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このガイドラインは「福山市新型コロナウイルス感染症対策
ガイドライン －職場編－」を一部，施設編として改編して
作成したものです。



第１章 オリエンテーション



第２章 新型コロナウイルス感染症の
概要



（１） 新型コロナウイルスとは

ガイドライン P.1

（例）重症急性呼吸器症候群（SARS）

中東呼吸器症候群（MERS）

コロナウイルス

変異

新型コロナウイルス



感染者が咳やくしゃみをした時に，飛び散る唾液などの

飛沫が，他の人の口や鼻などに入ることで起こる

ガイドライン P.1

２ｍ

（２） 感染経路



ガイドライン P.1

ウイルスを含んだ唾液や鼻水が感染者の手に付く，その手で

周囲のものを触り，それを他の人が触ってしまうことで感染

新型コロナ

ウイルス

手に付着 手から鼻・口・眼 感染

（２） 感染経路



（３） 潜伏期間

ガイドライン P.1

感染してから発症までの期間： １～１４日

（5 日程度で発症することが多い）



（４） 症状

ガイドライン P.1

● 発熱，咳，息苦しさ，倦怠感，頭痛など

● 強い全身倦怠感や，味覚や嗅覚に異常がある時にも

注意が必要



（５） 感染力

ガイドライン P.1

● 発症する１～２日前から気道にウイルスを認める

● 軽症例では，発症後８日目までウイルスを認める

● 感染力は，発症の２日前から発症直後に最大となり，

７日以内に急激に低下する

症状が出る前でも，他人へ感染させてしまう可能性あり



（６） 無症状病原体保有者

ガイドライン P.1

無症状病原体保有者からも

感染する可能性がある

感染していても，症状のない人



（７） 予防法

ガイドライン P.2

● 手洗い，手指消毒

● 不用意に顔を触らない

● 外出時のマスクの着用（熱中症に注意）

● 咳エチケット

● 健康管理（十分な睡眠・栄養摂取，適度な運動）



ガイドライン P.2

不要不急の外出を控えましょう

× × ×
密閉空間 密集場所 密接場面

（７） 予防法



ガイドライン P.2

ウイルスの存在を調べる

PCR検査

抗原検査

これまでにウイルスに

感染したか否かを調べる

抗体検査

（８） 検査



ガイドライン P.2

PCR検査 抗原検査

ウイルスの遺伝子
ウイルスに特有な

タンパク質

数時間 ３０分程度

陰性の場合,PCR検査

を要する場合あり

調べるもの

判定時間

その他
鼻咽頭ぬぐい液や痰

唾液も可能

（８） 検査



ガイドライン P.2

現在，日本では診断用での承認はされていない

（８） 検査

抗体検査



ガイドライン P.2

レムデシビル

（９） 治療

● 現在，日本で承認されている治療薬

● 販売名：ベクルリー

● ウイルスの増殖を抑制する効果

● 人工呼吸器や体外式膜型人工肺（ECMO）

などを使用している重症患者に点滴で投与



ガイドライン P.2

ファビピラビル

（９） 治療

● 販売名：アビガン

● 新型インフルエンザの治療薬

● 現在，承認に向けて治験中



ガイドライン P.3

（１０） ワクチン

現在，日本を含む世界で開発中



ガイドライン P.3

（１１） 重症化

● 感染者の約８０％は軽症

● 重症化する人は，かぜ症状が出て５～７日程度で

急激に悪化し，肺炎に移行

＞

人工呼吸器の着用

死亡の危険性

３倍以上

喫煙者



ガイドライン P.3

高齢者 透析を受けている人

基礎疾患のある人

・糖尿病 ・心不全

・高血圧 ・がん

・慢性呼吸器疾患 など

免疫抑制剤や抗がん剤

などを用いている人

その他

喫煙者

（１１） 重症化
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（１１） 重症化



第３章 平常時の対策



ガイドライン P.4

生活習慣病予防 喫煙対策

食事・運動・休養

定期的な健康診断・がん検診
禁煙支援

重症化を防ぐ



ガイドライン P.4

帰社・帰宅時 共有のものを触った後

調理の前後や食事の前 トイレの後

（１） 感染予防 ア 正しい手洗いの励行



ガイドライン P.4

（１） 感染予防 ア 正しい手洗いの励行

(イ) 汚れが残りやすいところ

●指先

●指の股

●親指の周り

●手のしわ

●手首



ガイドライン P.5，11

（１） 感染予防 ア 正しい手洗いの励行

（ウ） 手洗い手順

① 手を水で濡らし，石けんをつけます。 ② 腕から指
先まで，丁寧にこすり洗いします。特に，指の股や指
先をよく洗いま す。 ③ 十分に水洗いし，石けんをよ
く洗い流します。（２０～３０秒間） ④ ペーパータ
オル又は清潔なタオルで拭きます。 ※ 石けんを用い
て手洗いをすることで，手の脂などの汚れを落とすこ
とにより，ウ イルスを手指からはがれやすくする効
果があります。 ※ ①～③を，２回繰り返すと効果的
です。



