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よくある質問 

1. ロサンゼルス郡公衆衛生局（DPH）にいつ、どのように報告したらよいですか？ 
• 発症前 14 日以内のいずれかの時点で保育所にいた検査機関による検査で確認された COVID-19 症例

（確認された陽性症例）を 1 件以上特定した場合は報告してください（発症日は COVID-19 の症状が

最初に現れた日、または COVID-19 検査日のいずれか早い方）。感染者は、スタッフ、子供、家族の

一員、または施設への訪問者である可能性があります。 
• 安全なオンラインによる報告は、DPHにCOVID-19への曝露を通知する上で推奨される方法であり、コ

ンピューターまたはモバイルデバイスから、安全なウェブアプリケーションにアクセスすることによ

り 実 行 で き ま す 。 以 下 の URL に ア ク セ ス し て 、 ア プ リ を ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す 。

http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport 
• アプリを使用できない場合は、教育セクター向け COVID-19 症例及び接触者ラインリストをダウンロー

ドして記入し、ACDC-Education@ph.lacounty.gov.に送信してください。本文書の最後に記載されて

いるパスワード保護の手順を確認して、電子メールで送信する前に書類を保護する方法を確認してく

ださい。 
• コンピューターやインターネットにアクセスして報告することが困難な場合は、888-397-3993 まで電

話してください。 
•  すべての症例の通知は、症例の通知を受けてから 1 営業日以内に送信する必要があります。 
• 曝露に関する質問がある場合、またはラインリストを完成させるのに 1 営業日以上かかると予想され

る場合は、ACDC-Education@ph.lacounty.gov に電子メールを送り、延長をリクエストできます。で

きるだけ早く症例と接触者のリストに記入して送信してください。 
• 14 日間以内に職場内で 3 件以上の COVID-19 の症例が確認された場合、上記の報告手順に従って、直

ちに報告する必要があります。 
 

2. ファミリーチャイルドケアホームで感染者の発生があったかどうかはどうすれば分かりますか？ 

陽性の症例（COVID-19検査で陽性であった人または医療従事者によってCOVID-19と診断された人）が他

者への感染力のある期間中にファミリーチャイルドケアホームにいた場合、あなたの施設で感染者が出た

ということになります。 

 
• 感染力のある期間（症例が他の人に感染する可能性がある期間）は、症状が現れた 2 日前から、

症状が最初に現れてから少なくとも 10 日が経過し、最低 24 時間（解熱剤をを使用せずに）発

熱が治まっており、かつ症状が改善した時点までと定義されます。 
• 感染者に症状がなかった場合、感染力のある期間は検査を受けた日の 2 日前から検査後 10 日間

と定義されます。 
 

感染力のある期間中にその個人が保育所にいなかった場合、保育所では感染者が出ていないということに

なります。 ただし、上記のように、保育所の所有者が感染者の発生がなかったと判断した場合でも、感染

者が発症前の14日間に施設内にいた場合、保育所は確認された症例を報告する必要があります。 
  

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsx
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsx
mailto:to%20ACDC-Education@ph.lacounty.gov
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
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3.  どのようなときに、COVID-19感染者と濃厚接触した（ウイルスに曝露した）と考えたらよいです

か？ 
感染力のある期間中にCOVID-19感染者であると診断された人に、以下のいずれかで接触があった場合、そ

の人は濃厚接触者*であると見なされます。 

• COVID-19 感染者の 6 フィート以内の距離に 24 時間の間に合計 15 分間以上一緒にいた場合、 

または 

• COVID-19感染者の体液及び／または分泌物に保護具を着用せずに接した方（例：咳やくしゃみ

の飛沫がかかる、唾液に触れる、食器を共有する、または適切な保護具を着用せずに感染者の

ケアをした等）。 

濃厚接触者がワクチン接種を完了しており、症状がない場合は、検疫を行う必要はありません。濃厚接触

者がワクチン接種を完了していない場合は、検疫の指示事項に従わなければなりません。 

 

