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1

陽性者数

第6波

1,721人発生時

最大体制

人員体制

所属65人

応援205人

保健師等専門職 80人

事務職 局内 40人

局外 85人

人材派遣100人

合計

疫学調査の重点化

370人

執務室

○本館6階フロア

○本館3階大会議室

○本館3階会議室

○地下1階会議室（東西）

○高層館21階

第7波

2,212人発生時

最大体制

所属70人

応援32人

保健師等専門職 21人

事務職 局内 11人

人材派遣92人

SMS活用・療養証明電子申請

医療機関のHER-SYS入力率向上

194人

○本館6階フロア

○本館3階大会議室

○本館3階会議室

第6波と第7波の比較（保健所体制）



LINE「コロナ相談」導入
LINEアプリを用いた情報発信

相談や問合せの約30％はHPやLINE「コロナ相談」で解決

相談業務１

ファーストタッチにSMSを活用
陽性者への電話連絡 3割程度減少

疫学調査3

1日あたり検査可能件数の強化
発熱外来の増加及び医療機関等の協力
3,500件/日→6,000件/日

第7波最大値 4,740件（R4.7.29）

検査体制4

第7波以降の保健所業務の強化・効率化

2

入力項目の簡略化
入力必須項目が10項目→6項目（詳細記載項目の減少）

入力時間が5分/枚→3分/枚へ短縮

発生届受理2



電子申請による発行事務処理
発行までの期間：最長2ヶ月→２週間程度に縮減

電子申請とMY HER-SYSにより、電子申請率は約60％

療養証明書等
の発行7

第7波以降の保健所業務の強化・効率化

3

市内常駐民間救急等による患者搬送強化
実績総数：597件

民間救急事業者：520件

救急隊からの引き継ぎ：18件

タクシー事業者：77件

搬送体制6

往診体制の強化
市内協力医療機関、民間往診事業者による往診等
自宅療養者往診数：197人

安否確認：10人

高齢者施設等への往診：17施設（38回）

高齢者施設等への感染対策予防訪問：45施設

療養支援5 



療養期間短縮の取り扱い

症状のある方
発症日から7日間経過し、かつ、
症状軽快後24時間経過するまで（8日目解除）

症状のない方
検体採取日から７日間経過するまで
※自身で購入等した検査キットで5日目に検査して
陰性の場合、6日目解除

■療養期間の変更（令和4年9月7日から）

○職場や学校等へ復帰にあたり陰性確認のための検査や陰性証明書

の提出は不要

○濃厚接触者で待機期間を終了した方についても陰性確認等は不要
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自宅療養の際に気を付けるポイント

■感染した場合に備え、1週間程度の食料品や日用品を普段から備蓄

・毎日２回体温を測り、体調を確認

・症状の悪化を招く恐れがあるため、療養中の飲酒・喫煙は厳禁

・できる範囲で感染者と他の同居者の部屋を分ける

・限られた方が陽性者のケアを行う

・家屋内でも本人は隔離場所から離れる時はマスク着用

・こまめに手洗い・ドアノブなどの共用部分を消毒

・常時換気

・ゴミは密閉して捨てる

▼有症状で症状軽快から24時間経過した方、無症状の方の外出▼

感染対策を徹底した上で、食料品等の買い出しなど必要最小限の
外出が可能

5

■自宅療養中の留意事項



○国方針に基づき、９月26日から全数届出を見直し。

○届出対象外患者の情報を登録する「陽性者登録センター」（新設）と、登録
者への支援等につなげる「自宅待機SOS」の機能を合わせた「健康フォローアップ
センター」を新たに設置。

○新型コロナが感染症法上２類相当とされていることから、原則、宿泊療養や配食
等の自宅療養支援を継続。

○自宅療養者の外出自粛のあり方や治療薬の普及など国の動向や他府県の状況
も踏まえつつ、 新型コロナウイルス感染症にかかる保健、医療・療養体制につい
て、段階的に、通常の疾患における体制への移行をめざす。