ガイドライン P.5

● 飛沫の届かない２メートル程度の距離を取る

● 椅子に座るときは，一つ飛ばしや，互い違いに座る

２メートル

（１） 感染予防 イ 基本的な感染予防対策



アクリル板の設置
ビニールの取付け

マスクの着用

人と十分な距離が確保できれば，
マスクの着用は不要

ガイドライン P.5

熱中症に注意⚠

（１） 感染予防 イ 基本的な感染予防対策



密閉 密集 密接

３０分に１回

３分程度の換気

ガイドライン P.5

（１） 感染予防 イ 基本的な感染予防対策



（１） 感染予防 ウ 職員への感染リスク低減対策

ガイドライン P.6

出張や会議

テレビ電話

による会議

食 堂

利用時間

の調整



（１） 感染予防 エ 来館者・来訪者の理解と協力

面会及び施設の立ち入り

■面会は、緊急やむを得ない場合を除き、制限する。

オンライン面会（テレビ電話システムやWebアプリのビデオ通話機能等

のインターネットを利用する面会）を行っていただくのが望ましい

■委託業者も物品搬入は、施設の限られた場所（玄関等）で行い、

施設内へ立ち入る場合は体温測定を行い、発熱時には入館を断る

■面会者や業者など施設に出入りした者の氏名、日時、連絡先を

記録しておく



（１） 感染予防 オ 職員への教育

ガイドライン P.7

正しい知識を習得し，感染防止対策
を実践するために，職員への周知に
努めてください。



（２） 日頃の健康管理

ガイドライン P.7

・新型コロナウイルスの初期症状は，発熱，咳など普通のかぜと見分けがつき

ません。

・職員や利用者の中には慢性的な咳があったり，鼻炎の症状を呈する人もいる

場合が あります。

・感染している可能性を考慮して，日頃からの職員・利用者の健康について

把握する ことが必要です。



① 従業員の健康状況を把握する担当の人選

② 報告体制などのフロー図を作成

③ リスク管理

ガイドライン P.7

（２） 日頃の健康管理 ア 基本事項



職員・利用者などに新型コロナウイルス感染症が
疑われる場合のフロー図

ガイドライン P.12

職員・利用者などに新型コロナウイルス感染症と思われる症状がみられた場合

＜症状＞発熱やかぜの症状，倦怠感や呼吸困難，普段と異なる嗅覚・味覚の異常等の症状

職員はすぐに上司に，状況・状態を報告

報告

≪上司≫ 
職員・利用者の状態（症状等）を確認 報告 管理者

●第一報の報告
●その後の状態の報告

感染予防に関するチーム
●人事担当部署などの統括する部署 ●嘱託医 ●看護師など



施設等における取組

１）日頃の健康管理

■日頃より利用者の健康状態や変化の有無をよく観察し，

記録しておく

■患者が出た場合に、積極的疫学調査へ協力できるよう、普段より症

状出現後の接触者リスト、ケア記録、勤務表、施設に出入りした者

の記録等を準備することを認識しておく



① 管理者が記録する（様式１）

ガイドライン P.8

② 職員が記録する（様式２）

（２） 日頃の健康管理 ア 基本事項

（ガイドライン P.２９） （ガイドライン P.３０）



発熱 鼻閉 鼻汁 咳 痰

味覚異常 嗅覚異常 咽頭痛 頭痛 息切れ

寒気 倦怠感 筋肉痛 関節痛

● 出勤を控える

● 市の相談窓口・かかりつけ医に必ず相談

出勤を控える期間の目安 ： 症状がでて１０日間

症状が８日以上続く場合 ： 症状が軽快してから，さらに３日間

ガイドライン P.8

（２） 日頃の健康管理 ア 基本事項



（２） 日頃の健康管理 イ 職員自身の健康状態の確認

●出勤前の体温の測定と記録

●発熱やかぜ症状がある場合の上司への相談

ガイドライン P.8



ガイドライン P.8

ドアノブ スイッチ

エレベーター
