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◆法人・施設において、法改正対策や、中長期的な視点で取り組んで成功した事例を、それを導入する 

経緯やメリット（狙える成果）や実施のポイントなどを、具体的に記入してください。 

法人名 社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会 お名前 丸山亨 

    

事例タイトル 新型コロナウイルス対応マニュアルの作成～そして実際に… 

実践内容 

⚫ 新型コロナウイルス感染症の流行を受けて 5 月に「サービス中止／出勤停止／再開基準」

を、8月に「濃厚接触者／陽性者が出た際の対応マニュアル」を作成しました。 

⚫ この 1月に濃厚接触者が発生し、上記に沿って対応を実施しました。そこでの気づきを報告

します。 

➢ 新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、2020 年 2 月にサービス中止（お休みしていた

だく）基準を作成。その後3月・4月に見直しを行う。スタッフを集めて会議をすることでクラス

ターを発生させる恐れを感じたためトップダウンで作成。 

➢ 圏域での感染流行が落ち着いた 4 月末～5 月に課長・主幹係長・デイ看護師・ヘルパー管

理者・訪看管理者・ケアマネ管理者にて対策会議を実施。「サービス中止／出勤停止／再

開基準」を作成する。作成に当たっては挙げられた疑問点を保健所に照会。 

➢ 全国的な第 2 派の到来もあり、濃厚接触者・陽性者が出た際の対応マニュアルを見直す。

デイ管理者（5 名）・ヘルパー管理者（3 名）・訪看管理者（１名）・ケアマネ管理者（１名）、課

長・主幹係長にて実施。 

 ------- 

➢ 2021年 1月 5日、「デイ職員より正月に会食をした親族が体調不良で PCR検査を受けるこ

とになった」との連絡が入る。親族は医従事者であり感染している可能性が高かった。職員

は 1月 4日に出勤。この日の利用者は 38名。出勤職員は 19名。 

➢ 対応マニュアルに沿って対応。1月 5日午後～1月 8日までデイサービスを休止。 

➢ 1月 8日に職員の陰性が確認されて 9日より営業再開。 

➢ 職員が陰性であったため保健所による調査は入らなかった。 

成果 

 

➢ 「サービス中止／出勤停止／再開基準」「対応マニュアル」共に概ね問題なく運用できた。 

➢ 看護師やケアマネなどキーマンになる方の意見を取り入れて作成したので、職員の納得度

も高いものになった。スムーズな運用につながった理由であると思う。 
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改善への 

気づき 

≪改善への気づき≫ 

➢ 対応マニュアルでは「濃厚接触者発生」でスタートしているが、「濃厚接触者になるかも」の

段階で連絡が来る場合がある。今回はマスクなし会食で明らかに濃厚接触者となるケース

なので、デイの営業を即座に停止したがグレーな場合は困ったと思う。最終的に濃厚接触

者と特定されたのは 1月 7日（2日後）であった。 

➢ 利用者に入っている他のサービス事業者への連絡は担当ケアマネ経由で行ったが、「陽性

者が出た」といった誤った伝わり方になった事業所もあり、ご利用者の生活に不便が出るケ

ースもあった。第一報を電話連絡のみで行ったのが反省点。利用者が関わっている事業所

一覧を作成し、書面による状況報告を行う必要があると感じた。 

➢ 4日に勤務していた職員からは、「濃厚接触となった職員が陰性であっても会社負担で PCR

検査を受けさせて欲しい」という声が上がった。保健所に照会をした結果検査は任意とした

が、職員によっては不満が残っている。一方、「1 回やったら安心なのか」「利用者には実施

しなくて良いか」とう課題がある。 

 

添付資料 

※情報交換のより活性のために添付資料をお願いします。 

➢ 「サービス中止／出勤停止／再開基準」 

➢ 「濃厚接触者／陽性者が出た際の対応マニュアル」 

 



サービス中止／出勤停止／再開基準（R3.1.8)

1

Lev 1 2 3 4

状態

● 風邪症状（本人）※
● 緊急事態宣言地域に

往来、または緊急事態
宣言地域往来者と濃
厚接触（本人・家族）

● 味覚・嗅覚異常（本人・家族）※
● 概ね37.5度以上の高熱（本人・家族）※
● 強いだるさや息苦しさ（本人・家族）※
● 軽い風邪が4日続く（本人・家族）※

