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新型コロナウイルスの感染予防と管理のための Q＆A 

令和 3年 2月 26日現在   

宮崎市 介護保険課 

宮崎市郡医師会 地域包括ケア推進センター 

 

介護事業所、高齢者施設等から寄せられた質問や相談について、厚労省や関係団体のホームペ

ージ、宮崎市郡医師会病院の感染管理認定看護師の意見等を基に整理しました。また、新型コロ

ナウイルス感染症対応力強化研修会の事前アンケートによる質問の回答も掲載しています。 

 

《目次》 

A．新型コロナウイルスについて 

〔感染〕 

Q1 新型コロナウイルス感染症に一度感染した人が再感染しますか。マスクは必要ですか。 

Q2 無症状病原体保有者（症状はないが PCR検査では陽性）から感染しますか。 

Q3 感染者の排泄物から感染しますか。 

Q4 排泄物が新型コロナウイルスの感染源になるリスクはありますか。 

〔濃厚接触者〕 

Q5 新型コロナウイルス感染症の「濃厚接触者」の定義は現在どのようになっていますか。 

〔検査・入院〕 

Q6  新型コロナウイルス感染症の検査には、どのような方法がありますか。 

Q7  PCR検査は、どのくらい正確ですか。また、検査を受けるタイミングを教えてください。 

Q8  11月から PCR検査を受ける方法が変わりましたが、検査を受けるにはどうしたら良いですか。 

Q9  PCR検査と抗原検査の違いを教えてください。 

Q10 検査で陽性になったら、入院しないといけないのですか。 

Q11 「高齢者施設への重点的な検査の徹底について」（令和 2 年 11 月 19 日付厚生労働省通知）におい

て、「発熱等の症状を有する者については、必ず検査を実施すること」との記載は、行政検査とみて検査

するものと考えてよいですか。 

Q12 コロナ抗原検査を行う場合、結果が出るまでの職員の対応で、注意する点を教えて頂きたいです。（他

の施設ではどういう動きをしているのか） 

Q13 アレルギーによるものかもしれない場合でも PCR検査が必要ですか。 

 

B．衛生管理について 

〔マスク〕 

Q14 介護の際は利用者と密接になる時間があるため、感染対策のため施設の全職員にマスク着用を徹底し

ているが、入浴介助においても、マスクは必要ですか。 

〔換気・消毒〕 

Q15 定期的な換気は、どのくらいの間隔で行えば良いですか。 
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Q16 通常時の感染対策で冬場の効果的な換気の方法について教えてください。 

Q17 手指消毒薬の確保が困難で、業務多忙でもあるため、毎回手洗いすることが困難ですが、 何か良い

方法はありませんか。 

Q18 「次亜塩素酸ナトリウム」と「次亜塩素酸水」は異なるものですか。新型コロナウイルス感染症対策にはど

ちらも有効ですか。 

Q19 人がいる空間で、消毒剤の空間噴霧を行うのは問題ないですか。 

Q20 高齢者施設における次亜塩素酸ナトリウムの噴霧については、以前、厚労省より不適切な取り扱い、との

通知があった。令和 2 年 6 月 4 日付け文科省の事務連絡では、次亜塩素酸水の噴霧について「その有

効性及び安全性は明確になっているとは言えず、健康面において様々な配慮を要する児童生徒がいるこ

とから、児童生徒等がいる空間では使用しないこと」と示されている。高齢者施設もこれと同様と考えるべ

きか、あるいは、使用しても問題はないですか。 

Q21 冬場は乾燥を防ぐため加湿器を使用しますが、どのようなことに注意すれば良いですか。また、水の代わ

りに次亜塩素酸水を使用しても良いですか。 

Q22 施設で加湿器を使用していますが、湿度が上がらない、効果的な加湿方法について教えてください。 

Q23 施設内でオゾン発生装置を稼働するのは、新型コロナウイルス感染症に効果がありますか。 

Q24 感染者が発生した場合、食事の提供、食器の消毒は、どのようにしたら良いですか。 

〔清掃〕 

Q25 食堂、ホール、手すり、トイレなどの共用スペースの清掃は、どのくらいの間隔で行えば良いですか。また、

消毒液は、何を使用すれば良いですか。 

Q26 除菌のために、１００円ショップで購入した除菌クロスを使用しても効果がありますか。 

Q27 普段の掃除に布製モップや雑巾を使用しても良いですか。 

〔リネン・衣類の洗濯〕 

Q28 感染者のシーツや更衣した衣類は、洗濯など、どのように対応すれば良いですか。 

Q29 高齢者介護施設の入所者の衣類洗濯について、日本環境感染学会の「高齢者介護施設における感染

対策 第 1版」P５に、「食器やリネン類は、通常は 80℃、10分間の熱水消毒で十分」との記載がある。し

かしながら、当社の施設には熱水洗濯機がないため、10 分間の熱水消毒ができない。そこで、下着類や

白物の洗濯は、次亜塩素酸の希釈液で消毒しているが、色落ちしたり、生地が傷んでしまう衣類も多いた

め、熱水消毒をせざるを得ない状況である。このような場合における対応方法を教えてください。 

Q30 感染したフロアーに入った職員の白衣は、どの様にして洗濯をすればよいですか。（（例）家族の物とは別    

に洗う。次亜塩素酸で洗わないといけない。いつも通りの洗濯で良い。水温 80℃程のお湯で洗う等。） 

〔廃棄物〕 

Q31 新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物の取り扱いについて教えてください。 

Q32 PPEなど感染廃棄物の処理について教えてください。 

・ 介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、助産院 など 

・ 有料老人ホームなど、その他の施設 

Q33 普段契約している廃棄物処理業者から、有料老人ホームでクラスター発生時は廃棄物を回収しない、と

言われました。どのように対応したら良いですか。 
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〔個人防護具〕 

Q34 新型コロナウイルス陽性者に対応するのに必要な個人防護具を教えてください。 

Q35ゾーニングを行った時の個人防護具の使用時の注意点を教えてください。 

Q36 新型コロナウイルス陽性者の対応のために使用する個人防護具は、全身タイプが必要ですか。また、何

時間くらい着用できますか。 

Q37 個人防護具の確保に苦慮しているが、何か良い対処法はないですか。 

Q38 防護服などは、なかなか入手できない。 

Q39 実際にどの位（枚数）の準備が必要なのか。マスクの提供はあるが、その他（防護具）も提供して頂けると

助かります。 

Q40 不織布マスクが安価だったのでホームセンターで購入しましたが、新型コロナウイルス感染症陽性者が

発生した時に、防護効果はありますか。 

Q41 N95マスクは、どのような時に必要ですか。エアロゾルとは何ですか。 

Q42 ガウンはどのようなタイプのものが必要ですか。 

Q43 キャップ、エプロン、ガウンはどのようなもの（材質、どこまで体を覆うものが良いのか等）が良いのか

知りたい。 

Q44 フェイスシールドの代用品はありますか。 

〔ゾーニング〕 

Q45 施設の利用者や職員等に陽性者が出た場合の施設のゾーニング方法について教えてください。

Q46 入所系施設の利用者で陽性者が出た場合、標準予防策 PPE を行っていますが、ゾーニングはどのよう   

に行えば良いですか。 

Q47 ゾーニングの方法、発生時の消毒の方法について教えてください。 

Q48 レッドゾーンには、パーテーション（仕切り）が必要ですか。 

 

C．施設入居者の感染管理について 

〔感染予防〕 

  Q49 正しい消毒方法や利用者様への接し方、通常業務中にどの様な服装で業務を行うのが望ましいですか。 

Q50 施設における食事や運動、レクリェーションなどの活動時における感染予防対策について教え      

てください。 

〔感染疑い又は陽性者が出た場合〕 

  Q51 認知症の方への対応はどのようにしたら良いでしょうか。 

Q52 発熱などの症状がある場合は、どのように対応したら良いですか。 

Q53 新型コロナウイルス感染症が疑われる人が施設にいる場合、どうしたらよいですか。 

Q54 高齢者施設で陽性者が出た場合、しばらくは施設での療養となるのでしょうか。また、どのように対応した

ら良いですか。 

Q55 利用者に新型コロナウイルス感染症の陽性者が出た時、どのように対応すれば良いですか。 

Q56 感染者が施設内で発生した場合の処置について教えてください。 

Q57 万一にコロナ罹患者が出た場合の流れ。入居者・職員等。どこの指示で誰がどう動くのか。入居者への

補償はあるのか。 
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Q58 感染者が発生した時のゾーニング、病院入院依頼の手順、感染者を看護し業務を終えた時に必要なこ

と（例：シャワーを浴びて帰らなければならない等）。 

Q59 実際にクラスター発生した施設の実体験、対応方法が知りたいです。 

〔情報開示〕 

Q60 感性症発生時における情報開示の対応はどうしたらよいですか。 

〔施設での感染症発症時における PCR検査〕 

  Q61  PCR検査はどこまでするのですか？（施設で出た場合） 

〔退院〕 

Q62 新型コロナに感染した利用者が入院先から退院することになったが、保健所と病院に PCR 検査の陰性

証明を欲しいと要求したが拒否され、検査すれば陽性かもしれないと言われた。陽性者でも退院者を受け

入れなければならないですか。 

Q63 嘱託医として受け持つ有料老人ホームで、新型コロナウイルス感染症罹患後（無症状 PCR 陽性患者）

の施設退院が予定されている。その方は厚労省の退院基準を満たし、現在無症状であるため、一般的に 

は標準予防策を実施して受け入れる対応になるかと思われるが、認知症があるため、マスクの装着や食    

事時など自室で過ごすのが難しい。施設のマンパワーもあり困難なこともあるが、このような場合、一定期

間は隔離も設けるべきなのでしょうか。 

Q64 利用者が感染症以外で入院後病院においてクラスターが発生した場合、利用者は 2 週間以上コロナ症

状がないため、医師の判断により検査せずに退院する予定だが、このような場合でも隔離対応しなくても

よいですか。 

〔家族や来訪者への対応〕 

Q65 外部からの来訪者（面会、業者など）の対応について教えてください。 

Q66 施設で看取りをする利用者の家族が新型コロナウイルス感染者が多数出ている地域（東京など）に在住

している場合、面会や最期の看取りをどのようにしたら良いですか（家族の面会は、県内・県外ともビデオ

通話か窓越しに面会している）。 

 

D．介護従事者の感染管理について 

〔感染予防〕 

Q67 職員の管理において 日頃どこまでチェック体制が必要か。（熱、マスク、アルコールは常にだが、行動

歴はそれぞれわかるようにしてもらっているが、それ以上のことがあるのか） 

Q68 職場に更衣室がないので、ユニホームで通勤していますが、問題ないですか。 

Q69 職場にユニホームがないので、T シャツにジャージで仕事をしています。終業後は、そのままスーパーで

買い物をして帰っていますが、問題ないですか。 

Q70 感染したフロアーに入った職員の白衣は、どの様にして洗濯をすればよいですか。例）家族の物とは別に

洗う。次亜塩素酸で洗わないといけない。いつも通りの洗濯で良い。水温 80℃程のお湯で洗う など 

Q71 職員の家族が新型コロナウイルス感染症が多発している地域に居住しているが、年末年始等において

実家である職員宅に帰省してきた場合、その職員は 14日間出身停止となるのですか。 

〔感染疑い、または陽性者が出た場合〕 

Q72 発熱や咳症状のある職員が出た場合、どう対応したら良いですか。 
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Q73風邪の症状がある介護従事者の就業制限の基準と対応方法について教えてください。 

