
新型コロナの今だからこそ

介護事業所の

横のつながり セミナー

全８回 18：30～20：30

9/24(金) 登米

9/30(木) 仙南

10/ 5(火) 気仙沼

10/  6(水) 栗原

10/  7(木) 仙台

10/11(月) 塩釜

10/12(火) 大崎

10/14(木) 石巻

※各回内容はほぼ同じです。

通所介護、通所リハ、訪問介護、訪問看護、訪問リハ、定時巡回、福祉用具、小規模多機能、認知症GH、特
養、老健、サ高住、有料ホーム、、包括、行政、病院、ケアマネジャー

方法：ＺＯＯＭミーティング
対象：各支部・圏域のケアマネジャー、通所系・訪問系・入所系サービス、

すべての介護事業所のみなさま、医療関係者、行政、他、どなたでも
定員：各回200人程度
参加費：無料
申込み：パソコンから 右のQRコードから

締切：各回の3日前まで

※参加は、パソコン等１台で複数人も可ですが、グループ
での意見交換をします。
できれば、パソコン等１台に１名の参加だと良いです。

【内容】
➀新型コロナによる要介護高齢者の不利益・偏見と

その対応
②情報共有、守秘義務を乗り越える対応
③宮城県及び介護ワーキンググループで発出された

メッセージ、指針、活動を知る
※応援支援の体験者から

④参加者による意見交換

主催：宮城県ケアマネジャー協会、仙南支部、仙台支部、塩釜支部、大崎支部、石巻支部、栗原支部、
登米支部、気仙沼支部

問合せ：seminar@mcma.or.jp（※本セミナーの問い合せはメールでお願いします。）

※このセミナーは、宮城県介護ワーキンググループからご協力をいただき開催します。
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はじめに 

宮城県ケアマネジャー協会 

開会のあいさつ 

支部長 

応援支援の体験から
10/14(木) 石巻
川井　丈弘 さん　特別養護老人ホームふたばの杜
菅原　　健　さん　デイサービスわかなの杜
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➀ 新型コロナによる要介護高齢者の不利益・偏見とその対応
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宮ケア協 第２２３号 
令和 ２年８月２７日 

宮城県保健福祉部長寿社会政策課 
課長 千 坂   守  様 

特定非営利活動法人 
宮城県ケアマネジャー協会 
会長 森 田   潔 

新型コロナウイルス感染症に対する要介護高齢者へ対策と行政への要望について 

現状での新型コロナウイルス感染症による介護サービス停止制限、間もなく訪れる冬の
第３波が危惧される中、今からできる限りの対策をとり、要介護高齢者の不利益の解消を
目的に、宮城県ケアマネジャー協会としての対応を検討いたしました。 
このことについて別紙のとおり提出いたします。ご検討の程よろしくお願い申し上げま

す。 
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要介護高齢者（認知障害のある要介護高齢者）への支援 

宮城県ケアマネジャー協会 
会長 森 田   潔  

１ 心身状況の把握（アセスメント） 

通常から、認知障害だけでなく、健康状態や日常生活動作、家事、コミュニケーション、介護力等、 
生活全般の心身の状況と生活への影響を把握し、生活上の課題を明らかにして対応します。 

２ モニタリングとサービス調整 

介護サービスの制限、サービスの利用控え等による心身機能の低下については、通常の定期的なモニ 
タリング（月に１回以上）に加え、新型コロナウイルスによる影響を加味して注意深く様子観察し、介

護サービスの変更、追加、利用調整をおこないます。 

３ 要介護高齢者の不利益の解消 

  新型コロナウイルス感染症に対する、過剰ともいえる介護サービス制限を把握し、介護を必要とし
ている要介護高齢者が介護サービスを受けられない状況を把握し、行政と協議の上その対応を検討し
ます。 
・濃厚接触者でないにも関わらず、帰省した孫など「東京の人」などと会っただけで、14 日間の介
護サービス利用停止という事態が発生している。

・14 日間の介護サービス停止は要介護高齢者の心身機能の低下だけでなく、介護の破綻にもつなが
る。

・早期のサービス再開のために優先的 PCR検査による陰性証明が必要である。

４ その他 
重度化する可能性の高い要介護高齢者に関わる職員についても、３と同様の優先的な PCR 検査によ 

る早期発見早期対応による予防的対応が必要である。 
特に若い職員の無症状感染者による要介護高齢者への感染が危惧される。 

以上、宮城県ケマネジャー協会として、宮城県内のケアマネジャーに対して、新型コロナウイルス感
染症による要介護高齢者への負のリスクへの対応について周知して対応し、要介護者支援の役割を担
ってまいります。 
介護に携わる関係者への優先的・予防的 PCR 検査については行政からの支援が必要です。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

令和 2 年 8月 27 日 
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新型コロナ対応 
◎感染していないのに介護が受けられない要介護高齢者について 2020.04.15.

 要介護者高齢者本人が感染していなくても，介護サービスを受けることがで

きない（サービス利用を断られる）という 

事態が起きています。 

・〇〇さんが通っていた病院で感染者が出るかもしれないのでサービス利用

を遠慮してください。 

・家族が東京に行ってきたのであれは，２週間様子を見るのでサービス利用

を待ってください。 

など，行き過ぎた過敏対応です。 

 また，国の通知によりサービス事業所が，利用者本人が濃厚接触者である場

合，もしくは家族が濃厚接触者である場合 

サービスを断るという状況が始まっています。 断る,停止するのは簡単です

が，問題はそのあとです。 

 宮城県ケマネジャー協会として，利用者の不利益にならないよう，不測の事

態にならないよう，宮城県長寿社会政策課， 

各保健福祉事務所などと協議の上で対応したいと思います。 

問題報告用紙☚ 左の様式を使用し，メールかＦＡＸで宮城県ケアマネジャー

協会に送ってください 
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感染症（コロナ）による要介護高齢者に関する問題 

令和  年 月 日 

ケアマネ

氏 名 
市区町村 

連絡先 電話  ・  FAX  ・  ﾒｰﾙ 

利用者

の状況 
要介護度（ ） 

利用してい

る介護サー

ビス 

１ 介護サービス停止による介護問題 

① 介護サービスが利用できない客観的現状

② 介護が必要だが利用できず生活に困っている現状。（緊急性や介護の重さなどをできる

だけ詳しく）

２ その他，要介護高齢者支援に関する問題 

2020.04.21.宮城県ケアマネジャー協会 

FAX 022-716-0717 

FAX 022-716-0717 
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新型コロナによる要介護高齢者支援における工夫や努力、伝えたいエピソード 

認知症高齢者はマスクをつけていられない方が多いので、換気の促進や距離の取り方で

の関わり方 

事前の備えが重要だと思います 

自分自身、家族の感染対策をきちんと行うことから、高齢者を相手にする責任としてうつ

さない、拡大させないように消毒、換気、体調管理を日頃から意識しながら過ごしていま

す。 

県の応援派遣スキームへの参加、法人独自の感染対策、利用者の利用基準、職員の有症状

時の対応、復帰基準の策定 

自身の感染予防にも気を付けている 

毎日の健康チェック、手指消毒、マスク着用など感染対策を行っている。 

クラスター発生施設におけるレッドゾーン経験者として、多職種の方と情報を共有させ

ていただければと思います。 

最新情報の内容の理解と現場意識の乖離 

当事業所でもコロナ陽性に伴う営業自粛期間がありました。その中で、ご利用者でも濃厚

接触者がおられ、14 日間の自宅待機がありました。デイ・ヘルパー支援が難しい中、家

族さんの支援によって生活を送ることはできましたが、デイが利用できない分、健康観察

の電話対応や N９５マスクを着用しての屋外歩行訓練など出来ることを実践致しました。 

新型コロナウイルスを正しく恐れながら私たちができることは何かを改めて考えた期間

だったかと思います。 

聞き取りが難しい高齢者が多いため今までは近づいて大きい声でお話をしていました。

コロナ禍の今は、携帯マイク（拡声器）を持参し、間隔を取れるようにしています 

栗原市在宅医療・介護連携支援センターで相談員をしています。 

コロナ禍で、試行錯誤の一年でしたが、改めて専門職者のみなさんのお力があって成り立

つ自立支援だと実感してます。ピンチをチャンスに！ 

在宅センターは、専門職者のみなさんの相談をお受けしています。研修会なども開催して

います。どんな小さなことでも構いませんので、ご連絡ください^_^ 

感染対策に努めております。 

極力互いの感染リスクを避けながら、コロナを言い訳にしない、本人主体、本人の権利を

意識した業務を心がけるようにしています。 

事業所の方には、うわさで動いて欲しくないです。事実に基づいて毅然とした対応をお願

いします。 

訪問する側の健康、感染注意 

自身や対象者・ご家族の感染症対策の確認や施行。フレイル予防で、自宅でも出来る軽運

動等の提案や、zoom や LINEで町民の方々と繋がり、情報の伝達や研修等を開催した。 

利用者に施設内の消毒作業を行ってもらっている。交流ができない代わりにデイで作っ
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た門松などを児童クラブに届けている。岩手宮城内陸地震の復興プロジェクトのヒマワ

リを植えた。 

一日も早く高齢者が安心して外出できる事を願っております。 

有料老人ホームなので、ガラス越し面会やリモート面会を頑張りました。 

地域包括ケアシステムの新型コロナ対策 

今まで経験したことがない事態で混乱しながらも皆さんがいろんな苦労をして頑張って

いることを認め合える場面があればいいなと思っていました。 

職員の家族がコロナウイルスに感染し職員が濃厚接触者となり自宅での待機をすること

になりました、自宅待機中の様子を聞くと地域の目線が厳しく窓も開けることが出来な

いくらいで心のケアが必要だったと話していました。PCR検査で同僚は陰性だったにも関

わらず新型コロナの症状のような気がして再度 PCR 検査を受けたようでした。事業所で

も新型コロナに対する研修を実施していましたが、研修の内容がもっと濃いものであれ

ば良かったと思った。 

私が勤務する地域では幸いにも、あまりコロナの陽性者が出ませんでしたので、今後の参

考にさせていただきたいと思います。 

他の圏域の状況をお聞かせいただき、情報交換できればと思います。 

ZOOM を活用した担当者会議やモニタリングを行う事ができる施設も増えて来たが、こち

らからの要望にも全く応えていただけない施設もあり、その差が大きい。 

施設やケアハウス入居者の方との面会の機会を作って欲しいです。 

まさしく発災だと感じました。 

山間部の独居高齢者や高齢者世帯（夫婦）でも、玄関や茶の間にとアルコール消毒液が準

備されていることやﾏｽｸ着用が身についている（感染予防対策に取り組んでいる）方々が

増えている。 

陽性者が確認された後は事前の訓練で想定していた大変さの比ではなかった。もう二度

と繰り返すことのないよう、出来る予防などは手間を惜しまずするべきだと思った。 

予防の必要性とワクチンしても感染する事について、訪問するたびに穏やかに話をし続

けた事です。 

閉鎖した施設にはしたくない、と常に人の出入りが多く、賑やかな時間を過ごすことが当

たり前だと思ってやってきたけど、コロナ対策と言って閉鎖性が第一となってしまった

ことに悔しさ、もどかしさを感じています。 

現状、感染予防対策で感染を何とか防げている状況です。感染、罹患者が出た時の対応を

体験談やアドバイスとして頂きたいと感じております。 

感染予防対策など行っていますが、居宅事業所のケアマネとして経験が浅いので、他事業

所様、ケアマネージャー様の工夫などの取り組みを、参考にしたいと考えております。 

感染予防として合わずに済むなら極力訪問しないようにした。緊急事態宣言時などは特

に。お互いそれが一番安心と感じたので。(それで済まない利用者さんのところはモニタ
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リングや担会通常通り実施) 

一人暮らしや認知症のある高齢の利用者様にマスク装着の拒否がみられ、特に耳の聞こ

えが悪いとどうしても距離が近くなって声も高くなってしまいます。安心できる良い方

法がありましたら教えてください。 

応援支援しての体験者からということで、研修内でお話しさせていただきますので、よろ

しくお願いします。 

外部の面会制限などの緩和を心がけている。 

施設内での面会制限と Zoomの活用。 

業者等の出入り制限。 

職員の行動確認。 

職員の抗原検査。 

職員発熱時等の出勤調整。 

Zoomを活用した実態調査や担当者会議。 

定期的に抗原抗体検査を行い、体調確認を行っています。 

様々な事業所の、コロナ禍での対策を聞いてみたいです。 

面談や打ち合わせの時は、皆さんマスクを着用し、換気をして、お互い要点を手短に話す

る。 

基本的な対策が重要だと思って、毎日の手指消毒、マスクの着用、物品の消毒は欠かさず

に行っています。 

普段の換気や消毒などご利用者も不安になるかと思いますのでその都度事前に声をかけ

ながら行っていました。夏祭りも昨年と同じで施設全体ではなくユニット毎に行いまし

た。 

ケアマネとして利用者のサービスが滞る事が一番心配です。お互いを守る為訪問時事前

の状況確認、訪問時間は短くを心掛けています。 

個人情報保護の観点もあるが、事業所で発生もしくは関与した際には感染拡大を防ぐ為

にも関係機関へ情報発信する必要があると考えます。 

施設内で行っている余暇支援を充実させ、ストレス軽減としている 

お互い様の関係性で、当たり前の生活を続けられるように、すること。 

訪問時に自分が媒体にならないよう努めている。 

事業所の CMが担当していて、今年４月にコロナ陽性者の利用者（認知症）の人がホテル

療養となり、ホテルで過ごせずに１日で自宅へ戻った事。家族も感染しておる中、１０日

経過したら、経過観察期間終了となった。利用者には軽いせき込みがあった。通所再開し

たいものの、その中途半端な情報を元に隔離解除から受け入れに難色を示された。その通

所も別ルートで感染者が出たので、休業した直後であった。ほどなく陽性だった家族も退

院してきて、仕事を復帰するにあたり、陰性証明を会社より求められたので、結果その利

用者も一緒に自費で陰性証明を発行してもらった（別医療機関）。また、かかりつけ医も
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その際に診察はしないでいた。受付から受診を控えるようにと言われていた様子。こんな

