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はじめに 
 

小規模多機能型サービスにおいては、ご利用者が生活を続けるために、今まで

の人とのつながりを継続する支援、新たにつながりを作る支援、地域の店舗や催

しに出かけ、地域の人々に見守られながら地域の中で暮らし続ける支援を行って

きました。また、多世代が交流し、登録以外の方の居場所としても役割を果たして

きた事業所も多くあります。 

そのような中で令和 2年早々に新型コロナウイルスが日本でも感染確認され、

感染すると重篤化するとされる高齢者や基礎疾患を有する方が利用者である小

規模多機能事業所は、他の高齢者施設と同様に新型コロナウイルスの感染予防を

徹底することが必須となりました。 

 当協議会の会員の皆様より、「小規模多機能型サービスに特化したマニュアルや

パンフレットがないので、対応が不安」との声が届きました。 

 一方で、通いの回数を見直し、訪問に重点を置くことで、事業所の密を避けるな

ど、臨機応変にサービスの形態を変更できるサービスの強みをいかして感染対策

に取り組んでいる事業所も多くあります。 感染対策徹底の状況下で、いかに家族

とのつながりや地域とのつながりを続けていくか、模索し実践している事業所も

あります。 

 このガイドブックは小規模多機能部会で出されたご意見や当協議会で実施した

アンケートに答えてくださった皆様の記載内容をまとめたものです。小規模多機

能型サービスの強みを生かし、ライフサポートを続けていくための運営の参考に

なり、皆様のお役に立てれば幸いです。 

 

※なおこのガイドブックの内容は令和2年7月25日時点の情報をもとに作成し

ました。今後、厚労省や京都市の通知等により、変更あるいは改訂することがある

ことをご承知おきください 

 

京都地域密着型サービス事業所協議会 

小規模多機能委員会 
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ケアマネジメント 

■感染症発生を予防するためにケアマネジメントの視点からできることを行いましょう。発生

時に備えて、あらかじめ準備しておくことも必要です。また、感染症予防に力を入れるとともに、

ご利用者の生活支援、自立支援、つながりの継続など生活の質を落とさないように工夫が必

要です。 

 

① ケアプランをみなおす。 

 もし通いの場が密になっていたら、登録者のケアプランを見直してみましょう。 

 本当に必要な通いはどれくらいか。自宅で過ごすにはどうしたらよいのか。 

 通いから訪問にどれくらい変更できるかを「何のために通っているのか」をアセスメントした

うえで考える良い機会になるかもしれません。 

 

② 通いの時間を個別に対応する。 

 送迎車や休養室が密になっているなら、その人にとって必要な通いの時間を見直してみる必

要があります。休養室で休んでいるのなら、自宅で休んでもらい、そこに訪問することで、密な

環境を防げるかもしれません。それぞれの暮らしの質を可能な限り落とさずにできる代替案は

ないか、事業所で話し合ってみましょう。 

 

③ 今までのつながりを続ける工夫 

 緊急事態宣言下では、人の多いところの外出は避けて事業所で過ごすことが多くなります。 

 外出しなくても、家族や社会とつながる方法として次のような事例が報告されています。 

 ・ZOOM などオンラインで家族とつながる。めったに会えなかった遠方の家族とズームを利

用して会うことができた。複数名の家族がズームに集まり、様々な世代が繋がれた。 

 ・マスク不足のため、ご利用者とマスク作成に取り組み社会の役に立った。 

 ・ご利用者とゴミ袋で使い捨てエプロンの作成に取り組み、医療機関に寄付をした。 

 ・俳句教室のボランティアの先生にご利用者の作品を送ってみてもらっている。 

 ・交流のある児童館の子供が事業所玄関の七夕の笹に願い事を書いてもらい、ご利用者と楽

しんだ 

 ・近隣神社の七夕祭りにご利用者の書いた短冊を飾ってもらった。 

 

④ 地域にでかける 

 緊急事態宣言が解除され、外出ができるようになっても、ご家族と相談し、出かける目的、で

かける先の安全性を共有しましょう。できるだけ少人数で対応が望ましいでしょう。 
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⑤ ケアプランの目標を意識する 

 新型コロナウイルス感染予防は重要です。一人一人のご利用者の「～したい」目標も重要です。

感染予防をしながらどのように、実現するか、モニタリングの際には感染対策を配慮した方

法を相談しましょう。その時の厚労省や保険者の通知を確認しながらできる方法を考えまし

ょう。 

 