Q74 職員に新型コロナウイルス感染症の陽性者が出た時、どのように対応すれば良いですか。  

Q75 新型コロナウイルスに感染した職員（看護職）の勤務開始の目安を教えてください。 

Q76 濃厚接触者の定義と濃厚接触者となった看護職員への対応方法を教えてください。 

Q77 濃厚接触者となった職員は 14日間は自宅待機となるが、無症状で PCR検査が陰性なら 14日を待た

ずに職場復帰しても良いですか。 

〔介護従事者の家族の感染予防〕 

Q78 新型コロナウイルス感染症患者の看護をした後、同居家族への感染予防対策について教えてください。 

Q79 新型コロナウイルス感染症に対応する部署に勤務する介護従事者が家庭で子どもと接するときの注意

点を教えてください。 

 

E．介護事業所の感染管理について 

〔感染管理〕 

Q80 訪問看護や訪問介護、デイサービスなど通所系・訪問系の注意点について教えてください。 

Q81 デイサービスは、どうしても密（集団）を作ってしまう。実際に行っている予防策が知りたい。 

 

F．運営・経営問題 

Q82 施設内での食事の提供が難しくなりました。どのように対応すれば良いですか。 

 

G．風評被害について 

〔対応方法〕 

Q83 ① 隣町で偽陽性の判定が出ただけで風評被害が起きたが、どう対応すれば良いですか。 

② 感性症発生時における情報開示の対応はどうしたらよいですか。 

 

H．令和 3 年 2 月 9 日新型コロナウイルス感染症対応力強化研修会での質問について 

 

A．新型コロナウイルスについて 

〔感染〕 

Q1 新型コロナウイルス感染症に一度感染した人が再感染しますか。マスクは必要ですか。 

A 新型コロナウイルスに感染した人の体内で、ウイルスに対する抗体が作られることが知られてい

ますが、どのくらいの割合の人で抗体が作られるのか、その抗体が感染後どのくらいの時期から

作られ、その後どのくらい持続するのか、それにより新型コロナウイルスに対する免疫が獲得でき

るのかは、現時点では明らかになっていません。従って、一度新型コロナウイルスに感染した方で

あっても、再度感染する可能性は否定できませんので、引き続き、マスク着用などの予防策が必

要です。 
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Q2 無症状病原体保有者（症状はないが PCR検査が陽性）から感染しますか。 

A 新型コロナウイルス感染症は、発症前後の時期に最も感染力が高いとの報告があり、感染の可

能性があります。 

Q3感染者の排泄物から感染しますか。 

A 接触感染する危険性があるため、使用するトイレは分け、オムツ交換の時は、排泄物に直接触

れないよう、手袋とマスク、使い捨てエプロンを着用します。オムツは感染性廃棄物として処理しま

す。ポータブルトイレも介助も同様に行います。ケア後は、十分に手洗い、消毒を行います。 

 

Q4 排泄物が新型コロナウイルスの感染源になるリスクはありますか。 

A 便から新型コロナウイルスが検出され、感染源になり得ることを示唆する報告が複数あります。

感染予防のため、患者の排泄物を処理する際は、個人防護具の着用や手指衛生などの標準予

防策（スタンダードプリコーション）を守ることが重要です。 

 

〔濃厚接触者〕 

Q５ 新型コロナウイルス感染症の「濃厚接触者」の定義は現在どのようになっているのですか。 

A 新型コロナウイルス感染症の「濃厚接触者」は、「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極

的疫学調査実施要綱（国立感染症研究所感染症疫学センター）」において定められていますが、

当初、令和 2 年 2 月 6 日版において暫定的に定められていた定義が、令和 2 年 4 月 20 日に変

更され、現在は次のようになっています。 

● 「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

間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者とする。 

★ 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 

★ 適切な感染防護無しに患者（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などの物質に直接触れた可能性が高い者 

★ その他、手で触れることのできる距離（目安は 1 メートル）で必要な感染予防なしで、「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。なお、この定義に出てくる用語の定義は下記のとおりです。 

● 「患者（確定例）」とは、「臨床的特徴などから新型コロナウイルス感染症が疑われ、かつ、検査

により新型コロナウイルス感染症と診断された者」を指す。 

● 「無症状病原体保有者」とは、「臨床的特徴を呈していないが、検査により新型コロナウイルス

感染症と診断された者。 

● 「患者（確定例）の感染可能期間」とは、発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含め

た新型コロナウイルス感染症を疑う症状（以下参照）を呈した日前から入院、自宅や施設等待機

開始時期までの間、とする。  

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

● 無症状病原体保有者の感染可能期間」とは、陽性確定にかかる検体採取日の 2 日前から入院、
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自宅や施設等待機開始までの間、とする。 

 

〔検査・入院〕 

Q６ 新型コロナウイルス感染症の検査には、どのような方法がありますか。  

A 現在、遺伝子検査（リアルタイム PCR、 LAMP 法等による遺伝子検査）、抗原検査（定性、定

量）が実施されています。いずれの検査でも病原体が検出された場合、検体採取時点における感

染が確定されますが、ウイルス量が少ない例では、検出限界以下（陰性）となることや、同一被検

者でも経時的に排出ウイルス量が変化するため、適切なタイミングでの採取が必要です。 

 

Q7 PCR検査はどのくらい正確ですか。また、検査を実施するタイミングを教えてください。 

A 現時点で最も信頼性の高い検査は、PCR 検査です。次に LAMP 法等、抗原定量検査も実用的

な検査法であり、さらに有症状者に対しては、抗原定性も活用可能な状況となっています。一般的

に検査前確率が低い時には、感度・特異度の高い検査方法での実施が望ましいです。 

 

 

 

 

 

 

（国立感染症研究所「病原体検査の指針第２版」） 

 

Q8 11月から PCR検査を受ける方法が変わりましたが、検査を受けるにはどうしたら良いですか。 

A 発熱等の症状が出て、受診の意向がある場合は、まずは地域で身近な医療機間（かかりつけ医

等）に電話で相談しましょう。医療機関（かかりつけ医等）において、受診が可能な場合は、受診す

る時間帯や入口等を案内されますので、その指示に従って受診しましょう。受診や相談する医療

機関に迷う場合は、『新型コロナウイルス感染症受診・相談センター』へ相談しましょう。 

（宮崎市 HP 参照：電話 0985-78-5670、24 時間、土日・祝日対応） 

 

Q9  PCR検査と抗原検査の違いを教えてください。 

A PCR 検査は、ウイルス遺伝子（核酸）を増幅し、検体中に遺伝子が存在しているか否かを確認す

る方法です。一方、抗原検査は、新型コロナウイルスの構成成分である蛋白質を検出する検査法

です。どちらも陽性の場合は、ウイルスが検体中に存在することを示します。 
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Q10 検査で陽性になったら、入院しないといけないのですか。 

A 入院が必要なのは、65 歳以上で呼吸器疾患、基礎疾患、免疫機能低下、妊婦及び症状が重度

又は中等症の方、医師が入院が必要と認める方、知事が入院が必要と認める方、まん延防止に

必要な事項を守らない方となっています。65 歳以下で軽症・無症状の方は、宿泊療養が基本とな

ります。 

 

Q11 「高齢者施設への重点的な検査の徹底について」（令和 2 年 11 月 19 日付厚生労働省通

知）において、「発熱等の症状を有する者については、必ず検査を実施すること」との記載は、行

政検査とみて検査するものと考えてよいですか。 

A そのとおりです。 

 

Q12 コロナ抗原検査を行う場合、結果が出るまでの職員の対応で、注意する点を教えて頂きたい

です。（他の施設ではどういう動きをしているのか） 

A 施設の入居者と職員全員に抗原検査を行う場合を想定して回答します。 

感染の有無に関わらず、感染が疑われる場合には、すみやかに予防措置をとることと保健所の

指示に従うことが必要です。 

ケア時には、個室での対応、使い捨ての食器・エプロンの使用、手袋・マスク・フェイスシールド等

の防護具着用が望ましく、使用器具の適切な消毒、おむつやティッシュ等をビニール袋でしっかり

閉じて捨てるなどの処理など、感染した場合と同様に行うことが必要です。感染が疑われる利用

者には、一時的な個室隔離などの検討も必要です。 

また、職員同士の感染防止にも取り組みます。感染が疑われる職員は、保健所の指示のもと、自

宅待機し、不要不急の外出を控え、家庭内感染の予防にも努めます。 

検査結果が出てからも、感染するリスクがなくなったわけではないので、手洗い、マスク、3密を避    

けるなどの感染予防を行ってください。職員の方においては、更衣室や休憩室が感染拡大の場

面になることもあります。休憩時間をずらす、食事中の会話は慎んで会話時にはマスクを装着す

る、更衣後は速やかに退室するなど注意が必要です。 

感染者、濃厚接触者、その他の入居者がわかるよう、また、検査を受けた者とその検体採取日が

わかるよう、職員及び入居者のリストを準備しておくことも大事です。体温や体調なども記録して

おきましょう。（介護保険最新情報 vol.866 参照） 

 

Q13 アレルギーによるかもしれない場合でも PCR検査が必要ですか。 

A アレルギー疾患の種類は様々で、食物アレルギーではじんましんや湿疹、咳や喘鳴（ゼーゼー 

と呼吸する）、嘔吐や下痢など、さまざまな症状が出ます。また花粉症は季節的にも新型コロナウ

イルスの流行する時期に重なり、発症の初期ではくしゃみ、鼻水が症状として同じことがあります。

「アレルギーがあるからコロナではない」と自己判断せず、本人の状態を見て、発熱や下痢症状、

味覚障害、嗅覚障害等のいつもと違う症状を伴う場合は、かかりつけ医など身近な医療機関に相

談して下さい。 
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B．衛生管理について 

〔マスク〕 

Q14 介護の際には利用者と密接になる時間があるため、感染対策のため施設の全職員にマスク

着用を徹底しているが、入浴介助においても、マスクは必要性ですか。 

A 入浴介助時に介助者がマスクをする状況として、「被介助入所者に呼吸器症状がある場合」「介

助者に健康状態に何らかの不安がある場合」「周囲でインフルエンザや新型コロナウイルスが流

行しているとき」としています。周囲の感染状況を見て決めても良いと思います、ただし、現状では、

しばらくの間は大きな声でお声かけが必要な入所者さんの介助時にはマスクを着用しておいた方

が良いでしょう。 

 

〔換気・消毒〕 

Q15 定期的な換気は、どのくらいの間隔で行えば良いですか。 

A 風の流れができるよう、２方向の窓を１回、数分間程度、全開にしましょう。換気回数は毎時２ 

回以上確保しましょう。しかし、換気すれば絶対に感染を防げるというものでもないので、施設にあ

った、やりやすい方法で実施してください。 

 

