
【その他の関連する情報】 ヘッドライン一覧 

2021/06/30公開分 

・COVID-19ワクチンに関する提言（第 3版） 

 

2021/06/16公開分 

・アストラゼネカ社 COVID-19 ワクチン接種後の血小板減少症を伴う血栓症の診断と治療

の手引き 第２版 

 

2021/06/01公開分 

・新型コロナウイルス（COVID-19 ）感染症診療の手引き第 5版 

 

2021/05/07公開分 

・日本医学会連合 COVID-19 ワクチンの普及と開発に関する提言(修正第 4 版) 

 

2021/04/14公開分 

・日本医学会連合 COVID-19 ワクチンの普及と開発に関する提言 

・日本版敗血症診療ガイドライン 2020（J-SSCG2020）特別編 

COVID-19薬物療法に関する Rapid/Living recommendations 第 3.1版改訂 

 

2021/03/10公開分 

・COVID-19ワクチンに関する提言（第 2版） 

・COVID-19診療報酬上の臨時的な取扱いについて（2月 26日付） 

 

2021/02/24公開分 

・COVID-19 に対する薬物治療の考え方 第 7版 

・COVID 肺炎に対する高流量酸素療法 (High Flow Nasal Canula：HFNC)の使用について 

Ver.2 

・一般病床および介護施設における「新型コロナウイルス感染症もしくはその疑いがある認

知症高齢者の行動・心理症状の対応および身体拘束予防のための手引き（第 1版）」 

 

2021/01/26公開分 

・新型コロナウイルス感染症感染予防ハンドブック  

自宅療養をする方へ・同居の方へ［第 1版］ 

・COVID-19 重症患者看護実践ガイド Ver.3.0 

 

2021/01/13公開分 

・新型コロナウイルス感染症 COVID-19診療の手引き第 4.1版 



・COVID-19 ワクチンに関する提言（第 1版） 

・日本医学会連合 COVID-19 expert opinion 

・ANZICS COVID-19 ガイドラインの原文,日本語訳（改訂 3版） 

 

2021/01/06公開分 

・職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド第 4版 

 

2020/12/16公開分 

・COVID-19急性呼吸不全への人工呼吸管理と ECMO 管理：基本的考え方 

・日本医学会連合 COVID-19 expert opinion 

 

2020/12/04公開分 

・分科会から政府への提言 

・日本版敗血症診療ガイドライン 2020（J-SSCG2020）特別編 COVID-19薬物療法に関する

Rapid/Living recommendations 第 2.2版改訂 

 

2020/11/06公開分 

・新型コロナウイルス 治療戦略 

・重症 COVID-19患者に対するリハビリテーション介入における実態調査 

・マスクやはり効果あり 東京大学が実証 

 

2020/10/23公開分 

・COVID-19関連論文まとめ 

 

2020/10/07公開分 

・新型コロナ対策、「安全な対人距離」は状況次第 

・英アストラゼネカ、コロナワクチン臨床試験を中断 

 

2020/09/11公開分 

・新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 流行期において 高齢者が最善の医療およびケア

を受けるための日本老年医学会からの提言 ―ACP 実施のタイミングを考える ― 

・職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド 第 3版 

・COVID-19の流行拡大に伴って、日本人の予防行動はどう変わった？？ 

 

2020/08/27公開分 

・無症状者に対する SARS-CoV-2検査での注意点 

・新型コロナウイルスは空気感染するのか？ 

 



2020/08/13公開分 

・Significant Scientific Evidences about COVID-19 2020 年 7月 24日版 

・COVID-19 に対する薬物治療の考え方 第 5版 

・コロナ感染急増、若者の油断が一因 WHO 

・一般社団法人日本感染症学会提言 今冬のインフルエンザと COVID-19に備えて 

 

2020/08/03公開分 

・COVID-19感染予防を主軸とした組織運営 

・COVID-19下の理学療法教育の現状と展望 

・OVID-19治療最前線での理学療法―第 2波，その先に向けて 

・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第 2.2版 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う理学療法臨床現場への影響調査 

