
全数届出の見直しについて

医療機関向け説明会

埼玉県保健医療部感染症対策課



新たな段階への移行に向けた療養の考え方について ①

国の通知（令和４年９月６日付け事務連絡）によれば、今後の療養のあり方については、

• 症状が軽いなど、自宅で速やかな療養開始を希望される方は、抗原定性検査キットでセルフチェックし、

陽性の場合、健康フォローアップセンター等に連絡して、自宅で療養いただき、体調変化時等に医療機関

を紹介できるようにする

• 高齢や基礎疾患、子ども、妊婦等により受診を希望する場合には、診療・検査医療機関を受診いただく

という考え方に転換を図ることとしている

令和４年９月２６日から全国一律で療養の考え方を転換し、全数届出の見直しを行うことを踏まえ、以下

のとおり対応することとしたい。

（対応案）

1. 65歳以上の方や入院を要する方など４類型の方は従来どおり、診療・検査医療機関を受診し陽性と診断

された場合、確定診断した医師が発生届を提出し、保健所などにより健康観察を行う。

2. ４類型以外の方は、陽性と診断されても発生届が提出されなくなる。そこで、感染症法第４４条の３第

２項に基づき、陽性者本人に対し、新たに設置する「陽性者登録窓口」に必要な情報を登録し、My 

HER-SYSを活用し自ら健康観察を行うよう求めることとする。陽性者の体調が悪化した時には、看護師

が駐在する「陽性者相談窓口」に相談し、必要に応じて受診できるようにする。



新たな段階への移行に向けた療養の考え方について ②

3. 届出対象外の方への健康観察の実施

届出対象外の方のうち、特に健康状態の把握に留意が必要な以下の方については、かかりつけ医による

健康観察を継続する。

悪性腫瘍治療中の方、慢性腎臓病、慢性肝臓病のある方、免疫抑制剤使用者、透析患者、

障害のある方、12歳未満の子ども

4. 生活支援サービスについて

（１）パルスオキシメーターの貸与

① ４類型の方については、引き続き、市町村を通じて貸与する

② 届出対象外の方については、希望する方に対して貸与する

（２）配食サービス

終了する。ただし、在庫がある限り、希望制にて配布する

（３）宿泊療養施設

届出対象かどうかにかかわらず、電子申請で申し込む

5. 届出対象外の方への登録促進、陽性者相談窓口等の周知

（１）届出対象外の方への登録促進のため、診療・検査医療機関において、検査を行った場合には、

県が作成するチラシを配布いただきたい。

（２）届出対象外の方の体調悪化時の連絡先をホームページ等、多くの広報手段を用いて周知を図る。



新たな段階への移行に向けた療養の考え方について③
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新型コロナウイルス感染症

「陽性」と診断されたら ...

７ケタの数字 所在市町村と医療機関名

受診した

医療機関
●●市 ●●●●クリニック

医療機関
コード 1234567

氏名、住所や携帯電話番号、受診した医療機関（コードは下記）、陽性者確

認書類の画像などを以下のホームページから電子申請で登録してください。

［ 埼玉県 コロナ陽性者登録 ］で検索

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/youseisya-touroku.html

埼玉県 保健医療部 感染症対策課 2022/9/26

健康状況は My HER-SYS に入力を
皆さんの体調データを管理するため、感染症法第44条の3第2項に基づき、感染者情報自己登

録システム「My HER-SYS（マイハーシス）」で健康状況の報告をお願いします。
入力に必要な HER-SYS ID は、陽性者登録後にスマホ等にショートメッセージ（ＳＭＳ）で

お知らせします。

まずは陽性者登録を

登録内容・操作法のお問合せは

0570-000-000

仮

登録の対象外 以下のいずれかに該当したら登録できません
① 65歳以上（受診日現在）
② 入院を要すると医師が判断した
③ 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の服用が必要

あるいは感染により新たに酸素投与が必要、と医師が判断し
た

④ 妊娠している

体調悪化時には早めにご相談を

陽性者相談窓口 0570-089-081(24時間)