Q16 通常時の感染対策で冬場の効果的な換気の方法について教えてください。 

A 室内温度が大きく下がらないよう注意しながら、定期的な換気を行います。窓を使った換気を行 

う場合、風の流れができるよう、2 方向の窓を定期的に数分程度全開にします。 

一般家庭でも、建物に組み込まれている常時換気設備※や台所・洗面所の換気扇により、室温

を大きく変動させることなく換気を行うことができます。常時換気設備や換気扇を常時運転し、最

小限の換気量を確保しましょう。 

 ※2003 年 7 月以降に着工された住宅には「常時換気設備（24 時間換気システム）」が設置され

ています。常時換気設備が設置されている場合には常に稼働させましょう。また、定期的にフィル

タの掃除を行い、強弱スイッチがある場合は強運転にして換気量を増やすようにしましょう。 

 「常時換気設備」が設置されていない建物でも、台所や洗面所などの換気扇を常時運転するこ

とで最小限の換気量は確保できます。 

窓開けによる換気を行う場合は、18℃を目安に室温が下がらないように、暖房器具を使用しなが

ら、窓を少しだけ開けて換気してください。 

＜窓開けのコツ＞ 

・ 窓開けを行うと、一時的に室内温度が低くなってしまいます。暖房器具を使用しながら、換気を

行ってください。 

・ 暖房器具の近くの窓を開けると、入ってくる冷気が暖められるので、室温の低下を防ぐことが

できます。なお、暖房器具の種類や設置位置の決定に当たっては、カーテン等の燃えやすい物

から距離をあけるなど、火災の予防に留意してください。 

・ 短時間に窓を全開にするよりも、一方向の窓を少しだけ開けて常時換気を確保する方が、室

温変化を抑えられます。この場合でも、暖房によって室内・室外の温度差が維持できれば、十分
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な換気量を得られます。 

・ 人がいない部屋の窓を開け、廊下を経由して、少し暖まった状態の新鮮な空気を人のいる部

屋に取り入れることも、室温を維持するために有効です。 

・ 室温を 18℃以上に維持しようとすると、窓を十分に開けられない場合には、換気不足を補うた

めに、HEPA フィルタ(※)によるろ過式の空気清浄機を併用することが有効です。 

 (※)  HEPA フィルタは、「高性能エアフィルター」とも呼ばれることもあり、国内メーカーの多くの

空気清浄機で使用されています。空気中に含まれる微粒子を取り除くことができます。  

 

Q17 手指消毒薬の確保が困難で、業務多忙でもあるため、毎回手洗いすることが困難ですが、何

か良い方法はありませんか。 

A 手指消毒薬がない状況では、石鹸と流水による手洗いに切り替えて手指衛生を行います。毎回

の手洗いが困難な場合があることは理解できますが、手洗いに代わる手指衛生の方法はありま

せん。状況によっては、使い捨て手袋を活用できますが、手指衛生の代わりにはならないため、手

洗いが患者や職員にとって、そして、自分にとって重要な感染予防策であることを職員と共有し、

どうすれば手洗いを実行できるか考えて実行してください。 

 

Q18「次亜塩素酸ナトリウム」と「次亜塩素酸水」は異なるものですか。新型コロナウイルス感染症対

策にはどちらも有効ですか。 

A 次亜塩素酸ナトリウムと次亜塩素酸水は、全く異なるものです。いずれも「次亜塩素酸」を有効

成分としていますが、混同しないようにしてください。 

 次亜塩素酸ナトリウムは、アルカリ性で強い酸化作用を持ちます。市販されている家庭用漂白

剤等が代表例です。消毒を目的として使用する際には、正しく水で 0.05%までに薄めた上で使用し

てください。また、素手で取り扱ったり、吸入したり目に入ったりすると健康に害を及ぼす可能性

がありますので、絶対に行わないでください。 

  次亜塩素酸水は、酸性で同じく強い酸化作用を持ちます。出荷される野菜の洗浄等に用いら

れています。一定濃度以上の「次亜塩素酸水」が新型コロナウイルスの量を減少させることが独

立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）にて確認されました。目に見える汚れをあらかじめ落

とした上で、１．拭き掃除には、有効塩素濃度 80ppm 以上の次亜塩素酸水を使い、十分な量の次

亜塩素酸水で濡らすことで、２．次亜塩素酸水の流水で掛け流す場合は、有効塩素濃度 35ppm

以上のもので 20 秒以上掛け流すことでウイルスの量が減らせるとされています。いずれの場合

も、次亜塩素酸水が残らないよう、きれいな布やペーパーで拭き取ってください。 

 

Q19 人がいる空間で、消毒剤の空間噴霧を行うのは問題ないですか。 

A  消毒剤や、その他ウイルスの量を減少させる物質について、これが人の眼に入ったり、皮膚に

付着したり、吸入されたりするおそれのある人状況での空間噴霧をおすすめしていません。（空

気や環境の表面の除染方法として有効かつ安全な噴霧が科学的に証明された事実は確認され

ておりません。） 

 －世界保健機関（WHO）が５月 15 日に新型コロナウイルスに対する消毒に関して発表した見解
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では、「室内空間で日常的に物品等の表面に対する消毒剤の噴霧や燻蒸することは推奨されな

い」とされており、また「路上や市場といった屋外においても COVID-19 やその他の病原体を殺菌

するために噴霧や燻蒸することは推奨せず」「屋外であっても、人の健康に有害となり得る」として

います。また、「消毒剤を（トンネル内、小部屋、個室などで）人体に対して噴霧することはいかな

る状況においても推奨されない」としております。 

 －米国疾病予防管理センター（CDC）による医療施設における消毒・滅菌に関するガイドライン

では、「消毒剤の噴霧は、空気や環境の表面の除染方法としては不十分であり、日常的な患者

ケア区域における一般的な感染管理として推奨しない」としております。 

 

Q20 高齢者施設における次亜塩素酸ナトリウムの噴霧については、以前、厚生労働省より不適切

な取り扱いとして通知されていた。令和 2 年 6 月 4 日付の文部科学省からの事務連絡では、次

亜塩素酸水の噴霧について「その有効性及び安全性は明確になっているとは言えず」「健康面に

おいて様々な配慮を要する児童生徒がいることから、児童生徒等がいる空間で使用しないで下

さい。」という内容が示されている。高齢者施設における取り扱いは、これと同様と考えるべきです

か。あるいは、使用に問題はないですか。 

A 次亜塩素酸水の噴霧についても、安全性が確認されていない以上、実施は推奨されません。一

般に微生物に効果のある消毒薬等は、人体にとっても危険であることが大多数です。噴霧して効

果がある濃度ならば人体にも危険、安全濃度なら消毒効果は認めない、ということになります。次

亜塩素酸水に限らず、噴霧を要するものには注意が必要です。短時間の毒性検査が行われても、

長期使用による予想しない有害現象が起こる可能性も考慮しなくてはいけません（アレルギーの

出現、不可逆的は肺疾患の出現、など）。 

 

Q21 冬場は乾燥を防ぐため、加湿器を使用しますが、どのようなことに注意すれば良いですか。ま

た、水の代わりに次亜塩素酸水を使用しても良いですか。 

A 加湿器は、加湿器内の水が汚染されている場合があり、目に見えない細かな水滴が原因でレジ

オネラ症が発生する危険性があります。各機器の取扱い説明書を確認のうえ、タンク内の水の継

続利用は避け、こまめに水の交換・清掃および乾燥を行いましょう。加湿装置の使用開始時およ

び使用終了時には、水抜きおよび清掃を実施しましょう。 

＊水の代わりに次亜塩素酸水を使用することについて 

「次亜塩素酸水」の空間噴霧で、付着ウイルスや空気中の浮遊ウイルスを除去できるかは、国際

的に評価方法は確立されていません。安全面については、消毒効果を有する濃度の次亜塩素酸

水を吸いこむことは推奨できません。空間噴霧は無人の時間帯に行うなど、人が吸入しないよう

な注意が必要です。なお、ウイルスを無毒化することを効能・効果として明示とする場合、医薬

品・医薬部外品の承認が必要です。現時点で、「空間噴霧用の消毒薬」として承認が得られた次

亜塩素酸水はありません。 

 

Q22 施設で加湿器を使用していますが、湿度が上がらない、効果的な加湿方法について教えてく

ださい。 
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A 加湿器の加湿方式や大きさ等によって取扱いが異なりますので、取扱説明書をご確認ください。 

加湿器を使用する時は室内に湿度計を設置したり、設定湿度に達すると自動で加湿を一時停止

する加湿器を使用するなどして、過加湿に注意した方が良いでしょう。 

寒い環境での適切な換気と適度な保湿（湿度 40％以上を目安）が新型コロナウイルス感染症の感       

染拡大防止に有効と考えられています。下記の「冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善する  

ための換気方法」も併せてご覧ください。  https://www.mhlw.go.jp/content/000698868.pdf 

 

Q23 施設内でオゾン発生装置を稼働するのは、新型コロナウイルス感染症に効果がありますか。 

A  空気中のウイルス対策としては、こまめな換気を行い、部屋の空気を入れ換えることが必要で

す。 また、新型コロナウイルスは接触感染や飛沫感染により感染するので、厚生労働省は新型コロ

ナウイルスに対する有効な消毒方法として、水及び石鹸による洗浄、熱水、アルコール消毒液、次亜

塩素酸ナトリウム水溶液（塩素系漂白剤）、手指用以外の界面活性剤（洗剤）、次亜塩素酸水（一定条

件を満たすもの）を明示しており、オゾン発生器については特に明示していません。 

現在、「消毒」や「除菌」の効果をうたう様々な製品が出回っていますが、目的にあった製品を、正しく

選び、正しい方法で使用しましょう。 

また、どの消毒剤・除菌剤を購入する場合でも、使用方法、有効成分、濃度、使用期限などを確認し、

情報が不十分な場合には使用を控えましょう。 

新型コロナウイルスへの感染は、ウイルスを含む飛沫が口、鼻や眼などの粘膜に触れること、または、

ウイルスがついた手指で口、鼻や眼の粘膜に触れることで起こります。 

このため、飛沫を吸い込まないよう人との距離を確保し、会話時にマスクを着用し、手指のウイルスは

洗い流すことが大切です。さらに、身の回りのモノを消毒することで、手指につくウイルスを減らすこと

が期待できます。 

 

Q24 感染者が発生した場合、食事の提供、食器の消毒は、どのようにしたら良いですか。 

A 感染者、濃厚接触者に対する食事介助は、原則として個室で行います。食前には（液体）石けん

と流水により利用者の手洗い等を実施します。食器は使い捨て容器か、または濃厚接触のものを

分けた上で、熱水洗浄が可能な自動食器洗浄機を使用します。まな板、ふきん等は、洗剤で十分

洗い、熱水消毒するか、次亜塩素酸ナトリウム液に浸漬後、洗浄します。 

 

〔清掃〕 

Q25 食堂、ホール、手すり、トイレなどの共用スペースの清掃は、どのくらいの間隔で行えば良いで

すか。また、消毒液は、何を使用すれば良いですか。 

A 高頻度に接触する箇所（ドアノブ、手すり、スイッチなど） はアルコール（60％以上）などで清拭

消毒をしてください。清拭消毒は、最低１日１回は実施してください。頻繁に人の手が触れる箇所

は選択的に回数を増やすなどの方法も検討してください。 

 

