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対策本部の設置

役 割 担当者

対策 本部長
・方針の決定、対策の統括、施設のクローズ、避難施設の決定
・行政・保健所との調整
・対策本部の設置発令
・取材への対応（対象者のプライバシーに留意する）

施設長

対策 事務局長
• 職員、利用者の状況把握、情報収集と発信、各種調整など
• 職員の人員確保、調整、応援手配など(勤務調整はリーダーが中心に行う)
• 感染者、濃厚・接触者等のリスト作成（発症２日前から）
• 利用者のケア記録、勤務表、外部者の出入り記録等を準備

業務係長

事務局
①発生状況など確認、集計など
②対外的窓口（行政、保健所、社協、福祉協会、家族など）
③感染予防、医療・看護、専門的知識などの情報提供
④施設のゾーニング・衛生上の必要備品手配など
（必要時、検体採取場所の設置）
⑤保健所、医療機関、避難施設の確保などの対応
⑥委託業者との調整（厨房スタッフ発症には委託会社で調整する）
⑦厨房閉鎖時の対応（デイ厨房の使用検討）
⑧家族への連絡（連絡内容・方法の検討）
⑨職員への連絡

事務係長
主任事務
主任看護師
管理栄養士

ユニットリーダー
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新型コロナウイルス感染症 発生時の対応フロー

職員

コロナ対策
担当職員

対策本部
施設長 他

利用者の
症状の確認

利用者、職員の
発生状況を確認

施設全体の
状況を確認

湧別町役場
福祉課

紋別保健所 指定病院

社会福祉法人
理事長

利用者の
家族

施設

相談
調査依頼
対策指示

嘱託医
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流行期の感染予防策①

項目 対応策

組織としての指針 ・職員各自が感染予防を徹底する。
・プライベートでも3密を避け、感染流行地域へ移動する場合は施設長
に報告する。

・不要不急な出張・研修は避けるが、必要時には施設長に報告する。
・訪問者に対しては、入り口で検温しマスク着用を依頼する。
・必要時、コロナウイルス抗原検査を行う。
・防護具等の消耗品は１週間分を常備する。(１ユニット分)

標準予防策
・手指消毒
・防護具使用

・施設内ではマスク着用し、首から上は触らない。
・出勤前後とケア前後の手指消毒を徹底して行う。
・マスク、手袋、エプロンは正しく取り扱う。

職員の体調管理 ・出勤前と出勤時に検温し、37.5度以上は上司の報告し出勤しない。
（前日37.5℃以上の発熱があった場合、出勤前に解熱していても最低
1日は発熱の無いことを確認する）

・呼吸器症状、下痢症状等がみられるときも上司に報告する。

職員間の伝播防止 ・休憩、食事は他者と最低1mの距離を開け、黙食を徹底する。
・業務中の水分摂取は、他者と対面にならないように注意する。
・人が集まる場合は、換気を十分に行う。
・会議や研修等はマスクを着用し、換気や距離に注意する。
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項目 対応策

食事・おやつ ・テーブルは使用前にアルコール等（施設で決めた物を含む）消毒を行う。
・利用者は、食事前に手指消毒を行う。
・ショーシャルディスタンスに配慮するが、利用者の距離を確保できない場合は、
飛沫予防のビニールシートを使用する。（使用後は、アルコール等で消毒する）

・介助者も対面は避け、側面からの介助とする。

レクリエーション ・カラオケなどの大声を出すものは避ける。
・共有の用具を使用する際には、使用する前後に消毒する。
・体操などは、同方向に座り対面しないように工夫する。

環境整備 ・共有スペースと居室の換気は、5回以上/日行う。
・手すり、照明スイッチ、ドアノブ、PCのキーボード等、多くの人が触れる箇所は
2回/日アルコール等で消毒する。
（直接スプレーせずウェス等にしみ込ませて清掃する）

・清掃はグローブ・マスクを着用し、一方向に拭いていく。
・車内は使用ごとにアルコール等で消毒する。

面会 ・予約制（平日）にし、事務職が感染地域との接触等をチェックする。
・面会は2名までとし、検温・手指消毒後ホールで行い、他の利用者との
接触を避ける。

・面会後は、換気を行い使用したテーブル等は消毒清掃する。
・看取りの家族については、状態によっては個室での面会を検討する。
・近隣地域で感染者が発生した場合は、SNSでの面会を検討する。

