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埼⽟県⻭科医師会新型コロナウイルス感染症対応指針（追補版）4 ⽉ 20 ⽇ 
新型コロナウイルス感染症対策等臨時委員会 

 

会⻑の⾔葉 
⼀般社団法⼈埼⽟県⻭科医師会 

会 ⻑  ⼤島 修⼀ 

 

緊急事態宣⾔が出され、⼀段と⻭科医療の現場も厳しさを増してきました。マスク、エタノールそれに

加え⼿袋の不⾜は変わらず⼤変な状況にあります。そして、先⽣本⼈やスタッフの感染への恐怖や患者

対応、外出⾃粛などの社会的要望などで、診療をどうするか考えている医療機関は多いと思います。感

染経路不明の患者が増える中で、来院する患者の感染の可能性も⾼まっています。 

それらに対して、基本的感染対策の徹底。患者の体温測定や健康状態のチェックに加え、不急の患者へ

のアポイントの調整。診療⽇数や診療時間の短縮など様々な対応に苦慮されている事と思います。 

それと共に最近、皆がストレスを抱えている中で起こる、先⽣とスタッフやスタッフ同⼠の軋轢が発

⽣しているとも聞きます。この困難な状況に対しぜひ診療所が⼀丸となって⽴ち向かって下さい。感染

防⽌や診療の対応などに対して診療所の中で、皆で話し合い、問題を共有し対応してください。スタッ

フも皆、診療に対して不安でいると思います。スタッフみんなが納得できる体制や⽅法を⾒つける事で、

協⼒し診療が継続出来るのだと思います。⼀つのほころびが⼤きな傷になる事が⼼配です。感染予防等

の物理的問題に加え、⼈と⼈の関りを壊さない様に⼼配りをお願いします。 
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はじめに 
 

政府ならびに埼⽟県において緊急事態宣⾔が発令されています。安倍⾸相は、専⾨家の試算で⼈と⼈

との接触機会を最低７割、極⼒８割削減することができれば、２週間後には感染者の増加をピークアウ

トさせて爆発的な感染者の増加を回避でき、クラスター対策による封じ込めの可能性も出てくると述べ、

５⽉６⽇までの１か⽉に限定して、外出⾃粛を要請しました。 

しかしながら、最近の報道を⾒ると政府や県の思惑通りには対応が進んでいないのが現状ですが、埼

⽟県⻭科医師会においては、政府及び埼⽟県の感染拡⼤防⽌策に全⾯的に協⼒していく体制で臨みます。 

本法⼈は、定款第3条（⽬的）にあるように、医道の⾼揚、⻭科医学及び⻭科医術の進歩発達、⻭科

医療の普及並びに公衆衛⽣の向上に関する事業を⾏い、地域住⺠の健康な⽣活の確保と社会福祉の増進

に寄与する活動を⽬的にします。それを踏まえて新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌にも積極的に対応

して⾏かなければなりません。 

医療崩壊を招かないために、⻭科医療が果たす役割を冷静にご判断いただき、不急の診療は控え感染

対策に留意した上で、地域住⺠の健康な⽣活の確保に必要な⻭科医療を提供していただきたいと思いま

す。診療上の緊急事態で病院に患者を依頼しなければならなくなる様なことも避けるようにして下さい。

今以上に病院等に負担をかけることは厳に慎まなければなりません。 

⼀⽅で、新型コロナウイルス感染症の拡⼤により、会員の先⽣⽅におかれましても先の⾒えない不安

の中で、診療継続か縮⼩か中⽌かの判断に苦悩していることと推察します。 

感染拡⼤と医療崩壊について毎⽇のようにテレビ等で報道されていますし、SNS においても多くのグ

ループが⽴ち上がり、情報が⼊れば⼊るほど、余計に不安が増すのではないでしょうか。 

埼⽟県⻭科医師会としても、これが絶対に正しいという様な指針を⽰すことは出来ませんが、最終的

に各先⽣⽅が⽅針を決定する参考として情報の発信を続けて参ります。 

新型コロナウイルス感染症の終息まで⼤きな混乱を⽣じることなく、地域医療に貢献して頂くことを

願っております。 
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 埼⽟県⻭科医師会新型コロナウイルス感染症対応指針（4 ⽉ 20 ⽇） 
 

1. 緊急事態宣⾔に伴う⻭科医療機関への要請、通知 
〇 内閣府 

新型コロナウイルス感染症対策本部基本的対処⽅針（4 ⽉ 11 ⽇変更版）要約 
・ 国⺠の⽣命を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会機能を維持するこ

とが重要である。 

・ 「三つの密」（密閉、密集、密接）を避け、積極的疫学調査等によりクラスターの発⽣を封じ込

めることが重要である。 

・ 最低 7 割、極⼒ 8 割程度の接触機会の低減を⽬指し、外出⾃粛の要請等の接触機会の低減を組

み合わせて実施することにより、感染拡⼤の速度を可能な限り抑制することが、上記の封じ込め

を図るためにも、また、医療提供体制を崩壊させないためにも、重要である。 

・ 緊急事態措置を実施すべき期間は令和２年４⽉７⽇から令和２年５⽉６⽇までの 29 ⽇間であ

る。 

・ 緊急事態措置を実施すべき区域は埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県、⼤阪府、兵庫県及び福岡

県である。なお、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、期間内であっ

ても速やかに緊急事態を解除する。 

・ この宣⾔の下、政府や地⽅公共団体、医療関係者、専⾨家、事業者を含む国⺠が⼀丸となって、

基本的な感染予防の実施や不要不急の外出の⾃粛、「三つの密」を避けることなど、⾃⼰への感

染を回避するとともに、他⼈に感染させないように徹底することが必要である。 

・ 医療体制の維持のため、新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対

応もあるため、すべての医療関係者の事業継続を要請する。 

 

〇 厚⽣労働省 医政局⻭科保健課 

⽇本⻭科医師会ならびに各都道府県部への事務連絡（4 ⽉ 6 ⽇） 
⻭科医療機関における新型コロナウイルスの感染拡⼤防⽌のための院内感染対策について（抜粋） 

１ 標準予防策の徹底について 

⻭科医療に関連する⼀般⻭科診療時の院内感染の予防策については、「⼀般⻭科診療時の院内

感染対策に係る指針（第２版）」を厚⽣労働省ホームページにおいて公表していることから、参

考にすること。 

２ ⻭科診療実施上の留意点について 

新型コロナウイルスについては、⾶沫感染が主体と考えられており、標準予防策に加え、接触

感染予防策、⾶沫感染予防策が必要である。⻭科診療においては、唾液等の体液に触れる機会
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が多いことや⻭の切削等によりそれらが⾶散することがあるなどの特性に鑑み、感染拡⼤防⽌

のため、以下の点に特に留意すること。 

（１）⻭科診療の実施前に、患者の状態について、発熱や咳などの呼吸器症状の有無や海外渡

航歴等について確認すること。新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合については、速や

かに「帰国者・接触者相談センター」にご相談いただくよう、患者に伝えること。 

（２）診療室の定期的な換気を実施するとともに、診療の内容に応じて、感染リスクを減らす

ための対策を適切に⾏うこと。なお、⻭科医師の判断により、応急処置に留めることや、緊急

性がないと考えられる治療については延期することなども考慮すること。 

（３）⻭科診療を⾏う上での留意点については、関連学会から考え⽅が⽰されているので参考

にすること。 

 