のボタン

テーブル・イス

フタ
ペーパーホルダー

便座

レバー

スイッチ類

手洗い

トイレ・手洗い

（２） 日頃の健康管理 ウ 施設の定期的な消毒



共用部分 トイレ

・アルコール消毒液
（７０％）

・次亜塩素酸ナトリウム液
（０．０５％）

・次亜塩素酸ナトリウム液
（０．１％）

① 表面の汚れを落とす。

② 消毒を行う。

ガイドライン P.８

（２） 日頃の健康管理 ウ 施設の定期的な消毒



① 消毒は，基本的に拭き取り

② 適切な個人防護具を用いる

（マスク・手袋・ガウンなど）

③ 接触感染のリスクがある場所を点検（様式３参照）

④ 消毒を行ったことを記録（様式４参照）

ガイドライン P.9

（２） 日頃の健康管理 ウ 施設の定期的な消毒



（２） 日頃の健康管理 ウ 施設の定期的な消毒

（ウ） 次亜塩素酸ナトリウム液の
作り方

ガイドライン P.9

・製品によって濃度が異なるため，次の希釈倍率表を参考としてください。

現役の濃度 希釈倍率 ３リットルの消毒液を作
るために必要な原液量

１％ ２０倍 １５０ｍＬ

５％ １００倍 ３０ｍＬ

６％ １２０倍 ２５ｍＬ

１２％ ２４０倍 １２．５ｍＬ

０．０５％（５００ｐｐｍ）次亜塩素酸ナトリウム液



（２） 日頃の健康管理 ウ 施設の定期的な消毒

（ウ） 次亜塩素酸ナトリウム液の
作り方

ガイドライン P.9

現役の濃度 希釈倍率 ３リットルの消毒液を作
るために必要な原液量

１％ １０倍 ３００ｍＬ

５％ ５０倍 ６０ｍＬ

６％ ６０倍 ５０ｍＬ

１２％ １２０倍 ２５ｍＬ

０．１％（１０００ｐｐｍ）次亜塩素酸ナトリウム液



① 有毒な塩素ガスが発生するので，絶対に酸と混ぜない

② 冷暗所に保管し，早めに使う

③ 洗浄効果はない

④ 器物を消毒するもので，皮膚などには使えない

⑤ 皮膚に付着したら，直ちに大量の水で十分洗い流す

ガイドライン P.9

（２） 日頃の健康管理 ウ 施設の定期的な消毒



⑥ 目に入ったら，直ちに大量の水で十分洗い流し，

医師の診察を受ける

⑦ 誤って飲み込んだ時は，直ちに医師の診察を受ける

⚠ 容器には消毒液であることを明示

⑧ 鉄などの金属は錆びることがある

ガイドライン P.9，１０

（２） 日頃の健康管理 ウ 施設の定期的な消毒



職員の管理のポイント

■職員に対しては，感染経路，クラスター発生要因，初発症状，予防方法，

感染者発生時の対応などを教育し，日常の体調管理，出勤前の体温確認，

日々の行動記録を行う。

■体調不良を認める場合には，必ず上司に連絡・相談をして自宅待機。

上司は部下が気軽に連絡・相談ができるような風土を構築する。上司や同僚

に気兼ねして出勤する事で，感染を広げる原因となることを理解する。

■感染者・疑い例・濃厚接触者への差別の禁止

■職員が新型コロナウイルス感染症に対して過度な不安（自分は感染したかも

しれない。新型コロナ関連のニュースばかり見てしまう。日常生活にストレスを感じる）を

感じ，日常生活に支障を来すことがあるので，上司が気づいたら，該当従業

員への対応について産業保健等への相談をする。



職員の取組のポイント

（１）感染症対策の徹底

■職員はマスクを着用し，手洗い又はアルコール消毒液等による手指消

毒を徹底して行う

■毎朝出勤前に体温を測定し，発熱等の症状が認められる場合には職場

に連絡し出勤を行わないことを徹底

■職員休憩室やロッカー室の什器等も定期的な消毒を行い，職員間で

感染が起こらないように努める



■食堂や詰所でマスクを外して飲食する場合、他の職員と一定の距離をとる。

（向かい合わない（同一方向を向く），離れて座る，時間をずらす，同時

に食べる人の数を制限する）

