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Health monitoring  and Self care 



2 

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命が

守られていますが、私たち一人ひとりはこの状況の中で、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一人ひとりが自分自身や周囲をセルフケアするための

「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5月31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セルフケアの仕方と，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．  

 本ガイドには，「新型コロナウイルスを恐れず生活するための行動リスト」として， Ａ～Ｊ の

行動が書かれています。また，以下の情報を書き込むことで，自分の取るべき行動が見えやすくな

り，さらに医療者や支援者に状況を伝えやすくなります． 

健康記録カレンダー ：p. 8 

体温やその他の症状・体調で気になること・あった出来事などを記録しておくと個人カルテとな

り，自分の健康を時間軸で見直すことができたり，体調を崩した時に保健医療専門職などに相談に

する際に役立ちます． 

 電話相談のための手持ちメモ ：p. 10 

感染したかな？と思って電話相談をした時に，尋ねられることをメモして手元に用意します．これ

から起こりそうなことや変更になった予定も同じカレンダーに書きましょう． 

 入院・宿泊療養するときの準備チェックリスト ：p. 12 

家を離れて療養する時に，しておくことや，持って出かけるものをあらかじめ確認します． 

 退院・社会復帰に向けて準備すること ：p. 13 

退院後に留意することを確認できます． 

 家族の基本情報 ：p. 15 

名前、持病やアレルギーなど配慮が必要なこと，あなたにとって１日のうちになくてはならないも

のが書けるようになっています． 

このガイドについて 
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「新型コロナウイルスを恐れず生活するための行動リスト」 

A. 信頼できるところから基礎知識を得る

［ 新型コロナウィルス感染症の特徴 ］ 

● 主に人の会話・咳・くしゃみなどによる飛沫感染によって人に広がる

● この飛沫が近くにいる人の口や鼻につくことがある

● この飛沫は比較的重く遠くに飛ばない. 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

［ 新型コロナウイルス感染症の症状 ］ 

1. 感染から約 5 日間（ 1〜14 ⽇間 ）の潜伏期

2. 感冒様症状（発熱，咳，喀痰，咽頭痛，⿐汁等, 倦怠感等）が出現

  ※発熱（体温）がそれほど⾼くないのに倦怠感が強いことがある 

3. ⼀部の方は嘔吐，下痢などの消化器症状を呈することもある

4. 症状は比較的⻑い

5. 約 8 割の患者は，⾃然に軽快して治癒する

6. 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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「新型コロナウイルスを恐れず生活するための行動リスト」 

B. 最低限必要なセルフケアスキルを身につける 

①. 手洗い・手指消毒

☑帰宅時・食事前・人と会った後・いろんな人が触ったものに触れたらすぐに

☑石鹸を使う（アルコール消毒液）

☑指先や指の間，手首まで入念に30秒間

☑手洗いの後は，清潔なタオルやペーパタオルでよくふき取る

  花王CM「あわあわ手あらいのうた」https://www.youtube.com/watch?v=SQ-FEiDVuaE 

②．咳エチケット

☑２m以内に人がいないことを確認する

☑マスク・服の袖・ハンカチで覆う

☑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 

③．感染予防のために安全な社会的距離を保つ

☑２m

☑自分がいる場所のリスクを確認

  これまで感染が確認された場所の共通点＝「３つの条件の重なるところ」 

（１）換気の悪い密閉空間 

（２）多くの人が密集（手が届くところに人） 

（３）近距離での会話や発声 

④．身の回りのウイルスから身をまもる

☑色んなところ触った手で，顔（口・鼻・目）を触らない  

☑手すりや電気のスイッチ, テーブル等, 頻回に手で触るところを消毒薬で拭く  

☑一番効果的なのは手をこまめに洗うこと．石鹸で手を洗えばウィルスが死滅できる 

https://www.youtube.com/watch?v=SQ-FEiDVuaE
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「新型コロナウイルスを恐れず生活するための行動リスト」 