 



13 

 

Q26 除菌のために、１００円ショップで購入した除菌クロスを使用しても良いですか。 

A 身の回りのモノを消毒することで、手指につくウイルスを減らすことが期待できますが、「消毒」や

「除菌」の効果をうたう様々な製品が出回っています。目的にあった製品を正しく選び、正しい方法

で使用しましょう。「除菌」は、菌やウイルスの数を減らすことです。「医薬品・医薬部外品」以外の

製品に記されることが多いようです。細菌やウイルスを無毒化できる製品もありますが、新型コロ

ナウイルスに有効な製品は一部であることに注意が必要です。また、手指など人体に用いる場合

は、品質・有効性・人体への安全性が確認された「医薬品・医薬部外品」（「医薬品」「医薬部外品」

との表示のあるもの）を使用してください。 

 

Q27 普段の掃除に布製モップや雑巾を使用しても良いですか。 

A 清掃の基本は、拭き取りによるほこりの除去です。水で湿らせたモップや布による拭き掃除で、

その後、乾拭きして乾燥させます。使用した雑巾やモップは、こまめに洗浄し乾燥させます。汚染

がある場合は、必要に応じ床の消毒を行います。 

 

〔リネン・衣類の洗濯〕 

Q28 感染者のシーツや更衣した衣類は、どのように対応すれば良いですか。 

A 使用したリネンや衣類は、他の利用者と必ずしも分ける必要はありません。熱水洗濯機（80℃10

分間）で処理し、洗浄後、乾燥させるか、または、次亜塩素酸ナトリウム液浸漬後（濃度 0.05％以

上）に洗濯、乾燥します。  

 

Q29 高齢者介護施設の入所者の衣類洗濯について、日本環境感染学会の「高齢者介護施設に

おける感染対策 第 1 版」P５に、「食器やリネン類は、通常は 80℃、10 分間の熱水消毒で十

分」との記載がある。しかしながら、当社の施設には熱水洗濯機がないため、10分間の熱水消毒

ができない。下着類や白物の洗濯は、次亜塩素酸の希釈液で消毒しているが、次亜塩素酸では

色落ちしたり、生地が傷んでしまう衣類も多いため、熱水消毒をせざるを得ない状況である。上記

のような場合における対応方法を教えてください。 

A リネンに関しては、洗濯用洗剤を用いた通常洗濯でも大部分が不活化されると予想されます。厚

労省 HP「３．モノに付着したウイルス対策」でも有効な洗剤の説明があります。添付してあるポス

ター等に、有効な洗剤について記載がありますので参考にしてください。必要以上にリネン・衣類

の洗濯について神経質にある必要は無いと思います。（心理的にどうしても心配であれば、袋に

密閉して 3 日間放置してから洗濯してはどうでしょうか）。一方、高齢者施設では、トイレや浴室な

どのタオル等が共有（使いまわし）されないように十分な注意が必要です。 

 

Q30 感染したフロアーに入った職員の白衣は、どの様にして洗濯をすればよいですか。（（例）家族

の物とは別に洗う。次亜塩素酸で洗わないといけない。いつも通りの洗濯で良い。水温 80℃程の

お湯で洗う等。） 

A いつも通りの洗濯で良いですが、汚染等は手袋とマスクをつけて洗濯し、完全に乾かしましょう。
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必要に応じて体液等のついたものは分けて洗濯しましょう。 

施設内の感染を防ぐとともに、家族や周囲の人への感染を防ぐために、帰宅前に通勤服に着替え、   

施設や事業所で洗濯を行うか、もしくは袋に入れて持ち帰り、自宅で通常の洗濯を行います。 

 

〔廃棄物〕 

Q31新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物の取扱いについて教えてください。 

A 新型コロナウイルスに係る感染性廃棄物も、他の感染性廃棄物と同様に処理が可能で、「廃棄

物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき処理してください。 

 

Q32  PPEなど感染廃棄物の処理について教えてください。 

 ・ 介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、助産院 等 

 ・ 有料老人ホームなど、その他の施設 

A インフルエンザ感染に伴い排出される廃棄物と同様に、「廃棄物処理における新型インフルエン

ザ対策ガイドライン」に準拠し処理してください。具体的な感染防止策としては、ごみに直接触れな

い、ごみ袋が一杯になる前にしっかり縛り封をして排出する、ごみ捨て後は石けん等で十分手を

洗う、などです。また、ごみが袋の外面に触れた場合、袋を縛る際に隙間がある場合、袋に破れ

がある場合など密閉性をより高める必要がある場合は、ごみ袋を二重にすることも有効です。 

  

Q33 有料老人ホームで普段契約している廃棄物処理業者から、クラスター発生時は廃棄物を回

収しない、と言われました。どのように対応したら良いですか。 

A 産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理の依頼先に困った時や事業場の近くの業者を紹介して

ほしい場合は、一般社団法人宮崎県産業資源循環協会にお問い合わせください。 

 

〔個人防護具〕 

Q34 新型コロナウイルス陽性者に対応するために必要な個人防護具を教えてください。 

A 眼・鼻・口を覆うためのゴーグルやフェイスガード、サージカルマスクと、それに加えて、ガウン、

手袋、キャップが必要です。また、エアロゾルが発生する処置やケアを実施する際は、N95 マスク

を使用します。具体的な使用例は次の資料を参照してください。 

 

Q35 ゾーニングを行ったときの個人防護具の使用時の注意点を教えてください。  

A 感染患者がいる区域内で着用し、患者と接した後の個人防護具は汚染しているため、それを脱

ぐ場所を明確にしておく必要があります。その個人防護具を着用したまま清潔な区域に入っては

いけません。個人防護具を脱ぐ際は、自分がウイルスに汚染されないよう注意が必要です。着脱

の回数が増えると、その分汚染リスクが高くなります。よって、感染症患者に対応する介護職等は、

その勤務中はできるだけ固定し、他の利用者がいる区域へは入らないようにします。逆に、他の

利用者に対応するスタッフも感染症患者がいる区域には入らないようにします。 
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Q36 新型コロナウイルス陽性者の対応のために使用する個人防護具は、全身タイプが必要です

か。また、何時間くらい着用できますか。 

A 新型コロナウィスル感染症予防のための個人防護具は、介護従事者の皮膚、粘膜、ユニフォー

ムをウイルスの汚染から守るものです。全身を一体型で覆う防護服が必須ではなく、キャップとガ

ウン、眼・鼻・口を覆う個人防護具（ゴーグルやフェイスシールド、サージカルマスクなど）を組み合

わせて着用しても同様の防護効果が期待できます。また、個人防護具の使用は、時間管理をする

ものではなく、感染症患者の対応が終了した時点で汚染した個人防護服は直ちに脱ぐようにしま

す。また、使用中に破損等した場合は、その都度交換が必要です。 

 

Q37 個人防護具の確保に苦慮しているが、何か良い対処法はないですか。 

A サージカルマスク、N95 マスクなどの個人防護具の再利用の方法やその注意点について、次の

厚労省資料を参考にしてください。また、眼の防護だけでなく、マスク表面の汚染を避けるため、ク

リアファイルなどで作った顔前面を覆うシールドを使用している事例もあります。使用する際は、一

時的な代替品であることを理解し、安全性やリスクについて十分注意してください。 

 

Q38 防護服などは、なかなか入手できない。 

A 現在、入手が難しいものもあるが、日頃より、物資の在庫量、使用量、必要量を整理し、不足に

備えた在庫量の管理を行います。不足した場合には、必要量を速やかに都道府県等に要望でき

るよう体制を整備します。 

 

Q39 実際にどの位（枚数）の準備が必要なのか。マスクの提供はあるが、その他（防護具）も提供し

て頂けると助かります。  

A  “H”の新型コロナウイルス研修会（2/９）のまとめをご覧下さい。 

 

Q40 不織布マスクが安価だったのでホームセンターで購入しましたが、新型コロナウイルス感染症

陽性者が発生した時に、防護効果はありますか。 

A サージガルマスクは、マスクを装着したヒトから排出される微生物を含む粒子が大気中に拡がる

のを防ぐ目的で使用されます。また、耐水加工のあるサージカルマスクは、医療従事者等の着用

者が、血液など体液由来の病原体に曝露されるリスクを軽減するという目的も兼ね備えています。

医療用サージカルマスクは一般の店舗で広く市販されているものではなく、入手困難であれば一

般に市販されている不織布マスク、布マスクで代用することが考えられます。 

 

Q41 マスクは、どのような時に必要ですか。エアロゾルとは何ですか。 

A  医療現場で使われるマスクで、病原体を含む外気から、マスクを使用するヒトを守るために使

用されるため、感染源が顔面とマスクの隙間から侵入しないよう、顔面に密着するよう設計されて

います。事前にフィットテストを行いマスクの隙間から病原体が侵入しないような対応が必要です。

エアロゾルが発生するような手技（気道吸引、気管内挿管、下気道毛延滞採取）を行う際に N９５
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を使用します。        

エアロゾルとは、空気中に浮遊している微細な粒子のことです。エアロゾル粒子は、粉塵とかミ

スト、ばいじん、霧、もや、煙霧、スモッグなどと呼ばれることもあります。 

エアロゾル感染は厳密な定義がない状況にある。新型コロナウイルスは密閉された空間におい

て短距離でのエアロゾル感染を示唆する報告があるが、流行への影響は明らかではなく、現在

の流行における感染経路であるとは評価されていない。医療機関では、少なくともエアロゾルを

発生する処置が行われる場合には空気予防策が推奨される。 

 

Q42 ガウンはどのようなタイプのものが必要ですか。 

A 長袖ガウン（アイソレーションガウン・長袖のプラスチックガウン等）について 

 ○ 以下の場合に優先して使用するなど、使用機会に優先順位を設けること。 

 ・ 血液など体液に触れる可能性のある手技。 

 ・ エアロゾルが発生するような手技（気道吸引、気管内挿管、下気道検体採取等） 

 ・ 上気道検体の採取（長袖ガウン不足時は袖のないエプロン可） 

 ・ 患者の体位交換や車いす移乗など、前腕や上腕が患者に触れるケアを行う時（長 袖ガウン

不足時は袖のないエプロン可） （※袖のないエプロン使用時であっても、手指・前腕の適切な

洗浄・消毒を行うこ とで感染予防が可能である） 

 ○ コホーティングされた複数の患者を診察・検査等する場合には、同一の長袖ガウンの継続使用

を検討すること。なお、長袖ガウン（袖のないエプロンを含む。）は、コホーティングされた場所を離

れる際に脱ぐこと。 

 ※ サージカルガウンは、手術等の清潔操作時に用いる防護具であり、個人防護具の効率的な使

用の観点から、アイソレーションガウンの代替として用いることは望ましくない。 

 