流行期の感染予防策②



ディサービスにおける感染予防策
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項目 対応策

送迎 ・利用者の体温を乗車前に確認する。（不明な場合は測定）
・当日及び前日に37.5度以上の発熱や呼吸器症状・下痢がある場合は利用を取りやめる。
・利用者はマスクを着用し、手指消毒を実施する。
・可能であれば車内での座席間隔をあけ、窓からの換気を行う。

利用中 ・到着時には、体調チェックを実施する。（体温・通常の健康チェック）
・施設に到着したら手指消毒を実施する。
・利用者はマスクを着用する。
・入浴は利用者の間隔をあけて行う。
・入浴時、介護者はマスクを着用する。
・食事は利用者の手指消毒を実施し、可能な限り間隔をあける又は対面しない様工夫する。
・ソーシャルディスタンスが無理な場合は、パネルなどで飛沫防止する。
・レクリエーションは大声の出すようなカラオケなどは避ける。

環境整備 ・換気は、2回以上/日行う。
・食事前はテーブルをアルコール等で消毒する。
・サービス終了時は、利用者が使用したテーブル,いす,ベット,等をアルコール等で消毒
する。また、使用した用具も可能な限り消毒する。

・職員が使用する、スイッチ，PCキーボード等を消毒する。

サービス
停止

・町内又は近隣で陽性者が発生した場合は、都度検討する。
・湧別町高齢者生活福祉センターは町の指定管理のため、湧別町福祉課と相談して行う。



在宅支援型住宅における感染疑い発生時の対策

8

項目 対応策

通常 ・検温は２回/日実施。
・手洗い、手指消毒の徹底。
・部屋から出るときはマスクを着用する。

レベル2
利用者発生

【亜麻の里】

・発熱時は家族に連絡し病院受診を依頼する。
・疑わしい場合は、各サービスが停止するため家族での対応を依頼する。
・家族の出入り口を限定し、入室時は防護服の着用を徹底してもらう。
⇒防護服の正しい着脱について、指導する。

・レッドゾーン利用者の洗濯はビニール袋に入れ７２時間ウイルスが死滅するま
で置いておく。その後、洗濯を家族に依頼するが、家族対応が無理な場合はス
タッフで洗濯する。ブルーゾーンの洗濯は、入居者に行ってもらう。

・一般ごみはスタッフが収集し、ゴミ袋表面を消毒後ゴミステーションに入れ７
２時間後回収してもらう。

・家族との連絡が取れない場合は、ケアマネに相談する。
・濃厚接触者を含め全員個室隔離とし、ディーサービスへの出入りを中止する。
・PCR検査結果が分かるまでは、亜麻の里の共同浴室の使用を中止する。
・ディサービス利用者の濃厚接触者のリストを作成する。
・援助員は、感染疑い者・濃厚接触者と濃厚に接触する場合は防護服を着用する。
・食事は家族に依頼する。

【湖水の杜】 ・入居者全員が濃厚接触者の可能性がある為、全員個室隔離とする。
・防護具の着用は居室前で行い、脱ぐ時は居室内で行う。
・食事サービス利用者は、使い捨て食器とし食残は感染ごみとして処理する。
・ディサービス利用者の濃厚接触者のリストを作成する。
・共有スペースの消毒を行う。
・職員は可能な限り特養との接触を行わない。



9

感染の恐れがある職員、利用者が発生した場合
①発熱37.5度以上②風邪症状咳・倦怠感・咽頭痛・味覚障害等

項目 対象者 対応策

１．感染の恐れに該当 職員 ①熱が３７．５度以上、または風邪症状のある場合は上司に報告する。
②当日は、休職し医療機関を受診する。
③コロナウイルス陽性者との接触により、濃厚接触者の可能性がある
場合は、上司に報告する。

利用者 ①熱が37.5度以上は看護職に報告する。
②看護職の指示があるまで、個室隔離する。
・個室がない場合は、カーテン隔離とする。
・防護具セットと感染用ごみ箱（ペール付）をセッティングする。
・トイレは、ポータブルトイレを使用する。
・排泄物は１回ごとにビニール袋に入れて縛り、感染ごみ箱（段
ボール）に入れる。

