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COVID-19感染に関するマスク着用ガイダンス 

2022年 9月 12日付け変更分の概要  

• マスクやレスピレーターによる保護レベルの違いに関する情報 
• 屋内の公共交通機関における Centers for Disease Control and Prevention (CDC、疾病管理予防センタ

ー）のマスク着用の推奨に合わせて内容を更新。 

• 医療現場ではない、人が密集する場所ではいつマスク着用すべきかの推奨事項に関する更新。 

• CDCのCOVID-19 地域での感染レベルに応じて、いつ一般の人達がマスクを室内で着用すべきかの
推奨事項に関する更新。  

はじめに  

マスクまたはレスピレーター（N95s など特殊なフィルターマスクのことです）を着用することで、周り
にいる人たちとあなた自身を守ることができます。マスクやレスピレーターを着用することで、
COVID-19 の感染拡大を防ぎ、命を守り、経済を回し続けることができます。ワクチン接種を最新の状
態にする (一部の別言語でも提供) ことやマスクやレスピレーターを着用するといった、組み合わせ型の
感染予防戦略を行うことで、病状の重症化を防ぎ、医療機関側の負担を減らすことができます。 

入手が可能で、顔に一番ぴったり合う、高品質なマスクまたはレスピレーター(一部の別言語でも提供) 

を着用してください。適切に着用すれば、National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH、国立
労働安全衛生研究所)（英語のみ） が承認したレスピレーター(N95s など)で、最も高い予防効果が得られ
ます、その次に、国際的なレスピレーター（KN95s や KF94s など）や手術用マスク、そして布製のフェー
スマスクの順に効果が高いです。もし、あなたが COVID-19 の病状が重症化するリスクがある（英語のみ
）場合には、NIOSH 認可のレスピレーター着用テストを受けるべきか、または着用テストが必要ない別
のレスピレーター着用を検討すべきかを、かかりつけ医にご相談ください。着用テストやマスクの選び
方についての詳しい情報は、Washington State Department of Labor and Industries (L&I、ワシントン州労働
産業局)の自主的なマスク着用に関するウェブサイト （一部の別言語でも提供）をご覧ください。 

マスクやレスピレーターの様々な種類や、ぴったり顔に合わせるための改善方法についての詳しい情報
は、マスクやレスピレーターの種類 (一部の別言語でも提供)をご覧ください。この ウェブサイト（英語
のみ）は、それぞれの種類のマスクやレスピレーターが、着用方法を変えて、顔にぴったり合わせてつ
けると、どのくらいしっかり粒子を除去できるかに関する情報を掲載しています。発達的、行動的、医
療的にマスクの着用が難しい人は、下にドレープが付いたフェイスシールドを使用することができます
。このようなフェイスシールドは、チャイルドケア、デイキャンプ、K-12（幼稚園年長〜高校）の子供
たちも、顔にぴったり合ったマスクの着用がつらい場合に使用できます。けれど、このようなフェイス
シールドを着用しても、顔にぴったり合ったマスクやレスピレーターの着用と同じレベルの保護効果が
得られないことは知っておく必要があります。Department of Health（DOH、ワシントン州保健局）によ
る K-12 Schools(幼稚園年長〜高校）、Child Care(チャイルドケア)、Early Learning(幼児教育)、Youth 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.epa.gov/sciencematters/epa-researchers-test-effectiveness-face-masks-disinfection-methods-against-covid-19
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
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Development(青少年育成)、Day Camp(デイキャンプ)プログラム(一部の別言語でも提供)におけるマスク着
用ガイダンスをご覧ください。また、 CDC の 特定の集団に属する人々への配慮 (一部の別言語でも提供)

もご覧ください。DOH では呼気弁や呼気口がついたマスク、布一枚のマスク、布一枚のバンダナまたは
ゲイターを使うことを推奨していません。 

L&I（英語のみ）発行のガイダンスに従い、呼気弁付きのレスピレーターを職場で使用することは可能で
す。  

マスクに関するよくある質問については、DOHのマスクに関するウェブサイト（英語のみ）のリストを
ご覧ください。  

以降、この文書では、マスクという単語は、マスクとレスピレーターの両方を表すものとして用いられ
ます。 

現時点での義務事項や保健命令 

現時点での行政命令では、医療現場、成人留置所、成人拘置所でのマスク着用を義務づけています。保
健当局は、アウトブレイク発生時など一定の状況下ではマスクの着用を義務づける場合があります。 