● 濃厚接触者と濃厚接触（本人）

● 濃厚接触者 ● 感染者

職員 △ケース判断 ✖ ✖ ✖

通所 ✖ ✖ ✖

訪問
△利用調整後、防護１ △利用調整後、

防護２
✖

従事者 制限なし 制限なし 制限なし ✖

再開基準
風邪症状の改善／2週間
の自宅待機満了

症状の改善／解熱後24時間経過+呼吸器改
善／PCR陰性判定

保健所の判断 保健所の
判断

※感染が疑わしい状態として保健所への相談を勧める。
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デイサービスセンターで濃厚接触者が発生した場合の対応 

１ 発生から PCR検査まで 

アクション 説明 

濃厚接触者発生 保健所からの連絡で知る。この後は保健所の指導に従う。 

二次濃厚接触者の洗い出し 

・社内 BCP 委員会設置 

・DS 内対策会議設置 

・DS 隔離（往来禁止） 

・二次濃厚接触者（職員・利用者）は利用中止・勤務停止となるため、

保健所の協力を得て洗い出す1。 

・保健所に PCR 検査から結果までの日程を聞く 

・支所長に報告（隔離の程度）。以後デスクネッツで全社周知 

連絡 ・次の点を、全利用者、担当 CM、市介護保険課に連絡（電話+手紙） 

①濃厚接触者が発生したこと②PCR 検査結果まで DS を一時閉鎖する

こと・およびおよその期間。さらに本日の帰宅可能時間③二次濃厚接触

者には、PCR の結果濃厚接触者となる可能性があること。また極力他人

との接触を控えるべきこと。その他のリスクおよび自宅で過ごす際の注

意点。他の利用者（3 次）は感染リスクは非常に低いが、体調不良等が

あれば保健所か社協に速やかに相談すること。 

DS 一時閉鎖（2～3 日） ・運転手を呼び戻し+社内運転手応援依頼 

・利用者を順次送迎 

・DS 内対策会議開催（①今後の対応、②二次濃厚となった職員の今後

勤務） 

施設消毒 二次濃厚接触者となった職員でアルコール等により消毒する 

PCR 検査結果判定  

 

２ PCR検査で陰性の場合 

アクション 説明 

陰性の判定 ・社内 BCP 委員会 

・保健所に事業再開について確認を取る。 

・市役所介護保険課に事業再開について承諾を得る。 

・二次濃厚接触となった職員に出勤要請 

連絡 ・次の点を、全利用者、担当 CM、市介護保険課に連絡（電話+手紙） 

①濃厚接触者の PCR 検査結果が陰性であったこと②DS を再開するこ

と・およびおよその再開日③濃厚接触者は、さらに 2週間の利用中止と

なること。その他の利用者はすぐに利用可能であること④施設内消毒の

実施状況。 

DS 再開 利用者へ挨拶+状況説明 

 

