2020 年 2 月 25 日
Taro Labo

シンガポール政府による新型コロナウイルス対策の医療体制に関する報告書
概要
２０２０年２月７日シンガポール政府は、DORSCON（感染症警戒レベル）を黄色からオ
レンジに引き上げました。
２月７日以前の新型コロナウイルス感染者は、中国本土からの旅行者か、それらの者と
濃厚接触した者に限られていました。しかし、２月７日以降では、これらの者とは関連性
がない者が新型コロナウイルス感染者としてシンガポールで見つかりました。これによ
り、シンガポール政府は新型コロナウイルス感染症が新たな【二次感染】にステージに入
ったものとして、警戒レベルを引き上げたのです。
これに伴い、シンガポール政府は医療体制を強化し、それまで新型コロナウイルス検査
対象を中国本土渡航者もしくは濃厚接触者に限定していたものを、それ以外の者へも拡大
し、フローチャートにして各病院・医療関係者に通達を出しました。
また、一般開業医・総合病院と新型コロナウイルス対応の指定医療機関との連携を明確
化しています。少しでも新型コロナウイルス感染の疑いがある者（原因不明の肺炎患者
等）を、「早期発見」の観点から、一般診療所から指定医療機関へ、政府の指定した救急
車を用いて搬送するようにしています。
「中国渡航歴・濃厚接触者以外の二次感染疑いの者を検査対象としない」という厚生労働
省の現対応ですが、日本においても経路不明の二次感染患者が複数名確認されています。
国土や人口の大きさの違いはあるとはいえ、シンガポールの積極的な新型コロナウイル
ス封じ込め対策は、日本としても学ぶところが多くあると考えます。
国が動かないのであれば、自治体の裁量権で構築できる体制もあろうかと考えましたの
で、シンガポール政府の感染症対策、特に医療体制について、以下詳細に報告します。
ご参考になりましたら、幸いです。
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記
詳細報告
１． 検査を施す患者の選定基準について
（１）DORSCON オレンジ以前（二次感染者が発見される前）の新型コロナウイルス
感染疑いのある患者の選定基準1
a) 肺炎の疑いの慢性的な兆候と症状がある患者、もしくは、呼吸困難を伴う重い呼吸器感染
症の患者、かつ、発病前１４日間以内に中国本土に渡航歴がある者
b) 重症さの度合いにかかわらず急性の呼吸器疾患を患った者で、発病前１４日間以内に
i)
中国の、武漢市を含む湖北省、もしくは、杭州市を含む浙江省を訪れた者；もし
くは、
ii)
中国本土の病院を訪れた者；もしくは、
iii)
新型コロナウイルス感染者に濃厚接触した者；もしくは、
iv)

中国本土からの最近の旅行者（過去１４日間の旅行歴）と仕事で頻繁もしくは濃
厚接触のあった者

2 月 4 日シンガポール保健省が各医療団体に出した新型コロナウイルスの検査対象につい
ての通達は、肺炎の症状がある患者のうち「中国本土渡航歴がある者、もしくは、濃厚接
触者」に限定していた。（これは、2 月 24 日現在日本の厚生労働省が出している新型コロ
ナウイルス感染疑い患者の検査する基準とほぼ同じ内容である。）
（２）二次感染者が発見された後の新型コロナウイルス感染疑い患者の選定基準2
上記の基準に当てはまらない患者（中国本土渡航歴・濃厚接触ともにない者）のうち、
a) (i)医学的に不安定な状態(medically unstable)である者、もしくは、
(ii)肺炎であると臨床的に査定された者は、指定救急病院に転送されなければならない。
医学的に不安定である患者は、救急車によって指定病院に転送されなければならない。
医学的に安定しているが肺炎の疑いがあるとされた者は専用の救急車サービスによって
搬送されなければならない。
b) 医学的に安定しており、臨床的に肺炎でないと査定されたものは、5 日間の自宅健康監視
を行い、他の居住者との接触を避け、症状が回復に向かわなかった場合、再診を受ける
ことができる。
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MOH CIRCULAR 29/2020（シンガポール保健省通達29/2020）2020年2月4日
（参考資料１参照）
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MOH CIRCULAR 44/2020（シンガポール保健省通達 44/2020）2020 年 2 月 11 日
（参考資料２参照）
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2 月 11 日、シンガポール保健省は国内で新型コロナウイルスによる二次感染者が確認さ
れたことにより、上述（１）にある選定基準（中国本土渡航歴・濃厚接触のいずれかのあ
る患者）はそのまま有効としながらも、この基準に当てはまらない患者（二次感染の疑い
のある者）に対する一般開業医や総合病院といったプライマリーケアの医療機関へ新たな
臨床ワークフローを指示した。

