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１）ワクチン接種後の日常生活でも気をつけなけ
ればならないこと

感染力の強い変異株の出現によるワクチン効果の低下

時間経過によるワクチン効果の低下

ひょっとしたらインフルエンザワクチンと同じように毎年接種？？

市中感染が流行している現在は

今までのような新型コロナウイルス感染対策の継続が大切です



3密の回避



内閣官房「感染リスクが高まる5
つの場面」参照

マスク無しでの
対人接触機会を
減らすことが大
切です。



家庭内への持ち込みを予防する

・ウイルスは玄関で排除する
・家族以外との飲食を伴う会合等には
参加しない

・職場でも感染対策を徹底する

【家に帰ったら】

• すぐにマスクを外し表面に触れない様にして捨てる

• 手を洗う※玄関に消毒薬を設置する

• 服をすぐに着替える

• できるだけ早くお風呂に入る
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感染経路東京都202012/22～28

同居者 施設 職場 会食 接待を伴う飲食 その他



普段から準備しておきたい物

食料品

主食・菓子類（チョコやビスケット等高カロリーの物）・チーズ・
缶詰（肉、魚、果物）・お粥などレトルト・ゼリー状栄養補助食品・
スポーツドリンク(粉末状でもOK）・飲料水・インスタント食品等

一般薬

総合風邪薬・胃薬・消毒薬・解熱薬・
氷枕・保冷剤・絆創膏・その他持病の薬

感染防止用品

体温計・マスク・使い捨て手袋・消毒液・ビニール袋
ナイロンのエプロン(使い捨てエプロンだと尚可）

日用品

ティッシュペーパー・トイレットペーパー・
生理用品・洗剤・石けん・使い捨て食器・タオル

岡田晴恵著；新型コロナウイルス
自宅療養感染マニュアル参考



マスクはサージカルマスクを常識へ

マスクは血液、体液や咳等の飛沫から自分の鼻、口を守り病原微生物の侵入

を防ぐ役割があります。

豊橋技術科学
大学による実
験値 参照



マスクの付け方外し方

正しいつけ方 プラス サージカルマスクの性能表示も少し気にしましょう

BFE・PFE・VFE



飛沫感染

感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばな
ど）と一緒にウイルスを含んだ飛沫が
放出され、それを他の人が口や鼻から
吸い込んで感染する

