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COVID-19にそなえる 

セルフケアガイド 

Health monitoring  and Self care 

在日外国人（ざいにちがいこくじん） 

の方（かた）へ 
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はじめに 

 新型（しんがた）コロナウイルス（COVID-19） 感染症（か

んせんしょう） によって,  わたしたちの 命（いのち） 

や 健康（けんこう）や 生活（せいかつ）が おおきく 脅

（おびや）かされて います。 

                  

 わたしたちは この状況（じょうきょう）の なかで, どの

ように 健康（けんこう）や 生活（せいかつ）を 守（ま

も）れば 良（い）いのでしょうか．  

 

 日本災害看護学会（にほんさいがいかんごがっかい）では,    

新型（しんがた）コロナウイルス 感染症（かんせんしょう）    

（COVID-19）災害（さいがい）プロジェクトを 立ち上げ（た

ちあげ）, 自分（じぶん）や まわりを セルフケア するた

めの「COVID-19に備（そな）える セルフケアガイド」を  

作（つく）りました．           

 

 家族（かぞく）や 身近（みぢか）な 方（かた）と 使っ

て（つかって）ください． 

 

情報（じょうほう）は アップデートする 予定（よてい） 

です． 

 

2020年6月30日 日本災害看護学会 
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 新型（しんがた）コロナウイルスから健康（けんこう）を まもるため

の セルフケアの方法（ほうほう） と， 病気（びょうき）がうつった

ときの ための 準備（じゅんび）や そのあとの 生活（せいかつ）に 

役立（やくだ）ててもらうためのガイドです．  

 このガイドには，Ａ～H の 行動（こうどう）リストが， 書かれてい

ます. 自分（じぶん）や 家族（かぞく）のことを 書（か）いておき, 

まわり の 人（ひと）に つたえましょう.  

 

 健康記録（けんこうきろく）カレンダー ：p. 9 

    体温（たいおん） や からだの調子（ちょうし）で, 気（き）  

    に なること や あった できごとを 書（か）く 

 

 電話相談（でんわそうだん）のためのメモ ：p. 12 

  このメモを みながら 電話（でんわ）を かける 

 

 入院・宿泊療養（にゅういん・しゅくはく りょうよう）すると 

 きの準備（じゅんび）チェックリスト ：p. 14-15 

     家（いえ）を はなれて 療養（りょうよう） するときに， 

    準備（じゅんび） すること や，もっていく ものを 確認 

    （かくにん）する 

 

 家族（かぞく）の基本情報（きほんじょうほう） ：p. 16 

     病気（びょうき） や アレルギー,  あなたにとって 大事 

    （だいじ）な ものを 確認（かくにん）する 

このガイドについて 
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A. しんらいできる ところ から            

情報（じょうほう）をとる  

 

新型（しんがた） コロナウイルス について 

＜病気（びょうき） の うつりかた ＞ 

● せき などで うつる： 病気（びょうき）の 人（ひと）の せき や く

しゃみ や つばと 一緒（いっしょ）に ウィルスがでて， 他（ほか）の 

人（ひと）が それを 口（くち） や 鼻（はな）から すって うつる． 

● さわって うつる：病気（びょうき） の 人（ひと）が せき や くしゃ

みを おさえた 手（て）で さわったものに, ウイルスがつく． 他（ほ

か）の人（ひと）が それを さわった手（て）で 口（くち） や 鼻（は

な） を さわると うつる． 

● 付（つ）いた ウィルスは、紙（かみ）は 24時間（じかん）、プラスティッ

クは、72時間（じかん） 生（い）きる と 言（い）われて いる． 

 

＜症状（しょうじょう）＞ 

● 熱 （ねつ） が でる 

● せき や たん が でる 

● のど に 痛み（いたみ） が でる 

● 鼻水（はなみず）が でる 

● からだが だるくなる 

（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 

    法務省 外国人生活支援ポータルサイト（医療）          

    http://www.moj.go.jp/content/001313791.pdf  

https://www.primary-care.or.jp/imp_news/pdf/20200311.pdf
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B. 自分（じぶん）を 守（まも）る 行動（こうどう） 

①. 手（て）あらい・消毒（しょうどく） 

 ☑家（いえ）に かえったとき・ 食事（しょくじ）の まえ ・ 人（ひと）と あった 

    あと ・人（ひと）が さわったものに さわったとき  

 ☑せっけんを つかう または、アルコール消毒液（しょうどくえき）を つかう 

 ☑指（ゆび）さき や 指（ゆび）の あいだも あらう， 20-40秒間（びょうかん） 

 ☑手（て）あらいの あとは，きれいなタオル や ペーパタオルで ふきとる 

   