～臨床業務～ 

・新型コロナウイルス感染症の院内・施設内感染対策チェックリスト 

 

2020/07/17公開分 

・COVID-19 回復期血漿治療の有用性に関する日本輸血・細胞治療学会  

新鮮凍結血漿使用ガイドライン小委員会の見解 

・新型コロナウイルス核酸検査に係わる施設基準ならびに、検体搬送・精度管理の方針 

【提言】2020 年 6月 16日改訂 

・新型コロナの治療薬とワクチン、現在の開発状況 

・新型コロナ、蚊は媒介できない 

・トシリズマブで COVID-19 重症例の死亡リスク低減 

・新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA） 

・日本臨床スポーツ医学会・日本臨床運動療法学会共同声明 

: 新型コロナウイルス感染拡大防止期間中における屋外での運動に際しての注意 

・COVID-19 重症患者看護実践ガイド Ver2.0 

・COVID-19についての資料提供：日本感染症学会 

 

2020/07/02公開分 

・新型コロナウイルス感染症（COVID-19)－臨床症状から治療薬候補まで 

・COVID-19重症患者の多くが敗血症に陥っていると推定 

・日本の新型コロナ対策は成功したと言えるのか－日本の死亡者数はアジアで 2番目に多   

 い 

・Significant Scientific Evidences about COVID-19 

・新型コロナウイルス患者受け入れ時の看護管理：総合病院の実例から 

・マスクの着用は新型コロナ対策に有効 

・新型コロナウイルス感染症対応における呼吸用防護具製品の適正使用に関する注意喚起 



・一般市民向け 第一波を乗り越えて、いま私たちに求められる理解と行動 

（2020年 6月 15日現在） 

・障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症発生時の具体的な対応事例について 

・COVID-19と患者安全 

・新型コロナウイルス肺炎患者に使用する麻酔器等の取り扱いについて 

～医療機器介した感染を防止する観点から～Ver.1.0 

・新型コロナウイルス感染対策 スポーツ・運動の留意点と、運動事例について 

 

2020/06/15公開分 

・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）とサイトカインストーム－炎症病態からみた治

療法の選択 

・歯科施設における新型コロナウイルス感染症（COVID-19)対策 

・おさえておきたい 新型コロナウイルスの情報と感染対策基本テクニック 

・緊急特別寄稿「アメリカの COVID-19事情」 

・新型コロナウイルス感染予防理学療法チェックリスト 

―患者様とスタッフを守るために－ 

・「新しい生活様式」における熱中症予防の行動ポイント 

・高齢者福祉施設従事者のための Q＆A（第 2版） 

・訪問・通所系サービス従事者のための新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対応の手

引き Ver1.0 

・新型コロナウイルス感染症と腎臓病ー患者さんとご家族にお伝えしたいこと 

・新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた熱中症予防に関する提言『新しい生活様式』

下における熱中症予防に関する学術団体からのコンセンサス・ステートメント 

・透析患者における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の PCR 検査について 

・COVID-19症例データベース 

・新型コロナウイルス感染対策合同委員会報告：透析患者における累積の新型コロナウイル

ス感染者数（2020年 6月 5日） 

 

2020/06/03公開分 

・新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた市民による救急蘇生法について（指針） 

・緊急事態宣言解除後における、ランニング愛好者の皆様へのお願い 

・ICU における COVID-19患者に対する看護 Q&A 2020/5/26 Ver.2.0 

・暑い屋外、マスク外して コロナに加え熱中症も注意 厚労省など 

・新型コロナウイルス感染症に対する検査の考え方 

⁻遺伝子診断、抗体・抗原検査の特徴と使い分け⁻ 

・新型コロナウイルスに関する Q&A8（医療機関・検査機関の方向け） 

令和 2年 5月 28日時点版 

・COVID-19集中治療体制にかかわるタスクフォース中間報告 



・COVID-19による重症呼吸不全に対して ECMO 導入後、専門施設搬送で救命し得た 1例 

 