状況で通所再開を疑問を持っている。そんな中 CMが奔走している事でも、なかなかサー

ビスもつながりにくく、保健所も隔離解除であとは CMが何とかして…と投げられた様子。

陰性証明は無くても良いのは理解できたが、保健所が関わる事で、医療とも寸断され、と

ても困った。投げ出される CMも苦労だったと思う。認知症の方の収容できる療養施設が

あると良かった。こうなると、通所、ショートも頭では理解しているけれども、クラスタ

ーを懸念して受け入れに難色を示す。誰も救っていない。本人と家族がとても大変な状況

で生活を送らざるを得なかった。管理者としても、後方支援していてもそれが思う様に行

けず、その担当 CMと頭を抱えて過ごした。 

自分の健康管理を行う。 

ご自宅の訪問時は車の乗り降りの度に手指消毒をし、その後、自宅入室時と退出時は消毒

をする事を徹底している。又、濃厚接触者等の疑い等で自宅待機となった場合は毎日 TEL

にて状況を確認する。 

体調確認、管理の徹底。サービス休止時の代替えサービスの捜索 

感染予防に互いに気を付けている 

みなさんの支援のコツなど伺いたいです 

R2.12月下旬、在宅で施設入所待ちの利用者様が、ご家族様が濃厚接触者になったことに

より、デイ、ショートステイのすべてのサービスが利用できず、どんどん身体機能低下が

進み、最終的には別の段階でご自身がコロナ陽性者となり入院。陰性になった後も体調不

良が長引き、退院することなくご逝去されました。 

予防接種が進み、重症化が食い止められるとはいうものの、高齢者は特に後遺症が長引

き、機能低下の末に在宅が難しくなることか予想されますし、2回接種しても感染はしま

すので、引き続き感染対策をしながら、「うつらない、うつさない」で頑張っていけたら

と思います。 

体調管理、衛生管理など 

ご家族がコロナ予防に敏感で、通所介護を休ませることが多かった。本人様はストレスあ

り、アルコールの摂取が再開してしまった（アルコール依存症の既往あり。寛解はしてい

た。）デイサービスと連携し、送迎時にアルコール臭を確認し、注意喚起。ご家族様にも

酒瓶を見せないよう依頼。今のところ依存までには至っていないが、今後が心配 

面会制限を状況に合わせて緩和したり、状況に沿った面会対応ができるよう工夫してい

る（オンライン等） 

コロナ禍でなかなか面会がしにくくなっているが毎月写真やリモート面会など工夫して

様子が家族に伝わるようにしている。また利用者様は状況がわかる方もいればわからな

い方もいらっしゃるので寂しくないように職員が盛り上げるようにしている。 

大崎 MCSの活用による情報共有 

定期的な抗原検査の実施，こまめな手洗い（消毒），良質な睡眠と食事を心かけている。 
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可能な限りの感染対策を取りながらの訪問、みなさんが苦労されたと思います。 

正しい知識で対策した上で訪問することで支援が途切れないようにできていたのでは 

ないでしょうか。 

訪問時前にお客様の検温実施をして頂いております。 

手洗い、うがい、換気の実施 

帰宅後の備品消毒の徹底 

私どもは薬を持参した時、私どもから介護者に感染をしないように、マスク 血圧計 体

温計 等へのアルコール消毒 接近した話し込みを極力避けるといった基本的な諸注意

をしながら対応してきました。 

人生 100 年時代における健康への意識、そして病気に関わらないためにも予防という習

慣を 1人でも多くの方々に、10代、20代から始める「未来予防」の大切さを 
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② 情報共有、守秘義務を乗り越える対応

（第三者提供の制限） 

第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本

人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同

意を得ることが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で

あって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 
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参加者による意見交換 

グループ 
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③ 宮城県及び介護ワーキンググループで発出されたメッセージ、

指針、活動を知る（１） 
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新型コロナウイルス感染症から高齢者を守るための施設へのメッセージ 

宮城県新型コロナウイルス感染症対策介護ワーキンググループ 

高齢者施設で新型コロナウイルス感染症の集団発生が多く発生しています。新型コロナワクチンの高い

感染予防効果が欧米各国から報告されており、宮城県でも今月より高齢者へのワクチン接種が始まってい

ます。ワクチンが十分行き届くまではこれまでのような感染予防策を行っていく必要がありますが、施設

ごとの感染予防策だけでは限界があり、以下の 3 つのポイントをうまく活用して地域全体で高齢者を守り

たいと考えています。 

施設におけるスクリーニング検査（仙台市：抗原定量、仙台市以外：抗原定性）による感染者の早期に検出

する 

 様々なサービスは PCR 検査による確定検査後に停止を検討することが基本です。

 簡便に検査を実施して施設への入り込みをいち早く検知します。

 陽性の場合には、確定検査の結果が出るまで自宅待機とする等の対応を取るとともに、陽性者の

行動歴を聞き取って、他に滞在・利用した施設の有無や接触した職員を把握するなど、施設内で

感染防止の取り組みについて再確認を行います。

 仙台市の施設で陽性の際には、仙台市役所から連絡があり、具体的な対応についても市からお知

らせします。確定検査で陽性であった場合には、仙台市保健所と相談してその他の利用者や職員

への PCR 検査に協力して下さい。

 仙台市以外の施設で陽性の際には、宮城県長寿社会政策課に連絡します。陽性か判断に迷う場

合、検査キットが手元にあれば再度検査を行なってください。有症者に対するスクリーニング検

査で陽性であった場合には、PCR 検査による確定検査を進めると共に、必要に応じて嘱託医師と

相談の上で施設の接触者に対するスクリーニング検査を考慮してください。

クラスター発生施設や発生事業者に対する介護職員の直接・間接応援システムを積極的に利用する

 高齢者施設クラスターの特徴として陽性高齢者が重症化しやすいことに加えて、介護職員が陽性

や濃厚接触者となったことを受けて、施設で勤務可能な職員数の急激な低下があります。

 宮城県では関係団体等によって発生施設に対する介護職員の応援派遣体制が整えられています。

発生時の業務量増加や感染予防策を徹底するためにも積極的に利用を考慮してください（相談

先：宮城県長寿社会政策課）

利用者や従事者での新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえた介護サービスの連携やクラスター対策 

 陽性者の発生施設では介護サービスが制限されます。サービスの代替えには発生状況を施設が主

体となって、関係機関（特にケアマネジャー）と積極的に共有する必要があります（施設の閉じ

た対応ではなく地域での対応）

 また、陽性者の他施設での利用歴を迅速に共有することで、当該施設での健康観察の強化やスク

リーニング検査の実施が可能となり（いわゆるクラスター対策）、他施設での感染拡大を未然に防

ぐことに繋がりますので、感染者の発生については必ずケアマネジャーを通じて情報共有を図る

ようにお願いします。 

引き続きご協力のほどよろしくお願いします。 
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事前の備えと対応 
 

新型コロナウイルス感染症 
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宮城県新型コロナウイルス感染症対策介護ワーキンググループ

□ 本人、家族と日中でも連絡がつく電話番号等のリストを作成し、定期的に更新する

□ 代替サービスを提供すべき利用者のリストを予め作成し、定期的に更新する

□ 濃厚接触者への訪問サービスを担当できる職員のリストを予め作成しておく

□ 家族内感染を防ぐための基本的な知識を本人、家族に予め伝える

□ 行動歴から接触者を洗いだす模擬訓練を実施する

□ 感染者と接触が疑われる人のリストを保健所に提出する

□ 対策本部を設置する

□ 情報公開、情報共有、メンタルヘルスへの対応を迅速に行う

□ 自宅待機となった利用者、職員の健康観察を強化する

□ 自宅待機となった利用者の介護ニーズを把握し、代替サービスを提供する

□ 医療連携：PCR検査（利用者、職員）の実施は、保健所の指示を受けて行う

通所系
施 設

・正しいマスクの使用（サージカルor不織布マスクを使用し、
　鼻と口をしっかり覆う）
・職員同士の会話でもマスクを着用・飲食時は会話しない
・適切な換気の実施
・食事中は利用者同士の距離を保つ
・対面になることを極力回避（側面，背面からの介助を意識）
・３密を回避（換気の悪い密閉空間，多数が集まる密集場所、
　近距離で会話する密接場面）
・適時・適切な手洗い、手指消毒
・目・鼻・口には触らない（触る前は手指消毒を）
・職員やその同居者が体調不良の場合は出勤しない・させない
・利用者及びその同居者も健康チェック
・勤務体制の見直し
・発生時を想定した勤務体制の構築
・防護服等衛生資材の使用方法を確認

～宮城県長寿社会政策課　クラスターにならないために ver.3～

日頃から意識することが大切です！

事前の備えが大切です！

発生したときの対応ポイント！
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宮城県新型コロナウイルス感染症対策介護ワーキンググループ 

令和 3 年３月 26 日（4 月 9 日修正版） 

新型コロナウイルス感染症が通所系施設で発生したときの参考指針 

＝＝ 事前の備え ＝＝ 

◆本人、家族と日中でも連絡がつく電話番号等のリストを作成し、定期的に更新する◆

通所サービスの自粛にともない、自粛期間の連絡、健康チェック、在宅での介護ニーズの把握、代替

サービスの案内、PCR 検査の日程など、自宅待機となった本人、家族への頻繁な連絡が必要になるため、

自宅の電話番号に加えて、日中でも確実に連絡がつく電話番号、さらに可能であれば FAX番号やメール

アドレス等のリストを作成し、定期的に更新する。

◆代替サービスを提供すべき利用者のリストを予め作成し、定期的に更新する◆

通所サービスの自粛にともない、自宅待機となる利用者の在宅における介護ニーズを本人、家族、ケ

アマネージャーと予め話し合い、提供すべき代替サービス（健康チェック、配食サービス、訪問介護、訪

問リハ、他事業所への紹介など）をリスト化して定期的に更新する。なお、利用者が濃厚接触者と認定さ

れた場合は、PCR 検査が陰性でも一定の偽陰性があることから、誰が感染しているか分からないので、

デイサービスやショートステイが通常は使えなくなる。その場合は PPEを含む感染対策に留意した上で、

訪問による代替サービスを提供することも想定しておく。なお、感染予防のための備品として、N95 マ

スク（サージカルマスク）、ゴーグル（フェイスシールド）、袖付きビニールエプロン、使い捨て手袋、ビ

ニールテープ、ゴミ袋、アルコール消毒液など、介護や健康観察のための備品として体温計、パルスオキ

シメーター、ドライシャンプーなど、必要物品についてリスト化し、準備しておく。

◆濃厚接触者への訪問サービスを担当できる職員のリストを予め作成しておく◆

①65 歳以下の健康な人で家族の理解が得られた人（妊婦および基礎疾患のある人を除く）などの配慮

基準を定め、②労働条件等を書面で提示し、③濃厚接触者への訪問サービスを担当する意思があるかを

確認して、④発生時に訪問サービスを担当できる職員のリストを予め作成しておく。 

労働条件には、勤務期間の目安や特別手当、交通費や食費の扱い、勤務期間終了後の特別休暇の有無、

加入済みであれば業務災害保険、契約予定の宿泊施設なども記載しておく。なお、濃厚接触者への訪問サ

ービス提供後は通常の業務に復帰して構わないが、希望があれば濃厚接触者への接触期間終了後 5 日目

に PCR 検査を実施して復帰、あるいは 14 日間の健康観察期間を設けて復帰するなど、実情に合わせて

判断する。 

勤務可能な職員には、「訪問介護職員のためのそうだったのか！感染対策」１などの動画の視聴を促し、

できるだけ実践に近い模擬訓練を繰り返す。 

◆家族内感染を防ぐための基本的な知識を本人、家族に予め伝える◆

濃厚接触者と認定された場合に備えて、「家庭内でご注意いただきたいこと ～8つのポイント～」２を
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予め配布し、内容について理解を促す。 

◆行動歴から接触者を洗いだす模擬訓練を実施する◆

濃厚接触者の把握のため、利用者の共用スペースや送迎車内での座席位置（プロット図）やマスク着

用の有無、食事介助（外での会食を含む）、排泄介助、入浴介助、リハビリ、集団レクなどの行動歴を、

2 週間さかのぼって把握できるようにしておくこと。 

＝＝ 感染者が発生したときの対応 ＝＝ 

◆感染者と接触が疑われる人のリストを保健所に提出する◆

感染者の発生を速やかに保健所に報告し、次いで保険者にも報告する。その後、保健所の指導の下、

感染者の施設内行動歴を聴取し、接触した人のリスト（氏名・接触日・接触内容）を、利用者の共用スペ

ースや送迎車内での座席位置などのプロット図とともに保健所に提出する。聴取の対象期間は、感染源

が不明な場合は２週間前から、感染源が特定される場合は発症の２日前から隔離開始までなど施設の感

染状況によって期間が異なるため保健所に指示を受けてから行う。聴取の際には感染者の食事や入浴、

排泄等の介助状況とともに、同じテーブルで過ごした人、入浴が一緒だった人、車に同乗した人のマスク

着用の有無、および施設内の感染予防対策を詳しく報告する必要があるので予め整理しておくこと（職

員と利用者のマスク着用や手指衛生の有無、共用スペースと居室の換気状況、環境消毒、職員と利用者の

検温回数、職員の交流制限、水際対策など）。 

濃厚接触の目安は、①同居、②マスクせずに介護、③マスクせずに会話（１ｍ以内で１５分以上）。主

要な感染経路は飛沫感染とエアロゾル感染であるから、換気の不十分な部屋（休憩室、更衣室、トイレ、

喫煙室など）で感染者と飲食やマスクなしで会話をした場合等が該当するが、実際の接触者の区分（濃厚

接触者、接触者、非該当）は保健所が判断する。 

【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（2021 年 1月 8 日暫定版）３】 

「患者（確定例）の感染可能期間」とは、新型コロナウイルス感染症を疑う症状（＊）を呈した 2 日

前から退院又は宿泊療養・自宅療養の解除の基準を満たすまでの期間とする。 

＊発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐な

ど 

「濃厚接触者」とは、「患者（確定例）」（「無症状病原体保有者」を含む。以下同じ。）の感染可能期間に

おいて当該患者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでに接触した者のうち、次の範囲に該当す

る者である。 

・ 患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった者

・ 適切な感染防護なしに患者（確定例）を診察、看護若しくは介護していた者

・ 患者（確定例）の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者

・ その他： 手で触れることの出来る距離（目安として 1 メートル）で、必要な感染予防策なしで、「患

者（確定例）」と 15 分以上の接触があった者（周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性

40



を総合的に判断する）。 

◆対策本部を設置する◆

可能であればWeb 会議形式が望ましい。

◆情報公開、情報共有、メンタルヘルス◆

事業の継続については保健所の指示に従い、保険者に報告する。利用者、その家族、連携医療機関、

ケアマネージャー、地域の介護事業所、関係機関、関係業者等に連絡し、原則として FAX、HP等で情報

公開を行う。複数の介護事業所を利用するケースについては、2次感染防止や事業の継続性に係わること

から、本人の同意を得ることが困難であっても速やかに担当ケアマネージャーへの情報提供を行う４。発

生施設が複数の事業を併設している場合は、併設事業の営業継続の有無について利用者とケアマネージ

ャーに連絡し、HP 等で情報を公開する。質問窓口はできるだけ一本化する。 

本人、家族の不安に配慮し、健康チェックの際には感染状況等の情報共有に努める。その際、情報が

混乱すると却って不安を与えるので、伝える内容と聞き取る項目を予め統一すること。職場内ではメー

リングリストや SNS 等で情報共有を進め、メンタルヘルスの相談窓口を設ける。

通所サービスを自粛した場合は、多くの利用者に一斉に連絡しなければならない。日中、自宅に不在

であったり、仕事のため電話に出れなかったりする家族が多いので、電話を担当する職員と訪問（文書の

ポスティング）を担当する職員を配置する。電話による折り返しの問い合わせへの担当者も決めておく。 

◆自宅待機となった利用者、職員の健康観察を強化する◆

自宅待機となった利用者および職員に対し、毎日、時間を決めて健康観察を行う。濃厚接触者について

は健康観察を保健所が行うか、事業者が行うかについて保健所の指示を受ける。利用者も職員も、有症状

となった場合は速やかに連絡するよう、緊急連絡先を決めて周知すること。有症状者が発生した場合は、

速やかに保健所に報告する。大規模の通所施設では、把握しなければならない人数が多くなるため、健康

観察に関する情報を一覧にして一括表示し、情報が錯綜しないようにする。利用者に確認する項目（体

温、風邪症状、倦怠感、食欲、介護ニーズなど）を予め本人、家族に伝えておき、電話連絡の際に効率よ

く聞き取れるようにする。自宅待機となった本人の自宅には「家庭内でご注意いただきたいこと ～8 つ

のポイント～」とともに緊急連絡先を明記した健康観察票を配布する。自宅待機となった職員は朝、夕の

検温結果を定時にメール等で職場に自己申告する。 

◆自宅待機となった利用者の介護ニーズを把握し、代替サービスを提供する◆

通所サービスの自粛にともなう代替サービスの希望を聴取し、ケアマネージャーと連携しながら、必要

に応じて健康チェック、配食サービス、訪問介護、訪問リハ、他事業所への紹介などを行う。通所サービ

スの利用が在宅生活を継続する上で不可欠の条件となるケースも多く、利用者や家族、ケアマネージャ

ージャーには営業再開の見通しを説明するように努める。 

◆医療連携◆

●PCR 検査（利用者、職員）の実施は、適切な時期を判断する必要があることから、保健所の指示を受
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けて行う。偽陰性が少なくなるのは暴露から 5 日目以降であり、潜伏期間の平均は 5 日であるから、暴

