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新型コロナウィルス感染拡大防止に向けた当社対応（職員向け） 
（ 作成中 2020年４月18日現在 ） 

大変お疲れ様です。緊急事態宣言発令され、皆様の現場の活動に敬意を表します。当社では、利用者への注

意喚起、啓発活動、３月からは、一部の者に直行直帰を開始しています。また、３月末からは、全訪問職員が直
行直帰対応といたしました。このため、各職員の必要事項の伝達が難しくなっております。様々な資料や文献
を参考に、以下に当社対応（基本的事項）をまとめています。随時追記していきますので、必ず確認下さい。 

 
地域における流行地としての判断３段階 

 

◆濃厚接触の定義 
「濃厚接触者」とは、「患者（確定例）」が発病した日以降に接触した物のうち、次の範囲に該当するものである。 

ⅰ 世帯内接触者：「患者（確定例）」と同一住所の移住する者 

ⅱ 医療関係者等：個人防護具を装着しなかった又は正しく着用しないなど、必要な感染予防策（※）なしで、 

「患者（確定例）」の診察、処置、搬送等に直接係わった医療関係者や搬送担当者 

ⅲ 「患者（確定例）」由来」の体液、分泌物（痰など（汗を除く））などに、必要な感染予防策なしで接触した者 

ⅳ その他：手で触れること又は対面で会話することが可能な距離（目安として２メートル）で、必要な感染予防策 

なしで、「患者（確定例）」と接触があった者（患者の症状やマスクの使用状況などから総合的に判断する） 

 
※ 必要な感染予防策の参考） 下記12ページを参照  表1 医療従事者の曝露のリスク評価と対応 （全職員要確認！） 

参考） http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID-19_taioguide2.1.pdf 

 

◆感染の疑い 
・上記の濃厚接触が１４日以内にあり、発熱や咳などの症状を認めている。   

・新型コロナウイルス感染症の流行期にあり、風邪症状を認めてから４日以上経過しているが軽快しない 

引用）http://plaza.umin.ac.jp/~ihf/others/covid_e3.pdf 

 

◆新型コロナウィルスの生存期間 

 
参考）https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2004973 

（１）地域での発生を認めていない状況 

地域で感染者の報告はあるが、いずれも渡航歴や接触歴のある患者であって、流行状況は限定的であると考えられ

る状況。十分な警戒が必要だが、厳格な制限は求めない。職員の健康管理が重要。何らかの経路でウイルスが持ち込

まれ、施設内での集団発生が引き起こされる可能性があることを前提とし、症状のある利用者への対応については

強化する。また、感染防護具が不足する状況が続くことも考えられるため、アイゴーグル、マスク、ガウン、手袋につ

いて、必要な交換頻度と手に入らない場合の代用手段を使う。 

（２）地域で発生しており、患者への入院勧告が行われている状況 

渡航歴や接触歴のない患者の報告が増加しており、地域での流行が始まっていると考えられる状況。この段階で

は、ウイルスが持ち込まれないように厳格な対策をとる必要がある。すなわち、原則として集合禁止とし、納入業者

による物品の搬入なども玄関先で行う。施設職員は常にマスク着用として、症状確認を徹底する。利用者や家族に

もサージカルマスクを着用し手指衛生を心がけることを求める。 

（３）地域で流行しており、患者への入院勧告が行われない状況 

地域における感染拡大が進んでいる状況。この段階では利用者に感染が確認されたとしても、軽症であれば入院措

置とはならず、在宅において療養継続となる可能性がある。またすべての疑われる患者に対してはPCR検査が実施

されなくなることも考えられる。誰が感染しているか分からなくなっていることを前提に、利用者を守っていく。 

◆参考 http://plaza.umin.ac.jp/~ihf/others/covid_e1.pdf?fbclid=IwAR3B_QAy90iePr0UFko-YufT2DJsAgb44pN5EA8wau8KcXzTU  

コメント 現在（３）の状態に向かっている 

研究によると、62～71％のアルコールや0.5％の過酸

化水素水、0.1％の次亜塩素酸ナトリウムが含まれる

家庭用漂白剤で表面を消毒すれば、コロナウイルス

は1分以内に不活性化する 

http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID-19_taioguide2.1.pdf
http://plaza.umin.ac.jp/~ihf/others/covid_e3.pdf
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2004973
http://plaza.umin.ac.jp/~ihf/others/covid_e1.pdf?fbclid=IwAR3B_QAy90iePr0UFko-YufT2DJsAgb44pN5EA8wau8KcXzTU
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◆職員・訪問者の基本的な態度 

 

●家族、利用者みんなで確認しよう   

 正しい手洗いの方法（動画） https://youtu.be/Eph4Jmz244A 

正しいマスクのつけ方・はずし方（動画） https://youtu.be/VdyKX4eYba4 

  

●ガウンテクニック 手袋の外し方 

ガウンテクニックの方法；  https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/kansen3-1-4.pdf 

  ★標準予防策はもちろんのこと、完全なガウンテクニックができないと、感染の可能性が高まります。 

全訪問職員、徹底してください。 

 