②．せきを するとき 

 ☑２メートル以内（いない） に 人（ひと）が いないこと  

 ☑マスク・服（ふく）のそで や ハンカチでおおう 

 ☑鼻（はな）を かんだ ティッシュは ふたつきゴミばこへ いれて 手（て）を  

    あらう または，ビニールぶくろへ いれて ふうをする 

 

③．人（ひと）と はなれる 

  ☑２メートル はなれる 

  ☑これまで 感染（かんせん） が 確認（かくにん）された 場所（ばしょ） 

  「３つの条件（じょうけん）」 

   （１）換気（かんき）の わるい 場所（ばしょ）   ＝ （密閉 みっぺい） 

   （２）多く（おおく）の 人（ひと）が あつまる  ＝ （密集 みっしゅう） 

   （３）ちかくで 話す（はなす）          ＝ （密接 みっせつ） 

 

④．ウイルスを 体（からだ）の なかに もちこまない 

 ☑いろいろな ところを さわった 手（て）で， 口（くち）や 鼻（はな）を さわら 

  ない 

 ☑手（て）すり や 電気（でんき）のスイッチ, テーブル, 手（て）で さわる ところ 

  を 消毒薬（しょうどくやく）で ふく 

 ☑手（て）を こまめに あらう 

  石鹸（せっけん）で 手（て）を あらえば ウィルスが 死（し）ぬ 
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C．自分（じぶん）と 家族（かぞく）を 守（まも）る 

毎日（まいにち）の 行動（こうどう） 

［ 朝（あさ） 起（お）きたとき ］ 

☑だるい・咳（せき）などの 症状（しょうじょう）を 確認（かくにん）して、体温（たい 

 おん）を はかる.  ※症状（しょうじょう） や 熱（ねつ）が あれば 家（いえ）で  

 様子（ようす）を みる → E へ 

☑新（あたら）しい 感染症（かんせんしょう）の 情報（じょうほう）を 確認（かくに 

 ん）する 

 

［ 出（で）かける とき ］ 

☑マスクをする 

☑人（ひと）ごみに いかない 

☑よりみちを しない 

☑人（ひと）が 多（おお）い ところは, 時間（じかん）を ずらす 

 

［ 職場（しょくば） ］ 

☑職場（しょくば）に ついた時（とき），他（ほか）の人（ひと）が さわった もの に  

 さわった とき、食事（しょくじ）まえ に 手（て）あらい・消毒（しょうどく）をする 

☑いろんな人（ひと）が さわった ところ（ドアノブやてすり）を アルコールで ふく 

☑部屋（へや）を 換気（かんき）する （1時間（じかん）に５−10分（ふん） 

 

［ 人（ひと）と あうとき ］ 

☑マスクをする 

☑はなすときは はなれる 

☑部屋（へや） の 換気（かんき） をする 

 

［ 食事（しょくじ）の とき ］ 

☑手（て）を 洗う（あらう） 

☑栄養（えいよう）バランスに きをつける 

☑横（よこ） に ならんで 食（た）べる 



7 

D. ストレスをためない 

 

かなしくなる, ストレスをかんじる, こわくなる ことは ふつう の こと 

です. 

 

☑自分（じぶん）が 不安（ふあん）に なる 情報（じょうほう）は  

  1人（ひとり）では きかない 

☑仲（なか）が よい人（ひと） や しんらい している人（ひと）と  

  話（はな）す 

☑事実（じじつ）を かくにん する 

☑お酒（さけ）や タバコに たよらない 

☑食事（しょくじ）・睡眠（すいみん）・ 運動（うんどう）など 健康的 

 （けんこうてき）な 生活（せいかつ）を する 

☑楽（たの）しみ を みつける  
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E. 発熱（はつねつ）・呼吸器症状 

（こきゅうきしょうじょう）など  

かぜの症状 （しょうじょう）が あるとき 

 

☑14日間（にちかん）の 自分（じぶん）の「行動（こうどう）」をふりかえる 

 （もしかして...と おもったら F へ） 

☑いつも 行っている 病院（びょういん）に 相談（そうだん）する 

☑仕事（しごと） や 学校（がっこう）を 休む（やすむ） 

☑外出（がいしゅつ）を ひかえる 

☑カレンダーにメモする 

 ・体温（たいおん） 

 ・症状（しょうじょう） 

 ・今までかかった病気（びょうき） 

 ・いつ・だれと あったか, いつ・どこへ いったか 

 ・その日（ひ） あったことを 写真（しゃしん）に 保存（ほぞん）する    

☑LINEや FaceBookで しんらいできる 人(ひと）に 写真（しゃしん）  

 付（つ）きの メッセージを おくる 
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日付 

ひにち 

体温 

たいおん 

症状 

しょうじょう 

（せき、たん、だるさ 

など） 

体調で気になること 

たいちょうで  

きになる こと 

会った人や 

出かけた場所 

あった ひと や   

でかけた ばしょ 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

健康（けんこう） 

記録（きろく） 

カレンダー 
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F. 感染（かんせん）したかも と おもったら 