接触感染

病原体で汚染された手指、物に触れる
ことで起こる感染。手洗いや環境清掃
が不十分である場合に起こりやすい。

空気（エアロゾル）感染
咳、くしゃみ、会話などで口や鼻から出
た飛沫が乾燥して長時間空気中を浮
遊しそれを吸い込むことで起こる感染。
※密閉空間で起こりやすい

２）高齢者施設におけるコロナ陽性患者や濃厚接
触者の受け入れ対策



施設内で新型コロナウイルス患者が発生する経過

1段階
•職員、利用者による施設内への感染症持ち込み

2段階
•把握できないうちに始まる感染の連鎖

3段階
•感染症対策の開始

4段階

•早期終息

•感染拡大による対策の継続



ウイルスを「持ち込まない」「持ち出さない」「拡げない」
職員

職員 持 持 委託業者

設備 ち ち

こ だ 面会者

物品 ま さ ボランティア

入所者 な な

い い 入所予定者

拡げない

【施設】 ショートステイ

デイケア利用者

【
地
域
】

1段階
•職員、新規入所者による施設内への感染症持ち込み



職員の健康管理

出勤前に各自で体温を計測し、発熱や咳等いつもと違う症状がある

場合には出勤しない事を徹底し管理者に報告する

手指衛生（手洗い・手指消毒）の徹底

出退勤時、利用者ごと、ケア毎、防護具の着脱前後等

マスクの着用を含む咳エチケットの励行

人込みへ行く場合はマスク着用（緊急事態宣言中は外出は避ける）

職場と通勤は服を分ける

休憩室、ロッカー、食堂でも３密や向かい合った席配置は避ける



職員only空間の伝播防止新ルール

人が集まる時には換気 みんなが触れる所は消毒

休憩、食事のルール

・食事前の手洗い

・使用毎のテーブル消毒

・他者と向き合わない席配置（向き合う場合は2メートルルール）

・食べるときはしゃべらない、しゃべる時はマスク

ロッカーの清掃

・個人使用のロッカーのドア清掃を毎日行う

・個人使用のロッカー内の整理整頓習慣をつける

事務室、サービスステーションの清掃

・入る前の手指消毒、出る前の手指消毒

・机、椅子の清掃を定期的に実施する

・必要ないものは持ち込まない

換 気

ピカピカ 整理整頓



☆ペーパータオルを使
い完全に乾燥させる。

☆手で操作しないとな
らない水道栓の場合、
手を拭いたペーパータ
オル等で止める

☆ごみ箱は蓋があった
ほうが良いが、手で開
ける方式は厳禁、それ
なら蓋無しの方が良い

一手洗い30秒が必要





個人防護具(PPE）
はケースから出し
たらすぐ使用する
（手袋要注意）

個人防護具は
自分に合った
サイズの物を
使用する



防護具着脱
感染者対応の担
当予定者は個人
防護具の着脱に
慣れておく

清潔、不潔を意識
した正しい脱衣が
大切



【医療との連携】

発熱等、新型コロナウイルスを疑う利用者が発生した場合の対応方
法を主治医や嘱託医と相談しておく

例えば・・・

症状がある時は主治医を受診して良いのか、電話連絡とするのか？

施設から直接「帰国者・接触者相談センター」に連絡か？

主治医から「帰国者・接触者相談センター」に連絡か？

施設から直接「新型コロナウイルス感染症相談センター」に連絡か

夜間帯の対応方法はどうするか？どこに連絡するか？

PCR検査を受けた後の病態の相談方法？ サ高住、ケアハウス等

利用者それぞれで主治医
が違う場合も個々に備え
ておく



【入所者家族との調整】

新型コロナウイルスへの施設の
対応方針を事前に伝えておく

施設で行っている予防対策

家族への協力依頼

検査、受診への了解を得る

感染症疑い時の対応方法

感染症確定時の対応方法

疑い時・感染時は迅速に連絡

これまでの経過報告

施設での過ごし方と入院に向け
た準備

家族への協力依頼

家族は急に言われても判断に迷うことが
多々あります。
特に緊急時の即判断は難しいと考え、事前に
対応方法、医療処置などについて十分な情報
提供をして同意を得ておくことが必要です



日頃から利用者の健康状態や
変化の有無等に留意する 「いつもと違う」を早く見つける

決まった時間にバイタル
サインを確認する

日常のケアの中で健康状態
を確認する

施設の中での医療職と
介護職の連携が大切！

2段階
•把握できないうちに始まる感染の連鎖



【早く気づくための手段】

・全入所者と業務中の全職員の検温をおこない37.5℃以上の人数を

毎日グラフにしていく

・発熱者が増える傾向を認めたら、連携医療機関や保健所に相談する

毎日の測定結果をグラフ化して

事業所の平均の発熱人数を把握

しておく

「あれっ？これって何か増えてない」

と思ったら、対策開始



【新型コロナウイルス感染かも？と思ったら】

☆気づいたときに最初に行う事
入所者が発熱した場合、診断を待たずに周囲への伝播を
防ぐための対策開始が優先（昼夜を問わず開始する）

□症状のある人にはマスクを着けてもらう
□症状のある人とない人の部屋を分ける（感染疑いの利用者は個室へ）
□部屋の前に個人防護具（手袋、マスク、フェースシールド、エプロン 等）

