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新型コロナウイルス
危機管理マニュアル
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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、避難施設の決定な
・行政・保健所との調整
・対策本部の設置発令

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

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施設の衛生上の必要備品手配など衛生管理全般
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）

主任事務
主任看護師
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
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流行期の感染予防策

１．職員各自が感染予防を徹底する。またプライベートでも換気が悪く人が密集してる場所には行かない。

２．職員は施設内ではマスク着用で業務を行い、首から上は触らない。

３．施設入口に消毒液をおき、施設に入る時は職員全員が手指の消毒を行う。（１ケア前１消毒の徹底）

４．職員は出勤前と出勤時に検温を行う。また、勤務中も症状の出現があれば速やかに上司に報告する。

５．居室や共有スペースの換気を行う。（５回以上/日）

６．２回以上/日にドアノブ、手すり、照明スイッチなど多くの人が触れる箇所は当番を決め、消毒を行う。
PCのキーボード・モバイルなども２回以上/日消毒する。

７．面会制限を行う。（SNSによる面会を工夫する）

８．来訪者に対しても入口で検温し、マスク着用を依頼する。

９．不要不急な会議、研修、出張は中止、延期する。
（注）中止指示の会議は具体的な人数を指定する。例：７人以上の会議は中止するなど。
小規模の会議を実施する場合はマスク着用とする。

10. 利用者のレクリエーションは、カラオケなどの大声を出すものは避け折り紙などの工夫をする。
また、体操などは同じ方向に座り向かい合わせにならないようにする。
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感染の恐れ*がある職員、利用者が発生した場合
（感染の恐れ*：37.5度以上発熱した職員、利用者）

項目 対象者 対応策

１．感染の恐れに該当 職員 ①熱が３７．５度以上あったことを上司に報告する。
②施設を休み、自宅待機とする。毎日検温し、上司に報告する。
③症状が継続し厚生労働省の指針*に該当する場合は
医療機関もしくは保健所に相談し、指示があれば検査を行う。

④検査の指示がない場合は、自宅待機期間の指示を受ける。

利用者 ①熱が３７．５度以上あったことを担当者から上司に報告する。
②他の利用者から隔離した部屋で介護し、担当の職員から上司
に毎日の体温と体況を報告する。

③看護職は、嘱託医師又は主治医に連絡し，隔離等の指示＊を受ける。
＊隔離の範囲やレベル２への移行の有無

④症状が継続し厚生労働省の指針に該当する場合は、嘱託医師又は主治
医と相談し保健所に連絡し検査の調整を行う。

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
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「感染が疑われる職員、利用者」が発生した場合

＊感染が疑われる場合＝「帰国者・接触者相談センター」へ相談する場合（国の指針）⇒５/８変更
・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
・重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合

※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPDなど)などの基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤
や抗がん剤などを用いている方

・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐ
に相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。)

項目 対象者 対応策

１．感染が疑われる場合の
報告

職員 自宅待機のまま、上司に報告し紋別保健所に相談した結果を上司に報告する。
または、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、看護職は嘱託医師と相談し保健所に報告する。

２．対策本部へ報告 職員の上司 ①感染が疑われる職員、利用者が発生したこと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対策本部は保健所と対応について調整し、役場に報告する。
④ショート利用者の調整をする。（基本は退所。ただし濃厚接触者の場合は
保健所と相談し必要時はショート継続する）

３．ユニット準備 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に案内し感染対策準備を
行う。

②急な勤務調整については、各ユニットのリーダーが行う。
③防護具（マスク・エプロン等）と感染物廃棄BOXを準備を指示する。
④隔離居室のビニール養生とユニットのゾーン表示を行う。
⑤職員に該当施設（当該者の接触した箇所と居室）の消毒を指示する。

レベル
２ ＊レベル２への移行は、主治医・保健所等と相談し指示がある場合とする。
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「感染が疑われる職員、利用者」が発生した場合

項目 対象者 対応策

４．感染が疑われる
者と濃厚接触の
可能性

・同室または１ｍ以内で１５
分以上の接触があった者

・防護具なしに看護もしくは
介護等していた者

・気道分泌液若しくは体
液、排泄物等の汚染物
質に直接触れた可能性
の高い者

職員 ①自宅待機の有無を保健所と相談する。
②自宅待機の場合は、発熱などの症状を毎日上司に報告する。
③自宅待機期間・解除基準については、保健所と相談する。

利用者 他の利用者から隔離（個室又は濃厚接触者同室）し、感染を想定したケア
を行う。
＊利用者・職員は当該ユニットと交差しない様行動する。

①当該利用者については、原則として個室に移動する。
②当該利用者とその他の利用者の介護等に当たっては、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。

③当該利用者へのケアに当たっては、部屋の換気を可能な限り１、２時間
ごとに５～10分間行うこととする。
また、共有スペースや他の部屋についても窓を開け、換気を実施する。