・食事は居室内で摂取し、ムセ込みなどがある場合は介助者はフェ
イスシールドを必ず装着する。

・衣類やリネンは、ビニールに入れ指示があるまで部屋置きとする。
③看護職は、状態把握後上司に報告し医療機関の受診を検討する。

２．対策本部への報告 職場の上司 感染の恐れがある職員、利用者が発生したことと、その後の経過を報
告する。

レベル
１



レベル１のカーテン隔離について
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レベル１

流し台

防護具

ペール

段
ボ
ー
ル

カーテン隔離

清
潔

不潔

１．ケアは最後に行う
２．防護具を脱ぐ場所は、カーテン

の外とし、足踏みペールに入れる
３．防護具を脱いだ後は、必ず手指消

毒・手洗いを行う
４．オムツは感染段ボールに入れ隔

離内に配置する
５．段ボールが満杯になった場合は、

周りをアルコール消毒し、所定の
感染廃棄物置き場まで事務職に搬
送してもらう

６．隔離（感染疑い）が解除された場
合は、一般ごみとして取り扱う

７．カーテン周辺も、不潔ゾーンと考
え、共有のもの（おむつ用棚）は
配置を変える

レベル
１
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「感染が疑われる職員、利用者」が発生した場合
～PCR結果待ちの期間～

＊感染が疑われる場合
・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱などの強い症状のいずれかがある場合
・発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
・味覚障害や臭覚障害などいつもと違うと感じた場合

項目 対象者 対応策

１．感染が疑われる
場合の報告

職員 病院に連絡後受診し、結果を上司に報告する。

利用者 他の利用者から隔離し、看護職は病院受診した結果を上司に報告す
る。

２．対策本部へ報告 職員の上司 ①感染が疑われる職員、利用者が発生した事を施設長に報告する。
②該当の職員・利用者が濃厚接触した可能性のある人についてヒ
ヤリングし対策本部へ報告する。

３．ユニット対応 職員の上司 ①感染が疑われる職員、利用者が発生した事を職員と情報共有し
感染対策準備を行う。

②PCR結果が出るまではユニット間の交差を遮断する。
③PCR結果が出るまでは、職員は標準予防策を徹底する。
(オムツ交換・尿処理・食事介助時のエプロンやゴーグルの装着）

④感染疑い者・濃厚接触者を隔離し、レベル３に準じたケアを行う。

レベル
２
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「感染者(陽性)の職員・利用者」が発生した場合

項目 対応策

１．第１報
・管理者への報告
・保健所との連絡調整
・施設内外への通知

①検査結果を該当職員から上司を通じ施設長に報告する。
②保健所の指導に基づき、行動履歴と接触者を特定し、指示を受ける。
③発生者・接触者等のリストと平面図（利用者名入り）を作成する。
＊職員発症の場合は、ケア内容と対象者のリストも作成

④対策本部はSNSを使用し職員と情報共有する。
⑤行政、家族、委託業者へ報告する。（HP掲載）
⑥対策本部は、毎日ミーティングにて情報共有し対策を行う。

２．感染対策実施
・ゾーニング開始
・備品の搬入設置

①対策本部は保健所の指示により施設の消毒範囲、日時、施設の閉鎖、期間を
相談し、職員利用者への対応等の感染対策を指示する。

②感染者発生の報告を受けた時点で該当ユニットのゾーニングを開始する。
・感染者・濃厚接触者は原則個室に移動するが、対象者が複数の場合又は多床室での発生の場
合は同室での隔離とする（コホート隔離）。

・可能な限り担当職員を分けて対応を行う、またはケアの順番を考慮する。
・利用者の交差を最小限にする為、可能な限り居室内隔離とする。
・園の居室入口は、ビニールカーテンを使用する。

③利用者へ隔離の説明し同意を得る
④ユニット内への備品の搬入と配置
⑤ポータブルトイレ・サイドテーブル等の搬入

３．職員の確保 ①ユニット間での応援体制を調整する。（応援者は他ユニットと交差しない様にする）
②夜勤は２名体制（16：30～9：30）とし、交代で仮眠をとる。
③毎食事は４名体制（看護職含む）を基準に調整する。
（早7:30～16:３０ 1名、日9:30~18:30 ２名）