〇 厚⽣労働省健康局健康課、医政局⻭科保健課   

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣⾔を踏まえた健康増進事業の実施に係る

対応について（4 ⽉ 14 ⽇）抜粋 
1  健康増進法に基づく健康診査等の各種健診・保健指導等(以下単に「各種健診・保健指導等」と

いう)であって集団で実施するものについては、 

○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条第 1 項第 2 号で指定される都道府県内の市町村

及び「感染拡⼤警戒地域※」とされる感染状況が拡⼤傾向にある地域の市町村においては、原則と

して実施を延期すること。 

○ それ以外の市町村においては、当⾯の間における実施の必要性を改めて検討するとともに、必

要に応じて延期等の措置を⾏うこと。なお、実施する場合には、感染 拡⼤防⽌の観点から、必要に

応じ、集団で⾏う会場等では、マスクの使⽤・⼿洗い場の確保、体調不良受診者の事前の把握(受付

時の発熱等症状の確認など)、会場⼊⼝へのアルコール消毒液の設置など適切に対応されたい。 

また、延期等により、各種健診・保健指導等受診できない者には、別の機会に各種健診・保健指導

等を受ける機会を設けること。 

2  当該健康増進事業の社会的必要性等を踏まえ、訪問指導等で家庭を訪問する場合には、感染拡

⼤防⽌のため、以下の点に留意すること。  

(1) 訪問に際し、訪問する家庭の対象者や家族に発熱や咳、くしゃみなどの呼吸器症状がないか確

認すること。  

(2) 事業従事者は、訪問時における⼿洗い、マスクの着⽤、エプロンの着⽤、咳エチケットの徹底

を⾏う等、感染機会を減らすための⼯夫を⾏うこと。  

3  個別で実施する各種健診・保健指導等については、当該実施機関等と適宜相談の上で実施する

かどうか判断すること。なお、実施する場合には、2 に準じて、対象者の症状の有無の確認、感染

機会を減らすための⼯夫を⾏うこと。  
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2. ⽇本⻭科医師会、⽇本⻭科医学会による⻭科医療機関への情報提供と対応

指針 

 

〇 ⽇本⻭科医師会 新型コロナウイルス感染症対策本部 
 新型コロナウイルス感染症拡⼤に伴うお願い(4 ⽉ 3 ⽇) 
１．緊急性が少なく、延期しても問題が少ない治療、定期健診、訪問診療等は延期もご検討くださ

い。ただし、例えば⻭周病等の重症化予防のための定期管理が延期されることは、全⾝状態の悪化

にも繋がることから、延期の際には、電話等で患者さんに必要な指導を⾏い、指導内容等は記録に

留めるようお願いします。訪問⻭科診療についても同様です。特に介護施設や在宅等で、⻭科⼝腔

衛⽣状態の低下による誤嚥性肺炎の発症等が懸念されますので、電話等での施設、患家との連携、

指導等もお願いします。 

２．診療を⾏う場合は、不顕性の感染者の来院があることを想定し、次のことにご留意ください。 

１）学会等の⾒解を踏まえ、エアロゾルの発⽣する切削器具、スケーラー等の使⽤については最⼩

限にとどめると共に、有効とされている⼝腔外バキュームの併⽤、ラバーダム等の活⽤をお願いし

ます。 

※エアロゾルへの対応については、⽇本⻭科医学会連合並びに⽇本⻭科⼝腔外科学会からも⾒解が

⽰されました。 

２）感染の疑いのある患者さんの識別に向け、受診者に対しての検温も⾏うとともに「味覚障害」

「嗅覚障害」の症状も参考としてください。 

３）待合室の待機患者数を減らすようアポイント調整をお願いするとともに、待合室、診療室の換

気の徹底をお願いします。⻭科医療現場では、これまで⻭科診療所を核とした感染拡⼤の報告がな

く、これは困難な状況下で全国の⻭科医療機関が精⼀杯の対応をされている結果と、⼼から感謝申

しあげます。 

特定の地域限定であっても、⻭科医療の縮⼩による国⺠の全⾝の健康への影響を懸念いたします

が、更なる感染機会の増加を防ぎ、⻭科医療機関スタッフの健康と⽣命を守り、コロナウイルス感

染終息後の地域の⻭科医療、⻭科⼝腔保健提供体制の維持の為に、何卒ご理解とご協⼒をお願いし

ます。 

 

※ 国からの通知、通達の全て及び⽇本⻭科医師会からの情報は⽇本⻭科医師会のホームペ

ージで確認して下さい。 
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〇 ⽇本⻭科医学会 
（⼀社）⽇本⻭科医学会連合新型コロナウイルス感染症対策チーム（4 ⽉ 3 ⽇） 

新型コロナウイルス感染症について Coronavirus 

《 対策情報 その３ 》 

⻭科診療における新型コロナウイルス感染症に対する留意点について（第 3 報） 

― ⻭科診療を⾏う際の環境整備 ― 

新型コロナウイルス感染症は 

・潜伏期間が 1〜12.5⽇（多くは 5〜6⽇）と他のウイルス疾患より⻑いといわれています。 

・発熱や呼吸器症状といった具体的な症状が無いウイルス保有者が⼀定の割合存在し、その無症状者が感

染源になります。このような特徴があるため、より⼀層の院内感染対策を徹底しましょう。 

１ 院内感染を防⽌するために 

■⾶沫感染・接触感染の予防 

定期的な窓開けなどによる換気を徹底しましょう。（「密閉」の回避） 

ユニット周りだけでなく、レセプトコンピューターなどの周辺機器も清拭しましょう。 

ドアノブなど患者さんの触れる場所の清拭をしましょう。 

待合室の遊具などを撤去しましょう。 

患者さん来院時の⼿洗い、⼿指消毒も⼤切です。 

吸引装置（⻭科⽤および⼝腔外バキューム）を積極的に使⽤しましょう。 

ラバーダムを活⽤しましょう。 

■患者さんには予約時間遵守のお願い 

待合室の⼈数をできる限り少なくして「密集、密接」を回避しましょう。 

■事前の問診、感染疑い症状がある場合の電話連絡対応の徹底本疾患によく⾒られる発熱・感冒様症状

や 14 ⽇以内の海外渡航歴を確認しましょう。 

最新の情報では⿐⽔・⿐づまりなどの⿐症状のない突然の味覚や嗅覚の異常も注意すべき症状です。 

■標準予防策の徹底 

マスクの正しい着⽤や⽬の保護（ゴーグルやアイシールドなど）を使⽤しましょう。 

■⼿指衛⽣の徹底 

積極的な⼿洗い、消毒⽤エタノールなどによる⼿指消毒をしましょう。 

■診療スケジュールの調整 

治療内容により、可能な限り予約間隔や使⽤ユニットの調整をしましょう。 

２ ⻭科医療従事者が感染源とならないために 

■職員の健康管理 

毎⽇⽋かさず体温を計り、倦怠感などの症状があれば⾃宅待機を徹底しましょう 
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《 対策情報 その２ 》 