露日＋5 日目（日曜に暴露した場合は金曜）を目安として PCR 検査を実施することが多い。したがって

最短でも暴露から 5 日間は通所サービスを自粛する必要がある。なお、濃厚接触者は PCR 検査が陰性で

も 14 日間の自宅待機が必要。 

▼老健等、自施設で実施する場合には以下の項目に留意する。

検体採取を開始する前に、まず対象者全員の名簿を作成する。陽性者が判明した場合に接触者として

注意が必要となるため、誰が誰の検体を採取したのかを記録すること。 

唾液検体や鼻腔ぬぐい液の自己採取が可能な人には協力していただく。 

鼻腔ぬぐい液や鼻咽頭ぬぐい液の検体採取はエアロゾル発生手技であるから、N95 マスクとゴーグル

（あるいはサージカルマスクとフェイスシールド）、長袖ガウン、手袋を装着しドライブスルー方式で採

取する。自宅を訪問して採取する場合は換気に十分留意し、対面を避けて採取できる場所を確保するこ

と。 

検体採取は医師か看護師が行い、検体採取を補助する係り、名簿をチェックする係り、利用者を案内

する係り等を予め決めてから検体採取を開始する。可能であれば採取前に鼻をかんでもらう。 

１ 訪問介護職員のためのそうだったのか！感染対策 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00006.html 

２ 家庭内でご注意いただきたいこと ～8つのポイント～ 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf 

３ 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（2021 年 1 月 8日暫定版） 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html 

４ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて 

https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/covid-19/ 
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水際対策
新型コロナウイルス感染症 

１

 

 

宮城県新型コロナウイルス感染症対策介護ワーキンググループ

３ 職員と利用者  健康管理の　　　          を徹底しましょう！

４ 医療機関との協議
□ 流行時は遅滞なくＰＣＲ検査や抗原検査を実施する

※透析については事前に協議しておく

をしておきましょう！

日頃から意識することが大切です！

２問診票  来訪者へのチェックで　　　　　　　　　　　　　 を徹底しましょう！

・持ち込まないには、「しっかり予防！」

・すぐに申告、「自分と家族の風邪症状！」

・一番用心、「エアロゾル！」

・常に確認、「マスクの密着！」

・常時窓開け、「温度差換気！」

・休憩中も、「換気とマスク！」

・一ケアごとに、「前後の手洗い！」

・車は三密、「外気モードでしっかりエアコン！」

・カラオケ、宴会、「三密行かない！」

・食事と運動、「睡眠確保！」

・検温は、「自宅で１回、職場で２回！」

・風邪気味ならば、「堂々と休む！」

・治ったら、「堂々と復帰！」

・今日も一日、「あたりまえを守ろう！」

～ある介護施設の標語～

周辺地域で流行が発生した状況 の場合

□ 利用者への面会以外の訪問 （ボランティア等） は原則として禁止する
□ 家族等の面会は、予約制として時間や場所を指定し、換気と距離に配慮しながら

できるだけ継続できるように努力する
※感染状況に応じて制限する

□ 面会制限によって家族と疎遠にならないよう、定期的に報告をし、web面会を推進する
□ 必要不可欠な医療介護従事者など、出入りする者をできるだけ固定する

□ １週間以内の三密な行動歴、流行地への往来履歴があった場合は、14日間は
不織布マスクを着用し、手洗いを強化して体調に注意しながら勤務 （利用） する

□ 職員、職員家族が有症状の場合は、かかりつけ医等に相談、受診、あるいは相談
センターに連絡する
※症状の持続が３日以内であれば消失後48時間で復帰

□ 利用者、利用者家族が有症状の場合は、かかりつけ医等に相談する
※必要時は施設から保健所に連絡して情報共有する

□ 職員が自宅待機となった場合は、朝夕２回の検温結果と健康状態を上長に
報告する

□ 入居系事業所では有症状者 （職員と入居者） の発生を発症日ごとの積み上げ
グラフでチェックする
※集団感染の兆候を見逃さないようにする

施設に持ち込まないために
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水際対策
新型コロナウイルス感染症

１

 

宮城県新型コロナウイルス感染症対策介護ワーキンググループ

３ 職員と利用者  健康管理の　　　          を徹底しましょう！

□ 全ての職員と、その同居者について、勤務開始前に基本５項目をチェックする
※職員は、出勤前後と退勤前に体温測定、職場内行動歴や副業もチェックする

□ 通所系サービスの利用者と、その同居者の基本５項目をチェックする
※検温を行う

□ 職員は勤務中に発熱や風邪症状が現れたときは直ちに上司に報告し、現場を離れる

□ 「感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる者」 との接触を管理し、接触が

あれば感染予防強化か自宅待機を検討する

□ 職員および利用者が発熱時は、解熱後24時間で職場復帰あるいは利用再開する
※職員および利用者の家族が発熱時は自宅待機不要

□ 特定の入口からインターホン等で職員を呼び出してもらい、問診票を記入いただく

□ 週１回以上の来訪者 （厨房など） には、その都度検温と、週１回の記入を要請

する

□ 問診票には、来訪後14日間以内の体調変化の連絡等、協力内容を明記する

□ 基本５項目をチェックする

（体温/当日の有症状/１週間以内の自身の有症状/１週間以内の有症状者、感染者・

濃厚接触者との接触歴/1週間以内の三密な行動歴および流行地への往来履歴）

日頃から意識することが大切です！

２問診票  来訪者へのチェックで　　　　　　　　　　　　　 を徹底しましょう！

・持ち込まないには、「しっかり予防！」

・すぐに申告、「自分と家族の風邪症状！」

・一番用心、「エアロゾル！」

・常に確認、「マスクの密着！」

・常時窓開け、「温度差換気！」

・休憩中も、「換気とマスク！」

・一ケアごとに、「前後の手洗い！」

・車は三密、「外気モードでしっかりエアコン！」

・カラオケ、宴会、「三密行かない！」

・食事と運動、「睡眠確保！」

・検温は、「自宅で１回、職場で２回！」

・風邪気味ならば、「堂々と休む！」

・治ったら、「堂々と復帰！」

・今日も一日、「あたりまえを守ろう！」

～ある介護施設の標語～

周辺地域で流行が発生していない状況 の場合（平時でも）

施設に持ち込まないために
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宮城県新型コロナウイルス感染症対策介護ワーキンググループ 

令和 3 年 3 月 12 日（６月 25 日修正版） 

水際対策：新型コロナウイルスを施設に持ち込まないための参考指針 

介護施設における水際対策は、周辺地域での流行状況に応じて緩急をつけることが望ましい。 

本指針では、周辺地域で流行が発生していない状況から（平時でも）実施する項目を○で、周辺地域で

流行が発生した状況で実施する項目を●で表記する。流行状況を判断する目安としては、宮城県のステ

ージ移行指標の感染状況（直近 1 週間の陽性者数、直近 1 週間とその前 1 週間の比、感染経路不明な者

の割合）、あるいは施設のある保健所管内の陽性者数やクラスター発生等を参考にして判断する。 

◆来訪者へのチェックを徹底する◆

施設に出入りする前にチェックを行う。対応する職員によって差が生じないよう、来訪者問診票等を準

備しておく。 

○来訪者が使用する可能性のあるすべての入口を特定して健康チェックを実行できるいくつかの入口へ

誘導し、それ以外のアクセスを制限する。指定の入口からインターホン等で職員を呼びだしてもらう。

入口にはアルコール消毒液と体温計を設置し、検温および手指消毒を実施した上で、来訪者問診票の記

入を要請する。非接触型体温計の場合は、外気によって正確に測定できないことがあることに留意。

○訪問診療や厨房、自販機入換えなど、週に１回以上来訪する事業者には、その都度アルコール消毒によ

る手指消毒と検温を行い、さらに週１回を目安として来訪者問診票の記入を要請し、状況の把握に努め

る。

○来訪者問診票には、次の項目を記載する

・来訪後 14 日以内に発熱や風邪症状が出現した場合は、速やかに当該施設に連絡を入れること

・軽微であっても発熱や咳などの症状があれば面談をお断りすること

・無症状でもマスクを着用、入り口での十分な手指衛生、距離を確保して面談すること

・施設で発生した場合に、来訪者について保健所へ情報提供する必要があること（そのために氏名お

よび連絡先を記入してもらう必要があること）

○来訪者問診票で、以下の基本５項目をチェックする

①体温

②当日の有症状（発熱・咳・倦怠感・息苦しさ・味覚、嗅覚異常・咽頭痛・鼻水・嘔気、嘔吐、下痢、

頭痛など）

③１週間以内の自身の有症状

④１週間以内の有症状者との接触歴、および感染者・濃厚接触者との接触歴

⑤１週間以内の三密な行動歴（家族以外との会食やカラオケ、換気が不十分な場所に集まるなど）、お

よび緊急事態宣言などが発出されている流行地への往来履歴

〇面会場所は共有スペースや多床室ではなく、居室（個室に限る）や屋外を含む特定の場所とし、換気に

留意する。飲食については、マスク会食や黙食を心がける。 

●利用者への面会以外の訪問（ボランティア、学生、求職者、見学者、訪問販売、理美容等）は原則とし
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て禁止する。 

●家族等の面会は、たとえば予約制として時間や場所を指定し、換気と距離に配慮しながら、できるだけ

面会を継続できるように努力する。CO2 モニターや空気清浄機の利用も検討する。感染状況が切迫し

た場合は個別に検討すべき事情（終末期など心情を配慮せざるを得ないケース）を除いて、家族を含む

すべての来訪者を制限する。家族には、予めその旨を説明しておく。

●面会制限によって家族と疎遠にならないよう、利用者の状況について、定期的に電話や手紙で報告す

る。また Web 面会などの利用を推進する。

●必要不可欠な医療介護従事者のみが施設や訪問家庭に入る。出入りする者をできるだけ固定する。遠

隔医療に対応できるようにタブレット等を準備しておく。

◆職員と利用者の健康管理を徹底する◆

○全ての職員と、その同居者について、出勤当日の勤務開始前に前記の基本５項目をチェックする。職員

の体温は、例えば出勤前、出勤時、退勤前に測定する。発生したときに接触者を迅速に把握するため、

職員の前日の職場内行動歴（一緒に休憩、マスクなしで会話、近距離で喫煙など）もチェックする。ま

た、職員の副業をチェックし、その職場が三密状況（飲食店など）に該当しないかを確認しておく。

○通所系サービス（デイ・SS・小規模多機能型居宅介護）の利用者と、その同居者について、利用前日な

いし利用当日の利用開始前に、電話などで前記の基本 5 項目をチェックする。利用者の体温は、例えば

利用開始前（送迎時）と利用中に測定する。

○職員は勤務中に発熱や風邪症状が現れたときは直ちに上司に報告し、現場を離れる。

○「感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる者」との接触を管理し、接触があれば感染予防強化か自宅

待機を検討する。 

○有症状の職員および利用者の自宅待機については、以下を基準として検討する。

・職員および利用者が発熱時は、解熱後２４時間で職場復帰あるいは利用再開

・職員および利用者の家族が発熱時は自宅待機不要

●１週間以内の三密な行動歴（家族以外との会食やカラオケ、換気が不十分な場所に集まるなど）、お

よび緊急事態宣言などが発出されている流行地への往来履歴があった場合は、以下を基準として検討

する。

・職員の出勤：健康観察を強化して異変がないかをチェックし、１４日間は不織布マスクを着用した

うえで、手洗いを強化して体調に注意しながら勤務する。

・通所系サービスの利用：１４日間は不織布マスクを着用し、手洗いを強化して体調に注意しながら

利用する。十分な促しによってもマスク着用、手洗いの強化が困難な方は、個別に換気と距離に配

慮しながらできるだけサービスの継続に努力する。ただし感染状況が切迫した場合は１４日間の自

宅待機とする。休止期間中はできるだけ代替サービスを提供する。感染症の専門家とも相談の上、

状況に応じて PCR 検査や抗原検査等も考慮する。

●職員、職員家族が有症状の場合は、以下を基準として検討する。

・症状をチェックした上で、かかりつけ医ないし近医に相談

・COVID-19 を疑う場合には基本的に本人がかかりつけ医に受診、あるいは相談センターに連絡す

る。同じような症状を複数の者が呈していた場合には施設から保健所に連絡して情報共有する。
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・検査の実施に関わらず不織布マスクの着用を徹底しながら２週間が経過するまで健康観察を強化す

