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2020年 6月 12日 

日本 GH協感染症対策特別委員会 

 

住宅型有料老人ホームにおける新型コロナウイルス感染者発生への対応事例 

 

感染者 T様 

性別 女性 

年齢  88歳 

     介護度 3 

 

5月 25日（月） 

午前   T様、体に力はいらず、発語減少。 

午後   訪問医に連絡、指示を受ける。 

17：30 状態から脳梗塞が疑われたため S総合病院に救急搬送。付添いは看護師。37.4℃ 

病院到着後、看護師は家族と交代。オペ前に PCR検査実施 

 

5月 26日（火） 

0:00   PCR検査（＋）判定。＋判定でもオペ可能な Y総合病院に転院。 

1:00   施設から部長及び法人役員に報告。施設職員全員に連絡。 

6:00   部長が施設に入りマニュアルに沿って対応にあたる。 

     定員 30名、入居者 29名（うち 1名入院中、1名当該対象者）で実員 27名。 

     20名は居室対応。7名はデイルーム対応。ご入居者にもマスク着用を依頼。 

     職員は防護服対応。室内換気と体温測定の指示。 

      1階、2階でのゾーニング確認。職員の行き来も制限。 

7:00   担当役員から備品担当者にコロナ対策衛生用品の納付指示。 

8:00   朝食のみ普段の食器対応。次亜塩素酸消毒の確認。その後紙皿、紙コップ対応とする。 

9:00   所管 Y市保健所に電話連絡。病院からの連絡無いとのことで、今後の対応を折り返すと 

のこと。 

10:00  施設長が全ご入居者家族への電話連絡開始。 

      衛生用品到着。 

10:30    S病院所管の K 市保健所から感染者発生確認の電話連絡有。 

S総合病院は隣市であったため、K市から施設所在地の Y市に連絡するとのこと。 

         職員がサージカルマスク、防護服、フェイスシールドでの対応になる。 

     館内消毒開始。 

     法人内の行政交渉担当者が Y市本庁を訪問。担当課長に面会申し出る。 

11:55  K市保健所より電話連絡有。 

県として発表をするにあたり、「施設の入居者との記載を加えてよいか」の確認、また法 

人ホームページに出すかの確認。職員保護の観点からマニュアルに沿って断る。 

Y市高齢施設課に電話連絡。対応メールが届く（名簿作成） 

Y市介護事業指導課に電話連絡。対応メールが届く（名簿作成） 

12:00  Y 市保健所から電話連絡有。K 市から連絡受けたとのこと。また、「PCR 検査について

は、濃厚接触者であっても具体的な症状がないと検査はできない。受診付き添った看護師

についても、濃厚接触者であるが、出勤を見合わせるか、マスクをして距離を取るかして 
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ください」との話と、入居者様に対し、健康観察を行うことの指導を受ける。 