⻭科診療における新型コロナウイルス感染症に対する留意点について（第 2 報） 

１ 感染経路について 

コロナウイルスの感染経路は⾶沫感染、接触感染が基本です。新型コロナウイルスも主な感染経路は同

様であるとされていますが、相対的に密閉された空間で⻑時間⾼濃度の汚染されたエアロゾルに曝露し

た場合には、エアロゾルによるウイルスの伝播が起こりうると考えられます。そのため、スタンダード

プレコーション（標準予防策）に加えて感染経路予防策を考慮しなければなりません。 

２ エアロゾル感染について 

本感染症の感染経路については、「エアロゾル感染」という表現が注⽬されています。「エアロゾル」の

定義は国により異なる部分がありますが、「気体中に浮遊する微⼩な液体または固体の粒⼦」を指します。

わが国で感染経路別予防策は、「接触感染」、「⾶沫感染」、「空気感染」に分類されています。⾶沫感染は、

感染患者さんのくしゃみ、咳、会話などで放出された病原体を含む⾶沫（5 ㎛以上）が⼝腔粘膜、⿐粘

膜結膜などに付着することにより感染します。空気感染は⾶沫核感染とも表現され、病原体を含んだ⾶

沫が乾燥してさらに微⼩な（5 ㎛以下）⾶沫核となり空気中に浮遊し、それを吸⼊することにより感染

します。 

閉鎖空間に浮遊したウイルスを除去するために定期的な換気を実施し、複数の患者さんの診療を同時に

⾏わない、⼀⼈⼀⼈の治療の間隔をあけるなどの医療機関の規模に応じた対応が必要です。さらに、

SARS-CoV-2 は銅表⾯に 4 時間、ステンレス表⾯に 48時間、プラスチック表⾯に 72 時間⽣存してい

たことから、接触感染を考慮した⼿袋やガウンの装着、⼿の触れる場所の消毒や⼿洗いは極めて重要で

す。 

３ ⻭科診療における対応 

〜新型コロナウイルス感染症が疑われる患者さんが受診した場合の留意点〜 

⻭科治療では、エアロゾル発⽣に注意しなければいけない⼿技が⽤いられます。そのため従前より、ス

タンダードプレコーション（標準予防策）が励⾏されてきました。SARS-CoV-2（新型コロナウイルス

感染症の原因病原体）はエアロゾル内に 3時間⽣存することが報告されています。 

不顕性感染や潜伏期間中の感染者からウイルス排出の可能性があることや、新型コロナウイルス感染の

疑われる患者さんに対して N95 マスク等の感染防護具を準備できない場合が多いことを考慮して、エ

アタービンやハンドピース、超⾳波スケーラー等を使⽤した処置は回避し、応急処置にとどめることや、

場合により当該治療の延期などを検討すべきです。 

また、エックス線検査が必要な場合に、⼝内法は咳やむせを誘発しないように細⼼の注意を払うことが

必要です。また、可能な場合は、パノラマエックス線撮影などの⼝外法で対応を検討したほうが良い

でしょう。 

緊急を要しないと診断した場合には、極⼒観⾎的な治療等は延期し、投薬などの対応を考慮すべき

です。 

《 対策情報 その１ 》 

⻭科診療における新型コロナウイルス感染症に対する留意点について（第 1報）新型コロナウイル
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スについての⻭科の受診と⻭科医療現場の対応は第 2報、第3報にて上書きされているので省略 

新型コロナウイルス感染症について Coronavirus（国⺠に向けて） 
 

はじめに 

―本情報提供の⽬的― 

今般の新型コロナウイルスの⻭科医療における感染症対応については、（公社）⽇本⻭科医師会（以下、

⽇⻭）に対策本部が⽴ち上がり、内部組織である⽇本⻭科医学会（以下、学会︓学会連合とは別組織）

からもメンバーが加わり、⽇⻭のホームページの対策情報にリンクする形で学会から情報発信が⾏われ

ています。 

今回、⽇本⻭科医学会連合（以下、学会連合）として新型コロナウイルス感染症対策チームを⽴ち上げ、

ホームページで情報発信することになりました。ここでは、新型コロナウイルスについてのその時点で

の対応を紹介しながら、新型コロナウイルスへの対応を通して、国⺠との協働によって、⻭科医療の安

全性について⼀段と向上させるための取り組みです。 

《 国⺠のみなさまへ その１ 》 

ウイルス感染に対抗する⻭科の重要性 

「インフルエンザ予防と⻭周病菌との関係」より考えられること 

１ ⼝腔健康管理（⼝腔清掃）はウイルス感染への⽔際対策です 

感染症予防のために⼤事なことは、⾝体を清潔にすることです。清潔な体の表⾯に病原菌は感染しにく

いのです。しかし、⼿や体、髪を洗うことは⼼がけていても、お⼝の中を清潔にすることを忘れていま

せんか︖ 

ウイルスの感染は、⿐と⼝と⽬から起こります。インフルエンザウイルスの場合、お⼝が不潔だと、⼝

に⼊ってきたウイルスが感染しやすくなります。お⼝を清潔にし、健康に保つことはウイルス感染の⽔

際対策なのです。お⼝に住んでいる細菌が出すタンパク分解酵素は、ウイルスが粘膜細胞の中に感染す

ることを促進します。ウイルス感染予防のために、お⼝の衛⽣管理を⼼がけて下さい。特に⻭周病菌は

強⼒なタンパク分解酵素をもっています。⻭周病にかかっている⽅には、ご⾃⾝での⼝腔清掃と共に、

⻭科医院におけるプロフェッショナルケアも⼤事です。 

２ 不潔なお⼝は腸内細菌のバランスを乱して全⾝の免疫⼒を弱めます 

ウイルス感染への有効な対策は、体の免疫⼒を低下させないことです。腸内細菌のバランスは全⾝

の免疫に密接にかかわっています。そのため、腸内細菌のバランスが崩れると、感染症にかかりや

すくなったり、さまざまな全⾝疾患が発症しやすくなることが知られています。お⼝の細菌が⾷道・

胃を通って腸内にたどり着き、腸内細菌のバランスを乱して全⾝疾患発症の原因となることが判っ

てきました。お⼝が不潔な⽅、特に⻭周病にかかっている⽅は、⾷事のたびにたくさんのお⼝の細

菌が腸に運ばれるため、全⾝の免疫⼒が低下するリスクが⾼まります。 

３ お⼝が不潔だと肺炎のリスクも⾼まります 

中⾼年になると誤嚥と⾔って、⾷べ物や唾液が気道に⼊ってしまうことがあります。お⼝が不潔だ

と、この時にたくさんの細菌が気管に⼊って肺にまで⾄り、誤嚥性肺炎という肺炎を起こしてしま
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います。誤嚥のリスクが⾼い⽅は、ウイルス性肺炎のリスクも当然⾼くなります。 

さらに、⻭ぐきに住む⻭周病菌が⾎流にのって全⾝を駆け巡り、体のあちこちに炎症を起こします。ま

た、⻭ぐきの炎症により作られた炎症を起こす物質（炎症性物質）も⾎流にのって全⾝へとばらまかれ

ます。その結果、体の免疫が乱されてウイルス感染による炎症症状が進みやすくなってしまいます。 

４ 注意してください︕コロナウイルスは⼝からもやってきます 

現在、中国からたくさんの論⽂が発表されています。これらの論⽂は、ウイルス感染が「⼝腔からも始

まる」可能性を⽰しています。今後ますます検証が進むと、コロナウイルス感染の予防には⼝腔衛⽣管

理が重要であることがはっきりしてくることでしょう。 

⼿洗い・うがいに加えて、お⼝のセルフケア（丁寧な⻭磨き）とプロフェッショナルケア（⻭科医院で

の専⾨的クリーニング）を⼼がけてください。また、⾆を磨くこともウイルス感染予防に効果がありま

す。 

《 国⺠のみなさまへ その２ 》 

新型コロナウイルス感染症の初期症状としての嗅覚異常と味覚異常 

１ はじめに 

阪神タイガースの 3⼈の選⼿が、特に他の症状がないにもかかわらず、嗅覚異常と味覚異常を訴え、そ

の後の新型コロナウイルス感染症に対する PCR検査によって陽性と判定されました。嗅覚異常と味覚異

常が、発熱、咳、⿐⽔や⿐づまりなどの⿐症状がない状態での新型コロナウイルス感染症の初期症状と

して、重要視されています。海外においても、韓国のほか⽶英独など、30〜70%ぐらいの⼈が初期に訴

える⾃覚症状として報告されており、⽇本⽿⿐咽喉科学会は、本感染症の初期症状としての認識と２週

間の経過観察の必要性を提⾔しています。 

 

みなさんも⾼熱や咳の症状がなくても匂いや、味に異常を感じた場合は新型コロナウイルスに感染して

いることも疑われますので、早期に「帰国者・接触者相談センター」やかかりつけ医に電話で相談して

ください。 

 