■職場外でも感染拡大を防ぐため，換気が悪く人が密に集まって過ごすよう

な空間に行くことを避ける



リハビリテーション等の実施時の注意点

■可能な限り同じ時間帯・同じ場所での実施人数の縮小

■定期的な換気

■互いに手を伸ばしたら手が届く範囲以上の距離の確保

■声を出す機会の最小化

■声を出す機会が多い場合のマスク着用

■清掃の徹底

■共有物の消毒の徹底（リハビリ器具の手で握るところ）

■手指衛生の励行の徹底



入所の場合

面会者

職 員

職員や面会者など，外部からウイルスを持ち込む人への対策が中心

入所者

施設＝クリーンエリア

エリア分類の重要性



訪問の場合

職 員

ウイルスを訪問先に持って行かず，且つ持って帰らないようにする

個
人
防
護
具

着
脱
エ
リ
ア

訪問先



通所の場合

職 員

汚染エリアからの利用者を送迎車に乗せて施設へ移動する為

送迎車や通所者の過ごす場所（施設の一部）は汚染エリアとなる

利用者

運転する
職員

施 設



施設でのエリア区分

通所サービスを行う汚染エリアと，

入所者のクリーンエリアが混在することは避ける

汚染エリア

通所サービスを行う
スペース

クリーンエリア

入所者のいる
スペース共通

スペース



送迎時の対応

■送迎車に乗る前に本人の体温を測り、発熱時には利用を控えてもらう

【利用を控えてもらう場合】

１）発熱(37.5℃以上)，２）咳，咽頭痛，息苦しさ，倦怠感，頭痛，味覚・嗅覚異常

３）健康観察期間（２週間以内に濃厚接触者であった又は４週間以内に陽性者であった）

４）同居家族に上記の人がいる

■送迎時には，窓を開ける等換気に留意する。

送迎後に利用者の接触頻度が高い場所（手すり等）の消毒を行う



送迎する職員の感染対策

■乗り降りの際の介助（車いす）後の，接触感染対策 ⇒ 最後の手指消毒

■車内での飛沫感染対策 ⇒ マスクの着用，窓を開けて換気する



利用者を乗せた後の車内消毒

〇 車内消毒行う場合は

（陽性者を乗せたことが判明した場合・感染が疑われる者）

■消毒用アルコール(70%以上)か，

次亜塩素酸Naを用いて拭き取りする

■防護具を着用

（サージカルマスク，長袖ガウン，使い捨て手袋，帽子，ゴーグル）

〇 普段は

■十分な車内換気，清掃が中心。

手すりなど共用部分はアルコール消毒する程度



感染対策の基本

■マスクの着用

■こまめな手指消毒

■起きた時を想定した日頃からのシミュレーション



第４章 発生時の対策



（１） 保健所の対応・施設の対応 ア 保健所の対応

・初期の症状は発熱，咳，倦怠感といったかぜと同じような症状の場合が多く
みられます。

・感染したという自覚がなくとも，初期の段階で治療を受けることで，重症に
ならなかったり，他の職員や入所者への感染を防ぐことに繋がります。

・少しでも気になることがあれば，相談窓口にご相談ください。

（ア） 相談窓口

ガイドライン P.14



（１） 保健所の対応・施設の対応 ア 保健所の対応

・現在，厚生労働省は相談・受診の目安を次のように示しています。

（ア） 相談窓口

ガイドライン P.14

【相談・受診の目安】

少なくとも以下のいずれかに該当する場合には，すぐに相談する。

●息苦しさ（呼吸困難），強いだるさ（倦怠感），高熱などの強い症状の
いずれかがある場合

●重症化しやすい人で，発熱や咳などの比較的軽いかぜの症状がある場合

●上記以外の人で発熱や咳など比較的軽いかぜの症状が続く場合



（１） 保健所の対応・施設の対応 ア 保健所の対応

・また，国の基準にはありませんが，臭いや味が変だと感じる場合や，一度
３７．５℃以上の発熱があった後，すぐに平熱に下がり，数日後再び発熱す
る場合も相談してください。