2020/05/28公開分 

・新型コロナウイルス感染症の流行予測と対策 

・新型コロナウイルス感染症(CVID-19)に対応した救急看護実践ガイド 

・COVID-19患者を在宅で管理する患者と介護者向けのガイド 

・職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド 

・新型コロナウイルス感染に関するメンタルヘルスの情報 

～看護職に起こりやすいストレス反応や対応 Ver.1～ 

・新型コロナウイルス感染症流行期における発熱・呼吸症状などを主訴とする患者の緊急

度・重症度判定基準（Version 1）について 

・新型コロナウイルス感染症拡大時における我が国の集中治療の現状と課題 

～横断的 ICU情報探索システム（CRISIS）の有用性と展望～ 

・SARS-CoV-2 抗原検出用キットの活用に関するガイドライン 

・糖尿病のある人の新型コロナウイルス感染症への対応 

・新型コロナウイルス感染症に対する集中治療における臨床工学技士業務 実態調査結果 

・COVID-19（新型コロナウイルス感染症）感染対策/作業療法業務について（Ver.2） 

・新型コロナウイルス感染パンデミック時における治療薬開発についての緊急提言 

・COVID-19治療を目的とした幹細胞移植に対する日本再生医療学会の考え方 

・糖尿病と新型コロナウイルス（COVID-19）感染症 

・新型コロナウイルスの第 2波について 

 

2020/05/21公開分 

・ガウンの簡単な作り方を紹介いたします（4月 27日更新） 

・COVID-19の患者とその介護者に対して自宅退院後の生活を支援するために作成したガイ   

 ド 

・COVID-19に関する一般的な質問に対する現時点での文献的考察 v1.3(2020/5/7) 

・レムデシビル（販売名：ベクルリー点滴静注液 100 mg、同点滴静注用 100mg）の投与を

お考えの医療機関の皆さまへ 

・新型コロナウイルス感染症の現状 

・「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」の改訂について 

・COVID-19に対する薬物治療の考え方 第 3版（2020 年 5月 8日） 

・国内の病院における人工呼吸器等の取扱台数推計値 

・新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針（令和 2年 5月 14日変更） 

・日本緩和医療学会 COVID-19 患者の咳嗽への対応に関する手引き（在宅版） 

 

2020/05/19公開分 

・フィットネス関連施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン 



・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の移植医療における基本指針 

 (日本移植学会 第 1版:2020 年 3月 6日) 

・新型コロナウイルス感染症ハンドブック氵折江大学医学部付属第一病院の臨床経験 

・COVID-19 重症患者看護実践ガイド Ver1.0 

・新型コロナウィルス感染症とタバコについて 

・内分泌代謝疾患で治療中の患者さんへ  

新型コロナウイルス(COVID-19)への対応について 

・心筋障害、不整脈などの心合併症について 

・外出自粛時の運動・スポーツの実施について（新規） 

・日本緩和医療学会 COVID-19 患者の呼吸困難への対応に関する手引き（病院版） 

・新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言（2020年 5月 1日） 

・ダイヤモンド・プリンセス号現地対策本部報告書 

・自衛隊中央病院感染管理認定看護師による感染防止対策動画 

・神戸・中央市民病院における外来 1000人のうち、2.7％に新型コロナ抗体 

・新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言（2020年 5月 4日） 

・【日本高血圧学会】日本高血圧学会がおくるあなたのための新型コロナウイルス対策動画

（YouTube） 

・ICU/HCU における COVID-19患者受け入れ体制準備チェックリスト：看護師版 

・ICU 等の病床に関する国際比較について 

・COPID-19における抗凝固療法に関して 

・医療機関における新型コロナウイルス感染症の対応ガイド第３版 

・COVID-19（新型コロナウイルス感染症）感染対策 ／ 作業療法業務について（Ver.1） 

・世界で９万人の医療従事者が新型コロナに感染 

・新型コロナウイルス治療薬「レムデシビル」承認 

 