C．毎日の行動で自分と家族を守る
［ 起床時 ］ 

☑家族全員の体調を確認 

☑だるい・咳などの症状を確認し体温を測る ※症状や発熱があれば家で様子をみる → E 

☑公的機関が出している信頼性のある最新の感染症情報を入手する 

その際に１日２回など時刻を決めてチェックをする 

［ 通勤や外出の途中 ］ 

☑マスクをし人混みを避ける 

☑不要な寄り道をしない 

☑ラッシュ時など人が多い場合は, 時間をずらす 

［ 職場 ］ 

☑職場に着いた時, 他の人が触ったものに触れたあと, 食事前に手洗い・手指消毒をする 

☑いろんな人が触った場所（ドアノブや⼿すりなど）をアルコールで拭き取り捨てる 

☑部屋を換気する（1時間に５−10分） 

［ 人と会うとき ］ 

☑マスクをし会話で向き合う人との距離を保つ 

☑頻繁に部屋の換気をする 

［ ご飯を食べる時 ］ 

☑手洗いをする 

☑いつもより栄養バランスに気をつける 

☑向かい合って食事をしない, アクリル板などを設置する 

［ その他 ］ 

☑充分な睡眠をとる 

☑気分転換をはかる 
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新型コロナウイルスを恐れず生活するための行動リスト」 

D. ストレスが溜まり別の健康を害する前に対処する 

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，ごく普通なことです.  

☑不安を煽る怪しい情報には触れない 

☑信頼している人に連絡して話す 

☑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 

  WHOによるストレス対処法はこちら  

  WHOによる迷信や神話のMyth Busterはこちら 

E.発熱・呼吸器症状などかぜ症状に対処する 

☑14日間の「行動歴」を振り返る（もしかして...と思ったらFへ） 

☑かかりつけ医に相談するなどいつもと同様の健康管理・受診行動をする 

☑仕事や学校を休む 

☑外出を控える（病院を含め、感染拡大の防止にもつながる大切な行動をとる） 

☑カレンダーや日記アプリに以下の項目をメモする。 

  ・日々の体温 

  ・日々の症状 

  ・既往症の自己管理 

  ・いつ・誰と会ったか、いつ・どこへ行ったか 

  ・その日あったことを写真に保存する 

 LINEなどで誰かに写真付きのメッセージ送るなどして見守り合うことも有効。 

https://extranet.who.int/kobe_centre/sites/default/files/pdf/Coping-with-stress-print-JPN%20ver.pdf
https://extranet.who.int/kobe_centre/sites/default/files/pdf/Myth%20busters%20editable%20JA.pdf
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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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新型コロナウイルスを恐れず生活するための行動リスト」 

F. 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 

 ・ 息苦しさ（呼吸困難）, 強いだるさ（倦怠感）, 高熱等の強い症状のいずれかがある  

 ・ 重症化しやすい方（※）で, 発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある  

※高齢者や基礎疾患（糖尿病・心不全・呼吸器疾患のある方，透析や免疫抑制剤・抗がん剤などを用いてい

る方）のある方 

・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 

※症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください．症状には個人差がありますので，強い症状と思う場合に

はすぐに相談してください．解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です． 

（厚生労働省「相談・受診の目安」） 

 

☑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 

☑気をつけて観察するべき症状 

・咳やたんが、ひどくなっている 

・起きているのがつらい 

・嘔吐や吐き気が続いている 

・下痢が続いている（１日３回以上の下痢） 

・食事が食べられない 

・半日で一度も尿が出ていない 

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 

● いつもと違う、様子がおかしい ※家族や同居者が見て 

息苦しさなど ● 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時間以内を目安に）ゼーゼーしはじめた 

意識障害など ● 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 

● 脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする 
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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 

 熱 ：何度／いつから／何日間／どのような熱／内服の有無／受診の有無 

 症状：息苦しさ／咳／咽頭痛／倦怠感／頭痛／関節痛／下痢／味覚・嗅覚異常等 

 重症感のある症状：高熱／呼吸困難／急激な体の痛み／チアノーゼ／意識障害等 

・持病に関連する症状 

・内服薬に関すること 

・精神的なこと/心配ごと（不眠・落ち着かない） 

［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） 

・検査・診断・治療について（現在の検査体制・薬・ワクチンについて） 

［平時の健康管理について］ 

・予防接種、妊婦検診、定期受診など 

［その他］ 

・県内の感染者数について 

・報道を見て不安になった 

・子どもや親のこと 

・社会活動制限（外出や事業自粛）について 

・県の対応について 

・要望 
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新型コロナウイルスを恐れず生活するための行動リスト」 

G.家族で看病する 

 

①．部屋を分ける 

  ☑個室（食事や寝るときも）, 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 

  ☑マスクがないときに咳やくしゃみをする際は，ティッシュ等で口と鼻を覆う 

④．こまめに手を洗う 

  ☑お世話する前, した後には必ず手を洗う 

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OK 

  ☑感染が疑われる家族の使用したものを分けて洗う必要はない 

  ☑ドアの取っ手など共有部分は，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（※糞便に注意） 

⑧．ゴミは密閉して捨てる 

  ☑鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ，室外に出すときに密閉する 

  ☑その後は直ちに手を石鹸で洗う 
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新型コロナウイルスを恐れず生活するための行動リスト」 

