
1

新型コロナウイルス感染症施設内感染発生時の初動と事前準備

令和２年 12月 21 日 中央東福祉保健所

○スライド１

県内では、12 月に入り新型コロナウイルスの感染者数が急増しています。既に、職員の
健康管理や面会者への対応など予防対策をされていると思いますが、全国的に病院や高齢
者施設等での施設内感染事例が多発していることからも、万全の努力をしていただいてい
ても完全に予防することは困難です。
施設内感染が発生した時に、感染拡大を最小限にできるかどうかは、初発事例の迅速な探

知とその後の迅速な初動対応の２つが最も重要です。いずれも事前準備をしていないと混
乱しますので、事前準備をしておき感染拡大を最小限にしていただきたい。そんな思いで、
このスライドを作成しました。
是非とも、施設内の職員の皆さんとも本動画を共有していただき、施設内感染発生時に、

保健所等の支援を受けながら施設全体でどのように対応するのかということをイメージし、
できる準備から取り組んでいただければと思います。
本資料は３部構成になっています。

１．施設内で感染者が発生した場合の対応の全体像
→ 施設内感染が発生した場合、どのような対応が必要になるのか、その全体像につい

※ スライドの解説部分を、読み上げ音声（ナレーション）として収録しているパワー

ポイント形式のデータを、中央東福祉保健所のホームページに掲載していますので、

そちらと一緒にご活用ください。
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て説明します。
２．感染症の早期探知と保健所への速やかな連絡

→ 初発事例を迅速に探知するための仕組みづくりや、どのような状態になれば保健所
への連絡が必要になるのかについて説明します。

３．保健所による疫学調査や検査等に迅速に協力するための準備
→ 保健所の疫学調査や検査等にご協力いただき、感染源や感染の疑いのある者を特定
し、隔離する等の迅速な初動対応が感染拡大を防ぐためには重要です。保健所等によ
る外部支援の受援体制を整えるための準備について説明します。

○スライド 2

１．施設内で感染者が発生した場合の対応の全体像
このスライドは、初発例が発生した時に、施設と保健所が実施することと、その役割分担

をまとめたものです。初発例を火事に喩えれば、「疫学調査と検査」は、その火元としての
見えない感染源を探索するとともに、初発例からの飛び火を接触者として把握し検査する
ことです。2つ目の「感染拡大防止(感染管理)」は、既に飛び火している感染者からの類焼
を防ぐこと、つまり初期消火です。3つ目の「施設管理」「業務継続」は、飛び火の探索と初
期消火を行う感染症対応と通常業務を並行して実施するための危機管理です。
最初に保健所の感染症法に基づく対応です。疑い例もしくは初発例が発生した時は、速や

かに保健所にご連絡をお願いします。初発例のご連絡をいただければ、保健所職員が施設に
お伺いして法に基づく積極的疫学調査と PCR等検査を行い、既に感染している者と感染が
疑われる者の範囲を特定します。この作業を迅速に行うことが極めて重要ですので、後ほど
も詳しくご説明しますが、必要な情報提供を速やかに情報提供できるよう事前の準備をお
願いします。
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次に、施設主体で実施していただく「感染拡大防止(感染管理)」と、施設管理及び業務継
続です。
感染拡大防止(感染管理)については、日頃から標準予防策の徹底等を行っていただいてい

ると思いますが、それに加え、感染が疑われる者を個室管理する等の新たな対応が必要にな
ります。これについては、保健所職員等が助言や指導をさせていただきます。
左端の施設管理と業務継続については、感染症対応と通常業務の継続を同時に行うため

の施設全体の危機管理です。特に、感染症対応で不足する人員を通常業務の縮小や外部支援
でカバーすることや、職員の健康管理と人事管理が重要です。また、そのための施設全体の
指揮命令系統を確立することも大切です。

○スライド３

初発例が発生した時は、地震災害と同様に組織的な危機管理が必要となります。危機管理
時に最初にしなければならないことは対策本部の設置です。上段の点線の枠内に記載して
いる組織図は、厚労省のクラスター対策班接触者追跡チームが作成した「新型コロナウイル
ス感染症発生に備えた体制整備及び発生時の初期対応」をもとに、中央東福祉保健所が参考
例として作成したものですので、各施設の実情に応じて参考にしていただければと思いま
す。
左の感染対策は、保健所が行う「①疫学調査・検査に協力する班」と施設による施設内感

