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COVID-19 検査で陽性反応がでた場合に行うこと 
2023 年 4 月 12 日付け変更分の概要 

• 特定の集団環境における隔離について情報を明確化しました
• 医療機関へのガイダンスのリンクを更新しました

概要

COVID-19検査で陽性反応がでた場合でも、COVID-19の蔓延防止に努めることは可能で
す。治療、隔離、マスク着用に関して、以下のガイダンスに従ってください。COVID-
19陽性者は、地域の保健機関、職場、企業、学校の方針にも従ってください。これらの

方針は、WA State Department of Health（ワシントン州保健局）の指針よりも厳しい

場合があります。

• 医療施設に滞在、勤務、訪問する人は、医療施設における新型コロナウイルス感
染予防（英語のみ）のガイダンスに従ってください。

• 混雑した作業現場、臨時労働者用住宅、民間船舶、矯正施設、収容施設、ホーム
レス保護施設、仮設住宅で仕事をしている、または生活をしている方は、これら
の集合環境で生活または仕事をしている場合のガイダンスに従ってください。

治療が必要かどうかの判断

もし検査で陽性となり、年齢や慢性的な投薬状況により、COVID-19で重症化する可能
性が高い場合、この病気による入院や死亡の可能性を減らす治療法を使用できます。
COVID-19を治療する薬は医療機関によって処方され、診断後できるだけ早く開始する
必要があります。今は症状が軽い場合でも、治療の対象者かどうかを判断するために、
すぐに医療機関にご相談ください。一般の方と医療提供者向けの具体的な COVID-19の
治療法（別言語でも提供）と治療の入手方法について、Department of Health（DOH、
保健局）のウェブサイトで、詳細をご確認ください。

自宅隔離してください

COVID-19の検査で陽性となった人、あるいはCOVID-19の症状があり検査結果を待っ
ている人は、医療を受けるとき以外は、他の人から離れて自宅隔離を行ってください。
COVID-19に感染している人は、他の人を感染させる可能性があります。自宅隔離をす
ることで、他の人が病気になるのを防ぐことに繋がります。ワクチン接種の有無にかか
わらず、自宅隔離を行ってください。ワクチン接種をした人がCOVID-19に感染しても
他の人に感染させる可能性はありますが、COVID-19のワクチンを接種していれば、
COVID-19による入院や死亡の可能性はかなり低くなります。買い物は他の人に頼むか
食材の宅配サービスを利用してください。自宅隔離の際、食料やその他のサポートが必
要な方はCare Connect Washington（ケア コネクト ワシントン）（別言語でも提供）
を利用いただけます。COVID-19情報ホットライン（1-800-525-0127）までお電話いた

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/ja/emergencies-covid-19/covid-19nozhiliaofanitsuite
https://doh.wa.gov/ja/emergencies-covid-19/covid-19nozhiliaofanitsuite
https://doh.wa.gov/ja/emergencies-covid-19/care-connect-washington
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だき、#を押すか、またはCare Connect（別言語でも提供）ハブに連絡してください。
言語サポートもご利用いただけます。旅行、会社、学校、保育所、公共の場、また公共
交通機関、自動車の相乗り、タクシーなどの利用は避けてください。隔離中： 

• できる限り、家族やペットを含む他の人から離れた特定の部屋に留まり、可能で
あれば別のトイレを利用してください。Centers for Disease Control and 
Prevention（CDC、米国疾病予防管理センター）ではCOVID-19と動物にさらに
詳しい情報が紹介されています（別言語でも提供）。  

• 家庭や公共の場で人と接する必要がある場合は高品質のマスクやレスピレーター
（別言語でも提供）を着用してください。 

• できる限り、自宅の換気を良くするためのステップを実施してください（別言語
でも提供）。 

• コップ、タオル、食器など、個人の生活用品を共有しないでください。 
• 自分の症状をモニタリングしてください。緊急警告サイン（別言語でも提供）（

呼吸困難など）がある場合は、すぐに救急医療を受けてください。  
• もしあなたが（緊急の治療ではなく）通常の診療を受ける場合は、医療機関にご

自身がCOVID-19に感染している、またはCOVID-19の検査結果を待っているこ
とを伝えてください。  

どれくらいの期間、隔離を続けてマスクを着用すべきですか。 
COVID-19が陽性となった場合、COVID-19を他の人に感染しないために、少なくとも5
日間は自宅で過ごし、他の人から隔離してください。 