ワシントン州 Department of Healthによる命令 

保健長官によるマスク着用命令（英語のみ）では、ワクチン接種状況に関係なく特定の場所でのマスク
着用を義務づけています。 

• 医療現場   
• 成人留置、拘置施設。その施設がある郡の CDC の COVID-19 地域での感染レベル (スペイン語

でも提供）が、中または高の場合。 

この要求に関する例外事項は限定的です。例外事項に関しては命令 (英語のみ)で確認できます。室内の
医療現場では、医療専門職の人々に加え、全ての従業員と訪問者がマスクを着用することが義務づけら
れています。各個人がこの命令に従う責任を負っています、事業者は、自社の従業員や顧客がこの命令
をしっかり守るようにする責任も負っています。  

廃止:連邦政府の命令  

2022年4月18日をもって、裁判所命令により、公共交通機関や交通拠点でのマスク着用を義務づけるCDC

命令は廃止されました。しかしマスクが、移動や公共交通機関を誰にとっても安全に保つための重要な
ツールであることは変わりません。CDCに従って （一部の別言語でも提供)、WA DOHは、輸送や交通拠
点を含め、屋内の全ての公共交通機関の場において、労働者や2歳以上の乗客がマスクを着用することを
推奨しています。詳細については、公共交通の場をご覧ください。  

ワシントン州知事の声明  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/masks-and-face-coverings
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
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顧客や従業員などに対する事業者の責任に関する情報は、知事の Proclamation 20-25.19 COVID-19 

Washington Ready（声明 20-25.19 COVID-19 ワシントン州の対応について）（英語のみ）と、Proclamation 

21-08 – Safe Workers（声明 21-08 – 労働者の安全について） （英語のみ）に記載されています。 

Washington State Labor and Industries(L&I)と知事の声明 

上に示した知事の声明では、ほとんどの職場ではマスクの着用は概して義務づけられていませんが、そ
れでも事業者は、L&I の COVID-19 予防に向けた必要条件とガイダンス(英語のみ)をあくまで守るよう義務
づけられています。さらに、民間事業者は、マスク着用の義務づけを選ぶことができ、訪問者は、各場
所での規則を尊重しなけらばなりません。知事の Proclamation 21-08 – Safe Workers（声明 21-08 – 労働者
の安全について） (英語のみ)により、労働者は職場でマスクを着用する権利を有しています。Washington 

Administrative Code (WAC、ワシントン州 行政令)296-62-609 (英語のみ)では、公共衛生の緊急時に労働者
がマスクを着用する権利を保護しています。WAC 296-62-609 (英語のみ)に従って雇用者は、法律で厳密に
定められている場合を除き、従業員によるマスク、レスピレーター、その他個人用保護具や装置の着用
を妨げることはできません。詳細については、L&I の COVID-19 予防について:義務づけられていないが、
仕事の場でマスク着用を選択 (一部の別言語でも提供） をご覧ください。  

地域の公共衛生機関当局 

地域の保健当局は、管轄下の地域で感染を管理するため、保健命令を出す権限を持っています。この命
令は、州全域での命令と比較して厳しくなる場合がありますが、それより少しでも緩くなることはあり
ません。地域の保健機関（英語のみ）を確認し、地域内で出されている保健命令に従ってください。 

推奨事項 

上記の特定の要求事項に加え、以下に示すのは、一般的な公共衛生に関する推奨事項です。  

公共交通機関の場  

WA DOH では、労働者や2歳以上の乗客が、輸送機関（飛行機、バス、電車、フェリー、地下鉄、タクシ
ー、相乗り、緊急時ではない医療搬送）や交通拠点（空港、バスやフェリーのターミナル、電車や地下
鉄の駅、港）を含めた屋内の公共交通機関の場（一部の別言語でも提供）にて、顔にぴったりと合った
マスクやレスピレーターを着用することを推奨します。これらの場は、多くの人々が通行しており、人
が密集したり、（空港の搭乗ブリッジなどで）換気が不十分になる場合があります。顔にぴったりと合
うマスクやレスピレーターを着用することで、旅行者や労働者は、自分自身や周りの人々を守ることが
でき、移動や公共交通機関を誰にとっても安全なものとすることができます。詳細については、CDCの公
共交通機関の場におけるフェイスマスク利用に関するガイダンス（一部の別言語でも提供）をご覧にな
れますが、以前は義務だったものが現在は推奨になっていることにご注意ください。スクールバスにお
けるマスク着用ガイダンスについては、 K-12 Schools（幼稚園年長〜高校）、Child Care（チャイルドケア
）、Early Learning（幼児教育）、 Youth Development（青少年育成）、Day Camp（デイキャンプ）プログ
ラムにおけるCOVID-19感染の緩和に向けた必要条件とガイダンス(wa.gov)（一部の別言語でも提供）をご

