
「健康観察」の手引き

保健所（保健師）確認用

2021年7月28日

（2022年2月2日更新）



訪問看護師による自宅療養者の健康観察について

◆自宅療養者に対し、保健所が行っている電話等による健康観察について、保健所長が訪問による観察相談が
必要と認めた患者に対し、地域の訪問看護ステーションが直接自宅に訪問する体制を新たに整備する。

《府の支援》
・１回あたり出務料２万円、 初期費用 ５万円(１回限り)
・資機材の支援(マスクN95、ガウン等)

《留意点》
・保健所長が訪問時の報告により、患者の状況に応じて、救急要請、
入院等の必要性を判断・対応する。
・健康観察での緊急対応や介助及びケアの実施は対象外

大阪府

大阪府訪問看護ステーション協会

自宅療養者

① 委託契約
訪看リスト提出

⑦ 請求・支払い

⑥ 実績支払
実績報告

②訪問の同意

④訪問
健康相談・健康観察
(検温・SPO2)など

リスト共有

訪問看護ステーション

15,031名（令和3年5月11日）

参考

訪問看護師による健康観察

《大阪府訪問看護ステーション協会》

《第４波における最大自宅療養者数》

・訪問看護事業の健全な発展に寄与
することを目的に設立した団体
会員施設数：８６０箇所以上

(20２１年現在)

③依頼

⑤健康観察の結果報告
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お送りする資料の他、各種関連資料は、以下の大阪府訪問看護ステーション
協会ホームページに別途掲載中です。併せてご確認ください
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①「健康観察支援事業」特設ページ
https://daihoukan.or.jp/kenkoukansatu-2021-page/

（掲載）事業概要・実施地域など

②「健康観察事業」応募のページ
https://daihoukan.or.jp/kenkoukansatu2021-oubo-page/

（掲載）登録ステーションの応募WEBフォーム等

③「健康観察事業」登録訪問看護ステーションのためのページ
https://daihoukan.or.jp/kenkoukansatu-tourokust-page/

（掲載）訪問看護師のための健康観察マニュアル（PDF 全14P）
健康観察Q＆A （複数名訪問の考え方や物品、訪問者の資格等）
契約関係書式 仕様書等
報告の流れ、請求の流れ、契約の流れ
各種報告書様式【別紙１ 別紙２ 別紙１－１ 別紙１－２】

④「健康観察」登録済み訪問看護ステーションへのお知らせのページ
https://daihoukan.or.jp/kenkoukansatu-tourokust-oshirase/

（掲載）全体連絡等、登録ステーションへの連絡のためのページ

パスワードで閲覧可 保健所も閲覧可 PW;   touroku

https://daihoukan.or.jp/kenkoukansatu-2021-page/
https://daihoukan.or.jp/kenkoukansatu2021-oubo-page/
https://daihoukan.or.jp/kenkoukansatu-tourokust-page/
https://daihoukan.or.jp/kenkoukansatu-tourokust-oshirase/


Ⅰ．本事業の実施地区と開始日

大阪府保健所管轄区域（7月26日開始）

池田保健所、茨木保健所、守口保健所、

四條畷保健所、藤井寺保健所、富田林保健所、

和泉保健所※、岸和田保健所、泉佐野保健所

※ 和泉保健所は7月12日より開始

政令市・中核市（8月4日開始）

堺市、高槻市、寝屋川市、東大阪市、八尾市

大阪市※8月6日より開始
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Ⅱ．対象患者

○新型コロナウイルス感染症陽性者のうち自宅療養者であり、

保健所長が訪問による「健康観察」を必要と認めた者

・保健師の確認により訪問の同意を得られた方

・救急搬送等、保健所の指示に従える方

○対象例

・他の疾患の有無（既往）や、重症度にかかわらず、電話に

よる健康相談では、心身の状態が把握できない方

・電話では、療養環境が把握できない方

・対面による療養指導が必要と考えられる方
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Ⅲ．留意事項
①本事業の目的は「健康観察」であり、通常の訪問看護とは

異なり、原則、ケアや処置は実施しません

②本事業では、対面時間が15分を超える訪問となる可能性が

ある場合、看護師複数名での訪問を推奨しています

③ 「健康観察」の終了後、看護師より、担当保健所へ電話連絡が

入ります

報告内容を鑑み、自宅療養継続、救急搬送、療養先の変更等

保健所が判断し対応を行ってください
（訪問した看護師は対応できません）
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＜複数名訪問の例＞
・ 療養指導に時間を要する可能性がある
・ 症状が重い（可能性）
・ 登録STの看護師が初めて本事業に参加する場合
・ 世帯に複数の陽性者がいる場合
・ その他理由で、登録ST（看護師）が希望した場合