⑥ 感染者・濃厚接触者が出た時の備え 

 いつ・だれが感染するか濃厚接触者となるかは予測がつきません。事前に備えをしておき

ましょう。 

   通所が提供できなくなった場合の、代替機能としての訪問など必要となる支援をシュミレ

ーションしあらかじめご本人・ご家族と相談しておきましょう。訪問で対応できないご利用者

がおられたら、ご家族に協力を依頼できるのか、また、宿泊で対応する必要があるのか事前

に相談しておきましょう 

   職員に感染者や体調不良者が複数名出た場合、職員を休ませる必要があります。他機関

の協力や法人内の他部署の応援を得るなどして、普段訪問に慣れていない職員が訪問する

可能性があります。訪問内容を分かりやすく記載したものや、自宅までの地図など整理して

おくと役にたちます。 

   また、慣れないスタッフが訪問する場合に、事業所内で指示が出せるリーダー格の職員が

待機し、複数の応援者の指示をする必要が生じるかもしれません。その際のスマートフォン

やタブレットなどがあらかじめ準備できていると安心です。 

 

送迎 

■小規模多機能型居宅介護におけるサービスの中でも、特に空間が密になりやすいサービ

スが「送迎」です。通所介護等と比較すると、3名以上の複数名で乗車することは稀です

が、出発地から目的地まで「密閉」「密集」「密着」の 3 条件が重なる点では最大限の注

意が必要な場面です。 

 

① 感染予防対策として準備しておくべき用具 

・体温計（非接触型が望ましいが、腋下測定の場合は、アルコール綿（酒精綿）も複数

枚用意しておく） 

・手指消毒用アルコール 

・車内用消毒液 

・不織布 

・小さいごみ袋（Sサイズのビニール袋等） 

・使い捨て手袋（感染予防用に車両に積んでおく） 
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② 居宅到着時のながれ 

１）単身の場合 

・お迎えに到着後、最後の利用日から現在まで、体調の不調がなかったか聞き取りをし

ます。 

・検温と 併せて、脈、発汗、表情、呼吸状態など、いつもの様子と違うところがない

か観察をします。 

・発熱（37.5度以上、もしくは平熱より 1度以上高い）、風邪症状がある場合は事業所

に連絡し、自宅療養、訪問サービスに切り替えましょう。 

・可能な限り、複数名の送迎を避けるように調整しましょう。 

 

２）家族同居の場合 

・１）に加え、同居家族全員の体調の聞き取り、利用者本人の体調の聞き取りを行いま

す。 

・同居家族及び本人が発熱（37.5度以上、もしくは平熱より 1度以上高い）、風邪症状

がある場合は事業所に連絡し、可能であれば、自宅療養、訪問サービスに切り替えます。 

・中間独居等で在宅での療養が困難な場合は、事業所に連絡し、受け入れ準備を整えた

うえで、送迎します。この場合は、必ず複数名の送迎を行わないようにしましょう。 

 

③ 移動中の注意点 

・乗車前にはマスクの着用、手指消毒を行い、可能な限り距離を取る（対角線上の）乗

車をお願いします。 

・車両は外気を取り込む状態にし、窓は少しでも 2か所以上開けて、空気の流れを作り

ます。 

・車内では歌ったり大きな声での会話などを控え、飛沫の拡散を防ぎましょう。 

・複数名で乗車する場合も、後部座席の右側と左側に寄って座るなど、距離をとるよう

に努めます。 

・発熱者等感染疑いがある状態で乗車する場合は、すべての窓を全開にし、空気が流れ

る状態にします。 

 

 

④ 到着後のながれ 

・事業所に到着し、車両を駐車したり、次の利用者の送迎をする前に、ドアノブ、手す

り、肘置き、ハンドル、シフトレバー等、職員や利用者が触れた場所に消毒液で絞った

不織布やペーパータオルで消毒をします。 

 



 

p. 5 

 

通い 

■通いサービスでは、事業所によっては利用者一人当たりの空間が十分に距離を保つこと

が困難な場合もありますが、各事業所のしつらえや空間活用方法を工夫し、感染予防対

策をいましょう。また、空間の工夫だけではなく、本当に必要なサービスの検討を行い、

利用者が密集しないような工夫をケアプランから行うなどの対策も有効です。 

 

① 通い時の体調確認 

基本的には送迎前に自宅で体調確認をしますが、利用者が一人で通いに来る、あるい

は家族が送迎をすることもあるため、そういう場合は、事業所の玄関先等で以下の点を

確認します。 

・検温と併せて、脈、発汗、表情、呼吸状態など、いつもの様子と違うところがないか

観察をします。 

・発熱（37.5度以上、もしくは平熱より 1度以上高い）、風邪症状がある場合は他者へ

の感染予防を考慮し、自宅療養、訪問サービスへの切り替えを説明し、帰宅を依頼しま

す。 

・同居家族がいれば、家族全員の体調も聞き取り、同居家族の発熱・風邪症状がある場

合は家族の状況に応じて、可能な限り訪問サービスへの切り替えを説明し、自宅でのケ

アを検討します。 

 （同居家族の発症はいつか、本人と接触があったかなどの情報を聞き判断します） 

 