（ア） 相談窓口

ガイドライン P.14

【症状や受診に関する相談窓口】

《新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口》

電 話：０８４－９２８－１３５０

開設時間：２４時間



（１） 保健所の対応・施設の対応 ア 保健所の対応

・相談窓口で，受診を勧められた場合，まず，かかりつけ医などに電話でご相
談ください。

・なお，受診する場合，マスクを着用して，手洗いや咳エチケットを徹底し，
医療機関の指示に従ってください。

・オンラインの診療を実施している医療機関もあります。

（イ） 受診

ガイドライン P.14



（１） 保健所の対応・施設の対応 ア 保健所の対応

・医師が，検査が必要と判断した場合，「帰国者・接触者外来」を受診するこ
とになります。

・「帰国者・接触者外来」は，福山・府中地域には６か所あります。相談窓口
で紹介しますので，受診の際は，健康保険証を持参してください。

・また，受診料が必要となる場合があります。

（イ） 受診

ガイドライン P.14



（１） 保健所の対応・施設の対応 ア 保健所の対応

（ウ） 検査

ガイドライン P.14

PCR検査 抗原検査

ウイルスの遺伝子
ウイルスに特有な

タンパク質

数時間 ３０分程度

鼻咽頭ぬぐい液や痰

唾液も可能

陰性の場合,PCR検査

を要する場合あり

調べるもの

判定時間

その他



（１） 保健所の対応・施設の対応 ア 保健所の対応

（エ） 検査結果

ガイドライン P.15

● 陰性＝その時点で感染していない

● 「濃厚接触者等」として検査を受けた場合，

検査結果が陰性であっても，

感染者と接触した後１４日間は健康状態に注意を払い，

自宅待機をお願いします。



（１） 保健所の対応・施設の対応 ア 保健所の対応

（オ） 感染者発生の届出

ガイドライン P.15

感染者や家族など

届出 対応

医師



（１） 保健所の対応・施設の対応 ア 保健所の対応

① 支援

・感染者に対して電話や面接により，心配や気がかりなことなどを聞き取り，
支援するとともに，発症前２日以降，入院に至るまでの行動などの調査を行
います。

・この調査は，感染の広がりの範囲を確認し，感染拡大防止のために行うもの
で重要な調査です。

（カ） 感染者への対応

ガイドライン P.15



（１） 保健所の対応・施設の対応 ア 保健所の対応

② 入院勧告

・保健所から感染症指定医療機関などに入院するよう勧告がなされます。

・市内の入院医療機関は３か所あります。

・また，軽症や無症状の場合は，県内の宿泊施設に入所することもあります。

・入院中は家族など外部の人とは面会できません。

・なお，勧告による入院の場合は，感染症法第３７条に基づき入院に関する費
用は公費で負担されます。

（カ） 感染者への対応

ガイドライン P.15



（１） 保健所の対応・施設の対応 ア 保健所の対応

③ 退院・退所

退院に関する基準は，次のとおりです。

（カ） 感染者への対応

ガイドライン P.15

【症状のある人】

・ 発症日から１０日間経過し，かつ症状軽快後７２時間経過した場合

・ 発症日から１０日間経過以前に症状が軽快した場合に，症状軽快後２４時
間経過した後にＰＣＲ検査を行い，陰性が確認され，その検査の検体を採取
した２４時間以後に再度検体採取を行い，陰性が確認された場合



（１） 保健所の対応・施設の対応 ア 保健所の対応

③ 退院・退所

退院に関する基準は，次のとおりです。

（カ） 感染者への対応

ガイドライン P.1６

【症状のない人】

・ 陽性確定の検体採取日から１０日間経過した場合

・ 陽性確定の検体採取日から６日間経過した後にＰＣＲ検査を行い，陰性が
確認され，その検査の検体を採取した２４時間以後に再度検体採取を行い，
陰性が確認された場合