相談（そうだん）センターに 相談（そうだん）する 

 

☑症状（しょうじょう）が出たら，自治体（じちたい）の新型（しんがた）コロナウイルス 

 相談センターに電話（でんわ）する 

 ・ 息（いき）が 苦（くる）しい 

 ・ 強い（つよい）だるさ 

  ・ 高熱（こうねつ） 

     などの 強い（つよい）症状（しょうじょう）がある 

 

☑高齢者（こうれいしゃ） や 病気（びょうき）がある 人（ひと）が, 発熱（はつねつ）  

 や 咳（せき）など の 風邪（かぜ）の 症状（しょうじょう）が ある 

 

☑発熱（はつねつ）や 咳（せき）など 風邪（かぜ）の 症状（しょうじょう） が つづ  

 く 

※症状（しょうじょう）が ４日以上（よっか いじょう） つづいてるときは かならず  

 相談（そうだん）する 

 

 

（厚生労働省「相談・受診の目安」） 

（こうせいろうどうしょう「そうだん・じゅしん」のめやす） 

 

健康（けんこう）の 相談（そうだん） 

● 新型（しんがた）コロナウイルス感染症等（かんせんしょうなど）に関（かん）する多言

語電話相談（たげんごでんわそうだん）（特定非営利法人AMDA国際医療情報センター） 

 https://www.amdamedicalcenter.com/ 

● 新型（しんがた）コロナウイルス対応（たいおう）指（ゆび）さし会話（かいわ）/Point 

and Speak YUBISASHI for COVID 19 

 Point and Speak COVID 19 phrases available in 13 languages  

（株式会社情報センター出版局） 

 https://www.yubisashi.com/covid19/ 
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F. 感染（かんせん）したかも と おもったら 

相談（そうだん）センターに 相談（そうだん）する 

 

☑症状（しょうじょう）が １つでも あったときには, すぐに そうだん する 

 

☑きをつけて かんさつ する 症状（しょうじょう） 

・咳（せき） や たん が, ひどく なっている 

・起（お）きているのがつらい 

・嘔吐（おうと） や はきけ が つづく 

・下痢（げり）が つづく（１日（にち）３回（かい）以上（いじょう） の げり） 

・食事（しょくじ）が たべられない 

・半日（はんにち）で いちども 尿（にょう）が でて いない 

表情・外見 

（ひょうじょう・ 

● 顔色（かおいろ） が 悪（わる）い 

● 唇（くちびる） が 紫色（むらさきいろ） 

息苦しさなど 

（いきぐるしさ な

ど） 

● 息（いき） が 荒（あら）い 

● 急（きゅう）に 息（いき）が 苦（くる）しい 

● 少（すこ）し 動（うご）くと 息（いき） が 苦(くる）しい  

● 胸（むね）の 痛（いた）みが ある 

● 横（よこ）に なれない  

● 肩（かた）で 息（いき）を している 

● とつぜん（２時間（じかん）いない）ゼーゼー しはじめた  

意識障害など 

（いしき しょうが

い など） 

● ぼんやりしている（はんのう が よわい） 

● もうろうとしている（へんじが ない）  

● 脈（みゃく）が とぶ、脈（みゃく）の リズムが みだれて いる 
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地域（ちいき） の 相談（そうだん）センター の 電話番号（でんわばんごう）を 書（か）く． 

電話相談（でんわ そうだん）のためのメモ 

 

 
氏名・年齢・性別 
しめい・ねんれい・せいべつ 

  

郵便番号・住所 
ゆうびんばんごう・じゅうしょ 

 

でんわばんごう  
いままで かかった 病気

（びょうき）  

いつも  行（い）く  病院

（びょういん）の なまえ  

いま のんでいる くすり   

心配な事/ 困りごと 
しんぱいなこと/こまりごと  

［症状（しょうじょう） の こと］ 

● 熱（ねつ）：いつから／何度（なんど） 

● 症状（しょじょう）：息苦しい（いきぐるしい）／咳（せき）／のどが痛い

（いたい）／だるい／あたまが痛い（いたい）／関節（かんせつ）が痛い

（いたい）／下痢（げり）／味（あじ）や・においが いつもと ちがう 

 

