自宅療養をするにあたっての生活注意事項について 

〇生活基本事項についての詳細はP8の自宅療養を開始するためのチェックシート 

をご確認ください。 

  

 ・外部からの不要不急の訪問者は、可能な限り受け入れないでください。 

 ・無症状または有症状の場合で、症状軽快から24時間経過後の場合は、マ

スクを着用する等自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品

等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。 

・感染者本人が使用したティッシュやマスク等のゴミを捨てる際は、ビニー

ル袋に入れ、密閉して捨ててください。 

・健康状態の正確な把握が困難となる恐れがあることや症状が悪化する恐れ

があることから、療養中の飲酒・喫煙は、厳禁です。 

・服用中の薬がある場合は、2週間分程度の薬を用意をしてください。自宅

療養中に薬が足りなくなりそうな場合には、かかりつけ医等のオンライン

診療等を受診し薬を処方してもらってください。 

〇体調が悪化した 
〇医師の診察を受けたいので、医療機関を紹介してほしい 
〇宿泊療養、パルスオキシメーターを希望する 

自宅待機 SOS (電話 0570-05５221) に連絡（２４時間対応） 
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 （４）同居の方の感染管理について 

 ・濃厚接触者にあたる同居の方は、感染者本人と同様に健康管理が必要で

す。 

・同居の方は、感染者本人と食事や就寝の際は、別室とするなど可能な限り

生活空間を分けてください。また感染者本人は極力、療養されている部屋

から出ないようにしてください。 

・感染者本人の食事の配膳など日常生活におけるお世話は、なるべく特定の

人が担当し、接触は必要最低限にしてください。なお、その場合は、基礎

疾患がない健康な人が担当することが望ましいです。 

・日中は、室内の換気を定期的に行ってください。 

・感染者本人が療養されている部屋を出入りする際は、マスクを着用し、同

居の方もできるだけマスクを着用してください。感染者本人が着用したマ

スクは、療養されている部屋から持ち出さないようにしてください。 

・こまめにうがい、石鹸で手を洗ってください。また、眼や口などは手を洗

う前に触れないようにしてください。 

・シーツ類・食器・歯ブラシの共用はしないでください。特にトイレ・洗面

所などのタオルの共有はしないでください。 

・感染者本人の入浴は、可能な限り同居者の中で最後に行ってください。 

・感染者本人が手で触れる共有部分は、こまめに消毒してください。 

*ドアの取っ手・ノブ・照明のスイッチ・ベッド柵等は、薄めた市販用の

塩素系漂白剤で１日１回以上拭いた後、水拭きを行う 

*浴室・洗面所は、通常の家庭用洗剤で洗い、家庭用消毒剤でこまめに消

毒し、換気を行う 

*トイレは、ご本人が使用後、毎回、次亜塩素酸ナトリウムで拭いた後、

水拭きを行うか、アルコール（アルコール濃度75％以上）で清拭及び

換気を行う 

・体液で汚れたシーツ類、衣服に触れる際は、手袋とマスクをつけ、通常の

洗濯用洗剤で洗濯し、しっかり乾燥してください。洗濯表示に記載されて

いる上限の温度での洗濯、乾燥が望ましいです。 
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（５）その他注意事項 

 〇宅配等の受け取りに際しては、「置き配」サービスを利用するなど対面で

の受け取りを避けてください。 

<ポイント> 

・あらかじめ置き場所を指定する工夫が必要です。 

・現金のやり取りを避けるため、クレジットカード払いなどのキャッシュ

レス決済のご利用をお勧めします。 

  ・やむを得ず対面での受け取りとなった場合は、必ずマスクを着用してく 

ださい。 

  ・食器は、なるべく使い捨ての容器にしてください。 

 

【参考①】消毒液（次亜塩素酸ナトリウムの希釈液）の作り方 

    ※市販の次亜塩素酸ナトリウム製剤は濃度が濃いので、 

     使用時には0.05%～0.1%程度に薄めて使用してください。 

使用濃度 原液濃度 方法 使用目的 

0.05% 6% 
3Lの水に対して

原液25ml 

ドアノブ、照明のスイッチ、机、 

椅子、電話機、コピー機のボタン、

エレベーターのボタン等 

0.1% 6% 
3Lの水に対して

原液50ml 

トイレ、洗面台の清掃 

おう吐物、ふん便の処理 

 

市販の次亜塩素酸ナトリウム製剤 

濃度 商品名 

1% ミルトン等 

5% 
ハイター、 

ブリーチ等 

6% 
ピューラックス、 

アサヒラック等 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用時は、マスクや手袋をしてください。 

・ペーパータオル等に十分に薬液を含ませて

拭いた後、水拭きしてください。 

・希釈した次亜塩素酸ナトリウム溶液は、そ

の都度使い切ってください。 
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【参考②】家庭でのマスク等の捨て方 ※環境省リーフレットより引用 

 

 

 

 



