
回答数　116 (中間結果)

➀  全職員検査の実施状況

実施した　         101　(うち、２回以上実施 21施設)

実施していない　15

②  PCR検査結果

全員陰性        96

陽性者あり　   4

③ 今後も検査を実施していきたいか

実施する        94

実施しない    　7　

④ PCR検査を１度もしていない施設に対して

今後は実施する　      ８

今後も実施しない　   6

⑤ 全施設に対して・新型コロナ感染者は発生したか

3名以内         29

5名以内           3

5名以上         16

発生者なし     67

⑥ ポストコロナ受入れをしたことが

あ る        25

な い        90

2021.04.05

「高齢者施設におけるPCR検査の実施について」緊急アンケート

(FAX配信192施設)
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2021/4/12

実施主体：

実施期間：

調査目的：

配布数　：

回答数　：

施設基本情報

1⃣　施設利用者に対するワクチン接種の方法について

①　3月末現在、利用者へワクチン接種のスケジュールについて市区町村から連絡がありましたか

②　利用者へのワクチンについて市区町村で接種場所の調整を行っていますか

③　利用者へのワクチン接種について、接種場所はどこですか

新型コロナウイルス感染症　ワクチン接種に関する調査

582件

349件（特養：298　 養護：21　　軽費：30　）

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会　　東京都高齢者福祉施設協議会

令和３年３月２６日～４月５日（４月１２日まで延長）

回収率６０％

ワクチン接種に係る高齢者施設の課題を把握し、区市町村に働きかけ、円滑な接種体制を構築することを目的とする

◆ 施設種別 　◆ブロック別

54%46%

はい いいえ

60%
40%

はい いいえ

65%

30%

3%

2%
特養などの高齢者施設

未定

その他

市区町村が指定した医療機関

市区町村が指定した公共施設等の会場

85%

6%

9%

特養

養護

軽費

6%
6%

12%

8%

11%

8%6%
6%

13%

10%

9%
5%

中央 城北 城東 墨東
城西 城南 八王子 南多摩
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③‐1　「その他」と回答をした具体的な内容を記入してください

④　利用者へワクチンを接種するのは誰ですか

※「その他」の選択内容

・施設の看護師

・訪問診療で往診にきている医師

・医師会から来る派遣される医師

※「その他」の選択内容

・接種後に、観察をする医師がいない

・新型のウイルスのワクチンのためそのものがよく分かっていない

・報道による副反応の良くない情報に対して、接種を拒む利用者や家族への説明に悩んでいる

・ワクチンや副反応の専門知識のない中で施設側に説明を求められ困る

・接種をする予定の施設看護師が不安になっている

・問診票、希釈・シリンジ移しかえなどの業務負担

・エピペンの準備（登録などの手続が必要）

・既に罹患をした患者のワクチン接種をどうするべきか

⑤　施設の利用者に対するワクチン接種について困っていること等あれば記入してください

・接種場所は複数個所、選択で出来る予定である

・想定は自施設での接種を予定（希望）している

・スケジュール未定のため、接種会場も不明（未定）

・区・市からの連絡は希望調査以降、連絡がない。指示は不明である

・現在、区・市と調整中

・協力病院での接種を希望している

50%
31%

8%

8%
3%

高齢者施設の配置医

未定

医療機関の医師等

市区町村から高齢者施設へ派遣する接種チーム

その他

市区町村から公共施設へ派遣する接種チーム

18

33

31

10

10

9

5

0 5 10 15 20 25 30 35

その他

行政からの情報不足

副作用（副反応）の不安

家族（後見人）からの同意取得が難しい

ワクチンの知識がなく問い合わせに答えられない

65歳未満の利用者・職員の接種が出来ない

予診票の回収に時間が掛かる
（数字は件数）
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2⃣　その他ワクチン接種に係る対応について

