
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症

自宅で療養されるみなさまへ
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自宅療養中の健康観察のお願い

療養期間中は外出をお控えください。毎日２回、体温
測定などご自身の健康状態の観察を行ってください。

保健所からの案内に基づき、LINEまたは電話で
健康状態の確認を行ってください。

飲酒・喫煙は厳禁です。(健康状態の正確な把握が困難
となるおそれや、症状が悪化するおそれがあるため）

服薬中の薬剤がある場合、自宅療養期間中の薬剤に
ついて、かかりつけ医等にご相談ください。

✅
症状（発熱、咳、痰、倦怠感など）が悪化した場合、
すぐに保健所、自宅療養者フォローアップセンター、
かかりつけ医等に連絡してください。

血液中の酸素の濃度（SpO2）を把握することで、
重症化のリスクを早期に発見することができます。
パルスオキシメーターでSpO2を測定してください。

 センサー部分に指が触れるようにつけてくだ
さい。

 手を動かしたりせず、安静な状態で測定して
ください。

 指先が冷たい、指が汚れている、マニキュア
を塗っている場合は、反応しない場合があり
ます。

～パルスオキシメーターの使い方～

チェックポイントは
次ページ
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自宅療養中に体調が悪化・急変した場合

▢ １ 顔色が明らかに悪い ※

▢ ２ 唇が紫色になっている

▢ ３ いつもと違う、様子がおかしい ※

▢ ４ 息が荒くなった（呼吸数が多くなった）

▢ ５ 急に息苦しくなった

▢ ６ 日常生活の中で、少し動くと息があがる

▢ ７ 胸の痛みがある

▢ ８ 横になれない、座らないと息ができない

▢ ９ 肩で息をしている、ゼーゼーしている

▢ 10 ぼんやりしている（反応が弱い） ※

▢ 11 もうろうとしている（返事がない） ※

▢ 12 パルスオキシメーターの数値（SpO2）90以下

表情・外見

一つでも該当する項目がある場合は

119番通報して救急車を
要請してください

息苦しさ等

意識障害等

その他

 ご自身の健康状態について、2・3ページのチェックポイントに該当する症状が

あるか確認しましょう。（※の項目は家族や同居者が確認しましょう。）

 症状が悪化した場合は、症状に応じて救急車の要請、かかりつけ医、保健所、

自宅療養者フォローアップセンターへ連絡してください。
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自宅療養中に体調が悪化・急変した場合

▢ 13 自宅内の生活動作（自宅内移動、食事、トイレ、
着替えなど）がつらい

▢ 14 咳がひどい、痰が多い、発熱が続いている

▢ 15 経験したことのないひどい全身倦怠感がある

▢ 16 パルスオキシメーターの数値（SpO2）93以下

一つでも該当する項目がある場合は、
今すぐに かかりつけ医、保健所、フォローアップ
センターに連絡してください

▢ 17 息切れがある

▢ 18 全身倦怠感がある

▢ 19 パルスオキシメーターの数値（SpO2）94～95

一つでも該当する項目がある場合は、
かかりつけ医、保健所、フォローアップセンターに
連絡してください

▢ 20 発熱・咳・感冒様症状は軽い

▢ 21 咳のみで息切れはない

▢ 22 味覚障害がある、または鼻が詰まっていない
のに嗅覚障害がある

▢ 23 軽い倦怠感がある

▢ 24 パルスオキシメーターの数値（SpO2）96以上

症状が悪化している場合は、かかりつけ医、保健所、
フォローアップセンターに連絡してください

３

2つ以上該当した場合には、小さい数字のほうの項目が属するカテゴリーの指示に
従ってください。
例：16「パルスオキシメーターの数値93以下」（黄）と

23「軽い全身倦怠感がある」（緑）の双方に該当した場合
⇒16が属する（黄）カテゴリーの指示に従う。



自宅療養中の相談窓口

自宅療養者フォローアップセンター

 自宅療養される方で、保健所から支援依頼のあった方に対し、

以下のサポートを行っています。

①24時間対応の自宅療養者専用の医療相談 ②LINEまたは電

話による健康観察 ③食料品等の配送 ④パルスオキシメー

ターの配付 ⑤体調が悪化した際の地域医療との連携

 フォローアップセンターに関するよくあるご質問は福祉保健局

ホームページに掲載しておりますのでご覧ください。

自宅療養者フォローアップセンターから健康観察を受ける方へ（福祉保健局HP）

自宅療養者フォローアップセンターの連絡先

療養開始時に保健所またはフォローアップセンター

からご案内します。

かかりつけ医の連絡先

療養の解除については、保健所またはフォロアップセンターにご確
認ください。以下に該当する場合に、自宅療養は解除されます。

症状のある方

発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合

症状の出たことのない方（無症状病原体保有者）

陽性確定に係る検体採取日から10日間経過した場合

療養の解除について

医療機関名 電話番号

かかりつけ医の連絡先をメモしておきましょう。

保健所の連絡先
お住まいの各保健所の連絡先は6ページをご覧ください。

４

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/jitakuryoyoshafollowupcenter.html