 

［病院（びょういん） の こと］ 

● どこの 病院（びょういん）に いけば よいのか 

● 検査（けんさ）の しくみ・くすり・ワクチン について 

 

 

［いつもの 健康（けんこう）の こと］ 

● いま かかっている びょうき や くすり の こと 

● 予防接種（よぼうせっしゅ）、妊婦検診（にんぷけんしん） など 
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G. 家族（かぞく）で 看病（かんびょう）する 

 

①．陽性（ようせい） の 人（ひと） と 部屋（へや）を わける 

  ☑個室（こしつ）を つかう,  

    ☑食事（しょくじ）や 寝（ね）る ときは, ２ｍ（メートル） いじょう はなれる 

②．看病（かんびょう）する 人（ひと） を きめる 

  ☑病気（びょうき）に かかっていない 健康 （けんこう） な ひと 

③．マスクを つける 

  ☑使った（つかった） マスクは ほかの 部屋（へや）に もちださない 

  ☑マスクの 表面（ひょうめん）には ふれない.  はずすときは，ゴム や ひもを つまむ 

④．こまめに 手（て）を あらう 

  ☑看病（かんびょう）するまえ, したあと は からなず 手（て）を洗う（あらう） 

⑤．換気（かんき）を する 

  ☑部屋（へや）の 窓（まど）を あけて,  こまめに 換気（かんき）する 

⑥．消毒（しょうどく）を する 

  ☑タオル，ふく，おはし などは, いつもの 洗剤（せんざい）で あらう 

  ☑ドアなど よくふれる ばしょは， 薄（うす）めた 塩素系漂白剤（えんそけいひょうはくざ 

       い）で ふいた あと，みずぶきを する 

  ☑トイレの べんざ や ゆか, せんめんじょ の かべ や ゆかは,  家庭用洗剤（かていよ 

      うせんざい） でこまめに そうじを する 

  ☑トイレ，せんめんじょ，キッチン の タオルは わける 

⑦．汚（よご）れた リネン，ふくを 洗濯（せんたく） する 

  ☑体液（たいえき）で よごれた ふくを あらうときは 手袋（てぶくろ） と マスクを  

      つけ，家庭用洗剤で（かていようせんざい）で 洗濯 （せんたく）し かわかす   

     ※便（べん）の 処理（しょり） を するときは,  手袋（てぶくろ）と マスクを つけ 

        て,  汚（よご）れ が ついた もの は、ビニール袋（ぶくろ）にいれて  とじる     

⑧．ゴミは 密閉（みっぺい）して 捨（す）てる 

  ☑鼻（はな）を かんだ ティッシュは すぐに ビニールぶくろに いれて とじる 

  ☑そのあとは すぐに 手（て）を 石鹸（せっけん）で あらう 
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H. 入院・宿泊療養（にゅういん・しゅくはくりょうよ

う）に なる まえに 準備（じゅんび）すること 

 

身（み）の回（まわ）り のことで  しておくこと 

 

 

 

□電話(でんわ）や メールで 他（ほか） の人（ひと）に 連絡（れんらく） 

 する 

 ・入院中（にゅういんちゅう）に ものを とどけて もらう  

 ・かいものや 手続き（てつづき） を たのむ 

□職場（しょくば）に 連絡（れんらく）する 

□医療保険（いりょう ほけん）を 確認（かくにん）する 

□家族（かぞく）が 感染（かんせん）した 場合（ばあい）は、家（いえ）で 

 仕事（しごと）を する か 休む（やすむ）．  

□こどもが 感染（かんせん）した場合（ばあい）は、 保育施設（ほいくしせ 

  つ）や 学校（がっこう） に  連絡（れんらく）する 

□学校（がっこう）の先生（せんせい）に、家（いえ）で できることを 相談 

 （そうだん）する 
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H. 入院・宿泊療養（にゅういん・しゅくはくりょうよ

う）に なる まえに 準備（じゅんび）すること 

 

持っていく物の準備チェックリスト 

 