ご家族に連絡再開 

   ① 昨日入居者様でコロナの陽性が出たこと （今その方は入院中） 

   ② 本日朝一番で保健所に報告している 

   ③ 居室対応の方 20名。1階対応の 7名。 

   ④ PCR検査について現在の保健所対応についてお伝えする。 

    行政担当者が担当課長と面談。入居者様と職員の全員 PCR検査を依頼。決定は保健所が行

うので本庁に権限ないとの回答。 

13:00 本部役員から、PCR 検査について本庁に依頼をしているが、訪問医のクリニックにて保健

所からキットを預かり採取してもらえないか確認するようにとの指示有。同時に他の訪問

クリニックには同じ依頼を検討してもらっている旨の説明有。 

13:15 依頼していた他の訪問クリニックから、キットを預かり PCR検査を実施する、また保健所

との交渉も行う旨の回答有。施設に入っている訪問診療所の回答を待ってもらうよう回答。 

13;30  Y市内の協力病院から電話連絡有。 

「直近 1週間で当院を外来受診した入居者はいますか」の質問。いない旨回答。 

Y 市高齢施設課から電話連絡有。メール到着の確認と、テーブルの位置や密集度具合から

PCR検査が必要だ、と保健所に伝えたとのこと。 

Y市介護事業指導課から電話連絡有。「併設のデイサービスはいつまで閉鎖するか」の質問。  

現状では未定の回答。 

15:00   訪問診療クリニックの職員が施設に来所。明日の訪問診療はテレワークで行うため、ノー

トパソコンを持参。保健所からキットをもらったとしても検査を行うことはできないとの

こと。理由としては、医師として検査が必要だという判断ができない。ただし、Y市保健

所への働きかけは行うとのこと。 

    本部役員から他の訪問クリニックに依頼。保健所との交渉を開始してもらう。 

     同時に、S 総合病院で PCR 検査をしてもらえないか本部から問い合わせしてほしい旨依

頼する。 

16:00  Y市保健所から電話連絡有。「濃厚接触者であっても症状が出ていなければ PCR検査は行

わない。というスタンスは変えられないため今回検査はできません」の連絡有。 

16;40  訪問診療クリニックより連絡有。「施設の状況や職員さんの不安な状況など伝えた。反応と

してはケースバイケースで考えている、という言葉ももらったので、もしかしたらと思っ

ている」とのこと。 

16:50  他の訪問診療クリニックから Y 市保健所に交渉したが、「キットを預けることはできない

し PCR検査はやらない」との回答があった旨、本部役員に連絡があった。 

17:00  本部役員から「S 総合病院から入居者様全員と職員全員の PCR 検査ができることになっ

た。時間の詳細は未定だが、午前中を希望している。ついては、病院側の担当者と連絡を

取り合うように」との連絡有。 

    これに伴い作業開始。 

① ご入居者様、職員の名簿作成（氏名、ふりがな、生年月日、性別、住所、電話番号） 

② ご入居者様家族及び全職員に連絡する 

③ 本部に翌日の車両手配を依頼。 

本部担当職員から「明日、業者による施設消毒ができる」との連絡有。午前中に病院に行

くことを想定して、午前中実施を依頼する。 

（利用者居室、共用トイレ、浴室、デイルーム、有料食堂、玄関、エレベータ内、車両） 
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17:30  Y市保健所から電話連絡有。「本来濃厚接触者であっても症状が出ていなければ PCR検査

は行わないのだが、今回の場合、３月から面会制限も行っており、外部との接触が少ない

中での陽性者が出た。おそらく職員からだと思われるが、現在感染源が不明である。感染

源を調べるために職員に対し PCR 検査をする」との内容。さらに入居者様に対しても感

染源を調査するための PCR 検査を行うとのこと。回答を保留して法人本部に電話内容を

報告し指示を受ける。 

17:45  本部からの指示により「大変ありがたいお話ですが、色々な人を介して病院で検査を受け

ることができることになりましたので、今回は病院で行います。検査の結果、陽性者が出

た場合はご指導をお願いします」と Y市保健所に回答。 

18:00  病院からカルテ作成のため、できるだけ早く名簿がほしい旨の依頼があったため、提出用

のご入居者様、職員の名簿作成。時間は午前 10時に決定する。 

     PCR検査 ご入居者様 27名 職員 31名（外部ケアマネ 2名含む） の計 58名。 

 

