
高齢者施設のコロナ対策の主な取組
事項 概要

①高齢者施設の人的応援
体制の強化
（令和4年6月まで）

○ 応援派遣協定に基づき応援職員派遣を行った施設に謝金を支払
○ 都が契約した人材派遣会社から、介護職員、看護職員、生活相談員、介護支援
専門員等に不足が生じた高齢者施設等に代替職員を派遣

②集中的検査の拡大
（令和4年6月まで）

○ 高齢者施設等で実施してきた集中的検査を、訪問系・通所系事業所等にも拡大
○ 濃厚接触者となった高齢者施設等の職員が、待機期間解除の判断等のために実
施できるよう用途を拡大

○ 日本財団による無料ＰＣＲ検査の取組が終了することに伴い、特定施設入居者
生活介護の指定のない有料老人ホーム等にも対象を拡大（５月～）

③高齢者施設に勤務する
職員の宿泊費等を支援
（令和4年6月まで）

○ 施設入所者への新型コロナ感染防止のため、また、施設従事職員の同居者への
感染防止を図るため、施設職員が滞在する宿泊先の確保等を行うことを支援

④高齢者施設等におけるかか
り増し経費の支援

○ 感染症等が発生した高齢者施設等が、感染拡大防止対策の徹底等を通じて、必
要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービスでは想定され
ないかかり増し経費について支援

⑤高齢者施設等への更なる支
援（強化）

（※上記④の取組の一部）

○ 病床ひっ迫等により、やむを得ず高齢者施設等内で療養を行うこととなった場
合で、必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供等を実施した場合、施設内
療養者１名につき、15万円を支援

○ まん延防止等重点措置区域等の施設等で、療養者数が一定数を超える場合は、
施設内療養者１名につき、15万円を追加補助
（上記分とあわせて最大30万円）（※令和4年7月まで）

⑥高齢者施設等の職員応援体
制の強化

○ 施設内療養 により ADL が低 下した入所者に対し、感染収束後速やかに リハ
ビリを再開するため、理学療法士や作業療法士を派遣する仕組み を整備

資料１－１
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高齢者施設等の職員応援体制の強化
✓ 施設内療養を行う高齢者施設等への応援体制を強化

✓ 施設内療養によりADLが低下した入所者に対し、感染収束後速やかにリハビリを再開
するため、理学療法士や作業療法士を派遣する仕組みを整備
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「施設内療養を行う高齢者施設へのリハビリ専門職員派遣事業」の御案内 

 

 

１ 対象となる施設 

複数の新型コロナウイルス陽性者が入院せずに施設内療養を行った都内の特養、老健、

有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）（サービス付き高齢者向け住宅は除く。）のう

ち、 

（１） 既に施設全体で感染が収束し、最後の感染者の療養期間が終了している施設 

（２） まだ一部感染者はいるが、レッドゾーンとグリーンゾーンが確実に分離されてお

り、グリーンゾーンへの派遣が可能な施設 

（３） 療養期間終了から 1か月以内である施設 

  ※施設の状況等によりレッドゾーンへの派遣を希望される場合は、御相談ください。 

※福祉保健局高齢者社会対策部施設支援課への陽性報告がなく、都において施設の感

染状況が確認できない施設は対象になりません。 

 

 

２ リハビリ対象者 

（１） 新型コロナウイルスによる施設内療養により、ＡＤＬが低下した入所者 

（２） 施設内で複数の新型コロナウイルス陽性者が発生したことにより、行動が制限され 

ＡＤＬが低下した入所者 

 

 

３ 派遣内容 

（１） プログラム一覧を基に、施設の要望や対象者のアセスメント結果に応じ入所者・

入居者の生活全般のマネジメントを支援するための指導を行います。 

（２） 最後の感染者の療養期間終了後、概ね１か月以内に１施設につき３日までの派遣と

します。 

（３） 新型コロナウイルスによるＡＤＬ低下からの早期回復を目的として、施設で実施さ

れている通常のリハビリとは別に実施するため、介護報酬に係わるリハビリやリハビ

リ職員の欠員補充のための派遣は行いません。 

 

 

４ 申し込み方法 

（１） 派遣申込書に必要事項を記入の上、「８ 問い合わせ・申し込み先」にメールで送

信してください。メール受信後、各事務局から直接施設に日程調整の連絡をさせてい

ただきます。 

（２） プログラム一覧を参考に希望する内容のコードと対象者数を記入して申し込んで

ください。後日、リハビリメニューの詳細や施設の要望などについて派遣者と打ち合

わせをお願いします。 



（３）理学療法士と作業療法士の両方の派遣を希望する場合は、申込書の「希望するプログ

ラム」の欄に OT、PTの両方のコードを記入し、「８ 問い合わせ・申し込み先」の両方

のメールアドレスに申し込んでください。 

（４） 申し込みの際には、主治医の許可を得たうえで申し込んでください。また、派遣申

込書の別紙は、派遣されたリハビリ専門職に当日提供しリハビリ対象者の基礎疾患、

禁忌事項等についての情報提供を確実に行ってください。 

 