染の拡大を防止する「②感染管理班」の２つが必要です。「①疫学調査・検査班」は、保健
所から要請される職員や入所者等に関する情報提供と情報の入力作業等の事務的な作業、
及び PCR等の検査のための検体採取に関することなど、保健所への協力が主な業務となり
ます。 「②感染管理班」の業務は、保健所職員等の助言や指導を受けながら枠内に記載し
ている感染拡大防止対策を施設内で周知徹底することです。
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右半分の施設管理は、「③職員管理」と「④業務継続」、「⑤資材確保」といった施設内の
体制整備と、対外的な「⑥渉外業務」です。
①～⑥それぞれの具体的な内容について、次のスライド以降で説明します。
下段には、施設内感染対策本部と保健所の関係を書いています。施設内感染対策本部を設

置する場所に、保健所職員や専門家等が施設に出向いて、合同対策本部を設置し、連携協力
して対策を実施したいと考えていますので、ご協力をよろしくお願いします。

○スライド４

まず、「①疫学調査・検査」について説明します。
保健所職員が、積極的疫学調査票を用いて最初に感染者として確認された入所者もしく

は職員に患者調査を行います。この調査の目的は 2つあります。1つ目は、発端となった初
発例が、発症 2日前から隔離もしくは自宅待機されるまでの間に接触した濃厚接触者を把
握することです。2つ目は、発症前 2週間の行動歴をお聞きして感染源を探索することで
す。
この調査により、最初に探知された初発例が施設外で感染した方で本当の初発例なのか、

既に施設内に未知の感染源がいて施設内感染した方なのかを推定することが極めて重要に
なります。前者であれば比較的封じ込めをしやすいですが、後者であれば厳しい対応になる
可能性が高くなります。そのため初発例の他に見えない感染源が施設内にいる可能性も想
定し、入所者と職員の全てを対象に感染源を探索する必要があります。
初発例とその接触者に加えて、発熱や呼吸器症状など感染を疑う症状を呈している方を

把握して検査することにより、未知の感染源や感染が疑われる者を早期に探知することが
とても重要になります。
このことを「発熱サーベイランス」と言っており、大火事になる前に、見えにくい最初の



5

火元を探知するための作業です。手間がかかって大変かと思いますが、全員を対象に毎日行
うことをお勧めします。
次に、以上の２つの作業で得られた情報を用いて感染が疑われる者の一覧リストを作成

します。このリストの一人ひとりのリスク評価を行い、高リスク、中リスク、低リスクに分
類して優先順位づけをします。この優先順位を参考にしながら、順次PCR検査を実施して、
既に感染している者を把握します。
PCR検査については、対象者数が多い場合や入所者の状態等により受診が困難な場合に

ついては、医療従事者等が施設に赴いて検体採取を行う場合があります。施設には、検体採
取を行う場所の確保等をお願いします。
PCR検査の対象者は、基本的には感染が疑われる者の一覧リストの対象者に優先順位を

つけて選定しますが、初発例以外に感染源がいる可能性があれば、検査の対象をさらに広げ
ることとなります。検査結果が陽性であれば、入所者の場合は原則として感染症指定医療機
関等に移送し入院となります。職員の場合は、地域の感染状況によってはホテルでの宿泊療
養もしくは自宅療養となる場合があります。
一方、陰性の場合は、偽陰性の可能性もありますので、入所者の場合は疑い患者として感

染管理を継続しながら、健康観察と再検査を実施します。職員の場合は、感染者と最終接触
した日から 2週間、自宅待機となり、自宅で健康観察をお願いするようになります。