ここでは⻭科に味覚異常で来院される患者さんへの⼀般的な対応について説明し、新型コロナウイルス

が味覚異常を発症させる理由などについて、論⽂からの情報をお伝えします。少々専⾨的になりますが、

この機会に知識として⾝につけてください。 

２ ⻭科では味覚異常をどのように診断しているか︖ 

⻭科で味覚異常を診察する際に、まず念頭に置くのは、味覚を伝えている神経系（⿎索神経や⾆咽神経

など）の障害です。これらの神経の障害は、抜⻭などによる損傷、外傷による損傷、ヘルペスウイルス

による障害、中⽿炎などの罹患で起こります。ときには脳腫瘍や脳⾎管障害（中枢性疾患と呼ばれる）

なども考えられます。これらは、神経系の経路（神経回路）で起きている障害のためにそのほとんどが

⽚側です。神経が分布する場所（⽀配領域）に沿っていることから、その場所に痛みやしびれ、表情筋

の⿇痺などの症状が必ず伴います。味覚異常は、感冒、花粉症、アレルギー性⿐炎などでも発現します

が、これらは⿐⽔や⿐づまりなどの⿐の症状を伴います。 
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痛みやしびれ、表情筋の⿇痺などの症状がなく、味覚異常のみを訴える場合、まず考えられるのは亜鉛

⽋乏です。亜鉛は、細胞分裂（1個の細胞が 2個以上の細胞に分れる現象）に関わる多数の酵素活性に

関与しています。そのため、⾎液中の亜鉛不⾜が新陳代謝の著しい味の受容器である味蕾細胞の細胞分

裂を低下させます。⾎液中の亜鉛不⾜の原因として、栄養のバランス異常のほか、抗がん剤、抗パーキ

ンソン薬、抗アレルギー薬など多種多様の常⽤薬があります。患者さんが味覚低下ではなく異様な味を

感じると訴える場合は、⼝腔カンジダ症、貧⾎、シェーグレン症候群なども考えられますので、⾆の性

状や⾊調、⼝腔の乾燥の度合いなどの診察を必ず⾏います。また、糖尿病や腎不全の影響、放射線治療

後、うつなどの精神⼼理学的影響などによる味覚への影響もあります。これらの症状はじわじわと出現

します。つまり、⼝腔に原因があるわけではなく全⾝の⼀症状が⼝腔に出ているのです。しかし、突然、

他に考えられることがなくて著しい味覚障害が出現した場合、特発性疾患（原因不明で発⽣する疾患で、

医学の進歩により原因が解明されると特発性疾患から除かれる）として扱われます。新型コロナウイル

ス感染症の症状として味覚障害が報告されました。この時期ですので、新型コロナウイルス感染症も疑

われます。 

３．味覚異常という初期症状はどうして起こるのか︖ 

本来、さまざまなウイルスは、⼈間の何かの細胞に寄⽣して増殖します。 

専⾨的になりますが、新型コロナウイルスの場合、ACE2 受容体を持つ細胞に感染することが報告され

ています。新型コロナウイルスが、II型肺胞上⽪に存在する ACE2受容体に結合し、感染、増殖するこ

とで⽣命をも脅かすウイルス性肺炎を発症すると推測されています。その ACE2受容体は、体内のあら

ゆる箇所に存在しますが、⼝腔内粘膜にも多く存在すると報告されています。味覚障害は、⾆の上に多

く分布する味蕾細胞が新型コロナウイルスの感染によって破壊されて起こるものと思われます。体内へ

の⼊り⼝である⼝腔は、⿐腔とともに咽頭や気道より先んじて感染するのだと推測されます。特に暴露

が少ない場合、または極めて初期の場合、⿐腔や⼝腔だけが感染している可能性も⼗分に考えられます。

すなわち、発熱や咳や呼吸困難がなく、味覚障害だけが出現しているのは、暴露が少ない場合や極めて

初期の場合で⿐腔や⼝腔だけが感染している症例と推察されます。この段階でも他⼈に感染させる可能

性があることは疑いようがありません。本⼈も、感染が時間とともに咽頭・喉頭そして肺に広がる可能

性が当然ありえます。味覚障害は新型コロナウイルス感染の⾃覚症状の重要なひとつのシグナルだと認

識してください。 

 

※ さらに詳しい情報は、随時⽇本⻭科医学会のホームページを参照して下さい。 
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3. ⻭科医療機関の対応 
3.1. 診療を継続する場合の、⻭科医院における診療指針 

（⼀般社団法⼈埼⽟県⻭科医師会新型コロナウイルス感染症に関する対応指針 令和 2 年

4 ⽉７⽇） 

 

1. 施設内感染を防ぐための⾏動規範 

１）換気が悪く、⼈が密に集まって過ごすような空間や不特定多数の⼈が接触するおそれが⾼い

場所で開催されるイベント等は、クラスター（集団）発⽣のリスクが⾼いため参加しない。 

２）発熱や上気道症状等の症状が発現した場合は、院⻑に報告させる。事務局においては局⻑等

管理職に報告する。 

３）新規採⽤者の就業開始にあたり、最近の海外渡航の有無を必ず確認し、該当する者について

は、渡航先の確認や体調等について問い合わせ、必要に応じて⾃宅待機や検査を受けること等を

指⽰すること。 

４）スタッフ、職員の出勤時に検温する。 

５）満員電⾞や⼈混みでのマスク装着、出来るだけものに触れないこと。 

６）睡眠時間を⼗分に取り、⼿洗いを始め正しい⽣活習慣と規則正しい⽣活を送る。 

2．診療における感染症対策 

(ア) 感染者のスクリーニングと感染予防 

① 検温・・・・37.5度 C以上の患者には相談の上予約を取り直します。 

② 問診（問診票例・・別紙）問診票で患者をスクリーニングします。 

③ 患者に⼿洗い、アルコール消毒の励⾏、待合室でのマスク装着を指⽰します。 

(イ) 診療の際の感染予防策 

① サージカルマスク等、眼の防護具（ゴーグル⼜はフェイスシールド）及び⼿袋を装着しま

す。 

② スタンダードプリコーションの徹底 

③ エアロゾルを発⽣させる切削、超⾳波スケーラー等使⽤の際は上記に加え⼝腔外バキュー

ムを使⽤します。 

(ウ) ⻭科治療前の洗⼝ 

① ポビドンヨード含嗽液（商品名︓イソジンガーグル液 7%）の添付⽂書には新型コロナウ

イルスに類似した SARS ウイルスに対して 15 倍希釈液(0.47％)を 60 秒作⽤させる

と 99.9％以上のウイルス不活化率であると書かれています。 

(エ) ラバーダム防湿 

① ラバーダムを使⽤すると、特に⾼速ハンドピースと⻭科⽤超⾳波装置を使⽤する場合に、

唾液および⾎液で汚染されたエアロゾルまたは⾶沫の発⽣を最⼩限に抑えることができ
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ます。ラバーダムを使⽤する場合、通常のバキューム（吸引）とともに⼝腔外バキューム

（エアロゾルと⾶沫の⼤量吸引）を使⽤すると⾼い効果があります。 

(オ) 引き込み防⽌ハンドピース 

① 引き込み防⽌バルブのない⻭科⽤ハンドピースは、⻭科治療中に汚れ（デブリ）や液体を

吸引および排出することがあります。さらに、細菌やウイルスなどの微⽣物は、⻭科ユニ

ット内のエアーおよび⽔チューブを汚染し、知らない間に交叉感染する可能性があるため、

引き込み防⽌機能のない⻭科⽤ハンドピースは使⽤しないようにします。 

(カ) 診療室の消毒 

① 医療機関は診療室と公共エリアに効果的かつ厳格な消毒措置を取る必要があります。公共

エリアの設備（ドアノブ、イス、机を含む）は頻繁に洗浄および消毒する必要があります。

エレベーターを定期的に消毒する必要があります。また、エレベーターに乗る⼈はマスク

を着⽤し、さらにボタンなどに直接触れないよう配慮が必要です。 

② ⼿などの⽪膚の消毒を⾏う場合には、消毒⽤アルコール（70％）を、物の表⾯の消毒には

次亜塩素酸ナトリウム（0.1％）が有効であることが分かっています。また、医療器具の消

毒にはグルタラール、フタラール、過酢酸も有効です。この場合は、使⽤時の留意事項を

遵守してください。 
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〇 感染者スクリーニングのための問診票例 