Ⅳ．本事業の流れ

＜事前準備＞

１．登録STのリストの受領

２．必要備品の調達と登録STへの配布

３．登録ST報告用の電話番号、メールアドレスの準備

＜実 施＞

４．対象者の同意を得る

５．登録STへの依頼をする

６．登録STからの報告受けと方針決定

７．連絡調整（府）
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１．登録STリストの配布

①大阪府より、各保健所に登録STリストがメールで配布されます

②登録STのリストは、随時更新され、更新毎に配布されますので、

最新リストの確認をお願いします

③登録STのリスト、連絡先等の公開は禁止です

大阪府訪問看護

ステーション協会

登録STの応募※

リスト化

大阪府

保健所

保健所

保健所

保健所

メール

メール

※ 本事業は集合契約となっているため、登録Stは、大阪府訪問看護St協会の会員に限られています 8



２．必要備品の調達と登録STへの配布
①「健康観察」事業に必要な必要備品は、大阪府より保健所へ

支給します。不足時は大阪府個別事象グループ物資班（06-4397-3249）

まで連絡してください

②必要備品を、保健所にまとめて郵送します

③リストにある登録Stに保健所より連絡していただきます

リストの配布、更新があれば、その都度登録STに電話（又はメール）し、配布方法を

伝えてください。（原則、登録Stに、必要備品10～20セット※１を取りに来てもらう）

④登録訪問看護Stへ必要備品の配布※２をお願いします

大阪府 保健所

メール依頼

物品をまとめて
郵送

※２ 登録STには、事前に必要備品の支給（設置）をしておく必要があります。登録Stには、保健所より連絡がある

ことを伝えていますので、まずは、地域の登録、更新STへ 電話またはメールによる連絡をお願いします。

リストにある

登録訪問看護ST

電話連絡

配布

※１ 支給するPPE備品（カッコ内は1回あたりの必要備品の数）×10～20セット／１登録STあたり

○N95 マスク（２）○手袋（４）○ガウン（１）○ﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞ（１）
○ヘアキャップ（１）○足袋（１）○ゴミ袋（３）
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３．報告用の電話番号、メールアドレスの準備

① 保健所では、登録St（訪問看護師）から、報告、連絡を受ける

ための電話番号、メールアドレス、FAX番号の準備をお願いします。

（登録訪問看護STの電話番号、メールアドレスは、リスト参照）

② 電話番号、メールアドレス、FAX番号は、登録訪問看護STに個別に

お伝えいただくか、依頼書に書きこむなどで、必ず伝達をお願

いします。

訪問看護師からの「健康観察」後の報告は、

①保健師への電話（訪問後速やかに）

②保健所へ文書報告【別紙１ 別紙１－２】（18時間以内）※

となります。

※ ②は、誤送信を避けるため、原則メールとします。

報告の流れは、本手引き１３P参照
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４．対象者の同意を得る

保健所で、訪問による「健康観察」が必要と判断した対象者に、電話等
で本事業について説明し、必ず事前に対象者の同意を得るようお願い
します。

同意が得られないケースは「健康観察」事業の対象とできません。

同意を得る内容

①保健師の代わりに訪問看護師が訪問し、「健康観察」を行うこと

②1～2名の看護師がPPE装着で行くこと

③約15分程度の健康観察であること

④患者費用はかからないこと

⑤装着後のPPEについては、患者宅で普通ゴミで捨てていただくこと

（ゴミ袋2重にしておくので、後に普通ゴミとして捨てていただく）

訪問看護師からも訪問前の電話確認で

同内容を対象者に確認することになっています
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５．登録STへ依頼する

①対象者の同意が得られれば、府より提供された一覧表より依頼する

STを選択し、登録STに、電話で依頼をしてください（依頼）

②登録STが受諾すれば、患者の概要について情報提供を行い、速やか

に、受諾STに、依頼書【別紙1－1】をメール等で送付してください

③受諾が困難な場合は、別のSTに依頼してください

依頼時の確認・情報共有内容

①「健康観察」実施の訪問日時（大体何時くらいに訪問するか）

②特に確認してもらいたい内容、療養指導してもらいたい内容

③依頼書には、介護度がないため、ADL等の状況をお伝え下さい

④訪問予定者の看護師氏名、予定訪問人数等

⑤パルスオキシメーター貸与の有無（患者宅設置の有無）

⑥その他、保健所（師）が「健康観察」に必要と考える情報

○健康観察の時間は、８：３０～１９：００までであり、登録ステーションにより、対応可能曜日、時間が異なります

○訪問前に登録ST看護師より、対象者への電話連絡が行われます（訪問時間他）
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【別紙１－１】