*教育分野におけるCOVID-19に関するガイダンスは随時変更されています。教育分野における最新の濃厚

接触者の定義については、就学前教育現場に於ける曝露管理計画を定期的に確認してください。 

4. ワクチン接種を完了したと見なされるのはいつですか？ 

以下のワクチン接種後、2週間経過している人は、COVID-19に対するワクチン接種完了者と見なされます。 
• ジョンソン＆ジョンソン（J＆J）/ ヤンセン製 COVID-19 ワクチンの 1 回接種、または 
• ファイザーまたはモデルナ製 COVID-19 ワクチンの 2 回目の接種、 
• 世界保健機関によって緊急使用向けにリストされている COVID-19 ワクチン（例、アストラゼネカ

/オックスフォードやシノファーム）の必要接種回数の接種を完了。 
 
2回目または単回接種を受けてからから2週間以内の場合、COVID-19ウイルスに対しての予防措置を安全

に停止するには、十分な保護が得られていません。 
 
免疫力が低下している方への追加の推奨事項など、詳細については、「ワクチン接種完了後」のウェブペ

ージをご覧ください。 

 

5. ファミリーチャイルドケアホームで感染者が出た場合、どのように対処すればよいですか？ 

• 隔離： 症例は、DPHの隔離の指示事項の指示に従って隔離を行う必要があります。 

• 検疫： COVID-19感染者との濃厚接触者はすべて、ファミリーチャイルドケアホームを直ちに離れ、検

疫の指示事項に従う必要があります。教育セクターに於ける最新の濃厚接触者の定義については、就

学前教育サイトに於けるCOVID-19曝露管理計画及び「検疫に関するガイダンス」を定期的に確認して

ください。 

• 以下のリソース＃5の説明に従って、家を掃除/消毒してください。 
• 上記のセクション１での説明通りに報告してください。 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#footnote-02
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/fullyvaccinated/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
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• チャイルドケアホームの居住者の中に曝露者または感染者がいる場合は、施設を一時的に閉鎖してく

ださい。チャイルドケアホームに居住する人が隔離または検疫を行っている間、施設は閉鎖されなけ

ればなりません。 施設は、ファミリーチャイルドケアホームに居住するすべての人が必要な隔離また

は検疫期間を完了した後にのみ再開できます。非居住者のスタッフと子供も、施設に戻る前に、個別

の隔離または検疫を完了する必要があります。 
 

6. どのようなときにファミリーチャイルドケアホームを閉鎖する必要がありますか？ 
保育所は、次のすべてのシナリオで閉鎖する必要があります。 ファミリーチャイルドケアホームに居住す

る人が隔離または検疫を行っている期間は、ファミリーチャイルドケアホームも閉鎖されなければなりま

せん。さらに、セクション5に記載されているすべての要件が適用されます。 

• シナリオ #1: COVID-19感染が確認された子供またはスタッフが、上記で定義された感染力のある期間

中にあなたの保育所にいた場合、感染者はその場所で他の人を感染させたた可能性があります。チャ

イルドケアプロバイダーがどの子供とスタッフが濃厚接触したかを判断できない場合は、すべての子

供とスタッフが検疫の指示に従う必要があります。 

• シナリオ #2: ファミリーチャイルドケアホームに居住する人が検査で陽性の場合、チャイルドケアホー

ムは閉鎖しなければなりません。チャイルドケアプロバイダーはまた、誰かが症例に濃厚接触したか

を判断し、検疫を行うように指示する必要があります。プロバイダーがチャイルドケアでの感染発生

の可能性を否定できないが、濃厚接触者を明確に特定できない場合は、すべての子供とスタッフが検

疫する必要があります。上記のセクション1で説明したように、チャイルドケアプロバイダーはこの症

例をDPHに報告する必要があります。 
• シナリオ #3: ファミリーチャイルドケアホームに居住している人がウイルスに曝露された (濃厚接触者

と見なされている)場合、検疫の指示事項に従って検疫を行い、施設は一時的に閉鎖する必要がありま

す。 
 

7. ファミリーチャイルドケアホームを閉鎖する必要ないのはどのような場合ですか？ 

チャイルドケアホームに居住していない子供やスタッフがチャイルドケアホーム外でCOVID-19に曝露した

場合は、ファミリーチャイルドケアホームを閉鎖する必要はありません。この個人は濃厚接触者と見なさ

れ、チャイルドケアホームからの除外を含む検疫の指示に従う必要があります。ただし、感染者と接触の

あった子供やスタッフが検疫期間中に陽性と判定され、かつ感染力のある期間中にチャイルドケアホーム

にいた場合は、セクション6のシナリオ＃1及びセクション5のすべての手順に従ってください。 

 
また、セクション4で定義されているように、ウイルスに曝露されたすべての世帯員及び/またはスタッフ

がワクチン接種を完了している場合は、サイトを閉鎖する必要はありません。 
 

熟読し、従うべきガイダンス文書、リソース、及び手順： 
1. 就学前教育 COVID-19 ツールキット：これは就学前教育（ECE）のランディングページです。オンライ