4．業務内容の調整 ①ショート利用者の調整をする。（新規入所は中止。入所中の利用者は保健所と相談し、必要時は
ショート継続する）

②サービスセンターばろうで発症時には、ディーサービスを中止する。

レベル
３



備品準備
＊手指消毒アルコール・石鹼・ぺーパータオル・グローブ・エプロンは常設

陽性者・濃厚接触者 接触者

居室入口 □ガウン・グローブ・マスク
□キャップ・フェイスシールド
□ごみ袋（フェイスシールド保管用）
□手指消毒アルコール
□血圧計・体温計・SPO₂モニター

□ガウン・グローブ・マスク
□フェイスシールド
□ごみ袋（フェイスシールド保管用）
□手指消毒アルコール
□血圧計・体温計・SPO₂モニター

居室内 □感染性ゴミ箱（プラスチック）
□清掃用アルコールスプレー
□ポリ袋（おむつ用・洗濯・食事用）
□タオル（洗顔・清拭・清掃用）
＊必要時
□エプロン（食事用）
□本人用介助スプーン
□除圧用グローブ（ディスポ）
□ポータブルトイレ
□サイドテーブル

□感染性ゴミ箱（ダンボール）
□清掃用アルコールスプレー
□ポリ袋（おむつ用・洗濯・食事用）
□タオル（洗顔・清拭・清掃用）
＊必要時
□エプロン（食事用）
□本人用介助スプーン
□除圧用グローブ（ディスポ）
□ポータブルトイレ
□サイドテーブル

ﾎｰﾙ □ホワイトボード
□ごみ袋（70L・45L・30L）
□ゴミ箱（一般ごみを入れる）
□紙コップ・割ばし・ディスポスプーン
□抗原検査キット

研修資料 配布厳禁 13

レベル
３
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整容・清潔のケアと健康管理
レベル
３

項目 内 容

更衣・環境整備 ・更衣は、最小限とするが不潔にならない様注意する。
・包布交換は、１０日間を超える場合交換する。ただし汚染時は都度交換する。
・室内での備品が置くなる為、整理整頓に留意する。
・室内の換気は、訪室時に５回以上/日行う。
・室内の清掃は、訪室時に1回/日アルコール清掃を行う。（清掃手順参照）

清潔・入浴の介
助

・入浴は中止し、原則清拭で対応する
・清拭タオルは、ビニールに入れアルコール消毒し洗濯室で洗濯・乾燥する
・タオル等に余裕がある場合は、使い捨てとする

洗面・口腔ケア ・洗顔タオルは、ディスポ（使い捨て）とする。
・必ず、エプロン・フェイスシールド・マスクを着用する
・歯ブラシ等を洗うときは水しぶきに注意しながら行う

健康管理 ・体調管理は２回以上/日行い記録する。必要時、保健所に報告する。
・体調不良者が発生した場合は、保健所に連絡し指示を受ける。（職員含む）
・内服薬は、毎食・就寝持薬をユニット毎にビニール袋に入れ、都度看護職が配布する。
・経管栄養関連品は居室内で洗浄・消毒を行い、栄養剤はできる限りパックの製剤を使
用する。

・消毒容器は個人毎に準備し、利用者の手の届かないところに保管する。
・アイスノンは専用として、ビニール袋に入れて使用。使用後はビニール袋を破棄し、
アルコール消毒後、新しいビニール袋に入れ冷凍庫に入れる。

・該当ユニットの職員は、勤務前にコロナウイルス抗原検査を毎回行う。



食事のケア

西町 東町 リラの杜 湖水の杜

場所 ・全員居室

食器 ・ディスポ食器を使用
・介護用スプーンは本人用として居室内で洗う

運搬 ・配膳車をユニット内に運搬 ・中央ホールで盛り付けし、リ
ラ入り口まで運搬。西町隔離
の場合は、リラ玄関から搬入。

・配膳車をユ二ット内に
運搬

配膳 ・トレーに、①薬剤②水分４００ml③割りばし・スプーンをセットして居室に入れる
（味噌汁中止）
・応援者にわかるようにセット内容を一覧にし、共同室に掲示する
・食札は居室に入れない

食事介助 ・介助が必要な利用者は、時間をずらしながら行う
・利用者の手指消毒後、必要時はディスポエプロンを使用
・食事介助が必要な場合は、フェイスシールドを使用（濃厚接触者は必須）

下膳 ・食器食残は、ビニール袋に入れ感染性廃棄BOXに入れる
・配膳車は、配膳終了後速やかに返却する
・トレーは、アルコール消毒しビニール袋にまとめて入れる
⇒次の配膳車搬入時に回収する
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レベル
３