○スライド５

次に、「②感染管理(感染拡大の防止)」についてです。
これについては、現地に赴いた保健所職員や専門家等が助言・指導を行いますので、それ

に沿って取り組んでいただくことになりますが、ここでは、感染管理の概要について簡単に
説明します。
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感染者については、先ほどの説明のとおり原則入院となりますので、施設内で対応する可
能性があるのは、濃厚接触者など感染が疑われる入所者となります。濃厚接触者と特定され
た入所者は、原則として個室で対応します。個室が足りない等でやむを得ず同室にする場合
は、マスクの着用、距離や仕切り等の対応することも考えられますが、感染者と非感染者が
混在するとその中で感染が拡がる恐れもあることから、最小限にします。また、症状が出た
場合は速やかに個室に移動する必要があります。このような場合、濃厚接触者のいる居室が
「汚染区域」となり、それ以外の領域は「清潔区域」となります。こうした区域分けのこと
を「ゾーニング」と言います。なお、居室内にトイレがあり、居室内で生活が完結できる場
合はこれでいいのですが、トイレがない場合や人数が多い場合は、複数の居室と廊下及び専
用トイレなどのエリアを「汚染区域」とする場合があります。
汚染区域と清潔区域のスタッフは、それぞれ専任化して交差させないことも大切です。そ

のため、全ての者に区域の境を分かり易くするため、ポスターを掲示したり、床にテープを
貼ったり、衝立を置いたりします。
汚染区域に入る職員は、清潔区域内で個人防護具を着衣し、手指消毒してから汚染区域に

入り、汚染区域内の脱衣場所で脱衣し手指消毒してから清潔区域に移動します。また、医療
資材や汚染したリネン類などの感染性廃棄物の動線も交差しないよう注意する必要があり
ます。
次に、日頃から取り組んでいただいている標準予防策と、感染経路別予防策です。正しい

タイミングでの手指衛生や適正な個人防護具の選択と着脱、不特定多数が高頻度に接触す
る箇所を清拭、消毒すること、感染性廃棄物の適正処理の３つを的確に実施することが求め
られます。ただし、実施しているつもりでも、一部に徹底できていない場合もあることから、
専門家による点検評価と指導を受けることを推奨します。
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○スライド６

次に「③職員管理」について説明します。
なお、「③職員管理」や次のスライドで説明する「④業務管理」については、施設の特性

に応じてそれぞれでご検討いただく事項ですので、これから説明することは一つの参考と
して受けとめていただければと思います。
保健所による調査で職員が濃厚接触者になると、2週間の自宅待機が必要になります。そ

のうえ、濃厚接触者となった入所者への対応など、急速に業務量が増大します。
自宅待機等で少なくなった人員で増大する感染症対応業務を担いながら通常業務を継続

することは困難ですから、施設全体で業務の優先度に基づき一部業務を休止や縮小し、重点
業務である感染症対応業務に人員を重点配置することが求められます。それでも、人員不足
になる場合は、外部への支援要請が必要となります。同一法人内で応援体制がある施設につ
いてはまずは法人に要請されると思います。それでも不足する場合などは、本県では、社会
福祉施設で感染者が発生した場合に備え、県内の社会福祉施設の連携による「相互支援ネッ
トワーク」を構築していますので、担当窓口である高知県高齢者福祉課に相談していただく
ことになります。
職員管理については、少なくなった人員で急ぎ勤務表を組み直すとともに、自宅待機中の

職員の状況把握や出勤する職員の健康状態を把握するなどの人事管理的な業務が増大しま
す。施設全体の提供サービスの縮小やゾーニングなど感染対策による人員配置の見直しに
関する基本方針を、職員間で事前に共有しておくことをお勧めします。
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○スライド７

先ほどのスライドの内容と一部重複しますが、「④業務継続」について補足説明します。
先ほども説明しましたが、人員不足に対応するとともに、増大する感染対策業務に対応し

つつ介護サービスの提供を継続するためには、併設する通所又は短期入所サービス等の休
止・縮小等の対応を行ったり、業務の優先順位付け等を行い、人員の再配置が必要になる場
合があります。
なお、清掃やリネン業務等を委託している場合は、感染者発生時も業務継続が可能か事前

に確認しておくことをお勧めします。
業務の優先順位付けについては、下表を参考にしてください。

「通常業務と同様に継続すべき業務」をA、「感染予防・感染防止の観点から新たに発生
する業務」をB、「規模・頻度を減らすことが可能な業務」をC、「休止・延期できる業務」
をDとしています。Aには入所者に対する食事・排泄・与薬・医療的ケア・清拭などが含
まれ、Bには先ほど説明したような感染対策業務等が含まれます。A、Bについては優先業
務として限られた人員を注力する必要があります。Cには入浴やリハビリなどが含まれ、D
は上記以外、つまり、面会や外出、レクリエーション等が考えられますが、こうした業務は、
優先順位が低いものから順に、休止や縮小等の対応を行います。
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○スライド８