１ 
⾵邪の症状や 37.5℃以上の発熱が 4 ⽇以上続いている。（解熱剤

を飲み続けなければならない⽅も同様です） 
はい   いいえ 

２ 過去 14 ⽇以内に咳や呼吸困難などの呼吸器の問題が発⽣した。 はい   いいえ 

３ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。 はい   いいえ 

４ 過去 14 ⽇以内に海外に旅⾏した。  はい   いいえ 

５ 
過去 14 ⽇以内に新型コロナウイルス感染が確認された患者と接

触した。 
はい   いいえ 

６ 過去 14 ⽇以内に海外から来た⼈々と接触した。 はい   いいえ 

７ 
過去 14 ⽇以内に⼆⼈以上の発熱や呼吸器の問題を抱えている

⼈々と濃厚接触した。 
はい   いいえ 

８ 
過去 14 ⽇以内に「三密（密集、密閉、密接）」に該当する場所に

⾏った。 
はい   いいえ 

９ 最近、味や臭いが判らなくなった。 はい   いいえ 

 

〇 問診結果に対する対応 

① 患者がすべての質問に「いいえ」と回答し、患者の体温が 37.5°C 未満である場合でも、⻭科医師

は感染防護⼿段を⽤いて⾶散またはエアロゾル発⽣を最⼤限に回避して患者を治療すること。  

② 患者がすべての質問に「いいえ」と答えたが、患者の体温が 37.5°C 以上である場合、患者には発

熱症状に対する医療を受けるように指⽰すべき。 

③ 患者が質問のいずれかに「はい」と答え、体温が 37.5°C 未満の場合、⻭科医師は「はい」の項⽬

の起こった⽇の 14 ⽇後までは治療を延期するのが良い。      

④ 患者が質問のいずれかに「はい」と答え、体温が 37.5°C 以上である場合、埼⽟県新型コロナウイ

ルス感染症県⺠サポートセンター（→帰国者・接触者相談センター）に相談する。 
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埼⽟県新型コロナウイルス感染症県⺠サポートセンター 

 

 
 

曜⽇や時間帯によって異なる相談先を⼀本化し、⼀般的な相談のほか、感染が疑われる場合には専⾨外

来につなぐ帰国者・接触者相談センターを御紹介するなど新型コロナウイルス感染症に関する御相談に

⼀元的に対応しています。ただし、学校の臨時休業等に伴う相談を除きます。 

電話番号︓0570-783-770   受付時間︓24 時間（⼟⽇・祝⽇も実施） 

 

〇 県内保健所連絡先 
名称 電話番号 FAX 番号 所在地 担当区域 

南部保健所  048-262-6111 048-261-0711 〒333-0842 川口市前川 1-11-1 蕨市、戸田市 

朝霞保健所  048-461-0468 048-461-0133 〒351-0016 朝霞市青葉台 1-10-5 
朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見

市、ふじみ野市、三芳町 

春日部保健所  048-737-2133 048-736-4562 〒344-0038 春日部市大沼 1-76 春日部市、松伏町 

草加保健所  048-925-1551 048-925-1554 〒340-0035 草加市西町 425-2 草加市、八潮市、三郷市、吉川市 

鴻巣保健所  048-541-0249 048-541-5020 〒365-0039 鴻巣市東 4-5-10 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 

東松山保健所  0493-22-0280 0493-22-4251 
〒355-0037 東松山市若松町 2-6-

45 

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島

町、吉見町、ときがわ町、東秩父村 

坂戸保健所  049-283-7815 049-284-2268 〒350-0212 坂戸市石井 2327-1 
坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山

町 

狭山保健所  04-2954-6212 04-2954-7535 〒350-1324 狭山市稲荷山 2-16-1 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市 

加須保健所  0480-61-1216 0480-62-2936 〒347-0031 加須市南町 5-15 行田市、加須市、羽生市 

幸手保健所  0480-42-1101 0480-43-5158 〒340-0115 幸手市中 1-16-4 
久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、

杉戸町 

熊谷保健所  048-523-2811 048-523-4486 〒360-0031 熊谷市末広 3-9-1 熊谷市、深谷市、寄居町 

本庄保健所  0495-22-6481 0495-22-6484 〒367-0047 本庄市前原 1-8-12 本庄市、美里町、神川町、上里町 

秩父保健所  0494-22-3824 0494-22-2798 〒368-0025 秩父市桜木町 8-18 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 
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〇 政令指定都市、中核都市設営保健所 

 

さいたま市各区役所保健センター 

〇相談窓⼝（平⽇昼間 8:30〜17:15） 

  ・⻄ 区保健センター  TEL 048-620-2700 FAX 048-620-2769 

  ・北 区保健センター  TEL 048-669-6100   FAX  048-669-6169 

  ・⼤宮区保健センター  TEL 048-646-3100   FAX  048-646-3169 

  ・⾒沼区保健センター  TEL 048-681-6100   FAX  048-681-6169 

  ・中央区保健センター  TEL 048-840-6111   FAX  048-840-6115 

  ・桜 区保健センター  TEL 048-856-6200   FAX  048-856-6279 

  ・浦和区保健センター  TEL 048-824-3971   FAX  048-825-7405 

  ・南 区保健センター  TEL 048-844-7200   FAX  048-844-7279 

  ・緑 区保健センター  TEL  048-712-1200 FAX  048-712-1279 

  ・岩槻区保健センター  TEL 048-790-0222 FAX  048-790-0259 

帰国者・接触者相談センター 

 （1）昼間（8:30〜17:15） 

    さいたま市保健所 疾病予防対策課 

    TEL 048-840-2220  FAX 048-840-2230 

 （2）夜間（17:15〜8:30） 

    新型コロナウイルス感染症県⺠サポートセンター 

    TEL 0570-783-770 

  

名称 電話番号 FAX 番号 所在地 

さいたま市 各区役所保健センター 
詳細はこちら  

川越市保健所  049-227-5107 049-224-2261 〒350-1104 川越市小ヶ谷 817-1 

越谷市保健所  048-973-7530 048-973-7534 〒343-0023 越谷市東越谷 10-31 

川口市保健所  048-423-6832 048-423-8852 〒333-0842 川口市前川 1-11-1 
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3.2. 埼⽟県の⻭科医療機関、また⻭科医療従事者が次の各事象に遭った時の措置について  
 

参照 埼⽟県⻭科医師会新型コロナウイルス感染症対応指針 4 ⽉ 7⽇版 5ページ 

 

3.3. 会員診療所の経営に⼤きな影響が出た場合の対応について 

 
 

参照 埼⽟県⻭科医師会新型コロナウイルス感染症対応指針 4 ⽉ 7⽇版 5ページ 

 

※ 追加 

各種パンフレット 

ホームページ等連絡先を掲載しました。 
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【参考】 
 

会員が困った時の Q&A（⻭科医師で弁護⼠の⼩畑 真先⽣作成） 
 

Q1）緊急事態宣⾔された場合，⻭科医院を閉める義務があるか 

A1） 新型インフルエンザ等対策特別措置法は，都道府県知事が，住⺠に対して外出しないことその他

感染の防⽌に必要な協⼒を要請できます。そして，要請に応じないときには要請に係る措置を講ずべき

ことを指⽰することができるとともに，要請や指⽰したときは公表すると規定しています（新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法 45条）。 

https://shop.gyosei.jp/online/wp/wp-content/uploads/2020/03/1584340748.pdf 

ただし，この規定は，強制⼒を伴わない「お願い」ですし，お願いしている内容は開院を禁⽌する（閉

院を義務付ける）ものではありません。つまり，法律上は開院を禁⽌（閉院を義務付け）していません。 

ですので，緊急事態宣⾔が出された場合に，⻭科医院を開けるか閉めるかは，法律上は，⻭科医院の⾃

主的な判断で決めることになると思われます（実際には，都道府県知事や⻭科医師会から，何らかの具

体的な⾏動指針が⽰される可能性があるものと思います。）。 

なお，新型インフルエンザ等対策特別措置法 31条，施⾏令 5条 2項は，都道府県知事は患者の治療に

必要な場合には⻭科医師等に対して医療を⾏うように要請すると規定しています。 

  