全数届出見直しにかかる大阪府の方針

※ 重症化リスクを有する人及び65歳以上の割合 約25％（第7波参考）

行政主導による体制整備から、医療、施設、府民が各自、
新型コロナに 「備え」、「対応」する「With コロナ」体制への転換

6



健康フォローアップセンター（大阪府案）
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大阪府の方針 堺市の対応

患
者
把
握

■医療機関
＊４類型：発生届提出（変更なし）
①65歳以上の者
②入院を要する者
③コロナ治療薬、酸素投与が必要な重症化リスク者
④妊娠している者

＊4類型以外（重症化リスクがあるが、コロナ治療薬
等を要しない者も含む）
⇒発生届の対象外、人数・年代のみ報告

■陽性者登録センター（新設）
患者自身が必要事項入力（原則WEB）
①氏名、②性別、③生年月日、④住所、
⑤電話番号、⑥メールアドレス、⑦発症日
※本人確認書類と検査キット等の写真を添付
患者管理には府の独自システムO-CIS（大阪府療養
者情報システム）を活用

■医療機関
左記同様
発生届の受理（FAX分は代行入力）
世代別人数の報告受理（FAX分は代行入力）
※堺市民の陽性者数は把握できず、堺市の医療機

関で判明した陽性者数（居住地問わず）となる

■陽性者登録センター
O-CISを介して堺市分の情報を確認
※確認できる情報等、詳細は現時点では不明

患
者
公
表

①HER-SYS報告数（人数・年代のみを含む）
②陽性者登録センター登録者数
※公表内容については、性別や自宅療養者数等、
一部把握困難なものを除き、現行を維持

①HER-SYS報告数
堺市HP、市対策本部会議、Twitter、LINEなど。
自宅療養者数、入院者数など把握困難なものを除き、
公表
※堺市民の陽性者数は把握できず、堺市の医療機

関で判明した陽性者数（居住地問わず）となる
②陽性者登録センター登録者数
大阪府の公表内容や日々の登録者数の堺市分の
把握が可能か今後確認

・大阪府の公表内容を注視

全数届出見直しにかかる堺市の対応①（案）
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大阪府の方針 堺市の対応

検
査
体
制

○有症状者：診療・検査医療機関を受診
（若年軽症者はセルフ検査）

※発熱外来ひっ迫時は、セルフ検査等の活用呼びかけ
強化や 発熱外来の受診対象の重点化を実施

○無症状者：検査キットを購入、自己検体採取又は
無料検査・自費検査

○10歳～64歳を対象に、「抗原定性検査キット配布
センター」設置し、キット配送（9/28受付開始）
※国の方針に基づき、検査キット配布によるセルフ

チェックの環境整備
○休日急病診療所の機能拡充や臨時発熱外来の

設置促進

〇保健所では、高齢者施設等の従事者への集中
検査、陽性者判明時の集団検査（現行どおり）

〇府の配付センターのキット配付等について、市民
周知を図る

○休日急病診療所の機能拡充や臨時発熱外来
の設置等は調整要

保
健
所
業
務

■ファーストタッチの対象者
①75歳以上の方
②65歳以上75歳未満の方のうち、重症化リスク因子
を複数持つ方

③妊娠している方
④発生届が提出された者のうち、上記①～③以外の

者で保健所長がファーストタッチ・健康観察などが
必要と認めた方

○陽性者・濃厚接触者に対する外出自粛要請
（ただし、症状軽快から24時間経過又は無症状の
場合には、自主的な感染予防行動の徹底を前提に、
生活必需品の買い出しなど必要最小限の外出可）
○発生届の対象者全員にSMSで情報発信

発生届出の対象外の患者には、SMSによる情報
発信なし

○陽性者に対する就業制限は、発生届の対象者のみ
適用

■ファーストタッチの対象者、陽性者・濃厚接触者に
対する外出自粛要請
左記同様
○陽性者にSMSは送信
※送信内容
発生届者：HER-SYS ID、療養期間、体調