5月 27日（水） 

8:30  本部から 10人乗りワゴン車と車いす対応ワゴン等の３台が来所。 

    その他利用の車両 4台と合わせて 7台の、運転席と座席の間にビニールシートを張る。 

9:00  業者により館内消毒作業が始まる。 

9:30  S総合病院へ出発。 

10:00  S 総合病院地下駐車場入り口脇の空きスペースで検査をおこなう。病院側からは感染症専

門看護師の資格を持つ副看護部長が対応下さる。全員車から降りての検査実施となる。 

11:30  全員終了。 

12:00   施設に帰る。業者による使用車両の消毒作業に入る。 

（施設長から） 

・看護師１名と厨房１名が休職・退職の意向を伝えてきたとのこと。ご家族に言われた。 

・感染されたご入居者を病院に送った看護師には休んで頂く。 

・今後の感染予防、対応の取り組みを話し合い掲示する。（配付しない） 

・今回の体験について職員アンケートを取りたいとの意向 

13:00  Y 総合病院から電話連絡有。入所中の対象者の ADL 状態を聞かれる。S 総合病院では検

査の結果は陽性だったが、Y総合病院でしたところ陰性だったとのこと。陽性→陰性なの 

で、再度陰性であるか検査している。（再度、陰性となる） 

14:25  Y市保健所及び Y市高齢施設課に PCR検査を受けたことの報告行う。 

17:35  S総合病院から電話連絡有。「入居者２７名全員陰性。職員はこれから取りかかる」とのこ

と。 

17:40  ご入居者様ご家族及び本部に結果を電話連絡。 

21:35  S総合病院から電話連絡有。「職員全員陰性であった」とのこと。 

21:40  全職員及び本部に結果を電話連絡。 

    全員陰性ではあったが、今週一杯は防護服、フェイスシールド、紙皿等の対応を続けるこ 

ととした。 

 

5月 28日（木） 

朝から午後にかけて Y市保健所及び Y市高齢施設課から、職員の現状などについての問合わせ有。 

15:45  Y市高齢福祉課長から電話有。「明日の早い時間に法人役職者に来庁願いたい」とのこと。 

理由については、強い要望があるためとのこと。 
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    法人本部と協議のうえ、明朝 9:30に法人代表者、法人担当役職者、現場担当部長の 3名 

で伺うこととなる。 

    求職・退職を申し出ていた者から勤務を続ける旨の話がある。 

 

5月 29日（金） 

9:30  Y市本庁舎を法人代表者、法人担当役職者、現場担当部長の 3名が訪問。 

     Y市側は、高齢健康福祉部部長、高齢施設課長、高齢施設課担当係長、保険事業課担当課

長 外 

     Y 市からの強い要望は、「濃厚接触の看護師及びケアマネについては 6 月 8 日までの 2 週

間健康観察として出勤を停止させてほしい」とのこと。（Y市への濃厚接触者としては、看

護師とケアマネの 2 名との報告をしていたが、Y 市での PCR 検査がなかったことに加え

て、1名を除いて全員陰性であったことを踏まえて、本部役員からの指示で 1 週間の出勤

停止としていた） 

     Y市は厚生労働省からの通知に基づき強い要請とのこと。法人代表者からは、今回のケー

スにおいて 1週間後に再度 Y市によって PCR検査をしてもらい、その結果で出勤させて

ほしい旨の依頼をするが、厚生労働省からの指導に従うようにとの回答。代表者はこれを

受ける。 

代表者から、市に対しての要望書を提出したうえで、介護職は医療の知識が医療職ほど無

いこと。 

 現場に必要なものは衛生用品とともに、PCR検査が受けられるなどの安心感である旨の 

話があり、面談は終了した。 

 

5月 30日（土） 

T 様のオペが終了したので、昨日 S 総合病院に戻り、再度 PCR 検査を行ったところ陰性

だったとのこと。付き添いの息子さんも検査を受けた。（その後－判定が分かる） 

 

6月 1日（日） 

17：35  S総合病院から連絡があり、T様の退院について日程調整したいとのこと。 

PCR検査（S総合病院＋）→（Y総合病院－）→（Y総合病院－）→（S総合病院－） 

最初の＋判定の理由を問うが、「分かりません、何らかが反応したのではないでしょうか」 

との回答。 

保健所の指導もあり、濃厚接触者は２週間の自宅待機、他の職員も健康観察している状態

であり、施設の一存で返事はできないと答える。病院から保健所に連絡するとのこと。 

 

6月 2日（月） 

Y市保健所より職員の体調確認の連絡有。昨日の S総合病院との電話内容伝えると、退院 

をする際の決まりがあるので連絡あれば伝えるとのこと。 

夕方、Y市保健所に連絡するが病院からの連絡は未だないとのこと。 

 

6月 3日（火） 

16:00  Y市保健所に連絡。S総合病院から T様の退院を求められている。施設としては、現在健

康観察期間だが、受け入れて良いのか、どのように進めていくか不明なため病院に伝えた

ところ、病院から保健所に連絡することになっている。ことを再度伝える。 
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Y市保健所からは、S総合病院から連絡がない、K市保健所が管轄なのでそちらに連絡をし

