
新型コロナウイルス感染症で

入院された患者さん

ご家族の皆さんへ



病院においでいただくときの注意事項

病院から電話連絡をします

来院時にお守りいただくこと

来院の時間と来院手段をお聞きします

保健所から病院に連絡が入り次第､病院から直接お電話にてご連絡します｡
保健所にお伝えいただいた連絡先にて必ず連絡がつくよう準備をお願いします｡

◆入院病棟の準備ができる時間を調整した上で､来院いただく時間を決定します｡
◆なるべく自家用車（自分の運転／同居の方の運転）で来院をお願いします。

(お車がない場合やご自身で運転できない場合には､保健所が送迎します）。

◆入院時間をお知らせするときに､車の車種・ナンバー・車色をお聞きしますので､
確認しておいてください｡

 来院時は不織布マスクの着用をお願いします。

 来院時､第一駐車場にお停めいただき､車内から下記へご連絡ください。

 病棟の看護師が迎えに行きますので､車内で待機していてください。

 お荷物等は､感染対策がスムーズに行えるよう､旅行カバンやスーツケース

などに１つにまとめてお持ちください｡感染防止のためご協力をお願いし
ます。

 入院に必要な持ち物などについては､次のページの

「新型コロナ病棟入院のご案内」をご確認ください。

026-226-4131 長野赤十字病院(代表)
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 入院セットをご利用いただきます･･････1セット440円/日（税抜き）となります

 内服薬
かかりつけ医からのお薬を服用されている場合は必ずご持参ください。
入院中の服薬分は､必要に応じて当院にて処方します｡また､お薬手帳またはお薬の説明書もご持
参ください。

新型コロナ病棟入院のご案内

入院時に必要な書類

入院時の持ち物

必須の書類

□ 健康保険証

□ お薬手帳

ある場合にお持ちいただく書類

□ 高齢者受給者証

□ 健康保険限度額適用認定証

□ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

セット内容

病衣・フェイスタオル・バスタオル

お箸(わりばし)・スプーン・紙コップ:食事用食器は毎食提供されます

コップ・歯ブラシ・歯磨き粉・ティッシュ・ウェットティッシュ・テレビ用イヤホン

必要時：入れ歯ケース・ストロー付きコップ
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お荷物等は､感染対策がスムーズに行えるよう､旅行カバンやスーツケースなどに
１つにまとめてお持ちください｡



 その他に持参していただく物(10日間程度をご準備ください)
入院期間中は､お部屋を出ることができませんので､そのことをご理解のうえ､入院中の必要物
品をご準備ください｡

新型コロナ病棟入院のご案内

入院時の持ち物 その2

□ 当院の診察券 (ある場合) □ 下着等着替えや衣類※２

□ 履物(踵のある滑りにくいもの) □ 常備薬※３

□ 現金（1万円・5千円札の両替は不可） □ 生理用品・マスク（交換用）

□ スマートフォン・携帯電話 (ある場合) □ 筆記用具

□ ポケットWiFi・各種充電器 (必要な方) □ 嗜好品※４

□ 洗面用具､爪切り､髭剃り※１ □ 眼鏡､コンタクトレンズ

※1
病衣･タオル・バスタオル､シャンプー､コンディショナー､ボディーソープは病院備え付けの
ものをご利用いただけますが､使い慣れたものをご使用になりたい方は持参してください。

※2
院内ランドリーの使用に制限があります｡
10日間程度の下着類をご準備いただくか､洗濯洗剤等お持ちください｡

※3 目薬など必要な方はご用意ください（普段使用しているものに限ります）

※4
飲物(アルコール以外)､のど飴や文庫本､DVD､パソコン等､療養期間中病室内で
過ごすために必要なものをご用意ください。

※テレビと冷蔵庫をお使いの場合は別途料金が発生します。
※テレビカード１枚1,000円での購入となります。テレビをご利用の場合は1000札の準備をお願い
します。1万円・5千円札の両替はできませんのでご了承ください。

※入院セットをご利用いただかない場合は､入院セットの内容も併せてご準備いただく必要が
あります｡

※紛失防止のため､持参品には氏名をご記入ください。
※貴重品等の管理はご自身でお願いします。紛失や破損等について当院では責任を負いかねま
すのでご了承ください｡
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患者さんやご家族の不安に

寄り添い対応いたします

（参考）新型コロナウイルス感染症流行時の患者・家族・職員への倫理的配慮２０２０年３月６日第１版

職員は感染拡大防止のため

根拠に基づく適切な

感染対策を行います

患者さんの権利を保障します

3つの約束

患者さんの人格を尊重し､良質で安全な医療
提供します｡感染症に対する偏見や差別を防止
するために､職員は患者さんの個人情報を保護
します

職員はキャップ､ゴーグル､マスク､ガウン､手袋など
の感染防護具をつけて診療にあたります

入院に伴う不安や疑問などは気兼ねなく
医療スタッフにお話しください｡不安や不眠､気持
ちの落ち込みが続く時や心の専門家に相談した
い時は､担当医師や看護師へお問い合わせくだ
さい