（１） 保健所の対応・施設の対応 ア 保健所の対応

④ 就業制限

・感染者に対して，就業制限を通知します。就業制限とは，感染を拡げるおそ
れがなくなるまでの間，仕事をしてはいけないということです。

・制限の対象になる業務は，接客業その他多数の者に接触する業務です。

・退院に関する基準を満たす場合は，就業制限の対象者ではなくなります。

・しかし，本市において退院後に，再度陽性となった人もいましたので，職場
によっては，退院後，一定期間自宅待機とする場合もあります。

（詳細はｐ２０ ４（１）ア「復職時期」を参照）

（カ） 感染者への対応

ガイドライン P.16



事業所は，配席図や業務記録表などの資料を保健所へ提出

資料の提出に時間を要し，感染が拡大するのを防ぐため，

速やかに提出できるように準備をお願いします。

連携

事業所

ガイドライン P.16

（１） 保健所の対応・施設の対応 イ 施設の対応



● 感染者の業務内容，勤務状況，通勤手段

● 感染者の休憩室，ロッカールーム，食堂，喫煙室の利用状況

● 従業員の健康状態

● 建物の構造及び平面図，配席図

● 建物の空調や換気状況

● 接触者の範囲（同僚，上司，取引先，顧客など）（様式５参照）

ガイドライン P.17

（１） 保健所の対応・施設の対応 イ 施設の対応



非正規従業員や出入り業者，清掃業者などの関係者
も忘れずに。

共用部分を介して接触した可能性のある人も対象と
なる場合がある。

⚠

⚠

ガイドライン P.17

（１） 保健所の対応・施設の対応 イ 施設の対応



● １４日間は健康観察

● 毎日の体温測定を行うなど，自己健康管理を行う

二次感染者を把握するため，PCR検査などを実施

陰性であっても

ガイドライン P.17

（１） 保健所の対応・施設の対応 イ 施設の対応



プラスチックやステンレスの表面

● リスク管理シート（様式３）を参照し消毒を行う

● 感染者の執務場所や事業所の一部閉鎖を検討する

ボール紙

最大７２時間 最大２４時間

ガイドライン P.17

（１） 保健所の対応・施設の対応 イ 施設の対応



施設の利用者及び職員に感染者が発生した場合

（１）情報共有・報告の実施

■速やかに施設長等へ報告し，施設内で情報共有。指定権者，家族にも報告する。

（２）消毒・清掃等の実施

■感染者の居室及び利用した共用スペースは，消毒・清掃を実施する。

例）手袋を着用し，消毒用エタノール又は次亜塩素酸Na 液で清拭。

（３）積極的疫学調査への協力

■保健所の指示に従い，濃厚接触者となる利用者等の特定に協力する。利用者のケア

記録や面会者の情報の提供を行う。

■感染が疑われる職員・利用者は「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し，指

示を受けること



（４）濃厚接触者への適切な対応 ⇒ 最終接触より１４日間の健康状態の観察

■１．施設職員の場合

⇒ 自宅待機を行う。 職場復帰時期‥発熱等の症状の有無も踏まえる

■２．利用者の場合

⇒ 原則として個室に移動。

有症状となったら ⇒ 速やかに別室に移動

個室がない場合 ⇒ 症状のない濃厚接触者と同室に（その場合、互いにマス

クを着用し，ベットの間隔を２ｍ以上開ける，カーテンで仕切る）

部屋の換気を，１時間毎に５分間（３０分毎なら３分）行う

体温計は，可能な限り当該利用者専用とする（共用する場合は消毒用エタノー

ルで清拭を行う）



■担当する職員

・基礎疾患を有する職員や妊娠している職員は，感染した際に重篤化するおそれが

高いので勤務上の配慮を行う

・使い捨て手袋とマスクを着用する。呼吸器症状を有するなどの場合は，フェイス

シールド（ゴーグル），使い捨てエプロン等も着用する

・ケアの開始時と終了時に，(液体)石鹸と流水による手洗い又は消毒用エタノールに

よる手指消毒を実施。

・濃厚接触者に対しては，リハビリテーション等は実施しない。



濃厚接触者に対する個別のケア等の実施に対する留意点

（１）食事の介助

■個室で行う

■食事前に利用者に，(液体)石鹸と流水による手洗いを実施

■食器は使い捨て容器を使用するか，濃厚接触者のものを分けた上で，熱水洗浄可

能な自動食器洗浄機を使う

■まな板・ふきんは，洗剤で十分洗い，熱水消毒するか，次亜塩素酸Na液に浸漬後，

洗浄する



（２）排泄の介助

■おむつ交換の際には，手袋，マスク使い捨てエプロンを着用する。

■おむつは感染性廃棄物として処理

■ポータブルトイレを利用する時も，使用後洗浄し，次亜塩素酸Na液等で処理をする

（３）清潔・入浴の介助

■原則として清拭で対応する。

清拭で使用したタオル等は熱水洗濯機(80℃10分間)で処理し，洗浄後乾燥か，

次亜塩素酸Na浸漬後、洗濯、乾燥を行う

※ 個人専用の浴室で介助なく入浴ができる場合は，入浴を行っても良い。その際も

必要な清掃等を行う



（４）リネン・衣類の洗濯等

■他の利用者と分ける必要なく，熱水洗濯機(80℃10分間)で処理し，洗浄後

乾燥させるか，次亜塩素酸Na液に浸漬後，洗濯，乾燥する