ているのではないか。患者担当というものがあって今回の場合 K 市になる。T 様は退院で

きる状態であるが、２週間の観察期間内に退院をしてはいけないという決まりない。しかし、

今陰性であっても一度は陽性が出て、T様は複数回も PCR検査を受けたかもしれないが、

職員は 1 回しか受けていない。他の入居者を守るために健康観察期間を設けているのだか

ら、この期間が終わってからの受け入れを考えているということを、病院に伝えたらどうか、

とアドバイスを受ける。 

T様のご子息から連絡有。S総合病院から早く退院してもらいたいとの話があった。自分と

しては 陽性者の付き添いをしたということで、２週間会社を休むことになっている。6月

14 日（日）なら退院対応できる、と病院に伝えたとのこと。最初の S 総合病院でのコロナ

検査（＋）について医師よりどのような説明をされたのか聞いたところ、疑陽性だったとは

言われたとのこと。しかし説明されてもよく分からなかった。 

 

6月 4日（水） 

S総合病院から連絡有。T様の退院日調整について、6月 11日に退院決定となる。 

 

6月 5日（木） 

17:00 S 総合病院から T 様担当の脳外科 W 医師より連絡有。今回一番初めの PCR 検査（＋）が

出たことについては、手術をする寸前に分かり、K市保健所に連絡した。その際に陰圧がで

きる手術室がある病院でないと手術ができないため、K 市が探し Y 総合病院見つけた。当

院の感染専門医師によると、コロナの終わりかけかと思っていた（微陽性）。しかし、他の

入居者、職員の方を検査した結果が全員陰性だったことについて疑問を持っている。疑陽性 

ではないかと思っている。感染してから 3週間以上経つと抗体ができるため、抗体検査がで 

きる。6月 19日に抗体検査を行います、とのこと。 
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住宅型有料老人ホーム職員アンケート集計結果 

 

令和 2年 6月 8日現在 

26名中 20名職員 

 

普段の生活の中での感染予防についてお聞きします。 ５段階評価で数字を記入して下さい。 

5 （常にしている）  4 （なるべくしている）  3 （時々している）  2 （あまりしていない）  1 （全くしていない） 

 

①  手指消毒に気を付けている。      

5 （17）  4 （2）  3 （0）  2 （0）  1 （0） 

 

②  外出時はマスクを着用している。    

5 （20）  4 （0）  3 （0）  2 （0）  1 （0） 

 

③  ３密を避けて暮らしている。        

5 （8）  4 （12）  3 （0）  2 （0）  1 （0） 

 

④  ニュースで情報を得ている。      

5 （14）  4 （6）  3 （0）  2 （0）  1 （0） 

 

⑤  書籍やネットで情報を得ている。     

5 （10）  4 （8）  3 （2）  2 （0）  1 （0） 

 

職場での感染対策についてお聞きします。 

 

①  トランスファーの時に気を付けていることはありますか？あれば記入ください。 

・正面から顔を近づけないようにしている 

・マスク、手袋は常時、携帯消毒スプレーで自分にスプレーするときもある。 

・マスクを着用し入居者様に直接呼気がかからないように気をつけている。 

・顔と接触が近いためマスク、手袋を必ず着ける。 

・マスクを着用して呼気が利用者様に直接かからないようにしている。 

・自分が感染源にならないように配慮しています。 

・顔を近づけないように気をつけている 

・手洗い、手指消毒、できるだけ顔が近づかないようにする。 

・マスク、グローブ着用（一ケアグローブ交換）。顔を近づけない。 

 

②  食事介助の時に気を付けていることはありますか？あれば記入して下さい。 

・正面から顔を近づけないようにしている 

・利用者様の手洗いうがいは食前に毎回行い、その後手指スプレーして頂いている。介助することが

ある場合、口や手を直接触れない。触れてしまったときはすぐに手洗いする。 

・介助前に手洗いうがい、及びアルコール消毒をする。 

・食事の配膳にはグローブの着用 
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・声かけを十分に行うためマスク着用し一つ一つの品物をゆっくり話す。 

・介助前は入居者様に手洗い、うがい、アルコール消毒後、職員はグローブ着用する。 

・介助前の手指消毒をする 

・食事前の手洗い、うがい、手指消毒、テーブルの消毒 

・汚れた手で食器などを触らない。 

・会話なるべく避けている 

・処置や介助前後の手洗い、手指消毒 

・食事前の手洗い、消毒をする 

   