悪化時の相談窓口、療養証明書
の案内等

O-CIS登録者：パルス、応援パック、療養期間、
体調悪化時の相談窓口

○療養証明は、発生届の対象者にSMSで案内し、
電子申請などで委託先「事務処理センター」で対応

全数届出見直しにかかる堺市の対応②（案）
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大阪府の方針 堺市の対応

医
療
・
療
養
体
制

■対象
発生届の対象者＋陽性者登録センター登録者

○入院、救急搬送、自宅療養に関してはこれまで通り
の対応 ※入院フォローアップセンター存続

○宿泊療養 登録センターに登録の上、自宅待機SOS  
で調整

○必要時公費支援(往診・オンライン診療・訪問看護
等)につなげる

○「大阪コロナオンライン診療・往診センター」（新設）
※開始は10月以降
※WEBや自宅待機SOSからコーディネート事務局に
診療を申し込み

○クラスター対策の徹底

■対象
発生届の対象者＋陽性者登録センター登録者

○入院、救急搬送、自宅療養、宿泊療養に関しては
これまで通りの対応
・入院フォローアップセンター連携による入院調整
・感染拡大時には、民間往診事業、民間救急等
の活用
・O-CISスキームを用いた宿泊調整

○「大阪オンライン診療・往診センター」によるオンライン
診療の周知、活用

○クラスター対策の徹底

配
食
・
パ
ル
ス

■支援対象者（希望者）
【簡易配食、パルス】
○発生届の対象者＋陽性者登録センター登録者
ただし、配食は以下の方を対象外
・無症状者
・有症状の場合で症状軽快から24時間経過し、

食料品の買い出しが可能な方
・外出可能な同居家族がいる方

【配食、パルス】
対象者を府に準じる
○対象者は大阪府と同様
発生届の対象者：保健所から確認
O-CIS登録者：SMS送信→対象外要件をクリア

した方が申請

全数届出見直しにかかる堺市の対応③（案）
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療養証明書の取り扱い

■入院給付金の対象を「重症化リスクが高い方」のみに変更

各生命保険会社が順次、令和4年9月26日以降、新たに新型コロナウイルス

感染症と医師から診断され、医師や保健所の判断により宿泊療養、自宅療養

をされた方のうち、「重症化リスクが高い方」のみに変更すると発表

・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与または
新たに酸素投与必要と、医師が判断する方
・妊婦の方

【重症化リスクが高い方（発生届の4類型）】

【請求手続きに係る必要書類】
①My HER－SYS療養証明（画面)：発生届4類型対象患者は利用可能
②新型コロナウイルス感染症の診断年月日がわかるもの
③重症化リスクが高い方であることがわかるもの
（医療機関で発行された「領収書」、「診療明細書」、母子手帳など）
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自宅療養者・高齢者施設等への対応

■「感染対策に不安がある」等とした施設への訪問指導等※2

対象施設：89施設
訪問実施：45施設（内、調整中1施設）

マニュアル研修：44施設
全施設にマニュアル研修の通知済（入所系8/12、通所・訪問系8/15）
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高齢 障害

クラスタ―施設数 137施設 26施設

クラスター陽性者数 2,199人 358人

クラスター発生状況（第7波以降 ※6/20～9/20公表対象期間分）

■陽性者が判明した高齢者施設等への往診等
実施数：17施設 38回訪問

■自宅療養者への往診等実績 ※1

往診数：197人 安否確認：10人

※1：大阪府事業及び地域の医療機関による電話診療等除く
※2：高齢者施設等へ本市が実施したアンケート調査で把握



障害者施設における陽性者等の療養場所の確保

○民間賃貸住宅等賃借事業補助金 【市独自事業】

ゾーニングが困難な居住系の障害者施設において、感染拡大防止を
目的に、陽性者等の療養場所として民間賃貸住宅等を賃借する際の
経費（家賃及び光熱水費）を補助
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事 業 名 民間賃貸住宅等賃借事業補助金

支出先（対象） 市内の居住系障害者施設（共同生活援助、施設入所支援）

対 象 経 費 賃借した住宅における家賃及び光熱水費

補 助 額 1か月につき、上限20万円