② デイルーム（リビングやダイニング）での距離と感染予防対策 

・事業所内では、利用者同士が対面を避ける位置で座る、間をあけて座るなど、距離を

とる工夫をします。 

・距離をとることが物理的に難しい場合、各利用者の通いに関する必要性や必要な時間、

代替案等を検討し、空間にいる利用者の数を減らすことで、距離を保てるように工夫し

ます。 

・職員もマスクを着用し、利用者とのコミュニケーション、職員同士の情報伝達等を行

いましょう。 

・予防衣（ガウン）や手袋、フェイスシールドについては、その事業所、法人の方針に

沿って着用します。 

・利用者との接触時間はおよそ 15 分を目安に至近距離での大きな声での会話を控えま

しょう 

・手指は利用者と接するごとにアルコール消毒を行います 
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③ 入浴の注意点 

・入浴介助をする場合、職員は使い捨てマスクのままでは湿気や水分でマスクが湿り、

呼吸苦になる可能性があります。マスクは着用では苦しい時は、マスクは着用せず、代

わりにタオルを口元に巻くなど、直接職員の唾液等が利用者にかかることを防ぐ工夫を

しましょう。 

・入浴後は、一人終わるごとに流水で洗い流し、浴室と脱衣室の間のドアの手すりや脱

衣室の椅子、手すりなどを消毒します。 

 

④ レクリエーションの注意点 

○レクリエーションでは、その種類によって大きな声を出したり、道具を使いまわした

り、距離が近くなったりすることがあります。そのため、感染予防対策としては以下

の点に注意して実施しましょう。 

・大勢（距離が一定保てない人数でがいる場合）が大きな声を出すようなレクレーシ

ョンは行わない。 

・マイクは使用しない。 

・利用者同士が接触するようなレクリエーションは行わない。 

・可能な限り個別のレクリエーションを検討する。 

・使用後の道具は消毒をする。 

 

⑤ 臥床等、休養時の注意点 

・休養等によりベッドを使用された場合は、複数の利用者が同じシーツを使用しないよ

うにしましょう。また、使用後のシーツは都度洗濯をします 

・ベッドの柵や手すりの消毒も併せて行いましょう。 

 

⑥ 清掃のポイント 

・換気はエアコンをつけていても、1時間に 1回 5分程度を目安に行うことで、空気を

入れ替えます。また、窓は可能な限り 2か所以上開け、空気の流れを作りましょう。 

・机、手すり、椅子、ベッド、パソコン、電話機など、利用者及び職員が手で触れる 

接するところを消毒します。 

 

訪問 

■ 訪問サービスでは、利用者の自宅に赴くことになるため、職員の濃厚接触のリスクは高く

なります。また、室内の消毒など、ご利用者のご自宅では、施設と比べると十分な環境とは

いえません。そのような中、たとえご利用者に発熱や体調不良などがあった場合でもご利用
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者の生活や命を守るために必要な訪問は実施します。訪問回数の見直しや、訪問担当職員

者を限定するなどの検討対応が必要となる場合もあります。 

 

①  訪問時の持ち物 

  ・通常の訪問時の持ち物に加え、利用者に発熱があった場合に備えて、サージカルマスク・

使い捨て手袋・ガウンなど訪問者の身の安全を守るためのものを常備します。 

  ・携帯電話は必ず持参し、感染リスクが懸念される場合には事業所に連絡し、その場で対応

について相談できるようにしましょう。 

 

②  ご利用者の体調管理等 

  ・訪問時には、できるだけ手を触れる箇所（ドアノブ・手すり・テーブル・椅子の背もたれ・ベ

ッド柵など）を利用者などの了解のもと、消毒を行います。（訪問終了時にも手を触れた場所

を消毒しましょう） 

  ・訪問時には、直接的支援を実施する前に、検温、脈、発汗、表情、呼吸状態など、いつもの

様子と違うところがないか観察をします。 

  ・発熱（37.5度以上、もしくは平熱より 1度高い）、風邪症状がある場合は他者への感染予

防対策により、事業所に連絡し、対応について報告・相談します。感染予防に十分留意し、サ

ージカルマスク・使い捨て手袋・ガウンなどを着用し、最低限必要な支援を行います。    

  ・同居家族がいれば、家族全員の体調を聞き取りましょう。 

  ・同居家族に発熱（37.5 度以上、もしくは平熱より 1 度高い）、風邪症状がある場合は、同

居家族との接触を避けるようにし、別室に待機してもらうようにします。受診があるか、ある

場合は、発熱などの原因について確認を行いましょう。 

   

