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新型コロナウイルス感染症:  

隔離に関する COVID-19 感染者への指示 

 

 

概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

i. ５日目以降に隔離を終えるための条件を満たし、少なくとも 1日以上間隔をあけて行われた Covid–19 検査で、2回連続し陰

性が出た場合はマスクの着用が必要とされなくなります。 

ii. ロサンゼルス郡公衆衛生局は、6日目から 10日目の間に隔離を終了するにあたって、Covid–19 検査で陰性であることを確認

することを強く推奨します。検査を受ける際は、偽陽性の出るリスクを減らすために、抗原検査（自主検査も含む）が推奨さ

れています。 

iii. まだ熱が治まっていない方は熱が下がってから 24時間隔離を続けてください。免疫不全の方や Covid–19 が重症化した方は、

他者の周りにいることができるようになる時期について医師にご相談ください。  

 
ご質問がある方や、ホームレスまたは自宅で安全に隔離を行うことができない方は、公衆衛生局 COVID 情報ラ

イン 1-833-540-0473 までお電話ください。毎日午前 8時から午後 8時半まで、ご相談を受け付けています。 
 

 隔離を行う: 他者から離れ、自宅に待機する。 
 

新型コロナウイルスに感染したら、最低 5 日間は他者から離れ、自宅待機することが義務付けられていま

す。症状がない場合、または過去にワクチン接種や感染したことがある場合でも、隔離を行わなければなりま

せん。以下の隔離の方法に従い周りの人たちを守りましょう。 
 

日数の数え方: 
• 発症日を 0日目とします。 

• 無症状の場合は、陽性反応が出た日を 0日目とします。症状が出てきた場合は発症日の 0日目から改

めて数え直すことになります。 

 

隔離の終了について: 

以下の基準を満たしている場合に、５日目*以降(6〜10 日目の間)に隔離を終えることができます： 

日数 

周りに 

人がいる

状況では

マスクを

着用する i  

 

発症日または陽性反応が出た日  

隔離期間の初日 

隔離終了日 iii  

以下の場合は、５日目以降に隔離を終了する

ことができます： 
• 24 時間発熱していない（解熱剤無し

で）、さらに 
• その他の症状が見られない、または症状

が軽く、回復してきている 

ロサンゼルス郡で、COVID-19 感染者は:  
 

❶隔離する（周りの人から離れて自

宅待機する）、および 
 

❷１０日目までしっかりとフィット

するマスクを着用する、  およ

び 
 

❸ 濃厚接触者に感染の可能性があ

ることを知らせ、濃厚接触者へ
の指示に従うことを伝える。 

 

ウイルス検査で陽性が出た方や、新型コ

ロナウイルスに感染していると医療従事

者に判断された方は、感染者とみなされ

ます。 

最新情報については英語版の ph.lacounty.gov/covidisolation をご覧ください。他の言語での表示をご希望の方は左端

にある「Translate（翻訳する）」をクリックし、ご希望の言語をお選びください。 
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• 解熱剤なしで、少なくとも 24 時間発熱が治まっている、および 

• その他の症状が見られない、または症状が軽く、回復してきている。 
 

*注: ロサンゼルス郡公衆衛生局は、6日目から 10 日目の間に隔離を終了するにあたって、Covid–19 検査で陰

性であることを確認することを強く推奨します。検査を受ける際は、偽陽性の出るリスクを減らすために、抗

原検査（自主検査も含む）が推奨されています。 
 

COVID-19 の症状が改善しないようであれば改善されるまで、または 10 日目以降も隔離を続けて行わなければ

なりません。  
 

免疫不全を伴う病気をお持ちの方や新型コロナウイルス感染症にかかり重症化した方は 10 日間以上自宅に待

機しなければならない場合があります。他者の周りにいれるようになる時期についてかかりつけ医にご相談く

ださい。 
 

隔離終了後に新型コロナウイルス感染症の症状の再発や悪化が見られる場合、コロナのリバウンド(再陽性)で

ある可能性があります。抗原検査を受けてください。陽性が出た場合は 0日目から隔離をもう一度行う必要が

あります。医師に症状やご不安な点について相談しましょう。 
 

しっかりとフィットするマスクを着用する 

隔離中、周りに人がいる状況を避けられない場合はしっかりとフィットするマスクを着用しなければなりませ

ん。屋内では他者のそばで、しっかりとフィットするマスクを 10 日目*まで引き続き着用してください。 
 

*5 日目以降に隔離を終えられる基準を満たしている場合、少なくとも 1日以上間隔をあけて行われた Covid–

19 検査で、2回連続し陰性が出た場合にマスクの着用は早め(6〜10 日目の間)に必要とされなくなります。 
 

注: 職場に復帰する際は、合計 10 日間、職場でマスクを着用することを求められます。職場復帰（非医療機関

での）概要表をご覧ください。 
 

予防効果の最も高いマスクに関する詳細は ph.lacounty.gov/masks をご覧ください。 

 
濃厚接触者に感染の可能性があることを伝える 
 

あなたと濃厚接触があった人に感染の可能性があることを伝えましょう。マスクの着用、検査、健康状態の観

察などしてウイルス蔓延のリスクを低減させるための措置を講じる必要があります。濃厚接触者に対する指示
についても伝えてください。ph.lacounty.gov/covidcontactsから複数の言語が選択できます。  
 