●医療従事者、隔離を受けている者の心のケア・サポートについて 

  新型コロナウイルス感染症対応に従事されている方のこころの健康を維持するために（日本赤十字社） 

   http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200330_006139.html 

 
◎周囲すべての人間（自身も含め）に感染リスクがあるつもりで標準予防策を行う。 
 
◎３密（密閉、密集、密接）の場に出かけない。 
 
◎マスク着用であっても、できる限り対面での会話は行わないようにする。 
  咳やくしゃみがあった場合を想定して、対面時は2メートルは離れるなど 
 
◎自分が感染することは地域の医療資源が減ること、利用者への感染を拡大さてしまうことと同義。 
 自分が感染しない！を徹底的に 
 
◎症候のない、普段と変わりない在宅療養者の訪問看護であれば、サージカルマスクと、ケア後の手指 
衛生が中心です （全訪問職員はアイゴーグルを使用をします。到着次第配布しますが、それまでは、
自身で所持するアイゴーグル等の利用をお願いします。 症候有は、現時点でも装着必須です） 

 
◎訪問後は、ご自宅での洗面を利用させてもらい、しっかりと手洗いをして次に向かうことを徹底する。 
 
◎在宅療養者が発熱しているだけでは、単純に感染疑いと定義されないため、ケア提供者も過剰 
に恐れずにケアに当たるべき。ただし当然リスクはあるためアセスメントはしっかりと感染予防策を 
徹底して行う。 

 
◎発熱や感冒症状のみを認める場合は、花粉症や感冒、他の感染症（誤嚥性肺炎や尿路感染症）か、 
当該感染症なのか、鑑別のためにも通常の感染予防対策を十分に講じながら継続的なモニタリング
が必要である。 

 
◎医師との連携は密接に、報告はしっかりと（発熱や風邪症状、家族の身体状況等に至るまで） 
 
◎より多くの情報を得ることになるため、所内守秘義務を徹底する 
 
◎職員全員で徹底しないと意味をなさず、意識をもって全員が感染予防対策に取り組む 
 
◎自己や利用者のみに着目するのではなく、利用者家族や利用者に関わるヘルパー等の支援者の 
感染予防対策も重要です。看護職として関わられる者すべてに着目し、啓発活動、指導を行う。 
（利用者向けの配布物等は、一覧で 最終ページに記載しています。事務所で準備しています。） 

 
◎自宅に帰ったら、手洗いを確実に。シャワーを浴び、清潔にするなど、安心して家族への接触ができ 
るようにする。 

 

 

https://youtu.be/Eph4Jmz244A
https://youtu.be/VdyKX4eYba4
https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/kansen3-1-4.pdf
http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200330_006139.html
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Ⅰ．基本的な事項（当社の場合） 

１．職場への出入り等 
・事務所フロアーへの出入りは、PPE（個人防護策）の有無にかかわらず、訪問職員は行わないものとする。 
・事務所フロアーへの立ち入りができるものとしては、4月現在で、訪問看護管理者、事務職、統括のみとする。 

・事務所フロアーの立ち入りは、マスク装着後、玄関で石鹸使用・流水手洗いを行った後に入室を行う。 
・事務職員は、換気、ドアノブのアルコール消毒等を定期的に行う。 
・また、通常の業務に加え、訪問職員が困らないよう、各種通信を利用し、訪問職員と密に連絡を取り、訪問者の支
援、調整を行う。物品の確認・補充・発注を行う 
・職員の食事は交代制で行う。（複数名での食事、休憩は絶対に行わない） 

（訪問職員） 
・訪問職員は原則直行直帰とする。 
・訪問職員が立ち入りできるスペースとしては、玄関、玄関横の面談室（現在物品倉庫として使用）とする 
・物品倉庫への立ち入りは、必ず、石鹸・流水での手洗いをしてから行う。 
・できるだけ、職員同士は玄関、面談室でまじわらない。 
・これを避けるため、電話をいれてから、物品を取りに来るように推奨する。 
（待たずにスムーズに物品の受け渡しができるよう、事務職員で準備をしておきます） 

  

２．連絡・報告・相談、職員同士の連携について 
・当社が指定する期間、直行直帰となるため、職員どうしの連携が不備となる可能性がある。このため、以下
の対策を講じ、より連携を密にするように心がける。 
 
 ①普段より連携、報告・連絡・相談が重要であることを意識し、業務にあたる 
 ②通信機器、手段は、電話、オンライン会議、メール、MCS、ラインなどを駆使して使用する。 
 ③訪問中のトラブルや、不安等については、現場から管理者、所属リーダー、事務所に速やかに連絡を行う。 
 ④オンライン会議を使用し、部署ごと、全体のミーティングを定期的に行う。 

（定期ミーティング時間は、未定にて後日連絡する） 
 
 例１）利用者の身体状況、処置方法について不安、トラブルが生じた 
      管理者に所属長に電話で直接相談 
 例２）緊急でないが先輩等に相談したい場合 
      ライン等で電話できる時間を相互確認し、電話で相談する 
 例３）MCS上の“つながり”でダイレクトに個別相談を行うなど 
  

３．在宅勤務（直行直帰）や出勤停止の考え方 
  
≪A.在宅勤務中≫ 
在宅勤務や直行直帰については、給与等において削減は行わない（時間数は勤務のこと） 

  
≪B.体調不良時の相談≫ 
  ・新型コロナウィルス感染に似た症状／発熱、風邪症状（のどが痛い、咳がでる）などがあった場合は、 

速やかに管理者に報告・相談する。 
  ・軽症であり、自身で勤務可能と思える状況にあっても、風邪症状については、無理をせず、会社（管理者、

直属上司、統括）に相談をする。 
 
≪その他≫ 
  以下項目は、当マニュアルの最終ページに掲載しています。気になる項目は最終ページを確認して下さい。 

 C.職員が非常に軽い風邪症状があった場合 
    D.職員が発熱（37.5以上、咳嗽、呼吸器症状、倦怠感を伴う）した場合 
    E.職員が感染確定した場合（症状の有無にかかわらない） 
    F.感染確定した利用者の訪問看護により濃厚接触者扱いとなった場合（業務によるが明らか） 