2020/05/10公開分 

・新型コロナウイルス感染症流行期における嚥下障害診療指針 

・新型コロナウイルスに感染症に関する日本看護協会の取り組み 

・新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 

「新型コロナウイルス感 染症対策の状況分析・提言」（2020年 4月 22日） 

・新型コロナウイルス感染症とサイトカインストーム 

・COVID-19肺炎に対する HFNC の使用について 

・感染蔓延期における医療体制の在り方とお願い  

-新型コロナウイルス感染症患者を診察される先生方へ- 

・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対する注意喚起 

・新型コロナウイルスの感染対策に有用な室内環境に関連する研究事 例の紹介（第一版） 

・新型コロナウイルス感染予防理学療法チェックリスト ⁻患者様とスタッフを守るために 

・COVID-19重症患者の集中治療の状況 



・新型コロナウイルス SARS-CoV-2のゲノム分子疫学調査（2020/4/16 現在） 

・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の治療と予防に関する栄養 学的提言 

・新型コロナウイルス感染症に係る医療機関間での個人情報の共有の個人情報保護法の取

り扱いについて 

・新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療法・自宅療養における健康観察におけ

る留意点 

・COVID-19感染拡大の中で徒手理学療法を行う際の留意点 

・【動画】コロナ禍で見直す、感染予防の理論と実践 －感染管理と理学療法の両立－ 

・新型コロナウイルス感染症外来診療ガイド（第１版）【日本医師会】 

・物理療法機器における感染対策と ICU関連筋力低下に対する物理療法 について（Ver.1.1） 

・COVID-19に対する薬物治療の考え方 第 2版 

・新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ-19）に関する日本リハビリテーション医学会理

事長声明 

・WHO手指衛生キャンペーン 

・日本緩和医療学会 COVID-19 患者の呼吸困難への対応に関する手引き （病院版） 

 

2020/05/02公開分 

・新型コロナウイルス感染症に対する個人防護具の適切な着脱方法 

～医療従事者が新型コロナウイルス感染症に感染しないために～ 

・高齢者施設向け新型コロナ感染防止対策動画：福祉・介護施設における新型コロナウイル

ス感染症の対策 

・自衛隊中央病院におけるクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」から搬送された新型

コロナウイルス感染症症例のまとめ 

・症例報告：入院時に COVID-19 感染症に気づかれなかった 1症例 

「新型コロナの大の武器はステルス攻撃」 ― 一般病院への警鐘 ― 

・新型コロナウイルス感染症流行下での高齢者の生活への示唆：JAGES 研究レビュー 

・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対する注意喚起 

・新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領 

・当院での軽症 COVID-19の症例報告 

・自宅でできるリハビリ 

・人との接触を 8割減らす、10のポイント 

・物理療法機器における感染対策と ICU 関連筋力低下に対する物理療法について（Ver.1.0） 

・永寿総合病院調査チーム支援報告 

・COVID-19対応 脳卒中プロトコル（日本脳卒中学会版 Protected Code Stroke:JSS-PCS）v.1.2 

・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対する胸部 CT検査の指針（Ver.1.0） 

 

2020/04/22公開分 

・半田会長から医療崩壊を阻止するために会員が守るべき行動についてのメッセージ 



・日本理学療法士学会「理学療法士のための COVID-19感染予防対策動画」 

・呼吸理学療法の適応禁忌（イタリア PT協会）の日本語訳 

・人工呼吸と理学療法の教材動画 

・新型コロナウイルス状況下の水分補給 

・新型コロナウイルス感染症対策としての栄養・身体活動（運動）について 

：一般向けリーフレット 

・高齢者介護施設における新型コロナウイルス感染症対策 

・医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第 2版改訂版（Ver.2.1） 

・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第１版 

・新型コロナウイルスでの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項 

・新型コロナウイルス感染症への対応について（高齢者のみなさまへ） 

・高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版（2019年 3月） 

・コロナウイルス感染患者に対する人工呼吸器取り扱いについて 

・コロナウイルスやその他の感染症アウトブレイク中における 医療従事者の健康維持 

・新型コロナウイルス感染症に対する臨床対応の考え方 

―医療現場の混乱を回避し、重症例を救命するために― 

・(一社)日本リハビリテーション工学協会  COVID-19 の予防（日本語版） 

・血圧測定において血圧計カフはアルコール清拭が推奨される。 