③  トイレ介助の時に気を付けていることはありますか？あれば記入して下さい。 

・正面から顔を近づけないようにしている。 

・一人介助する度に手袋は外して交換する 

・必ず手袋し、利用者ごとに取り替える。 

・配膳・下膳専用のエプロンを付けたままトイレに入らない。 

・トイレ介助前にゴム手袋を 2枚にして、終わったら 1枚外す。 

・利用者様の手洗いはもちろんのこと、介助者も手の消毒を行う。 

・対面で話さない（1ｍ以上あける）。 

・プラスチックグローブの着用 

・介助後は手袋を代える。便座は閉めて流す。 

・介助後、アルコール消毒、手袋二重装着 

・必ず手袋着用。トイレの清掃とアルコールやステリプロでの消毒 

・マスク、グローブ着用（グローブ交換）、ステリ PRO を噴霧 

   

④  おむつ交換の時に気を付けていることはありますか？あれば記入して下さい。 

・必ず手袋し、利用者ごとに取り替える。またオムツは（汚染したもの）床に置かず袋にすぐ入れる。 

・交換後ビニール袋に失禁パッド類を入れる。 

・終わった後は手洗いする。 

・部屋の温度に注意し交換時には手袋必須 

・待ち望んで頂けるよう入浴時の会話に尊厳を大切にし、安全第一に注意をする。 

・対面で話さない。会話は極力しない。 

・交換後、ビニール袋に入れてすぐ封をする。 

・汚れ物には直接触らない。 

・手袋二重装着、汚染パッド袋入口のかた結び 

・必ず手袋着用。必ず汚物はビニール袋に入れる。 

 

⑤  入浴介助の時に気を付けていることはありますか？あれば記入して下さい。 

・入浴専用エプロンを使用し、手袋、マスクも使用。手袋は利用者ごとに取り替える。 

・マットは一人ひとり別の新しいものを使う。タオルに汚れが付着したら汚物洗濯機で洗う。 

・汚染タオルの消毒 

・処置など傷には直接触らない。 

・手袋二重装着、浴室出入時、足アルコール消毒 

・必ず手袋着用。 
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⑥  その他で気を付けていることはありますか？あれば記入して下さい。 

・施設に入る時は靴裏の消毒、手洗い、うがい、消毒スプレーを行う。 

・日常の手洗い、うがい（自宅でも） 

・バイタルチェック、表情・言動に注意、食事量、尿や便のチェック 

・暑くてもマスクは外さない。 

・食べ物に触るときや調理台、火などに気をつけたい 

・免疫力をあげる体調管理。絶対に自分の顔を触らないように注意する。（特に目、鼻、口）。手洗い、

うがい、徹底し、外出や職場から帰ったらすぐにシャワーに入る。 

                                             

感染者発生時のことについてお聞きします。 

 

①  発生の一報を聞いたときに何を感じましたか？ 3つ選んで〇を付けて下さい（3つ以上可）。 

１ ただただびっくりした。                 （10） 

２ うちにも来たかと思った。              （12） 

３ 私は大丈夫かなと思った。              （8） 

４ 誰が持ち込んだのだろうと思った。         （7） 

５ 感染者の状態はどうだろうと気になった。     （14） 

６ クラスター感染しているか心配だった。      （13） 

７ 施設は明日からどうなるのだろうと思った。    （11） 

８ 休もうかと思った。                    （0） 

９ 辞めようかと思った。                  （0） 

10 その他                          （0） 

・ご家族から結果を聞いたときに脳関係のはずが コロナ？ と思った。 

 

②  あなたは何かについて心配しましたか？ 3つ選んで〇をつけて下さい（3つ以上可）。 

１ 自分が感染したらどうしよう。                    （10） 

２ 自分の体調（基礎疾患も含む）で感染したら大変だ。      （3） 

３ 同居の配偶者や子供、親に感染させたらどうしよう。      （15） 

４ 近所の人に知られたらどうしよう。                  （0） 

５ 仕事は続けられるのか。                       （2） 

６ 他の入居者や職員は大丈夫だろうか？             （16） 

７ 防護服やフェイスシールドなどはそろっているのだろうか？  （6） 

８ 医師や看護師に相談できるのだろうか？            （0） 

９ この状態がいつまで続くのだろう？                （8） 

10 何も心配しなかった。                       （1） 

１１ その他                                （2） 

・自分が感染源かもと不安だった。 

・自分が感染させていたらと思い悩んでしまいました。 

・今後の感染拡大がとにかく心配でした。 

 