Q43 キャップ、エプロン、ガウンはどのようなもの（材質、どこまで体を覆うものが良いのか等）が良い

のか知りたい。 

A 原則、緊急的な場合を除き、防護服は使い捨てです。状況に応じて適切に選択し、組み合わせ

て使用します。例えば、血液や体液、嘔吐物、排泄物で汚れ、他の利用者を感染させる恐れがあ

る場合は、手袋、マスクに加え、エプロン・ガウンを着用し、別の利用者をケアする際は交換します。

材質はプラスチックなどの撥水性のあるものがよく、長袖ガウンがない場合は、破棄可能なカッパ

や手指・前腕の適切な洗浄・消毒を行うことで感染予防できるため、袖のないエプロンで可能です。   

 

Q44 フェイスシールドの代用品はありますか。 

A ゴーグル及びフェイスシールド ・目を覆うことができるもので代替可能です（シュノーケリングマ

スクなど）。 
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〔ゾーニング〕 

Q45 施設の利用者や職員等に陽性者が出た場合の施設のゾーニング方法について教えてくださ

い。 

A 新型コロナウイルス感染症あるいは感染を疑う利用者が出た場合は、原則個室とし、複数いる

場合は、同室や同フロア単位で管理してください。施設内でのゾーニングの基本的な考え方は、

「3．医療機関の感染管理 3）病棟のゾーニング方法を教えてください。」の回答を参照ください。 

  感染又はその疑いのある利用者がいる区域とそれ以外の区域を明確に分けてください。それに

より、個人防護具の着用が必要な区域と、個人防護具を着用したまま入ってはいけない区域とに

分けます。その区域分けを全職員に周知し、適切に行動するよう徹底します。 

なお、感染又はその疑いのある利用者が移動可能な身体状態の場合、その区域から出ないよ

う十分説明し、それを守ってもらうことが大事です。例えば、トイレ、洗面所、食堂など、他の利用

者との共有スペースは利用できないこと、などを理解してもらってください。 

日本環境感染学会が公開している高齢者施設における感染対策の資料も参照ください。 

 

Q46 入所系施設の利用者で陽性者が出た場合、標準予防策 PPE を行っていますが、ゾーニング

はどのように行えば良いですか。 

A .ゾーニングは、感染症の陽性者（以降、感染者）がいるエリア〔レッドゾーン〕と、そうでないエリア

〔グリーンゾーン〕に分けて、感染が拡大しないようにします。その際、各エリアを職員が行き来し

ないよう、各エリアごとに担当者を決めます。感染者が使用した物品などは、そのエリア内で廃棄

や消毒ができるようにします。職員更衣室での接触を避けるため、可能なら各エリアに更衣室の

設置が推奨されます。エリアを越えた利用者の移動は避けます。ナースステーションは、できるだ

け非感染領域に設置します。感染領域から非感染領域に移るルートに個人防護具の着脱を行う

準感染領域〔イエローゾーン〕を設定します。ポスター掲示、ビニルテープ、パーテーション等を利

用し、適切なゾーニングを実施します。感染者とそれ以外の人の動き、流れが交差しない工夫が

必要です。 

 

Q47 ゾーニングの方法、発生時の消毒の方法について教えてください。 

A 保健所等と相談し、施設の構造、入所者の特性を考慮して対応します。感染者と濃厚接触者及

びその他の入所者の食事場所や生活空間、トイレなどを分けます。感染者及び濃厚接触者やそ

の居室が判別できるように工夫します。居室からの出入りの際は、感染者と感染していない入所

者が接することがないようにします。職員が滞在する場所と感染者の滞在する場所、入り口などの

動線も分かれるようにします。可能な限り担当職員を分けて対応し、困難な場合は、防護具の着

用を徹底します。消毒は、手袋を着用し、居室及び利用した共有スペースについては、消毒用エタ

ノールまたは次亜塩素酸ナトリウム液での消毒・清掃を行います。 

 

Q48 レッゾーンには、パーテーションが必要ですか。 

A 区域の境界が分かりやすいよう、衝立（パーテーション）やテープを用い、境界を示します。 
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C．施設入居者の感染管理について 

〔感染予防〕 

Q49 正しい消毒方法や利用者様への接し方、通常業務中にどの様な服装で業務を行うのが望ま

しいですか。 

A 市 Q17 A17 正しい手指消毒は、消毒用エタノールなどを約３ｍｌ手にとり（ワンプッシュし手の底

に溜まる程度）爪、指の間、親指、手首を忘れずにしっかり擦り込みます。利用者様への接し方に

ついては、ケアを行う前には都度必ず手指衛生を行います。感染源となるものに触れる場合には、

手袋等個人用感染防護具を着用しましょう。汚染された個人用感染防護具を着用したまま、他の

利用者のケアに入るのは病原体を媒介する原因となる可能性があるのでやめましょう。業務中は

ユニフォームを着用し、出勤・就業時に更衣室で着用し、ユニフォーム通勤は行いません（家庭へ

の病原体の持込を防ぐ効果もあります。） 

 

Q50 施設における食事や運動、レクリェーションなどの活動時における感染予防対策について教え

てください。 

A 同時に食事をする人数と 1 テーブルに座る人数を減らし、テーブルを 2ｍ以上離してください。向

かい側は正面を避け、斜め位置に座り、換気なども工夫してくださいと。また、密集するような運動

やレクリェーションは、状況が落ち着くまでは実施を見合わせる方が望ましいと思います。 

   介護施設における環境対策については、日本看護協会ホームページの新型コロナウイルス感

染症関連情報に掲載されている動画【「3 つの密」を避ける！（施設編）：約 6 分】を参照ください。 

  

〔感染疑い又は陽性者が出た場合〕 

Q51 認知症の方への対応はどのようにしたら良いでしょうか。 

A 認知症の方に感染対策を適切に行っていただくため、周囲のサポートが重要です。認知症により、

清潔観念の理解や清潔行為の実施が難しい場合は、職員がウエットテｨッシュ等でふき取るなど、

柔軟に対応します。マスクの着用の声かけを続け、検温などの利用者及び職員の健康管理を徹

底し、机や手すりなどこまめな消毒をしましょう。消毒薬等をそのままテーブルに置く等しておくこと

は、誤飲のリスクがあるため注意が必要です。 

 

Q52発熱などの症状がある場合は、どのように対応したら良いですか。 

◇ 宮崎市の場合、発熱等の症状がある方の相談・受診について   ※宮崎市 HP を引用 

・ 発熱などの症状がある場合 → 身近な医療機関（かかりつけ医など）へ電話相談 

・ 受診や相談する医療機関に迷う場合 

→ 新型コロナウイルス感染症受診・相談センターへ相談 

〈℡：0985-78-5670、24 時間受付、土日・祝日対応〉 
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Q51 施設の利用者に発熱者が出た場合の感染予防対策について教えてください。 

A 利用者に発熱者が出たら、その他の症状を確認し、確実な発熱の原因が明らかでなければ感

染疑い者として対応します。原則、個室にし、利用者が部屋を出る際は、マスクを着用してもらい

ます。感染疑い者とその他の利用者は、可能な限り担当職員を分けるのが望ましいです。高齢者

は、急激に状態が悪化する可能性もあるため、観察を密に行うことが重要です。感染拡大の対策

及び受診の目安等については、次の厚労省資料を参照ください。 

日本環境感染学会では、「高齢者介護施設における感染対策 第１版」及び「高齢者福祉施設

の方のための Q&A」が公表され、高齢者福祉施設従事者を対象とした動画も紹介されています。 

 

Q53 新型コロナウイルス感染症が疑われる人が施設にいる場合、どうしたらよいですか。 

A かかりつけ医など最寄りの医療機関に相談します。受診を迷う場合は、新型コロナウイルス感

染症受診・相談センター（℡：0985-78-5670、24 時間、土日・祝日対応）へ相談します。また、管理

者へ速やかに報告し、施設内で情報共有し、家族やケアマネジャーへ報告します。原則、個室対

応とし、利用居室や共用スペースは、入念に消毒・清掃を行います。保健所の指示がある場合は、

指示に従います。 

 

Q54 高齢者施設で陽性者が出た場合、しばらくは施設での療養となるのでしょうか。また、どのよう

に対応したら良いですか。 

A  本来なら高齢者は原則入院と言われていますが、現在感染者の増加のため入院することが難

しくなっており、調整本部の方で判断し、軽症の方はしばらく施設での療養をお願いしたり、入院

せずに施設療養となることがあります。 

入院後は、環境消毒や濃厚接触者の特定やゾーニングが必要です。感染者が利用した居室

や共同スペースを食毒し、濃厚接触者とその他の入所者の食事場所や生活空間、トイレなどを

分けます。居室が判別できるように工夫し、濃厚接触者とその他の利用者が接することがないよ

うにします。濃厚接触者とその他の利用者の介護については、可能な限り職員を分けて対応しま

す。 

 

Q55 利用者に新型コロナウイルス感染症の陽性者が出た時、どのように対応すれば良いですか。 

A 職員が感染した場合と同様に、入所系、通所系、訪問系すべてのサービスにおいて、情報共有・

報告、消毒・清掃、積極的疫学調査への協力が必要です。 

【情報共有・報告】 感染者が発生したら速やかに管理者等に報告、施設内での情報共有を行い、
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市へ連絡（介護保険課、保健所）します。提出が必要なのは、次の①～④です。 

① どの居室に誰が入居しているかがわかる平面図 

② 入居者、通所利用者の介護度、既往歴、かかりつけ医、居宅支援事業所等がわかる一覧 

③ 職員勤務表（職種・資格等も記入） 

④ 組織図 

また、主治医や居宅のケアマネジャーへの報告も行います。 

【消毒・清掃】 手袋を着用し、居室及び利用した共有スペースを消毒用エタノール又は次亜塩素酸

ナトリウム液で清掃・食毒を行います。また、保健所の指示があれば、それに従います。 

【積極的疫学調査】 利用者などに発生した場合は、保健所の指示に従い、濃厚接触者の特定に

協力します。可能な限り利用者のケア記録や面会者の情報を提供します。また、入所系で陽性者

や濃厚接触者のケア時は、以下に留意が必要です。 

【食事介助】 原則個室で行います。食事前に必ず手指衛生を行い、介助は１人ずつ、斜め後ろか

ら飲み込みの様子を観察しながら行います。また、姿勢を直す際に密着することも考えられるため、

手袋に加え、マスク、フェイスシールド、使い捨てエプロンを着用します。 

【排泄介助】 使用するトイレは区別し、オムツ交換は手袋、マスク、使い捨てエプロンを着用します。

オムツは、感染性廃棄物として処理します。 

【清潔・入浴】 介助が必要な時は、原則清拭で対応し、使用したタオルは、熱水洗濯機（80℃10 分

間）で洗浄後、乾燥するか、次亜塩素酸ナトリウム液浸漬後、洗濯・清掃します。個人専用の浴室

で介助無く入浴できる時は、入浴してもらい、必要な清掃などを行います。 

リネンや衣類の洗濯については、その他の利用者と必ずしも分ける必要はなく、熱水洗濯機

（80℃10 分間）で洗浄後、乾燥するか、次亜塩素酸ナトリウム液浸漬後、洗濯・清掃します。鼻を

かんだテイッシュなどは、ビニル袋に入れて感染性廃棄物として処理します（足ふみ式開閉口ごみ

箱〈大型〉の使用を推奨）。  

 

