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4 感染の疑いがある場合などの対応

・ 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）があった方

・ 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方

・ 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方

・ 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方

※「患者（確定例）」とは、新型コロナウイルス感染症の臨床的特徴を有し、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方を指します。

※マスクの種類については、不織布製やサージカルマスクが推奨されています。

布製・ウレタン製は予防効果が劣ることから、接触状況によっては、不織布製

マスク等よりも濃厚接触者になる可能性が高くなります。

具体的な範囲

（2）濃厚接触者とは

必要な感染予防策※をせずに手で触れること、または対面で互い

に手を伸ばしたら届く距離（１ｍ程度以内）で15分以上接触が

あった場合に濃厚接触者と考えられます。

新型コロナウイルス感染者から、ウイルスがうつる可能性がある

期間（発症2日前から入院等した日まで）に接触のあった方々につ

いて、保健所が調査（積極的疫学調査）を行い、個別に濃厚接触者

に該当するかどうか判断します。

濃厚接触者は、感染している可能性があることから、感染した

方と接 触した後 1 4日間は 、健 康 状 態に注 意を払い（ 健 康 観

察）、不要不急の外出は控えてください。
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出典　国立感染症研究所　感染症疫学センター「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（令和 3 年 1 月 8 日版）」

（https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/CDVID19-02-210108.pdf）

https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/COVID19-02-210108.pdf


4 感染の疑いがある場合などの対応

ＰＣＲ検査を受けるまで1

事業所の職員、利用者の方が、医療機関や保健所の指示による
PCR検査を受けることになった場合は、
下記の担当部署へ電話またはＥメールで報告をお願いします。

かかりつけ医等の

地域で身近な医療機関

にまずは電話で相談をします

（札幌市へ報告後）

速やかにＰＣＲ検査を

受けます

（3）基本的な対応
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感染の疑いがある場合などの対応

はじめに、「福祉施設・事業所の職員・利用者です」

とお伝えください。

札幌市介護保険課 札幌市障がい福祉課

介護事業所等 障害福祉サービス事業所等

相談する医療機関が

わからない場合は

「救急安心センターさっぽろ」

に連絡してください。

☎「♯7119」または

「011-272-7119」

障害福祉サービス事業所等は、所定の報告様式に
記載のうえEメールでご報告願います

個人・法人が独自に調達した検査キットなどで任意に行ったPCR検査や

入院入所前に受けるPCR検査については、ご報告いただかなくても結構です。（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　）

011-211-2972

jigyo.shido@city.sapporo.jp

uneishidou@city.sapporo.jp

報告様式はこちら▼

http://www.city.sapporo. jp/

shogaifukushi/shingata_corona/

taisakugaido.html 

tel:011-211-2972
tel:#7119
tel:011-272-7119
mailto:jigyo.shido@city.sapporo.jp
mailto:uneishidou@city.sapporo.jp
http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/shingata_corona/taisakugaido.html
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4 感染の疑いがある場合などの対応

検査結果が判明するまで2

検査結果が判明してから3

入所施設・居住系サービス

通所・短期入所・訪問系
サービス等

● 当該利用者については、自宅

待機を行い、保健所の指示に

従います。

● 短期入所利用者においては、

必要に応じ、入所施設・居住

系サービスと同様の対応を

行います。

● 訪問サービスを提供する場

合は、感染防止策を徹底しま

す。

● 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

対応を行います。

● 当該利用者については、原則

として個室に移動します。

● 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

を行います。

● 感染防止策を徹底したうえで

当該利用者へのケアを実施

します。

陽性の場合 陰性の場合

検査結果の判明後に症状が出る

場合があるため、感染防止策を

徹底したうえで当該利用者への

ケアを実施します。

原則、医療機関への入院又はホテル

での宿泊療養となり、必要に応じて

保健所が手配する車両で

搬送されます。
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4 感染の疑いがある場合などの対応

入所施設・居住系サービスにおける対応

（4）感染の疑いのある人や濃厚接触者への

具体的な対応

疑われる症状のある利用者には、

呼吸状態により着用が難しい場合

を除き、原則としてマスク着用をして

もらいます。

サービス提供に当たっての留意事項1

当該利用者へのケアに当たっては、部屋の換気を１～２時間ごとに５～

10分間行います。また、共有スペースや他の部屋についても窓を開け、換

気を実施します。なお、換気の際は、他のスペースに空気が流れないよう

に個室の部屋のドアは閉めておき、屋外への風の流れがあるときを選ん

で換気します。

職員は使い捨て手袋とサージカルマスクを着用します。咳込みなどがあり、

飛沫感染のリスクが高い状況では、必要に応じてゴーグルやフェイス

シールド、使い捨て袖付きエプロン、ガウン等を着用します。
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感染の疑いがある場合などの対応