６．登録STからの報告受けと方針決定

①訪問の実施後は、訪問した看護師より、速やかに保健師に電話報告、18時間以内に、

書類報告【別紙1、別紙1－2】がされます

②報告の流れは以下となります

③自宅療養の継続、療養先の変更や救急要請等の判断・調整は、保健所で行って

いただきます
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大阪府

保健所
実施

訪問看護ST

電話報告
（訪問後速やかに）

別紙１ 別紙1－2
（原則メールにて

18時間以内）

別紙１
（原則メールにて

18時間以内）

【別紙１－２】 【別紙１】

※別紙１ 大阪府感染症対策支援課提出先アドレス
⇒ kansenshotaisaku-g06@gbox.pref.osaka.lg.jp 



７．連絡調整（府）

①大阪府では、実績確認のため、実施月の翌月15日～20日の間に、各保健所へ

実績確認の連絡をさせていただきます。保健所単位に確認いたしますので

対応をよろしくお願いします。
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大阪府

≪④実績の突合≫
保健所

大阪府

訪問看護ST協会

③府より確認メール
速やかに

ご回答ください

（実施月の翌月15～20日頃）

①別紙２報告
（実施月の翌月10日まで）

実施訪問看護ST

②別紙２報告
（実施月の翌月15日までを目安）

⑤確認実績の連絡
（実施翌月25日迄）

⑥支払い通知書のFAX（実施月の翌月末頃。）
（委託料振込みは通知書発効から2週間）

実績確認後
委託料を入金

（実施月の翌々月
の5日まで）



１）送付文書
２）契約書
３）仕様書
４）委任状兼誓約書
５）口座振込み登録書
６）自動配信メール印刷（確認用）
７）返信用封筒（封筒）

登録ST ST協会

①応募（WEBフォーム入力）

②受付自動配信メール

③登録STのリスト送付
（一両日中 土日祝除

く）
⑤契約関係書類の郵送（WEB登録後速やかに）

４）委任状兼誓約書 ５）口座振込依頼書

⑥委任状兼誓約書等の返送
保健所 保健所 保健所

大阪府

④登録STのリスト送付

上記は、実施訪問看護ステーションが登録時に ［A]の回答を選択された場合の流れです。
WEB登録時［B］回答の場合は、「委任状兼誓約書」の到着をもって、大阪府にリスト送付します。

「健康観察」事業の応募から集合契約までの流れ（登録STのリスト送付）

委託契約（集合）

［参考；WEB登録時（応募フォーム）の回答］
□A.当訪問看護ステーションは、正式契約（集合契約）前ですが、ホームページ掲載の各書類を確認しましたので同意の上登録いたします
□B.当訪問看護ステーションは、正式契約（集合契約）後に、登録させていただきます。

参考資料



不明な点がある場合は下記までご連絡ください

大阪府 健康医療部 保健医療室

感染症対策支援課 入院・療養支援グループ

電話：０６－４３９７－３２３９
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作成：一般社団法人大阪府訪問看護ステーション協会
監修：大阪府健康医療部保健医療室感染症対策支援課
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追加資料

健康観察の使い方
～医師の指示による訪問看護と健康観察の併用の考え方について（注意）～

＜事例別＞
【使用例１】別事業所であれば同一時間帯の健康観察と訪問看護の活用が可能
A、訪問看護ステーションが、陽性者の訪問看護として医師の指示書で介入
B、訪問看護ステーションが、保健所依頼を受けて、健康観察として看護師1名が同時間帯に介入
➣ A事業所とB事業所が打合せし、現場で合流、２名の看護師で対応を行う

注意１：但し、保健師との連携が重要。健康観察は保健所依頼であり、窓口(相談)ステーション等を通じて、このよ
うな場合の打ち合わせをしておく必要がある。

（登録STからの保健所への個別連絡は保健所業務ひっ迫のため、窓口STに相談、必要時調整依頼）

【使用例２】（従前より確認済） 同一日、別時間帯で健康観察と訪問看護の活用が可能（役割分担）
A、訪問看護ステーションが、医師の指示のもと訪問看護介入（処置のみ）
B、訪問看護ステーションが、同一日、別時間帯に入り健康観察にて、療養指導をメインに行う
注意２：上記注意１に同じ

【使用例３】（従前より確認済） 同一日、健康観察後に医師の指示を受け訪問看護の実施が可能
A、訪問看護ステーションが保健所指示のもと午前中に健康観察を実施
B、訪問看護ステーションが、健康観察実施と同一日、医師の指示のもと、午後より訪問看護を実施

【使用例４】陽性者の訪問看護に初めて対応する事業所の場合、健康観察で経験ステーションが指導、助言のため
に同行訪問が可能（同一日、同一時刻）

※注意：同一時間帯に、同一事業所から訪問看護(1名)と健康観察(1名)の出務をし、両制度を使用することはできま
せん。

【通常の訪問看護で陽性者対応する場合の困難性】
〇介護が必要である場合１名の看護師による対応では難しい場合も多い。
〇休校等が相次ぎ、出勤できる看護師数の減少から、1事業所あたり2名の出務が難しい。

〇各市所管の介護関係のサービスが停止することが多く、代替サービスが確保できない。