■当該利用者が鼻をかんだティッシュ等のゴミの処理は，ビニール袋に入れ

て感染性廃棄物として処理を行う。



新型コロナウイルス感染症(クラスター)事案が発生した場合の対処方針について
（R2.4/30 広島県健康福祉局、5/27一部改変）

■１．入所施設で発生

⇒ クラスター発生施設及び系列の職員により対応

※  多数の職員が感染し、支援の要請の場合 ⇒ 応援職員を派遣

■２．通所系サービスで発生

⇒ 通所系サービスを中心に市町単位で休業要請を行う

★複数の通所サービスを利用することも多いので、接触機会を減少させるた
め、

通所系サービスを中心に市町単位で２週間の休業要請を行う



ガイドライン P.18

社内への

告知

社外関係者

への連絡

外部への

公表

個人情報の取扱いについて十分に配慮

実態に応じた正確な情報発信

（３） 情報公開についての考え方



● 事業者は，感染者の勤務状況などを踏まえ，速やかに告知する

社内への告知

ガイドライン P.18

（告知範囲の例）

直属の上司，管理部門の限定された職員，産業保健職員など

（３） 情報公開についての考え方



● 必要な範囲及び内容を個別に検討し，速やかに連絡する

● 特に，濃厚接触者等が想定されるような場合は，

直ちに連絡し今後の対応を協議する

社外関係者への連絡

（社外関係者の例）

取引先，顧客，不動産管理者，近隣テナントなど

施設の場合は，利用者やその家族など

ガイドライン P.18

（３） 情報公開についての考え方



外部への公表

ガイドライン P.18

● 感染者と接触した者が特定の範囲にとどまる場合：

必ずしも公表の必要はない

● 感染者が不特定多数の人と接触した可能性のある場合：

適切な時期に必要な情報を積極的に公表することが求められる

必要に応じて保健所から公表を依頼する場合がある。

（３） 情報公開についての考え方



（３） 情報公開についての考え方

（参考資料）

・厚生労働省ＨＰ 新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（一般の方向け）

・厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡（令和２年２月２７日）

「一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針」

ガイドライン P.19



第５章 終息に向けた対策



＋
発症日から
少なくとも

1０日が経過

薬なしで症状が
なくなってから

３日が経過

ガイドライン P.20

（１） 感染した職員の復職に向けた取組 ア 復職時期



（１） 感染した職員の復職に向けた取組 ア 復職時期

・職場復帰の目安を満たしても，感染者自身，また受け入れる施設として
も感染リスクの不安は拭えません。

・そのため，福山市保健所では，これまで，感染者の職場復帰については，
本人，職場と相談の上，概ね，次のような考え方を示してきました。

（イ）

ガイドライン P.20



●退院時に主治医からの指示を参考にすること。

●症状の有無にかかわらず，退院・退所及び自宅療養後２週間の自宅待機

●在宅勤務が望ましい。

●自宅待機・在宅勤務が困難な場合は，復帰後２週間は，マスクの着用など感
染予防対策を行う。体調不良を認める際には出社を控えさせる。

●退院・退所及び自宅療養終了後４週間は，保健所が電話などにより積極的に
健康観察を実施する。体調変化時には復帰，また出勤を控える。

（イ）

（１） 感染した職員の復職に向けた取組 ア 復職時期

ガイドライン P.20



・自宅待機や在宅勤務期間は，生活リズムが崩れやすくなり，また，対人交流
の減少から，自身の感情に気づきにくくなり，その結果，孤独感，不安感も
生じやすくなります。

・そのため，定期的かつ積極的な健康観察が必要となります。

（１） 感染した職員の復職に向けた取組
イ 健康状態のモニタリング

（ア） 保健所による積極的な
健康観察

・退院・退所及び自宅療養終了後，４週間は毎日体温測定を行うなどの自己健
康管理をしながら社会生活を送っていただきます。

・この間，感染者に定期的に健康観察 （発熱や呼吸器症状の有無など）を行
い，体調の変化の早期把握に努めています。 （様式６参照）。

ガイドライン P.20



・保健所からは，退院後２週間以降も症状が続く場合は，自宅待機や在宅勤務
の継続を検討するように提案しています。

（１） 感染した職員の復職に向けた取組
イ 健康状態のモニタリング

【健康観察の主な内容】

●体温

●呼吸器症状の有無（咳，呼吸困難，鼻汁・鼻閉，咽頭痛）

●その他の心身の状態（味覚・嗅覚異常，吐き気，頭痛，全身倦怠感，胃腸症
状など）

●基礎疾患のある場合その管理

ガイドライン P.21



（１） 感染した職員の復職に向けた取組
イ 健康状態のモニタリング

（イ） 施設による
健康状態の観察

・退院・退所及び自宅療養後２週間は自宅待機・在宅勤務が要請されるため，
施設が職員の心身の状態を確認するといった「ラインによるケア」が困
難になる可能性があります。