G.職員が発熱等の症状はないが、同居家族が感染確定し濃厚接触者扱いとなった 
    H.訪問業務の停止となった場合＝会社全体の業務の停止ではない 
    I ．保険関係のしくみ  傷病手当金 労災認定 加入民間保険 
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４．訪問シフト、業務予定 

【訪問者の考え方】 
・訪問を行う看護師を特定の者へ限定する 
→基礎疾患、特に呼吸器疾患や自己免疫疾患を持つ者、妊娠中の者、高齢の者について、利用者の感染の機会を 
減らすためにも、訪問者から除外、または減少させるほうが望ましい。 

・訪問者の見直しは、のちに述べる事前トリアージの結果に基づき、状況を判断しながら随時検討を行う 

【訪問シフトについて】 
・訪問シフトは、管理者、副管理者にて作成し、前週の金曜日までに確定させ、MCS等で全職員に配信する 
・変更がある場合は随時、担当者へまたは一斉に連絡を行う 

【訪問ルートについて】 
・訪問ルートについては、感染（疑）者、については、以下のとおりとする 
①発熱者等、感染の可能性のある方への訪問看護は できる限り1日の最後の訪問とする 

  ②できる限り担当制とし、複数名が接触しないようにする（同一日、同一時間以外においても） 
  ③新規利用者の初回訪問については、複数名で訪問を行うが、同行訪問は最小限とできるようにする。 

 

５．当社の事前トリアージ（重要！） 
・当社の事前トリアージは、定期的に行うものとする。 
・トリアージの目的は、感染者が出現した場合の対策とし、その対応方法を検討するための事前対策である 
・事前トリアージを実行するか否かは、感染者、感染（疑）者の状況により、管理者が決定、宣言する。 

 

 当社のトリアージの内容 
１．訪問看護回数を絶対に減らせられない方 

    重い人 看護師のキュア・ケア常時が必要（減らせれられない） 
    軽症でも認知症などあり訪問看護回数が減らすと体調管理ができない方 
２．訪問看護回数、時間を半減できる方 

    重症でも家族や支援者の能力が高い又は、他者の支援がある 
３．訪問看護回数を一定期間０にできる方（電話サポート要） 

    家族が健康で、安定して利用者へのケア・キュアができる 
    ➔ナースの健康確認電話は週２回以上実施 
 

６．感染者、感染の可能性のある方、非感染者の考え方  
  ・当社では、感染拡大防止、利用者、職員等の感染者増大の抑制をはかるため、①感染者、②感染の可能性のあ 

る方、③非感染者を分類する。   
・現在当社には感染者はいないが、PPE（個人防護具）について分類をしていくためにも、これを行う 
・本分類は、訪問担当者の報告や状態像に基づき、管理者、副管理者が相談の上決定を行う。 
・感染者、感染（疑）者については、ご本人、ご家族、訪問職員も不安であることから言動には十分配慮し、正しい 
 情報を与え、感染拡大防止（または感染をおこさないよう）適切に指導を行う。 

 

  感染者・感染の可能性のある者について 
   ・管理者、副管理者の協議により、感染の可能性のある方を当社内で決める。所内のみで、周知を行う。 
   ・感染の可能性のある者については、一定の期間、当社における最大限の防護対策を行う。 

≪当社の感染の可能性のある者の定義≫ 
 原則以下のいずれかに該当する者とする。これらの対象者については、訪問看護回数の見直し、リハの必要性
の再検討も併せて行う。（2週間はリハビリを休止する、訪問看護回数を最小限にするなど） 

 ①発熱または咳嗽があり、原因が明らかでない者、原因が明らかでない場合 
 ②病院から退院してきた者で吸引が必要な者（飛沫等が必要となるもの） 
 ③家族に感染者が出現し、利用者、主たる介護者がPCR検査で陰性となった場合、 

または、検査中で結果が出ていない場合（検査をしてもらえず、自宅待機となっている場合も含む） 
   なお、感染（疑）者については、2週間の発熱、呼吸器症状がない場合には、感染（疑）者の当社認定を解除する 
 
   ★注意； 利用者、利用者家族には十分な説明が必要となるが、事前の説明の仕方等については、担当訪問者 

は、管理者、副管理者と十分協議し、配慮を持った説明と指導を行うものとする。 
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７．当社の職員へ配布する物品関係  
 ●ガウン 
 ・現在、ガウンの入手が難しいため、感染者、感染の可能性のあるものについては安価なレインコート等を準備 
 ・ただし、感染者、感染の可能性のある者については、随時、管理者、副管理者、担当者にて協議を行う 
 ●マスク 
 ・マスクは、訪問対応職員は、サージカルマスクを使用。訪問職員以外は、布マスクを利用する。 
・マスクの外側は絶対に触らないようにする。（触ってしまった場合は、流水、石鹸で手洗いする） 
・マスクが安定的に供給されるまでは、通常訪問では、不織布ガーゼでガーゼマスクの外面を覆い、不織布ガーゼ 
はその都度廃棄する。また、マスクの洗浄方法は、当社推奨の方法で洗浄を行い、よく乾かしてから使用する 
・感染者、感染の可能性のある者については、サージカルマスクの交換頻度は、毎回廃棄を行う 