Q56感染者が施設内で発生した場合の処置について教えてください。 

A 情報共有・報告、消毒、清掃、積極的疫学調査への協力が必要です。感染した高齢者は原則入

院ですが、すぐにできない場合や濃厚接触者は、原則個室管理します（やむを得ない場合は、同

病者の集団隔離の判断もあります）。患者とその他の利用者を隔離できない場合は、ベッドの間隔

を２ｍ以上あける、あるいはベッドの間をカーテン・パーテーションで仕切るなどの工夫を行います。

特殊な空調は必要なく、窓を開けたままでも可です。 

 

Q57 万一にコロナ罹患者が出た場合の流れ。入居者・職員等。どこの指示で誰がどう動くのか。入

居者への補償はあるのか。 

A 罹患者が発生した場合、速やかに施設長に報告し、施設内で情報共有を行います。指定権者

（都道府県、市町村）、家族、主治医、居宅支援事業所への報告も行います。罹患者は原則入院と

なりますが、入院までの期間があるまでは、原則個室へ移動します。居室及び利用した共有スペ

ースの消毒・清掃を行い、保健所の指示に対応します（疫学調査への協力等も）。 
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Q58 感染者が発生した時のゾーニング、病院入院依頼の手順、感染者を看護し業務を終えた時

に必要なこと（例：シャワーを浴びて帰らなければならない等）。 

A ゾーニングについてはⅡ⑦を参考にして下さい。直接対応した職員は、勤務終了後、帰宅前に

顔などを洗い、シャワーを浴びることができればなお良いです。また、介護施設や事業所内での職

員間の感染予防と家庭へのウイルス持ち込みを防止するため、着用したユニフォームは更衣室で

通勤服に着替えましょう。更衣室では 3 密を避けるため、入室者の人数制限や会話を控えるなど

のルールを決めます。さらに、更衣室などの部屋の出入口には消毒薬を設置し、着替えた後は必

ず手指消毒を行いましょう。 

 

Q59 実際にクラスター発生した施設の実体験、対応方法が知りたいです。 

A “H”新型コロナウイルス対応力強化研修会 2/9 のまとめをご覧下さい。 全国老人福祉施設協議

会のホームページに、「クラスターの発生した介護現場から学ぶ」というタイトルでまとめられてい

ます。ご参照ください。 （https://www.roushikyo.or.jp/） 

 

〔情報開示〕 

Q60 感性症発生時における情報開示の対応はどうしたらよいですか。 

A 保健所の助言のもとに安全対策をとり、職員・入所者家族等関係者に伝えると同時にホームペ

ージ上で公開し、誤った情報の流布を極力防ぎます。 

 

〔施設での感染症発症時における PCR検査〕 

Q61  PCR検査はどこまでするのですか？（施設で出た場合） 

A 高齢者施設等の入所者又は介護従事者等で発熱等の症状を呈する者については、必ず検査を

実施します。当該検査の結果、陽性が判明 した場合には、当該施設の入所者及び従事者の全員

に対して原則として検査を実施します。特に１週間当たりの新規陽性者数が人口 10 万人当たり 

10 を超えている都道府県においては、至急取り組む必要があります。自費検査を実施した場合、

保健所による行政検査が行われない場合において、高齢者施設等において必要性があるものと

判断し、自費で検査を実施した場合について は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（介護分）に関するＱ ＆Ａ（第２版）（令和２年７月 28 日）等において示しているとおり、新型コロ

ナウイルス感染症緊急包括支援交付金によって費用の補助の対象になります。 

 

〔退院〕 

Q62 新型コロナに感染した利用者が入院先から退院することになったが、保健所と病院に PCR 検

査の陰性証明を欲しいと要求したが拒否され、検査すれば陽性かもしれないといわれた。陽性者

でも退院者を受け入れなければならないですか。 

A 感染者の退院基準については、「令和 2 年 6 月 25 日厚労省通知（感染者等の退院の取り扱い

について）」において通知されています。具体的には(1）発症から 10 日経過かつ症状軽快後 72 時

間経過の場合、(2)発症から 10 日未満で症状軽快し、軽快後 24 時間後と、さらにその 24 時間後

https://www.roushikyo.or.jp/
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に PCR 又は抗原検査を行っていずれも陰性の場合、退院となります。また、無症状病原体保有者

の場合は、（3）発症後 10 日経過の場合、（4）発症から 6 日経過時点と、さらにその 24 時間後に

PCR 又は抗原検査を行っていずれも陰性の場合、退院となります。つまり（2）(4)に該当する場合

は PCR 検査等により陰性の場合に退院となりますが、（1）(3)の場合は退院時に PCR 検査等は行

われないことになります。これらの方に退院時に PCR 検査を行ったときに陽性となる場合もあると

いう点については、「令和 2 年 11 月 25 日厚労省通知（感染者等の退院の取り扱いの再通知）に

おいて、新型コロナウイルス感染症患者の退院の基準に関して、国内外の知見により、発熱症状

が出てから 7 日～10 日経つと仮に PCR 陽性でも感染性は極めて低くなることがわかっている旨

示されています。 

 

Q63 嘱託医として受け持つ有料老人ホームで、新型コロナウイルス感染症罹患後（無症状 

PCR 陽性患者）の施設退院が予定されている。その方は厚労省の退院基準を満たし、現在無症

状であるため、一般的には標準予防策を実施して受け入れる対応になるかと思われるが、認知

症があるため、マスクの装着や食事時など自室で過ごすのが難しい。施設のマンパワーもあり困

難なこともあるが、このような場合、一定期間は隔離も設けるべきなのでしょうか。 

A 大部分の感染者は、発症前後が最も感染性が高く、日本における退院基準を満たす時期には

感染性は低い、と考えられています。ただし、伝播リスクがゼロでない限り注意は必要ですので、

ご指摘のように標準予防策の徹底は必須です。個人的には（自分が管理者であれば）施設に帰っ

てから 2 週間程度は、集団での食事・リハビリテーション・レクリエーションへの参加は避け、個別

に実施すると思います（最低でも食事は個室で介助するか、食堂で食べるなら他の人と時間をず

らすと良い）。入浴なども順番を最後にすると思います。ただし、この辺りは専門家によっても考え

方が異なるところです。施設の事情にもよるかと思います。柔軟に対応されればと良い思います。

他の職員・入所者の健康観察は、普段以上に注意して行ってください。 

 

Q64 利用者が感染症以外で入院後病院においてクラスターが発生した場合、利用者は 2週 

間以上コロナ症状がないため、医師の判断により検査せずに退院する予定だが、このような場合

でも隔離対応しなくてもよいですか。 

A リスクのある状況（最終接触）から 14 日経っているのかなど、詳しい状況がわかりませんので、

何とも言えません。最終接触から 14 日間は健康観察する方法もあると思います。ただ、現在無症

状であれば、感染対策としては標準予防策を徹底すれば十分だと思います（逆に、隔離していて

も、基本の感染対策がおろそかであれば危険です）。対象利用者のケアにはマスクを着用し、ケア

後の手指衛生を徹底する、などの日常的は感染対策をきちんと実践して下さい。 

 

〔家族や来訪者への対応〕 

Q65 外部からの来訪者（面会、業者など）の対応について教えてください。 

A 緊急ややむを得ない場合を除き、面会及び施設への立ち入りを制限します。面会の代替方法と

して、テレビ電話等を活用したオンライン面会も検討します。委託業者についても、物品の受け渡

し等は玄関など施設の限られた場所で行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合については、
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体温を測定してもらい、発熱が認められる場合には入管を断ります。面会者や業者等、施設内に

出入りした者の氏名・来訪日時・連絡先について、積極的疫学調査への協力が可能になるよう記

録をしておきます。 

 

Q66 施設で看取りをする利用者の家族が新型コロナウイルス感染者が多数出ている地域（東 

京など）に在住している場合、面会や最期の看取りをどのようにしたら良いですか。（家族の面会

は、県内・県外ともビデオ通話か窓越しに面会している）。 

A 面会制限について、特に看取りの時期については、判断が難しいケースが多々あると思います。

もし、施設において、外来面会が可能と判断する場合、以下の点について留意し、その注意点が

守られれば、面会者が施設の感染源になる可能性はかなり低いと考えます。なお、最も重要なの

は、体調不良者の出入りを防ぐことと、マスクを着用することです。 

1 面会時間を指定し、面か場所が複数の家族（グループ）で密にならないように配慮する。 

2 チェックシート（以前提示済）を利用し、体調不良者は面会しない。 

3 面会者は、面会前にアルコール消毒薬で手指消毒を行うか、30 秒以上かけて手洗いを実施

する（流し台を汚染する可能性やエアゾル発生のリスクから、うがいはさせない）。 

4 面会中は、外来面会者・利用者共にマスクを着用する。会話中にマスクをずらすことがないよ

う職員が見守ることが望ましい。 

5 一緒に飲食することは避ける。 

6 利用者と面会者の身体接触は避ける。どうしても触れる必要がある場合には、触れる直前に

手指消毒（又は手洗い）を行う。 

7 面会記録を残し、面会後に面会者が発熱等の体調不良があれば、すぐに連絡してもらうように

依頼しておく。 

8 食べ物の差し入れは控えてもらう。  

9 面会場所の換気を十分に行う。 

10 面会実施後、皆が触れるような箇所をアルコール消毒などで拭き取りを行う。 

 

D．介護従事者の感染管理について 

〔感染予防〕 

Q67 職員の管理において 日頃どこまでチェック体制が必要か。（熱、マスク、アルコールは常にだ

が、行動歴はそれぞれわかるようにしてもらっているが、それ以上のことがあるのか） 

A 休憩所や職場外でも換気が悪い空間に集団で集まることを避けます。休憩時はできるだけ２ｍ

以上距離を開け、複数箇所を開けて部屋の換気を行い、おしゃべりを控えることがポイントです。 

  （厚生労働省：介護現場における感染対策の手引き P.90 参照） 

感染発生前は、各施設や事業所における予防対策が重要となります。下記の「新型コロナウイル   

ス感染発生前のチェックリスト（日頃の備え）」を参考に、今のうちから事業所でできることに取り 

組みましょう。また、感染疑い発生時は、各施設や事業所における迅速かつ的確な対応が重要 

になります。併せて、下記の「新型コロナウイルス感染疑い発生時のチェックリスト」も確認してお 

くことをお勧めします。 
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Q68 職場に更衣室がないので、ユニフォームで通勤していますが、問題ないですか。 

A 職場にユニフォームのまま退勤するスタイルでは、もし、ユニフォームにウイルスが付着していた場合、 

自宅→職場、または職場→自宅へとウイルスを伝搬し、拡散するリスクが高くなると考えられます。 

（北海道 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る研修会 講師に対する Q&A 参照） 

更衣室がない場合は、更衣室の代わりに使える部屋がないか、施設で検討してみてください。 

介護施設・事業所の管理者等は、感染者や濃厚接触者が発生した場合等に備え、個室管理や生活

空間等の区分けに係るシミュレーションや、人員体制に関する施設・事業所内、法人内等の関係者と

の相談、物資の状況の把握を行うとともに、感染者等が発生した場合の対応方針について、利用者

や家族と共有をしておくこと等が考えられます。 

 