③  発生したことをご家族、ご友人にお話になりましたか？ 該当するもの全てに〇をつけて下さい。 

１ 家族に話した。                 （16） 

２ 友人に話した。                  （1） 
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３ 誰にも話さなかった。              （4） 

４ その他                       （4） 

・他の勤務先の上司 

・W ワーク場の施設長 

・W ワーク先の上司である医療従事者 

・自分の部屋にいること、接触しないようにするなど家での対応について話した。 

・W ワークのホーム、派遣会社 

 

④ ③で話をした方に伺います。 

その方の反応はどうでしたか？ 該当するものに〇をつけて下さい。 

１ 大変だね。頑張ってね。とねぎらってもらった。            （9） 

２ それは危険だから辞めるか休むかできないか。と言われた。    （2） 

３ どうするの？と聞かれた。                         （1） 

４ その他                                    （4） 

・子供の仕事先の希望で、子供は自宅待機になった。 

・PCR検査の結果を聞いてほっとしたようでした。 

・（妻から）隔離された。 

・家の中でも密にならないように外から来たら手洗いうがい。家族で朝夕、体温はかりました。 

・感染しているかもしれない、もう家族にうつっているかもしれない、感染しているとわかったどうなるの

か、家族も学校や仕事に行けなくなるのか、ニュースなどで出てしまうのか。 

・駅近くのホテルに 1週間連泊している。 

・W ワーク先からは仕事を休むよう指示される。又、その後の状況等伝えるよう指示あった。 

・発生後すぐに 2週間の休暇を出されたのでそれで良いと派遣会社に返事をした。その後 

 

⑤ 施設対応で良かったと思うことはありましたか？ 3つ選んで〇をつけて下さい（3つ以上可）。 

１ 普段から、発生した場合の段取りが決められていた。        （6） 

２ 防護服やフェイスシールドなどの衛生用品がすぐに届けられた。 （16） 

３ 施設長とその上長が施設に常駐していた。              （10） 

４ 近隣の施設の人がヘルプで来てくれた。                （5） 

５ 連絡が早くて、情報をオープンにしてくれた。             （10） 

６ 質問すると本部と相談ではなくて回答がすぐに返ってきた。     （2） 

７ することが明確になっていて分かりやすかった。            （5） 

８ 入居者、職員全員 PCR検査が受けられた。             （19） 

９ みんな暗くならずに仕事ができた。                    （5） 

１０ その他                                    （1） 

・小さい子供がいるので不安であれば休んで良いと提案してくださりしばらく休むことを許可してもらえ

て助かりました。 

・緊急時の対策をスタッフ会議で話し合い、対応を決めていたのかが良かったと思う。本部の迅速な

対応、PCR検査時の応援、PCR検査が受けられたことなどとても有り難く思った。 

 

⑥ もっと、こうして欲しかったということがありましたか？ 自由に書き込んで下さい。 

施設に対して 

・発生したことや誰から発生したのかすぐに連絡してくださり助かりましたが、発生した場合の段取りは
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よく分からなかったのでこの後どうなるのか分からず不安でした。この後こういう流れになりますという