 ●ゴーグル等 
  ゴーグルは現在11個あり。ゴーグル（簡易）は、4月末に納品予定（20個） 
 ・感染者、感染疑い者（感冒症状あり者）では必ずゴーグルを使用のこと。 
（フェイスシールド使用で代用も可能であるが、訪問終了までの時間帯全て装着しなければならない） 

 ●フェイスシールド 
 ・フェイスシールドは、当社で作製したものを配布。（面談室に置いています） 
・感染者・感染（疑）者に認定したものについても必ず着用 アイゴーグル使用で代用も可能 
・感染（疑）のない利用者においても、吸引等の際には、必ず着用を行う。 

 ●手袋 
 ・当社ではゴム手袋を十分準備する（ただし現在入手困難） 
 ・感染者、感染の可能性のあるものでは必ず手袋を使用。使用後は廃棄のこと。（袋に入れて廃棄） 

  ●消毒液・（エタノール・アルコール綿花・次亜塩素酸水・手指アルコールジェル・石鹸他） 
  ・アルコールは、70％～80％のものをできる限り準備するが備蓄は少ない現状を理解していただきたい 
  ・次亜塩素酸は、錆が出てしまうことから、長時間浸すなどは避けるが、機器の清拭には有効である 
   特性を考え、つかいわけを行う。 
  ・手指消毒については、利用者宅到着後、退出前に必ず利用者宅の手洗い場をお借りし、配布している石鹸使用、 

流水にて手洗いさせていただく。紙ペーパーを使用し、タオルなどは絶対に使用しないこと 
  ●アルコール含有ウェットティッシュ 
  ・当社で複数購入、配布するが、アルコール含有量は十分とは言えないことを理解しておく。 
  ・手洗いが十分でない場合などの補足的な使用については効果があると考えられるため、補足目的での使用とす

る。（ただし、将来的には入手困難となる可能性もある） 
  ●マイク付きイヤホン 

オンライン会議のために、所持しない職員には配布 
 ●ゴミ袋 ナイロン袋        

手洗い後の紙ペーパやマスク廃棄時に使用、所持するナイロン袋に入れ利用者宅で廃棄させていただく 
     （そのまま捨てないこと） 

【重症利用者や感染（疑）者の医療材料について】 
 現在、当社及び、医療機関、主治医の診療所等についても、医療材料、アルコール類は不足している。 
 当社からの持ち出し、利用者へ譲る行為は、かならず管理者の許可を必要とする。 
 管理者の許可を得て、利用者に譲るまたは販売をする行為は、以下の場合で認める場合がある 
 
  ①重傷者、感染疑い者、感染疑い者の家族への布マスクの譲渡 
  ②アルコールは大変、品薄であり、代用品を検討 
  ③手袋は、入手は一部で可能も、当社仕入れ価格で譲る場合がある。（現在大変高額であり、無償提供は困難） 

【使用（汚染）された使用後物品について】 
  ①当社では、ナイロン袋を面談室に多数準備している。訪問者は、複数枚、訪問バックに必ず準備しておく 
  ②感染者、感染の可能性のある者については、防護に使用したガウン、マスクは使い捨てとするが、廃棄は、 

全てナイロン袋に入れ、しっかりと封をして、廃棄を行う。 
（利用者に説明、できる限り、理解を得たうえで、利用者宅で廃棄をさせてもらう） 
③一時的であっても自宅に持ち帰るなどの行為は行わない。問題がある場合は管理者、副管理者に相談する 
④使用したゴーグル、フェイスシールドのゴムについては廃棄ができないため（使い捨てではない）、ナイロン袋等 

 に入れ、厳重に封をし、直行直帰の訪問者については、流水後中性洗剤で十分洗浄し、乾かす。 
（消毒前後の手洗いはしっかりとして下さい） 

 
≪再利用の参考指標≫    厚生労働省HPより 
新型コロナウイルス感染症はプラスチック、ステンレス、紙の上では 72 時間しか 生存できないことが報告されていることから、 マスクを 

 1 人につき５枚配布 するとともに、使用したものを通気性のよいきれいなバッグに保管し、毎日取り替えて 5 日間のサイクルで使用する

（参照：米国ＣＤＣ）  ★注；海外研究ではプラスティック、ステンレス等の上では３～９日間の生存が確認されている 
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Ⅱ．利用者対応 

１．感染の疑いがない方への訪問対応 
 正しい手洗いの方法（動画） https://youtu.be/Eph4Jmz244A 

  正しいマスクのつけ方・はずし方（動画） https://youtu.be/VdyKX4eYba4 

１－１ 基本的な考え方 
①周囲すべての人間（自身も含め）に感染リスクがあるつもりで標準予防策を行う。 
②マスク未着用においては、対面での会話は行わないようにする。（２ｍは離れるを意識） 
③症候のない、変化のない療養者の訪問看護であれば、サージカルマスクと、ケア後の手指衛生が中心 
④訪問後は、ご自宅での洗面を利用させてもらい、しっかりと手洗いをして次に向かうことを徹底する。 
⑤仮に在宅療養者が発熱しているだけでは、単純に感染疑いと定義されないため、ケア提供者も過剰に恐