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
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覧ください。WA DOH では、公共交通機関の事業者に、全員がマスクを着用することをサポートするよ
う促しています。   

医療現場でのマスク着用について 
保健長官によるマスク着用命令（英語のみ）に従って、医療現場ではマスクを着用しなければなりませ
ん。全ての医療現場では、医療現場での新型コロナウイルス感染予防と管理に関する暫定的推奨事項、
DOH 420-391 (wa.gov) (英語のみ)に示された個人用保護具と感染源管理ガイダンスにアクセスが可能です
。 

医療現場ではない、人が密集する場所でのマスク着用の推奨 

CDCのCOVID-19 地域での感染レベル (スペイン語でも提供)が中または高の場合、以下の場所では、2歳以
上の人が室内でマスクを着用することを推奨します。  

• ホームレス支援施設（英語のみ） 

• 民間船舶（英語のみ)(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、食肉処理施設、 雇用者提供の交通手段など、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  

• 釈放労働刑服役者施設、仮設住宅、青少年更生または拘置施設、臨時労働者宿泊施設など、混み
合った居住施設内の共有生活エリア（寝室ではない場所） 

• 成人拘置所、刑務所、青少年更生、青少年拘置施設内で収監された人がいる室内の場所（法廷な
ど）。 

o CDCのCOVID-19 地域での感染レベル (スペイン語でも提供)が中または高の場合、保健長
官の命令では、成人拘置所や刑務所施設内では、5歳以上の人にマスク着用を義務付けて
いることに注意してください。 

o 施設レベルの要因（一部の別言語でも提供）でリスクが高くなっていると分かった場合
は、矯正施設でもマスク着用を検討するよう推奨します。  

上記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も、このような場所にいない時
（例えば地域の外にいる場合）は、一般の方向けと同じ推奨事項に従ってください。  

医療現場以の場所（会社や組織など）で、施設内でのマスク着用が義務づけられる場合があります。こ
れらの場所では、構内でマスク着用を義務づけるかどうかを定める際、以下の各項目を検討してくださ
い。 

• その場所での感染のしやすさ 

o COVID-19 のワクチン接種が最新の状態（一部の別言語でも提供）ではない人は、COVID-

19 に感染しやすく、重症化の可能性が高くなります。 

o 特定の持病（一部の別言語でも提供）がある人々は、COVID-19 の症状が重症化するリス
クが高まります。  

• その場所での換気の状態。冷暖房空調(HVAC)設備がある施設とない施設の両方に対する詳しい情
報と換気のオプションは、空気を介して感染する病気の広がりを減らす為の換気と空気の質（英

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://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/13-RecommendationsforHomelessShelters.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/guidance-correctional-detention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/333-256.pdf?uid=62c5d9543e0d8&uid=62c74852a6dbd
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語のみ）と Environmental Protection Agency (EPA、環境保護庁）による建物での空気クリーン活動
（英語のみ）をご覧ください。 

• その場所での人々の身体的距離の取りやすさ 

• その場所で COVID-19 感染アウトブレイクが疑われるか発生 

o 医療現場以外の人が混み合う場所でアウトブレイクが起こった場合、室内でのマスク着
用を強く推奨します。 

CDCのCOVID-19 地域での感染レベル （一部の別言語でも提供）が高の場合、CDCとDOHは、ワクチン接種
状況に関係なく、室内で全ての人がマスクを着用するよう推奨しています。施設側は、人々がマスク着
用を選ぶ場合、その着用をやめさせてはなりません。個人のマスク着用に関する推奨事項とリスクに基
づく配慮事項については以下をご覧ください。 

個人のマスク着用に関する推奨事項 

症状がある人、検査結果が陽性の人、またはCOVID-19感染者との接触があった人は、COVID-19検査で陽
性反応が出た場合に行うこと（一部の別言語でも提供）、およびCOVID-19症状についてのフローチャー
ト （一部の別言語でも提供）、COVID-19に感染した人と接触した可能性がある場合に取るべき行動 （一
部の別言語でも提供）に従って、高品質のマスクまたはレスピレーターを着用して下さい。現時点での
義務事項や保健命令に従って個人は、自分がいる場所で義務づけられている場合はマスクを着用しなけ
ればなりません。 