次に、「⑤資材確保」について説明します。
感染者が発生した時に備えて、日頃から感染防護具等の備蓄を計画的に行うとともに、現

に有している備蓄品の数量から逆算し、通常の利用であれば何週間程度でつきるかを把握
しておくことが必要です。
しかし、いざ感染者が発生すると、大量の防護具や消毒薬が必要となります。県では、施

設内での感染者が発生した場合や感染の疑いがある方に対するケアが必要となった場合に
備えて、フェイスシールド、手袋、消毒薬などを備蓄しています。資材の不足が見込まれる
場合は、速やかに相談してください。
なお、全国老人福祉施設協議会でも、高齢者介護施設等で患者が発生した場合に用いる防

護用品を備蓄し、県老施協を通じて提供できるようにするとともに、各施設等の個別調達に
対する支援も行っています。詳しくはホームページをご確認ください。
備蓄が残り少なくなっているという情報を、誰がどうやって把握するかということも事

前に検討しておくことが必要です。
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○スライド９

次に、「⑥渉外」について説明します。
施設内感染が発生した場合は、入所者やそのご家族、関係者への直接的、間接的な影響が

避けられませんので、入所者やご家族には、何らかの方法で状況を説明し、ご理解をいただ
く必要があります。できれば、事前に入所者や家族等と、施設内で感染者が発生した場合の
対応方針について共有しておくことが望ましいです。
スライドの上部には、事前に共有しておくべき内容、下部には施設内感染の発生後関する

ことを記載しています。
まず、「事前の共有」のうち、入所者・家族については、他県の施設の事例では、令和 2

年 10 月 15 日付けの国事務連絡「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)」の「新型コロナウイルス感染症に感染した者等が発生した場合
の取組」を参考に、自施設版に加工した内容を共有しているところや、例えば、併設する短
期入所や通所サービスを休止するなどして人員配置を変更する業務継続に関することを共
有しているところなどが見られました。次のスライドに、参考資料として、例示を示してい
ます。
医療機関に対してですが、発熱や風邪様症状など新型コロナウイルスへの感染を疑う入

所者がいた場合に、嘱託医や協力医療機関で、新型コロナウイルスの検査ができるかどうか、
できない場合は県のホームページで公表している「検査協力医療機関」への紹介が可能かど
うか等については、少なくとも事前に確認をしておきましょう。

施設内感染の発生後については、保健所や関係医療機関、指定権者、入所者家族、居宅介
護支援事業所等、多数の機関や関係者と連絡をとる必要があります。担当窓口を明確にする
とともに、休日夜間の緊急連絡網についても事前に確認しておくようお願いします。併せて、
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入所者家族や地域住民からの問い合わせやマスコミからの取材依頼などがくることも想定
されますので、事前に担当者を確認しておくことをお勧めします。

○スライド１０

これは、感染者発生時の対応方針を、事前に入所者とその家族に共有する場合の、その項
目の例示です。施設ごとに実情が異なりますので、これを参考にしてもらいつつ、各施設で
ご検討いただければ幸いです。
なお、すべての項目が必要というわけではなく、少なくとも、ぞれぞれのご家族が、自身

の家族が感染者になった場合、濃厚接触者になった場合、感染者・濃厚接触者いずれにも該
当しない場合、それぞれで、どのような対応がなされるのかをイメージできることが大切か
と思いますので、そういった観点からご検討いただければよいのではないかと思います。
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○スライド１１

先ほどまで、施設内で感染者が発生した場合の対応の全体像について説明してきました
が、ここからは、施設内で初発患者が発生した場合の感染拡大を最小にとどめるための「感
染症の早期探知と保健所への速やかな連絡」について説明します。
このスライドは、日頃の早期探知のための取組から、相談、診療、検査に至るまでの流れ