8 

 

～自宅療養を開始するためのチェックシート～ 

 

 
注意する項目 本人・家族 

１ 自宅から外出しない※ 

外部からの不要不急の訪問者を自宅内に入れない 

※有症状の場合で症状軽快から 24 時間経過後又は無症状の場

合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共

交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマス

クを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前

提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うこと

は差し支えありません。 

□ 

２ 感染者本人と他の同居者の部屋を可能な限り分ける □ 

３ 感染者本人の世話をする人は、できるだけ限られた方(基礎疾

患がなく、健康である特定の方が望ましい） にする 
□ 

４ できるだけ同居者全員がマスクを着用する 

感染者本人が着用したマスクは部屋から持ち出さない 
□ 

５ 小まめにうがい・石鹸で手洗いをする □ 

６ シーツ類・食器・歯ブラシの共有はしない（特にタオルは、

トイレ・洗面所などで共有しないこと） 
□ 

７ 感染者本人の入浴は家族の中で最後に行う □  

８ 日中は、室内の換気を定期的に行なう □ 

９ 感染者本人が手で触れる共有部分は、こまめに消毒する 

※取っ手・ノブ・照明のスイッチ・ベット柵等は薄めた市販用

の塩素系漂白剤等で 1 日 1 回以上拭いた後水拭き 

トイレ・浴室・洗面所は、通常の家庭用洗剤ですすぎ、家庭

用消毒剤でこまめに消毒し、換気を行う 

□ 

10 汚れたシーツ類、衣服を通常の洗濯用洗剤で洗濯し、しっか

り乾燥する 
□ 

11 ゴミは密閉して捨てる □ 

12 宅配受け取りの際は、対面での受け取りを避ける □ 

13 療養中は禁酒する □ 

14 療養中は禁煙する（喫煙者のみ） □ 

15 服用中の薬がある場合は、2 週間分程度の備蓄をしておく 

※療養中に、服用中の薬がなくなりそうな場合は、かかりつ

け医の電話再診等を受けた上で薬を処方してもらう 

□ 
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自宅療養解除に関する考え方 

 

※ 陰性確認のために抗原定性検査キット無料配布を大阪府に申し込むことはできません。抗原定性検査キットは

自費とし、薬事承認されたものを使用してください。 

 

【症状がある場合】 

 〇発症日から７日経過し、かつ、症状が軽快後、24時間経過した場合 

には8日目から解除となります。 

・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。 

 

【無症状の場合】 

 〇検体採取日から7日間を経過した場合には、8日目に療養解除となります。  

  5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合は、6日目に療養期

間の短縮が可能です。 

・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。 

 

 〇無症状の方が療養期間中に症状が出た場合は、症状が出た日を0日目とし

て8日目に療養解除となります。 

・療養期間についてのお問合せについては発生届対象の方は保健所へ、発生届対象外 

の方は自宅待機SOSへご連絡ください。 
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自宅療養の各種証明書について 

 

１．PCR 検査の結果が陰性であることの証明書(陰性証明)について 

保健所では陰性証明の発行はしていません。（自宅療養終了後に勤務等を再開するにあた

って、職場等に陰性証明を提出する必要はありません。この取り扱いは、厚生労働省から各

都道府県労働局にも周知しています。） 

 

２．宿泊療養又は自宅療養を証明する書類（保険会社の医療保険等の入院給付金の請求のた

めの証明書）について 

 保険会社の医療保険等の入院給付金については、感染が確認された方のうち、宿泊療養や

自宅療養となった方々に対しても、対象となることがあります。対象となるかは、保険会社

にご確認ください。 

対象となる場合は、ご自宅のパソコンや、お持ちのスマートフォンを使い My HER-SYS

で療養を証明する書類（療養証明書）を交付できます。パソコン、スマートフォンをお持ち

でなく My HER-SYS をご利用できない方に関しては、管轄の保健所で交付できますので

ご相談ください。 

 

※発生届対象外の方は、療養証明書の発行はできません。 

 

(参考) 

｢新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医

療の提供について｣ 

https://www.mhlw.go.jp/content/000626868.pdf 

 

令和３年３月 24 日付 厚生労働省 事務連絡「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に

係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」に関

するＱ＆Ａについて（その 10） 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000829921.pdf 

 

令和４年９月 12 日付(令和４年９月 22 日一部改正) 厚生労働省 事務連絡「With コロ

ナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直し」 

https://www.mhlw.go.jp/content/000993000.pdf  

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000626868.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000829921.pdf
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参考資料 
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参考資料 
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新型コロナウイルス感染症の後遺症について 

 