 

５ 派遣調整の優先順位 

  同時期に多数の施設から派遣要請があった場合には、概ね以下の優先順位で派遣の調

整をいたします。 

（１） 施設種別としては、特養、有料老人ホームを優先する。 

（２） 原則として施設内療養者の人数が多い施設を優先する。 

（３） かつ派遣可能日と施設の希望日、派遣者の居住地と施設の所在地の距離等も考慮 

 する。 

※ その上でも、なお、依頼の件数が多数あった場合、派遣できるリハビリ専門職の人

数には限りがありますので、調整できない場合もあります。 

 

 

６ 施設の責務 

（１） リハビリ実施中の入所者のけがや事故は施設側の責任管理下にあります。所定の  

ルールに従い区市町村の所管部署及び高齢社会対策部に事故報告を行ってください。 

（２） リハビリを実施する場所及び必要な物品の準備は、施設側で行ってください。また 

昼を挟む時間帯で派遣を依頼される場合は、派遣者の休憩場所の確保をお願いし 

ます。 

（３） 派遣者に対するリハビリ実施時の着衣の貸与をお願いします。 

※施設職員のユニフォームなどで可 

（４） リハビリ実施中は施設職員の立ち合いを求めています。看護師、機能訓練士、介護 

 長等でリハビリ対象者の状況を把握しており、かつ派遣後に施設内での自主的なリハ 

ビリに活かせる職員を立ち会わせてください。 

（５）  本事業によるリハビリ職員の派遣は原則３日までであり、施設内で自主的に継続さ

れることを前提としたプログラムになっています。派遣されるリハビリ職は施設の職 

員に対して、施設内でリハビリを継続することも踏まえて指導を行いますので、立ち 

合う職員にも予め御説明しておくことをお願いします。 

（６） ２日以上の派遣を依頼される場合、同一の者が派遣されるとは限りません。派遣者 

が交代する場合は、立ち会った施設職員が必要な引継ぎ事項を聞き取りするなど円

滑な実施に向けた御協力をお願いいたします。 

（７） 派遣終了後に行われる東京都の調査への回答を本事業利用の条件とさせていた 

だきます。 



７ その他注意事項 

（１）本事業において東京都及び理学療法士協会、作業療法士会が知り得た情報は、個人情

報に配慮した上で二次利用することがありますのであらかじめ御了解ください。 

（２）派遣されるリハビリ職員はワクチン接種済みです。万が一派遣当日に発熱その他体調

に問題あった場合は、急遽派遣を中止させていただきます。ただし、派遣前の陰性確認

検査は行っていません。 

 

 