図１：二次感染の疑いのある者に対するプライマリーケアの医療機関へ新たな臨床ワーク
フロー
このワークフローは、一般開業医や総合病院といったプライマリーケアの医療機関のため
に作成された。
このフローによると、「咳・発熱・咽喉痛・呼吸困難等の気道感染症の症状がある患者」
が一般開業医の病院を訪れた場合、医師の診断によって、「肺炎の疑いにある患者」もし
くは、「医学的に不安定な状態にある患者」は、政府が指定した救急車によって、指定医
療機関に転送するように指示が出されている。
ここから読み取れるのは、以下の点である。
①肺炎の疑いがある患者は『すべて』、新型コロナウイルス対応ができる指定医療機関へ
搬送される。
（隔離施設のある病院で、個人防護具（PPE)を適切に身に着けた医療従事者が処置を施
す。随時、新型コロナウイルスの疑いがある者を検査していくのだと考えられる。）
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②一般診療の開業医と新型コロナウイルス対応の指定医療機関との連携が明らかになって
いる（この連携制度については後述）。
③医師の診断によって、指定医療機関へと搬送される際、救急車が使用される。
（二次感染者疑いのある者が、タクシーや公共交通機関、または徒歩で指定病院に向かっ
た場合、ウイルスを拡散させ、新たに感染させる恐れがあるからである。）
④比較的軽症な者も、医師より診断書（MC)が提供され、５日間の自宅待機が指示され
る。新型コロナウイルスの潜伏期間は約２週間ということが判明しており、軽症な患者も
徐々に重症化する恐れがあるからである。
その間、ウイルスを拡散させる恐れがあるため、自宅にて健康監視させる。
２． 一般開業医と新型コロナウイルス対応の指定医療機関との連携
（１）公衆衛生準備クリニック（Public Health Preparedness Clinic ：PHPC)
２月１７日、シンガポール保健省は、新型コロナウイルス感染者の早期発見と早期対処の
ために、一般開業医や総合病院と、指定医療機関をつなぐ医療システムを発動した。
公衆衛生準備クリニック（Public Health Preparedness Clinic、以下 PHPC)に指定された 800
を超える一般開業医（GP）クリニックが、発熱、咳、のどの痛み、鼻水などの呼吸器症状
のある患者に対して治療を提供する。
その診療時に、肺炎の疑いのある患者は上記ワークフロー（図１）に従い、指定医療機関
へと患者を転送する。
（２）PHPC 体制とは
公衆衛生上の脅威に備えた医療体制のシステムのことである。
PHPC 体制はインフルエンザのパンデミックや大気汚染、炭疽病の発生といった公衆衛生
上の脅威が生じた場合等に発動される。
（事前に PHPC として登録された）外来診療による医療を担当する 1 次医療機関（かかり
つけ医・一般開業医、総合病院等）はこの PHPC 体制の下に置かれ、政府の指針に沿った
統一された水準の医療サービスを提供することが可能となる。
（３）シンガポール保健省の PHPC 体制への支援
PHPC に加入している医療機関には、各医療機関の医療従事者が公衆衛生上の脅威から十
分に守られるために、シンガポール保健省から物資（医療従事者への個人用防護具や感染
予防措置）の提供が行われる。
また、PHPC の医療機関には薬やワクチンなどが国の備蓄品から優先的に配給がされる。
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なお、シンガポール保健省は PHPC 加入の医療機関に対して講習・トレーニングの実施を
通じて、平時であっても公衆衛生上の緊急事態への備えを行っている。
【参考】MOH から PHPC へのサポート
医療保護具