る。

・症状の持続が３日以内であれば消失後４８時間で復帰とし、４日以上あるいは症状が変化した場合

（特に肺炎症状）であれば再度かかりつけ医に受診、あるいは相談センターに連絡する。可能であ

ればモバイル PCR チームの利用を検討する。

●利用者、利用者家族が有症状の場合は、以下を基準として検討する。

・症状をチェックした上で、かかりつけ医ないし近医に相談

・COVID-19 を疑う症状を利用者及びその家族が呈している場合には、施設から保健所に連絡して

情報共有する。

●職員が自宅待機となった場合は、朝夕２回の検温結果と健康状態について職員から上長に、有症状時

は速やかに、無症状時は夕方の検温後に、報告する。

●入居系事業所では有症状者（職員と入居者）の発生を発症日ごとの積み上げグラフでチェックし、集

団感染の兆候を見逃さないようにする。呼吸器症状のない典型的でない症状（下痢、味覚異常による

食欲低下、頭痛など）の感染者がいることをいつも念頭に置く。だるさは脱水などで、発熱は嚥下性

肺炎や膀胱炎などで、くしゃみや鼻水はアレルギー性鼻炎などでもみられるので、まず治療が遅れる

ことのないように医療機関との連携を図る。同時に、そうした症状は COVID-19 である可能性もあ

り、疑わしければすべて有症状者として積み上げ、保健所やかかりつけ医と連携して検査につなげて

いく。また、有症状者の居室などを施設見取り図に落とし込んで、空間的な広がりの有無も合わせて

チェックする。時間経過とともに回復するなら COVID-19 の可能性は低く、広がりをみせるなら

COVID-19 を疑う。クラスターの発生が疑われる時は、速やかに管轄の保健所に報告する。 

◆入浴介助と口腔ケア◆

●入浴介助や口腔ケアを行うときはエアロゾルの発生に留意する。周辺地域で流行が発生した状況では、

サージカルマスクの着用を強化し、CO2 モニター（外気で 415～450ppm であることを確認し、室内で

1000ppm 以下を目安とする）やサーキュレーターを使用して換気を徹底する１。夏場などでマスク着用

下での入浴介助が難しい場合や、ユニットバスで換気が徹底しない場合などは、入浴サービスを休止す

ることも検討する。 

◆医療機関との協議◆

●予め保健所や医療機関と協議し、流行時は遅滞なく PCR 検査や抗原検査を実施すること。また電話再

診や遠隔診療が可能になるように準備しておく。受診する場合は不織布マスクを着用し、受診先で共用

物に触れたあとの手指衛生と帰所後の手洗いを強化する。透析患者がいる場合は、当該地域に COVID-

19 の患者が発生した場合の取り扱いについて、あらかじめ協議しておく。

１ 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000698848.pdf 
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令和3年7月2日

原則１：面会等、ご本人の意向を最大限に配慮する

原則２：施設ごとに状況等を踏まえ、適切に判断すること

ワクチン接種前
ワクチン接種後

（ご本人と面会者が接種済み）

地域で流行していない

○来訪者が使用する可能性のあるすべての入口を特定して健康チェックを実行できるいくつかの入口へ誘導し、それ以外のアクセス

を制限する。指定の入口からインターホン等で職員を呼びだしてもらう。入口にはアルコール消毒液と体温計を設置し、検温および

手指消毒を実施した上で、来訪者問診票の記入を要請する。非接触型体温計の場合は、外気によって正確に測定できないことがある

ことに留意。

○訪問診療や厨房、自販機入換えなど、週に１回以上来訪する事業者には、その都度アルコール消毒による手指消毒と検温を行い、

さらに週１回を目安として来訪者問診票の記入を要請し、状況の把握に努める。

○来訪者問診票には、次の項目を記載する

・来訪後14日以内に発熱や風邪症状が出現した場合は、速やかに当該施設に連絡を入れること

・軽微であっても発熱や咳などの症状があれば面談をお断りすること

・無症状でもマスクを着用、入り口での十分な手指衛生、距離を確保して面談すること

・施設で発生した場合に、来訪者について保健所へ情報提供する必要があること（そのために氏名および連絡先を記入してもらう必

要があること）

○来訪者問診票で、以下の基本５項目をチェックする

①体温

②当日の有症状（発熱・咳・倦怠感・息苦しさ・味覚、嗅覚異常・咽頭痛・鼻水・嘔気、嘔吐、下痢、頭痛など）

③１週間以内の自身の有症状

④１週間以内の有症状者との接触歴、および感染者・濃厚接触者との接触歴

⑤１週間以内の三密な行動歴（家族以外との会食やカラオケ、換気が不十分な場所に集まるなど）、および緊急事態宣言などが発出

されている流行地への往来履歴

〇面会場所は共有スペースや多床室ではなく、居室（個室に限る）や屋外を含む特定の場所とし、換気に留意する。飲食について

は、マスク会食や黙食を心がける。

左に同じ

別紙参照

「新型コロナウイルスワクチン接種

後に高齢者と接する際の留意点」

「新型コロナウイルスワクチン接種

後の高齢者施設における面会のポイ

ント」

〇外食は宮城県飲食店認証制度に準

拠する飲食店などを選択し、込み合

う時間を避ける。

〇面会制限を緩和し、時間や場所も

含め、ご本人と面会者の意向に出来

るだけ副った形で実施する。

地域で流行している

・緊急事態宣言

・まん延防止等重点措置

●利用者への面会以外の訪問（ボランティア、学生、求職者、見学者、訪問販売、理美容等）は原則として禁止する。

●家族等の面会は、たとえば予約制として時間や場所を指定し、換気と距離に配慮しながら、できるだけ面会を継続できるように努

力する。CO2モニターや空気清浄機の利用も検討する。感染状況が切迫した場合は個別に検討すべき事情（終末期など心情を配慮せ

ざるを得ないケース）を除いて、家族を含むすべての来訪者を制限する。家族には、予めその旨を説明しておく。

●面会制限によって家族と疎遠にならないよう、利用者の状況について、定期的に電話や手紙で報告する。またWeb面会などの利用

を推進する。

●必要不可欠な医療介護従事者のみが施設や訪問家庭に入る。出入りする者をできるだけ固定する。遠隔医療に対応できるようにタ

ブレット等を準備しておく。

左に同じ

※宮城県内の発生状況については，こちらのホームページをご覧ください。 URL：https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/02.html

施設における流行前後・ワクチン接種前後の感染対策（参考マトリックス）
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🔶出勤前に健康チェック

・発熱、発疹、目の充血、風邪症状（咳、鼻水、鼻閉、咽頭通）、下痢などがないこと

を確認してから出勤しましょう。

・症状がある場合は、出勤せず自宅から欠席の連絡や調整をしましょう。

・周囲に新型コロナウイルス感染症患者がおり、濃厚接触者である場合は、保健所、施

設の指示に従いましょう。

・軽い咳が出る場合や体調がすぐれないが、すぐに休めないときは、勤務中、不織布マ

スクを着用しましょう。

🔶ケアの際には、個人防護具を使用

・高齢者と密に接するケアの際は、マスクを着用しましょう。

飛沫が拡散するケア（口腔ケア、吸引など）、汚物処理の時には、不織布マスク、

ゴーグル（フェイスシールド）、手袋、ビニールエプロンを着用しましょう。

🔶ケアの前後には衛生的手洗いを実施

・目に見える汚れのある際は、必ず石鹸と流水下で手を洗いましょう。

・アルコール手指消毒剤を使用しましょう。

・手洗いは、以下のタイミングで必ず行いましょう。

出勤時、ケア前、ケア後、食事の前、トイレの後、掃除のあと、退勤前

・ペーパータオルを使用して十分に水分を拭き取りましょう。

・手の保湿に心がけましょう。

新型コロナウイルスワクチン接種後に高齢者と接する際の留意点

私たちが新型コロナウイルスワクチン接種後に高齢者と接する際に留意するべき感染対策を
まとめました。

ワクチン接種後の高齢者施設職員の留意点

🔶健康チェック

・発熱、発疹、目の充血、風邪症状（咳、鼻水、鼻閉、咽頭通）、下痢などがないこと

を確認しましょう。

・体調がすぐれないときは、ケアサービスの利用を控えましょう。

・水分を十分に摂取しましょう。

🔶手を石鹸で洗う

・食事前、トイレ後、レクリエーション後等では、手を洗いましょう。

🔶人が密となる場所への外出では、マスクを着用しましょう。

ワクチン接種後の高齢者自身の留意点
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🔶積極的にワクチンを接種しましょう。

🔶面会者の健康チェック

・面会者の体調をチェックして、体調が悪い場合は面会を断りましょう。

・幼児が面会に来る際には、親が体調管理に十分留意しましょう。

🔶手洗いとマスクの着用

・面会前、面会後に手を石鹸と流水、もしくはアルコールにて消毒しましょう。

・面会に来る方には、できる限りマスクを着用してもらいましょう。

・ワクチン未接種の利用者との面会では、面会者は必ずマスクを着用しましょう。

🔶飲食は黙食

・面会時に高齢者と飲食を共にする場合は、マスク会食や黙食を心がけましょう。

🔶個室の使用

・面会は、居室もしくは風通しの良い場所で行いましょう。

・他の高齢者が、面会者と接触しないように配慮しましょう。

・面会時には、居室の換気扇を回したり、窓を開け、換気をしましょう。

🔶家族との外出

・マスクを着用することができる高齢者は、マスクを着用して出かけましょう。

・遠方の場合は、自家用車、介護タクシー等を利用して移動しましょう。

・家族と外出する際には、密になる場所を避けましょう。

・外出先で食事をとる場合には、換気、手洗い、飛沫予防対策（席の間隔やパーテッ

ションでの区切り、個室の利用）、二酸化炭素モニターも活用、店員のマスク着用等

の感染対策が実施されている店を選択しましょう。

・利用する店は、事前に予約を取り、込み合う時間を避けましょう。

ワクチン接種後の高齢者と一緒に住む家族の留意点

🔶積極的にワクチンを接種しましょう。

🔶健康チェック

・発熱、発疹、目の充血、風邪症状（咳、鼻水、鼻閉、咽頭通）、下痢などがないこと

を確認しましょう。

・体調がすぐれないときは、高齢者と接触しないよう心がけましょう。

🔶手を石鹸で洗う

・帰宅後、食事前、トイレ後、手を洗いましょう。

🔶人が密となる場所への外出では、マスクを着用しましょう。

高齢者施設に居住している高齢者と面会する際の留意点
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新型コロナウイルスワクチン接種後の
高齢者施設における面会のポイント

●面会者、利用者の健康チェック

▶面会者、高齢者に発熱、発疹、目の充血、風邪症状（咳、鼻水、鼻閉

咽頭通）、下痢などがないことを確認する。

▶面会者、利用者に体調不良があれば、面会は中止する。

●面会者へのアナウンス

▶面会者は、できる限りマスクを着用する。

▶ワクチン未接種の利用者との面会では、面会者は必ずマスクを着用する。

▶利用者に触れる前後で手を洗う。

●面会場所

▶面会場所は、他の利用者が使用しない場所、居室（個室に限る）、個室を準備

し、換気扇をまわし、窓を開けて換気する。二酸化炭素モニターも活用する。

▶面会場所は、アルコール手指消毒剤を設置する。

●利用者との飲食

▶利用者と飲食を共にする場合は、マスク会食・黙食を心がける。

▶感染対策を実施している飲食店を選択し、込み合う時間を避ける。51



事前の備えと対応 
 

新型コロナウイルス感染症

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県新型コロナウイルス感染症対策介護ワーキンググループ

□ 勤務可能な職員のリストを予め作成しておく
□ 勤務シフト表とタイムテーブルを予め作成しておく
□ ゾーニングを図面上で確認し、備品を準備しておく
□ 利用者情報共有シートを予め作成しておく
□ 本人と家族に、施設で発生した場合のリスクを予め説明しておく
□ 発生時の関係業者の対応を予め確認しておく
□ 発生時の連絡先一覧を予め用意しておく
□ 行動歴から接触者を洗いだす模擬訓練を実施する

□ 感染者と接触が疑われる人のリストを保健所に提出する
□ 対策本部を設置する
□ 情報公開、情報共有、メンタルヘルスへの対応を迅速に行う
□ 濃厚接触者のコホーティングを開始する
□ 入院できないときは感染者のコホーティングを開始する
□ 業務をスリム化し、感染リスクのある業務は休止する
□ 健康観察を強化する
□ 医療連携：PCR検査（利用者、職員）の実施は、保健所の指示を受けて行う
□ 有症状者への対応を適切に行う

入所系
施 設

１日頃から意識することが大切です！

２ 事前の備えが大切です！

３ 発生したときの対応ポイント！

・正しいマスクの使用（サージカルor不織布マスクを使用し、
　鼻と口をしっかり覆う）
・職員同士の会話でもマスクを着用・飲食時は会話しない
・適切な換気の実施
・食事中は利用者同士の距離を保つ
・対面になることを極力回避（側面、背面からの介助を意識）
・３密を回避（換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、
　近距離で会話する密接場面）
・適時・適切な手洗い、手指消毒
・目・鼻・口には触らない（触る前は手指消毒を）
・職員やその同居者が体調不良の場合は出勤しない・させない
・利用者及びその同居者も健康チェック
・勤務体制の見直し
・発生時を想定した勤務体制の構築
・防護服等衛生資材の使用方法を確認

～宮城県長寿社会政策課　クラスターにならないために ver.3～
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宮城県新型コロナウイルス感染症対策介護ワーキンググループ 

令和 3 年 2 月 26 日（4 月 23 日修正版） 

新型コロナウイルス感染症が入居系施設で発生したときの参考指針 

＝＝ 事前の備え ＝＝ 

◆勤務可能な職員のリストを予め作成しておく◆ 

①65 歳以下の健康な人で家族の理解が得られた人（妊婦および基礎疾患のある人を除く）などの配慮

基準を定め、②労働条件等を書面で提示し、③感染者が発生した場合でも勤務を継続する意思があるか

を確認して、④発生時に勤務可能な職員のリストを予め作成しておく。 

労働条件には、発生施設での勤務（応援）期間の目安や特別手当、交通費や食費の扱い、勤務（応援）

終了後の特別休暇の有無、加入済みであれば業務災害保険、契約予定の宿泊施設なども記載しておく（宿

泊施設に関する相談窓口：宮城県長寿社会政策課介護人材確保推進班 TEL 022-211-2554 ）。なお、勤務

（応援）期間終了後の職場復帰は翌日からで構わないが、希望があれば終了後 5 日目に PCR 検査を実施

して復帰、あるいは 14 日間の健康観察期間を設けて復帰するなど、実情に合わせて判断する。 

初動に必要な人数を予測し、交代でオンコール体制とすることも検討する。 

発生時に勤務可能な職員には、PPE の着脱訓練だけでなく、N95 マスクや不織布ガウン、袖付きビニ

ールエプロンを着用したままの勤務訓練（発汗の程度、マスク装着による皮膚トラブル、PPE のために

視覚・嗅覚・触覚・温度感覚が損なわれた中での介護、N95 マスクやゴーグルの再利用法などを体得し

ておく）や、濃厚接触者コホートを想定した介護の実技訓練、個室管理の難しい利用者への対応訓練、個

室管理・個別対応を利用者と一緒に一日体験するなど、できるだけ実践に近い模擬訓練を繰り返す。 

なお、利用者のマスク着用が必ずしも徹底されず、食事介助時等にむせ込みがあり、密着を余儀なく

される介護現場では、フィッティングに優れる N95 マスクが望ましいと考えられるが、サージカルマス

クで構わないという知見もある。マスクの不足によって選択肢が限られることのないように、対応時に

着用するマスクに関しては積極的に行政や専門家に相談する。 

 