未登録の方が使える体調悪化時の緊急用の電話番号です。看護師が対応します。
けいれんや意識のうすれなど体調悪化がひどい場合は119番通報してください。

陽性と診断されたら上記のとおり陽性者登録し、自宅療養者支援センターの直通連絡先
（看護師が対応する登録者専用電話、24時間）を確認してください。



My HER-SYS のご利用を

感染者情報自己登録システム「My HER-SYS(マイハーシス)」

https://www.cov19.mhlw.go.jp/

原則発症の７日後まで自宅療養を

発症日の７日後を過ぎ、かつ症状軽快して24時間経過するまで自宅で

療養してください。８日目に外出可能となります。症状が継続したり、

入院や高齢者施設に入居している方は療養期間が長くなります。

療養期間中であっても、症状が軽快して24時間経過したら、食料買い

出しなど不要不急でない外出ができます。詳しくはウェブサイトをご覧

ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-

19/jitaku/home.html

［ 埼玉県 コロナ自宅療養 ］で検索

My HER-SYSの利用法

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid

-19/observe.html

厚生労働省の専用ダイヤル

03-5877-4805、03-6885-7284、03-6812-7818 

(9:30～18:15、土日祝日除く）

■ HER-SYS ID など各種お知らせが届く

皆さんのスマホ等にショートメッセージ（ＳＭＳ）あるいは電話で

お知らせします。

・皆さんを担当する健康観察機関とその連絡先（電話番号）

・自宅療養期間

・HER-SYS ID（ My HER-SYS に登録するために必要な番号です）

・宿泊療養施設等の申込方法

■ 医療機関が届け出（自身での届け出不要）

診察をした医療機関が、皆さんの新型コロナ感染を保健所に届け出

ますので、皆さん自身が届け出る必要はありません。

パルスオキシメーターは申し込み不要で届きます。

①～④のどれかに該当する
（医療機関の発生届の対象）

■ 登録後は保健所等が健康観察

My HER-SYS の初回登録をし、体温等を記録してください。保健所

等が皆さんの様子を確認しながら、電話などで健康観察します。

■ 保健所等が案内する療養終了日まで自宅療養を

療養開始時にお知らせした療養期間の終了が近づいても、発熱や激

しい咳などがあると保健所等の健康観察機関の判断により療養終了日

を延期する場合があります。

■ 支援センターの直通番号などが届く

登録が済むと、皆さんのスマートフォン等にメールやショートメッ

セージ（ＳＭＳ）でお知らせします。

・皆さんを担当する自宅療養者支援センターの直通電話番号

・HER-SYS ID（My HER-SYS に登録するために必要な番号です）

①～④のどれにも該当しない
（医療機関の発生届の対象外）

■ 自身で陽性者登録を

埼玉県新型コロナ陽性者登録窓口に、皆さん自身が登録してくださ

い（表面参照）。登録時には以下の申し込みができます。

・パルスオキシメーター（血中酸素飽和度測定器）

・宿泊療養施設の利用

■ 定められた期間を自宅療養してください

自宅療養期間は下の「自宅療養期間」を参照してください。療養終

了の連絡はしません。なお、発生届の対象外の方は、療養証明書は発

行されません。

■ 登録後は自身で健康観察を

My HER-SYS の初回登録をしてください。以降は体温等を記録して、

自身で健康観察。体調が悪化したら、自宅療養者支援センターに電話

連絡を。

新型コロナウイルス感染症 検査後の流れ

陰性の場合

今後も基本的な感染

対策を取りながら

日常生活を送ってく

ださい。このチラシ

は不要ですので破棄

していただいて結構

です。

陽性の場合

皆さんが下の４つの条件にひとつでも該当するかどうかで変わります

① 65歳以上（受診日現在）

② 入院を要すると医師が判断した

③ 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の服用が必要あるいは感染によ

り新たに酸素投与が必要、と医師が判断した

④ 妊娠している

県外から受診

お住まいの自治体あ

るいは保健所にお問

い合わせください。

このチラシは不要で

すので破棄していた

だいて結構です。

埼玉県 保健医療部 感染症対策課

https://www.cov19.mhlw.go.jp/
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/jitaku/home.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/observe.html


新たな段階への移行に向けた療養の考え方について ④
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ＨＥＲーＳＹＳによる日次報告について①



ＨＥＲーＳＹＳによる日次報告について②



ＨＥＲーＳＹＳによる日次報告について③



ＨＥＲーＳＹＳによる日次報告について④

初めてＨＥＲ－ＳＹＳを利用する場合



ＨＥＲーＳＹＳによる日次報告について⑤

https://stop.cov19.mhlw.go.jp/SignIn/



ＨＥＲーＳＹＳによる日次報告について⑥



ＨＥＲーＳＹＳによる日次報告について⑦



ＨＥＲーＳＹＳによる日次報告について⑧



ＨＥＲーＳＹＳによる日次報告について⑨



ラゲブリオ一般流通開始について

令和４年９月１６日（金）よりラゲブリオの一般流通が開始されました

・１ボトル ９４,３１２円（薬価）。コロナ公費を使うことで、薬剤料の患者窓口負担なし。
・他の医薬品同様、卸売販売業者を通じて購入可能に。在庫数上限等なし。
・同意書は引き続き必要。適格性情報チェックリストは不要に。
・引き続き、PCR、抗原検査等により確定診断した患者のうち重症化リスク因子のある者に投与
（COVID-19に対する薬物治療の考え方 第14.1版 令和4年9月7日）

