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COVID-19に備える 

セルフケアガイド 

Health monitoring  and Self care 

ご高齢の方へ 
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はじめに 

この度の新型コロナウイルス（COVID-19）感染症によって, 

私たちの命や健康・生活が大きく脅かされています．現在，

保健医療福祉現場のスタッフによって日々多くの生命が守ら

れていますが，私たちはこの状況の中で，どのように健康や

生活を維持していけばいいのでしょうか． 

日本災害看護学会では，新型コロナウイルス感染症（COVID-

19）災害プロジェクトを発足し，新たな感染症の中でも自分

自身や周囲をケアするための「COVID-19に備えるセルフケア

ガイド」を作成しました．ご家族や身近な方と共に使用して

いただけますと幸いです． 

情報は随時更新していく予定です． 

2020年6月30日 日本災害看護学会 
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新型コロナウイルスから持続的に健康をまもるための自己管理

の仕方と，感染した時のための準備やその後生活を立て直してい

ただくために開発されたガイドです．  

  

 

 

１．新型コロナウイルスを恐れず生活するための行動 

   （4ページから） 

    A.正しい知識を得る 

    B.感染防止の基本：セルフケアスキルを身につける 

    C.毎日の行動で自分と家族を守る 

    D.健康を維持する 

    E.ストレスが溜まり別の健康を害する前に対処する 

  F.発熱・呼吸器症状などかぜ症状に対処する 

  G.感染したかもと思ったら相談センターに相談する 

  H.家族で看病する 

 

２．お役立ちメモ 

   （11ページから） 

このガイドについて 

本ガイドに書かれている内容 



4 

１．新型コロナウイルスを恐れず  

  生活するための行動 
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A. 正しい知識を得る  

 

１）新型コロナウィルス感染症の特徴  

● 主に人が会話・咳・くしゃみをした際に，口や鼻からウイル

スが含まれた小さな水滴（飛沫）を近くにいる人が吸い込む

ことによって感染する 

● この飛沫は遠くに飛ばないが, ものの表面に付着する 

● 付着したウイルスは, ボール紙では最大24時間, プラスチッ

クでは最大72時間生存するといわれている 

 

２）新型コロナウイルス感染症の症状 

●  感染から約 5 日間（ 1〜14 ⽇間 ）の潜伏期 

●  感冒様症状（発熱，咳，喀痰，咽頭痛，鼻汁等, 倦怠感）

が出現 

●  嘔吐，下痢などの消化器症状を呈することもある   

●  約 8 割の患者は，自然に軽快して治癒する 

●  約 2 割の患者は，肺炎を合併する 

●  特に高齢者や基礎疾患がある場合は合併しやすい 

（参考）新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 診療所・病院のプライマリ・ケア初期診療の 

    手引き https://www.primary-care.or.jp/imp_news/pdf/20200311.pdf 

https://www.primary-care.or.jp/imp_news/pdf/20200311.pdf
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B. 感染防止の基本： 

  セルフケアスキルを身につける 
 

１．正しい手洗い・手指消毒 

 

２．咳がでるときは 

３．安全な社会的距離の確保 

  □人との間隔はできるだけ２ｍ（最低1ｍ）空ける 

  □会話をする際は，可能な限り真正面を避ける。 

  □「3密」を回避する 

 （１）密集（２）密接（３）密閉 

 

４．身の回りのウイルスから身をまもる 

 □人と会うときや外出時はマスクを着用する 

 □マスクの 表面（ひょうめん）には 触れず，マスクを はずす時 

  は，ゴム や ひもを つまむ 

 □色んなところ触った手で口や鼻を触らない  

 □こまめに換気する  

＜いつ？＞ 

□外出先からの帰宅時 

□食事前 

□調理の前後 

□人と会った後 

□人が触ったものに触れた後 

＜どのように？＞ 

□石鹸またはアルコール消毒液を使う 

□指先や指の間，手首まで入念 

□手洗い後は，清潔なタオルやペー 

 パータオルでよくふき取る 

□２m以内に人がいないことを確認する 

□マスク・服の袖・ハンカチ・ティッシュで口や鼻をおおう 

□鼻をかんだティッシュは蓋付ゴミ箱へ入れて手を洗う 

  蓋が無い場合は, ビニール袋へ入れて封をする 
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C．毎日の行動で自分と家族を守る 