①　施設等従事者の接種について、高齢者と同時期での接種が可能ですか

②‐1 「いいえ」と回答をした理由をご記入ください

②　ワクチン接種含め新型コロナウイルスへの対応にあたり、地区の医師会に相談、協力を依頼することは可能か

・相談出来るかどうか自体が不明

・医師会と付き合いがない

・医師会への連絡は行政からするため、施設から直接することはない

・嘱託医が医師会の加入をしているため

・嘱託医が医師会に加入していないため

72%

28%

はい いいえ

67%

33%

はい いいえ
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２０２１．０４．１２ 

東京都医師会医療介護福祉課 

石水香菜子様 

東京都慢性期医療協会 

会長 進藤晃 

 

「高齢者施設における PCR検査の実施について」緊急アンケート 

 

回答数：２０           （配信数：７５） 

 

Ｑ１．病院・施設のタイプを教えてください 

１ 介護療養型病床    ３ 

２ 介護医療院       ２ 

３ 医療療養型病床   １２ 

４ 介護老人保健施設   ３         

 

Ｑ２．東京都が３月に実施した職員への PCR検査を実施されましたか 

   実施した      ４ 

実施していない １６ 

 

Ｑ３．（Ｑ２で「実施した」と回答した方）何割ぐらいの方が実施されましたか 

   １０割       ４    

 

Ｑ４．（Ｑ２で「実施した」と回答した方）陽性者がいましたか 

陽性者あり      ０ 

全員陰性であった ４ 

 

Ｑ５．行っていない理由がありますか 

・毎週行わなければ意味がないと思われる。その費用負担、労力を法人で負担できない。 

・日々、毎朝、毎夕、職員健康チェックの徹底。コロナ特別休暇５日等の新設等。 

・業務負担に対する効果が少ないと考えた為。 

・現時点では、全員を対象として検査はしない方針である為。 

・必要ないため。 

・東京都から特に通知は受け取っていない（医療療養型病床）。×２ 

・他病棟での実施ができないため（ケアミックス病院）。 

・検討中です。 

・体制的にできなかった。 

・特に必要性を感じていない。 

s.hasegawa
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・検査体制が整っていない。又、当院では PCR 検査を実施できるだけの対応がない（検査を委託

している為）。 

 

Ｑ６．今回行っていない病院・施設では今後どうされますか 

今後は実施する    ６ 

今後も実施しない   ２ 

   （その他： 未定 ２、 検討中 １） 

 

Ｑ７．どういう条件が揃えば行いますか 

（実施している病院・施設もご回答願います） 

・毎週行う費用負担が法人に無いこと。濃厚接触者の定義を周知し、出勤者が確保できるようにし

て欲しい。 

・費用負担なく実施できれば。 

・これまで通り、病院・クリニック２院所にて、適宜、検査実施体制有り、定期的 PCR 検査は実施

する必要なし。 

・感染者が爆発的に増加した場合等。 

・職員に PCR 検査をするのはクラスターが発生した時などに範囲を限定して行うべきで、今後は

職員全員に行う予定はない。 

・先日、都より提案のあった抗原検査から始めたいと考えているが、ワクチン接種の完了を待ちた

い。 

・症状がある職員が出た場合は実施する。 

・抗原検査の通知があった（医療療養型病床）。 

・通知連絡と費用負担等が分かれば、即時実施可能です（医療療養型病床）。 

・検査キット、器械類の補助。 

・現状のサービスが提供できる体制が整えば。 

・検討中。 

 

 

以上、ご査収のほど、宜しくお願い申し上げます。 



病院・高齢者施設を守る定期的な
PCR検査・抗原検査の実施状況

政府の基本的対処方針の改定を踏まえて実施する
　都が契約した検査機関によるPCR検査事業

・対象特別養護老人ホーム（定員29名以下を除く）

　　　介護老人保健施設
　　　介護医療院　に勤務する職員
・検査方法　唾液採取によるPCR検査
・結果（R3．3．31現在中間報告）

　　検査キット配送施設数　　529

　　PCR検査実施施設数　　　440

　　検査キット配送数　　54655
　　検査実施数　　　　　40620
　　陽性確定者数　　　　　　　4

1ページ
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介護老人保健施設全職員対象PCR検査実施状況
　　緊急アンケート調査2021／4／5　中間結果（回答数126施設／192施設）