④職員は隔離室でのケアはエプロン・グローブ・マスクを着用する。咳込
みなどがあり、飛沫感染のリスクが高い状況では、フェイスシールドを
着用する。

⑤ケアの開始前は消毒用エタノール、終了時は液体石けんと流水による手
洗いまたは消毒用エタノールによる手指消毒を実施する。手指消毒の前
に顔（目・鼻・口）を触らないように注意する。
「ケア前後の手指消毒」を徹底する。

⑥検温は２回/日とし、体温計等の器具は当該利用者専用とする。
⑦当該利用者以外の利用者についても、手洗い等の感染防止のための取
組を促す。

⑧施設長の指示により、来訪者に対して利用者との接触の制限等を行う。

レベル
２
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濃厚接触者が疑われる利用者に対する個別ケア
レベル
２

項目 内 容

食事の介助 ・食事介助は、原則個室で行う
・食事前に利用者の手指消毒を行い、エプロンはディスポを使用する（袖なし）
・食器・残渣物の取り扱い・・・・ノロウイルス対応に準じる

（ディスポ食器使用、ビニール袋に入れ医療廃棄物として処理）
・食器等を洗うときは、30Cm水撥ねすると考えエプロン・フェイスシールドを装着する。

排泄の介助 ・トイレは専用とするか、ポータブルトイレを使用する
・ポータブルトイレは使用後、次亜塩素酸ナトリウムで消毒する
・オムツ交換時は、エプロン・グローブを使用し、利用者毎に取り換える
・オムツは感染性廃棄物として処理する

清潔・入浴の介助 ・原則清拭で対応する
・清拭タオルは、次亜塩素酸ナトリウム液に浸漬後、洗濯・乾燥する

口腔ケア ・必ず、エプロン・フェイスシールド・マスクを着用する
・洗うときは次亜塩素酸ナトリウム泡を使用し、水しぶきに注意しながらすすぐ

リネン・衣類の洗濯等 ・次亜塩素ナトリウム液で処理後は、他利用者の物と同時又は最後に洗濯する
・ワタキュウーのリネンについては、（５/１２変更）
①ビニール袋に入れ、アルコール又は次亜塩素酸Naを噴霧し密封する
②ビニール袋を２重にかぶせ縛り、外側をアルコール又は次亜塩素酸Na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

隔離 ・可能な限り個室隔離とするが、対象者が複数の場合は対象者を同室で隔離する
・対象者が部屋から出る場合は、マスクを着用してもらう
・対象者が多く共有スペースを移動する場合（ユニット全体を隔離する場合）
・対象者のごみは全て感染性廃棄物として取り扱う

健康管理 ・検温は２回以上/日行う
・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。
・経過栄養関連品は、居室内で洗浄・消毒を行う。
・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。
・栄養剤は主治医と相談し、容器破棄しやすいパック状の製品に変更する。
・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。



9

「感染者(陽性)の職員・利用者」が発生した場合

項目 対象者 対応策

１．陽性反応の報告 ①上司
②対策本部

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、行動履歴と濃厚接触者を特定し、指示を受ける。

２．感染対策実施の決定 対策本部 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自宅待機職員多数の場合は、各ユニット応援シフトを作成する。
（応援者は他ユニットと交差しない様にする）

３．社外へ通知 対策本部 ①施設長は職員に連絡する。
②濃厚接触者（職員）に約14日間の在宅勤務、自宅待機を指示する。
③濃厚接触者（利用者）への事前に決めた対応策を実施する。
④社協、行政、福祉協会、家族など関係者へ通知する。

４．利用者対応 利用者 ①陽性者の病院搬送の準備
②病院搬送までの隔離と感染拡大防止対策を実施

６．職員（濃厚接触者） 職員 ①自宅待機をし、毎日の体温、体調を対策本部へ報告する。
②家族と隔離を希望する場合は、社宅の準備を検討する。

７．施設の消毒・清掃 職員 ①グローブ着用し消毒用エタノールで清拭。清拭タオルは部屋ごとに破棄する。
②対象者退室後は、ウイルスが不活性化する72時間後に消毒を行う。
③ユニット隔離時の床清掃は、次亜塩素酸ナトリウム液を散布しクイックルワイ
パーで拭き取る。

８．濃厚接触者の状況把握 対策本部 濃厚接触者（職員、利用者）の、検査結果、発熱状況など把握し対応する。

９．通常業務の再開 対策本部 行政、保健所などにも相談し、感染がないことを確認し通常業務を再開する。

レベル
３



発生ユニットの対応
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様にする
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発生ユニット にし町 ひかし町 リラの杜