どのような状況でも、マスクの着用を選ぶことが可能です。あなたがマスクを着用するかどうか決める
際、以下の項目を検討してください。 

• あなたのワクチン接種状況と周りの人のワクチン接種状況。COVID-19 のワクチン接種やブース
ター接種が最新状態（一部の別言語でも提供）ではない人は、COVID-19 に感染しやすく、重症
化の可能性が高くなります。   

• あなたや周りの人は、COVID-19 の症状が重症化するリスクが高まるような特定の持病（一部の
別言語でも提供） があるか。特定の持病を持つ人は、COVID-19 に感染しやすく、重症化の可能
性が高くなります。   

• 自分がいる場所の状況（混んでいる、換気が悪い、室内など）  

• CDC の COVID-19 地域での感染レベル（一部の別言語でも提供）をご覧ください。 

o CDC と WA DOH は、地域内の感染レベルが高い場合、ワクチン接種状況に関係なく、室
内でマスクを着用することを推奨しています。  

o 地域内での感染レベルが中または高の場合、CDC と WA DOH は、COVID-19 により 症状が
重症化するリスクの高い（一部の別言語でも提供）人々に対し、室内の公の場にいると
きは高品質のマスクを着用することを推奨しています。重症化するリスクが高い人が同
じ世帯にいる、または社会的につながっている人は、その人たちと一緒に室内にいると
きは高品質のマスクを着用することを検討してください。 

https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDsick20ANDexposedJapanese.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDsick20ANDexposedJapanese.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Japanese.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Japanese.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposedNOTsickJAPANESE.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
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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COVID-19 に関する追加情報とリソース 

ワシントン州の現在のCOVID-19状況（英語のみ）、Inslee州知事の声明（英語のみ）、症状（一部の別言
語でも提供）、 感染拡大の推移（一部の別言語でも提供）、検査を受ける方法と時期スペイン語でも提
供）、ワクチン接種場所を探す (スペイン語でも提供)に関する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）をご確認ください。  

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ます。偏見は病気との闘いの役に立ちません（英語のみ）。正確な
情報を他の人と共有し、うわさや誤情報が拡散しないようにしましょう。 

• ワシントン州 Department of Health 2019年新型コロナウイルスのアウトブレイク（COVID-19）
（英語のみ） 

• ワシントン州のコロナウイルス対策（COVID-19）（一部の別言語でも提供） 

• 自分の地元の保健機関または管轄地区を探す（英語のみ） 

• CDC のコロナウイルス対策（COVID-19）（一部の別言語でも提供） 

何か質問はありますか？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）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わせください。 

添付 A：   

医療現場 

保健長官のマスク着用命令（英語のみ）によると、医療現場や長期介護現場とは、一部の例外を除き、
主に一般向けに対面医療サービスを提供するため利用されている、あらゆる公共、個人の場所を指しま
す。そのような場所が病院など主に医療サービス提供で利用される施設内にある場合は、その施設全体
が医療現場、または長期介護現場とみなされ、フェイスカバー命令の例外、免除対象として、全施設内
でフェイスカバー/マスクを着用しなければなりません。そのような場所が食料品店内の薬局や学校の保
健室など、主に別の目的で利用される施設内にある場合は、医療現場、長期介護現場とは、医療サービ
ス提供のために主に利用される場所のみが対象となり、施設内の他のエリアは含みません。主に医療サ
ービスの提供として利用されるエリア内では、フェイスカバー命令の例外、免除対象として、フェイス

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information
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://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://coronavirus.wa.gov/ja/node/3629
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
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
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カバー/マスクを着用しなければなりません。以下で除外されている場合を除き、医療従事者とは、医療
専門職資格認定の必要条件（英語のみ）に明記された資格を持つ個人、および法律によって医療サービ
スの提供を認められた無資格の個人を指します。室内の医療現場では、医療専門職の人々に加え、全て
の従業員と訪問者がマスクを着用することが義務づけられています。 

以下は、施設全体が医療現場、長期介護現場とみなされる場所の追加のリストです： 

• 病院などを含むがこれに限定されない救急治療施設、  

• 長期救急治療施設、  

• 入院リハビリ施設、  

• 診断、治療施設、居住型療養施設、薬物利用者更生施設などを含むがこれに限定されない入院型
の問題行動医療施設、  

• 老人ホーム、支援型居住施設、成人用介護施設、資格を持つ地域居住者介護サービスや支援を提
供する場所、強化介護サービス施設などを含むがこれに限定されない居住型長期介護施設、  