新型コロナウイルス感染症の治療や療養終了後、後遺症に悩まれる方は、 

お住まいの地域の受診相談センターにお問い合わせください。 

新型コロナ受診相談センター 一覧（令和 4 年 9 月 26 日現在） 

※電話番号等の最新情報は大阪府ホームページをご確認ください。 

https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/soudan-gaiyo.html 

管轄保健所 お住まいの市町村 電話番号 

大阪府池田保健所 池田市、箕面市、豊能町、能勢町 

06-7166-9911・06-7166-9966（24 時間） 

大阪府茨木保健所 茨木市、摂津市、島本町 

大阪府守口保健所 守口市、門真市 

大阪府四條畷保健所 大東市、四條畷市、交野市 

大阪府藤井寺保健所 松原市、柏原市、羽曳野市、 

藤井寺市 

大阪府富田林保健所 富田林市、河内長野市、大阪狭山市、 

太子町、河南町、千早赤阪村 

大阪府和泉保健所 和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町 

大阪府岸和田保健所 岸和田市、貝塚市 

大阪府泉佐野保健所 泉佐野市、泉南町、阪南市、熊取町、 

田尻町、岬町 

大阪市保健所 大阪市 06-6647-0641（24 時間） 

堺市保健所 堺市 072-228-0239 

（平日９時～２０時、土・日・祝日９時～１７時３０分） 

※050-3531-5599 

高槻市保健所 高槻市 072-661-9335（平日９時～17 時 15 分） 

※050-3531-4455 

東大阪市保健所 東大阪市 072-963-9393（土・日・祝日含め終日） 

豊中市保健所 

とよなかコロナ後遺

症相談窓口 

豊中市 080-4583-0712（１０時～１６時） 

※上記は後遺症専用窓口です。 

豊中市保健所の新型コロナ受診相談センターの電話番号について

は、ホームページ等からご確認ください 

枚方市健康福祉部 枚方市 072-841-1326（９時～１７時３０分） 

※050-3531-0271（１７時３０分～翌９時） 

八尾市保健所 八尾市 072-994-0668（平日８時４５分～１７時１５分） 

※050-3531-4455 

寝屋川市保健所 寝屋川市 072-829-8455（平日９時～１７時３０分） 

※050-3531-4455 

吹田市保健所 吹田市 06-7178-1370（平日９時～１７時３０分） 

※050-3531-4455 

 

〇休日等の時間外に電話をされた場合は、自動ガイダンスに切り替わりますので、指示に従ってください。 

なお、※の電話番号がある保健所は、休日等の時間外に繋がる専用番号です。 

○午前９時から１２時までの午前中（特に午前９時から１０時）の時間帯は電話相談が集中し、 

大変混みあいますので、時間帯をずらすなどしてご相談をお願いします。 

 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/soudan-gaiyo.html
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新型コロナウイルス感染症に関する健康状態の確認について 

～スマートフォン等での入力をお願いします～ 

 

発生届対象の方が入力できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページ（初回登録ガイド）を参考に入力願います。 

ご自身のスマートフォンからＱＲコード、又は、ＵＲＬを読み込んでください。 

初回のログインには、電子メールアドレスおよび保健所からお知らせした健康管理入力

（スマホ等入力）ID が必要となります。１日３～４回、健康状態を入力してください。 

○健康状態の調査は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（感

染症法）に基づき、保健所を設置する都道府県や市・特別区が実施しています。皆様

による健康状態の入力は、同調査への回答と位置づけられます。保健所を設置する都

道府県や市・特別区は、同調査により収集した情報を感染症法に基づき国（厚生労働

省）に報告することとされています。 

 

○入力いただいた情報は、国（厚生労働省）が運営する「新型コロナウイルス感染者等

把握・管理支援システム」（HER-SYS）で管理されるとともに、感染症法に基づく

業務を行う都道府県、市・特別区、厚生労働省の職員や、都道府県や市・特別区から

健康状況の把握等の業務の受託した関係機関（地域の医師会等）に、それぞれの業務

の実施に必要な範囲内で（※）共有されます。 

※例えば以下のような場合が想定されます。 

・療養中の健康状態に関する情報について健康フォローアップを行う医師等に共有 

・受診した帰国者・接触者外来と療養先（自宅やホテル）の管轄の保健所が異なる場合の保健所

間の情報共有 

・入院病床数や宿泊施設数の調整等に必要な地域内の患者数の推移等のデータの作成に活用 

 
○また、国（厚生労働省）は、HER-SYS に蓄積された情報を活用して、新型コロナウ

イルス感染症の発生状況等の統計を作成し公表します。また、統計情報をもとに、新

型コロナウイルス感染症の研究に役立てます（この統計は全国や地域毎の感染者数等

のデータであり、個人が特定される情報は含みません。）。 

 

○入力いただいた情報は、上述の利用用途を含む感染症法に基づく業務の遂行その他の

新型コロナウイルス感染症対策に係る業務以外の目的に利用されることはありませ

ん。 

 

○国（厚生労働省）が HER-SYS で管理する情報のうち、個人が特定できる情報につ

いては、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき、開示、訂正、

利用停止を行うことができます。 

入力いただいた情報の取扱いについて 
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