工団連会報第48号

別 冊

新型コロナウイルス関連特集

いまだに猛威をふるう新型コロナ。 感染症対策をはじめ、検査のことや
「コロナかな？」と思った時どうすれば良いのかなどをまとめた保存版です。

中央区PCR検査センターについて

迅速な対応が必要な方の発見が遅れて感染拡大する状況を避けるとともに、感染したリスクが高いと考えられ
る方々へ重点的に PCR 検査を実施する必要があるという考えに基づき、新型コロナウイルス感染症患者の濃厚
接触者や既に症状が現れている方に対して優先的に検査を実施しています。
★設置場所
中央区休日応急診療所（佃 2-17-8）
※開設期間中は休日応急診療所を休止
★対象者・件数
・区内のかかりつけ医を受診した区民で、医師が検査
を必要と判断したもの（40 件 /1 日）
・中央区保健所が実施する接触者検診（30 件 /1 日）
★実施日時
週 5 日（火曜日から土曜日）
・保健所が実施する接触者検診
午前 11 時から正午まで
・医師が検査を必要と判断した場合
午後 1 時 30 分から午後 3 時まで

★新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）で
通知を受けた方に対する PCR 検査について
COCOA による通知があった方からコールセンターや
保健所に問合わせた場合でも、感染者との接触状況
や発熱、咳の有無などをお尋ねします。
症状がある場合：区内医療機関を受診の上、
必要に応じて PCR 検査を実施
症状がない場合：ご自身による 14 日間の健康観察
※この間はマスクの着用や感染拡大防止のための行動
にご配慮ください。ただし、体調不良が生じた場合
はコールセンターへご連絡ください。
★問合せ先
中央区保健所コールセンター
☎ 03-3541-5254（平日の午前 9 時〜午後 5 時）
中央区保健所 ☎ 03-3541-5930

東京都発熱相談センターについて

インフルエンザ流行期を迎えるにあたり、発熱等の症状がある方や、新型コロナウイルス
接触確認アプリ COCOA から通知を受ける方が増えることが想定されます。こうした方か
らの相談をワンストップで対応できる「東京都発熱相談センター」が 10 月 30 日に開設さ
れました。「東京都発熱相談センター」は、以下のような方からの相談を受け付けます。
（1）発熱等の症状がある方
発熱等の症状がある方で、かかりつけ医のいない場合
や相談先に迷っている場合などの相談に電話で対応し
ます。 ※かかりつけ医のいる方は、かかりつけ医に電話でご相談ください。
☎︎ 03-5320-4592
（24 時間、土・日・祝日を含む毎日）
（2）COCOA の接触通知を受けた方
COCOA により、接触通知があった方からの相談に対
応します。 電話番号は、通知を受けた方にアプリ内で
お知らせします。

37.5℃

※医療機関に電話でご相談の結果、受診の必要がある
場合には、医療機関の指示に従って受診してくださ
い。その際はマスクを着用し、公共交通機関の利用
を避けて受診してください。
★聴覚に障害のある方など、電話相談が難しい方は
FAX での相談を受け付けています
FAX 相談票に必要事項を記入の上、
下記 FAX 番号あてにご送付ください。
FAX：03-5388-1396
FAX 相談票➡

※「東京都発熱相談センター」の開設に伴い、
「新型コロナ受診相談窓口」は終了しました。
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もしかしてコロナかな……
と思ったらどうすればいいの？
・かかりつけ医がいない場合
・相談する医療機関に迷う場合
・土日や夜間等かかりつけ医が休診の場合

発熱等の症状が
生じた方
かかりつけ医に電話相談

かかりつけ医

地域の身近な
医療機関

電話相談
自治体や医師会の
ホームページも
活用する

東京都発熱相談センター
24 時間対応（土日祝含む）

☎03‑5320‑4592
地 域の身 近な
医 療 機 関を案 内

症状や患者との接触歴等の
聞き取りを行います

東京都発熱相

COCOA 専

24 時間対応（土
※電話番号は C
通知でお知ら

症状や患者との
聞き取りを行いま

新型コロナウイルス感染の疑いあり、受診が必要と判断
新 型コロナ外 来を受 診
PCR 検 査センターを受診
陽性

陰性
PCR 検査

（ 東 京 都 健 康 安 全 研 究センター、 民 間 検 査 機 関 等 ）

陰性

陽性
入 院（感染症指定医療機 関 等 ）または宿 泊 療 養 等

感染予防に関することや
心配な症状が出た時の対応など
新型コロナウイルス感染症に
関する一般相談窓口
「東京都新型コロナコールセンター」

☎︎ 0570-550571
受付時間：9 時から 22 時まで（土・日・祝日を含む）

「東京都新型コロナ対策パーソナルサポート」

LINE 公式アカウント「新型コロナ対策パーソナル
サポート＠東京」と友だちになり、ご自身の健康状
態等を入力いただくことで、一人ひとりに応じた新
型コロナウイルス感染症に関する情報をお知らせし
ます。（利用には LINE アプリへの登録が必要です）
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新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）とは
厚生労働省の公式アプリ。 スマートフォンの近接通信機能
（Bluetooth）を利用して、 自分が知らない間に新型コロナ
ウイルス陽性者と濃厚接触していたか分かります。利用者が増
えることで感染拡大防止につながることが期待されます。なお、
プライバシー保護のため、 氏名、 電話番号、メールアドレス
等の個人情報や位置情報は記録されません。
◆ COCOA の仕組みは？
COCOA 利用中の人が陽性になった場合、その陽性者と過去
14 日間に濃厚接触（1 メートル以内で 15 分以上接触）してい
た可能性がある相手のスマートフォンに通知されます。
◆どんな通知が来るの？
スマートフォンに「COVID-19 にさらされた可能性があります」