4 感染の疑いがある場合などの対応

食事の介助2

排泄の介助等3

使用するトイレの空間は分けます。専用化できないときは簡易トイレを

活用します。

おむつ交換の際は、排泄物に直接触れない場合であっても、手袋に加え、

サージカルマスク、使い捨て袖付きエプロンを着用します。

使用済みおむつ等の廃棄物の処理に当たっては感染防止対策を講じます。

※ポータブルトイレを利用する場合の介助も同様とします。

（使用後ポータブルトイレは洗浄し、次亜塩素酸ナトリウム液等で処理を行います。）

食事介助は、原則として個室で行うものとします。

食事前に利用者に対し、液体石けんと流水による手洗い等を実施し

ます。

食器は使い捨て容器を使用するか、または、濃厚接触が疑われる利用

者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。

入所施設・居住系サービスにおける対応
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4 感染の疑いがある場合などの対応

介助が必要な場合は、原則として清拭で対応します。清拭で使用し

たタオル等は熱水洗濯機（80℃10分間）で洗浄後、乾燥を行うか、ま

たは、次亜塩素酸ナトリウム液浸漬後、洗濯、乾燥を行います。

個人専用の浴室で介助なく入浴ができる場合は、入浴を行っても結構です。

その際も、必要な清掃等を行います。

清潔・入浴の介助等4

リネン・衣類の洗濯、その他5

当該利用者のリネンや衣類については、その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、洗濯、乾燥を行います。

当該利用者が鼻をかんだティッシュ等のごみの処理は、ビニール袋に

入れるなどの感染防止対策を講じます。

入所施設・居住系サービスにおける対応
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4 感染の疑いがある場合などの対応

発熱の症状があった場合のみでも、感染の疑いがあるとして

対応し、解熱後2日間経過するまで居室での隔離対応（ガウ

ンの着脱、居室出入口でのゾーニング、対応職員の固定）を行

うことにしました。

※尿路感染等の他疾病であることが判明し、医師から解除指示があった場合は

　医師の指示に沿って対応しています。

市内の施設・事業所で実践中の取り組み

～感染疑いのある場合などの入所施設の対応～
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4 感染の疑いがある場合などの対応

サービス提供に当たっての留意事項1

訪問系サービス等における対応

訪問介護事業所等は感染が疑われる方を把握した場合、主治医や

地域で身近な医療機関、受診・相談センター等に相談するとともに、

担当の居宅介護支援事業所等に報告を行います。

居宅介護支援事業所等は、保健所と相談し、訪問介護等の必要性を

再度検討します。

訪問介護事業所等がサービスを提供することになる場合には、感染

防止策を徹底しましょう。具体的には、サービス提供前後における手

洗いやうがい、マスクの着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、

咳エチケットの徹底を行うと同時に、事業所内でもマスクを着用する

等、感染機会を減らすための工夫を行うこととします。

訪問時には、換気を徹底します。

濃厚接触が疑われる方のケアに当たっては、職員は使い捨て手袋と

サージカルマスクを着用します。咳込みなどがあり、飛沫感染のリ

スクが高い状況では、必要に応じてゴーグルやフェイスシールド、

使い捨て袖付きエプロン、ガウン等を着用しましょう。
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4 感染の疑いがある場合などの対応

食事の介助等2

排泄の介助等3

おむつ交換の際は、排泄物に直接触れない場合であっても、

手袋に加え、サージカルマスク、

使い捨て袖付きエプロンを着用します。

食事前に利用者に対し、液体石けんと流水による手洗い等を実施します。

食事は使い捨て容器を使用するか、自動食器洗浄器の使用、または、

洗剤での洗浄を行います。

食事の準備等を短時間で実施できるよう工夫を行います。

訪問系サービス等における対応
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4 感染の疑いがある場合などの対応

訪問系サービス等における対応

環境整備5

部屋の清掃を行う場合は、手袋を着用し、消毒用エタノールで清

拭します。または、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃し、乾

燥させます。なお、次亜塩素酸を含む消毒薬の噴霧については、吸

引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないでく

ださい。トイレのドアノブや取っ手等は、消毒用エタノールで清拭し、消

毒を行います。

介助が必要な方（訪問入浴介護を利用する方を含む）については、

原則清拭で対応します。清拭で使用したタオル等は、熱水洗濯機

（80℃10分間）で洗浄後、乾燥を行うか、または、次亜塩素酸ナトリ

ウム液浸漬後、洗濯、乾燥を行います。

清潔・入浴の介助等4
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4 感染の疑いがある場合などの対応