を示したものです。
まず、上段の「早期探知」の部分について。感染の疑いをより早期に把握できるよう、管

理者が中心となって、利用者に対しては毎日の検温の実施、食事等の際における体調の確認
を行うとともに、職員に対しても、発熱の有無等の健康状態を把握し、体調がすぐれないと
きに躊躇なく相談や休養ができる体制にします。さらに、入所者及び職員の発熱の有無等の
健康状態は、所定の様式を用いるなどして情報を集約し、管理者や感染対策担当者等へ報告
することが必要です。このように、感染を疑う症状を呈している方を早期に探知し、相談や
受診につなげる仕組みを「発熱サーベイランス」と言います。発熱サーベイランスの参考様
式を添付していますので、後ほど説明します。
次に、中段以降の「相談」「診療・検査」について説明します。発熱等感染を疑う症状を

呈している利用者や職員は、積極的に新型コロナウイルスの検査を受けることをお勧めし
ます。本県では、新型コロナウイルスの検査ができる「検査協力医療機関」を県のホームペ
ージ上で公表していますので、かかりつけ医等が検査協力医療機関になっているかどうか、
事前に確認をお願いします。検査協力医療機関でない医療機関に相談・受診した場合に検査
を受けるためには、検査協力医療機関に紹介してもらう必要があります。また、発熱等の風
邪様症状のある方が、かかりつけ医や検査協力医療機関を受診する際は、必ず電話予約し、
マスク着用のうえ医療機関の指示に従って受診してください。なお、先ほども説明しました
が、各施設の嘱託医や協力医療機関が、新型コロナウイルス感染症を疑う入所者等の診療及
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び検査が可能かどうかなど、どのような連携・協力体制がとれるかどうかについて、事前に
確認をしておきましょう。
入所者や職員が新型コロナウイルスの陽性と判定された場合は、もちろん速やかに保健

所と連絡をとる必要がありますが、それ以外にも、例えば何らかの集団感染が疑われる場合
や、短期間に同様の症状で複数名が発症した場合など、現場で何かおかしい状況に気づいた
ら、迅速に保健所に連絡相談をお願いします。従来の感染症や食中毒の集団発生の報告基準
は 10 名以上とされていましたが、10名を待たずに、できるだけ早期にご連絡ください。

○スライド１２

新型コロナウイルスは、発症２日前から感染力があり、特に若い世代においては無症状や
軽症の感染を多く引き起こすなどの特性を有していることから、見えにくいクラスターの
発生が潜在的かつ広範に起こりやすいとされています。この見えにくいクラスターの予兆
を早期に把握するためには、普段とは何か違う状況が発生した場合に探知し、早期に介入す
る仕組みが必要と言われており、このことを「イベントベースドサーベイランス」と言いま
す。
例えば、“体調不良で休む職員が多い”“なんとなくおかしい、いつもと違うと感じる入所者

が複数名いる”といった現場の気づきが重要です。
新型コロナウイルス感染症の症状は、発熱、咳、倦怠感、呼吸苦の順で頻度が多く、下痢

などの消化器症状も約１割の患者でみられます。一方、施設に入所している高齢者は、自分
で訴えることが困難な方も多いので、これらの症状がしっかりと確認できない可能性もあ
ります。「なんとなくおかしい、いつもと違う」という職員等の感覚が唯一の手がかりとな
る場合もあります。
毎日の検温や食事介助等の際、こうした何らかの異状を察知した場合は、早期に管理者等
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に報告する等の対応をお願いします。

○スライド１３

先ほど説明しました、感染を疑う症状を呈している方を早期に探知し、相談や受診につな
げるための仕組みである「発熱サーベイランス」について、各施設でご活用いただけるよう
な参考様式を、資料に添付しています。
左端から ID、氏名、性別、年齢、居室と、入所者の基本情報を書く欄があり、それ以降

は、毎日の体温と症状の有無を記載するようになっています。
スライド上は入所者用のみ表示していますが、職員についても同様に一覧で見れる様式を
使うことをお勧めします。
このように、毎日の検温等の結果を一覧表にすることで、管理者等との共有がしやすくな

るとともに、施設全体の有症状者の発生の動向を把握することが可能になります。また、感
染者発生時には、２週間前までに遡って施設内に有症状者等がいたかを聞き取りしますし、
感染者と接触のある入所者・職員の健康観察を毎日お願いすることになりますので、日頃か
らの習慣化をお願いします。
なお、必ずしも本様式を使う必要はなく、ID（通し番号）、氏名、入所者若しくは職員の