隔離終了  
どれくらいの期間隔離する必要があるかは、複数の要因で異なります： 

• 顔にぴったりと合うマスクを着用できるかどうか、 
• 5日間の隔離後、6日目から10日目の間にCOVID-19の陽性反応が出続けているか

どうか、 
• COVID-19の症状が重い、または免疫システムが低下しているかどうか、そして  
• 混み合った場所に滞在、または仕事をしている場合です。  

COVID-19の検査結果が陽性となり症状がある場合（別言語でも提供）  
症状が現れてから最低5日間は隔離してください。次の全てにあてはまる場合、5日目
の後で隔離を終えることができます： 

• 隔離を開始してから5日後に症状が改善している、さらに 
• 解熱剤の服用なしで過去24時間発熱していない 

COVID-19の検査結果は陽性だが症状がない場合（別言語でも提供）COVID-19の検査
結果で陽性が出た後、少なくとも5日間は隔離を行ってください。症状が出なかった場
合、5日目の後で隔離を終えることができます：  
陽性反応が出た後に症状が現れた場合には、5日間の隔離期間はその時点から数え直し
ます。症状が出た場合の隔離を終える時期に関しては、上記のアドバイスに従ってくだ
さい。  

https://doh.wa.gov/ja/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Japanese.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Japanese.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html#Emergency
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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隔離がいつ終わるかにかかわらず、症状が出てから（または症状が出なかった場合、

陽性と判定されてから）10日間は、下記のガイダンスに従ってください。 

• 5日間の隔離期間終了後、さらに少なくとも5日間（6日目から10日目まで）は、

家庭や公共の場で他の人に対しては、高品質のマスクやレスピレーターを着用し

ます。 
• 免疫システムが低下している、または重症化リスクが高い人との接触を避け（別

言語でも提供）、医療機関（介護施設を含む）やその他リスクの高い場所には行

かないでください。 
• マスクを着用できない場所、例えばレストランやジムなどには行かず、自宅や仕

事場では他の人が近くにいる所では食事をしないでください。 
• 症状が再発または悪化した場合は、0日目から隔離期間を再開してください。 
• 他地域への移動については旅行|CDCを参照してください。 

隔離期間の計算の仕方： 

症状が出ている場合、最初に症状が出た日が0日目となります。症状が出た次の日が1
日目になります。 

何も症状が出ていない場合、検査を受けた日が0日目となります。1日目とは、検査の

ために検体を採取してから丸1日経過した日のことです。 

参考としてDOHの隔離と自宅待機の日数計算（別言語でも提供）ツールをご確認くだ

さい 

マスクの取り外しについて 

5日間の隔離後も感染力が残っている可能性があります。5日間の隔離期間終了後、さ

らに少なくとも5日間（6日目から10日目まで）は、家庭や公共の場で他の人に対して

は、高品質のマスクやレスピレーターを着用してください（別言語でも提供）。マスク

を外す時期を判断するためには、抗原検査の使用についても考慮してください（下記参

照）。マスクを着用できない場合は、10日間は隔離を継続しなければなりません。  

マスクの継続的な使用とは、家庭内外で他の人といるときは常に顔にフィットした高品

質のマスクまたはレスピレーター（別言語でも提供）を着用することを意味します。睡

眠、食事、水泳など、マスクを着用できない時には他の人との活動は避けてください。

マスクの代用品（ドレープ付きフェイスシールドなど）は、顔にぴったりと合った高品

質のマスクほど保護力が高くありません。他の人が近くにいるときに顔にぴったりと合

ったマスクを着用できない場合、10日間は隔離を行ってください。  

隔離を終了し、マスクを外す時期を判断するための抗原検査の使用 

抗原検査（別言語でも提供）を利用できる場合は、6日目以降の隔離解除の前に検査を

受けることで、他の人に感染させるリスクをさらに減らすことができます。解熱剤の服

用なしで24時間発熱していなく、他の症状も改善されている場合にのみ検査を開始し

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/ja/emergencies-covid-19-isolation-and-quarantine-covid-19/gelitozizhaidaijinorishujisuan
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Japanese.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Japanese.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Japanese.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
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てください。味覚や嗅覚の喪失は回復してから数週間～数ヵ月続くことがあります。こ