食事 配膳車で配下膳を行い、対象者の食器はディスポ。
他はノロ対策に準じる。

リラ玄関まで運ぶ。
他は、ノロ対策に準じる。

洗濯 洗濯室廊下側を閉鎖し、外
の洗濯室入り口から運ぶ。

消毒後、ビニールに入れ、周りをアルコール散布してから
洗濯室に運ぶ。

入浴 閉鎖し、清拭とする。 通常

ごみ ①感染疑い（濃厚接触者含む）のゴミは感染性廃棄物としてビニールを２重にして周りを
アルコール消毒してから所定の感染性廃棄物BOXに入れる

②非感染者のゴミは一般ごみとして一か所に集め、ごみステーションに入れる。
＊6/5：紋別保健所柴田保健師に確認

職員出入口 リネン用出入口 ショート側出入口 リラ玄関

職員更衣室 理容室 私物保管庫 通常

職員休憩室 和室 会議室 通常

職員トイレ 利用者用トイレを一か所を
専用にする

ショート個室 通常



研修資料 配布厳禁 11

①職員はユニットから出ない（出入口は裏口から行う）
②レッドゾーンは袖付き防護服着用
③イエローゾーンは袖なし防護服を着用し、手洗いを徹底
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入

裏
口

レッドゾーン

イエローゾーン

ユニット閉鎖
ビニールで養生

事象発生時のゾーン（東町の場合）



研修資料 配布厳禁 12

①職員はユニットから出ない（出入口は裏口から行う）
②レッドゾーンは袖付き防護服着用
③イエローゾーンは袖なし防護服を着用し、手洗いを徹底
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入

裏
口

レッドゾーン

イエローゾーン

ユニット閉鎖
ビニールで養生

事象発生時のゾーン（西町の場合）

グリーン
ゾーン

外から出入
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サージカルマスク、ガウン、ゴーグル・フェイスシールドの
例外的取扱い（物品不足時の対応）

項目 取り扱い方法

サージカルマスク ・目に見えて汚れた場合や損傷した場合は、破棄すること
・マスクを外す際には（食事など）、マスクを介した接触感染を避けるためティッシュの上に置く
などの工夫をする

・マスクは腕にかけない
・マスクの表面は絶対触らない！
・隔離部屋では、退室毎に破棄する

長袖ガウン ・以下の場合に優先して使用する
①血液・排泄物・痰などの取り扱い時（口腔ケアを含む）
②体位交換・移乗など前腕や上腕が触れるケアを行う時

・複数対象者が同室の場合は、同一のガウンを使用する

ゴーグル・フェイス
シールド

・複数の利用者のケアで使用する場合は、同一のものを継続して使用すること
・目に見えて汚れている場合は、洗浄した後に消毒すること
・破損などがない場合は、アルコールで内側⇒外側の順で丁寧に拭いて再利用する
・再利用するフェイスシールド・ゴーグルは消毒後、防護具設置場所にビニール又は専用BOXに
入れて置く

防護具の正しい着脱
方法

・ケア前は居室の前で着用し、ケア後は退室前に脱ぐ。＊コロナ対応はグローブを２枚重ねとする
（ケア前）居室前にて

手指消毒⇒グローブ⇒ガウン⇒ゴーグル等(マスクとの隙間をなくす）⇒グローブ
（ケア後）退室前

グローブ⇒ガウン⇒ゴーグル（アルコールで拭く）⇒グローブ⇒マスク
⇒手洗い・手指消毒（個室の場合は出てからも行う）

資料１



・同室者又は１５分以上の接触者（１ｍ以内）
・感染防護のある（マスク・手指消毒）者

・同室者又は１５分以上の接触者（１ｍ以内）
・感染防護のない（マスク・手指消毒）者
・痰、体液、排泄物等の汚染物質に直接触れ
た可能性の高い者

14

感染者(陽性)が発生した際の他の利用者・職員への対応
参照：東京都新型コロナウイルス感染症対策医療介護福祉サービス等連携連絡会

資料２

濃厚接触者

濃厚接触が疑われる者
＊PCR検査は保健所の

判断による

PCR検査PCR検査

職員 利用者

PCR検査

職員

陽性 陰性陽性 陰性陽性 陰性

入院＊
自宅
待機

利用
継続

入院＊入院＊
業務
継続

利用・業務

継続

PCR検査
実施せず

利用者・職員

左記以外

２週間待機
（要管理）

＊家族等の対応については、管理者から保健所に相談する
（家族が濃厚接触者の場合、勤務制限なし）

利用者の固定等可能な限り業務を限定する＊軽症の場合は施設・自宅待機もある



・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

15

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

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（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

（感染拡大防止策 P7.8参照）

＊②、③、④は同時並行的に実施されると予測します

資料３
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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４
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参考： 各種ガイドライン

■社会福祉施設・事業所における新型インフルエンザ等発生時の業務継続ガイドラインなど
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108629.html

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000108618.pdf

■「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」
（厚生労働省 通知・事務連絡令和2年3月6日メモ）（4月7日）
http://www.aigo.or.jp/korona/jimu%20030602.pdf

■障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00097.html#h2_free1

■高齢者介護施設による感染マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/000500646.pdf

■新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言（３月19日）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00093.html

■新型コロナウイルス対策福祉施設の事業継続計画（案）：株式会社JIC

他

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108629.html
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000108618.pdf
http://www.aigo.or.jp/korona/jimu%20030602.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00097.html#h2_free1
https://www.mhlw.go.jp/content/000500646.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00093.html

