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はじめに・・・

白ゆりグループでは、各事業所においてこれまでも感染症の対策を
それぞれ講じて参りました。
しかし、この度職員2名、利用者様1名がこの「新型コロナウイルス」に
感染してしまいました。
幸い、クラスター（集団）感染までは至りませんでしたが、今後、
このウイルスとの戦いは長期戦になります。
いつどこで第2波、第3波となるかわかりません。

白ゆりグループではその状況をいち早く把握すべく、グループとして
もう一度、予防策の標準化をグループ全体で見直しております。

この資料においては職員の会議などで用いたものを含め掲載しております。
ぜひ、皆様にとってお役に立つ情報となればと思います。



①新型コロナウイルスの正しい理解

「新型コロナウイルス（SARS-CoV2）」はコロナウイルスのひとつです。
コロナウイルスには、一般の風邪の原因となるウイルス、「重症急性呼吸器症候群（SARS）」や2012年以降
発生している「中東呼吸器症候群（MERS）」ウイルスが含まれます。

感染経路
新型コロナウイルス感染症がどのように感染するのかについては、現時点では、飛沫感染（ひまつかんせん）
と接触感染の2つが考えられます。

感染者の飛沫（くしゃみ、咳、

つばなど）と一緒にウイルスが

放出され、他者がそのウイルス

を口や鼻から吸い込んで感染

します。

飛沫

感染
感染者がくしゃみや咳を手で押さ

えた後、その手で周りの物に触れ

るとウイルスが付きます。

別の人がその物を触るとウイルス

が手に付着し、その手で口や鼻を

触って粘膜から感染します。

接触

感染

新型コロナウイルスとは



発熱 頭痛 咳 のどの痛み

倦怠感
鼻水・鼻づまり

（味覚・嗅覚の異常）

息苦しさ

（サーチレーション低下）

新型コロナウイルスに感染した際の症状

症状や経過については個人によって異なります

①新型コロナウイルスの正しい理解



Vox 「Coronavirus is not the flu. It‘s worse.」より

新型コロナウイルスとインフルエンザの違いとその理解
インフルエンザの感染率は約1.3、新型コロナは約2と言われている。
この差を表すものはなにか。
10日間で感染者を比較するとインフルエンザの罹患者は56名。
対してコロナウイルスは2047名まで羅漢者が広がるという計算になる。

インフルエンザに感染すると2日目には高熱など発症する。
しかし、コロナウイルスの特徴として、例え感染していたとしても、
それが、2日目なのか、13日目なのかがわからない。
つまり自分が感染しているのかの自覚症状なく過ごしてしまい、
他者に感染させてしまうという恐れがある。

インフルエンザの致死率は約2％。
それに比べ、新型コロナウイルス
はその約10倍以上の20～31％とさ
れている。

①新型コロナウイルスの正しい理解



厚生労働省HPより

手の洗い方とマスクの着用

②基本的な感染予防対策



 出勤時、外出後は「手洗い」「うがい」
「手指消毒」「検温」を実施
ご利用者のご自宅に訪問される場合に
おいても実施する

 マスクは通勤時、勤務中は常時着用
プライベートにおいても自宅以外では
着用する

 施設では常に2方向以上から換気を行う
 更衣室は時間差や場所を変えて行う
 休憩時間はタイミングを変えて休息する
 食事中はなるべく他者と話さない

食事が終了したらすぐにマスク着用する
 会議は、テレビ会議にて実施

どうしても集合しなくてはならない場合
については、会議の要点をまとめ出来る
限り短く実施する

 訪問看護については、朝礼・終礼を
リモートで実施する

職員の基本的感染対策

白ゆりグループ感染対策啓蒙ポスターより

②基本的な感染予防対策



モーリスとエタノールのちがい

モーリス エタノール

用途
基本的特徴

手指の消毒
子供のおもちゃ、冷蔵後内、においの気になる場所への噴霧

空気消毒、「手荒れ」が気になる時の手指消毒

手指消毒
色落ちがしてしまうような布製のものでも噴霧可能

ターゲット決まってると、こちらがオールマイティー

消毒、除菌の仕組み 次亜塩素酸による酸化反応で除菌 ウィルスや細菌のたんぱく質を変異させる効果により消毒

構成物 弱酸性次亜塩素酸水
希塩酸

アルコール

皮膚への刺激 弱酸性でもあるため、エタノールより素肌に優しい 皮脂を取り除く作用があり、頻回に使うと手荒れを引き起こす

保存について 紫外線により有効成分が分解してしまうため、
直射日光を避けて保存。
保存期間は3か月から半年

引火性があり、火気厳禁
保存期間は2－3年

注意点 速乾性がないため、衣服などには色落ちが出るため要注意 揮発性が高いため、空気中の消毒は向いていない

②基本的な感染予防対策



消毒薬 場所 対象

次亜塩素酸ナトリウム

消毒用エタノール

居間
食事部屋

ドアノブ、窓の取っ手、照明のスイッチ、
テーブル、椅子、電話機など

浴室
水道の蛇口、ドアノブ、窓の取っ手、
照明スイッチなど

トイレ
流水レバー、便器のふた、
ペーパーホルダーなど

水500mlにペットボトルキャップ2杯半

水500mlにペットボトルキャップ2杯半

水500mlにペットボトルキャップ1杯

水500mlにペットボトルキャップ1杯

水500mlにペットボトルキャップ1杯

水500mlにペットボトルキャップ1杯

水500mlにペットボトルキャップ1杯

水500mlにペットボトルキャップ1杯と少し

水500mlにペットボトルキャップ1杯

家庭用消毒液の応用

「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」（国立感染症研究所）
（https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-01-200305.pdf）を参考
「新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう。」（厚生労働省 経済産業省）
（https://www.mhlw.go.jp/content/000617981.pdf ）を編集・加工して作成