•
•

薬・ワクチン

•

•

研修・再教育制度

医療従事者への個人用防護具の最大 12 週間
の無償提供
医療従事者の感染予防のため、インフルエン
ザ抗ウイルス薬を最大 6 週間無償で提供
患者の治療のために、適切な抗ウイルス薬や
抗生物質、ワクチン等を国の備蓄品からの優
先的な配給
上記の場合でも PHPC は平時と同様に抗ウイ
ルス薬や抗生物質、ワクチンを調達すること
も可能

PHPC の医療従事者が MOH のガイドラインに精
通し、必要な技術の獲得・維持向上できるよう
に、各種ガイドラインの整備や e ラーニングコー
スの提供、ワークショップの開催等を行う。

（４）PHPC に加入している医療機関（https://www.flugowhere.gov.sg/参照されたい）

phpc.gov.sg の操作方法（オンライン上で加入病院をすぐに調べることができる）
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（５）体調不良時の個人の対応方について3
シンガポール国民は、風邪の症状（発熱、咳、喉の痛み、鼻水）が見られる場合には、ま
ず最寄りの PHPC を見つけ診察を受ける。
診察の際にはシンガーポール国民及び永住者は、10 ドル（日本円にして 800 円ほど）
（高齢者等は 5 ドル）で、医師による診察と治療が受けられる。
診察により肺炎の疑いがあると診断された場合には、新型コロナウイルスの治療体制の整
っている指定医療機関を紹介され、その病院へと救急車サービス等を利用して搬送され
る。
肺炎の疑いがない軽症な場合には、医師の診断書（MC4）を取得し 5 日間の自宅療養を
し、5 日経過後も体調が回復しない場合には、上記で診察を受けた PHPC を再度受診し、
場合によっては指定された病院で追加の検査を受ける。