入院された患者さん
ご家族の皆さんへ
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入院中のお願い

患者さんへ

こまめな手洗いやアルコール手指消毒を

シャワー浴は予約制(大部屋の場合)

洗 濯物は可能な限りご自宅で

退 院前の新型コロナウイルス検査

面 会禁止と荷物の受け渡し

原 則､病室内でお過ごしください

マ スクの着用

携 帯電話やTV電話での通話

病室は室内の空気が外に出ないように気圧を低く
しています｡気圧を管理するため扉を常に閉めてくだ
さい｡必要な検査などの場合を除き､感染拡大防
止のために病室を出ることができません｡ご用がある
時にはナースコールでお知らせください｡
職員が感染防護具を着用するため対応に時間が
かかることがあります｡

個室の場合は､常時マスクを付ける必要はありませ
んが､咳が出るときや､大部屋の場合はマスクをつけ
てお過ごし下さい｡
診察や検温などスタッフが入室する時には､個室に
おいてもマスクをつけてください｡

個室では自由に通話いただけます｡
大部屋の場合は､専用の部屋でお願いしています｡
看護師が案内しますのでナースコールでお知らせくだ
さい｡(通話は10分程度でお願いします)

医師の許可があればシャワー浴ができます｡
個室では消灯時間までにシャワー浴ください｡
大部屋の場合は予約制ですので看護師に伝えてく
ださい｡

感染拡大防止のために原則面会は禁止されてい
ます｡ご家族等からの差し入れなどはナースステー
ションでお預かりすることができます｡

食事の前後やトイレの後は手洗いやアルコール手
指消毒をお願いします｡

病棟のコインランドリーは洗濯乾燥機が１台で､使
用曜日や時間が制限されています｡
できる限りご家族の協力をお願いします｡

基本的には､症状の改善により検査は行わずに退
院となります｡
しかし状況により､退院前に2回続けてPCR検査陰
性を確認させていただく場合があります｡検査結果
は､検体を採取した後､原則翌日にわかります｡
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退院基準

（参考）厚生労働省新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 診療の手引き・第３版

●国内外の研究によると､発症日から７日～１０日程度経過した場合に培養可能なウイルス

が検出されず､感染性がある可能性が低いと考えられる｡

●これを踏まえ､発症日及び症状軽快からの時間経過を退院等の原則の基準とする｡

退 院 基 準 に つ い て

※治療内容によっては退院基準を満たす前に退院となる場合があります。
詳細につきましては医師にご確認ください。

① 発症日【注２】から10日間経過し､かつ､症状軽快【注３】後72時間経過し
た場合､退院可能とする｡

② 症状軽快後24時間経過した後､PCR検査または抗原定量検査【注４】で
24時間以上間隔をあけ､２回の陰性を確認できれば､退院可能とする｡

【注１】
重症化リスクがない者等で､医師が必ずしも入院が必要な状態ではないと判断した場合には､
宿泊療養等で療養する｡
【注２】
症状が出始めた日とし､発症日が明らかではない場合には､陽性確定に係る検体採取日とする｡
【注３】
解熱剤を使用せずに解熱しており､呼吸器症状が改善傾向である場合をいう｡
【注４】
その他の核酸増幅法を含む｡(LAMP法など)
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家庭内での注意事項
ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合に､家庭内でご注意いただきたいこと

8つのポイント

部屋を分けましょう

換気しましょう

マスクをつけましょう

 ご本人は外出を避けて下さい｡
 ご家族､同居されている方も熱を測るなど､健康観察をし､

不要不急の外出は避け､特に咳や発熱などの症状がある
ときには､職場などに行かないでください｡

 個室にしましょう｡食事や寝るときも別室としてください｡
 子どもがいる方､部屋数が少ない場合など､部屋を分けられない

場合には､少なくとも2m以上の距離を保ったり､仕切りやカーテン
などを設置することをお薦めします｡

 やむを得ず一緒に寝るときは、頭の位置を互い違いになるように
しましょう｡

 ご本人は極力部屋から出ないようにしましょう｡トイレ､バスルーム
など共有スペースの利用は最小限にしましょう｡

 定期的に換気してください｡共有スペースや他の部屋も窓を開け
放しにするなど換気しましょう｡

 使用したマスクは他の部屋に持ち出さないでください｡
 マスクの表面には触れないようにしてください｡マスクを外す際には､

ゴムやひもをつまんで外しましょう｡
 マスクを外した後は必ず石鹸で手を洗いましょう｡

(アルコール手指消毒剤でも可)

※ マスクが汚れたときは､すぐに新しい清潔な乾燥マスクと交換｡
※ マスクがないときなど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｡
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（一般社団法人日本環境感染学会とりまとめを一部改変）令和２年３月１日版