濃厚接触者に対応する事業所には、札幌市から次ページの支援を行い

ます。

支援を希望する事業所は、以下の担当部局に連絡願います。

札幌市介護保険課 札幌市障がい福祉課

介護事業所等 障害福祉サービス事業所等

（5）札幌市の支援メニュー
～かかり増し経費の支援～

011-211-2972

jigyo.shido@city.sapporo.jp

011-211-2938

uneishidou@city.sapporo.jp

tel:011-211-2972
mailto:uneishidou@city.sapporo.jp
tel:011-211-2938
mailto:jigyo.shido@city.sapporo.jp
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4 感染の疑いがある場合などの対応

防護具購入経費の助成1

必要な人件費の助成2

消毒経費の助成3

※緊急を要する場合は、札幌市から現物を支給します。

マスク、手袋、ゴーグル、ガウン等の

購入に係る経費を助成します。

濃厚接触者のケアに要した

人件費の増加分を助成します。

（増員した職員の人件費、感染リスクを考慮した割増手当など）

事業所内を消毒した経費を助成します。

濃厚接触者に対応する場合の支援内容
～かかり増し経費の支援～
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4 感染の疑いがある場合などの対応

（6）防護具の取り扱い

1.手首が露出しないように

手袋を装着します

1.手袋の表面をつまんで

引き抜きます

2.汚染されていない指を

手袋の中に入れて脱ぎます

最低限、首から上に触れないように

注意してください。

外したら手指消毒！

2.そして、ガウンの袖口を手袋で覆います

着用のポイント！

脱ぎ方のポイント！
順番を守ること、

汚染されている面に触れないことが大切です

動画でもチェック！

01 まずは手袋から

札幌市広報部公式動画チャンネルに

掲載しています。

「介護・障害　防護具」と検索

してください。

https://www.youtube.com/watch?v=cU5uCj 
lojZQ

https://www.youtube.com/watch?v=cU5uCj
https://www.youtube.com/watch?v=cU5uCjlojZQ
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4 感染の疑いがある場合などの対応

表面に触らず、後ろのゴム部分を

持って外します

外したら手指消毒！

外したら手指消毒！

02 次にフェイスシールド

03 次にガウン

04 次にマスクとキャップ

首の後ろのひもから外します

マスク➡キャップの順に外します

最後に手指消毒を忘れずに！

丸めながら外します
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4 感染の疑いがある場合などの対応

着脱手
順書P

DF

厚生労働省動画

「介護老人福祉施設（特養）のためのそうだったのか！感染対策②
（施設の中でウイルスを広めないために1）」

1.個人防護具着脱のポイント

1. ガウンタイプ　フルPPE着衣手順

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
iryo/kansen/shingatainflu/cyakudatsu.files/2-1.pdf

4. ワンピースタイプ　フルPPE脱衣手順

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
iryo/kansen/shingatainflu/cyakudatsu.files/2-4.pdf

2. ガウンタイプ　フルPPE脱衣手順

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
iryo/kansen/shingatainflu/cyakudatsu.files/2-2.pdf

5. 介助者用PPE着衣手順

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
iryo/kansen/shingatainflu/cyakudatsu.files/2-5.pdf

3. ワンピースタイプ　フルPPE着衣手順

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
iryo/kansen/shingatainflu/cyakudatsu.files/2-3.pdf

6. 介助者用PPE脱衣手順

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp
/iryo/kansen/shingatainflu/cyakudatsu.files/2-6.pdf

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
iryo/kansen/shingatainflu/cyakudatsu.files/1-3.pdf

東京都ホームページ「個人防護具の着脱手順及び動画について」

防護具の着脱手順
参考1

ゴミ袋エプロン・フェイスシールドの作り方
参考2

基礎知識編

着脱手順編

5分47
秒〜6

分20秒
の

ところ
で紹介

してい
ます

※動画は東京都公式動画チャンネルに掲載しています。

　下記のURLをクリックし、「個人防護具」と検索してください。

https://tokyodouga.jp/ 個人防護具

東京都　個人防護具 検 索

特養　そうだったのか　ウイルスを広めないために1 検 索

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/shingatainflu/cyakudatsu.files/2-6.pdf
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/shingatainflu/cyakudatsu.files/1-3.pdf
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/shingatainflu/cyakudatsu.files/2-4.pdf
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/shingatainflu/cyakudatsu.files/2-5.pdf
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/shingatainflu/cyakudatsu.files/2-1.pdf
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/shingatainflu/cyakudatsu.files/2-2.pdf
https://tokyodouga.jp/
https://tokyodouga.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=fGEvr7L-6_w
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/shingatainflu/cyakudatsu.files/2-3.pdf
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（1）札幌市への報告