◆勤務シフト表とタイムテーブルを予め作成しておく◆ 

個室管理、個別対応が基本となり、これに換気や手指消毒などの感染対策と頻回の健康観察が加わる。

また PPEを着用しての介護は発汗が著しく、水分補給のための休憩が不可欠である。こうしたことから、

クラスターの発生を防ぎ、職員を感染リスクから守るためには、通常の 1.5 倍程度の人数を確保しなけれ

ばならない。しかも初動から、いわばスタートダッシュで体制を組み立てなければならないので、ある程

度の役割分担とともに、休憩時間をしっかり確保できる勤務シフト表とタイムテーブルを予め作成して

おくこと。 

役割分担としては、たとえばその日のリーダーや介護の担当には自施設の職員を充て、健康観察、換

気、環境消毒、清掃、ゴミ出しの担当には応援職員を充てるイメージで、それぞれ時間単位で何をすれば

よいか、凡そイメージできるようにタイムテーブルを組み立てる。 

たとえば健康観察は無症状者には 1 日 4回程度、有症状者には 1 時間毎に行い、9 時、15時、21時に
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メール報告。換気は常時換気、常時窓開け（温度差換気）を基本とし、共用スペースは 30分毎、居室は

職員が出入りの都度。環境消毒は 1 日 1 回とし、個室に止まることができない利用者が手で触れて歩い

た共用部分の消毒を徹底。ただし状況は毎日変化するので、その日その日で現場の指揮者がシフトを修

正し、指示すること。 

介護環境の激変にともない、予想外の事態や医療ニーズが頻繁に発生するため、指揮者と看護師はシ

フトに入れないようにする。

◆ゾーニングを図面上で確認し、備品を準備しておく◆

ゾーニングは、エアロゾル感染をイメージしながら集団隔離（コホーティング）を前提として図面上

で想定し、感染症の専門家等のチェックを済ませておく。現場にはビニールテープ等で区分けが分かる

ようにしておく。なお、発生後の不測の事態に対応する上でも、専門家と連携しておくことは極めて重要

である。 

感染予防のための備品として、N95 マスク、ゴーグル（フェイスシールド）、キャップ、不織布ガウン、

袖付きビニールエプロン、使い捨て手袋、ビニールテープ、ペダル式ゴミ箱、アルコール消毒液、スタン

ドミラー、CO2モニター、サーキュレーターなど。 

介護や健康観察のための備品として、個室での食事介助用のベッドサイドテーブルと丸椅子、巡回業

務用ワゴン、レッドゾーン専用の体温計、パルスオキシメーター、温度計、湿度計、水温計、緊急用携帯

電話など。応援職員が戸惑わないように、介護用品なども含め、レッドゾーン内の備品の保管場所を図面

上に明示する。居室やトイレにも一定量をストックする。 

◆利用者情報共有シートを予め作成しておく◆

応援職員は、初対面でいきなり介護を始めることになる。このため、顔写真入りの利用者情報共有シ

ートを予め作成し、コホーティングの開始と同時にレッドゾーン内で供覧（掲示）できるようにする（ゴ

ーグルやフェイスシールドで視界が遮られるので拡大コピー）。本人の介助に際して食事、排泄、移乗等

の注意の程度が直感的に分かるように、それぞれに赤（全介）・黄（半介）・青（自立）などの色分けを

して居室やベッド、車椅子などに表示するなどの工夫をしておく。 

◆本人と家族に、施設で発生した場合のリスクを予め説明しておく◆

施設で発生した場合には、濃厚接触とされた職員や基礎疾患のある職員などは勤務できなくなるため、

深刻な人員不足を生じる可能性があること。しかも感染防護や健康観察にかなりの労力を割くため、十

分な介護が行えなくなる可能性があること。感染の拡大を防ぐため、個室での生活が続くことになり、そ

の間に体力が低下する可能性があること。発熱などの症状が出た場合は、居室の移動なども、その時々の

施設側の判断に委ねていただくしかないことなどを説明し、同意を得ておくことが望ましい。 

また、感染した場合にどのような治療を希望するか、話し合って考えておくように伝え、可能なら ACP

（人生会議）を検討する。 

◆発生時の関係業者の対応を予め確認しておく◆

厨房やリネン、廃棄物などの取引業者に、感染者を分離後の濃厚接触者コホートが①PCR 陰性者だけ
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のときの対応、②そこから PCR 陽性者が発生したときの対応、③代替業者、④業者独自のマニュアルの

有無（可能なら共有していただく）、自事業所マニュアルと照合して食い違いはないか、などを予め確認

しておく。 

◆発生時の連絡先一覧を予め用意しておく◆

保健所、帰国者接触者相談センター、連携医療機関、居宅を含む地域の介護事業所、関係業者、職員

宿泊ホテル、など。 

◆行動歴から接触者を洗いだす模擬訓練を実施する◆

濃厚接触者の把握のため、利用者の居室や共用スペースでの座席位置（プロット図）やマスク着用の

有無、食事介助（外での会食を含む）、排泄介助、入浴介助、リハビリ、集団レクなどの行動歴を、2週

間さかのぼって把握できるようにしておくこと。 

＝＝ 感染者が発生したときの対応 ＝＝ 

◆感染者と接触が疑われる人のリストを保健所に提出する◆

感染者の発生を速やかに保健所に報告し、次いで保険者にも報告する。その後、保健所の指導の下、

感染者の施設内行動歴を聴取し、接触した人のリスト（氏名・接触日・接触内容）を、利用者の居室や共

用スペースでの座席位置などのプロット図とともに保健所に提出する。聴取の対象期間は、感染源が不

明な場合は２週間前から、感染源が特定される場合は発症の２日前から隔離開始までなど施設の感染状

況によって期間が異なるため保健所に指示を受けてから行う。聴取の際には感染者の食事や口腔ケア、

入浴、排泄等の介助状況とともに、同じテーブルで過ごした人、入浴が一緒だった人、車に同乗した人の

マスク着用の有無、および施設内の感染予防対策を詳しく報告する必要があるので予め整理しておくこ

と（職員と利用者のマスク着用や手指衛生の有無、共用スペースと居室の換気状況、環境消毒、職員と利

用者の検温回数、職員の交流制限および休憩室や更衣室の使用状況、水際対策など）。 

濃厚接触の目安は、①同居、②マスクせずに介護、③マスクせずに会話（１ｍ以内で１５分以上）。主

要な感染経路は飛沫感染とエアロゾル感染であるから、換気の不十分な部屋（休憩室、更衣室、トイレ、

喫煙室など）で感染者と飲食やマスクなしで会話をした場合等が該当するが、実際の接触者の区分（濃厚

接触者、接触者、非該当）は保健所が判断する。 

【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（2021 年 1月 8 日暫定版）１】 

「患者（確定例）の感染可能期間」とは、新型コロナウイルス感染症を疑う症状（＊）を呈した 2 日

前から退院又は宿泊療養・自宅療養の解除の基準を満たすまでの期間とする。 

＊発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐な

ど 

「濃厚接触者」とは、「患者（確定例）」（「無症状病原体保有者」を含む。以下同じ。）の感染可能期間に

おいて当該患者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでに接触した者のうち、次の範囲に該当す

る者である。 
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・ 患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった者

・ 適切な感染防護なしに患者（確定例）を診察、看護若しくは介護していた者

・ 患者（確定例）の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者

・ その他： 手で触れることの出来る距離（目安として 1 メートル）で、必要な感染予防策なしで、「患

者（確定例）」と 15 分以上の接触があった者（周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性

を総合的に判断する）。 

◆対策本部を設置する◆

可能であればWeb 会議形式が望ましい。現場から有症状者の報告を受けた後の時間帯で、当初は午前

と午後の 1 日２回の開催とする（たとえば報告が９時と１５時なら、本部会議は１０時と１７時）。 

◆情報公開、情報共有、メンタルヘルス◆

事業の継続については保健所の指示に従い、保険者に報告する。利用者、その家族、連携医療機関、

ケアマネージャー、地域の介護事業所やそのネットワーク、関係機関、関係業者等に連絡し、原則として

FAX、HP 等で情報公開を行う。複数の介護事業所を利用するケースについては、2次感染防止や事業の

継続性に係わることから、本人の同意を得ることが困難であっても速やかに担当ケアマネージャー等関

係者への情報提供を行う２。発生施設が複数の事業を併設している場合は、併設事業の営業継続の有無に

ついて利用者とケアマネージャーに連絡し、HP 等で情報を公開する。質問窓口はできるだけ一本化する。 

家族の不安に配慮し、本人の健康状態や感染状況等の情報共有に努める。その際、情報が混乱すると

却って不安を与えるので、伝える内容と聞き取る項目を予め統一すること。職場内ではメーリングリス

トや SNS等で情報共有を進め、メンタルヘルスの相談窓口を設ける。

◆濃厚接触者のコホーティングを開始する◆

発生ユニットから検査の陽性者を病院か感染ユニットに分離しても、発生ユニットには濃厚接触者が

残ることになり、さらに検査で見落とされた（偽陰性の）感染者が非感染者と混在するもっとも警戒す

べきエリアとなる。再検査によって見落とされた感染者を見つけて分離し、リスクを減らすことはでき

るが、ゼロリスクにはならない。したがって潜伏期間とされる 14日間は、濃厚接触者のエリアとして

集団隔離（コホーティング）をすることになる。その間は自身の感染を予防するだけでよい感染者への

対応とは異なり、自身により感染が利用者同士で広がること（交差感染）に注意する必要があるので、

個室での個別対応が基本となる。つまり、食事、排泄、清拭、リハビリなども、原則として個室で行わ

なければならない。対話や接触を避けなければならないが、離れて体操したり、花を飾ったり、音楽を

流したりして、孤立や廃用性低下を防ぐための配慮をする。リハビリ職も関わることが望ましい。な

お、本人専用の個室であれば、そこを消毒する必要はない。 

複数の利用者を担当する場合には、一人の利用者の介助が終わったら、次の利用者の介助に移る前に

PPE を交換する必要がある。ただし、二重手袋で介護に当たる場合は、不織布ガウンの上の袖付きビニ

ールエプロンとアウター手袋は必ず交換し、不織布ガウン、インナー手袋、マスク、キャップ、ゴーグ

ル（フェイスシールド）は交換しなくてもよい。できるだけ利用者を固定して職員が介助にあたるよう

にする。職員同士のコミュニケーションは必ずマスク着用の上で行い、休憩室や更衣室での情報交換は

56



避けるようにする。 

個室に止まることのできない利用者にはマンツーマンで対応し、応対する職員はできるだけ固定す

る。利用者が手で触れて歩いた共用部分の消毒を徹底し、頻回の換気に努める。また利用者に積極的に

アルコールによる手指消毒を促す。どうしても共用スペースで過ごす人の位置は、距離に注意しながら

できるだけ固定する。 

向精神薬は嚥下機能の低下から肺炎の重症化を招くリスクがあるので使用を控え、従来から服用して

いる場合は、できるだけ漸減中止する。真にやむを得ない場合に限り、本人、家族の同意のもと、一時

的にライブカメラの設置や個室隔離を選択肢として検討する。 

◆入院できないときは感染者のコホーティングを開始する◆

発生ユニットから感染者が入院できないときは、ケア付き宿泊療養施設への移送を県に相談する。移

送できないときは、デイサービスを休止するなどして感染ユニットを設け、すみやかに分離することが

望ましい。なお、感染者のコホーティングでは交差感染に留意しなくてよいので、個室での個別対応を

原則とする必要はないが、変異株の流行が疑われる状況では距離を確保し、十分な換気と個別対応に努

める。 

◆業務をスリム化し、感染リスクのある業務は休止する◆

個室での個別対応と健康観察を最優先としなければならない。摂食に時間がかかる食事形態をさけ、

短時間かつ簡便な工夫も検討する（災害用非常食やおにぎりなど状況に合わせて工夫）。食事を 1日 2回

にすることも検討する。清掃、環境消毒、記録類などは最低限とする。 

交差感染のリスクから、入浴は原則として中止し、血圧測定は医師の指示がない限り中止する。 

エアロゾル発生手技である口腔ケアを制限する。ただし、潜伏期間が多くは５日前後なので、ほぼ有

症になる前の一番感染性の強い期間を７日でカバーできると考えられる。したがって感染者との最終接

触から７日間は口腔ケアを中止し、その間に新たな感染者が発生しなければ８日目から口腔ケアを再開

することも検討して良い。同じくエアロゾル発生手技である心肺蘇生や吸入介助は中止し、吸引は医師

の指示による。 

なお、誤嚥は COVID-19 肺炎のリスクでもあるため、口腔ケアをできるだけ継続する方が良いとする

見解もある。この場合は介護者へのエアロゾル感染のリスクを低減するため、薄めたイソジン液で口を

ゆっくり漱ぐか、綿棒にイソジン液を含ませて口の中や歯茎をぬぐった後に、側面からより適切な口腔

ケアを行う。ただしイソジン液で粘膜が荒れることもあるので濃度や使用頻度に留意する。

応援職員が戸惑わないように、指揮系統とフロアの見取り図（居室や物品置き場を明示）を掲示し、

ホワイトボードやメーリングリスト等で情報を共有する。不織布ガウンに職員名を書いた養生テープを

貼る。 

◆健康観察を強化する◆

体温、酸素飽和度、脈拍、呼吸数、意識障害やチアノーゼ、呼吸器症状をチェック表３により定時で観

察。１日４回を目安に医師の指示に従う。有症状者は１時間ごとに実施し、９時、１５時、２１時に対策

本部メンバー（担当医師を含む）にメールで報告すること。酸素飽和度 SpO2 が再検でも９５％以下、呼
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吸数が２０回以上は緊急電話で直ちに報告する。SpO2 の正常値は９６ %以上で、コロナ肺炎の場合は

９５ ％以下で入院検討、９３%以下は酸素投与のため入院が必要。意識レベルの低下、呼吸困難を訴え

る、SpO2 が９０％以下、収縮期血圧が９０mmHg 以下は、急変の可能性がある（救急搬送）。ただし普

段から SpO2 や血圧が低い人もいるので、搬送は医師の判断による。 

接触者の区分（濃厚接触者、接触者、非該当）による急変時の連絡先（保健所、消防 119、かかりつ

け医など）と搬送方法などを保健所に確認しておく。施設での看取りに備えることも必要４。 

 