８ 問い合わせ・申し込み先 

（１）理学療法士の派遣を希望する場合 

公益社団法人東京都理学療法士協会 事務局 

【メールアドレス】tpta@eagle.ocn.ne.jp 

【電話】03(3370)9035（月～金曜日 9:30～16:30） 

（２）作業療法士の派遣を希望する場合 

一般社団法人東京都作業療法士会 事務局 

【メールアドレス】jimu@tokyo-ot.com 

【電話】03(6380)4681（月～金曜日 9:00～16:00） 

※ 事務局スタッフがテレワークを行っている等、上記時間帯でも電話がつながらないこ

ともあります。その場合は、メールで御相談、お問い合わせください。 

※ 理学療法士と作業療法士の両方の派遣を申し込む場合は、上記（１）（２）のそれぞれ

に申込書を送ってください。（申込書には申し込みを希望する OT、PT 両方のプログラム

コードを記載しておいてください。必要に応じて両協会間で調整を行うことがあります。） 

福祉保健局高齢社会対策部施設支援課 

〇特養・老健   施設運営担当    電話 03-5320-4264 

〇有料老人ホーム 有料老人ホーム担当 電話 03-5320-4296 

mailto:tpta@eagle.ocn.ne.jp
mailto:jimu@tokyo-ot.com


「施設内療養を行う高齢者施設へのリハビリ専門職員派遣事業」提供プログラムについて

OT（作業療法）によるプログラム一覧

個別 指導内容 集団 指導内容 職員との協働 内容

OT

1

・他者との会話や交流をしなくなった

・興味関心がなくなった

縮小した生活習慣の改善

（参加機会の再獲得）

・自室でできる活動の提案

・社会参加に関する評価

OT

2

・表情が乏しくなった。

・呼びかけへの反応が薄くなるなど、認知

機能の低下が懸念される。

日中活動の再開
・離床時の過ごし方の助言

・シーティングの工夫

・状況に応じた参加の仕方についての提案

OT

3

・自分から食事を食べなくなった。

・食事の介助量が増えた。
自立動作の拡大

・摂食嚥下の評価

・食事環境調整

・食器・用具の調整

・摂食動作の練習

— — 〇
食事の動作や環境、姿勢を評価し、施設にある食

器や自助具から食事環境の調整を行う。

OT

4

・着替えができなくなった。

・着替えの介助量が増えた。
自立動作の拡大

・介助方法、実施環境の工夫と提案

・更衣動作の練習
— — 〇

自立を促す介助方法の提案、環境の工夫と更衣動

作の練習を行う。

OT

5
・起居や移乗ができなくなった。 起居移乗の能力改善

・環境整備、方法の工夫

・動作練習など
— — 〇

自立を促す方法を獲得し、改善につなげる環境調

整と日常の過ごし方の工夫を提案する。

OT

6
・立ち上がり、移動ができなくなった。 移動動作の改善

・補助具助言

・環境の調整

・改善のためのプログラム提案

— — 〇
動作指導に加えて、安全な動作獲得のための工夫

や調整を行う。

PT（理学療法）によるプログラム一覧

個別 指導内容 集団 指導内容 職員との協働 内容

PT

1
・起居ができなくなった。 起居能力改善

・環境整備

・動作練習など
— — ○

・離床促進

・生活支援方法の検討

PT

2
・座位が保持できなくなった。 座位保持能力改善

・環境整備

・動作練習など
— — ○

・離床促進

・生活支援方法の検討

PT

3
・立ち上がりができなくなった。 起立動作能力改善

・環境整備

・動作練習など

PT

4
・移乗ができなくなった。 移乗動作能力改善

・環境整備

・動作練習など

PT

5
・施設内で安全に動けない。 車椅子駆動・歩行能力改善

・環境整備

・車椅子駆動練習

・歩行練習

・歩行補助具選定

PT

6

・着替えができなくなった。

・着替えの介助量が増えた。
更衣動作能力改善

・環境整備

・動作練習など

PT

7
・排泄ができなくなった。 排泄動作能力改善

・環境整備

・動作練習など

【理学療法士の実施する支援について】

不活動に伴う心身機能が低下した方には、それぞれの身体機能に応じて安全に継続できる運動支援が重要となります。

また、身体機能の改善を目標として個別・集団支援するだけでなく、1日の過ごし方、離床時間、活動と休息を含めた生活全体のマネジメントについてアセスメントや活動の提案、助言を行い、日常の活動の再獲得を支援します。

〇

2回目～

（30分/5名程度）

・集団体操など ○

・座位保持の調整

・活動性向上のための環境調整

・参加機会となる活動の提案と実施

小グループの構成で感染対策を行いながら

実施します。

〇

2回目～

（30分/5名程度）

・体操

・レクリエーション

・創作活動　等

・転倒リスクの確認

・介助指導

・生活支援方法の検討

課題の原因の評価・

分析

〇

（20分/人）

★施設内療養期間中に入所者の行動や生活が制限されたことにより、感染者・非感染者によらず 「課題」欄にある状態を認める入所者に対して下表に示すプログラムを行い、 「していること」と「できること」の差を縮めます。

★以下の一覧表を参考に入所者の課題に該当するOT又はPTのプログラムを申し込んでください。両方申し込まれた場合、派遣されたOT、PTは相互に連携しながらリハビリを進めます。

①以下の課題及び対応は，具体例として記載しています。これら以外の課題についても、個別に御相談ください。対応できる範囲で検討いたします。

②OTプログラム一覧の内容は、作業療法士会へ、PTプログラム一覧の内容は理学療法士協会に申し込んでください。同じ課題について両方のプログラムを希望する場合もPT,OTそれぞれに申し込んでください。

③原則として初回は、個人ごとに課題の評価を行います。評価を踏まえた上でリハビリプログラムを実施しますので、申し込んでいただいた内容とは異なる指導内容となることもあります。

④課題の原因を評価し、今後の施設における生活全般のマネジメントを支援するための指導を行います。

コード

コード 課題 評価 目標
派遣者の対応

派遣者の対応

【作業療法士の実施する支援について】

運動面や認知機能面の廃用リスクが高くなった方には、運動とともに認知面や生活行為への支援が重要となります。作業療法士は対象となる方の低下したADLに直接支援するだけでなく、

1日の過ごし方、離床時間、活動と休息を含めた生活全体のマネジメントについてアセスメントや活動の提案、助言を行い、隔離により失われてしまった日常の活動と参加の再獲得を支援します。

課題 評価 目標

課題の原因の評価・

分析

〇

（20分/人）

〇