5 感染者が発生した場合の対応

事業所の職員、利用者の方の陽性が判明した場合は、速やかに

下記の担当部署へ電話またはＥメールで報告をお願いします。

（2）濃厚接触者の確認

感染者の勤務状況・利用状況等について、

出勤簿やサービス提供記録などで確認のうえ、

保健所による濃厚接触者の調査にご協力願います。

介護事業所等

札幌市障がい福祉課

障害福祉サービス事業所等

uneishidou@city.sapporo.jp

http://www.city.sapporo.jp/

shogaifukushi/shingata_corona/

taisakugaido.html 

札幌市介護保険課

介護事業所等

障害福祉サービス事業所等は、所定の報告様式に
記載のうえEメールでご報告願います

011-211-2972

jigyo.shido@city.sapporo.jp

http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/shingata_corona/taisakugaido.html
mailto:jigyo.shido@city.sapporo.jp
mailto:uneishidou@city.sapporo.jp
tel:011-211-2972
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感染者が発生した場合の対応

5 感染者が発生した場合の対応

（3）施設内の消毒

　新型コロナウイルス感染が疑われる方が利用した

スペースについては、消毒・清掃を実施します。具体的

には、手袋を着用し、消毒用エタノールで清拭します。

または、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃

し、乾燥させます。

　なお、次亜塩素酸を含む消毒薬の噴霧については、

吸引すると有害であり、効果が不確実であることから

行わないでください。トイレのドアノブや取っ手など

は、消毒用エタノールで清拭します。

ドアノブ

エレベーター階段の手すりなど

トイレのふた
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感染者が発生した場合の対応

5 感染者が発生した場合の対応

施設の消毒を業者に委託する場合

011-763-7622

※上記の企業は、北海道ペストコントロール協会の会員企業です。

【市内の対応可能な業者の一例です。】

● 北海美掃（株）
北区新川4条5丁目5-4

（土・日・祝は休業）

011-721-5005

● （株）札幌サニター
東区中沼西3条2丁目1-15

（日・祝は休業）

011-854-5148

● （株）にっかん
豊平区月寒東2条18丁目12-3

（日・祝及び第2・第4土曜日は休業）

011-888-0122

● 日本衛生（株）
清田区平岡1条1丁目1-40

（日・祝及び第2・第4土曜日は休業）

011-671-0181

● （株）北海道防疫サービス
西区発寒9条10丁目1-7

（日・祝は休業）

tel:011-671-0181
tel:011-888-0122
tel:011-854-5148
tel:011-721-5005
tel:011-763-7622
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5 感染者が発生した場合の対応

（4）休業等の検討

感染者の勤務状況・利用状況をはじめ、濃厚接触者の状況などを踏まえ、

休業等を検討していただきます。

（5）入所施設におけるゾーニング

ゾーニングとは？ 　清潔な区域（清潔区域）とウイルスによって汚染されて

いる区域（汚染区域）を区分けすることをゾーニングとい

い、感染拡大防止のために重要です。

　患者は汚染区域でのみ生活し、職員は極力清潔区域

内で活動し、汚染区域に入る際は、必要な個人防護具を

着用します。

通所サービス事業所

ＰＣＲ検査の結果が
陽性であることが確認

保健所が施設長と相談の上、

施設内での療養を検討します。

診察した医療機関、受診・相談センター等
から、入院を要する症状でないと判断さ
れ、障害特性などから施設内での療養も考
えられる旨の連絡
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感染者が発生した場合の対応