1全職員PCR検査の実施状況
　実施した

　実施していない

　全員陰性

　陽性者あり

109
17

103

　5

（うち、2回以上実施24施設）

　実施する　　　　102
　実施しない　　　　7

4今回本検査実施施設
　今後は実施する　　　9

　今後も実施しない　　7
5これまで新型コロナ感染者発生の有無

発生なし　　72
発生あり　3名以内32； 5名以内5；5名以上18

日本財団
高齢者施設・介護サービス従事者への無料PCR検査事業

4月2日現在

東京都 埼玉県 神奈川県 千葉県 全休計 陽性率

施設数 619 127 123 39 908

0．03％

検査数 21，091 4，682 5，030 1，288 32，091

（単位：施設数／カ所、検査数／人）

【ヌ寸象施言量　・事業戸リ〒】

介護医療院、養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居

宅介護、有料老人ホーム、軽買老人ホーム、介護療養型医療施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、通
所系サービス事業所、訪問系サービス事業所、居宅介護支援事業所

2ページ
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老健施設を活用した感染症回復後要介護者
　　　　　　　　　　　受入れ事業

1．ポストコロナ患者受入可能施設数　115
　　　　　　　　　（2021年3月1日現在、非会員施設含）

2．都老人保健施設協会HP掲載施設数　36
　　　　　　　　　（2021年3月1日現在）

3．ポストコロナ受入済み施設数
　　　　　　　　　（2021年4月5日現在）

29

利用者ヘワクチンを接種するのは誰ですか

、ノ％

　　　　　50％
L　31％

隣

ロー1－tJ．｝lf．

．ノ

匡

※「その他」の選択内容

・ 施設の看護師

・訪問診療で往診にきている医師

・医師会から来る派遣される医師

施設の利用者に対するワクチン接種について困っていること等あれば記入してください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（数字は件数）
　　　　　予診票の回収に時間が掛かる　：：玉コ

　　65歳．未満の利用者・職員の接種が出来ない　　　　　91

ワクチンの知識がなく問い合わせに答えられない　　　　　亘コ

　　　家族〔後見人）からの同意敬得が難しい　一一了

　　　　　　　副作用（副反応♪の不安　＝＝　＝＝：：1：：　　　コ：］

　　　　　　　　行政からの情報不足　　　　　　　　　＿一　　　一二ltPt：］

　　　　　　　　　　　　その他　ニー＝＿．二：二通コ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　1D　　　　’　　　　　．，tl　　　　tt　．　　　　1／’1　　　　’｝

3ページ
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「その他」の選択理由

・ 接種後に、観察をする医師がいない
・新型のウイルスのワクチンのことがよく分かって

いない
・報道による副反応の情報に対して、接種を拒む利
用者や家族への説明に悩んでいる

・ワクチンや副反応の専門知識のない中で施設側に
説明を求められ困る

・ 接種をする予定の施設看護師が不安になっている
・ 問診票、希釈・シリンジ移しかえなどの業務負担
・エピペンの準備（登録などの手続が必要）
・ 既に罹患をした患者のワクチン接種をどうするべ

き力、

ワクチン接種含め新型コロナウイルスへの対応にあたり、

　地区の医師会に相談、協力を依頼することは可能か

　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　67％　／
　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　／　　　　　　　　　　　＿＿＿＿f
　　　　　　　　　　［］【Slし、　口し、し、7し

②一1「いいえ」と回答をした理由をご記入ください

・相談出来るかどうか自体が不明

・ 医師会と付き合いがない
・ 医師会への連絡は行政力、らするため、施設から直接することはない

・ 嘱託医が医師会の加入をしているため
・ 嘱託医が医師会に加入していないため

4ページ
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