排泄のケア・ゴミ箱の取り扱い

排泄ケア 内 容

トイレ ・トイレ使用時は、利用者にマスク着用してもらう
・原則個人専用とするが、複数で使用する場合は使用後に触れた個所のアルコール
消毒を徹底する

・ウォシュレットの使用は控える
・ウイルスを飛び散らさないように流す前に蓋をしてから流す

ポータブルトイレ ・バケツにビニール袋をかけて、捨て布かオムツ等を入れ排泄物を固形化させる
・１回/日、ビニール袋を密封し感染性廃棄物BOXに捨てる
・ポータブルトイレの排泄物処理時間は、ユニットで決める

おむつ ・多床室でのオムツ交換は、ガウンの上にエプロンを着て、利用者毎に取り換える
（グローブも）

臭い対策 ・ポータブルトイレ使用時は、消臭剤を入れる。
・オムツ交換時、直接汚染したおむつに消臭剤を噴霧してから処理する。
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レベル
３

ゴミ箱 西町 東町 リラの杜 湖水の杜

ゴミの搬出口 リネン用出入口 ショート側出入口 リラ玄関 リネン庫出入口

感染性廃棄物BOX ①隔離中は、プラスチック感染性廃棄物BOXにビニール袋を入れ室内にセットする
②プラスティック感染性廃棄物BOXはビニール袋に入れアルコール消毒し居室から
出し、決められた搬入口付近に置き事務職に連絡する。



タオル・リネン・衣類等の洗濯

西町 東町 リラの杜 湖水の杜

運搬口 ホール側入り口 事務所側入り口 リラ入り口 なごみ入口

リネン ・隔離期間が10日以内の場合は、汚染時のみ交換する
・ワタキュウーのリネンについては、（R3.５/１２変更）
①ビニール袋に入れ、アルコール噴霧し密封する
②ビニール袋を２重にかぶせ縛り、外側をアルコールを噴霧し外の
物置で保管

④３日後（７２時間後）ワタキュウーに返品
⑤陽性者以外は、隔離解除に通常取り扱いで返品可能（R4.3確認）
⑥便・嘔吐物などで汚染が著しい場合は破棄する

衣類・タオル等 ・洗濯物は、１日分をまとめてビニール袋に入れ、アルコール噴霧し居室から出す
・ユニットから出す場合は、洗濯物をビニール袋にまとめアルコール噴霧し洗濯室に
運搬する（事務に依頼）

・洗濯は、他ユニットと別に行う
・洗濯室では、ガウン・マスク・グローブを装着し、洗濯機内でビニールから洗濯も
のを出す

・衣類で尿などで汚染した場合は、次亜塩素酸Naで処理するが汚染がひどい時は破
棄する
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レベル
３



清掃手順

• 清掃は１回/日１４時～１５時の間に実施。

• 手の触れる箇所を（捨て布✙アルコール）
で拭く。

• 床は（捨て布をセットしクイックルワイ
パー✙アルコール）で拭く。

• 清掃した布類は、部屋ごとに破棄する。
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【居室】
ベット柵・ベットフレーム
ベットのリモコン・ナースコール
床頭台・サイドテーブル・車椅子
流し台・電気スイッチ・ドアノブ
ポータブルトイレ

【共有スペース】
テーブル・流し台・ポット・やかん
パソコン・マウス・携帯電話
手すり・手指消毒ボトル・防護具を
セットしている棚

レベル
３
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①職員はユニットから出ない（出入口は裏口から行う）
②レッドゾーン・グレーゾーンは袖付き防護服着用
③イエローゾーンで防護服着脱（イエロー内で着脱を分ける）
④配膳車はユニット入り口から出入
⑤洗濯物は感染疑い・濃厚接触者以外はビニール袋に入れアルコール消
毒後、ユニット入口から出す（洗濯室への搬送は事務）

⑥感染ごみと一般ごみは裏口から出す
⑦休憩室・更衣室は「シラカバ」「イチイ」を使用する

裏
口

濃厚接触者

ユニット閉鎖

事象発生時のゾーニング
東町

防護具セット
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①職員はユニットから出ない（出入口は裏口から行う）
②レッドゾーン・グレーゾーンは袖付き防護服着用
③イエローゾーンで防護服を脱ぐ
④配膳車はユニット入り口から出入
⑤洗濯物は感染疑い・濃厚接触者以外はビニール袋に入れアルコール消
毒後、ユニット入口から出す（洗濯室への搬送は事務）