３．

図２：シンガポール居住者向け新型コロナウイルス対策フローチャート
まとめ

3

https://www.gov.sg/article/i-am-showing-respiratory-symptoms-where-should-i-go 参照のこと
シンガーポールの労働者には有給休暇（Annual Leave; AL）とは別に有給病欠（Sick
Leave; SL）が付与されている。有給病欠は医者の診断書（Medical Certificate;MC）を提出
しないと行使できない。
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（１）医療体制のポイント
①中国本土渡航歴のある者・濃厚接触のある者以外の二次感染者疑いのある者も、新型コ
ロナウイルス対応の指定医療機関に搬送される。
②一般開業医（かかりつけ医）と指定医療機関との連携が明確に政府によってシステム化
されている。
③「あ、私、新型コロナウイルスに感染しているかも…」と思った個人がどう行動をとれ
ばいいのかが明確になっている。PHPC 体制に加入している一般開業医に診察してもら
い、肺炎の疑いがあると診断されれば、指定医療機関に搬送され、新型コロナウイルス
以外のその他のウイルスによる病気であった場合は、その一般病院で治療を受ける。
④軽症であった場合も、５日間の自宅観察を指示される。医師より診断書を発行してもら
い、有給病欠を申請できる。
これによって、
a) 疑いのある患者が隔離される
b) ウイルス拡散を防止できる
c) 経過観察が適切な個人防護具を身に着けた医療従者によってなされる
d) 疑いが濃くなれば即検査
といった手順で、二次感染者の早期発見、適切な処置がなされると考えられる。
（２）この医療体制によってもたらされる効果
・国民を過度の不安に陥れない。
・病院のたらい回しによる患者のストレス、また病状の悪化を防ぐ。
・検査してもらいたいために、患者が複数病院を巡ることによって、ウイルスを拡散させ
るのを防ぐ。
・一般開業医・指定医療機関、双方の医療従事者をウイルス感染から守る。
・有給病欠を強制的に取らせることで、軽症であっても感染疑いのある者に仕事をさせ
て、ウイルスを拡散することを防ぐ。
等が挙げられる。
他にも、シンガポール政府は、
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①A*STAR（シンガポール科学技術研究局）にて、シンガポール製のウイルス検査キット
を開発し、2 月 1 日〜2 日の間に指定医療機関に合計約 5000 セットを整備している5。
これによって、二次感染者疑いのある者も検査できる体制が整えられている。
②2 月 18 日シンガポールは新型コロナウイルス感染症の影響によって、経済の停滞が懸念
されるため、様々な経済政策を打ち出した6。対象は個人から企業レベルで、その予算は 40
億シンガポールドル（日本円で約 3200 億円）。
この経済対策の中には、5 日間の有給病欠をとる患者さんがいる会社への支援も含まれ
る。
今回の報告は、オンライン上で入手できる情報と、医療関係者への聞き取りによって作成
した。情報の誤り等があればご容赦いただきたい。
日本の政府、各自治体は外交ルートでシンガポールに医療体制整備等の詳細を入手できる
と思うので、必要とあればさらなる情報を入手されたい。
シンガポールは 2003 年の SARS の経験より、感染症対策と体制強化に尽力してきた。そ
の知見から、日本は学ぶ事が多いのではないだろうか。
以上

5

https://www.straitstimes.com/singapore/health/coronavirus-made-in-singapore-diagnostics-testimplemented-at-hospitals-here 参照されたい。
6
https://www.gov.sg/article/coping-with-covid-19-economic-measures 参照されたい。
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【参考資料１】

MH 34:24/8
4 Feb 2020
All registered medical practitioners

MOH CIRCULAR 29/2020
REVISION OF SUSPECT CASE DEFINITION FOR 2019 NOVEL CORONAVIRUS
(2019-nCoV)
As of 4 February 1500H, 20,672 cases including 427 deaths had been reported
globally. Of the 20,672 cases, 20,476 (including 425 deaths) were reported in
mainland China, with a large proportion in Wuhan city and Hubei province. Other areas
in mainland China had recently started to experience significant human-to-human
transmission, such as Zhejiang province, including Hangzhou city. Hence, in addition
to Hubei province, recent travel to Zhejiang province, including Hangzhou city, is
assessed to constitute higher risk exposure than other parts of China which requires
a high index of suspicion.
2.
As of 4 February 2020, the Ministry of Health has confirmed 24 cases of 2019novel coronavirus infection (2019-nCoV) in Singapore. There were 20 imported cases,
three local cases infected through contact with a tour group from China during their
work (comprising two salespersons and a tour guide), and a foreign domestic worker
who worked for one of the local cases.
UPDATE OF SUSPECT CASE DEFINITION
3.
In view of the above, we have expanded the suspect case criteria to the
following:
a)

A person with clinical signs and symptoms suggestive of pneumonia or
severe respiratory infection with breathlessness AND travel to mainland
China within 14 days before onset of illness; or

b)

A person with an acute respiratory illness of any degree of severity who,
within 14 days before onset of illness had:
i.

Been to Hubei Province (including Wuhan city) or Zhejiang
Province (including Hangzhou city), China; OR

ii.
iii.
iv.

Been to a hospital in mainland China; OR
Had close contact1 with a case of 2019 novel coronavirus infection;
OR
Had frequent or close contact during work2 with recent
travellers from mainland China (travel history in the last 14
days).