・そのため，必要に応じて，保健所と連携をとることが望まれます。

・また，施設の判断で職場復帰を遅らせたり健康観察期間を延長する場合は，
施設で健康状態のモニタリング方法を決めておく必要があります。

・職員が，心理的に頼れる，助けを求める相手や方法を明確にしておくこと
は，メンタルヘルス不調の予防にも結び付きます。

ガイドライン P.21



（１） 感染した職員の復職に向けた取組
イ 健康状態のモニタリング

【自宅待機，在宅勤務中の施設の対応】

●保健所との連絡窓口担当者を決めておく。

●復帰後の健康観察を行う担当者を決めておく。

●様式６を使用し，症状がある場合は出勤させない。

●職員が，復帰後に発熱や呼吸器症状などが出た場合は，速やかに「かか
りつけ医」もしくは，「保健所」に相談するように勧奨する。

●職員が新型コロナウイルス感染症に対して過度な不安やストレスがあり，
日常生活に支障をきたしていることに気づいた場合，対応について産業保
健職や保健所などへ相談をする。

ガイドライン P.21



福山市保健所では，

感染者が発生した事業所が

ガイドラインに沿った対応を行い，

安全に十分な配慮がなされたことを福山市保健所が

認定した場合には，事業所に対し「認定証」を交付

事業所は，その認定証をホームページなどで公表

ガイドライン P.24

（２） 風評被害の払拭の取組



広島県では，

「安全対策シート」を作成し，

感染症予防策の自主的な取組を宣言した事業所には，

「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の

の宣言書を発行

県民が安心して店舗を利用できるよう，

店舗で自主的に実施している感染症予防策を

県民に分かりやすく伝えることができる

ガイドライン P.24

（２） 風評被害の払拭の取組



（３） 人権擁護の取組

・全国の事例を踏まえると，感染者やその家族，同僚，医療関係者など（以下
「感染者等」という。）がいわれなき誹謗・中傷・差別を受ける事例が発生し
ています。

・人権については，最大限に尊重する必要があります。

・厚生労働省や県・市が提供している正確な情報を確認し，感染者等の人権に配
慮した冷静な行動をお願いします。

ガイドライン P.25

ア 人権への配慮



（３） 人権擁護の取組

・他都市の例ですが，感染者が地域で特定され，自宅の壁に「コロナ」と落書き
をされ，そのため，子どもが学校に行けなくなり，家族が離散して生活するよ
うな事例も発生しています。

・本市では，各学校において，感染者等に対して，ＳＮＳなどにおける誹謗中傷
や差別的な書き込みをしたり，拡散させたりすることをしないよう学習してい
ます。

ガイドライン P.25

イ いわれなき誹謗・中傷防止の
市民啓発



（３） 人権擁護の取組

・新型コロナウイルス感染症は，誰もが感染する可能性があります。

・感染者は，１日でも早く回復したいと考え，病気と闘っています。

・いわれなき誹謗や中傷は，さらなる 苦しみや悔しさをも，背負うこととなり
ます。

・厚生労働省や県・市が提供している正確な情報を確認し，感染者等の人権に配
慮した冷静な行動に努めましょう。

ガイドライン P.25



ガイドライン P.25

恐
れ
る
べ
き
は

人
で
は
な
く

ウ
イ
ル
ス
で
す

感染者やその家族，同僚，医療関係者などが

いわれなき誹謗・中傷・差別を受ける事例が発生

人権について，最大限に尊重

正確な情報を確認し，人権に配慮した

冷静な行動をお願いします

（３） 人権擁護の取組



（３） 人権擁護の取組

ガイドライン P.25，２６

・本市では，インターネットによる人権侵害に対する取組として，掲示板の定期
的な監視（モニタリング）を行っています。

・また，悪質な差別的な書き込みについては，法務局と連携して，プロバイダや
掲示板の管理運営会社などに書き込みの削除を求めています。

《問合せ先》人権・生涯学習課

電 話：０８４－９２８－１００６

開設時間：平日 ８：３０～１７：１５



（３） 人権擁護の取組

・新型コロナウイルス感染症に関する不当な差別，偏見，いじめなどの被害に
遭った人や困っている人は一人で悩まずに，次の人権相談窓口に相談してくだ
さい。

ガイドライン P.2６

ウ 被害者救済（人権相談窓口）



（３） 人権擁護の取組

ガイドライン P.26

《法務省の人権相談窓口》

●みんなの人権１１０番（全国共通人権相談ダイヤル）

電 話：０５７０－００３－１１０ 開設時間：平日 ８:３０～１７:１５

●子どもの人権１１０番

電 話：０１２０－００７－１１０ 開設時間：平日 ８：３０～１７:１５

●外国語人権相談ダイヤル

電 話：０５７０－０９０９１１ 開設時間：平日 ９：００～１７：００

（法務省ホームページ参照）



講座は以上となります。

お疲れさまでした。