• 移動型クリニック、その他医療サービスを提供する車両、  

• 透析センター、内科医オフィス、問題行動医療施設（精神科医、メンタルヘルスカウンセラー、
物質使用傷害専門医のオフィス）などを含むがこれに限定されない外来型施設、  

• 歯科衛生施設、  

• 検眼、眼科施設、 

• 薬局（小売店内にあるものは除く）、  

• マッサージ療養施設（スパやウェルネス/フィットネスセンターなど、非医療現場内でマッサー
ジが行われる指定エリアを含む）、  

• カイロプラクティック施設  

• 助産施設、単独型助産所、  

• 隔離、待機施設、  

• 外来医療センター、  

• 救急センター  

• ホスピス医療センター、そして 

• 在宅医療、在宅介護、個人的介護、またはホスピスケアのサービスが有償労働者により提供され
る場所。   

医療現場、長期介護現場とみなされない場所は以下の通り：  

• スポーツや観戦イベントまたはその他の集会が行われる場所（有資格の運動トレーナーが選手に
ケアを行う場合を含む）、ただし、指定の救護所エリアなど、主に医療サービスの提供のために
利用されるエリア（すなわち医療現場）は除く。  

• 医療サービスの提供が主体ではない、Department of Children, Youth & Families（DCYF、子ども・若
者・家族局）の認可する児童養育施設、  

• 人に医療サービスを提供しない研究施設、  

• 動物医療の現場、  

• 動物管理施設、 

• 非営利型の動物愛護協会、そして 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FLicensesPermitsandCertificates%2FProfessionsNewReneworUpdate%2FHealthcareProfessionalCredentialingRequirements&data=04%7C01%7Ceric.sonju%40atg.wa.gov%7C48f3eb7333804a20fc1e08d947ec0aa5%7C2cc5baaf3b9742c9bcb8392cad34af3f%7C0%7C1%7C637619901397940872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XYAtOfny4dg8vNMoi4AsGQgPwwN%2FBKywbkfZT7kGtEo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FLicensesPermitsandCertificates%2FProfessionsNewReneworUpdate%2FHealthcareProfessionalCredentialingRequirements&data=04%7C01%7Ceric.sonju%40atg.wa.gov%7C48f3eb7333804a20fc1e08d947ec0aa5%7C2cc5baaf3b9742c9bcb8392cad34af3f%7C0%7C1%7C637619901397940872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XYAtOfny4dg8vNMoi4AsGQgPwwN%2FBKywbkfZT7kGtEo%3D&reserved=0
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• 医療マリファナコンサルタントがサービスを提供する場所を含むマリフアナ小売店。 

医療施設が、屋外でのマスク着用を義務づける場合、施設の業務規則に従ってください。詳細について
は上記の「各場所での規則」の情報をご参照ください。詳しいガイダンスについては、感染源管理のガ
イダンス（英語のみ）と、特定の医療介護施設への訪問についてのガイダンスを含め、医療現場におけ
るCOVID-19感染予防（英語のみ）のページを参照のこと。 

各場所での規則 

事業者、組織、施設、建物は、構内または施設内でのマスク着用について、独自の規則を定める権利を
有します。事業者は、L&I による必要条件（英語のみ）にある全ての必要条件に従うことが義務づけられ
ており、保健長官のマスク着用命令（英語のみ）よりもさらに厳しい形で、（屋外など）現場でのマスク着用を
義務づける場合がありますう。 

地元の保健当局も、地域内の感染を抑えるために、さらに厳しいマスク着用命令を出す場合があります
。これらの規則は、保健長官のマスク着用命令（英語のみ）よりもさらに厳しくなる場合はあるが、それ
より緩められることはありません。 

さらに、マスクの着用が必要であったり、着用を選んだり、着用を続けたりする人もいます。たとえ州
や地域のマスク着用令が出ていなくても彼らは、公共の場でのマスク着用を選ぶ権利を有します。自分
、家族の身や地域を守るためにマスクを着用することを選んだ人を尊重してください。マスク着用を続
ける人は、身分確認などの目的で、一時的にマスクを外すよう要求される場合があることに注意してく
ださい。 

 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/631-100-SourceControlHealthcare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/631-100-SourceControlHealthcare.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
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