 

［ 起床時 ］ 

□毎朝、体温測定、健康チェック 

□発熱、だるい・咳などの風邪の症状 

 がある場合は無理せず自宅で療養  

 

［ 食事 ］ 

 

□食事前には手洗いを 

□対面ではなく横並びにする 

□調理に集中し，話は控えめにする 

□いつもより栄養バランスに気をつける 

 

［ 買い物 ］ 
 

□一人または少人数ですいた時間に行く 

□計画をたてて素早く済ませる 

□レジに並ぶときは，前後にスペースを確保する 

 

［ 娯楽・スポーツなど ］ 
 

□公園はすいた時間・場所を選ぶ 

□ウォーキングは少人数で行う 

□すれ違うときは距離をとる 

［ 外出時 ］ 

□マスクを着用する 

□人混みを避ける 

□混んでいる時間帯は避ける 

［ 人と会うとき ］ 

 

□会話は控えめに 

□室内よりも屋外にする 

□多人数は避ける 
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D．健康を維持する 

新型コロナウィルス感染症に気をつけて，健康的な生活を維持

していくことも重要です． 

 

１）運動をしよう 

 

「動かない」状態が続くことにより，心身機能が低下して「動けなく

なる」ことが懸念されます．日ごろからの運動が大切です． 

 

□人混みを避けて、一人や限られた人数で散歩 

□家の中や庭などでできる運動を行う 

 →ヨガ・ラジオ体操など 

□家事や農作業で体を動かそう 

□座っている時間を減らそう 

 →足踏みをして体を動そう 

 

２）食生活・口腔ケアをしっかりしよう 

  
免疫力を低下させないために，しっかりと栄養をとることや口の中の

健康を保つことが大切です． 
 

□3食欠かさず食べよう 

□バランスの良い食事を心がけよう 

□規則正しい生活をしよう 

□毎食後，寝る前には歯磨きをしよう 

□しっかり噛んで食べよう 

□歌を歌う，早口言葉を言うなど，口の筋肉を保とう 

厚生労働省 新型コロナウィルス感染症への対応にちて（高齢者の皆さまへ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/yobou/

index_00013.html 
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E. ストレスに対処する 

危機に際して悲しくなったり，ストレスを感じたり，戸惑った

り，怖くなったり，怒りがこみ上げてきたりするのは，ごく普

通のことです.  

□不安をあおる情報には触れない 

□新型コロナ感染症に関するニュースを見る時間が長すぎない 

 ように気を付ける 

□家族や友人など信頼している人に連絡して話す 

□情報に関する事実を確認する 

□お酒やタバコには頼らない 

□食事・睡眠・運動など健康的な生活習慣を心がける 
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F.発熱・呼吸器症状などかぜ症状に対処する  
 

発熱や咳、痰、咽頭痛、倦怠感などかぜ症状が出現したら 

□14日間の「行動歴」を振り返る 

 ・いつ・誰と会った？ 

 ・いつ・どこへ行った？ 

□もしかして...と思ったら、相談センターに相談する 

□外出を控える 

□かかりつけ医に相談する 

□自分の症状（以下の項目）をメモする 
 ・日々の体温 

 ・日々の症状（発熱, 咳, 痰, 咽頭の痛み, 鼻水, だるさなど） 
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G. 感染したかもと思ったら相談センターに 

  相談する 

以下に該当するようであれば，まずは自治体の新型コロナウイルス相

談センターに連絡する 

 □ 息苦しさ, 強いだるさ（倦怠感）, 発熱などの症状がある  

 □ 症状が４日以上続く場合は必ず相談する 

 

以下に該当する症状が１つでもあった場合には, すぐにかかりつけ医, 

保健所（帰国者, 接触者相談センター）, 自治体の相談窓口に連絡す

る 

 