1 協力が得られるかはわからない。「濃厚接触者」の定義はあいまいで、「長時間」がどの程度の時間か

すら県は回答を持っていないから、保健所の協力がなければ当日の利用者・職員はみな二次濃厚接触者

と考えるしかない。 
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３ PCR検査で陽性の場合 

アクション 説明 

陽性の判定 ・社内 BCP 委員会 

・保健所に今後の対応について確認を取る。 

・市役所介護保険課に電話にて連絡。 

・消毒業者に連絡し、施設消毒日程を調整（支所長とも調整） 

連絡 ・次の点を、全利用者、担当 CM、市介護保険課に連絡（電話+手紙） 

①濃厚接触者のPCR検査結果が陽性であったこと②消毒作業のためDS

を一時休止すること・およびおよその消毒内容、再開予定日③保健所の

調査により濃厚接触者とされた者には、PCR 検査が実施される予定であ

ること。④濃厚接触者と同日にサービスを利用した者は、二次濃厚接触

者として、濃厚接触者の PCR 検査結果が出るまで利用中止となること。

⑤二次濃厚接触者には、PCR の結果濃厚接触者となる可能性があるこ

と。またそれまでの間極力他人との接触を控えるべきこと。その他のリ

スクおよび自宅で過ごす際の注意点。⑥その他の利用者は再開後、すぐ

に利用可能であること。⑦再開後のサービスの内容。 

施設消毒 外部業者委託 

DS 内対策会議 当該事業所常勤+DS 係長+CM係長+課長・主幹 

・出勤可能職員数の把握（全職員が濃厚接触者の場合は、2 週間閉鎖と

なる可能性がある） 

・リーダー級職員の応援要請（常勤職全員が二次濃厚接触者となり欠勤

する可能性があるため、他の社内 DSから経験者を応援） 

・再開後のサービス内容決定2 

・再開後の勤務シフト作成 

・応援職員への簡易マニュアル作成 

・各課へ応援要請とシフト提示（BCP 委員会）3 

利用再開（簡易型） ・濃厚接触者であった職員が復帰するまでの 2 週間の体制 

連絡 ・社内 BCP 委員会 

・保健所に事前協議 

・市役所介護保険課に事前協議 

・次の点を、全利用者、担当 CM、市介護保険課に連絡（電話+手紙） 

 

2 利用者数は 90人-30人（濃厚）＝60 人。職員は 40 人-30 人（濃厚）＝10人（専任のみ）となると予

想。濃厚接触者となった職員が PCR 検査陰性判定後、2 週間の健康観察を経て職場復帰するまでの間、

最大 2 週間を、臨時的な運営形態で回す。その方法として、次の 3点が提案される。①入浴のみ 1日 2

回転×週 3 日を実施。応援スタッフは主に運転手や迎え入れなどの業務に就く。②軽度者のみ一般浴で

見守りにより入浴してもらう。③明科デイの日曜日で受け入れる。 

3 応援見込数：他 DS4／CM２／介護２／地域２／総務１＝11人 
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①利用再開すること、②消毒の実施状況。③保健所および市の見解、④

再開後のサービス内容 

利用再開（通常） 利用者へ挨拶+状況説明 

訪問介護または訪問看護で濃厚接触者が発生した場合の対応 

１ 発生から PCR検査まで 

アクション 説明 

濃厚接触者発生 保健所からの連絡で知る。この後は保健所の指導に従う。 

二次濃厚接触者の洗い出し 

・社内 BCP 委員会設置 

・事業所内対策会議設置 

・可能な限り直行直帰に切

替 

・二次濃厚接触者（職員・利用者）を保健所の協力を得て洗い出す4。 

・二次濃厚接触者となった職員は帰宅（保健所から注意事項説明）。 

・CM を通じて二次職員が当日訪問予定の利用者にキャンセル連絡 

・保健所に PCR 検査から結果までの日程を聞く 

・支所長に報告 

・デスクネッツで全社周知 

事業所内対策会議開催 当該事業所常勤+HP係長+CM係長+支所長+課長・主幹（北部 ST） 

・PCR 検査結果までの間（2～3日）のサービス縮減・延期プラン決定 

・直行直帰体制整備（総合職以外は極力直行直帰。係長・主任は極力サ

ービス提供から外れ、調整業務に専念） 

・係長・主任が二次濃厚接触者の場合は、他 HP事業所から応援要請 

連絡 ・次の点を、全利用者、担当 CM、市介護保険課に連絡（電話+手紙） 

①濃厚接触者が発生したこと。②PCR 検査結果まで感染リスクのある

職員（二次濃厚接触者）は休業させること。③二次濃厚接触者である職

員からサービスを受けた利用者（三次）は、感染リスクは非常に低いが、

体調不良等があれば速やかに保健所か社協に相談すること。また三次に

あたる者は別途個別に通知すること。 

・CM にはこれに加え次の点を通知 

①二次濃厚接触者として勤務できなくなる職員がいること。②サービス

縮減の必要があり利用調整を依頼することがありえること、③当日二次

濃厚接触者職員の訪問予定利用者のキャンセル 

・三次濃厚接触者以下の専任職には上記に加え次の点を通知 

①三次濃厚接触以下であるため、感染リスクは非常に低いが、体調不良

等があれば速やかに保健所か社協に相談すること。②当会のルールでは

欠勤の必要はなく、通常通りサービス提供可能であり、また介護サービ

ス継続のため勤務継続が要請されていること。 

 

4 濃厚接触者が発症している場合は、その 2日前から訪問している職員。無症状の場合は、感染者と接

触した日以後に訪問した職員を対象として、二次濃厚接触者を判定する。多くの場合は、マスクを着用

しているから、体液や痰に直接触れたか、長時間接触したかが判断ポイントとなる（「長時間」の判断

は保健所に委ねるしかない）。 
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CM による利用調整 ・PCR 検査結果までの間（2～3日）のサービス縮減・延期実施 