新型コロナ感染症に関する一般相談
（陽性者以外の方の）感染の予防に関すること、心配な症状
が出た時の対応など

0570-550571

新型コロナコールセンター
受付時間 9:00～22:00（土・日・祝日を含む毎日）

お悩みやお気持ちを伺い、不安を和らげるお手伝いをさせて
いただきます。

こころの電話相談 受付時間 9:00～17:00（平日のみ）

03-3844-2212
精神保健福祉センター

03-3302-7711
中部総合精神保健福祉センター

042-371-5560
多摩総合精神保健福祉センター

いきるのがつらいと感じた時の悩み相談

0570-087478

こころといのちのホットライン
受付時間 12:00～翌朝5:30（土・日・祝日を含む毎日）

LINE相談も可能です！（相談ほっとLINE@東京）
受付時間 15:00～22:30 （土・日・祝日を含む毎日）

※千代田、中央、文京、台東、墨田、江東、豊島、北、荒川、
板橋、足立、葛飾、江戸川の各区、島しょ地域にお住まいの方

その他の相談窓口

※港、新宿、品川、目黒、大田、世田谷、渋谷、中野、杉並、
練馬の各区にお住まいの方

※多摩地域にお住まいの方

５



療養期間中は毎日、原則1日2回、酸素飽和度の計測や体温
測定、顔色、息苦しさ等の症状の変化など、ご自

身の健康状態の観察を行って下さい。
新型コロナウイルス感染症患者には、発症時は症状がない

又は軽い場合でも、時間の経過の中で急激に症状
が悪化すること例もみられることから、症状の変化等に留

意しましょう。

保健所一覧

６

電話番号 所管区域

0428-22-6141
青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、

檜原村、奥多摩町

042-371-7661 日野市、多摩市、稲城市

042-524-5171 立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市

042-362-2334 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市

042-450-3111 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市

03-5324-6532 島しょ全域

大島出張所 04992-2-1436 大島町、利島村

大島出張所新島支所 04992-5-1600 新島村

大島出張所神津島支所 04992-8-0880 神津島村

三宅出張所 04994-2-0181 三宅村、御蔵島村

八丈出張所 04996-2-1291 八丈町、青ヶ島村

小笠原出張所 04998-2-2951 小笠原村

多摩立川保健所

多摩府中保健所

多摩小平保健所

島しょ保健所

都 保健所名

西多摩保健所

南多摩保健所

03-5211-4111

03-3541-5254

03-3455-4461

03-5273-3836

03-5803-1836

03-3847-9402

03-5608-1443

03-3647-5879

03-5742-9108

03-5722-9896

03-5744-1263

03-5432-2111

03-3463-2416

03-3382-6532

杉並保健所保健予防課：03-3391-1025 高円寺保健センター：03-3311-0116

荻窪保健センター：03-3391-0015 上井草保健センター：03-3394-1212

高井戸保健センター：03-3334-4304 和泉保健センター：03-3313-9331

03-3987-4179

03-3919-3102

03-3802-3111内線430

板橋健康福祉センター:03-3579-2333 志村健康福祉センター:03-3969-3836

上板橋健康福祉センター:03-3937-1041 高島平健康福祉センター:03-3938-8621

赤塚健康福祉センター:03-3979-0511 板橋区保健所予防対策課:03-3579-2321

03-5984-4761

03-3880-5747

03-3602-1399

03-5661-2475

042-620-7253

042-722-3111

新宿区保健所

特別区・市 保健所名 電話番号

千代田保健所

中央区保健所

みなと保健所

池袋保健所

文京保健所

台東保健所

墨田区保健所

江東区保健所

品川区保健所

目黒区保健所

大田区保健所

世田谷保健所

渋谷区保健所

中野区保健所

杉並保健所

江戸川保健所

八王子市保健所

町田市保健所

北区保健所

荒川区保健所

板橋区保健所

練馬区保健所

足立保健所

葛飾区保健所