種別、入所者の所属（階・ユニット・棟・居室）若しくは職員の勤務場所、体温・呼吸器症
状・倦怠感・咽頭痛・消化器症状等の症状の有無などがあれば、日頃活用している様式でも
かまいません。また、本様式を使って手書きで作成していただいてもかまいません。
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○スライド１４

ここからは、感染者が発生した施設で、保健所が行う疫学調査や検査に迅速に協力して感
染者や感染を疑う者を迅速に把握できるようにするための事前準備についてご説明します。
①感染者発生前から事前に情報提供していただきたいものと、②施設内で患者が発生し

た場合にご提出いただきたいものの２つに分けて説明します。
まず、①については、施設の図面を事前に提供いただきますようお願いします。図面は既

存のものでかまいません。もし、各施設でゾーニングや検体採取場所等をシミュレーション
されている場合は、それがわかるように記載したものをご提出いただきますようお願いし
ます。また、嘱託医や協力医療機関等との連携状況についても、情報提供をお願いします。
次に、②施設内で感染者が発生した後についてですが、初発例が確認された場合は、速や

かに保健所にご連絡いただくとともに、直ちに施設内感染対策本部を設置し、指揮命令系統
の確立をお願いします。連絡を受けた保健所は、速やかに保健所も体制整備を行い、職員を
施設に派遣しますので、ご協力をお願いします。
保健所による疫学調査や検査等において必要となる書類を、「必ず提出していただくもの」

と「あれば提出していただくもの」に分けています。まず、「必ず提出していただくもの」
については、1.初発患者の情報、2.職員の情報、3.入所者の情報、4.施設内に出入りした者
のリストです。1.初発患者の情報については、発症前２週間から当日もしくは最終勤務日ま
での行動歴や接触歴が分かる、勤務表、発熱サーベイランス情報、利用者のケア記録などで
す。2.職員の情報や 3.入所者の情報については、保健所から事前に提供する職員等名簿（様
式１）と入所者名簿（様式２）に初発例との発症日を起点に過去２週間の発熱等の風邪様症
状の有無と発症日の転記をお願いします。職員の勤務表については、職員等名簿と同じ ID
を追記していただけると助かります。4.施設内に出入りした者のリストについても、いざと
いう時にすぐに提供できるよう事前に準備をお願いします。
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○スライド１５

次に、施設内で患者が発生した場合に提出していただきたいもののうち、あればご提出い
ただきたいものについて説明します。
１．組織体制に関するものについては、施設内感染対策本部など指揮命令系統が分かるも

のや、業務継続計画など施設内感染発生時のサービス提供方針が分かるもの、また、感染管
理マニュアルなど、日頃の感染対策の実施状況が分かるもの、になります。
２．施設内のゾーニング案を記した図面については、施設内感染対策本部の設置場所、検

体採取場所、職員の個人防護具の着脱訓練を行う部屋、防護具の着衣場所等を含む「清潔区
域」と、濃厚接触者へ対応する区域や防護具の脱衣場所の「不潔区域」を記した図面があれ
ば、ご提供をお願いします。
３．ロジスティックについては、個人防護具、消毒薬等の在庫情報や、清掃・リネンなど

の委託業者リストがあれば、ご提供をお願いします。
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○スライド１６

先ほどの感染者発生直後に必ず保健所に提供していただきたいものの中で説明しました、
職員等名簿（様式１）と入所者名簿（様式２）です。
事前にエクセルシートで提供しますので、事前に入力もしくは、発生直後に入力して提供

をお願いします。入力項目は、ID、氏名、性別、年齢、部署名といった基本情報と、２週間
以内の発熱等の症状の有無と発症日の情報です。症状がなかった場合はその旨の記入のみ
で結構です。症状があれば発症日と検査等の対応についても記入をお願いします。職員名簿
については、正職員だけでなく、非常勤職員や委託業者の職員等についても記入し情報提供
をお願いします。入所者名簿については、２週間以内に退所したショートステイの利用者や、
入院した方など、過去２週間以内に在籍していた方も含めて入力もお願いします。
なお、左側の基本情報については、事前に作成しておくと発生直後の初動が効率的になり

ます。
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○スライド１７

記載様式と参考資料の一覧です。
記載様式（様式１）～（様式３）は、事前にエクセルデータで提供しますので、ご活用を

お願いします。


