
帰国者・接触者相談センター
委託業務

令和2年12月17日

AWAナース

千郷ひとみ

目 的

新型コロナウイルス感染症対策として県内各保健所
に設置している帰国者・接触者相談センターにおいては、
全国的な感染拡大に伴い、相談件数の増加及び受診
調整等の業務が増加している。

今後の感染者数の増加に伴い、クラスター発生防止
のため、積極的疫学調査等の業務に多数の職員が対
応する必要があることから、帰国者・接触者相談セン
ター業務の委託に係る必要な事項を定める。

委託業務内容
【内容】
・新型コロナウイルス感染症が疑われる方の電話相談
・新型コロナウイルス感染症に係る医療機関等からの電話相談
・保健所長等の医師の指示のもと、帰国者・接触者外来との受診調整
・その他、新型コロナウイルス感染症に係る関連事業

【業務場所】
・徳島保健所

【業務日及び業務時間】
・休日・祝祭日を除く平日
・8時30分から17時15分

【派遣人数】
・2名または3名

【派遣期間】
・令和2年4月22日から令和3年3月予定

AWAナース間で
情報共有

新型コロナウイルス感染症発生状況(徳島県)
(令和２年11月30日22時現在)

【累計】

【月別感染者数】

【年齢構成】

感染者数 181人 (全国) 149612人

死亡者数 9人 (全国) 2165人

2月 1人 7月 20人

3月 2人 8月 107人

4月 2人 9月 15人

5月 0人 10月 16人

6月 1人 11月 17人

年齢区分 人数 比率(％)

10歳未満 1人 0.6％

10代 13人 7.2％

20代 41人 22.6％

30代 16人 8.8％

40代 11人 6.1％

50代 21人 11.6％

60代 24人 13.3％

70代 21人 11.6％

80代 17人 9.4％

90代以上 16人 8.8％
男性 95人

女性 86人

【性別】
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相談等対応班

【プロジェクトチーム】 ・ 陽性者対応班(積極的疫学調査・施設立入・検体採取)
・ 事務処理対応班(入院勧告・就業制限等)
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応援派遣職員(保健師・技術・事務)
看護協会AWAナース

・新型コロナウイルス感染症発生状況
・PCR等検査状況
・積極的疫学調査の結果
・陽性者の入院・経過、退院状況
・陽性者の退院後の健康観察等
・濃厚接触者のPCR検査、健康観察等
・陽性者の関連施設への立入結果

情報共有
朝・夕 ミーティング実施

電話相談の
資料を掲示

相談対応票に
沿って

電話相談対応

帰国者・接触者相談センター委託業務
開始当初の「受診相談の目安」

・風邪症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続く場合

・強いだるさ(倦怠感)や(息苦しさ)がある場合

＊高齢者や糖尿病、心不全、呼吸器疾患の基礎疾患や透析を
受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方は重症化
しやすいため、上の状態が2日以上続く場合

＊妊婦の方は、念のため早めに相談

近医もしくは救急受診し医師の指示に従う

受診の際には、まず医療機関に
電話連絡し、マスク着用すること

風邪症状、発熱が
4日以上って？



発熱等の症状がある場合の「相談・受診」の方法

• 令和2年11月9日以降は、まず
身近な「かかりつけ医」に電話相
談し、受診や検査の指示を受ける

• 各保健所に設置していた「帰国
者・接触者相談センター」は「受
診・相談センター」に名称を変更

• 「かかりつけ医」がなく、相談できる
医療機関もない場合は「受診・相
談センター」に電話し、受診可能
な「診療・検査協力医療機関」を
案内してもらう

受診・相談センター(各保健所)

【保健所】 【管轄地域】

徳島保健所 徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、
佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島
町、藍住町、板野町、上板町

吉野川保健所 吉野川市、阿波市
阿南保健所 阿南市、那賀町
美波保健所 牟岐町、美波町、海陽町
美馬保健所 美馬市、つるぎ町
三好保健所 三好市、東みよし町

電話相談受付時間：月～金曜日（午前9時から午後5時まで）

診療・検査協力医療機関
(令和2年11月26日現在)

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行に備え、発熱患者等の
診療・検査を実施する医療機関を「診療・検査協力医療機関」として指定し、令和2年
11月9日から運用を開始

徳島市 118 阿波市 10

鳴門市 25 阿南市 21

小松島市 13 那賀郡 4

勝浦郡 2 海部郡 10

名西郡 15 美馬市 11

板野郡 32 三好市 6

吉野川市 18 三好郡 3

診療・検査協力医療機関(288) 基幹病院(11)

徳島市 2 三好市 2

鳴門市 1 海部郡 1

小松島市 1 板野郡 1

阿南市 1 美馬郡 1

吉野川市 1

相談者

かかりつけ医あり かかりつけ医なし

コロナ対応不可の
診療・検査協力医療機関

受診・相談センター

コロナ対応可能診療・検査協力医療機関

COVID19(ー) COVID19(+)

入院の必要なし 精査・入院等必要

必要に応じ
受診・安静

病院間で調整

保健所

入院調整本部

入院

退院後4週間の健康観察
職場・学校への復帰OK

積極的疫学調査

濃厚接触者 接触者 関係者

PCR検査
COVID19(ー)

PCR検査
COVID19(ー)

有症状

保健所連絡
PCR等検査

2週間の自宅待機
健康観察

2週間の
自己健康観察

有症状者からの相談
フローチャート
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180 電話相談件数【4月22日～11月30日】

看護協会 保健所

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 合計

1 2 2 0 1 20 107 15 16 17 181
月別感染者数

4月
(6日間)

5月
(18日間)

6月
(22日間)

7月
(21日間)

8月
(20日間)

9月
(20日間)

10月
(22日間)

11月
(21日間)

月別件数 205 232 221 459 707 403 331 210

1日平均 34.2 12.9 10.1 21.9 35.4 20.2 15.1 10.0

看護協会
電話相談件数

相談センター業務での良かった事

➢新型コロナウイルス感染症に関する事項、感染状況や対応について、
県の医療体制等、保健所からタイムリーに最新情報を知ることができ、
適切な対応につながった

➢相談業務の役割を担うことになり、新聞やインターネットで情報収集し
勉強する機会になった

➢相談者への対応について、医師や保健師などの保健所職員からの

助言が得やすく、難しい内容の電話は対応してもらえる

➢相談者からの感謝の言葉や安心してもらえたと実感できた時

➢保健所業務の多忙な状況、大変さが理解できた

➢電話対応は限られた時間の中で、的確で迅速な対応が必要であり、
新型コロナウイルス感染症の知識や情報が追いつかないことがあった

➢現行の医療や検査等や県の体制への不満や公表に関する事、風評
被害的な事へのクレーム対応

➢相談者の内容が非公表であったり、詳細が伝達されていなかった時の
対応

➢相談者の顔が見えないため、不安の内容や相談したい事を推察し、寄
り添うことが必要になる

➢新型コロナウイルス感染症以外の内容での相談に時間をとられた

➢業務に携わっていない期間の情報収集が大変である

相談センター業務での困った事



自分の知識が役立ち良かった
今後も看護と係りたい

自分自身のやりがいにつながっている
少しでも社会に貢献でき良かった

メンバー間で情報交換ができ
交流もあり充実している

AWAナースとして様々な場所で
業務できることは良い経験となる

ご清聴ありがとうございました