一般流通品には、外箱・ボトルに
黒いラインが入っています。
ラゲブリオの薬剤料をレセプト請求
する際には、国購入品であったか、
一般流通品であったか、よく確認
してください。
国購入品をレセプト請求しないよう
に十分ご注意ください。



新型コロナウイルス感染症治療薬の状況

※NIH、WHOガイドラインでは、ラゲブリオよりもパキロビッド、ゼビュディ・ロナプリーブ
よりもレムデシビルが推奨。活用をご検討いただきたい。

抗ウイルス薬

レムデシビル（ベクルリー） 点滴静注 一般流通

モルヌピラビル（ラゲブリオ） 経口 一般流通

ニルマトレルビル／リトナビル（パキロビッド） 経口 国買上

中和抗体薬

ソトロビマブ（ゼビュディ）
※オミクロン株に作用減弱のおそれ。他治療薬優先。

単回点滴静注 国買上

カシリビマブ／イムデビマブ（ロナプリーブ）
※オミクロン株に作用減弱のおそれ。他治療薬優先。

単回点滴静注 国買上

チキサゲビマブ／シルガビマブ（エバシェルド）
※令和4年8月30日承認。特定の疾患等の発症抑制のみ。

筋注 国買上

【NIH】https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/tables/management-of-nonhospitalized-adults-summary/

【WHO】https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379



新型コロナウイルス感染症治療薬の国際的な状況

Patient Disposition Panel’s Recommendations

Does Not Require 
Hospitalization or 
Supplemental 
Oxygen

•For All Patients:All patients should be offered symptomatic management (AIII).
•The Panel recommends against the use of dexamethasone

a
or other systemic corticosteroids in the 

absence of another indication (AIIb).
•For Patients Who Are at High Risk of Progressing to Severe COVID-19

b

Preferred therapies. Listed in order of preference:Ritonavir-boosted nirmatrelvir
(Paxlovid)

c,d
(AIIa),Remdesivir

d,e
(BIIa)

•Alternative therapies. For use ONLY when neither of the preferred therapies are available, feasible to 
use, or clinically appropriate. Listed in alphabetical order:Bebtelovimab

f
(CIII),Molnupiravir

d,g
(CIIa)

【参考】NIH非入院患者におけるCOVID治療ガイドライン(2022.8.8)

※ゼビュディ・ロナ
プリーブはすでに
記載から削除

患者分類 パネルの推奨

入院や酸素投与を
必要としない

•（前略）
•重症化リスクがある場合、推奨される順に、パキロビッド(AIIa)、レムデシビル(BIIa)
•上記２剤が使用できない場合に限り、Bebtelovimab(CIII)（日本未承認）、モルヌピラビル (CIIa)



介護老人保健施設等でのベクルリー・ラゲブリオの活用について

新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（ラゲブリオ®カプセル）の薬価収載に伴う
介護老人保健施設等での活用等について R4.9.14



介護老人保健施設等でのベクルリー・ラゲブリオの活用について

介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設（「介護老人保健施設等」とする）に入所中の
新型コロナウイルス感染症患者に、ベクルリー・ラゲブリオを投与する場合

保険医療機関でない介護老人保健施設等の医師が投与した場合

保険医療機関が往診等で投与した場合

保険医療機関

医薬品卸

介護老人保健施設等の医師
（保険医療機関でない）

患者（入所中）

保険医療機関ではない介護老人保健施設等は、
診療報酬としても介護報酬としても
薬剤料を算定できない（マルメの医療で施設負担）

保険医療機関が、やむを得ない事情で、介護老人

保健施設等に入所中の患者に往診等により投与し
た場合、薬剤料を診療報酬で算定できる。
自己負担分は公費適用となる。
（往診料等は施設負担。他科受診の考え方）

投与

投与

購入

購入

介護老人保健施設等関連医療機関においては、往診等による投与にご協力ください