Q2）⼀時的に閉院した場合は、スタッフへの給与はどこまで⽀払う必要があるか 

A2）⼀般論としては，労働基準法 26 条は，⻭科医院の責めに帰すべき事由により休業する場合には，

労働者に平均賃⾦の 60％以上（就業規則で休業⼿当を平均賃⾦の 60％以上としている場合には就業規

則に従わなければなりません。）の⼿当を⽀払わなければならないと規定しています。 

したがいまして，休業時には，スタッフへ給与の 60％以上を⽀払わなければならない可能性が⾼いと

思われます。 

不可抗⼒による休業といえる場合には，法律上は⽀払う必要はありませんが，緊急事態宣⾔が出され

て，⻭科医院が⾃主的に閉院した場合は，不可抗⼒とは⾒なされないとされています。 

なお，法律上⽀払う必要がない場合でも，⻭科医院の経営状況や今後のスタッフとの信頼関係等を考

えて，どのような形にするかについては，最終的には院⻑のご判断となりますので，いろいろな視点か

らご対応いただければと思います。 

ご判断いただく１つの材料としては，様々な補償制度がありますし，これからも国の施策として出さ

れてくると思います。条件を満たせば，いろいろな補償を得られる可能性がありますので，今後も注視

していただければと思います。 

下記に関連サイトを貼っております。⻭科医院にも使⽤できる助成等もたくさんありますので，必ずご

⼀読いただければと思います。 
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・新型コロナウイルス感染症対策お役⽴ち情報（⾸相官邸） 

https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_index.html  

・新型コロナウイルス感染症対策（内閣官房） 

https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html 

・新型コロナウイルス感染症関連（経済産業省） 

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

・新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ（経済産業省） 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf 

・雇⽤調整助成⾦（厚⽣労働省）助成率 最⼤ 9 割 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.

html 

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000614800.pdf 

・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、飲⾷店等のテナントの賃料の⽀払いについて柔軟な措置

の実施を検討するよう要請（国⼟交通省）  

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000201.html 

・新型コロナウイルス感染症に係る傷病⼿当⾦の⽀給に関する Q&A 

https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf 

・個⼈向け緊急⼩⼝資⾦等の特例（厚⽣労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000606493.pdf 

・新型コロナウイルス感染症関連〜相談窓⼝⼀覧〜 

https://www.meti.go.jp/covid-19/sodan_madoguchi.html 

  

Q3）スタッフが業務後に飲み会やカラオケ，イベント開催，ライブハウスなど，いわゆる「３つの密」

に該当するところへ⾏こうとしたりする場合，懲戒処分することは可能か 

A3）本⼈の問題⾏為によって感染した場合，本⼈の問題だけでなく，⾵評被害も含めて，⻭科医院全体

への影響は計り知れないものになります。 

また，⻭科医院のスタッフが，３つの密の場所に⾏っている，もしくは作り出していることを，周囲の

⼈が知った際の⻭科医院のイメージダウンも考えてもらう必要があります。 

ですので，まずは，感染防⽌策を⾏うとともに，周囲への影響も含めて，⽇々の⾏動について，⾃覚を

持ってしっかりと⾏動するように，周知徹底する必要があります（院⻑はお⼿本になってくださいね。）。 

その上で，スタッフが⾃粛しない場合には，服務規定違反になりますので，懲戒処分を⾏うことも「あ

り」です（就業規則があることが前提です。）。 

ただし，1回の⾏動で⼀発レッドカード（解雇）というのは，解雇権濫⽤で解雇無効となる可能性があ

ります。それだけ解雇というのはなかなか難しいものですので，医療⼈として，解雇事由に該当する⾃

分本位な安易な⾏動を取らないように，スタッフ全体で共通認識いただければと思います。 
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Q4）新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者さんの診療を断った場合，応招義務違反になるか 

A4）⻭科医師法 19 条 1 項には「診療に従事する⻭科医師は，診察治療の求があつた場合には，正当な

事由がなければ，これを拒んではならない。」と書かれていて，原則として，診療拒否はできないものの，

「正当な事由」があれば，例外的に拒否できるとされています。 

「正当な事由」が認められるかは，緊急対応の必要性の有無，医療機関の専⾨性など，様々な事情を総

合的に考慮して判断されますが，⻭科医院にて，新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者さんの診

療を拒否することについては，新型コロナウイルス感染症の性質を考えると，診療を拒否する「正当な

事由」が認められ，応招義務違反に当たらないとされる可能性が⾼いと思われます。 

 

Q5）緊急事態宣⾔⾮対象地域の⻭科医院からのご質問。緊急事態宣⾔地域から移動してきて 2 週間経

っていない⽅の診療を拒否することは違法か 

A5）⻭科医師側に診療拒否すべき「正当な事由」があれば，診療を拒否することは可能ですが

（https://www.facebook.com/groups/311260479710880/permalink/650685172435074/ ），

単に，緊急事態宣⾔地域から移動してきて 2週間経っていない⽅は，少なくともこれだけで新型コロナ

ウイルス感染症の疑いがあることにはなりませんので，診療を拒否する「正当な事由」が認められず，

応招義務違反になる可能性が極めて⾼いと思われます。 

もちろん，緊急事態宣⾔の中で対象地域の⽅に対しては「地⽅に移動するなどの動きは厳に控えてほ

しい」との要請がありますし，もし緊急事態宣⾔対象地域から⾮対象地域に移動する場合，2週間の外

出⾃粛を要請している緊急事態宣⾔⾮対象地域の⾃治体も多くみられます。 

「正当な事由」の判断は，治療の緊急性や医療機関専⾨性など，様々な事情を総合的に考慮して判断さ

れます。潜伏期間は 1〜14 ⽇ほどと⾔われており，無症状の⼈でも感染源となり得て，⽔⾯下で指数関

数的に感染者数が増加する可能性があることや，有病⾼齢者の重症化率が⾼いことなどの新型コロナウ

イルス感染症の性質から，⾃治体も緊急事態宣⾔の対象地域から⾮対象地域に移動した場合には 2週間

の外出⾃粛を要請していることをお伝えして，緊急事態宣⾔地域から移動してきて 2週間経っていない

⽅に対しては，治療すべき内容によっては，2週間の外出⾃粛後に来院していただくよう協⼒を「お願

い」することは「あり」だと思います。 

ただし，誰もが新型コロナウイルスを保有している可能性があることを踏まえ，基本的には，しっかり

と感染予防策を取った上で，診療を⾏うことが前提となります。（⾃分の⾏動基準も，⾃分が無症状感染

している前提で動くと，⾏動すべきことが明確になるかもしれません。） 

Q4 の補⾜にもなりますが，検温・問診などにより，新型コロナウイルス感染症が疑われる場合には，

速やかに帰国者・接触者外来（新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター︓ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-

kikokusyasessyokusya.html ）の受診を促してください。 

厚⽣労働省からも，4 ⽉ 6 ⽇付けで「⻭科医療機関における新型コロナウイルスの感染拡⼤防⽌のた
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めの院内感染対策について」，「感染が疑われる場合には『帰国者・接触者相談センター』への相談を⾏