れらの症状があるからといって隔離終了を延期する必要はありません。  

• 検査が陽性であれば、まだ感染力のある可能性が高いです。引き続き隔離をして

マスクを着用し、24～48時間後に再度検査してください。  
• 24〜48時間の感覚を空けて行った2回の検査で（連続して）両方陰性となった場

合、10日目の前に隔離を終了し、マスクの着用を中止することができます。  

10日目までの再検査で引き続き陽性であった場合、抗原検査の結果が2回連続して陰性

となるまで、マスクを着用し、免疫不全の人や重症化するリスクの高い人を避け続ける

必要があります。 

COVID-19 の症状が重い、または免疫システムが低下している場合： 

COVID-19の症状が重い方（入院あるいは集中治療、人工呼吸器の対応が必要だった方

を含む）、また免疫システムが低下している（別言語でも提供）場合は、少なくとも

10日間、最大20日間隔離する必要があります。該当する方は、他の人が近くにいても

問題ないかを判断するために、ウイルス検査（別言語でも提供）を受けることが必要に

なる場合もあります。他の人との場所の共有を再開できる時期については、医療従事者

に相談してください。あなたに必要な治療法や薬については、上記の治療法のセクショ

ンを参照してください。  

ここで示すような混み合った場所に滞在、または仕事をしている場合： 

以下のような混み合った場所に住んでいる、あるいは仕事をしている方は、こちらの隔

離に関するアドバイスに従ってください。もし、混み合った場所で仕事しているけれど

もそこに住んでいない方は、職場に行かない期間に関する隔離ガイダンスに従ってくだ

さい。他のアクティビティに対して短めの自宅隔離期間のガイダンスに従ってもかまい

ません。 

• 矯正施設、収容施設 
• ホームレス保護施設や仮設住宅 
• 民間船舶（例えば商業漁船、貨物船、クルーズ船など） 
• 倉庫、工場、食品包装や食肉処理施設など、仕事柄身体的な距離をとるのが厳し

いような混み合った職場環境 
• 労働者簡易宿泊所 

COVID-19検査で陽性と判明し、症状があった場合でも、最初に症状が現れてから10日
間が経ち、次の項目をすべて満たす場合、混み合った場所からの隔離を終了すること

ができます： 

• 解熱剤の服用なしで過去24時間発熱していない、さらに 
• 症状が改善している。 

COVID-19検査で陽性になったけれども症状がない場合は、COVID-19の陽性反応が出

てから10日間経った後、症状が現れていなくても、次の項目を満たす場合、混み合っ

た場所からの隔離を終了することができます：陽性反応が出た後で症状が現れた場合に

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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は、10日間の隔離期間はその時点から数え直します。症状が出た場合の隔離を終える

時期に関しては、上記のアドバイスに従ってください。  

10日間以内にマスクの着用をやめる、または隔離を終了できるかは抗原検査で判断で

きます。6日間が経っている、解熱剤の服用なしで過去24時間発熱していない、そして

症状が改善している場合のみ検査を開始してください。味覚や嗅覚の喪失は回復してか

ら数週間～数ヵ月続くことがあります。これらの症状があるからといって隔離終了を延

期する必要はありません。 

• 検査が陽性であれば、まだ感染力のある可能性が高いです。引き続き隔離をして

マスクを着用し、24～48時間後に再度検査してください。  
• 24〜48時間の感覚を空けて行った2回の検査で（連続して）両方陰性となった場

合、10日目の前に隔離を終了し、マスクの着用を中止することができます。こ

れは、6日目と7日目に受ける検査で陰性となった場合を意味し、隔離の終了や

マスクの着用の中止ができる最短の日は7日目ということになります。 

10日目までの再検査で引き続き陽性であった場合、抗原検査の結果が2回連続して陰性

となるまで、マスクを着用し、免疫不全の人や重症化するリスクの高い人を避け続ける

必要があります。 

症状が出ている場合、最初に症状が出た日が0日目となります。症状が出た次の日が1
日目になります。何も症状が出ていない場合、検査を受けた日が0日目となります。1
日目とは、検査のために検体を採取してから丸1日経過した日のことです。 

深刻な人手不足の期間においては、矯正施設、収容施設、ホームレス保護施設、仮設住

宅や、重要なインフラ関連の職場では、その事業を確実に継続させるため、従業員の隔

離期間の短縮を検討することもあります。このような環境での隔離を短縮する決定は、

地域の保健機関と協議して行う必要があります。 

症状が悪化した場合、どうすればよいですか? 
隔離を終了した後、COVID-19の症状が再発または悪化した場合は、隔離を0日目から

再開し、上記のどれくらいの期間、隔離を続けてマスクを着用すべきですか?に従って

ください。ご自身のあなたの症状や隔離を終了する時期について質問がある場合は、医

療機関に相談してください。 

どのくらいの期間、他の人に感染しますか。 
COVID-19の感染者は、症状が発症する2日前（無症状である場合は、陽性反応が出る2
日前）から発症してから10日後（無症状である場合は、陽性反応が出てから10日後）