5 感染者が発生した場合の対応

ゾーニングの際に守らないといけないこと

感染している利用者、濃厚接触者及びその他の利用者の食事場所や生活空間、トイレ等を

分けてください。

感染している利用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てください。

居室から出入りの際に、感染している利用者と感染していない利用者が接することがない

ようにしてください。

職員が滞在する場所と感染している利用者の滞在する場所が分かれるようにするととも

に、入口などの動線も分かれるようにしてください。

集団感染に発展したら

ゾーニングで職員の動線を整理します。

この中間ゾーンで、
汚染ゾーンに入る準備、
清潔ゾーンに出る準備を
行います。

清潔ゾーン

・非感染者
・外来者

隔壁で区切って空気の流れを遮断します。
隔壁作成用に厚手のビニールシートを準備しておきましょう。

・防護具を着脱
・手指衛生

中間ゾーン

・感染者
・濃厚接触者

汚染ゾーン

防護具、
感染性廃棄物容器、
アルコール手指消毒剤を
設置

標準予防策で対応
マスクのみ着用で良い

N95マスク、ゴーグル、
ガウン、キャップ、手袋で
防護して入室

遮
断
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感染者が発生した場合の対応

5 感染者が発生した場合の対応

軽症者等が入所する宿泊療養施設に
おけるゾーニングの事例

〈 参考〉

防護具
脱衣

防護具
着衣

外階段
ゴミ／使用済み
リネン等保管場所

宿泊
軽症者等

宿泊
軽症者等

宿泊
軽症者等

宿泊
軽症者等

宿泊
軽症者等

宿泊
軽症者等

宿泊
軽症者等

※個人防護具を脱衣した人と防護具を着衣している人又は
　宿泊軽症者が交わらないような動線とします。

宿泊
軽症者等

宿泊
軽症者等

宿泊
軽症者等

汚染区域に入る前に「防護具着衣室」で個人防護具の着衣を行います。

汚染区域を出る際は「防護具脱衣室」で個人防護具の脱衣を行います。脱いだ防護具は

室内に設置した廃棄物容器に入れます（容器の外にあふれないように注意）。

あくまで宿泊療養施設のイメージ図であり、介護・障害施

設で対応する場合は、配置等が異なります。

清潔ゾーン

汚染ゾーン中間ゾーン

ゾーニングのイメージ図

出典　厚生労働省　新型コロナウイルス感染症対策推進本部資料を加工して作成

（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622781.pdf）

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622781.pdf
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感染者が発生した場合の対応

5 感染者が発生した場合の対応

（6）札幌市の支援メニュー

札幌市介護保険課 札幌市障がい福祉課

介護事業所等 障害福祉サービス事業所等

感染者が発生した事業所には、札幌市から各種支援を行います。

支援メニューは、45ページと同様です。

支援を希望する事業所は、以下の担当部局に連絡願います。

～かかり増し経費の支援～

011-211-2972

jigyo.shido@city.sapporo.jp

011-211-2938

uneishidou@city.sapporo.jp

mailto:jigyo.shido@city.sapporo.jp
tel:011-211-2938
tel:011-211-2972
mailto:uneishidou@city.sapporo.jp
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感染者が発生した場合の対応

5 感染者が発生した場合の対応

（7）事業所等における教訓事例

　微熱があった職員が、翌日に熱が下がったため、利用者宅を訪問しサービス

を提供しました。しかし、職員はその直後に再度発熱し、結果的に、職員と利用者

の陽性が判明しました。発熱のあった翌日には、「勤務しない」「勤務させない」こ

とが重要です。

　事業所の職員が、大人数での会食・遊興や、夜の接待を伴う飲食店での掛

け持ち勤務などで、マスク着用や人との距離の徹底を守れなかったために感染

する事例が続いています。事業所では、利用者の命を預かっているということを

強く認識し、日常生活全般において感染対策を徹底することが大切です。

職員の発熱

　入所施設と通所施設が併設された事業所では、従事する職員

を分けていなかったため、感染が広がりました。入所施設にウイルス

を持ち込ませないためには、可能な限り、従事する職員を分けると

ともに、職員の動線も分けることが重要です。

入所・通所の併設事業所

入所施設 通所施設
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感染者が発生した場合の対応

5 感染者が発生した場合の対応

事業所等における教訓事例

　通所施設で感染が確認された事例では、職員はマスクを着用していたが、利用

者はマスクをしていませんでした。マスクをつけたがらない利用者がいたとしても、

事業所としての方針をきちんと伝え、利用者の理解を得ていく努力が必要です。

　利用者の家族が感染し濃厚接触者となっていたにも関わらず、利用者はこの

事実を事業所に報告せずに通所を続けていました。事業所内の感染予防のた

め、利用者への周知を徹底するとともに、利用者一人一人の健康観察を行って

いくことが大切です。

利用者への周知徹底

　入所施設において感染対策のマニュアルが整備されておらず、職員によっ

て感染予防の対応が異なっていました。施設としての方針を明確にするた

め、感染対策のマニュアルが必要です。

組織的な対応
感染対

策

マニュア
ル
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感染者が発生した場合の対応

5 感染者が発生した場合の対応

　利用者のちょっとした異変を職員間で共有するためのコミュニケーションが

なかったために事業所内の感染が広がりました。職員間のコミュニケーション

は、安全管理の基本であることを認識し、風通しの良い職場づくりを一人一人

が考えていくことが大切です。

職員間のコミュニケーション

　医療機関でも多数の院内感染が発生しており、リハビリルーム、休憩室、食

堂、ロッカーから感染が広がったとみられる事例もあります。感染者が発生し

た場合、リネン等クリーニング業者、清掃業者等が撤退する場合があり、事前

に委託業者とよく話し合っておくことや、委託が中断した場合の対応を検討し

ておくことが大切です。

その他

感染対策のマニュアルは作っただけでは不十分です。マニュ

アルどおりに対応できているか、職員の皆さんできちんと

チェックしていくことがポイントです！

事業所等における教訓事例

ワンポイント

アドバイス!
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6
感染の疑いのある人や濃厚接触者への

具体的な対応 -チェックリスト-

（1）入所施設・居住系サービス

当該利用者へのケアに当たっては、部屋の換気を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。

なお、換気の際は、他のスペースに空気が流れないように個室の部屋のドアは閉めておき、屋外への

風の流れがあるときを選んで換気する。

職員は使い捨て手袋とサージカルマスクを着用する。咳込みなどがあり、飛沫感染のリスクが高い状況

では、必要に応じてゴーグルやフェイスシールド、使い捨て袖付きエプロン、ガウン等を着用する。

食事介助は、原則として個室で行うものとする。

食事前に利用者に対し、液体石けんと流水による手洗い等を実施する。

食器は使い捨て容器を使用するか、または、濃厚接触が疑われる利用者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する。