その他，以下の症状がある場合は相談する 

 □咳やたんが，ひどくなっている 

 □食事が食べられない 

 □半日以上尿が出ていない 

表情・ 

外見 

● 顔色が明らかに悪い ※家族や同居者が見て 

● 唇が紫色になっている 

呼吸 ● 息が荒くなった（呼吸回数が多い）   

● 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時間以内を目安に）ゼーゼーしはじめた 

意識 ● ぼんやりしている（反応が弱い） ※家族や同居者が見て 

● もうろうとしている（返事がない） ※家族や同居者が見て 

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000625758.pdf  
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H.家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら 

１．部屋を分ける 

 □食事や寝るときも部屋を分ける 

 □難しい場合は少なくとも２ｍ以上の距離 

 □換気しやすい部屋を選ぶ 

２．お世話する人を決める（できるだけ限られた人に） 

 □心臓，肺，腎臓に持病，糖尿病，妊婦ではない健康な人 

３．マスクをつける 

 □使用したマスクは他の部屋に持ち出さない 

 □マスクの表面には触れないようにし，外す時は，ゴムやひもを 

  つまんで外す 

４．こまめに手を洗う 

 □お世話する前, した後には必ず石鹸で手を洗う 

５．換気をする 

 □部屋は定期的に換気する 

 □共有スペースや他の部屋も窓を開ける 

６．手で触れる共有部分を消毒する 

 □タオル，衣類，食器，箸，スプーンなどは，通常の洗剤で洗う 

 □ドアの取っ手などは，薄めた市販の塩素系漂白剤で拭いた後， 

   水拭きする 

 □トイレの便座や床, 洗面所の壁や床などは, 家庭用洗剤でこまめ 

  に清掃する 

 □タオルは，トイレ，洗面所，キッチンなどで共有しない 

７．汚れたリネン，衣服を洗濯する 

 □体液で汚れた衣服・リネンを取り扱う際は，手袋とマスクを 

  つけ，一般的な家庭用洗剤で洗濯し乾かす 

 

８．ゴミは密閉して捨てる 

 □鼻をかんだティッシュなどはすぐにビニール袋に入れ，密閉して 

  室外に出す 
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２．お役立ちメモ 

  自分の情報を整理するのに活用ください 



14 

日付 体温 症状 体調で気になること 接触した人や出かけ

た場所 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

健康記録カレンダー 
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お住まいの自治体の問い合わせ先を確認して記入してください． 

電話相談のための手持ちメモ 

氏名・年齢・性別  

郵便番号、住所 

 

（管轄の保健所把握のため） 

電話番号 

（携帯/自宅） 

（後で連絡が必要な時のため） 

既往歴 

 

（呼吸器疾患（喘息、慢性閉塞性肺疾患）の有無、糖尿病、高血圧、心

疾患、透析、抗がん剤治療、直近の入院歴など） 

 

かかりつけ医の 

有無 

 

内服薬  

 

心配な事/ 

困りごとの種類 

［現在の症状など健康に関すること］ 

・新型コロナウィルス感染症に関する症状 

 どんな？ 

 どの程度？ 

 いつから？  

［医療機関の受診に関する事］ 

・受診する医療機関について（どこの病院にいけばよいのか/

検査はできるのか） 
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出典： 

■（一社）日本環境感染学会ホームページ 

http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/dokyokazoku-chuijikou.pdf 

■WHO https://extranet.who.int/kobe_centre/ja/news/COVID19_specialpage   

■CDC https://extranet.who.int/kobe_centre/ja/news/COVID19_specialpage 

■厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

bunya/0000164708_00001.html 

■内閣官房 https://corona.go.jp/  

■特定非営利活動法人CWS Japan   https://www.cwsjapan.org/  

■（一社）EpiNurse  https://www.epinurse.org/nobel-corona-virus-covid-19  

■神原咲子：COVID-19にかかる前のセルフケアガイド  

https://researchmap.jp/sakikokanbara/%E8%B3%87%E6%96%99%E5%85%AC%E9%96%8B?

fbclid=IwAR0pXDZSGu5MOoIW-oV2bNX7s3SdfmoIvrdSI9Reedw_vegHXAFrJpWL-rQ  

発行 日本災害看護学会 
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