うよう促すこと」，「⻭科医師の判断により応急処置に留めることや，緊急性がないと考えられる治療に

ついては延期することなども考慮すること」などとの通知がなされています。 

https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/doc/20200407-01.pdf 

実際，新型コロナウイルス感染症の疑いがある患者さんをお断りしたところ，「違法な診療拒否だ」と

騒ぎ⽴てたケースもあるようです。 

また，院⻑が新型コロナウイルス感染症について何の対策も⾏わないため，不安を抱えたまま勤務を

強いられて，そのことを SNSに拡散するなどしているスタッフもいるようです。 

通勤ラッシュを外すために短縮診療にしたり，5 ⽉ 6 ⽇まで⾃主的に休診にした⻭科医院も出てきて

いますが，すべてのご判断は，最終的には，個々の先⽣（院⻑）にかかってきます。難しい判断も少な

くないと思いますが，新型コロナウイルス感染症が落ち着いた後のことも考えて，⽬の前のことに対し

て，適切にご対応いただければと思います。 

なお，応招義務は，公法上の義務（国との関係の義務）ですし，罰則規定もありませんので，応招義務

違反からダイレクトにペナルティがあるわけではありません。 

しかし，応招義務違反によって，患者さんに損害が⽣じた場合には，⺠事上の責任を負う可能性があり

ますし，程度によっては，「⻭科医師としての品位を損するような⾏為」として，⾏政処分の対象となる

可能性がありますので，注意が必要です。 

今回の新型コロナウイルス感染症に限らず，応招義務（医師法・⻭科医師法 19 条 1 項）に関して，診

療しないことが正当化されるケースを整理した表も画像添付いたしましたので，こちらもご参照くださ

い。 

 
 

Q6）院内感染を引き起こした場合，なんらかの責任を問われるのか 
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A6）⻭科医療に関連する⼀般⻭科診療時の院内感染の予防策

（https://www.mhlw.go.jp/content/000510471.pdf ）を適切に講じたとしても，100％院内感染

を防ぐことはできません。結果論で責任を問われるものでもありませんので，仮に院内感染を引き起

こしたとしても，必ずしも責任を問われるわけではありません。 

しかし，注意義務を怠って院内感染を引き起こしたと認められた場合には，注意義務違反として損害

賠償責任を負う可能性があります。 

例えば，上記院内感染予防策を講じなかったことによって院内感染を引き起こしたり，⾃分が新型コ

ロナウイルス感染症に罹患している可能性があることを認識しつつ働き続け，院内感染を⽣じさせたり

した場合には，責任を問われる可能性があると思われます。 

なお，この場合，院⻑の⾏為は院⻑本⼈の責任，スタッフ（勤務医含む）の⾏為はスタッフ本⼈の責任

と院⻑の管理責任が問われることになります。 

また，集団感染が起こる可能性が⾼いため出向かないように指導されていた場所にあえて出向いて，

そこから感染し，院内感染などを引き起こした場合には，その⼈の不注意によって，損害を被らせたと

して，理屈上は，責任を問われる可能性もあります。 

実際には，院内感染は，感染経路の特定が難しいこともあるため，医療機関の責任が認められる可能性

は⾼くはありません。 

しかし，実際に感染者が⽣じた場合には，⾵評的なダメージも含めて，計り知れない損害を被る可能性

があります。 

▶ 患者さん → ⻭科医院 

 「ここの⻭科医院で感染させられた」 

▶ スタッフ → 先⽣   

 「先⽣が全然感染予防をしてくれなかったから感染した」 

▶ 先⽣ → スタッフ 

 「注意したのに⼤⼈数でカラオケなんか⾏ったからうちが休業せざるを得なくなったじゃないか」 

今後，このような内容のトラブルが顕在化する可能性があると思います。 

診療をされる際には，スタッフ全員の共通の認識のもと，適切な感染予防策を講じることは当然のこ

と，⽇々の⾏動も含めて，⼗分にご注意いただくよう，お願いいたします。 

 

Q7）新型コロナウイルス感染症の影響で，経営が逼迫してきているため，スタッフを辞めさせたいが可

能か 

A7）スタッフに辞めていただくためには，   

 ① 退職勧奨をして合意退職してもらうか   

 ② 解雇（雇っている側が⼀⽅的に雇⽤契約を終了させる）   

をすることになります。 

経営上の理由でどうしても⼈員削減をしたい場合には，「解雇」のハードル（棒⾼跳びのバー︖）がか
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なり⾼いことを考えると，可能な限り，退職勧奨を⾏った上で，双⽅合意のもとに雇⽤契約を終了させ

ることを試みた⽅がいいでしょう。 

具体的には，対象スタッフが合意していただけるよう，経営状態を含めたクリニックの諸事情をお話

しいただいた上で，退職を「お願い」するような形になります。 

⻭科医院の状況を理解してくれて，なんの条件もなしにスムーズに応じてくれることもあるかもしれ

ませんが，もし対象スタッフが難⾊を⽰す場合には，対象スタッフが不安に思っている点などをヒヤリ

ングいただき，場合によっては退職⾦を⽀給するなど，対象スタッフの不安に歩み寄ることで，合意が

得られることもあります。 

なお，退職勧奨による退職は，会社都合による退職になるため，失業保険が受け取りやすくなることも

スタッフにとってのメリットと⾔えます。 

対象スタッフが合意退職に応じない場合に，どうしても雇⽤契約を終了させたい場合は，「解雇」を検

討することになります。 

解雇には，普通解雇，整理解雇，論旨解雇，懲戒解雇などの種類があります。 

今回のように，新型コロナウイルス感染症の影響で，経営が逼迫してきていることを理由として解雇

する場合には，会社の経営悪化による⼈員削減のために⾏う整理解雇にあたります。 

整理解雇を⾏うためには， 

① ⼈員削減を⾏う経営上の必要性 

② 解雇を回避するためのあらゆる努⼒ 

③ 被解雇者選定の合理性（選定基準と具体的選定の合理性） 

④ ⼿続の相当性（労働者との⼗分な協議・説明） 

が必要です。 

なお，仮に整理解雇を⾏う場合には，解雇の⼿続として，解雇⽇から１か⽉前の解雇予告（解雇します

という通知）あるいは解雇予告⼿当（１か⽉分）の⽀払いをすることが必要となります（労働基準法 20

条 1 項）。 

これらの要件を⽋く場合には，合理的で客観的な理由がなく，社会通念上相当でない解雇（＝解雇権の

濫⽤）として解雇が無効と判断される可能性があります。 

解雇が無効となった場合には，⼀⽅的に解雇したことによって対象スタッフに発⽣した損害を賠償し

なければならなくなる可能性があることは，ご承知おきください。 

さて，上記説明は，新型コロナウイルス感染症の影響を受けて⼈員削減を試みる場合の内容ですが，⼈

員削減は最終⼿段として，まずは別の⽅法を考えられた⽅がいいと思います。 

短期的には⼈員削減によって経営の負担を軽減できるかもしれませんが，そもそも求⼈倍率が極めて

⾼い⻭科業界において，新型コロナウイルス感染症が落ち着いてきたときに改めて⼈員を戻すことは難

しいでしょうし，周りは院⻑の⾏うことをよく⾒ています。 

スタッフを守れるのは院⻑です。 

なかなか厳しい決断を強いられる毎⽇だと思いますが，様々な助成⾦や猶予制度などを活⽤しながら
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も，短期的な視点だけでなく，中⻑期的な視点も持って，スタッフと情報を共有して，信頼関係を強く

しながら⼀丸となって，対応していただければ幸いです。 

【休業補償関係】   

▶ 新型コロナウイルス感染症の影響による労働者の休業等について   

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000612981.pdf 

【資⾦援助等】   

▶ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた福祉・医療事業者向け融資制度   

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618844.pdf  

▶ セーフティネット保証制度   

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm  

▶ 新型コロナウイルス感染症特別貸付   

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html  

【各種の猶予等】   

▶ 厚⽣年⾦保険料等の猶予制度   

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10382.html  

▶ 労働保険料等の猶予制度   

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html  

▶ 納税の猶予の特例   

https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf  

▶ 税務申告・納付期限の延⻑   

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf  

▶ 国税の納付の猶予制度   

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm  

▶ 地⽅税の猶予制度   

https://www.soumu.go.jp/main_content/000676865.pdf  

▶ ⽋損⾦の繰戻し還付   

https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure3.pdf  

▶ 固定資産税等の軽減   

https://www.soumu.go.jp/main_content/000681224.pdf  

【J-net21】中⼩企業ビジネス⽀援サイト   

https://j-net21.smrj.go.jp/support/corona.html  

【ミラサポ plus】中⼩企業向け補助⾦・⽀援サイト   

https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/catalogs 

 