（参考）兵庫県発行リーフレット：宿泊療養の際の準備物品 

□健康保険証 

（けんこうほけんしょう） 

□パスポート/身分証明書 

（みぶんしょうめいしょ） 

□薬（くすり）（14日分にちぶん） 

□携帯電話（けいたいでんわ）・       

 充電器（じゅうでんき）  

□筆記用具（ひっきようぐ） 

□メガネ・コンタクトレンズ 

 （せんじょうえき） 

□生理用品（せいりようひん） 

□すきな 食（た）べもの 

□自分（じぶん）に 必要（ひつよ

う）な もの 

□服・下着（ふく・したぎ） 

□タオル 

□ハブラシ・歯（は）みがきこ 

□シャンプー・リンス・ボディソープ

（せっけん） 

□洗濯用洗剤 

（せんたくようせんざい） 

□スリッパ 

□ハンガー 

□爪切り 

□リラックスグッズ 

（ほん／ゲーム／アロマオイル／ヨガ

マット／ぬいぐるみ） 

□スキンケアグッズ 

（けしょうひん） 
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家族（かぞく）の情報

（じょうほう） 

 名前（なまえ）  

年齢（ねんれい）  

血液型（けつえきがた）  

アレルギーや びょうき  

薬（くすり）  

ひつよう な もの  

名前（なまえ）  

年齢（ねんれい）  

血液型（けつえきがた）  

アレルギーや びょうき  

薬（くすり）  

ひつよう な もの  

名前（なまえ）  

年齢（ねんれい）  

血液型（けつえきがた）  

アレルギーや びょうき  

薬（くすり）  

ひつよう な もの  
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「生活（せいかつ）」 に こまったら 
 

● もらえる お金（かね） 

「特別定額給付金（とくべつ ていがく きゅうふきん）」・・・    

 ３か月をこえる、在留期間（ざいりゅうきかん）があり、住民票（じゅうみん

ひょう）があれば1人10万円もらえます。こくせきは、かんけいありません。 

 すんでいる 市区町村（しくちょうそん）に，そうだん してください．５月か

ら はじまっています． 

 英語（English), 中国語(中文）, 韓国語（한국）, スペイン語(Español), ポル

トガル語(Português), ベトナム語(Tiếng Việt), タイ語(ไทย), インドネシア語

(bahasa Indonesia), タガログ語(Tagalog)で,  国(くに）にでんわで、きくこ

とができます． 

 0570-066-630(ナビダイヤル) 03-6436-3605（IPでんわ、PHSから） 

 8：30～17：30（土日祝日は、やすみ） 

 

「住居確保給付金（じゅうきょ かくほ きゅうふきん）」・・・   

お金（かね）がない人（ひと）の，やちんを 3か月～9か月の あいだ もらえ

ます。こくせきは，かんけいありません．すんでいる 市区町村（しくちょうそ

ん）に、そうだんしてください． 

 

● かりられる お金（かね） 

「生活福祉資金貸付制度（せいかつ ふくし しきん かしつけ せいど）」・・ 

お金（かね）がなくて 生活（せいかつ）に こまって いる人（ひと）に，ひ

くい 利息（りそく）で，くにが お金（かね）を かしてくれます．すんでい

るところの“社会福祉協議会しゃかいふくしきょうぎかい”に，そうだんしてく

ださい．こくせきはかんけいありません． 

いろいろな ことばで，せつめいが あります．（ページの まんなかあたり） 

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

seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html 

参照 NHKハートネット（福祉情報総合サイト）せいかつにこまったら ＜#新型コロナあなたの

不安 vol2 がいこくじん編＞ https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/339/ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html
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「生活（せいかつ）」 に こまったら 
 

● 新型（しんがた）コロナウイルスについて＜やさしいにほんご＞（一般財団法

人自治体国際化協会多文化共生ポータルサイト） 

多言語（たげんご）あり  

http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php?

fbclid=IwAR1iQrCg0yihutnTcOOHNToMrmbU6uRAo1v0aW_3qS6al8tzSmgMkzELW3c 

 

● 外国人（がいこくじん）の皆（みな）さんへ（新型コロナウイルス感染症に関

する情報）（厚生労働省Ministry of Health, Labour and Welfare） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/

jigyounushi/page11_00001.html 

 

● 外国人（がいこくじん）生活（せいかつ）支援（しえん） 

（法務省Ministry of Justice） 

 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00052.html 

 

● 新型（しんがた）コロナウイルス感染症（かんせんしょう）の 感染拡大防止

（かんせん かくだい ぼうし）の ための 在留（ざいりゅう）カード 関係

（かんけい）の 届出（とどけで）・申請（しんせい）に 係（かか）る 受 

付期間（うけつけきかん）の 延長（えんちょう） について 

 （出入国在留管理庁） 

Extension of the period for acceptance of applications and extension of 

the application examination results in order to prevent the spread of 

the novel coronavirus (COVID-19) 

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html 
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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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