◆医療連携◆ 

●PCR 検査（利用者、職員）の実施は、適切な時期を判断する必要があることから、保健所の指示を受

けて行う。偽陰性が少なくなるのは暴露から 5 日目以降であり、潜伏期間の平均は 5 日であるから、暴

露日＋5 日目（日曜に暴露した場合は金曜）を目安として PCR 検査を実施することが多い。なお、濃厚

接触者は PCR検査が陰性でも潜伏期間とされる 14日間は個室管理が必要。 

▼老健等、自施設で実施する場合には以下の項目に留意する。 

検体採取を開始する前に、まず対象者全員の名簿を作成する。陽性者が判明した場合に接触者として

注意が必要となるため、誰が誰の検体を採取したのかを記録すること。 

唾液検体や鼻腔ぬぐい液の自己採取が可能な人には協力していただく。 

鼻腔ぬぐい液や鼻咽頭ぬぐい液の検体採取はエアロゾル発生手技であるから、換気に十分留意し、対

面を避けて採取できる場所を確保すること。検査対象者同士の距離（２ｍ以上）を十分に確保すること。

陰圧装置や空気清浄機の設置も検討。 

検体採取は医師か看護師が行い、検体採取を補助する係り、名簿をチェックする係り、利用者を案内

する係り等を予め決めてから検体採取を開始する。可能であれば採取前に鼻をかんでもらう。 

＜検体採取に関する手技５＞ 

なお、鼻腔ぬぐい液（自己採取も可能）は、鼻から綿棒を２ｃｍ程度挿入し、鼻甲介付近をゆっくり

かつしっかり約５秒の時間をかけて綿棒を鼻腔に接触させて回転させる。鼻咽頭ぬぐい液（医療従事者

が採取）は、鼻から綿棒を鼻腔底に沿ってゆっくり挿入し、抵抗を感じたところで止め（成人１０cm 程

度、小児５cm 前後が目安）、１０秒程度そのままの位置で保ち鼻汁を浸透させ、ゆっくり回転させなが

ら引き抜く。いずれにしても腔壁にあててしっかりこすらないとウイルスはうまく検出されない。  

・鼻腔ぬぐい液採取６   

・鼻咽頭ぬぐい液採取７ ８ 

▼有症状者への対応 

医師は、有症状となった利用者に対して、本人の意思を尊重しながら個別に適切な医療を提供する。

COVID-19 の発生を検知し、介護施設で標準的な医療を提供するためには、速やかに次のような処置の

適否を検討する必要がある。①採血（血液像、生化学、CRP、BNP など）、②抗生剤投与、③経口摂取の

可否や点滴、④向精神薬の漸減中止、⑤抗原検査や PCR 検査（抗原検査と PCR 検査の実施は保健所に

相談すること）、⑤酸素吸入、⑥ステロイド投与など。また、有症状者の発生を保健所に報告し、併せて

急変時の搬送方法や搬送先について予め確認しておく。なお、有症状者は回復しても、退院基準９に倣っ

て発症から 10 日間かつ無症状 3 日を目安として個室管理が必要。 

＜抗原検査に関する手技＞ 
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抗原検査では、検体を採取した綿球を検体処理液（スクイズチューブ）の中に浸し、綿球をチューブ

の外から指で揉みほぐすようにして１０回程度回転させ、綿球をチューブから抜くときはチューブの上

部を指で強めに押さえて綿球が吸った検体処理液を搾りだしながら静かに抜く。なお、スクイズチュー

ブのスクイズ squeeze とは、押しだし、搾りだしという意味。 

▼検体をレッドゾーンから持ち出す際の留意点

①ファスナー付きプラスチックバッグに入れてイエローゾーンに運び、②プラスチックボックスに入

れる。③PPE を脱いでからアルコール消毒後に再び手袋を装着し、④プラスチックバッグには触れずに

プラスチックボックスを持ってグリーンゾーンへ移動。⑤プラスチックボックスからプラスチックバッ

グを取り出し、そのまま検体提出用の吸着ビニールに入れる。⑥手袋を外し、専用の輸送ボックスに入れ

封をする。⑦手洗いをする。⑧イエローゾーンから持ち込んだプラスチックボックスは洗浄、又はアルコ

ール消毒後にイエローゾーンへ戻す。 

（ 参考 ） 

・介護施設等における新型コロナウイルス感染症発生時における職員の派遣等について（宮城県）

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/r2kaigo-ouenshokuin.html 

・介護保険最新情報 Vol.881「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（その

2）（一部改正）」（厚労省令和 2 年 10 月 15 日通知） 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/1016104528664/ksvol.881.pdf 

・高齢者施設における施設内感染対策のための自主点検実施要領（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/content/000655713.pdf 

・介護施設等における新型コロナ感染対策１（感染対策情報）全国老施協

https://www.roushikyo.or.jp/?p=we-page-single-entry&type=contents&spot=325685 

１ 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（2021 年 1 月 8日暫定版） 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html 

２ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて 

https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/covid-19/ 

３ レッドゾーン健康観察票（例） 

https://www.izuminomori.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/SZKg-CRN-Rzone-HealthCheck.xlsx 

４ 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等

に関するガイドライン 

https://www.mhlw.go.jp/content/000653447.pdf 

５ 新型コロナウイルス感染症病原体検査の指針（第 3 版） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000725966.pdf 

６ How to Obtain a Nasal Mid-turbinate (NMT) Swab for COVID-19 
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https://www.youtube.com/watch?v=DSrWjVyxEeg 

７ 新型コロナウイルス感染症に関するＰＣＲ検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取のための研修動画 

⑤ 鼻・口腔・咽頭部の解剖

https://www.youtube.com/watch?v=tQyzlkiXN00&list=PLMG33RKISnWiziYd0rhqYR1BR3KxxMHyX&

index=5 

８ 新型コロナウイルス感染症に関するＰＣＲ検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取のための研修動画 

⑥ 検体採取方法の実際と検体採取時の留意事項

（動画の中で鼻腔ぬぐい液とあるが、内容は鼻咽頭ぬぐい液採取） 

https://www.youtube.com/watch?v=V3bZsDcptT8&list=PLMG33RKISnWiziYd0rhqYR1BR3KxxMHyX

&index=6 

９ 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） 

https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide1215koukai.pdf 
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③宮城県及び介護ワーキンググループで発出されたメッセージ、

指針、活動を知る（２） 

応援支援の体験から 

10/14(木) 石巻

川井　丈弘　さん　特別養護老人ホームふたばの杜
菅原　　健　さん　デイサービスわかなの杜
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特別養護老人ホームふたばの杜 川井丈弘 

 

私自身、介護施設で働く者として、もし自分のところでコロナ感染者が出たら・・・。

介護という関わりの仕事は、密集・密着はどうしても避けられない場面が沢山あります。

施設の中で 1人発生すれば、そのフロア全体が濃厚接触者と認定される可能性もあり、濃

厚接触者と認定された職員は１４日間の自宅待機となります。基礎疾患や家庭の事情など

でレッドゾーンで働ける職員は限られてくる可能性もあります。職員は PPEの着脱を介助

の度に行いながら、換気などにも留意した感染対策や入居者の健康観察、生活支援を行う

必要があり、勤務可能な職員は一気に不足するのに対して、業務量は倍増していきます。 

このことを想像しただけでも、施設や法人の枠を超えた応援体制がなければ、介護崩壊

が起こり、そこから逃げたくても逃げることができない高齢者の命が奪われていってしま

う可能性が高まります。 

私は幾つかの施設に応援に入らせていただきましたが、やはり「応援体制」がなければ

大変なことになっていただろうと振り返ります。 

コロナを火事に例えるならば、次々と広がっていく炎を消すためには、一刻も早く消火

隊の人数を、早急に整える必要があります。そこで人が足りなければ、応援部隊の消火隊

が手を差し伸べなければ、逃げられないお年寄りの命を救うことはできません。 

逆に、応援体制さえあれば、その火は消すこともできますし、日常を取り戻すこともで

きるのだとわかりました。 

 

ここから、私が応援で経験したことをエピソードを交えてお話しさせていただきたいと

思います。 

私は初めて応援に入ることが決まった時、正直、不安や怖さがありました。「宮城県介護ワ

ーキンググループ」が出している指針に沿って、感染対策について学びを深め、何度も PPE

着脱訓練をしてきましたが、やっぱり一人の人間です。施設の中に飛び込むまでは、不安と

怖さがずっと自分にありました。当日、レッドゾーンに入る入口のところで、学んだ通りに

PPE をしっかりと身にまとい、「やるしかない」と言い聞かせ、中に飛び込んでいったのを

覚えています。しかし、中にはいった瞬間に妙に落ち着きました。そこには、おそらく普段

と変わらないであろうお年寄りの方々が過ごされていて、変わっていることは個室で過ご

されていることくらいで、PPE 越しに声をかけても、「今日初めて来たの？宜しくお願いし

ますね」と返事を返してくださいました。 

非日常の中にも、日常がある。いかにして早く本当の日常を取り戻していけるか。そこから

はこれまで学んだことが本当の意味で「正しく恐れる」自分を応援してくれるような感覚で

仕事にあたることができました。逃げられない高齢者の命を守る、そのプライドをもってや

り抜くことができるようになりました。 

応援に入った先では、まず、私たちは既存職員さんに感染対策の基本的なことを一緒に行い
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ました。換気の徹底の意識付け、Co2モニターの見方の確認、PPEの着脱のポイントなど一

緒に入りながら、不備があるところは日々軌道修正していきました。 

PPE を着用しての業務は想像以上に体力を消耗します。２～３時間毎に休息をとりあえる体

制をつくっていくことも大切な業務の一つになります。初めてお会いする方々の介助をす

るので、食事介助や排泄介助は普段以上に気を使いながら行いました。 

逆に、私たち応援職員は入居者のことを知らないことが多いので、職員の皆さんに教えてい

ただきながら、日が経過していくうちに一つのチームとして手の届かなかった部分にも気

を回せるようになっていきました。入浴ができない状況下の中、清拭やドライシャンプー、

足浴をして差し上げたりし、「気持ち良い」とすっきりした表情が印象的でした。お部屋で

の過ごし方も、野球が好きな方に楽天の試合がやっているときは観れるように配慮したり、

好きな音楽を聴いたり。既存の職員さんたちは一人ひとりのことをちゃんとわかっている

ので、この状況下でそこまで手が回らずもどかしい日々でした。だからこそ、少しづつ取り

戻していくことも大切にしました。どうしても個室で過ごすことになると、皆さん、横にな

る時間も増えがちです。職員さんより「〇〇さん、トイレまでの歩行が前よりしんどそうな

んです」と聞き、私たち応援職員で個別のリハビリメニューを考え、座ったまま足をあげた

り、立ったり座ったりを毎日時間を決めて一緒に関わりのひとつとして行うこともありま

した。毎日午前中、習字をしていたという方のお話を聞いて、一緒にお部屋で習字を楽しむ

時間を作ることもできました。 

よくニュースで映し出されるような病棟でのコロナ対応のひっ迫した様子からは、非常

事態に今お話ししたようなことまで出来るのだろうかと思う方もいらっしゃるかもしれま

せん。最初からこのようなことができるわけではなく、最初の数日はとにかくスピードダッ

シュでゾーニングと感染管理を行い、そこで働く全員の感染対策レベルを同じにしていく

ことに専念します。体調の悪い入居者の対応や、感染対策本部や医療との連携にまず最優先

で対応していく必要があります。それらが構築されてきて、ようやく見えてくるのが「入居

者の当たり前の日常」はどうだったのか、取り戻せるのかと意識が向いていきます。 

すべて PPE越しでの関わりにはなりますが、約２週間、コホートが解除されるまでの間に出

来ていたことが出来なくなる恐れのある方もいることが現実として幾らも目の当たりにし

ました。 

 私が応援に入った幾つかの施設のうち、これまでは濃厚接触者のレッドゾーンへの応援

で主でしたが、陽性の方が過ごす事業所の応援に入ったこともありました。 

濃厚接触エリアでは、誰が感染しているか、いつ発症するかわからない。自分が交差感染の

原因とならないようにゾーニングや感染拡大防止策を取ってきました。しかし、目の前に陽

性となった方がいる場合はまた違いました。交差感染による感染拡大防止というよりも、自

分自身が感染しないための PPE 着用や接し方などに注意が必要で、これまでとは違う緊張

感がありました。まさにこれまで備えてきたことが試されます。一旦は入居者さんは全員入

院となり、職員も自宅療養・ホテル療養となりました。互いにどれだけ不安な気持ちだった
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か想像は計り知れませんが、勤務可能な 3名の職員と私たち応援部隊と始まった応援初日、

PPE 越しながら、職員の皆さんは全員気丈に振る舞っていました。陽性ながら治療の必要性

がない入居者の方々が、施設に戻ってくる度に、『おかえりなさい』とゴーグルやマスク越

しからでも笑顔が伝わるほどでした。病院から戻り、度重なる環境の変化による混乱にも丁

寧に安心できる声掛けで寄り添っておりました。 

 また、応援期間中に施設の中でコロナの影響によるお看取りに立ち会うことがありまし

た。納帯袋に包まれ孤独に施設をさっていくことしかできないのかと思っていましたが、き

れいにお化粧をし、いつものお看取りの時のように、PPEを身にまとってではありましたが

ご家族さんも一緒に最期の時を一緒に過ごし、職員の皆さんと懐かしい思い出話をしてお

りました。最期の時を迎えるまで、居室にはこれまで大切にしてきたもの、100歳を祝う総

理大臣からの表彰状、笑顔がいっぱいの写真に囲まれていました。エンゼルケアも丁寧に施

され、最後の最後まで暖かく包まれるような、そういった雰囲気や時間が流れておりました。

コロナ禍でも、その事業所の理念・文化・風土を垣間見ることができたと同時に、応援に入

り、そういった時間を下支えできたことも本当によかったと感じています。 

 コロナと向き合う日々もだいぶ年月が過ぎました。コロナだからと何でも自粛や制限を

かけ、大切なことまで我慢しなければならないのでしょうか。コロナは災害と一緒だと思い

ます。震災のあのときと同じように、「あたりまえ」「その人らしさ」を取り戻していく為に

は、「つながり」や応援体制は大切だと思います。 

療養解除になった日、ホールに一同に会したあのときの喜びは忘れられません。数か月後に

その後元気に皆さんされているか訪問したことがありました。換気、マスクをした中で関わ

りを大切にして過ごしている活気のある皆さんに再開することができました。コロナが収

束したら、ガウンやマスクなしで、皆さんとまた会える日を楽しみにしたいと思います。私

の中で「経験やつながりは何よりも代えがたい財産」であることを、今回の応援を通して学

ばせていただきました。 
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デイサービスわかなの杜 菅原健 
 