れずにケアに当たるべき。ただし当然リスクはあるため予防策を徹底して行う。 
⑥発熱や感冒症状のみを認める場合は、花粉症や感冒、他の感染症（誤嚥性肺炎や尿路感染症）か、当該

感染症なのか、鑑別のためにも通常の感染予防対策を十分に講じながら継続的なモニタリングが必要で
ある。 

１－２ 感染予防対策（訪問職員） 
＜訪問手順＞ 

①入室前、利用者のケアに対して感染予防対策として何が必要かのシュミレーションを行う 

②自己のマスク（アイゴーグル）を装着し、入室後、簡単なご挨拶と体調不良が無かったかの確認を行い、 

洗面所にて石鹸流水で手洗いを行う 

例：「おはようございます。今日訪問させて頂いた○○です。感染予防のため、先に手洗いをさせて 

頂きます。また、最近の体調不良や発熱・風邪症状は無いでしょうか？」を先に確認する 

（玄関先・部屋前・ベットサイドなど確認する場所はケースバイケースでＯＫ） 

    ⇒この時点で、風邪症状があるとの情報を確認出来たら、場合によってはこの時点より防護服対応を 

とる事も必要（リーダー・管理者に相談） 

③手洗いが終了したら、改めて利用者・家族に挨拶を行う 

④利用者本人・ご家族のマスク装着を確認、出来ていなかったら促す。換気を促す。 

⑤バイタル測定 

・測定に使用する機器は、使用前に必ずアルコール綿で拭いてから使用する 

  （利用者にもその旨説明しながら行うと、安心してもらえると思います） 

・利用者の体温計があれば理由を説明し、ご自身のものを使用させて頂く 

    ・血圧測定時、できるだけ薄手のシャツ・上着の上から直接皮膚に触れないように 

マンシェットを巻く（測定値に影響しないと判断の上） 

    ・バイタル測定後、使用した医療機器はアルコール綿にて拭き消毒を行う 

⑥ケア提供 

 ※摘便や陰洗は勿論であるが、全身清拭や爪切り、軟膏塗布等も手袋を装着する 

⑦ケア終了。身体援助の有無に限らず、ケア提供後は必ず石鹸、流水で手洗いを行う 

⑧必要事項の声掛け、挨拶にて訪問終了 

１－３ 感染予防対策（本人家族教育） 

  

  新型コロナウィルスを防ぐには  https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf 

  咳エチケットで感染拡大を防ぐ  https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/cough_etiquette.pdf 

  身の回りを清潔にしよう（手洗い、食器、手すり等の消毒、次亜塩素酸ナトリウム水溶液の作り方） 

                        https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000614437.pdf 

https://youtu.be/Eph4Jmz244A
https://youtu.be/VdyKX4eYba4
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/cough_etiquette.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000614437.pdf
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 ２．感染の可能性がある方 

２－１ 基本的な考え方    ★期間は、原則２週間です。 
●「１－１ 感染の疑いのない方への対応」に同じ。 

●追加として ①ガウンテクニックは確実に  ②利用者、家族への配慮、心のケアには細心の注意を払う      

         ③訪問回数の見直し（２週間） ④十分な説明、医師への報告  ⑤ゾーンニングの考え方 

         ⑥使用後物品の処理の徹底（ナイロン袋に入れ密閉）  ⑦同居家族の体調の確認 

         ⑧個人情報の保護のさらなる徹底 

２－２ 感染予防対策（訪問職員）  ※コロナ感染陽性者に準じた対応とする 

ガウンテクニックの方法；https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/kansen3-1-4.pdf 