PCR 検査・抗原検査・抗体検査
って何が違うの？
不安に思う方

COCOA の
通知があった方

感染予防法が知りたい
感染したかもしれない

電話相談

「PCR 検査」とは

電話相談

相談センター

「現在感染しているかどうか」を判定する検査です。

新型コロナコールセンター

専用ダイヤル

午前 9 時〜午後 10 時（土日祝含む）

☎ 0570‑ 550571

土日祝含む）
COCOAの
らせします

未だに感染者数が増加傾向の新型コロナウイル
ス感染症。「PCR 検査」
「抗原検査」
「抗体検査」
という検査名をよく耳にしますが、一体どう違い、
それぞれ何を知る事ができるのでしょうか。
これら 3 種類の検査について説明します。

の接触歴等の
ます

通常では微量で検出できない新型コロナウイルスの
DNA 断片を PCR 法＊で増幅して見つけ出します。
検査方法は、鼻または喉の奥を拭って細胞を採取し
て行ないます。 発症から 9 日以内であれば唾液か
らの検査も可能になります。
感度が高い PCR 検査ですが、 特別な検査機器が
必要なため実施できる検査機関が限られている事、
検査結果が出るまでに数時間かかります。
＊PCR（polymerase chain reaction）法とは：DNA を増幅するた
めの原理またはそれを用いた手法の事で、今から 30 年以上前に発明
されました。
こうげん

内 容に応じて
地 域の身近な
医 療機関を案 内

医師が検査の必要なしと判断

「抗 原検査」とは
「現在感染しているかどうか」を判定する検査です。

感染防止対策の
参考に！

自宅で安静
医療機関を受診
※症状がよくならない場合は、
再度、かかりつけ医または、
東京都発熱相談センターに相談

感染リスクが高まる
「5 つの場面」
内閣官房

ただし、PCR 検査がウイルスの DNA を増幅して検
出するのに対して、抗原検査はウイルスに対する抗
体を用いて抗原＊を見つけるという方法なので、検
出にはより多くのウイルスが必要なため PCR 検査
に比べて感度が劣るとされ、偽陰性が多くなります。
とはいえ抗原検査は特別な検査機器や試薬を必要
とせず、 検査キットがあれば簡単に検査ができ、
30 分程度で結果が出るというメリットがあります。
このため、抗原検査は PCR 検査と組み合わせて活
用する事が多く見受けられます。
＊抗原とは：身体に入った菌やウイルスなど異物の表面に存在する物質
（タンパク質）の事を抗原と言います。その抗原を目印として攻撃す
る事を抗原抗体反応と言います。
こうたい

※参考：東京都福祉保健局「新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について」

という通知が来るか、COCOA を開いた時に「陽性者との接触
確認○件」と表示されます。 接触通知を受けた場合、都道府県
を選択することで、最寄りの相談先を案内されます。
◆自分が陽性になった場合はどうするの？
COCOA の「陽性情報の登録」をタップすると「陽性登録への
同意」という説明文が表示されるので「同意して陽性登録する」
をタップして登録します。
◆ 通知を受けたらどうするの？
COCOA で接触が確認できた人は、公費で PCR 検査が可能で
す。厚生労働省は「症状がある場合や過去 2 週間以内に身近に
接した方に感染者や症状のある方がいる場合を除
き、普段通りの生活で差し支えない」と説明してい
ますが、 無症状でも感染していたら周囲に拡散さ
せる可能性があるので専門機関に相談しましょう。
※COCOA アプリインストールについては工団連会報第 47 号をご参照ください。

「抗 体検査」とは
「過去に感染したかどうか」を判定する検査です。
PCR 検査と抗原検査がウイルスそのものを見つけ
るのに対し、抗体検査はウイルスに感染した身体の
中で作られた抗体＊を見つける事により、その人が
過去に感染したかどうかを調べる検査です。
感染症の多くは数年間に渡って抗体を検出できます
が、 新型コロナウイルスの抗体がいつまで体内に
残っているかはまだ未確定なので、抗体が見つかっ
ても今後新型コロナウイルスには感染しないという
保証はありません。
＊抗体とは：抗原に対抗して血清内や組織中に形成されるタンパク質
の一種（免疫グロブリン）の事。 身体は、侵入したどんな異物の抗
原にもぴったり合う抗体を作る事ができます。抗体が、特定の抗原に
特異的に結合する事を抗原抗体反応と言い、結合する事によりマクロ
ファージなど貪食細胞が異物を食べやすくなります。 抗原抗体反応は
「免疫」という生体防御システムです。
※参考：感染症専門医 忽那賢志氏「抗体検査・抗原検査・PCR 検査 どう使い分ける？」
、他
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基本の感染予防対策
マスク・うがい・手洗い