手で触れる共有部分を消毒しましょう

こまめに手を洗いましょう

ゴミは密閉して捨てましょう

感染者のお世話はできるだけ限られた方で

汚れたリネン､衣服を洗濯しましょう

 お風呂やシャワーは､家族の最後に使用し、その後しっかり洗浄しましょう
 共用部分（ドアの取っ手､ノブ､ベッド柵､トイレ､洗面所など）は､

薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で消毒した後､水拭きしましょう｡
 物に付着したウイルスはしばらく生存します｡
 家庭用塩素系漂白剤は､主成分が次亜塩素酸ナトリウムであることを確認

し､使用量の目安に従って薄めて使ってください｡
（目安となる濃度は0.05％です）

 タオル､衣類､食器､箸・スプーンなどは､通常の洗濯や洗浄でかまいません｡
 感染者の使用したものを分けて洗う必要はありません｡
 洗浄前のものを共用しないようにしてください｡
 特にタオルは､トイレ､洗面所､キッチンなどでは共用しないように注意しましょう｡

こまめに石鹸で手を洗いましょう｡（アルコール手指消毒剤でも可）
アルコール消毒をしましょう｡洗っていない手で目や鼻､口などを触らないようにし
てください｡

鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ､室外に出すときは密閉して
捨ててください｡その後は直ちに石鹸で手を洗いましょう｡

 心臓､肺､腎臓に持病のある方､糖尿病の方､免疫の低下した方､妊婦の方
などが感染者のお世話をするのは避けてください｡

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
用洗剤で洗濯し完全に乾かしてください｡

糞便からウイルスが検出されることがあります｡
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よくある質問

Q&A
Q1同居していた家族が心配です｡

何か注意することはありますか？

A ご家族､同居されている方も､熱を測るなどの健康観察をして､不要不急の外出は避け

ていただきます｡特に咳や発熱などの症状がある場合には､速やかに最寄りの保健所に

連絡してください｡（※詳しくは保健所の指示に従ってください）

また､物に付着したウイルスはしばらく生存します｡ドアノブ､手すり､スイッチ､トイレ､洗

面台など自宅の共有部分は0.05％に薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で消毒しま

しょう（※キッチンハイターの場合：水1Lに本商品25㎖キャップ1杯）この消毒剤は金

属腐食性があるため消毒後は念入りに水拭きしてください｡

なお､お子さんを養育されている方､高齢者や障がいのある方の介護をされている方､

ペットを飼っている方などは､安心して入院に専念できるよう区市町村等と連携し

サポートしています。（※詳しくは保健所の各担当窓口へお問い合わせください)

Q2退院後の生活で注意することは何ですか？

いつ頃から外来の受診ができますか？

A 新型コロナウイルスの陰性が確認されて退院した時点(もしくは､発症日から10日間経

過し､かつ症状軽快後72時間経過した時点)で､他の人への感染性はほとんどないと考

えられます。しかし､まれに再度陽性となる場合があります｡そのため退院後4週間は､

熱を測るなどの健康観察をして､こまめな手洗いとマスク着用などの基本的な衛生対策

を徹底しましょう｡

再び咳や発熱などの症状が出た場合は､速やかに最寄りの保健所に連絡し､新型コロ

ナウイルス感染症で入院していたことを伝えてください｡

ご家族､同居されている方がいる場合には､家庭内でご注意いただきたいことの8つの

ポイントを守りましょう（※詳しくは「家庭内での注意事項」参照）｡

退院後の外来受診日は退院時にご確認ください｡退院後の他の診療科または他の医

療機関への受診は､退院後４週間は可能な限りお控えください｡職場の復帰について

は､医師からアドバイスを受けたうえで､体調を確認しつつ､職場の規定に基づいて時期

を決めてください｡

（参考資料）

●厚生労働省：新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

●日本渡航医学会・日本産業衛生学会等：新型コロナウイルス情報企業と個人に求められる対策Q&A版

https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19Q&A0324.pdf
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こころの健康を保つために

睡眠・食事・適度な活動を維持して､

生活リズムを整えましょう｡

出来ることや場所が限られているかもし

れませんが､リラックスできる活動を取り入

れてみましょう｡

直接会えなくても､電話やメール､SNS

（ビデオ通話など）を利用して､人とのつ

ながりを維持しましょう｡

こんなことをしてみましょう

日本赤十字社「感染症流行期にこころの健康を保つために

～隔離や自宅待機により行動が制限されている方々へ～」

気持ちの変化で辛い時には､抱え込むこ

とはやめましょう｡自分を責めず､無理せず

に誰かに話して共有しましょう｡

こんなことは避けましょう

感染に関する情報ばかりに目を向けない

ようにしましょう｡情報が多いと､頭も気持

ちも混乱してしまいます｡

不安や不眠､気持ちの落ち込み､
気になることなど 心の専門家に相談し
たい時は担当医師や看護師へお問い
合わせください｡

隔離されたときに､下記のような反応が生じるのはとても自然なことです｡
心の健康を保つために､私たちは以下のようなヒントを用いて
自分自身を十分いたわる必要があります
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TEL 026-226-4131 (代) FAX 026-228-8439(代)
このパンフレットは国立国際医療研究センターの資料をもとに作成しました
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