＜訪問手順＞ 

① 入室前、利用者のケアに対して感染予防対策として何が必要かのシュミレーションを行う 

※特に、吸引・摘便等の処置があり、飛沫感染のリスクが高い方はこの時点で防護服着用の判断必要 

② 玄関へ入り、先に簡単なご挨拶と症状確認を行い、洗面所にて手洗いを行う 

    ※洗面所が家の奥、もしくはキッチンの水道をかりているなど、そこに行くまでに感染する可能性が 

考えられる場合は、手のアルコール消毒を十分にした上で先に③をする場合も考慮する 

③ 玄関（もしくは部屋前）にて、マスク・エプロン（レインコート等）・手袋・ゴーグル・足カバー等を着

用、訪問カバンは大きなビニールに入れた状態にて入室。 

④ 入室後、改めて利用者・家族に挨拶を行う 

⑤ 利用者本人・ご家族のマスク装着を確認、出来ていなかったら促す。換気を促す。 

⑥  バイタル測定 

・測定に使用する機器は、使用前に必ずアルコール綿で拭いてから使用する 

（利用者にもその旨説明しながら行うと、安心してもらえると思います） 

・利用者の体温計があれば理由を説明し、ご自身のものを使用させて頂く 

・血圧測定時、できるだけ薄手のシャツ・上着の上から直接皮膚に触れないように 

マンシェットを巻く（測定値に影響しないと判断の上） 

・バイタル測定後、使用した医療機器はアルコール綿にて拭き消毒を行う 

※マンシェットは、次亜塩素酸水にて拭く 

※その他医療機器は、次亜塩素酸水では錆や故障の原因となるためアルコールで消毒とする 

⑦ ケア提供 

・ケア中、防護服着用はしているが、できるだけ飛沫を浴びないように注意する 

⑧ ケア終了。必要事項の声掛け、挨拶にて訪問終了 

⑨ 退室し、室外にてガウンテクニックにて脱衣し、持参したごみ袋に入れ上部をくくり家族に破棄依頼 

⑩ ②に準じた手洗い  利用者宅で使用した携帯電話、アイパッドはアルコール綿花で消毒のこと 

⑪ 訪問終了 

２－３ 感染予防対策（本人家族教育） 

厚生労働省 ポスター市民向け  https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf 

1.感染者と他の同居者の部屋を可能な限り分ける  2.感染者の世話をする人は、できるだけ限られた方に  

3.できるだけ全員がマスクを使用する (マスクの外側は触らない)   4.小まめにうがい・手洗いをする 

5.日中はできるだけ換気をする。    6.取っ手、ノブなどの共用する部分を消毒する（１日１回以上） 

7.汚れたリネン、衣服を洗濯する    8.ゴミは密閉して捨てる 

➔８つのポイントの記載内容  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00009.html 

 

https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/kansen3-1-4.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00009.html
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３．感染された方（検査で感染が確定している方） 

３－１ 基本的な考え方 
●「１－１ 感染の疑いのない方への対応」「２－１感染の疑いがある方」に加えて以下を追加 

●追加  ①家族の健康状態のモニタリング・フォローアップ  

②個人情報、関係する機関情報の厳重管理   

３－２ 感染予防対策（訪問職員） 

 ＜訪問手順書＞ 

① 入室前、利用者のケアに対して感染予防対策として何が必要かのシュミレーションを行う 

 ※特に、吸引・摘便等の処置があり飛沫感染のリスクが高い方は、利用者の安全確保は勿論だが、 

自己が飛沫を浴びないような手順や動きの工夫も重要 

② 玄関先にて簡単にご挨拶、また利用者本人・ご家族のマスク装着を確認し出来ていなかったら促す 

③ 同じく玄関先にて、手指のアルコール消毒を十分に行い、マスク・エプロン（レインコート等）・手袋・

ゴーグル（フェイスシート）・足カバー等を着用、訪問カバンは大きなビニールに入れた状態にて入室 

④  入室後、改めて利用者・家族に挨拶を行う。換気が出来ていなければ促す。 

⑤  バイタル測定 

・測定に使用する機器は、使用前に必ずアルコール綿で拭いてから使用する 

・利用者の体温計があれば理由を説明し、ご自身のものを使用させて頂く 

・血圧測定時、できるだけ薄手のシャツ・上着の上から直接皮膚に触れない 

ようにマンシェットを巻く（測定値に影響しないと判断の上） 

・バイタル測定後、使用した医療機器はアルコール綿にて拭き消毒を行う 

※マンシェットに関しては、次亜塩素酸水にて拭く 

※その他医療機器は、次亜塩素酸水では錆や故障の原因となるため 

アルコールで消毒とする 

⑥ ケア提供 

※ケア中、防護服着用はしているが、できるだけ飛沫を浴びないように注意する 

⑦ ケア終了。必要事項の声掛け、挨拶にて訪問終了 

⑧ そのまま退室し、玄関先にてガウンテクニックにて脱衣し、持参したごみ袋に入れ上部をくくり家族に

破棄依頼 

⑨ 洗面所をお借りし石鹸・流水にて手洗いを行う 

⑩ 利用者宅で使用した携帯電話、アイパッドはアルコール綿花で消毒のこと 

⑪ 交通車両に乗車する前に再度手指アルコール消毒を十分に行い帰路につく 

 

３－３ 感染予防対策（本人家族教育） 

●健康観察票をつけてもらう 

   厚生労働省HP（健康観察票） https://www.mhlw.go.jp/content/000622349.pdf 

  
●感染症流行期に こころの健康を保つために 
～隔離や自宅待機により行動が制限されている方々へ～（日本赤十字社） 

http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/pdf/添付資料%EF%BC%94%EF%BC%9A感染症流行期

にこころの健康を保つために%EF%BD%9E隔離や自宅待機により行動が制限されている方々

へ%EF%BD%9E.pdf 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000622349.pdf
http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/pdf/添付資料%EF%BC%94%EF%BC%9A感染症流行期にこころの健康を保つために%EF%BD%9E隔離や自宅待機により行動が制限されている方々へ%EF%BD%9E.pdf
http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/pdf/添付資料%EF%BC%94%EF%BC%9A感染症流行期にこころの健康を保つために%EF%BD%9E隔離や自宅待機により行動が制限されている方々へ%EF%BD%9E.pdf
http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/pdf/添付資料%EF%BC%94%EF%BC%9A感染症流行期にこころの健康を保つために%EF%BD%9E隔離や自宅待機により行動が制限されている方々へ%EF%BD%9E.pdf
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Ⅲ．オンコール対応や緊急訪問看護要請のあった場合の対応法 

 基本的な考え方 

当社において、できる限り利用者を担当制としているが、緊急訪問や営業日外訪問においてはこれが難し

い。このため、オンコール、緊急対応は特に、PPEを徹底しなければならないことを意識する。 

原因不明の発熱や風邪症状が利用者に認められる場合（軽度でも症状ある場合）は、管理者等への報告、医

師との連携、報告相談が不可欠です。 

 