Q69 職場にユニフォームがないので、Tシャツにジャージで仕事をしています。終業後は、その 

ままスーパーで買い物をして帰っていますが、問題ないですか。 

A ユニフォームがない場合は、T シャツとジャージを仕事着とし、通勤服と別にすれば問題ありませ 

ん。施設内や職員間の感染を防ぐとともに、家族や周囲の人への感染を防ぐために、仕事着と通勤

服分け、更衣室等で着脱しましょう。また、仕事着のままで通勤や買い物等を行うのは避けましょう。 

 

Q70 感染したフロアーに入った職員の白衣は、どの様にして洗濯をすればよいですか。例）家族の

物とは別に洗う。次亜塩素酸で洗わないといけない。いつも通りの洗濯で良い。水温 80℃程のお

湯で洗う など 

A いつも通りの洗濯で良いですが、汚染等は手袋とマスクをつけて洗濯し、完全に乾かしましょう。

必要に応じて体液等のついたものは分けて洗濯しましょう。施設内の感染を防ぐとともに、家族や

周囲の人への感染を防ぐために、帰宅前に通勤服に着替え、施設や事業所で洗濯を行うか、もし

くは袋に入れて持ち帰り、自宅で通常の洗濯を行います。 

 

Q71 職員の家族が新型コロナウイルス感染症が多発している地域に居住しているが、年末年 

始等において実家である職員宅に帰省してきた場合、その職員は 14 日間出身停止となるので

すか。 

A 新型コロナウイルス関係で職員が自宅待機となるのは（１）本人が感染者となった場合のほか、 

「濃厚接触者」又は「濃厚接触者が疑われる段階においては、発熱等の症状がある」もの場合で

あって、（２）保健所などの指示によってあることとされております。このため、新型コロナウイルス

感染症が多発している地域に居住している家族が帰省しただけで、職員が 14 日間出勤停止とな

る規定はありません。なお、新型コロナウイルスが多数発生している地域に居住する方は、無症

状であっても「無症状病原体保有者」である可能性が通常よりも高いものと考え、介護施設への拡

大を未然に防ぐために、各施設長の判断により、家族の帰省を避けてもらうよう職員と家族に理

解してもらう方法もあると考えます。また、感染の可能性が高いと思われる職員に一定期間自宅

待機してもらうかどうかも各施設長の判断によることになります。 

（参考） 令和 2 年 4 月 7 日「社会福祉施設などにおける感染拡大防止のための留意点について 
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（その 2）（介護保険情報 vol.808)」（令和 2 年 10 月 15 日）「社会福祉施設などにおける感染拡大

防止のための留意点について（その２）（一部改正）（介護保険情報 vol.881)」により一部改正）に

おいては、「濃厚接触者等」について、次のような対応が求められております。濃厚接触者につい

ては、保健所と相談の上、以下の対応を行う。なお、濃厚接触者については 14 日間にわたり健

康状態を観察することとしており、以下の対応は感染者との最終接触から 14 日間行うことが基本

となるが、詳細な機関や対応については保健所の指示に従うこと。 

（１） 職員の場合の対応 

保健所が濃厚接触者とした職員については、自宅待機を行い、保健所の指示に従うこと。職場

復帰時期については、発熱等の症状の有無等も踏まえ、保健所の指示に従う。なお、「濃厚接触

が疑われる段階」（注）については、発熱等の症状がある場合は、自宅待機を行い、保健所の指

示に従う。また、発熱症状がない場合は、保健所と相談の上、疑われる職員数の情報も踏まえ対

応する。 

（注） 「濃厚接触が疑われる段階」とは、医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染

症が疑われるとされたものの PCR 陽性等診断が確定するまでの間にある「新型コロナウイルス

感染が疑われる者（※）」との間で濃厚接触したものと考えられる段階  

 

〔感染疑い、または陽性者が出た場合〕 

Q72 発熱や咳症状のある職員が出た場合、どう対応したら良いですか。 

A 無理して出勤せず、自宅で様子を見るか、最寄りの医療機関に相談します。日頃から、休暇の

取りやすい職場環境を整えておくことが大切です。 

 

Q73 風邪の症状がある介護従事者の就業制限の基準と対応方法について教えてください。 

A 職員が発熱・咳・咽頭痛などの風邪症状がある場合は、感冒やインフルエンザなどの場合と同

様に自宅療養をお勧めします。また、事業所のかかりつけ医等に相談し、PCR 検査を指示しても

らうか、新型コロナウイルス感染症の疑いとして、次の症状を目安に保健所の「新型コロナウイル

ス感染症受診・相談センター」に相談してください。 

 ・ 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合 

 ・ 重症化しやすい方(※1)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

  ※1…高齢者や糖尿病、心不全、呼吸器疾患等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等を用いている方  

 ・ 上記以外の方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状が続く場合 

また、PCR 検査を実施していない、感染が疑われた職員の復帰基準については、現在、国内で

明確な基準はありません。参考までに、米国では、CDC（アメリカ疾病予防管理センター）が「解熱

剤を使用せずに解熱し、かつ、咳や息切れなどの呼吸器症状が改善から 72 時間経過していること、

かつ、最初の症状から 7 日以上経過していること」としています。 
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Q74 職員に新型コロナウイルス感染症の陽性者が出た時、どのように対応すれば良いですか。  

A 情報共有・報告、消毒・清掃、積極的疫学調査への協力が必要です。陽性者は、原則入院とな

りますが、症状によっては市の判断となります。濃厚接触者になった場合は、自宅待機などを行い、

保健所の指示に従い経過観察となります。陽性や濃厚接触者になった職員が長時間滞在した場

所は、換気、消毒・清掃を行います。業務継続のため、職員の確保も課題となるため、人員体制

について、日頃から施設・事業所内、法人等の関係者と相談しておきます。 

 

Q75 新型コロナウイルスに感染した職員（看護職）の勤務開始の目安を教えてください。  

A 2020 年 5 月 1 日付け厚労省通知「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

第 18 条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」によると、 

・ 退院基準と同様の基準を満たすこと ～ 症状の軽快が確認されてから（無症状病原体保有者

については陽性の確認から）24 時間後に PCR 検査を実施し、陰転化が確認された場合は、当該

検査に係る検体採取から 24 時間以降に再度検体採取を実施して、2 連続で PCR 検査での陰性

が確認されること 

・ 宿泊療養又は自宅療養の軽症者等の場合は、宿泊療養又は自宅療養を開始した日から 14 日

間経過すること ～ その際、その 14 日間は、保健所（又は保健所が委託した者）が健康観察を実

施し、症状に大きな変化がある等の場合は、医師の診察を受け、必要な場合は入院すること 

のいずれかを満たすと判断された場合に就業制限は解除とされています。 

 

Q76 濃厚接触者の定義と濃厚接触者となった看護職員への対応方法を教えてください。 

A 国立感染症研究所は、濃厚接触者の定義を次のとおり示しています。 

 「濃厚接触者」とは、「患者（確定例）」の感染可能期間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、看護も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 ～ 手で触れることのできる距離（目安 1ｍ）で、必要な感染予防策なしで患者（確定例）

と 15 分以上接触があった者（周辺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） 

また、濃厚接触者となった看護職への対応については、上記のほか、日本環境感染学会の資料に医

療従事者のウイルス曝露のリスク評価と就業制限や PCR 検査の適応等の対応等が示されています。 
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Q77 濃厚接触者となった職員は、14 日間は自宅待機となるが、無症状で PCR 検査が陰性なら

14日を待たずに職場復帰しても良いですか。 

A 社会福祉施設等（入所施設・居住系サービス）における「濃厚接触者」の対応については、令和

2 年 10 月 15 日付け厚労省通知「社会福祉施設など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）」（介護保険最新情報 vol.881)〔ｐ8/2（４）①〕によって次のように定められ

ています。「濃厚接触者については 14 日間にわたり健康観察を観察することとしており、以下の対

応は感染者との濃厚接触から 14 日間行うことが基本となる。 

①職員の場合の対応 

保健所により濃厚接触者とされた職員については、自宅待機を行い、保健所の指示に従うこと。 

職場復帰については、発熱等の症状の有無も踏まえ、保健所の指示に従う。また、「濃厚接触者」

の疫学的は取り扱いについては、「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

施要綱（国立感染症研究所感染症疫学センター）」によって定められています。検査によって感染

者が確定した場合、保健所はその感染者との接触状況から濃厚接触者を割り出し、その全員に

検査を行います。その濃厚接触者は、感染者からの最終感染可能日から 14 日間が健康観察期

間となります。社会福祉施設等（入所施設・居住系サービス）の場合、職員はその健康観察中は

自宅待機となり、保健所の指示に従うこととなります。健康観察中に発熱等があれば症状の軽重

によらず検査が行われます。逆に、無症状である場合は健康観察期間中は検査の対象となりま

せん。これは、無症状者はウイルスが存在してもどのタイミングで検出できるか不明であり、検査

が陰性だからといって感染を否定することにはならないためです、なお、職場復帰時期について

は、発熱等の症状の有無も踏まえ、保健所の指示に従うこととなります。（ただし、一般的に健康

観察中の者が抵抗力の弱い高齢者の介護を行うことができるという判断は考えにくいかもしれま

せん。） 

 

〔介護従事者の家族の感染予防〕 

Q78 新型コロナウイルス感染症患者の看護をした後、同居家族への感染予防対策について 

教えてください。 

A 勤務終了後は、直ぐに手指消毒を行い、ユニフォームを着替えた後は、速やかに帰宅してくださ

い。家族が同居する自宅にウイルスを絶対持ち込まないことが重要です。新型コロナは、接触感

染するウイルスです。気付かないうちに顔や髪を触ることがあり、そこにウイルスが付着し、持ち

帰る可能性があります。帰宅後は、直ぐに手指消毒、洗顔、シャワーをしてください。日頃から、不

用意に髪や顔（眼・鼻・口）に触れないよう注意することが感染防止につながります。 

 

Q79 新型コロナウイルス感染症に対応する部署に勤務する介護従事者が家庭で子どもと接 

するときの注意点を教えてください。 

A 勤務終了後にしっかり手指消毒や着替えを行ったとしても、小さな子どもさんがいる場合、帰宅

時に抱っこしたときなどに、子どもさんが親の顔や髪に触れることがあり注意が必要です。シャワ

ーを浴びるまでは、抱っこなどはしないようにします。もし子どもさんが触れてしまった場合は、そ

の手で眼・鼻・口などを触る前に直ぐに手洗いをさせてください。 
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E．介護事業所の感染管理について 

〔感染管理〕 

Q80 訪問看護や訪問介護、デイサービスなど通所系・訪問系の注意点について教えてくださ 

い。 

A 〇 通所系での留意点 … 送迎車に乗る前に、本人、家族又は職員が本人の体温を計測し、発

熱が認められる場合は、利用を断ります。送迎時には、窓を開ける等換気に留意し、送迎後に

利用者の接触頻度が高い場所（手すり等）を消毒します。発熱により利用を断った利用者につ

いては、ケアマネジャーに情報提供し、訪問介護の提供が必要かを検討します。 

 〇 訪問系での留意点 … 訪問し、サービス提供前に本人の体温を計測します。発熱が認めら

れる場合には、新型コロナウイルス感染症の相談・受診の目安を踏まえ、相談又は受診するよ

う両者へ説明します。 

 