お知らせをして頂けたら良かったなと思いました。 

・防護服がもっとあると良いと思ったが仕方がなかったようにも思います（レインコートでは不便が多か

ったため） 

・連絡が早く入居者様及び職員全員で PCR 検査を受けられたこと、他の施設の方々がヘルプで来

て連携が取れていたこと。 

・業者の方は必ずマスク着用を義務付けて欲しい。靴の業者さんはマスクをしていなかった。 

・コロナ発生の連絡は早かったけど、全員陰性との結果については連絡が漏れていたのが残念でし

た。 

・早めに対策が取られ、他の施設の連携が取れて情報がスムーズに行われた。 

・対応にあたりめまぐるしい忙しさであったと思うが、当日から自宅待機であったため情報がほとんど

入ってこなかった。夜全員が PCR検査陰性と聞くまで気が気でなかった。 

・感染者はなしとの結果だったが、防護服の着用の有無や居室対応の根拠が明確でなかったので、

スタッフに説明して欲しかった。 

・特にありませんが、日ごろから感染対策を取っていたので安心して仕事ができました。 

・事実を聞いてからの職員があわてず動揺せずいつもと変わらない通常業務をこなしてくれたことが

一番の感謝です。ご家族さまに電話をした時も責める方はいなく返って職員を心配してくれました。 

・今後しばらくの間（治療法やワクチンができるまで）は、できるだけ密集を避けたいですが、利用者様

同士の距離をとることが、現状のデイサービスでは難しいため何か方法がないかと思います。 

・居室対応者、デイフロア対応者と分かれ人手不足となる。スタッフの応援をして欲しいと思った。他

に陽性の人が出たとき、陰性の利用者の受け入れ先はあるのか気になった。 

 

本部に対して 

・グループ全体でこういう事態が起きたときのマニュアル作りと周知をしておいた方が良いのではと思

いました。 

・防護服などすぐに多量に用意してくれたのは助かったが、ビニール素材は（ガウン）スタッフが汗だく

になり具合が悪くなった人もいた。 

・入居者さんが急変したときにコロナの可能性を視野に入れた対処方法（例えば 接し方）を考えて

欲しい。知らないうちに濃厚接触者が増えてしまう。 

・すぐに PCR 検査が受けられたことが大変うれしかった。また結果が早く分かり仕事にしっかり入れた。 

・詳しい説明を受けたかった。 

・休みを休業補償にして頂きたい。 

・26日の朝には備品を届けて頂いたことなどとてもスムーズに動いて頂きました。部長が常に来て頂

安心感につながりました。PCR 検査を早い段階で行って頂けたことが職員が安心して働けたことに繋

がったと思います。 

・PCR 検査を全員が受けられるように対応してくださり又、消毒や必要物品の調達など迅速に対応し

て頂きありがとうございます。 

・感染防止で日々緊張が続きストレスの多い介護スタッフ職員の体調や心理面の負担が、出来るだ

け少ない正しい方法を対策して頂きたいです。 

・対策マニュアルお願いします。 

 

行政に対して 

・職員、他利用者の検査をしないと知ったときとても不安になりました。 
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・PCR検査を保健所が指示してほしかった。 

・保健所の怠惰対応 

・保健所の対応 

・保健所に方に PCR検査は対象外と言われ「ああこうしてクラスターは起こるのだ」ということが分かり

ました。26 日に行政に対して色々な課に対して何回も同じことを説明したか分かりません。しかし、

色々な課の役回りが理解できました。 

・アルコール消毒薬等を優先的に入るようにして頂きたい。 

・介護施設への病院の対応をフォローしてほしい。 

・対応遅さに不信感が募った。PCR 検査も 18 時以降に受け入れるなどの連絡あり。迅速な対応を

お願いしたい。 

 

病院に対して 

・発生からすぐに検査して頂けたのはとても良かったですが、当日検査場所がよく分からなかったで

す。警備員に聞いても知らなかったようでした。当日誘導の方を配置してくれたら良かったのではと

思いました。 

・職員、入居者全員に PCR 検査をすぐに実施しれくれて助かりました。ただ実施してくれた病院が広

かったこともあり、実施場所を詳細に伝えてほしかった。 

・PCR検査が駐車場の片隅で行われたことに驚いた。 

・行政から PCR検査の指示を出してほしかった。 

・検査場の場所がわかりづらい。 

・段取りが良くなく待ち時間が長かった。 

・PCR検査があんなに痛いものだと思いませんでした。 

・PCR 検査のご協力して頂いたこと感謝します。今回は二つの病院が関係していたことで情報を取る

ことがなかなか難しかったです。 

・現状として、ご利用者様の異常を早期に察知して早期対応しなければ、当施設のような密集環境

では瞬く間に感染が広がる懸念があります。病院にはその事情を理解した対応をして頂きたいです。

例えば疑わしい方は帰宅ではなく入院対応等。 