施設消毒 ・二次濃厚接触以外の職員 

PCR 検査結果判定  

 

２ PCR検査で陰性の場合 

アクション 説明 

陰性の判定 ・社内 BCP 委員会 

・保健所にサービス提供の注意点等を確認。 

・市役所介護保険課に陰性結果の報告。 

・二次濃厚接触となった職員に出勤要請 

・陰性判定となった利用者に対する利用調整（2 週間分）+サービス提

供体制決定（誰が訪問するか・時間帯）+北部 ST利用準備 

連絡 ・次の点を、全利用者、担当 CM、市介護保険課に連絡（電話+手紙） 

①濃厚接触者の PCR 検査結果が陰性であったこと②濃厚接触者である

利用者は、2 週間の利用調整。その他の利用者はすぐに利用可能である

こと。④施設内消毒の実施状況。 

通常営業  

 

３ PCR検査で陽性の場合 

アクション 説明 

陽性の判定 ・社内 BCP 委員会 

・保健所による濃厚接触者の確定 

・市役所介護保険課に電話にて連絡。 

・消毒業者に連絡し、施設消毒日程を調整（支所長とも調整） 

事業所内対策会議開催 当該事業所常勤+HP係長+CM係長+支所長+課長・主幹（北部 ST） 

・社内 HP+CM による応援可能職員数把握5 

・他社 HP へ委譲可能利用者数把握 

・2週間の臨時縮減サービス内容決定 

・直行直帰体制整備（総合職以外は極力直行直帰。総合職はサービス提

供から外れ、調整業務に専念） 

・係長・主任が二次濃厚接触者の場合は、他 HP事業所から応援要請 

・消毒範囲、消毒方法の決定 

連絡 ・次の点を、全利用者、担当 CM、市介護保険課に連絡（電話+手紙） 

①濃厚接触者の PCR 検査結果が陽性であったこと。②濃厚接触者とな

った職員は PCR 検査を実施する予定であり、検査後も感染拡大防止の

ため 2 週間程度休業すること。③事業所は消毒作業を実施すること。③

 

5 法人内であっても他 HPからの応援は、事前に同行訪問なしには困難。そこで、自社が担当 CM の場

合は、CM が同行訪問を行うことで、現場の人手を割くことなく応援ができるようにする。 
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保健所の調査により濃厚接触者とされた職員には、PCR 検査が実施さ

れる予定であること。④濃厚接触者である職員からサービス提供を受け

た利用者は、二次濃厚接触者として、濃厚接触者の PCR 検査結果が出

るまで原則として利用中止となること。またその対象者には個別に連絡

すること。⑤二次濃厚接触者は、濃厚接触者の PCR 検査結果によって

は濃厚接触者となる可能性があること。またそれまでの間極力他人との

接触を控えるべきこと。その他のリスクおよび自宅で過ごす際の注意

点。⑥その他の利用者は再開後、すぐに利用可能であること。⑦再開後

のサービスの内容。 

施設消毒 外部業者委託（職員が濃厚接触者となる場合のみ） 

PCR 検査結果判定 濃厚接触者（職員）に対する PCR検査 

・陰性の場合はさらに 2週間出勤停止 

・陽性の場合は、入院等 

利用再開（簡易型） ・濃厚接触者（陰性）であった職員が復帰するまでの 2 週間 

連絡 ・社内 BCP 委員会 

・保健所に事前協議 

・市役所介護保険課に事前協議 

・次の点を、全利用者、担当 CM、市介護保険課に連絡（電話+手紙） 

①通常利用を開始すること、②消毒の実施状況。③保健所および市の見

解 

利用再開（通常）  

 

 

【参考】濃厚接触者の定義（二次濃厚接触者の判定にも用いる） 

感染者が症状を呈する 2日前から 

項目 説明 

同居している 業務上の感染については対象とならない。 

長時間の接触がある 防護措置をしていても感染するには、どの程度かかる

のか。たとえば送迎車両で 30 分にわたって三密な状態

にあることは、長時間にあたるのか。「長時間」の定義

を長野県は明確にしないので、保健所の判断を待つし

かない。 

防護措置なしに介護 マスク等の措置をしている職員は、これには該当しな

いはず。 

体液、痰などに直接触れた可能性がある これは職員の記憶を待つほかないが、通常はない。 

1ｍ以内で感染予防なく 15 分以上接触 マスク等の措置をしている職員は、これには該当しな

いはず。 

 