アルコール消毒剤を置き、部屋の中には防護具破棄用の蓋つきごみ箱
を設置する

□対応職員（発熱者と無症状者を分ける）は部屋に入る前に個人防護具を
着用し部屋を出る前に外す。

3段階
•感染症対策の開始



感染拡大防止に向けた職員間での情報共有と連携

情報共有の場と時間を保証する→セクションを横断した情報共有が必要

• 誰が何の情報を共有するかを決めておく
• 勤務する職員全員が少なくとも今施設で起こっている事を共有

感染が発生している可能性がある場合

可能であれば

朝の10分（就業前）ミーティングをお勧めします
（新たな感染者情報・施設全体の現在の感染対策・今後の見通し）

利点①始業時に各セクション情報が到達する

②その結果自分たちが何をすればよいかが了解できる



感染症発生時の職員対応（職員が運び屋にならない）

【発生フロアーで感染が広がらないために】

他のフロアーの職員が不用意に立ち入ることを防止する対策をとる

陽性者対応職員、濃厚接触者対応職員、非濃厚接触者対応職員を

明確に分けて業務を行う

陽性者、濃厚接触者対応の可能性のある職員を予め任命しておく

（新型コロナウイルス感染における高リスク職員は外す）

陽性者対応予定の職員には徹底した感染予防策を教育しておく

（手洗い・手指消毒・個人防護具の着脱手順 等）



感染症発生時の職員対応（職員が運び屋にならない）

【フロアーを超えて感染が広がらないために】

フロアー間での職員の交流を最低限とする

（休憩室の分離・食堂の分離・トイレの分離・ロッカーの分離 他）

※休憩中の職員の行動は感染抑止への最重要ポイントと考えられる

複数フロアーを兼務する職員を作らない

複数のフロアーが集まる会議等は出来るだけ実施しない（ウエブ会
議へ）

フロアーへの入退出時は必ず手指消毒を確実に行う

ゾーニングの区分を順守できるよう表示を明確にする



4段階
•感染拡大による感染症対策の継続

☆感染者・濃厚接触者がいる区域とそうでない区域を分け感染拡大を

防止する対策

☆状況に応じた複数の案を検討しておく必要がある

☆一目で区分けが分かるよう色テープ、ビニールシートなどを活用



• 非感染者、外来者エリア

• 標準予防策の対応 ・サージカルマスク

• 個人防護具の着衣

清潔ゾーン

（グリーンゾーン）

• 個人防護具の脱衣 ・手指衛生徹底

• 防護具、感染性廃棄物容器、アルコー
ル手指消毒剤を準備する

中間ゾーン

（イエローゾーン）

• 感染者、濃厚接触者

• サージカルマスク・Ｎ95マスク、ゴーグ
ル、ガウン、手袋で防護して入室する

汚染ゾーン

（レッドゾーン）

ゾーン分けの例



PCR陽性者エリア

防護具脱衣

防護具着衣

レッドゾーン
汚染ゾーン

イエローゾーン
中間ゾーン

グリーンゾーン
清潔ゾーン

 感染者は汚染区域でのみ生活し、職員は極力清潔エリアで活動し、汚染区域に入る
時は必要な防護具を着用する

【ゾーニングイメージ図】①でガウン、キャップ、マ
スク、ゴーグル（フェース
シールド）、手袋を着用

②ですべての防護具を

脱衣して破棄し手洗い、
手指消毒を行う

①

②

軽症者宿泊療養施設例より



感染者や濃厚接触者等の状況により
ゾーニングは変化していく

１．最初の一人の隔離対応

初動体制が確実に行われることが重要

多床室で発生の場合は疑い者の個室への移動と同室者も部屋の中で過ごす対応

２．陽性が確定、複数の陽性者発生時の入院までの対応

陽性者入院までの対応と濃厚接触者、非接触利用者のゾーニング対応

場合によっては入院できない陽性者への対応・・

３．陽性者が入院した後の濃厚接触者対応

陽性者が入院した後も無症状濃厚接触者は施設内にとどまり

最低14日間の経過観察が必要となる



【発生1日目（PCR検査結果待ち）】
感染疑い者の隔離場所の検討

・個室の場合はその場での隔離を検討する

・多床室の場合は出来る限り個室移動を検討する

・トイレを専用としてつかえるか？・防護具の置き場所があるか？

・感染疑い者対応する職員の休憩、事務室を別に設けることができるか？

※感染伝播の最大のリスクは職員であることを念頭に対策をすることが重要

感染疑い者と同一フロアー内の利用者は濃厚接触者となる可能性もあり

感染疑い者のPCR検査結果がでるまで居室内で過ごしてもらうことを検討する



【多床室で感染疑い者が発生した場合：例】
感染疑い者は個室へ移動・同室や同じフロアーの利用者は濃厚接触者に
なる可能性があるため検査結果が出るまで自室で過ごしてもらう