私は他法人である高齢者施設に直接応援（いわゆるレッドゾーン）を経験してきました。知らない土地や環境

ということもあり緊張の連続ではありましたが、法人内で幾度なく繰り返した PPE やＮ95 マスクの装着訓練、ゾ

ーニングの研修などを思い出して不安なく現場に入れたことを覚えています。そして、ＰＰＥの着脱などは頭で考

えるよりも体で覚えた方が、いざという時には体は自然に動きました。レッドゾーンを目前にすれば覚悟が湧いて

きました。自分が感染を拡大させてはいけない。そう思うと、体はしっかりと訓練した通りに動いてくれていまし

た。 

レッドゾーン内での実践に至っては、実際にガウンを身に着けた状態で直接的な介助業務は想像以上に暑

苦しい状態で少し動いただけでも汗が止まりませんでした。シャツを何度も交換することになりました。ガウンを

装着した状態での身のこなしも難しくとても苦労しました。N95 マスクは密閉度が高い反面息苦しさも感じます。

しっかりと密着する事により鼻先が真っ赤になることもありましたし、床のモップ掛けではいつの間にか酸欠にな

りそうになっていました。健康観察では SPO2 の低下、呼吸や脈の変動に注意を行っていました。観察項目では

ご本人の答えが曖昧なことも多々ありその方をしっかりと診ることがすごく重要です。 

応援先の施設では、逼迫状態が続き現場を知る介護職員は自宅待機。介護の経験の無い事務職員が現場

を支えていました。一日のシフトも定まっておらず、休憩時間も十分ではありませんでした。現在、法人内のタイ

ムテーブルでは１時間休憩の他に小休憩が 2 度取れるように組み込まれているので水分補給や心身のリフレッ

シュもしっかりと行なうことができています。 

レッドゾーンを経験されている方と一緒に現場に入ることは大きな安心材料になりました。私自身、介護の経

験はあっても、初めて会う方の顔と名前を覚えるのはどうしても時間がかかります。それは利用者も一緒だと思

います。しかし、顔と名前が一致しないからといって立ち止まる訳にはいきません。もし、知らない方だとしても現

場を守る同志として積極的にコミュニケーションを図ることが大事です。普段から現場で声掛けを行っていると思

いますが、コホート時にはそれ以上にたくさんの声掛けが利用者・職員共に必要になってくると思います。コミュ

ニケーションによる情報共有や相手を思いやる声掛けなど全てが自分の行動と力となってくると思います。情報

共有はとても大事でありご本人をしっかりと見ること知ることが必要です。こういった教訓から法人内では、フロア

の配置図や居室の入り口に利用されている方の名前をベッド並びに図解し、必要な介助を具体的に記載する工

夫や対策を行なっています。レッドゾーンに入り私は特に食事介助での情報共有が必要だと実感しました。利用

者によって嚥下状態、飲み込むタイミング、ギャッチアップの角度、普段の食事量まで様々な事に配慮が必要と

なります。誤嚥や窒息にならないように留意しなければいけません。実際に応援先の施設では発熱者が続き、

PCR 検査では陰性であったものの、恐らくは誤嚥性の肺炎を起こしていた可能性がありました。介護の経験が

あったとしても、利用されている方の心身の状況を把握するのはとても難しいものです。いかに簡潔に、かつ的

確に情報を共有する事ができるかが重要だと思います。 

コホーティングにおいてもうひとつ重要なのは医療の伴走です。応援先の施設において感染症専門医である東

北大学神垣先生の様々なご指導があって、私たちは安全に業務を遂行できたと思います。発熱ひとつにしても

様々な要因が考えられます。感染症、誤嚥性肺炎、脱水、籠り熱など、私たち介護職員では判断がつかない事

はどうしても医療の判断が必要です。食事が進まない方には点滴、発熱が続いている方には抗生剤が必要で

す。病院では当たり前な処置かもしれませんが、介護の現場ではそれが当たり前にできません。医療崩壊が起

きれば、施設で養生していく方法しかありません。そうなった時に、介護崩壊を起こさない為には医療の伴走は

65



必要不可欠だと思います。また、リスクは発熱だけではありません。転倒・転落、窒息、急変などさまざまなリス

クに対応できる体制を整えておく必要性を感じることになりました。可能であればリハビリ職のフォローも必要だ

と思います。コロナだからと言って全てを医療だけに頼るのは問題ですし介護だけでは限界があります。生活を

する上では様々な要素が絡みあって日常が成り立ちます。ですから医療・介護・リハビリという体制が理想だと

思います。 

コホート時の経験で、今後の大きな課題を得ました。それは身体拘束についてです。服薬、鍵をかける、縛る。

普通に考えたらダメに決まっていますし簡単に身体拘束をする訳にはいかないと思います。しかし、感染した方

が外に飛び出して行ったら。新型コロナウイルスという目に見えない恐怖は命を脅かします。当事者、職員の全

てを守らないといけません。とても難しい問題だと思います。何ができて何ができないのか。その先にある、命と

いうものに本当に向き合わなければいけないと思っています。 

また応援中には利用者との突然の別れを迎えました。昨日までフロアに居た方が突然亡くなるということ。コロナ

が無くても起きた可能性は十分にあります。コロナウイルスに関連したお別れではなかったものの、これが「介護

という名の命の現場」なのだと実感したと共に、やるせなく、いたたまれない気持ちになりました。 

新しい生活様式・ｗｉｔｈコロナ。慣れない言葉が私たちの生活を一変させました。それまでは当たり前だったこと。

それは一人ひとりの権理です。「外に散歩に行きたい」「好きなものを食べたい」と応援中のご本人のお声です。

私達はレッドゾーンの中ではありますがその人の思いに耳を傾け日々の日常を取り戻すことに取り組んできまし

た。本人にしか分からない権理はコロナウイルスを理由に簡単に諦めてはいけないと思います。逆境を乗り越え

た先に必ず一人ひとりの権理が大切に叶えられる時が来ると信じています。コロナだからではなく対話を通しそ

の人の権理を大事に今後も関わっていきたいと思います。 

応援中には本当に言い切れない程のたくさんの感謝があります。事業所を守ってくれている仲間。大変な状況を

一緒に共有し励ましあった仲間。応援に入った人が素晴らしいのではなく後方支援により支えてくれているたくさ

んの協力があることで応援が成り立っていることは忘れてはいけません。改めて全ての方に感謝を申し上げた

いと思います。 

また、応援先でもたくさんの出会いや縁がありました。「清山会が大変な状況になった時には必ず私達がかけつ

けますから」と仰ってくれたことは法人の枠を超えた関わりだと思いますしコロナウイルスがなければ恐らく関わ

らなかった縁だと感じています。 

法人では備えとして定期的な訓練や研修を行なっています。着脱の訓練だけではなく、装着した状態での実

践訓練も必要だと思います。少しでも体を慣れさせておく事、暑苦しさ・息苦しさを前もって経験しておくことは重

要に思えます。正しく恐れること、備えや教訓をしっかりと胸に刻み今後も実践していきたいと思っています。 

今後応援に入られる方には不安をお持ちの方もいると思いますが正しく恐れることは良い緊張感と集中を保

つためにはとても大事なことです。日々の状況変化にアンテナを張り日頃の研修の積み重ねが良い成果を生む

のだと思います。ですから過度な不安を持たないで大丈夫だと思います。 

今、この瞬間にも事態は急速に変化をしています。自分自身も変化と共に成長していかないといけません。 

清山会にはコロナ対応マニュアル、アクションリストがあります。しっかりとルールを順守しこれまでの大切な経

験を、次への教訓と備えにする事が私たちの役目だと思います。応援により「介護という命の現場」を深く実感し

た貴重な時間でしたし、これまでの応援で培う事が出来た知識・技術・経験それを越える大切な繋がりを糧にし

て今後も全力で応援していく所存であります。応援により少しでも日常を取り戻すことができ笑顔が多くあること

は応援が成功であると言って良いと思います。 
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コロナウイルスは人生の問いだと私は思います。大変な状況ですが皆さんでこの苦しい逆境を絶対に乗り越え

ていきましょう。乗り越えられることを信じています。 
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参加者による意見交換 

グループ 
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おわりに 

閉会のあいさつ 

これからに向けた ふりかえり 

フォームから
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みやぎ新型コロナ

人権相談ダイヤル
０９０-１５５２-１４７７

根拠が不明な情報

やデマをＳＮＳで

拡散されている

誹謗中傷等、人権侵害

の被害を受けている

新型コロナ

ウイルス感染症に関する

差別や偏見を受けている

感染していないのに職場

や学校で思い込みや過剰

な反応を受けて苦しい

秘密厳守

受付時間 午前 9 時 30 分から午後 4 時 30 分まで

（土日，祝日，年末年始を除く）

この専用ダイヤルは、宮城県との協定に基づき一般社団法人宮城県社会福祉士会が設置しております。

宮城野高等学校 礒部 光優さん 作 宮城野高等学校 名取 来瞳さん 作
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宮城県高齢者障がい者
虐待対応専門チーム

宮城福祉オンブズネット
「エール」権利擁護相談員

※ 件数は，県及び市町村（仙台市含む）が対応した件数

6
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https://www.pref.miyagi.jp/site/syoufuku-top/ks24009.html

5

❖ 虐待では「知らなかった」「悪意はなかった」「無意識だった」ということは関係な
いのです。

❖ 虐待が起こる前には，苦情・差別など権利侵害の問題があることも少なくありません。

❖ 「あなたのため」「良かれと思って」・・と『しらずしらず権利侵害』していることが
あります。

❖ 事業所全体で“より良い関わり”を考え取り組むことが大切です。

障害者福祉施設従事者等
による虐待

相談・通報・届出 23

令和元年度

27

「障害者虐待防止法」（平成24年10月1日），「障害者差別解消法」（平成28年4月1日）

 が施行されました。

26

区　分 平成28年度 平成29年度 平成30年度

(件）

 宮城県障害者虐待に関する調査結果について（令和元年度分）≪宮城県の調査結果推移≫

類　型

虐待の事実あり 3

障障害者施設・就労支援・相談支援事業所など、

障害のある方の支援に関わっているみなさまへ

3

◆ 研修テーマは, 事業所のみなさんと相談しながら決めております。

お気軽にご相談ください。

・ 虐待や差別という権利侵害に対し権利擁護するという後追いではなく，利用者の

あたりまえの権利をふまえた“より良い関わり”に努めるという積極的権利擁護

（予防的権利擁護）が大切です。権利侵害をしないではなく，権利侵害に至らな

いという予防を宮城県で進めていければと思います。

宮城県障害者権利擁護センター

宮城県障害者差別相談センター

〒981-093５

（宮城県社会福祉⼠会内）

仙台市青葉区三条町10-19 PROP三条館

ＴＥＬ 022-727-6101

ＦＡＸ 022-727-6102

メール kenriyougo@iris.ocn.ne.jp

※受付時間： 月～金（午前9時～午後5時)

※ 土・日・祝日は留守番電話/FAXで受け付けます。

権利擁護の専門職団体と
連携・協力しています。

「障害者虐待・差別防止」に関する出前講座を県内無料で行っております。「障害者虐待・差別防止」に関する出前講座を県内無料で行っております。

義　務

県　民

行政機関
事業者

何人も

義　務 義　務

事業者 努力義務

客　体 障害者
 障害のある人及びその家族

他の関係者

合理的配慮
　の提供

県

規定なし
県及び事業者への協力について

努力義務

(障害を理由とする)

不当な差別的取
　り扱いの禁止

主　体

障害者差別解消法 県 条 例

　

障害者差別解消法

宮城県「障害を理由とする差別を解消し障害のある人もない人も
 共生する社会づくり条例」が施行されました。（令和3年4月1日）

※ 宮城県障害を理由とする差別を解消し障害のある人もない人も共生する社会づくり条例
ガイドライン　　https://www.pref.miyagi.jp/site/syoufuku-top/sabetu.html

※ 障害者差別解消法 福祉事業者向けガイドライン （平成 2７年 11 月厚生労働大臣）

◆ お近くの相談窓口：各市町村

◆ 宮城県障害者差別相談センター

電 話 ： 022-727-6101 FAX：022-727-6102

メ ー ル ： kenriyougo@iris.ocn.ne.jp

※ 電話受付時間： 月～金（午前9時～午後5時)

※ 土・日・祝日は留守番電話/FAXで受け付けます。障害者差別に
※ 障害者差別について一緒に考えてみませんか。

県内 無料で出前講座を行っております。

● 『障害のある人』について
身体障害, 知的障害，精神障害（発達障害を含みます），その他の心身の機能の

障害がある人で，障害や社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難になっ

ている人です。障害者手帳をもっていない人も含みます。

● 『社会的な障壁』とは？
障害がある人にとって日常生活又は社会生活を

営む上で障壁となるような社会における事物，

制度，慣行，観念 その他一切のものをいいます。

法律及 び条例で求められているポイント！

迷惑そうにする，威圧的な態度をとる
など，相⼿の尊厳や⼈格を傷つける⾔
動も障壁となります。

● 『合理的配慮』とは？
障害のある人が，困っていることへの配慮を求めたときに，負担にな りすぎない

範囲で，その人の障害に合った必要な配慮を行うこと。

求められている配慮を行うことが，負担が重すぎる場合は，なぜできない かを丁寧に

説明し，別の方法を提案するなど，お互いに話し合いを重ねることが大切 です。

相談窓口

障害があるという理由だけ

で,障害のない人と異なる

不利益な取扱いをすること。

本人のことは，本人に聞きながら，よく話し合うことが大切です。

- 1　- -　4　-
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　　利用者は「支援される人」ではなく「権利の主体」であること，施設従事者の役割，障害者虐待

　　について理解を深めるなど，スタッフへの「教育」を繰り返し行っていくことが大切です。

    障害者虐待について理解を深めるとともに，「人権」や「障害特性による生活の支障」などを学ぶ

　　ことも大切です。

・年金や賃金を渡さない

・勝手に財産や預貯金を使う

・日常的に必要なお金を与えない

❖ 虐待を防ぐためにどんなことができますか？

・たたく、殴る、蹴る、つねる
・無理やり食事を口に入れる
・部屋に閉じ込める
・不要な薬をのませる ●「虐待を受けている」と

いう自覚は問いません。

●「虐待していると」とい
う自覚は問いません。

● 虐待はどこにでも起きる
可能性があります。

・無理やり服を脱がせる

・無理やりキスや身体を触る

・わいせつな言葉を言われたり、映像を見せられる

・「バカ」「あほ」と怒鳴る、ののしる

・仲間に入れない、子ども扱いする

・わざと無視する

・食事を十分に与えない

・不潔な住環境で生活させる

・必要な医療や福祉サービスを受けさせない

障害者虐待防止法

すべての人に，障害のある人への虐待を禁止しています。

　「養護者」「障害者福祉施設従事者等」「使用者」
による次のような行為を，「障害者虐待」と定めています。

このような行為は虐待にあたります（例）

性的虐待

心理的虐待

放棄・放置
（ネグレクト）

経済的虐待

虐待を早期に発見し適切に対応すること，そして，地域全体で障害者

虐待に対する意識を深めることが，虐待を防ぐための第一歩です。

● 養護者（ご家族等）の方へ 一人で抱え込んでいませんか？

● 施設従事者の方へ

● 使用者（雇用主など）の方へ

虐待が起きる背景には，いろいろな事情があります。

「どう対応していいか分からない」「悩みを相談できる人がいない」「経済的に困っている」など，

養護者の方も苦しんでいること養護者の方も苦しんでいることが少なくありません。虐待した人を悪者にするのではなく，背景

にある問題が解消されるようお手伝いすることが，虐待防止の目的です。

相談・支援をする機関・団体が数多くありますので，無理をせず，相談してください。相談・支援をする機関・団体が数多くありますので，無理をせず，相談してください。

身体的虐待

 職場での虐待の場合は，

 宮城県障害者権利擁護センター

 も連連絡先となります。

本
人

届出

発
見
者

県
労
働
局

監督権限の適切な行使

・報告徴収，立入検査

・指導，勧告　　　　　　
　など

通報 通知 報告
市
町
村

市
町
村

県

通報
監督権限の適切な行使

・報告徴収，立入検査

・勧告，措置命令　　　　　　　　
など

報告

届出

届出
本
人

・障害者の一時保護

・障害者への支援

・成年後見制度の申立

・養護者への支援
　など

発
見
者

発
見
者

本
人

市
町
村

通報

※使用者による虐待の場合は，県も連絡先となります。

①～③の場合

  市町村の障害者虐待
 防止センターへ

 連絡してください。

・ 家庭での虐待の場合，事実を確認

し，必要があれば立入検査や保護

などを行います。

・ 虐待が起きないよう，障害のある

人への支援や成年後見の申立，養

護者への支援なども行います。

※18歳未満の障害のある人への家庭

での虐待の場合

→連絡先は、市町村のこども担当部

局や県の児童相談所です。

障害者虐待防止法

虐待では？と思ったら・・・

 市町村の窓口に連絡してください。
 あなたの一報が，虐待をなくすことにつながります。

① 養護者（家族など）による虐待

② 施設従事者による虐待

③ 使用者（雇用主など）による虐待

質 問

質 問) 「虐待」かも・・。でも，通報や届け出をしたことを

知られたくないんだけどなぁ。

・ 虐待の通報や届け出をした人の情報は守られます。

・ 匿名による通報や相談も可能です。

・ 通報を理由とする解雇や，不利益な取り扱いは

禁止されています。

通報か・・

- 2　- -　3　-
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   「横のつながり」セミナー 振り返り   10月 12日現在 