⑥感染ごみと一般ごみは裏口から出す
⑦更衣室・休憩室は、理容室を使用。

ユニット閉鎖

事象発生時のゾーニング
西町

防護具セット

濃厚接触者

出
入
口
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事象発生時のゾーニング
リラの杜

イエ
ロー

濃厚接触者

①職員はユニットから出ない（出入口はリラ玄関から行う）
②レッドゾーン・グレーゾーンは袖付き防護服着用
③イエローゾーンで防護具を脱ぐ
④食事は渡り廊下から出入（西町隔離時は、玄関から出入）
⑤洗濯物は感染疑い・濃厚接触者以外はビニール袋に入れアルコール
消毒後、ユニット入口から出す（洗濯室への搬送は事務）

⑥感染ごみと一般ごみは玄関から出す
⑦更衣室・休憩室・トイレは現行

出入口

防護具セット

閉
鎖

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー
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事象発生時のゾーニング（亜麻の里）

①出入口はリラ玄関から行う
②レッドゾーンは袖付き防護服着用しケアする
グレーゾーンは袖なしエプロンを着用する

③イエローゾーンで防護具を脱ぐ
③洗濯物は感染疑い・濃厚接触者はビニール袋に入れ３日間放置後、家族に渡す。
家族に不都合がある場合は、スタッフが行う

④一般ごみは、職員が集めビニール袋表面をアルコール消毒し、外のゴミステーションに入れる
⑤感染ごみは、オホーツク園に連絡し収集してもらう

ブルーゾーン
（接触者居室）

グリーンゾーン

出入口

陽性者 イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー
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事象発生時のゾーニング（湖水の杜）

①職員はユニットから出ない（出入口はリネン庫裏口から行う）
②レッドゾーン・グレーゾーンは袖付き防護服着用しケア
③イエローゾーンで防護服を脱ぐ
④食事は廊下から出入
⑤洗濯物は感染疑い・濃厚接触者以外はビニール袋に入れアルコール
消毒後、ユニット玄関から出す（洗濯室への搬送は事務等に依頼）

⑥感染ごみと一般ごみはリネン裏口から出す
⑦更衣室は現在の場所を使用
⑧休憩室は小規模部屋を使用

出入口

濃厚接触者

閉鎖

イ
エ

ロ
ー

休
憩
室

イ
エ

ロ
ー

イ
エ

ロ
ー

イ
エ

ロ
ー

イ
エ

ロ
ー

イ
エ

ロ
ー

イ
エ

ロ
ー

イ
エ

ロ
ー

イ
エ

ロ
ー

イ
エ

ロ
ー

イ
エ

ロ
ー

イ
エ

ロ
ー

イ
エ

ロ
ー

イ
エ

ロ
ー

イ
エ

ロ
ー

イ
エ

ロ
ー

イ
エ

ロ
ー

イ
エ

ロ
ー イ

エ
ロ
ー

イ
エ

ロ
ー
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事象発生時のゾーニング（ばろう住宅）

①利用者・家族の出入口は住宅玄関から行う
②レッドゾーンは袖付き防護服を着用しケア
グレーゾーンは袖なしエプロンを着用する

③イエローゾーンで防護具を脱ぐ
④食事は個室まで配下膳する
⑤洗濯物は感染疑い・濃厚接触者はビニール袋に入れ３日間放置後、
家族に渡す。家族に不都合がある場合は、スタッフが行う。

⑥一般ごみは職員が収集し、住宅玄関から出す
⑦感染ごみは、湖水の杜に準じる
⑧レッド担当者は、特養への出入りは行わない

グリーンゾーン

出入口

陽性者

イエ
ロー

閉鎖

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー

イエ
ロー



ユニット隔離時の職員休憩室・更衣室・トイレ

①該当ユニットを隔離扱いとしたユニットとの交差を避ける

②該当ユニット職員の出入り口を分ける

③該当ユニットの職員休憩室・トイレ・更衣室を分ける

④応援スタッフは応援期間は該当ユニットに固定し、他ユニットを行き来しない
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ユニット にし町 ひかし町 リラの杜・湖水の杜