の期間中は、周囲の人にウイルスを感染させる恐れがあります。COVID-19陽性者が、

少なくとも5日間の隔離の後、体調が良くなった時点で、24〜48時間間隔で2回連続し

てCOVID-19抗原検査で陰性となった場合は、すでに感染力がないと考えられます。隔

離期間が10日より長い方の場合（例：重症または免疫不全のため）、隔離期間が終了

するまでは、他人への感染の恐れがあります。  
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接触した可能性のある人への通知 
COVID-19に感染した可能性があることを濃厚接触者に伝え、COVID-19に感染した人

と接触した可能性がある場合の対処法を知らせてください（別言語でも提供）。濃厚接

触とは、COVID-19感染者から6フィート（2メートル）以内の距離に24時間の間で累計

15分間以上の接触があった場合を指します。しかし、狭い場所や換気の悪い場所、大

声を出す、歌うなどの行為など、潜在的な感染リスクが高まる状況に置かれていた場合

は、たとえ6フィート（2メートル）以上離れていても、他人に感染させるリスクはあ

ります。感染の可能性があるときに職場にいた場合は、雇用者に報告し、同僚に知らせ

るようにしてください。 

公共衛生担当者の聞き取り調査に対応する 
COVID-19 検査で陽性反応がでた場合、通常、公共衛生担当者から電話がかかってきま

す。担当者は、あなたが次に何をすべきか、そしてどのようなサポートを利用できるか

を説明してくれます。最近あなたと濃厚接触した人の名前と連絡先を確認し、その人た

ちに接触の可能性があることを通知します。このような情報を確認することで、接触し

た可能性のある人に通知することが可能となります。担当者が濃厚接触者にあなたの名

前を伝えることはありません。  

自己検査を行って陽性反応が出た場合 
詳細については、暫定的な新型コロナウイルス自己検査ガイダンス（英語のみ）をご確

認ください。 

隔離と自宅待機の違いは何ですか？ 
• 隔離は、COVID-19の症状がある、検査結果を待っている、またはCOVID-19検

査で陽性となった場合に行います。隔離とは、病気の蔓延を防ぐために、推奨さ

れている期間（英語のみ）中は自宅で待機し、他の人（同じ家の住人を含む）と

の接触を避けることを意味します。  
• 自宅待機とは、自身にCOVID-19との接触があった際に、推奨期間中は自宅にと

どまり、他の人との接触と感染を避けることを意味します。その後COVID-19の
検査で陽性になったり、COVID-19の症状が現れたりした場合、自宅待機から隔

離へと移行します。 

心身の健康に関する資料 
DOH行動面の健康のためのリソースと推奨事項（英語のみ）のウェブサイトをご覧く

ださい。 

COVID-19 の追加情報とリソース 
COVID-19 状況（英語のみ）、症状（別言語でも提供）、感染拡大の推移（別言語でも

提供）、検査を受ける方法と時期（別言語でも提供）、ワクチン接種場所を探す（別言

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposedNOTsickJAPANESE.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposedNOTsickJAPANESE.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/ja/emergencies-covid-19/covid-19jianzha
https://doh.wa.gov/ja/emergencies-covid-19/covid-19wakuchin
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語でも提供）に関する現在の最新情報を随時ご確認ください。詳細はよくある質問（英

語のみ）をご覧ください。 

人種/民族性や国籍そのものが、COVID-19のリスクを高めるわけではありません。しか

しデータによると、COVID-19による影響が有色人種のコミュニティに偏っていること

がわかっています。これは人種差別、特に構造的な人種差別の影響によるもので、これ

により、一部のグループは自分の身やコミュニティを守る機会がより少なくなっている

ためです。偏見は病気との闘いの役に立ちません（英語のみ）。正確な情報のみを共有

し、うわさや誤情報が拡散されないようにしましょう。 
• ワシントン州 Department of Health 新型コロナウイルス対策 
• 自分の地元の保健機関または管轄地区を探す 
• CDC のコロナウイルス対策（COVID-19） 

ご不明な点はありますか？COVID-19 情報ホットライン（1-800-525-0127）にお電話く

ださい：ホットラインの時間帯： 
• 月曜日 午前 6 時～午後 10 時 
• 火曜日～日曜日 午前 6 時～午後 6 時  
• 州の振替休日（英語のみ）午前 6 時～午後 6 時  

通訳サービスを利用する場合は、応答時に#を押して、希望の言語をお伝えください。

ご自身の健康状態または検査結果についてのご質問は、医療機関にお問い合わせくださ

い。 

本文書を別の形式でご希望の場合は、1-800-525-0127 までお電話ください。耳の不自

由な方は 711（Washington Relay）（英語のみ）までお電話いただくか、

civil.rights@doh.wa.gov までメールでお問い合せください。 
 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://doh.wa.gov/ja/emergencies/covid-19
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov
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