まな板、ふきんは、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、洗浄する。

使用するトイレの空間は分ける。専用化できないときは簡易トイレを活用する。

おむつ交換の際は、排泄物に直接触れない場合であっても、手袋に加え、サージカルマスク、

使い捨て袖付きエプロンを着用する。

使用済みおむつ等の廃棄物の処理に当たっては感染防止対策を講じる。

介助が必要な場合は、原則として清拭で対応する。清拭で使用したタオル等は熱水洗濯機（80℃10

分間）で洗浄後、乾燥を行うか、または、次亜塩素酸ナトリウム液浸漬後、洗濯、乾燥を行う。

個人専用の浴室で介助なく入浴ができる場合は、入浴を行ってもよい。その際も、必要な清掃等を行う。

当該利用者のリネンや衣類については、その他の利用者と必ずしも分ける必要はないが、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、洗濯、乾燥を行う。

当該利用者が鼻をかんだティッシュ等のごみの処理は、ビニール袋に入れるなどの感染防止対策を

講じる。

感染の疑いのある人や濃厚接触者への具体的な対応 -チェックリスト-

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
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感染の疑いのある人や濃厚接触者への具体的な対応 -チェックリスト-

正しく対応できているか
チェックリストを通して
確認してください！

（2）訪問系サービス等

通所サービスの利用者は自宅待機となるため、サービス提供は基本的には行いません。

訪問介護事業所等は感染が疑われる者を把握した場合、主治医や地域で身近な医療機関、受診・相

談センター等に相談するとともに、担当の居宅介護支援事業所等に報告を行う。

居宅介護支援事業所等は、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関と相談し、訪問介護等の必要性

を再度検討すること。

訪問介護事業所等がサービスを提供することになる場合には、感染防止策を徹底すること。具体的に

は、サービス提供前後における手洗いやうがい、マスクの着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着

用、咳エチケットの徹底を行うと同時に、事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための

工夫を行うこと。

訪問時には、換気を徹底する。

濃厚接触が疑われる者のケアに当たっては、職員は使い捨て手袋とサージカルマスクを着用すること。

咳込みなどがあり、飛沫感染のリスクが高い状況では、必要に応じてゴーグルやフェイスシールド、

使い捨て袖付きエプロン、ガウン等を着用する。

食事前に利用者に対し、液体石けんと流水による手洗い等を実施する。

食事は使い捨て容器を使用するか、自動食器洗浄器の使用、または、洗剤での洗浄を行う。

食事の準備等を短時間で実施できるよう工夫を行う。

おむつ交換の際は、排泄物に直接触れない場合であっても、手袋に加え、サージカルマスク、使い捨て

袖付きエプロンを着用する。

介助が必要な者（訪問入浴介護を利用する者を含む）については、原則清拭で対応する。清拭で使用

したタオル等は熱水洗濯機（80℃10分間）で洗浄後、乾燥を行うか、または、次亜塩素酸ナトリウム

液浸漬後、洗濯、乾燥を行う。

部屋の清掃を行う場合は、手袋を着用し、消毒用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウ

ム液で清拭後、湿式清掃し、乾燥させる。なお、次亜塩素酸を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると

有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。トイレのドアノブや取っ手等は、消毒用エタ

ノールで清拭し、消毒を行う。

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
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7
（1）「新しい生活様式」の実践例

参考資料

参考資料

（１）一人ひとりの基本的感染対策

移動に関する感染対策

□感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。
□発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモにする。接触確認アプリの活用も。
□地域の感染状況に注意する。

感染防止の３つの基本：①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い

□人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。
□会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
□外出時や屋内でも会話をするとき、人との間隔が十分とれない場合は、症状がなくてもマスクを
着用する。ただし、夏場は、熱中症に十分注意する。

□家に帰ったらまず手や顔を洗う。
人混みの多い場所に行った後は、できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。

□手洗いは 秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬の使用も可）。

※ 高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。

（２）日常生活を営む上での基本的生活様式

□まめに手洗い・手指消毒 □咳エチケットの徹底
□こまめに換気（エアコン併用で室温を ℃以下に） □身体的距離の確保
□「３密」の回避（密集、密接、密閉）
□一人ひとりの健康状態に応じた運動や食事、禁煙等、適切な生活習慣の理解・実行
□毎朝の体温測定、健康チェック。発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養