Q81 デイサービスは、どうしても密（集団）を作ってしまう。実際に行っている予防策が知りたい。 

A 可能な限り同じ時間対帯、同じ場所での実施人数を減らします。定期的に換気を行い、お互い

手を伸ばして手の届く範囲以上の距離を保ちます。声を出す機会を少なくするよう内容を検討し、

声を出す機会が多い場合は、マスクの着用を徹底します。環境の清掃、共有物の消毒を徹底し、

職員、利用者ともに手指衛生を励行します。 

 

F．運営・経営問題 

〔食事の提供〕 

Q82 施設内での食事の提供が難しくなりました。どのように対応すれば良いですか。 

A 一時的に宅配サービスを利用したケースがあるようです。 

 

G．風評被害について 

〔対応方法〕 

Q83 ①隣町で偽陽性の判定が出ただけで風評被害が起きたが、どう対応すべきか。②感染症発

生時における情報開示の対応はどうしたらよいですか。 

A ①首長や保健所など「権威ある第三者」に不当対応の防止を要請してください。それにより風評

防止のメデｨア報道も期待できます。②保健所の助言のもとに安全対策をとり、職員・入所者家族

等関係者に伝えると同時にホームページ上で公開し、誤った情報の流布を極力防ぎます。 
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H．令和 3 年 2 月 9 日新型コロナウイルス感染症対応力強化研修会での質問について 

 

 

【感染管理認定看護師の役割】 

・実際にクラスターが発生すると、県内の認定看護師、D-MAT 医師、保健所・介護保険課等の行

政職員と協働で介入・作業する。ロジスティックな場面では、行政職員にかなり支援してもら

い、感染管理認定看護師は主に感染対策を担っている。 

・ まず行うのは、施設の中の状況確認。構造や導線、職員の業務の状況などを確認する。同じ

施設はないので正解はなく、その施設や職員の状況を見ながら行う。 

 

【標準予防策の指導】 

・ 主に行うのは標準予防策の指導。新型コロナは、「飛沫・接触感染」が主で手指衛生の徹底が

大事。アルコール消毒の設置状況を確認し、認知症の人が多いと十分な対策ができない等の状

況も確認。 

・ 休憩室での休憩の仕方が大事。感染拡大する場合もあるので、食事の時（マスクを外す時）

は、食べながらの会話はやめる、密を避ける。お菓子の袋に手を入れるのも感染リスクがある。 

・ また、歯磨きもエアロゾルが発生するとされ、会話しながらの歯磨きは飛沫が発生するので

危険。先日、東京地下鉄の大江戸線での乗務員のクラスターは、仮眠室での歯磨きで感染拡大

したとされる。 

・ クロスで拭くなど、共有物での感染も危険。更衣室も会話による感染拡大の危険がある。こ

れらも、職員が持ち込まない、広げない、という点では大事なこと。 

・ 感染を広げず、職員を感染から守るため、個人防護具の着脱を実際にやってもらったりもす

る。 

・ 個人防護具の素材は、エプロンの場合、布ではなくビニールが良い。ディスポーザルで捨て

られるモノが良い。 

・ 様々なタイプがあるので着脱時に混乱すると思う。指導する時は、持参した写真を壁に張り、

それを見ながら着脱してもらう。デモンストレーションでは教えるが、確実に脱ぐために写真

を見ながらやってもらう。着るより脱ぐ方が難しく、汚染しやすい。可能であれば、“チェッカ

ー”と二人で確認しながら、手伝ってもらって脱ぐのが一番良い。 

・ 個人防護具の着脱は、慣れている医療従事者でも完璧にはできず、ましてや、慣れない介護

事業所の人にはハードルが高いので、できれば、シャワーを浴びて帰宅して欲しいと指導して

いる。しかし、設備がない施設も多いので、難しい場合は、清拭タオルなどで、特に飛沫を浴

びやすい首回りなどを拭き、帰宅後直ぐにお風呂に入れば、ウイルスの持ち帰り防止につなが

り、安心できる。 

・ できれば、ユニフォームは職場で着替え、自宅に持ち帰らないこと。洗濯に出せるかどうか

もあるが、ユニフォームを着たまま帰宅しないことが大事。 

・ 頻繁に着替えるので多くのゴミが発生するが、ゴミ処理業者が引き取ってくれない、という

事例もある。徐々に改善してきたが、事前に契約業者に対応の可否を確認しておいた方が良い。 

実際にクラスターが発生した施設での実体験が知りたい 
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【ゾーニング】 

・ 感染者は、原則入院だが、病床の空きがなく、即入院できない状況もあるので、施設内で継

続して看る必要があることも多い。そのため、施設内のゾーニングを行うがとても大変。生活

の場なので、多くの荷物を動かすのが困難で、家族の許可がないと動かせない、本人の状況で

動かせないこともある。できれば、「移動の可能性がある」との了解を事前に取っておくことが

必要。 

・ かなりのマンパワーが必要。空き部屋がなく、入居者を移動させる余裕がない所もあるので、

予め、移動方法を考えておいた方が良い。 

・ クラスター発生時は、バラバラに患者が発生するので移動が非常に困難。我々が提案はする

が、それが絶対ではなく、施設職員と協議しながらゾーニングを決めていく。ゾーニングは、

感染者と非感染者を分け、それ以上感染が拡大しないようにするためで、協力いただかないと

いけない。 

・ アパートのような住宅型の施設の場合、クラスターが発生すると、ゾーニングが非常に困難。

自由に出入りされ、隔離が困難なので、患者は一人に抑える。できるだけ少なく抑える。 

 

【職員の状況とアドバイス】 

・ クラスター発生施設は、職員がかなり減る。職員が少ない状況で、家族から出勤を止められ

ることもあり、かなり疲弊している状況も多い。 

・ そのため、指導がすぐには行き渡らない状況。少人数で通常業務を継続するためには全ては

できないので、継続して少しずつやりながら、つないでいる状況。職員がかなり疲労している

ので、状況を見ながら負荷にならないよう、削減できる業務をアドバイスしている。 

・ 高齢者や病人との同居などを理由に、自宅に帰れない職員がいる場合は、行政に相談する。

施設内で宿泊場所を確保する事例もあるので、相談して欲しい。 

・ 職員が少なくなった時は、食事など、委託できるものは委託して、業務量を減らすことも大

事。少人数で施設を維持していかなければならないので、工夫が必要。 

・ やはり、クラスターにならないように「事前に察知」することが大事。非常事態宣言下では、

市中感染もあり、身近に感染者がいたり、濃厚接触者になる可能性もあり、感染者をゼロにす

るのは難しいので、早期に感染者を察知すること。 

・ 施設の方が気をつけていてもウイルスが持ち込まれる状況。クラスター発生施設でも、PCR 検

査が陰性でも、体調が戻らない状態で仕事を続けている状況が何件かあった。人員不足で大変

だとは思うが、体調が戻るまでは、できるだけ休ませることが必要。 

・ クラスターが起きたら、マンパワーが減る等でかなり大変な状況になる。風評被害等もかな

りひどい状況もあるようなので、クラスターにならない、ということを目指す。感染しても一

人で抑える。 

・ （ウイルスは）ほとんど持ち込みなので、持ち込まない、広げない、早期に察知して、“ボヤ

の段階で消す”ことを心掛けていただきたい。 
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【データ管理】 

・ バイタルサインをちゃんと取らないと入院調整ができない。人が少なくバイタルが取れない

という施設も多々あったが、前夜の最終データでも良いので、朝には保健所か介護保険課に出

して欲しい。入院調整が進まないので協力をお願いしたい。必要なのは、体温、SPO2（サチレ

ーション）、食事の摂取状況。また、かかり付け医の協力（発熱時の指示など）も大事。施設内

には入らなくてもよいが、バックアップしてもらえるとありがたい。 

 

 

【感染者発生時に必要な物品量】 

・ 市介護保険課としては、最低でも 2～3 日分の備蓄をお願いしている。入所者数でも異なる

が、具体的には、入所者が 20 人程の場合、目安としては、サージカルマスク、フェイスシール

ド及び長袖ガウンを各 100 枚程。手袋 1,500 枚程。アルコール等の消毒液も作業の都度に使用

するので、これはかなりの量の備蓄が必要だが、発生してからでは中々入手が困難なので、な

るべく早く備蓄しておく必要がある。 

 

【市の備蓄】 

・ 備蓄していた長袖ガウンなどの衛生用品が不足する場合は、市にもある程度の備蓄はあるの

で、感染者の発生時は一定量の提供が可能。また、感染者発生時におけるサービスの維持のた

め、必要な衛生用品の購入に対し、予算の範囲内で助成制度もあるので、相談して欲しい。 

 

【状況】 

・ 緊急事態宣言の間、施設職員には健康観察をお願いしており、その報告に深く感謝する。そ

の間、症状がある人は、職員が少ない中で一定期間休んでもらう配慮をしてもらったり、PCR 検

査にもつなげてもらったり、との報告をもらっている。 

 

【PCR 検査】 

・ 職員が足りなくて大変だろうが、緊急事態宣言の解除後も、症状がある方は無理をしないで

休み、医療機関に行き「高齢者施設で勤務している」と伝えて PCR 検査を申し出れば無料で受

けられるようになっている。県医師会から医師に PCR 検査をなるべく受けさせるよう話をして

いる。 

・ その結果、かなりの人が PCR 検査を受けた、との報告があり、その全てが陰性で安心したと

ころ。 

 

【有料老人ホーム職員対象の抗原検査】 

・ そして、市に対し様々な意見をもらっているが、一番多かったのは、有料老人ホームとサー

ビス付き高齢者向け住宅の職員全員の「抗原検査」を実施する、と発表したことに対し、他の

施設の職員も対象にして欲しい、というもの。 

・ 予算が豊富にあれば要望どおり対応したいが、この対象者だけでも約 2,000 万円の費用が掛

感染者が出た場合、個人防護具はどのくらい準備が必要か？マスクの提供はあるが、個人防護

具も提供してもらえるのか？ 
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かるため、今回は、有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅に限定することで、了解し

て欲しい。 

・ 何故、この 2 施設だけか、の理由だが、今まで市内で発生した高齢者施設のクラスターは 6

施設で、うち 4 施設が有料老人ホーム。この施設は、介護老人保健施設のように人員の配置基

準がなく、本当に少ない職員で運営しており、感染者が発生すると、職員が減り大変苦労する、

という実情があった。これは、全国的な傾向でもあり、今回の対象施設の限定を了承して欲し

い。 

・ 今回の抗原検査の検証を踏まえ、対象施設の拡大要望については、今後、検討していきたい。 

・ 既に 2 月 1 日から看護師のいない有料老人ホームから順に市の看護師が訪問して検査してお

り、今のところ全て陰性の結果。また、併設施設等に看護師がいる場合は、12 日頃から検査キ

ットを配送する予定で、依頼文書を添え施設の看護師に抗原検査の実施をお願いする計画。 
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