オンコールがあった場合 

①電話で状況を確認。通常の緊急電話による対応を行う 

② A.訪問要請がある場合、B.訪問の必要を認めた場合は、併せて、発熱の有無、風邪症状の出現を確認 

し、これら症状があった場合は、看護師はゴーグル、マスク、ガウン、手袋を装着して緊急訪問を行うこ 

とを電話で事前に伝える。 

③風邪症状がない場合は、通常通り、マスク装着、手洗いを徹底し、緊急訪問を行う 

④利用者、利用者家族がマスク装着していない場合は、マスクをするように促すこと。 

⑤どうしても、利用者がマスク装着できない場合は、看護者はゴーグル、又はフェイスシールドの装着は 

必須です（感染が確認された場合、発熱日以降、未装着の看護者は直ちに濃厚接触者扱いとなります） 

※事前チラシの配布の検討 

 ⑥換気も併せて行いましょう 

 ⑦利用者のマスクの有無にかかわらず、できる限り対面しない位置をとり、咳等で飛沫を浴びないように 

しましょう 

 ⑧手洗い、使用物品の廃棄は、感染者、感染疑い者への訪問方法を参照のこと 

 ⑨緊急訪問後、自宅へ戻る際は、手洗い、可能な限りシャワー等で清潔にし、家族との接触を安心して行える 

ようにしましょう 

 

オンコールではないが発熱等があった利用者から訪問の依頼があった場合（家族発熱含む） 

 ①事前に発熱がわかっている場合は、マスク装着を促しておきましょう 

 ②訪問者は、当社支給のアイゴーグル、マスクを必ず装着してから、訪問を行います 

 ③あとは上記と同様の対応をお願いします 

 

 

 

 

 

今後追記していく予定の項目 

Ⅳ．休止または縮小となった事業所からの受け入れ体制の検討 
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≪再掲≫ 感染予防対策のための資料集 
 
（スタッフ確認用） 

※ 必要な感染予防策の参考） 下記11ページ・12ページを参照  （全職員要確認！） 

 

①11ページ ガウンテクニック 

②12ページ 表1 医療従事者の暴露リスク評価と対応 

参考） http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID-19_taioguide2.1.pdf 

 

 

 

（利用者配布用）  

 ③～⑦は厚生労働省HPからの配布資料 ⑧は日本赤十字社 

  ③新型コロナウィルスを防ぐには https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf 

  ④咳エチケットで感染拡大を防ぐ  https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/cough_etiquette.pdf 

  ⑤身の回りを清潔にしよう（手洗い、食器、手すり等の消毒、次亜塩素酸ナトリウム水溶液の作り方） 

                         https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000614437.pdf 

 

⑥厚生労働省 ポスター市民向け  ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合 家庭内でご注意いただき

たいこと ～８つのポイント～

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf 

 ➔８つのポイントの記載内容（詳細はこちら。説明できるよう確認しておきましょう 

 

      https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00009.html 

 

⑦厚生労働省HP（健康観察票） https://www.mhlw.go.jp/content/000622349.pdf 

  ↑観察票が掲載されています  

 

⑧感染症流行期に こころの健康を保つために 

～隔離や自宅待機により行動が制限されている方々へ～（日本赤十字社） 

http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/pdf/添付資料%EF%BC%94%EF%BC%9A感染症流
行期にこころの健康を保つために%EF%BD%9E隔離や自宅待機により行動が制限されている方々

へ%EF%BD%9E.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID-19_taioguide2.1.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/cough_etiquette.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000614437.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00009.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000622349.pdf
http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/pdf/添付資料%EF%BC%94%EF%BC%9A感染症流行期にこころの健康を保つために%EF%BD%9E隔離や自宅待機により行動が制限されている方々へ%EF%BD%9E.pdf
http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/pdf/添付資料%EF%BC%94%EF%BC%9A感染症流行期にこころの健康を保つために%EF%BD%9E隔離や自宅待機により行動が制限されている方々へ%EF%BD%9E.pdf
http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/pdf/添付資料%EF%BC%94%EF%BC%9A感染症流行期にこころの健康を保つために%EF%BD%9E隔離や自宅待機により行動が制限されている方々へ%EF%BD%9E.pdf
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≪再掲≫Ⅰ－３．在宅勤務（直行直帰）や出勤停止の考え方（案／確認中） 

            （緊急事態宣言発令中の当社の対応） 
 

以下の状況が起こらないよう、体調管理、感染予防対策を徹底してください。 
ご家族の体調管理、感染予防対策もどうぞよろしくお願いします。 

 
A.在宅勤務中 
在宅勤務や直行直帰については、給与等において削減は行わない（時間数は勤務のこと） 

  
B.体調不良 
  ・新型コロナウィルス感染に似た症状／発熱、風邪症状（のどが痛い、咳がでる）などがあった場合は、 

速やかに管理者に報告・相談する。 
  ・軽症であり、自身で勤務可能と思える状況にあっても、風邪症状については、無理をせず、会社（管理者、

直属上司、統括）に相談をする。 
 
C.職員に軽い風邪症状があった場合 
必ず、管理者に相談してください。原因が明らかでない場合、会社から出勤停止を命じる場合があります。 
会社から出勤停止を命じた場合は、休業手当（6割）を支給します。療養に専念してください。 
★4日以上の微熱や風邪症状の継続、呼吸器症状の出現や症状の悪化などがある場合は、 指定の医療機関
に受診していただくか、当社指定の医療機関への受診を行っていただきます。 