Q8）テナント開業しているが，新型コロナウイルス感染症の影響で賃料の⽀払いが難しくなってきてい
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るので，滞納しても問題ないか 

A8）臨時休業や短縮診療されている⻭科医院はもちろんのこと，通常診療されている⻭科医院でも，診

療報酬が減少しているところが少なくありませんので，感染防⽌策を⾏いつつ，可能な限りで，給付⾦，

助成⾦，融資などを活⽤して，プラスの財産を増やすとともに，できるだけコスト削減を実現したいと

ころが正直なところかと思います。 

ここで，コスト削減のために安易に賃料の滞納をしてしまうと，賃貸借契約の解除事由に該当して，ス

ケルトンにしてテナントを出て⾏かなくてはならなくなる可能性もありますので，問題しかありません。 

それでは，賃料を減額してもらったり，猶予してもらったりすることはできるでしょうか。 

この点については，賃貸借契約書を⾒ていただくと，ほとんどの契約書には，賃料の減額や猶予には応

じない旨の条項が書かれておりますので，契約上は，賃料の減額や猶予の要求はできませんし，⼤家さ

んも賃料を減額する義務はありません。 

しかし，賃貸借契約書に記載されている内容は，あくまで最初の契約時の約束です。 

新たに約束をし直せば，新しい約束が有効になります。  

しかも，国⼟交通省から，不動産関連団体を通じて、テナントに不動産を賃貸する事業を営む事業者に

対して、新型コロナウイルス感染症の影響により、賃料の⽀払いが困難な事情があるテナントに対して

は、その置かれた状況に配慮し、賃料の⽀払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討するよう

に要請がなされておりますので，⼀定期間の賃料減額や猶予について話し合いの余地はあると思います。 

http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001339166.pdf 

ただし，基本的には，継続的な契約事は，信頼関係というベースの上に存在しています。ですので，話

し合いがうまくいくかどうかは，⼤家さんの資⼒の問題もありますが，これまでの⼤家さんとの関係性

も多分に影響してくるかと思います。 

また，今後の⼤家さんとの関係性を考えた場合，賃料の減額や猶予の要求をするかどうかも，再考して

いいかもしれません。 

その要求は，コストをカットしようとして，投資（未来の扉）をカットしているかもしれません。 

賃料に限った話ではありませんが，コストカットを検討する際には，⽬先の損得だけでなく，乗り越え

た先の関係性も含めたご判断をしていただければ幸いです。 
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【参考】 

新型コロナウイルス感染症で経営にお困りの

医療関係（⻭科医）の皆様へ

事業や雇用の維持のため

新たな給付金制度の創設をはじめ

あらゆる手段を総動員して支援いたします。

事業者向けに最大
200万円まで

給付金を支給

実質無利子
融資で資金
繰りを支給

裏面に支援が受けられる場合についてまとめています。ぜひ、ご一読ください。

休業手当の

最大9/10
を助成
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本資料は経済産業省HP特設ページに掲載しております。
https://www.meti.go.jp/covid-19/

経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連

【まずはお近くの経営相談窓口までご相談ください】
お近くの経営相談
窓口はこちらから
ご確認下さい。

新型コロナウイルス感染症で経営にお困りの医療関係の皆様へ

～支援が受けられる場合についてまとめました～

売上減少に伴い、
当面の運転資金を
調達したい

従業員を一時的に
休業させたいが、
手当の支払いが大変

売上が縮小したが、
家賃等の固定費の
変わらず⾟い

税金や保険料、
の支払いが負担に
なっている

業務効率化のために
設備・システムを導入
したい

コロナ特別貸付やセーフティネット保証等があります

雇用調整助成金で手当の一部が助成されます

最大200万円まで給付金を支給します

税・社会保険料の納付が猶予されます

IT導入補助が活用できます。

新型コロナウイルス感染症特別貸付は、当初3年間は、利子補給
で金利負担が実質的に無利子となる制度。さらに、信用保証付きで民間
金融機関から借入を行う場合も実質的に無利子化の対象に。

休業手当等について、4/5（解雇等を行わない場合は、9/10）
を助成。 ※中小企業の場合

新たに持続化給付金を創設し、法人には最大200万円、個人事業
主等には最大100万円、事業全般に広く使える給付金を支給。

ほぼ全ての税・社会保険料を対象に無担保かつ延滞税なしで
1年間納付を猶予。さらに公共料金関係の支払いについても猶予。

IT導入補助で業務効率化のためのシステム導入を支援。
※1 中小企業・小規模事業者が補助対象です。
※2 法人格のない任意団体は補助の対象外となります。

※各支援策には、売上高減少等の一定の要件があります。
※一部事業は、令和2年度補正予算の成立を前提としており、今後事業内容が変更等される場合があります、

※制度の詳細については、4月最終週を目途に確定・公表します。

【またメルマガ・SNSでも随時情報発信中です。ぜひご登録ください】
■メルマガ
eｰ中小企業
ネットマガジン

■Twitter
中小企業庁
＠meti_chusho

■LINE
経済産業省
新型コロナ
事業者サポート
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【参考】 

 

信頼できる情報収集先 
 

1. ⽇本⻭科医師会新型コロナウイルス感染症について 

https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/ 

 

2. ⽇本⻭科医学会 新型コロナウイルス感染症対策チーム 

http://www.nsigr.or.jp/coronavirus.html 

 

3. 内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策 

https://corona.go.jp 

 

4. 厚労省 新型コロナウイルスに関する Q&A（医療機関・検査機関の⽅向け） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00004.h

tml 

 

5. 厚労省 新型コロナウイルスに関する Q&A（労働者の⽅向け 従業員の労務） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.h

tml 

 

6. 厚労省 雇⽤調整助成⾦ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.

html 

※埼⽟県⻭科医師会では雇⽤調整助成⾦の代⾏⼿続きは出来ません。 

 

7. 経済産業省 中⼩企業庁  資⾦繰り、給付⾦、税、社会保険、電気・ガス料⾦等 

https://www.meti.go.jp/covid-19/ 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf 

4 ⽉ 13⽇更新情報 

�中⼩企業⾦融・給付⾦相談窓⼝の直通番号を変更いたします。 

変更後︓0570ー783183 

【⺠間の信⽤保証付き融資】 
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�セーフティネット 5 号に⻭科診療所が追加指定（9ページ） 

 

8. ⽇本政策⾦融公庫新型コロナウイルスに関する相談窓⼝のご案内 

https://www.jfc.go.jp/ 

埼⽟ 
 

さいたま⽀店 

〒330-0802 さいたま市⼤宮区宮町 1-109-1（⼤宮宮町ビル） 

国⺠⽣活事業 048-643-3711 

農林⽔産事業 048-645-5421 

中⼩企業事業 048-643-8320 

浦和⽀店〒330-0064 さいたま市浦和区岸町 4-25-14 国⺠⽣活事業 048-822-7171 

川越⽀店〒350-1123川越市脇⽥本町 14-1（⽇本⽣命川越ビル) 国⺠⽣活事業 049-246-3211 

熊⾕⽀店〒360-0041熊⾕市宮町 2-45 国⺠⽣活事業 048-521-2731 

越⾕⽀店〒343-0816越⾕市弥⽣町 3-33（越⾕東駅前ビル) 国⺠⽣活事業 048-964-5561 

 

9. 商⼯中⾦ 新型コロナウイルスに関する特別相談窓⼝ 

https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html 

 

10. 独⽴⾏政法⼈福祉医療機構 

https://www.wam.go.jp/hp/fukui_shingatacorona/ 

 

11. 国税 新型コロナウイルスに関する特別相談窓⼝ 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm 

 