娯楽、スポーツ等

□公園はすいた時間、場所を選ぶ
□筋トレやヨガは、十分に人との間隔を
もしくは自宅で動画を活用

□ジョギングは少人数で
□すれ違うときは距離をとるマナー
□予約制を利用してゆったりと
□狭い部屋での長居は無用
□歌や応援は、十分な距離かオンライン

食事

□持ち帰りや出前、デリバリーも
□屋外空間で気持ちよく
□大皿は避けて、料理は個々に
□対面ではなく横並びで座ろう
□料理に集中、おしゃべりは控えめに
□お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて

買い物

□通販も利用
□１人または少人数ですいた時間に
□電子決済の利用
□計画をたてて素早く済ます
□サンプルなど展示品への接触は控えめに
□レジに並ぶときは、前後にスペース

公共交通機関の利用

□会話は控えめに
□混んでいる時間帯は避けて
□徒歩や自転車利用も併用する

（３）日常生活の各場面別の生活様式

イベント等への参加

□接触確認アプリの活用を
□発熱や風邪の症状がある場合は参加しない

□テレワークやローテーション勤務 □時差通勤でゆったりと □オフィスはひろびろと

□会議はオンライン □対面での打合せは換気とマスク

（４）働き方の新しいスタイル

※ 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインは、関係団体が別途作成

出典　厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染予防のために」

（https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#h2_1）
出典　厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染予防のために」

（https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#h2_1）

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#h2_1
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（2）「新北海道スタイル」

参考資料

「新北海道スタイル」安心宣言

1.スタッフのマスク着用や小まめな手洗いに取り組みましょう。

2.スタッフの健康管理を徹底しましょう。

3.施設内の定期的な換気を行いましょう。

4.設備、器具などの定期的な消毒・洗浄を行いましょう。

5.人と人との接触機会を減らすことに取り組みましょう。
・一定の距離（2m程度）の確保
・間仕切りなどの活用や人数制限、空席の確保

6.お客様にも咳エチケットや手洗いを呼びかけましょう。

7.お店の取組をお客様に積極的にお知らせしましょう。

1.北海道コロナ通知システムを導入し、QRコードを掲示しましょう。

1.スタッフのマスク着用や小まめな手洗いに取り組みましょう。

2.スタッフの健康管理を徹底しましょう。

3.施設内の定期的な換気を行いましょう。

4.設備、器具などの定期的な消毒・洗浄を行いましょう。

5.人と人との接触機会を減らすことに取り組みましょう。
・一定の距離（2m程度）の確保
・間仕切りなどの活用や人数制限、空席の確保

6.お客様にも咳エチケットや手洗いを呼びかけましょう。

7.お店の取組をお客様に積極的にお知らせしましょう。

1.北海道コロナ通知システムを導入し、QRコードを掲示しましょう。

皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします

～事業者の皆さまに取り組んでいただきたい7つのポイントプラス1～

事業者の皆さまに取り組んでいただきたい

プラス17つのポイント

プラス

（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/
kz/kks/newhokkaidostyle.htm）

北海道ホームページ「新北海道スタイルについて」を加工して作成

（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/
kz/kks/newhokkaidostyle.htm）

北海道ホームページ「新北海道スタイルについて」を加工して作成

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/newhokkaidostyle.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/newhokkaidostyle.htm


マニュアル作成のために参考とした資料

【厚生労働省通知】

【厚生労働省ホームページ】

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶
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巻末

「社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスに限る。）における感染拡大防止のための留意点に
ついて」（令和2年2月24日）

「社会福祉施設等（入所施設・居住系サービスを除く。）における感染拡大防止のための留意点に
ついて」（令和2年2月24日）

「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」（令和2年3月6日）

「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）」（令和2年4月7日）

「介護老人保健施設等における感染拡大防止のための留意点について」（令和2年5月4日）

「障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症発生時の具体的な対応について」（令和2
年5月4日）

「『障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症発生時の具体的な対応について』に関す
るＱ＆Ａ（障害児入所施設関係/グループホーム関係）について」（令和2年5月28日）

「社会福祉施設等における事業継続計画（BCP）の策定について」（令和2年6月15日）

「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）」
（令和2年10月15日）

「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について」（令和2年12月14日）

「障害福祉サービス事業所等における業務継続ガイドライン等について」（令和2年12月28日）

「新型コロナウイルス感染予防のために」

「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版（2019年3月）」

「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」

「新型コロナウイルス感染症 COVID-19 診療の手引き 第4.1版」

「宿泊療養における感染対策（新型コロナウイルス感染症対策推進本部）」

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#h2_1

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index_00003.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108629.html

https://www.mhlw.go.jp/content/000712473.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622781.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#h2_1
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622781.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108629.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index_00003.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000712473.pdf


巻末
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【 厚生労働省ホームページ 】

【 岡山県ホームページ 】
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「訪問介護職員のためのそうだったのか！感染対策！①