寒い！
でも、冬も換気は忘れずに

GoTo キャンペーン等で外出の機会が増えてきました
が、気温が下がり乾燥する冬は様々な感染症が流行し
ます。 今一度、基本の感染予防を徹底して危険を回避
しましょう。

夏は思い切り窓を開けて換気ができましたが、
冬は寒くてついつい換気を怠りがちに……。
寒い季節の換気はどうしたら良いのでしょう。

正しいマスクの着脱方法

換気扇を常時稼働

暖房で室内を暖めながら、少しだけ窓を開けて
常時換気扇をつけておくと寒くなりすぎません。

「正しいマスクの装着」

湿度は 50％〜 60％を保つ

❶装着前は手を洗う
❷鼻からアゴまでマスクで覆い、隙間な
くフィットする様に調整する
❸マスク装着中は、マスク表面には触
らない様にする

ウイルスは湿度が低いと飛散しやすくなります。
換気時は湿度が下がるので、加湿器や濡れタオ
ルの室内干しなどで室内の湿度を保ちましょう。

窓開けは少しでも O.K.

「正しいマスクの外し方」
❶耳かけゴムや頭に固定したヒモを外す
❷この際、マスク本体には触らない事
❸すぐに手洗いをする（正しい手洗い参照）
POINT-1
廃棄の際は、マスク表面に付着した汚れ等に触れる危険
を少なくするため、ビニール袋に入れて捨てるか、 蓋の
ついたゴミ箱に捨てましょう。
POINT-2
一時的にマスクを外す場合は、抗菌マスクケースに入れ
るか、ケースが無い場合は清潔なハンカチやティッシュで
両面を挟む様に包みましょう。

正しい手洗い方法
❶石鹸やハンドソープをよく泡立てて両
手のひらをしっかりこすり合わせる
❷手の甲をこすり洗いする
❸片方の指先を、もう片方の手のひらに
こすりつけて、指先・爪の間も念入り
に洗う（両手とも）
❹両手の指を絡ませる様にして、指の間
をよく洗う
❺片方で反対の手の親指を掴み、親指と
手のひらを捻る様に洗う（両手とも）
❻手首もしっかり洗う（両手とも）
❼流水でよく洗い流す
❽ペーパータオルや清潔なタオルで拭く
POINT
消毒薬による手指消毒も上記❶～❻と
同じ手順で行ないましょう。

❶
❷
❸
❹

❺
❻

正しいうがい方法
❶ご利用のうがい薬の用量で準備する
❷口の中の有機物を取るために、口に含んで強
くブクブクゆすいで吐き出す
❸口に含み上を向いて口を「お」を発声する時
の形にして、15 秒ほどしっかりうがいしたら
吐き出す（これを 2 回）
POINT
発声しながらうがいすると喉の奥まで届きやすくなります。

寒い時期に窓を開けると、暖気が上から外に出
て、 冷気は下から中に入ってきます。 そのため
内外の気温差が大きい時は 1cm 程度の窓開け
でもたくさん空気が入れ替わります。 気温が高
めの時は 10cm 以上開けるのが良いそうです。

どこの窓を開けるか

部屋の扉を開放して遠い部屋や廊下の窓を開け
ておくと良いですが、暖房器具に近い窓を開け
ると室内が極端に冷えることを防げます。

帰宅時の換気

帰宅したらまず暖房で室内をしっかり暖めてから
窓を開けると、屋外の冷気が入ってきても寒さを
感じにくくなります。ただし、一人暮らしなど感
染リスクが低い場合は何がなんでも窓を開けて
換気する必要はないでしょう。
※参考：日テレ NEWS24「近づく冬

効率のいい換気方法は？」など

東京都家賃等支援給付金

新型コロナウイルスにより影響を受けている事業主に
対し、定められた要件を満たす方に都が独自に行う
上乗せ給付金です。国の家賃支援給付金に加え、都
の給付金を活用することで、大きな固定費である家
賃支払いの補填が可能となります。
東京都家賃等支援給付金公式サイトでオンライン申請
または申請受付要項のダウンロードができます。

■オンライン申請期限
2021年 2 月 15 日 月
23 時 59 分まで
■郵送での申請期限
2021年 2 月 15 日 月
当日消印有効

※郵送の場合は、必ず簡易書留など
郵便物の追跡ができる方法でお願いします。

▲公式サイト

＜問合せ先＞
東京都家賃等支援給付金コールセンター
☎︎ 03-6626-3300

受付時間：午前９時から午後７時まで（土日祝日・年末年始除く）
※対面での受付・説明は行いません。

※参考：厚生労働省「感染症対策の基礎知識」など
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