①家庭復帰訓練室か空きスペースへの移動を検討する

☆疑い者と他の利用者の接触を最低限にすることが
できる

☆職員の動線が分離できるので交差感染
の危険性が低下する

☆対応職員の事務スペースや防護具の
着脱場所の確保の検討が必要

②多床室のまま隔離する
☆居室に出入りする職員が複数、同じ

動線を通過するため交差感染の
危険性が高くなる

☆同室者同士の接触の機会がある
☆トイレ等の個別化が難しい

感染疑い者対応
スタッフエリア

感染疑い者

②

①



【施設発生2日目以降（初発者PCR陽性確定・濃厚接触者PCRへ）】

どの範囲までが濃厚接触者と判断されるかで対応が異なる

施設の特性に合わせたゾーニング案の検討をしておく

・高齢者住宅、グループホーム等居室のチェンジが困難な場合

・入所者が定員に達していて予備部屋がない場合

・多床室が多く個室が少ない場合 等

今後さらに陽性者が発生する場合に備え、複数案の検討が必要
・入院までの待機期間が延長された場合の対応

・フロアー間を超えて感染が拡大した場合の対応 等



【感染者を他の空きエリアで対応した例（通所スペース／会議室等）

職員エリア

感染者エリア
感染エリア担当の職
員は非常口使用

感染者が増えた
場合はデイエリア
に拡大

（検討事項）
①記録、事務スペース確保
②職員トイレの確保
③ごみの保管場所と動線
④食事の搬入場所
⑤プライバシー保護（男女）
等の対策
⑥職員が帰宅できない場合
の対策
⑦利用者状況による職員の
補充

メリット；職員動線を完全に分離できる

デメリット：職員が完全に分離するので多くの
職員が必要になる（日勤・夜勤等）



【陽性者を発生エリアで対応した例】
感染者・濃厚接触者・未感染者への対応を一つのフロアーで実施する

濃厚接触
者担当職
員エリア

感染者担当職員
エリア

未接触者エリア

濃厚接触者エリア

メリット：コンパクトに職員を集中して配置することができる

デメリット：完全な職員の動線分離が難しい（職員トイレの確保・記録や休憩、
昼食場所等の確保が難しい 感染者エリア



【まとめ】 施設にとって重要な事

クラスター発生では何が起こっていたか？

感染者（PCR陽性）が確認される前に、施設内にウイルスが拡散する

感染症発生時の初動対応には時間単位のスピードが求められる

その中で適切な判断と行動が求められた

平常時からの感染対策の徹底
標準予防策の徹底
職員、利用者共にマスク着用の徹底
環境対策や換気等の徹底
個人防護具使用の徹底
経路別予防策の理解と徹底

組織としての危機管理体制の構築
新型コロナウイルスに対する組織の方針
の明確化

誰が、いつ、何を、どのように行うかを決
めておく（マニュアル）

対策の漏れがないかを確認する



アウトブレイク抑止のために何をするか

• 組織的準備

• 教育
平常時

• 早期発見と対策の徹底

• 迅速な報告と情報共有
感染症発生時

• 感染対策の評価

• 課題の明確化
終息後



以下追加資料

ゾーニングの考え方、実際例が分かりやすく
まとめられていました。
以下の資料では「清潔区域・汚染区域」の二つの分類で整理し
ています。

横浜市健康福祉局健康安全課・高齢施設課作成：

「高齢者施設内で新型コロナウイルス感染症の感染者・濃厚接触者・
疑い患者が発生した際のゾーニングの考え方」より一部抜粋
