　（あなたが利用者宅にウイルスをもちこまないために）」

https://www.youtube.com/watch?v=OQp6VRyoYL4&list=PLMG33RKISnWj_

HIGPFEBEiyWloHZGHxCc&index=2&t=0s

「訪問介護職員のためのそうだったのか！感染対策！②

　（利用者とあなたの間でウイルスのやりとりをしないために）」
https://www.youtube.com/watch?v=RZN_aN6dcs4&list=PLMG33RKISnWj_HIGPFEBEiyWloHZGHxCc&index=2

「訪問介護職員のためのそうだったのか！感染対策！③

　（あなたがウイルスをもちださないために）」
https://www.youtube.com/watch?v=6PKNJjJ7hQc&list=PLMG33RKISnWj_HIGPFEBEiyWloHZGHxCc&index=3

「介護老人福祉施設（特養）のためのそうだったのか！感染対策①

　（外からウイルスをもちこまないために）」
https://www.youtube.com/watch?v=iobl4wSAxnA

「介護老人福祉施設（特養）のためのそうだったのか！感染対策②

　（施設の中でウイルスを広めないために１）」
https://www.youtube.com/watch?v=fGEvr7L-6_w

「介護老人福祉施設（特養）のためのそうだったのか！感染対策②

　（施設の中でウイルスを広めないために２）」
https://www.youtube.com/watch?v=kxSRp7UzAWs

「高齢者の皆さまへ～新型コロナウイルス感染症を予防して元気に過ごすために～」

https://www.pref.okayama.jp/page/659778.html

【 公益社団法人 地域医療振興協会 

ヘルスプロモーション研究センター ホームページ 】
https://healthprom.jadecom.or.jp/documents/#actv_01-02-01

【 内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策ホームページ 】
https://corona.go.jp/proposal/

https://www.youtube.com/watch?v=kxSRp7UzAWs
https://www.youtube.com/watch?v=OQp6VRyoYL4&list=PLMG33RKISnWj_HIGPFEBEiyWloHZGHxCc&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=6PKNJjJ7hQc&list=PLMG33RKISnWj_HIGPFEBEiyWloHZGHxCc&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=fGEvr7L-6_w
https://www.youtube.com/watch?v=iobl4wSAxnA
https://www.pref.okayama.jp/page/659778.html
https://www.youtube.com/watch?v=OQp6VRyoYL4&list=PLMG33RKISnWj_
https://healthprom.jadecom.or.jp/documents/#actv_01-02-01
https://www.youtube.com/watch?v=RZN_aN6dcs4&list=PLMG33RKISnWj_HIGPFEBEiyWloHZGHxCc&index=2
https://corona.go.jp/proposal/
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【 長崎大学病院ホームページ】
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「福祉・介護施設における新型コロナウイルス感染症の対策」
http://www.mh.nagasaki-u.ac.jp/kouhou/topics/2020/3/3/200303COVID-19.pdf

【 ＮＨＫホームページ】

「特設サイト新型コロナウイルス」
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/knowledge/

【 国立感染症研究所 感染症疫学センター ホームページ】

「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（令和3年1月8日版）」

https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/COVID19-02-210108.pdf

【 東京都ホームページ】

「個人防護具の着脱手順及び動画について」

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/iryo/kansen/shingatainflu/cyakudatsu.html

【 北海道ホームページ】

「新北海道スタイルについて」
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/newhokkaidostyle.htm

【 札幌市動画】

「介護・障害事業所等における新型コロナウイルス感染症対策（管理者向け）」
https://www.youtube.com/watch?v=dGH0a9VS34o

「介護・障害事業所等における新型コロナウイルス感染症対策（サービス提供者向け）」
https://www.youtube.com/watch?v=vCiUum9i_uY

「介護・障害事業所等における新型コロナウイルス感染症対策（防護具の着脱）」
https://www.youtube.com/watch?v=cU5uCjlojZQ

【 公益社団法人 日本産業衛生学会 ホームページ】

「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

（一般社団法人 日本渡航医学会 / 公益社団法人 日本産業衛生学会）」

https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide1215koukai.pdf

https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/COVID19-02-210108.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dGH0a9VS34o
http://www.mh.nagasaki-u.ac.jp/kouhou/topics/2020/3/3/200303COVID-19.pdf
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/newhokkaidostyle.htm
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/knowledge/
https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide1215koukai.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cU5uCjlojZQ
https://www.youtube.com/watch?v=vCiUum9i_uY
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/iryo/kansen/shingatainflu/cyakudatsu.html
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― 介護サービス・障害福祉サービス共通 ―

令和２年   ８月　第 1 版

令和２年 11月　第２版

令和 3 年   3月　第３版

介 護 保 険 課

障がい福祉課

札幌市保健福祉局（札幌市中央区北1条西2丁目）

tel:011-211-2972
tel:011-211-2936