 ➔ 出勤停止期間、職員からの希望により年次有給消化を消化していただくこともできます。 
 
D.職員が発熱（37.5以上、咳嗽、呼吸器症状、倦怠感を伴う）した場合 
業務ができない状態にあるということから、会社からの休業手当の支払い対象に該当しませんが、職員の生活
を守るという観点から当社では、新型コロナウィルス感染を疑うもののみ、本状態になってから最大2か月間
においては休業手当を支払います。（傷病手当申請後認定・支払いまでの期間が１～２か月必要なため） 
この状態が４日を超えた場合は、健康保険加入者は傷病手当金の申請をしますのでご了解ください。 
 ≪傷病手当金申請の流れ≫ 
①当初3日間は自宅療養。（給与等の支払いはできない期間） 

 ②急激な症状悪化や症状継続4日目にはセンター相談（又は当社との相談により医療機関への受診） 
 ③指定医療機関等へ受診 
 ④センター指示または医療機関等からの診断書 ➔社会保険加入者は傷病手当金の手続きへ 

会社から、休業手当（6割）を支給したが、長期化で傷病手当金の請求申請に移し、認定された場合は、 
翌月の給与で、前月分の会社から支払いの休業手当分を差し引くことになります。 

 ➔ 職員からの希望により年次有給消化を消化していただくこともできますが、傷病手当金の申請は 
年次有給休暇取得日は休業とみなされません、連続した休業4日目からの請求となります） 

 
E.職員が感染確定した場合（症状の有無にかかわらない） 
保健所の指導により、自宅療養（状況によっては入院）を行う。この期間の給与については、健康保険加入者 
については、傷病手当金を請求します。生活を守るため、一旦当社からの休業手当をお支払いしますが、傷病
手当金の請求申請に移行し、認定された場合は、翌月の給与で、前月分の会社から支払いの休業手当分を差
し引きます。 
★利用者の感染により、職員が当該利用者の訪問にかかわったため感染したと疑える場合は、傷病手当金の
申請の後、のちに労災申請し、認定がなされた場合は、傷病手当金を取り下げます／労災が優先） 

 
F.感染確定した利用者の訪問看護により濃厚接触者扱いとなった場合（業務によるが明らか） 
保健所の指導により、自宅待機となります。健康保険の傷病手当金の対象とはなりません。 

 自宅待機の14日間については、当社からの休業手当を支払います。なお、訪問業務が出来なくても、 
 体調不良なく、在宅ワークができると判断した場合は、在宅ワーク勤務として、通常の給与の支払いを 
行います。（勤務状況の報告をお願いします） 
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G.発熱等の症状はないが、同居家族が感染確定し濃厚接触者扱い（センターより自宅待機１４日）となった 
速やかに当社に相談してください。（傷病手当金の申請対象外。当社指示ではないため、休業手当の支払い
適応ではないが、職員の生活を守るという観点より、当社からの休業手当の支払いを行います） 
★本状態が長期化し当社の経営上厳しくなってきた場合は変更の可能性があります 

  ➔ 職員からの希望により年次有給消化を消化していただくこともできます。 
 

H.同居家族が濃厚接触者扱いとなり同居家族が自宅待機指示となった 
 速やかに当社に相談してください。 

  状況により当社より、自宅待機指示を出す場合があります 
    ➔ 職員からの希望により年次有給消化を消化していただくこともできます。 
 
I.事業所が訪問業務の停止となった場合＝会社全体の業務の停止ではない 
訪問業務全体が休止となっても、会社業務全体は休止となっていません。 
当社の訪問業務が、例として2週間停止となっても、休止期間中の2週間は、在宅勤務（テレワーク）等で勤務
していただきます。（利用者の調整/他の事業所への依頼、利用者への電話サポート、記録の整理、報告書の
作成、レセプト、電話対応、物品等の調整、会議、その他事務業務のシェアなど。） 
 
常勤については7.5時間×月勤務日数、パート契約者については所定労働日数×時間数を、テレワーク等で
勤務していただきます。（パート契約で１件単価契約の方は、訪問業務停止期間中は、時給扱いで対応） 

  2週間の訪問業務の停止が解除されたのち、通常勤務にもどることになります。 
 
J. 保険関係のしくみ ２０２０年４月１６日情報  

 
≪傷病手当金の仕組み／健康保険≫ 
  健康保険加入者については、傷病による休業を行った場合、会社の申請（診断書が必要）により、傷病手当
金（月額平均給与の6割）が支給されます。（支払期間は療養のために休業を始めた日から連続した3日間（待
期期間）を除いて、4日目から～最大1.5年）休業期間中、給与等が支払われた場合は、傷病手当金は減額と
なります。 

 
≪労災認定／労災保険≫ 

   職員は、全員が労災保険に加入しています。 
労災認定が下りると労災保険により給与の8割が支給されます。（申請－認定-支給までは数か月） 
現在、新型コロナウィルス感染の疑いの症状があった場合、感染確定できない（PCR検査が行ってもらえ

ない）、業務中の感染かどうかの確定ができない。などから労災認定が行われるかが不明です。 
 
 ≪当社が加入中の民間保険（全職員）≫ 
  当社加入の民間保険の特約では、新型コロナウィルス感染症において、労災で認定された場合のみ 

通院（３千円）、入院（５千円）、死亡（５００万円）などの保障があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