 

新型コロナの今だからこそ、介護事業所の「横のつながり」セミナー  に参加して感じたこ

と思ったこと 

コホーティングの話しを聞くことができた。 

それぞれが係わる沢山の人へ、関わり方を大切にしていることが分かりとても感動しま

した。その人を思う苦悩だったり大変な事だったりを共有し、助け合えることが今もこれ

からも必要だと実感できたセミナーでした。貴重なお時間をありがとうございました。 

各事業所の立場において、コロナに対する遭遇や対応方法を知りよかったです。 

普段からの力「普段力」がいかに重要か体験の方のお話を聴いて感じた。 

他の事業所の感染予防対策など普段聞く機会も少ないため参考になった。また応援支援

の体験を聞かせて頂いた事で、実際の対応や内部の様子を知る事ができた。コロナ禍であ

っても普段通りの生活を送れるようにしていく事が大切であり、そのためには普段から

の支援の基盤を整える必要がある事を認識できた。 

自分達は守秘義務を持った専門職として必要な情報を必要に応じ適切に利用する事で正

しい対応や支援に繋げて行く必要があるという事も再認識できた。高齢者支援に関わる

事業所動詞が共通認識を持ち繋がりを意識しながら支援にあたって行きたい。 

今回、介護支援をされたお二人の話を伺い、感染された方に直接支援を行う中でも、利用

者主体。当たり前の生活支援。利用者さんの権利。というところをプロとしてしっかり意

識され関わられたというところ。大変参考になりました。 日常からしっかりできている

から、その様な時にもしっかりできる。 このことも大変いい振り返りになりました。 

今回、介護支援をされたお二人の話を伺い、感染された方に直接支援を行う中でも、利用

者主体。当たり前の生活支援。利用者さんの権利。というところをプロとしてしっかり意

識され関わられたというところ。大変参考になりました。 日常からしっかりできている

から、その様な時にもしっかりできる。 このことも大変いい振り返りになりました。 

応援支援の実際について利用者と支援者の両方の視点からの気持ちの考察についてと平

時からの対応の重要性と緊急時でも介護のプロとしての対応ができ気持ちを大事にして

人として当たり前に生きることの権利を守ることの大切さについて学ばせて頂き介護の

本質の大切さについて学ばせて頂きました。 

コロナ禍で自分が今やれることやらなければならないこと、必要な人に必要なサービス

を提供していくことが大切。守秘義務はあるも情報を共有することによって権利を守れ

ることもある。コロナでの実際に支援にあたった方の声を聴き、「普段からの備え」「医療

との連携の大切さ」などを再確認できた。普段から多職種のつながりや協力できる関係を

築き上げていく重要性を改めて感じさせられたセミナーでした。 

今回の研修のようにＺＯＯＭの使用など、リモート環境が各事業所でも整備されている

割合が増している状況であると思われますので、居宅介護支援事業所同士での情報共有
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等の機会も良いと思いました。 

自分たちだけではどうにもできない非常事態に陥った場合、横のつながりがあることで、

互いに協力して乗り越えられることができるのだと強く感じた。 

コロナ対策を講じている中で、やはり関東圏域の帰省者がいるとどうしても身構えてし

まい、外出サービスの利用控えにつながります。 

施設においては過剰ともいえるほどの面会制限もあり、通常に業務に影響が出ている等

の話もでてきました。 

 しかし、私自身も関東圏からの帰省の親類がいるご家庭においては短時間訪問、モニタ

リングのお願いをしています。 

 ひとたびクラスターが発生すると、介護業界は多種、サービス利用しており、影響、拡

大も深刻になります。コロナに対しての知識は皆さん、周知していますが、それでもいろ

いろな場面で規制してしまう事情も理解できました。 

 コロナ禍において、どの職種も事業所も大きな不安を抱えながら職務にあたっていて、

自分たちだけではなかったんだと改めて感じ、少し安心できた。 

 当施設でも新型コロナ感染者が確認され、対応に追われたことがあった為、佐久間さん

と柴田さんのお話はとても興味深かった。その時ユニット対応に入った自分たちの動き

は間違っていなかったのだと、正直ほっとした。 

平時からの備えや、それを実践し意識して習慣づけることが重要であると思った。 

また、応援支援の方の体験談では、自分の想像を超えた緊張感と切迫感の中で支援を続け

なければならなかったケアスタッフのご苦労や、そのような状況の中で逃げ場もなくど

うすることもできない利用者の心身の状態はどれほどのストレスや機能低下をもたらし

たのか、と考えると胸が苦しくなりました。 

直接支援にはいった話しが聞けたことと、発表者と同じグループで、質問もできたので大

変参考になりました。 

他の事業所の方との繋がりが難しくなってきていますが、皆さんの考え等を聞ける機会

がありよかったです。 

本来目指しているところは同じであるにも関わらず、利用者のサービスの確保（ケアマ

ネ）に対し、いかに事業所を安全（感染しない）に運営するかを優先してしまう事業所と

の立ち位置の違いから生じるズレの本質とその課題 

コロナウイルス感染症が発生した施設で対応された 2 人の発表が心に響きました。また、

事前に対応の仕方を学び準備しておくことが大切だということも分かりました。 

居宅介護支援事業所の感染対策の取り組み方や、モニタリング訪問の仕方などほぼ同じ

ような対応していたことを共有できて良かったです。また、ケアマネとして緊急事態宣言

が発令中であっても、モニタリング訪問し、状況を確認する必要があることを痛感させら

れました。 

他の事業所さんの話を伺う機会にもなり、また、実体験をもととしたお話も聞けたこと

は、今後、いざというときに役に立つと思いますし、知らないよりも少しでも知っている
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ことで、心構えも違ってくるのではないかと思います。 

正しい感染対策の方法や情報を習得し災害時等に備え様々な関係機関と相談や連絡がで

きる関係性にしておくことが大切だとかんじました。 

当日は発表者として参加させていただきました。 

参加者の方から、身にあまるお言葉をいただき有難かったです。 

いつだれがコロナにかかってもおかしくないような感染状況です。 

運が悪かった。仕方ない。ではなく、施設に取り残されるご利用者の当たり前の日常を支

援していくために、法人の枠を超えた横のつながりが周知共有され、支援の輪が広がって

いくことを願っています。 

事業所のコロナ対策の現状など意見交換がざっくばらんにできてよかった。 

コロナだからと言って何でもかんでも制限をして利用者の当たり前の日常を奪ってはい

けないと思うし、通所や訪問のサービスの方々とも共有できたらもっとよかったと思う。 

普段からの備えが重要だということを改めて感じました。 

地震の備えと一緒で、非常事態ではあっても日常生活は続いているということに 

当たり前なことなのに気付けない現実の中、実際に応援に入ったお二人のお話は 

とても貴重なものでした。ありがとうございました。 

コロナ禍での繋がりや助け合いの実践発表に感銘を受けました。 

皆さん事業所は違えど日々頑張っておられることを感じ、私も少しずつご利用者の想い

を実現出来るよう今を乗り越えていきたいと思いました。 

普段から他事業所、医療機関などのつながり、連携が必要とさらに感じた。 

今回参加して、自分たちの置かれている状況が一番にひどい状況だと感じてしまってい

たが、実際にはもっときつい状況化で対応している人達もいて頭が下がる思いだった。 

応援派遣等された方々は、本来であれば自分が感染するのではないかと言う恐怖が先に

来るはずなのに、高齢者や障がいの方の日常生活を優先して取り組んでいる姿に感動し

ました。 

平時、有事にかかわらず誰にだって日常の生活はあるので、それをないがしろにはできな

いと感じ主体性について考えさせられる研修でした。 

今回セミナーに参加し、感染リスクがあり、不安や恐怖がある中で関わる応援派遣の話を

伺い感動しました。また、陽性となった本人が一番不安や恐怖があるとことであり、有事

の際においても、本人主体という事を忘れずに関わりを持たなければいけないと感じま

した。 

 

普段からの「横のつながり」について取り組みたいこと 

交流や顔を会わせる機会は減っています。出来るところから再開させたい。 

他施設との情報交換をもっとできると良いのかなと思いました。 

他の支からの参加で、登米市とは違った横のつながり体制ができており、当市でもその取

り組みができていたら、尚心配不安なく対応できるのかな・・と思いました。 
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ケアマネジャーの連絡先やアドレスは把握していたが、今回セミナーを開催する機会を

頂き、多職種の事業所のメールアドレスを把握する部分もあった。今後の研修会や災害対

応に備えて支部のほうで、連絡先やメールアドレス等の一覧をまとめることなどしてい

きたい。 

最近もクラスターの情報が伝わってこず、自分たちが関わる利用者さんへの対応につい

ての判断が難しくなることが何度かありました。 個人情報保護を超える対応。 守秘義

務をしっかり理解したうえで、自分たちで情報を集める。何とかする。という対応を今後

実践できればと思います。 

最近もクラスターの情報が伝わってこず、自分たちが関わる利用者さんへの対応につい

ての判断が難しくなることが何度かありました。 個人情報保護を超える対応。 守秘義

務をしっかり理解したうえで、自分たちで情報を集める。何とかする。という対応を今後

実践できればと思います。 

まずは支部単位でのつながりと隣の支部までのつながりを持ち緊急時に支えあえるよう

にすることが必要だと教えてもらい、リモートでの研修を活用して関わりを持てるよう

にしていきたいと思いました。 

今まで以上に声を掛け情報の共有や連携を図っていく。職種を超えた横のつながり、普段

から災害時にすぐ取り組めるように協力を求めていく。 

個人情報を盾に行政は情報を流さない傾向にありますが、コロナ予防のために必要な情

報は、必要なところに流すべきと思います。私たちにできることは、感染の拡大を予防す

るために横につながりを強化し情報の共有をはかることが大切と思います。 

 今回のようなセミナーを定期的に組んで頂き、意見交換の場を設ける。できれば、地域

で同じ事業の方限定などもできたらより効果的だと思う。 

 施設職員は、他施設の職員との交流の機会がほとんどないのが現状である。多職種間の

交流だけでなく、同職種間の交流の場も作り、研修や情報交換などをおこなえたらと思

う。 

必要な情報の共有をスムーズに行うにはどうしたらいいか。 

普段からの つながり。ですね。 

利用者の不利益にならない様にするための情報共有 

今後、市町村はじめ多職種の事業所との連携を図り、災害時に他方面で対応出来るような

継続的事業計画を策定していく必要があると感じました。 

情報共有をどうすれば円滑に行っていけるか。知ることで、「あそこの施設で、コロナ出

たんだって」となり、風評被害やあらぬ話が広まらないような配慮も必要かと思います。 

同じ圏域のみか、町内か、もっと広げたほうがよいのかは、今は自分の中ではなんとも言

えません。 

さまざまな研修に参加することや異業種の研修にも参加してみたい。 

お互い様の気持ちを忘れないこと  

顔の見える関係を普段から作っておくこと 
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地域の同業や多職種のネットワークづくりを地域ケア会議や研修会を通して広げて行き

たいです。 

コロナ禍での日々の工夫について。 

普段から連携を意識した対応を実施したい 

各地区の連絡協議会や担当者会議等での情報の共有、報告に時差が生まれないような横

のつながりの関係の構築も必要と感じた。 

例（障がい事業所⇔介護事業所） 

地域の事業所や医療機関などと、情報の共有、連絡や報告等図れる体制作りができるよう

に取り組んでいきたいと思いました。 

 

その他 

同じ事業の方のお話しが聞けると良かったです。 

ケアマネジャー協会として、行政（保険所等）との横つながりがもう少し取り組みし、各

事業所への情報提供ができたらいいと思いました。通所や施設系の参加が少なく感じ、時

間的な配分問題なのか？少しでも多く参加できるように調整はかれたらと。お疲れ様で

した 

登米支部のセミナーでも支部内の事業所の方や支部以外の協会の方もご参加頂き、これ

も横のつながりだなと感じ、心強かったです。 

大変いい場に参加させていただきました。 登米支部の皆様、県協会の皆様、そして発表

のお二人。忙しい中、ご準備、運営大変ありがとうございました。 

コロナ禍ということで集まりが少ないが、今後も多職種で集まれる機会を増やしていけ

ればと思います。 

介護ワーキンググループの方、2名の実例を聴講しとても感動しました。 

 直接派遣に出向き、着慣れない防護服と暑さとの闘い、利用者様とのコミュニケーショ

ンを図るまでの難し等、研修を終えてからも何度も読み返し、深く染み入りました。 

 情報共有と守秘義務のバランスの難しさを考えさせられた。地域で陽性者が出た施設

から、その対応で実際に良かった事や改善点など、タイムリーに情報共有できるようなネ

ットワークがあればと思っていたが、簡単なことではないのだなと思った。 

 思ったよりも介護事業所・介護職員の参加者が少なく、残念だった。訪看や訪問介護、

施設などからの参加者がもっと増え、様々な意見交換ができたら、さらに有意義になると

思う。開始時間があと 30分～一時間早いほうが参加しやすいのではないかと感じた。 

資料に掲載されたコロナ禍におけるケアマネの遭遇した事例につき多職種での意見等も

してみたかった。 

介護ワーキンググループのメッセージでは、非日常の中に日常があり、その中で平常心を

失うことなく最後までやり遂げたことに深く感銘を受けました。 

今後、このような会を継続して行っていく予定はありますか？ 
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