②基本的な感染予防対策



使用の前後にアルコール綿で拭く

使用の前後に消毒液を噴霧する

使用機材・物品の消毒方法

接触感染を防ぐためにも使用機材・物品についてもしっかりと消毒をしています

②基本的な感染予防対策



利用者様のご自宅を訪問した時の注意

②基本的な感染予防対策

利用者宅到着時

①入室し、手洗い場を借り、
持参した手洗い石鹸で手洗いし
持参したペーパーで手を拭く

②ケア前に手を拭いたペーパーは
ビニール袋に入れて持ち帰る

入室時

①手洗い場を借りケア前
同様に手洗いする

②この時のペーパーは
利用者宅で処分してもらう
（次の訪問先に持ち込まない）

ケア終了後

訪問にあたり 訪問時

⚫ ご利用者に朝電話をし、体調確認を行います
⚫ 訪問し、ご本人及びご家族に風邪症状がある

場合は、ご本人やご家族にもマスク着用を
ご依頼します

⚫ 症状によっては短時間でサービスをするか
サービス自体をお休みさせて頂きます

⚫ 場合によっては医療機関につなげることも
あります

ご利用者の症状によっては、
防護服等を着用してサービス
を実施致します

①利用者宅ではインターフォンを
押し、挨拶後家の中に入る前に、
玄関先／外で消毒液を自分自身
に噴霧する
②アルコール消毒にて手指消毒を
行う



デイサービスとショートステイでの予防対策～様々な運用～

②基本的な感染予防対策

ご利用前の確認を徹底する

お迎えに行く職員がチェックリストを使用してご利用者に状態の確認
を行います。

感染予防マニュアルを作成し、職員への予防の意識の統一化をはかる

マニュアルでは様々な介助場面を想定し、全員が統一
した意識のもと、予防対策の徹底を図っています。



デイサービスとショートステイでの予防対策～様々な運用～

②基本的な感染予防対策

ご利用中の工夫 ～利用者様ソーシャルディスタンスのお願い～

デイサービスセンター白ゆり北20条

ショートステイ白ゆり北20条

介護サービスはどうしても「3密」を避けられない
場面が多くあります。
その中でもできる限り「ソーシャルディスタンス」
を保ってもらうように利用者様の意識を高めて頂く
ことも必要です。

特に白ゆりのデイサービスやショートステイは多く
の方にご利用して頂いておりますので、皆様が安心
してお越し頂けるように、様々な工夫をしています。

座席の間隔をあける。



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2年4月20日版より〉

患者（確定例）と同居あるいは長時間の

接触（車内、航空機内などを含む）が

あった者

適切な感染防護無しに患者（確定例）を診察、

看護もしくは介護していた者

患者（確定例）の気道分泌液もしくは

体液などの汚染物質に直接触れた可能性

が高い者

その他：

手で触れることのできる距離（1 m程度）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者

濃厚接触者の考え方

③2次感染防止のためのオペレーション



論文の中での最重要点は以下の３つとされています。
① 接触者追跡は発症4日～5日前まで遡る
② コロナは発症前から発症5日までに感染リスクあり6日以降はない！
③ コロナの二次感染までの期間（serial interval）は４～５日（SARSは8.4日）

台湾のCovid-19感染ダイナミクスの論文より

参考にしている濃厚接触者追跡のための指標

白ゆりグループとしては特に①の項目について参考にさせて頂いております

③2次感染防止のためのオペレーション



陽性患者 一次濃厚接触者
利用者様

（二次濃厚接触者）

事業所濃厚接触者

【濃厚接触者】
マスク有無に関わらず、1 m程度の距離で15分以上接触した者

2020/5 北海道の保健所における最新定義より

準一次濃厚接触者
事業所
接触者

～定義～

【新型コロナウイルス感染（疑い）時の待機・報告フローチャート】

PCR検査で陽性判定
となった患者

定義
陽性患者との
濃厚接触者

左記一次濃厚接触者
との濃厚接触者

事業所濃厚接触者以外
事業所職員

利用者様
個人宅、施設内入居、入院者

関連機関
ご家族
担当CM

施設、病院
など

濃厚接触者の定義 ～白ゆりグループVer.～

③2次感染防止のためのオペレーション



陽性患者

一次濃厚接触者

利用者様
（二次濃厚接触者）

事業所濃厚接触者

報告
個人宅、施設内入居、入院者

(関連機関含む)