学校や職場で COVID-19 に感染した、またはあなたが他の人に感染させたと疑いがある場合、推奨されている

検査など、必要な措置を取れるように学校や職場に連絡してください。  
 

  

濃厚接触者の定義 

「濃厚接触者」とは、感染可能期間内*に 24 時間以内に最低 15分間あなたと同じ屋内空

間を共有した人のことです。 

屋内空間の例には、自宅、待合室、飛行機内などがあります。「最低 15分間」というの

は、24 時間以内に陽性者と同じ空間に 3回以上、5分間いた場合などです。 

*発症 2日前から隔離を終了できる基準を満たすまで、あなたに感染性がある（他の人に感

染させる可能性がある）とみなされます。新型コロナウイルス検査で陽性と確認された場

合でも症状のない方は、検査日の 2日前から 5日目まで感染性があるとみなされます。 
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 隔離の方法 – 周りの人たちを守る 
 

• 治療上必要な外出でない限り自宅に留まる。 
o 治療を受けるために外出を必要とする場合は、しっかりとフィットするマスクを着用してくだ

さい。  
o 福祉のサービス、食料や薬など必需品を探すのにお困りの方は 2-1-1 に電話でお問い合わせく

ださい。  

• 自宅で家族や同居人から離れる。 
o 不要不急の訪問者はお断りしましょう。 
o 家族と同じ部屋にいる必要がある場合はマスクの着用をお願いします。  
o できるだけたくさん新鮮な空気を家に取り込みましょう。窓を開け(安全にできる場合)、扇風

機で外に空気が流れるようにしたり、空気洗浄機を使ったりしましょう。詳細については「屋
内で新型コロナウイルス感染症リスクを軽減させるためのヒント」（チラシ）や CDC のウェブ

サイトで「自宅の換気を改善する」をご覧ください。 
o 部屋を共有しなければならない場合はなるべく 6フィートの距離をあけてください。重症化リ

スクの高い人たちから離れることが重要です。 

• 別々の洗面所を使うようにするか、共有トイレを使用するたびに触った表面の清掃や消毒を行ってく

ださい。  

• 20秒以上かけて頻繁に手を石鹸と水で洗う。 
o 手洗い方法とそのタイミングをご覧ください。手が洗えない場合はアルコール濃度が 60%以上

の消毒液を使ってください。 
• 頻繁に触れる表面（ハイタッチエリア）を定期的に(最低 1 日 1 回)掃除・消毒する。 

o 家庭用洗剤、除菌スプレーやワイプなどを使用してください。取り扱い表示に従いましょう。 

 COVID-19 治療および診療について  
 

• 症状のある場合は、たとえ症状が軽くても直ちに COVID-19 の治療に関して医師にご相談ください。治

療により、重症化を予防することが可能です。多くの大人や一部の子どもが無料で Paxlovid などの治

療薬を手に入れることができます。経口薬は発症日から 5日以内に投与する必要があるため、必ず急

いでください。かかりつけ医にお問合せするか公衆衛生のテレヘルスサービス、1-833-540-0473 まで

お電話ください。年中無休で午前 8時から午後 8時半まで受付しています。 詳細は

ph.lacounty.gov/covidmedicines をご覧ください。 
• かかりつけ医と連絡を取り合い、懸念される症状や悪化が見られる場合は診療を受けてください。 

医師をお探しでお困りの方は 24 時間対応の 211 をダイアルしてください。doctor, call 211, available 2 
• 緊急性が高い症状があなたや誰かに見られる場合は 911 までお電話ください。 

 

Emergency warning signs 
 

  
 

  

呼吸困難 胸の圧迫感や

痛み 

血色の悪い、灰

色またはざめた

肌や唇、または 

爪床* 

困惑してい

る、または目

覚め辛い 

その他の深刻

な症状 

 

*肌の色により異なります 
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ストレス対処法 
• メンタルヘルスについ手の相談を希望する方はかかりつけ医に相談するかロサンゼルス郡精神衛生局

(LAC DMH)の 24 時間対応ヘルプライン 1-800-854-7771 までお電話ください。 
• メンタルヘルス＆ウェルビーイングに関する地域の情報についてはロサンゼルス郡精神衛生局 COVID-

19 Webページ および 211LA のウェブページ 211la.org/resources/subcategory/mental-health をご覧

ください。 
• 緊急時ホットラインのリストなどの詳細情報も CDC（アメリカ疾病予防管理センター）のウェブペー

ジ、ストレス対処法でご覧いただけます。ロサンゼルス郡の住民は、英語とスペイン語で閲覧できる

精神衛生に関するオンライン情報 iPrevail.com に無料でアクセスできます。人生の日常的なストレスを

サポートするための、要求に応じて訓練されたピアコーチとのチャット、地域のサポートグループ、

自分のペースに合わせて受けることのできるレッスンなどのサービスが提供されています。 
 

 その他の情報 

• ph.lacounty.gov/media/coronavirus/ 多言語対応ウェブサイト 
• カリフォルニア州雇用開発局 ウェブサイト 
• カリフォルニア州 COVID-19 安全対策・労働者の権利 パンフレット 

 
 