職員出入口 リネン用出入口 ショート側出入口 リラ：玄関
湖水：リネン庫出入口

職員更衣室 理容室 しらかば・はいちい 通常

職員休憩室 理容室 しらかば・はいちい 通常

職員トイレ 利用者用トイレの一か所を
専用にする

しらかば・はいちい 通常



ゾーニングにおける防護服基準

【区分け】
レッド・・・汚染区域（感染者・濃厚接触者）

イエロー・・汚染防護具を脱ぐゾーン

グレー・・・感染者のいる可能性があるゾーン（接触者）

グリーン・・清潔区域
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レッドゾーン・グレーゾーン マスク グローブ ガウン
フェイス
シールド

キャップ

すべてのケア 〇 〇 袖付き 〇 〇

食事介助 〇 〇 袖付き 〇

オムツ交換・トイレ介助 〇 〇 袖付き

清 拭 〇 〇 袖付き

口腔ケア
〇 〇 袖付き 〇

多床室でのケアは利用者毎にエプロン・グローブを交換する
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防護服の着用：正しく着用する

2枚目のグローブはガウンの上にかぶせる１枚目のグローブはガウン着用前にはく
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防護具は脱ぐ時が一番汚染しやすい！！

（２枚目）

手袋
（１枚目）

フェイス
ガード

キャップ手袋
(２枚目)

ガウン



陽性者・濃厚接触者の隔離期間

濃厚接触者の判断基準～陽性者と感染可能期間内（発症又は要請確定の２日前から）～

（陽性者のマスクの有無にかかわらない）

①陽性者と同じ部屋を利用して、マスクをしていない利用者、職員

②陽性者と同じテーブルで食事をした、近くで歯磨きやうがいをした利用者、職員

③陽性者と密に接触のあった、マスクをしていない利用者・職員

④陽性者の介助（食事・入浴・排泄・移乗・口腔ケア）を行った職員
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発症者 発症日の翌日から１０日間経過し、かつ症状軽快後３日間経過していること。

無症状の陽性 検体採取日の翌日から７日間経過して引き続き症状がなければ療養解除。無
症状者が途中症状出現した場合は、発症から１０日間経過を見る。

濃厚接触者 最終接触日の翌日から７日間の自宅隔離。ただし、症状がない場合で４日目
と５日目に抗原定性検査を行い陰性ならば５日目に解除。

家族が濃厚接触
者の場合

職員は、通常勤務可能だが出勤前に抗原定性検査を行う。



・濃厚接触者を隔離する
（個室・コホート隔離）
・換気（窓をあける等）
・職員の感染予防を強化
・高齢者、持病持ち配慮
・体温、体調の管理

30

レベル３・・感染発生から通常業務再開をイメージする

①感染 発生
消毒時の一時的避難場所の確認
消毒後の施設の活用or空いている施設
を探す

感染者は指定病院へ

②施設の消毒・ゾーニング

職員（以外）利用者（以外） 職員（濃厚接触）利用者（濃厚接触）

自宅待機

⑦通常業務の再開（入所施設）

感染を拡大させない
クラスター防止

死亡者を出さない 他の施設に感染を広げない

③濃厚接触者を特定し、それぞれの対応を決定する

他の施設への感染拡大防止のため
他の施設に利用者を移動しない

⑤PCR検査などで感染拡大がないことを確認

④利用者（濃厚接触者）への対応を開始する

＊②、③、④は同時並行的に実施されると予測します

⑥施設の消毒

資料1
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通所施設の場合
レベル３・・感染発生から通常業務再開をイメージする

①感染 発生 感染者は指定病院へ

②施設の消毒

職員（以外）利用者（以外） 職員（濃厚接触）利用者（濃厚接触）

自宅待機

⑥通常業務の再開（通所施設）

感染を拡大させない
クラスター防止

死亡者を出さない 他の施設に感染を広げない

③濃厚接触者を特定し、それぞれの対応を決定する

他の施設への感染拡大防止のため
他の施設に利用者を移動しない⑤PCR検査などで感染拡大がないことを確認

④通所施設 一時閉鎖①訪問ケアが必要か検討
②訪問が必要な場合は保健所
と相談し、感染予防が必要
③保護者と利用者の状況確認

（利用者 対策例）

自宅待機
Or 勤務

自宅待機 自宅待機

保健所と相談しながら
通所施設の一時閉鎖と再開時期を検討する

＊②、③、④は同時並行的に実施されると予測します

資料2
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濃厚接触者

ウイルスを
持ち出さない！
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