3.
Please note that transit only in an airport located in mainland China is not
considered as having travelled to mainland China.
4.
Your continued vigilance against possible cases of 2019-nCoV is greatly
appreciated.
5.

For clarification on this circular, please email MOH_INFO@moh.gov.sg.

A/PROF KENNETH MAK
DIRECTOR OF MEDICAL SERVICES
MINISTRY OF HEALTH
IMPORTANT
The case definition in this circular supersedes MOH CIRCULAR 19A/2020 titled,
“REVISION OF SUSPECT CASE DEFINITION FOR 2019 NOVEL CORONAVIRUS
(2019-nCoV)” dated 25 January 2020

1

2

Close contact is defined as:
 Anyone who provided care for the patient, including a health care worker or family member, or who
had other similarly close physical contact;
 Anyone who stayed (e.g. household members) at the same place as a case.

Persons who attended business meetings/discussions, frontline staff in hospitality and tourism (e.g.
hotels, shops, tours) with regular dealings with travellers from mainland China.

【参考資料２】

MH 34:24/8

MOH Circular No. 44/2020

11 Feb 2020
All registered medical practitioners

CLINICAL WORKFLOW FOR PATIENTS PRESENTING WITH RESPIRATORY
TRACT SYMPTOMS IN THE CONTEXT OF HEIGHTENED ALERT FOR 2019
NOVEL CORONAVIRUS (2019-nCoV) INFECTION

This circular provides guidance on the management workflow for patients
presenting with respiratory tract symptoms in the context of the current 2019 novel
coronavirus (2019-nCoV) situation. There is a need for medical practitioners to be on
heightened alert for possible cases of 2019-nCoV pneumonia, given the limited
community spread of 2019-nCoV under DORSCON orange.
2.
The latest suspect case definition for 2019-nCoV described in MOH Circular
29/2020 and 29A/2020 is still valid, as travellers to mainland China and patients with
close contacts are still at a higher risk.
3.
This workflow applies to medical practitioners seeing patients in any setting,
but applies in particular to primary care settings (i.e. general practitioner clinics and
polyclinics). It addresses the management of patients who do not meet MOH criteria
for a suspect case of 2019-nCoV.
WORKFLOW OVERVIEW
4.
Patients should first be assessed whether they meet the current 2019-nCoV
case definition criteria based on clinical symptoms and relevant travel/contact
history. Patients who meet the criteria should continue to be conveyed by the
dedicated ambulance service (6220-5298).
5.

For patients who do not fit the case definition criteria:
a) Those who are (i) medically unstable or (ii) clinically assessed to have
pneumonia should be directed to the hospital emergency department.
Patients who are medically unstable should be conveyed to the hospital by
emergency ambulance (995). Patients who are medically stable but

referred for suspected pneumonia should be conveyed by the dedicated
ambulance service (6220-5298).
b) Patients who are medically stable and not clinically assessed to have
pneumonia may be sent home to rest with sufficient medical leave (e.g.
five days), advice to self-isolate at their residence, and to seek medical reevaluation if they are not better. The workflow is illustrated in Figure 1.

6.
When calling the dedicated ambulance operator, the following information
should be provided to staff manning the hotline, so that the ambulance operators can
be dispatched as soon as possible:
a) Patient’s full name, NRIC, gender and age;
b) Pick up address and postal code;
c) Name of clinic, referring doctor’s name and contact number;
d) Either one of the following reasons for calling the hotline:
i. Meet suspected case definition
ii. Suspected to have pneumonia
7.

Your continued vigilance against possible cases of 2019-nCoV is greatly
appreciated.

8.

For clarification on this circular, please email MOH_INFO@moh.gov.sg.

A/PROF KENNETH MAK
DIRECTOR OF MEDICAL SERVICES
MINISTRY OF HEALTH

Figure 1: Workflow for management of patients presenting for medical care with
respiratory tract symptoms who do not meet the MOH suspect case definition for
2019-nCoV