準一次濃厚接触者

[本人]
速やかに待機

最終接触から14日間
[事業所]

他事業所への出入り禁止

※PCR検査・その後のプロセスは、
保健所の指示に従う

事業所
接触者

関連機関
ご家族
担当CM

施設、病院
など

③2次感染防止のためのオペレーション

濃厚接触者の定義 ～白ゆりグループVer.～



発熱 頭痛 咳 のどの痛み

倦怠感
鼻水・鼻づまり

（味覚・嗅覚の異常）

息苦しさ

（サーチレーション低下）

ご利用者

症状を疑う時の対応 デイサービス・ショートステイ・訪問介護・
定期巡回・訪問看護のリハビリ

ご利用前に症状のご確認をさせて頂きます
また、場合によっては行動歴等のご確認もさせて頂いております

 ここ2週間でご本人・ご家族のなかで海外渡航歴があ
る

 全国で新型コロナウイルが発生している場所にご本
人・ご家族が行っていた方がいる

職員

上記サービスは基本的には症状のある方はご利用を控えて頂く
ようお伝え致します。
ただし、訪問看護の看護師関しては、状況を勘案し、感染対策
を行った上で、訪問させて頂きます。

※

自宅待機

職員の状況や行動歴を確認し、
対応を検討します

有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・グループホーム

ご入居者

ご担当の主治医に連絡をさせて頂きます

• クラスター対策として個室対応させて頂きます
• 施設によっては感染症対策用の居室に移動して頂きます
• 医師・保健所の指示に従い、症状によっては救急搬送させて頂きます

③2次感染防止のためのオペレーション



新型コロナ対策本部の設置

• 陽性者情報の集約
• 事業所へのオペレーションの指示・命令
• 事業所濃厚接触者・事業所接触者の抽出と情報集約
• 関係機関の抽出と情報集約
• お問い合わせ窓口の設置

感染者発生事業所

• 陽性者情報の収集
• ご家族・担当ケアマネ・病院・施設等への情報発信

及び状況確認
• 事業所濃厚接触者・事業所接触者の抽出と情報収集
• 関係機関の抽出と情報収集

保健所

状況の報告

確認及び指示・命令

状況の報告

状況の報告

状況の確認及び指示

陽性者が発生した場合～対策本部の設置及び保健所等との連携について～

発生事業者は、常に情報を収集し状況把握に努めるとともに、陽性者の状況を
常に確認しながらご家族・関係機関への説明や情報提供を行う。

対策本部は、発生事業所から得た情報を整理しながら、Next Actionとなる行動に
ついて冷静に判断するとともに、関係機関への対応を検討する。

令和2年5月2日 陽性者発生時の対策本部の情報集約の様子

③2次感染防止のためのオペレーション



入居施設においてのコロナウイルス感染者が発生した場合のオペレーション（ゾーイングの考え方）

LPS白ゆり新さっぽろグループ感染対策マニュアルより

グループホーム白ゆり新さっぽろ感染対策マニュアルより

ゾーイングに関しては適宜保健所の指示に従い、対応致します。

③2次感染防止のためのオペレーション



入居者/利用者 職員

５F
発症者

４F

３F

２F

１F 事務 事務

３F入居者がコロナウイルスに感染した（疑い）
がある場合

・濃厚接触者として、３Fは封鎖
（フロアロックダウン）
・ロックダウンされた入居者及び職員は待機

CASE１

発症者

入居施設においてのコロナウイルス感染者が発生した場合
のオペレーション（ロックダウンの考え方）

Case１

５F職員がコロナウイルスに感染した（疑い）
がある場合

Case２

CASE２

・濃厚接触者として、５Fは封鎖
（フロアロックダウン）
・濃厚接触者として、入居職員は封鎖
（事業所ロックダウン）
・ロックダウンされた入居者及び職員は待機

ロックダウンに関しては適宜保健所の指示に従い、対応致します。

③2次感染防止のためのオペレーション



マニュアル類の整備（抜粋）

白ゆりグループでは利用者様が常に安心して頂けるように各事業所ごとに感染症予防・
対策マニュアルがあります。
職員教育の一貫としても活用できるよう常に最新の情報を得ながらバージョンアップを
繰り返しています。
職員一人ひとりが意識を高めることが何よりも感染対策につながります。

③2次感染防止のためのオペレーション



おわりに・・・

新型コロナウイルスは世界中で猛威を振るい、ここ数カ月で私たち
の生活スタイルを変えてしまいました。
はじめに記載した通り、このウイルスとの戦いは長期戦になります。

ただ、いつの時代もどんな感染症も対策の原則は「もち込まない」
「もち出さない」「拡げない」という3原則に変わりはありません。
私たちはこの基本的な考え方を基に様々な情報を集め、さらに
予防・対策案を全職員一丸となって対応して参ります。

この資料も今後、さらにブラッシュアップしていく予定です。
皆さまの健康を願い、さらに私たちはより良いサービスを提供でき
るよう努力して参ります。

もち込まない もち出さない 拡げない

感染症対策の3原則