ンレポートの提出方法に関する説明ビデオや、Excel バージョンの症例と接触者リストへの記入方法に

関するビデオなど、セクターに関連するすべてのリソースが含まれています。以下は、このツールキ

ットからアクセスできる主要な文書へのリンクです。 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/ECE/
http://ph.lacounty.gov/acd/Media/EducationREDCapOnlineReportingTrainingSlides030521.mp4
http://ph.lacounty.gov/acd/Media/EducationREDCapOnlineReportingTrainingSlides030521.mp4
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2. 就学前教育ガイダンス文書：安全性を高め、ECE設定に於ける COVID-19感染のリスクを軽減するため

の ECE プロバイダーの要件及びベストプラクティスの要約。 
3. 就学前教育サイトに於ける COVID-19 曝露管理計画：この文書は、あなたの保育施設で COVID-19 の

症例を確認したときに取るべき、必須かつ推奨される手順について説明しています。 
4. 教育機関に於ける子供と従業員のための曝露とスクリーニングの決定経路  

本文書は、子供/従業員が症状スクリーニングで陽性であった場合に取るべき行動について説明してい

ます。 

5. 家の清掃 

6. COVID-19検査が必要な人は、かかりつけ医に問い合わせることが推奨されます。これが選択肢でない

場合は、https://corona-virus.la/covid-19-testingにアクセスして、検査に関する情報をご覧になり、検

査の予約を入れてください。 
7. COVID-19ワクチン接種の詳細と予約については、VaccinateLACounty.comをご覧ください。 

 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の詳細、またはCOVID-19に関連する最新のLAC-DPHの更新内容

と衛生担当官命令は、DPHのウェブサイトから入手できます。曝露管理に関する質問がある場合は、 
ACDC-Education@ph.lacounty.govまでお問い合わせください。 

REDCapを介してDPHにレポートを送信できず、Excelバージョンで症例と接触者ラインリストの報告書を 

送信する場合は、Excelシートをパスワードで保護する必要があります。 
手順は次のとおりです。 

 
症例と接触者ラインリストを保護するパスワード - 手順 

 
 Excelの症例と接触者ラインリストに含まれる個人の健康情報（PHI）を保護するには、Excelワークブックを

パスワードで保護する必要があります。 

1. Windowsでは、左側のリボンの“File” (ファイル)> “Info” (情報)をクリックします。. 

2.  “Protect Workbook” (ワークブックの保護)、“Encrypt with Password” (パスワードで暗号化)の順に

クリックします。 
3. パスワードを入力し、「OK」をクリックして、もう一度パスワードを入力します。 ファイルを保存

します。 
4. 電子メールで、パスワードをACDC-education@ph.lacounty.govに電子メールで送信します。パスワ

ードとは 別の電子メールでExcelファイルを送信します。 

5. Macの場合、“File” (ファイル)、“Passwords” (パスワード)の順にクリックします。 

6. “Password to Open”(開くパスワード )フィールドにパスワードを入力します。 “Read-only 
recommended”(読み取り専用推奨)がオフのままになっていることを確認してください。 「OK」を

クリックします。 パスワードをもう一度入力し、「OK」をクリックします。 ファイルを保存しま

す。 
7. 電子メールで、パスワードをACDC-education@ph.lacounty.govに電子メールで送信します。パスワ

ードとは 別の電子メールでExcelファイルを送信します。 
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/education/GuidanceEarlyChildhoodEducation.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protection/CleaningInfographic.pdf
https://corona-virus.la/covid-19-testing
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
https://dphredcap.ph.lacounty.gov/surveys/?s=HAD8P8WXDM
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