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会員各位

郡市医誦会長殿

宮医発第 1720号

令和 2年 2月 3日

公益社団法人宮城県医師会

会長佐藤和宏

（公印省略）

新型コロナウイルス感染症対策（医療機関向け）セミナーについて

本会活動の推進には、日頃より格段のこ指導ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

今般の新型コロナウイルス感染症に関して、これまでに確招されている情報を提供し、

院内感染対策や住民の方々への注意喚起に活かしていただくことを目的に、標配セミナ

-(主催：宮城県 共催：宮城県医師会）を開催する旨｀宮城県保健福祉部長より別紙

のとおり通知がありました。

つきましては負会におかれましても本件についてご承知おきいただきますとともに、

急なご連絡で大変恐縮ですが、員会会員への周知方につきまして．特段のご寓配を賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、参加については下記 URLより再用特設ページよりお申込くださいますようお願

い申し上げます。

まに会場の都合上、出席者につきましては各医療機関 1名となっておりますととも

に、多数の参加者が見込まれますので、マスク等の著用にご配慮願います。

参加申込 URL

htt s: www. ref.mi a 1 es uest1onna1.re. h ?o enid=255 

担当：総務部総務課菅野恒太

Tel 022-227-1591 

Fax 022-266-lqBQ 
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疾感対第 7 9 9号

令和 2年 2月 3日

公益社団法人宮城県医師会会長 殿

宮城県保健福祉部島』)ヽ』:,:',,J
・,c:.:,'1,・.,

凰心:it/●：！孔~!)}五j
新型コロナウイルス感染症対策（医療機関向け）セミナーについて（依頼）

本県の保健医療行政の推進につきましては， El頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し
上げます。

さて新型のコロナウイルス感染症については．感染症法上の指定感染症となった
ところですが，これまで確認されている情報を提供し．院内感染対策や住民の方々へ
の注意喚起等に活かしていただくため，下記のとおりセミナーを開催することになり
ました。
つきましては．下記のとおり開催しますので貴会会員に御周知願います。
なお，＇病院には別途通知しています。

記

1 主 催宮城県 （共催：（公社）宮城県医師会）

2 日 時令和 2年2月 6日（木） 午後 7時3・o分から午後 8時 30分まで
（受付；午後6時30分から）

3 場所県 行 政 庁 舎 2階購堂

4 対象者県内医療関係者担当行政関係者

5 内 容 新型コロナウイルス感染症の最新の知見に関すること
購師；東北l医科薬科大学医学部感染症学特任教授賀来満夫氏

6 I儡竺tp~巧，:専w用二二：／、ごこ？こ［ご芦二:;:1薗
7 その他

(1)会場の都合上，出席者は各医療機関 1人とさせていただきます。

(2)午後 7時 30分以降は，正面玄関が閉まりますので，県庁北側の防災センタ
ー入口を御利用ください。

(3) 駐車場は用意しておりませんので，御了承願います。
（当日は大変多数の方々が来庁される予定であり，県庁近辺の有料駐車場
の湿雑が予想されますのでご注意願います。）

スマヽ ー心フォンll::ちらから

担当：疾病．感染症対策室感染症対策班

TEL : 022-211-2632 
FAX : 022-211-2697 
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夜間出入口について
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注意事項
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・午後 7時30分以降は正面玄関が閉まります。

県庁北側の防災センター入口を御利用ください。

辺004/006

・駐車場は用意しておりませんので，御了承願います。
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宮医発第 1721号

令和 2年 2月 3日

会 員各骰

郡市医師会長殿

公益社団法人宮城県医師会

会長佐藤和宏

（公印省略）

新型コロナウイ）しス慮染症対応フロー陸（暫定版）について

本会活動の推進には、日頃より格段のご指導ご協力を賜り淳く御礼申し上げます。

今般、宮城県保健福祉部疾病 4 感染症対策室より、新型コロナウイルス感染症対応フ

ロー図（暫定版）が示されましたのでご送付いたします。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご承知おきいただきますとともに、

勇会会貝への周知等、特段のご恵配を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、本フロー図は誓定版であり、今後国からの通知により変更等かなされる可能性

がありますことを申し添えます。

担当：総務部総務課

Tel 022-227-1591 

Fax022-266-1480 
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令和2年 2月1日版
宮城県保健亮祉部

疾捐．感染症対策室作成

令和2年 2月 18から

新型コロナウイルス感染症対応フロー［県内暫定版】

新型コロナウイルス感染症の「疑い例」の定義

口 発 黙 (31.5℃以上）

口 呼暖器症状を有している

口 発症から2週間以内に，武漠市を含む湖北名への渡航歴があるか，

「武澳市を含む湖北省への渡航歴があり発熱かつ呼吸器症状を有する人」との接触歴がある。

コールセンター（一般寛話相談）

―̀; に該出する書 J I連絡

［ 一般の医療機胆

運絡 tr疑い例に該当する者］

帰国者・接触者相酸センター（保健所）

Lー空竺／
ヽ

疑い例定蘊に不一致

疑い慎定義に一致

-L-2~ 彎itijし
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R検費実施
唸性確霰渾ね8玲闇揉度）

曝性確認（微ね1"狩闇租虔）

国立感染症への鳩体送付

国

国立感染症研究所

I ; 主憲 l 
淡は哲定の扱い。国の通 i

1 女0等によ 1)今後確定" : 
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