H.入院・宿泊療養になる前に準備すること 

 

身の回りのことでしておくこと 

 

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 

︎電話またはメールで他の人と連絡を取り合う 

 連絡してもらったり，入院中に必要なものを届けてもらうかもしれない． 

 買い物、手続きの代理を頼むことになるもしれない． 

︎勤務スケジュールや仕事の予定を変更する必要がある場合は、早めに職場に知らせる． 

 WEB会議の予定もキャンセルした方がいい． 

︎生命保険・医療保険などの保障を確認する． 

︎家族が発症した場合も、自宅で仕事をするか休暇を取る． 

︎こどもが感染した場合、保育施設や学校に連絡する． 

 ゆっくり過ごすために自宅でできることを話し合う． 

︎健康保険証 

︎服用中の薬（14日分） 

 ※宿泊施設では用意できない可能性が 

  あるため14日分準備する 

□携帯電話・タブレット・充電器  

︎筆記用具 

︎メガネ・コンタクトレンズ（洗浄液含む） 

︎生理用品など 

︎好きな食べ物（お酒・タバコ以外）  

︎その他ご自身に必要な特別なもの 

︎衣類・下着 

□タオル類 

︎歯ブラシ・歯磨き粉 

︎シャンプー・リンス・ボディソープ（石鹸） 

□洗濯用洗剤 

︎スリッパ 

︎ハンガー 

□爪切り 

︎リラックス・娯楽グッズ（本／ゲーム／ 

 アロマオイル／ヨガマット／ぬいぐるみ等） 

︎スキンケアグッズ（化粧品など） 
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新型コロナウイルスを恐れず生活するための行動リスト」 

Ｉ．退院 社会復帰に向けて準備すること 
 

稀な事例として、退院後に再度新型コロナウィルス陽性となる方が確認されています．そのた

め，退所後も4週間は以下の事項に留意しながら生活をしてください． 

 

 

☑一般的な衛生対策 

 石鹸やアルコール消毒液を用いた手洗い 

 咳エチケット（マスクやハンカチ，肘の内側などで口や鼻をおさえる，マスクの着用） 

☑健康状態を毎日確認 

療養施設で記録していた健康チェックの内容（体温測定や倦怠感などの症状の有無など） 

を継続 

☑咳や発熱などの症状が出た場合 

管轄の健康福祉事務所（保健所）に連絡し，その指示に従い外出時には必ずマスクを着用

して，必要に応じて医療機関を受診する．管轄健康福祉事務所（保健所）への連絡および

医療機関の受診にあたっては，新型コロナウィルス感染症で療養していたことを伝える． 

☑相談できる場所を知っておく 

 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． 
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Ｊ．振り返り 

新型コロナウイルスを恐れず生活するための行動リスト」 

□COVIDに対する自宅・学校・職場での対策は効果的だったか．将来の効果的な解決策につい

て話す 

□家族全員に必要な備えを考える 

□家族の心の健康に注意する 

□家族や友達とつながり、自分の懸念と気持ちを他の人と共有する 

□こどもや家族がどのように対処しているかについて学校などと共有する 

□地域の集まりに積極的に参加し，予防や備えの重要性を他の人に知らせる 

□コミュニティとのコミュニケーションラインを維持する 

 （たとえば、ソーシャルメディアやメーリングリスト） 

□COVID-19の情報について, 自分はどこからよく得ていたか, どのくらいの頻度で確認してい  

 たかを振り返る 

□良好な健康習慣を実践することの重要性を忘れず続ける 

□病気のときは家にいる 

□咳やくしゃみをティッシュで覆う 

□石鹸と水で頻繁に手を洗う 

□頻繁に触れる表面や物体を毎日掃除するなど 

今回の経験を振り返り，今後の健康管理について考えましょう. 
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家族の基本情報 

名前  年齢  血液型  

アレルギーや持病  

生活で必要な物  

名前  年齢  血液型  

アレルギーや持病  

必要な物  

名前  年齢  血液型  

アレルギーや持病  

必要な物  

名前  年齢  血液型  

アレルギーや持病  

必要な物  

名前  年齢  血液型  

アレルギーや持病  

必要な物  

 以下の情報を書き込みましょう． 
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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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