③ 支援時の留意点 

  ・発熱などの有無に限らず、職員はマスク、手袋を着用し、支援にあたりましょう。 

  ・利用者との接触時間はなるべく 15 分を目安に行い、至近距離での大きな声での会話を

控えましょう 

  ・手指は利用者と接するごとにアルコール消毒を行います。「1ケア 1手洗い（消毒）」を守り
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ましょう。 

   

③  発熱もしくは濃厚接触の疑いがある場合 

  ・各法人などの方針や京都市の担当者などの指示に従って対応を行います。 

  ・事業所内で訪問する職員を限定します。 

  ・支援前後に、利用者宅で手が触れる触れる箇所の消毒を行います。 

  ・サージカルマスク・使い捨て手袋・ガウンなどの防護具の着用を必ず行います。 

（咳やくしゃみがあるときはフェイスシールドやゴーグルを使用。ご自宅の状況により必要

であればシューズカバーを使用）  

・支援終了後は着用した防護具は利用者宅玄関で脱ぎ、ビニール袋に入れ、口をしっかり

閉じます。使い捨てのものであれば、利用者宅で廃棄する。その場で手指消毒を行います。 

  ・帰所後は手洗い、うがい、手指消毒を入念に行い、場合によっては、着衣の着替えを行い

ます。着衣は施設で洗濯し、なるべく他の職員と近距離で接することを避けましょう。 

宿泊 

 ■宿泊サービスは、利用者の在宅生活を維持するために、利用者の体調管理や生活リズムを

整えること、家族の心身の負担軽減や体調不良などの急な事態に対応するために必要な

ものです。ケアプランに位置付けている日数を利用できるようにすることが望ましいです

が、集団生活の場ではウィルスの感染拡大のリスクが高く、慎重な対応が求められます。

場合によっては、訪問サービスに比重を置き、利用日数の見直しや家族の協力を得るよう

にはたらきかけることが必要となります。 

 

 ① 宿泊時の体調管理 

  ・日々の体調管理の中で発熱や風邪症状などがある場合には、宿泊サービスから訪問サー

ビスへの切り替えを検討し、本人、家族に説明し、同意を得ます 

  ・その際には、本人や家族の心理的負担とならないような配慮をしましょう。（いつまで自宅

での支援となるか、訪問による支援内容は適切か本人・家族と話し合う。） 
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 ② 宿泊時の注意点 

  ・毎朝検温と体調チェックを行います。一日の中での体温変化を考慮し、可能な限り朝昼夕

の検温を実施するなど、体調管理をきめ細かく行います。 

  ・日中の過ごし方は、「通い」の項目と同様の対応をしますが、夜間においても個室の環境整

備が必要です。仕切りなど個室ではない宿泊室がある場合は、宿泊の人数や、宿泊者同士

の距離などについて、適正な対応を行います。 

  ・宿泊中に発熱や風邪症状などがあった場合には、個室で対応を行い、サージカルマスク・

使い捨て手袋・ガウンなどの着用をして支援にあたります。 

  ・家族や医療機関と連携し、医療機関への受診や、自宅で療養できる体制整備を工夫し、訪

問サービスに切り替えて対応を行等の検討をしましょう。 

  ・利用者が帰宅後は、室内清掃と消毒を徹底します。対応した職員や接触した利用者を特定

しておき、その後の体調管理を徹底します。（リスト化し、記録を行う） 

  ・濃厚接触者や発熱など感染が疑われる場合の食事・排泄・清潔・洗濯等の介助の方法は介

護保険情報 VOL808を参考にして行いましょう。 

 

職員の感染対策 

 ■職員が新型コロナウイルスに感染すると、ご利用者の感染リスクが高まります。まずは職

員がウイルスを持ち込まないために、職員の健康管理を徹底することが必要です。管理者

と職員の情報共有をしっかりと行います。 

 

① 職員の研修 

  職員の感染症対策の知識と意識の向上に努めます。厚生労働省「高齢者介護施設における

感染対策マニュアル改訂版（２０１９年３月）」を参照に標準的予防策を徹底します。 

  厚労省作成動画「訪問サービスを受ける方のためのそうだったのか！感染対策」「訪問介護

員のためのそうだったのか！感染対策」「送迎の時のそうだったのか！感染対策」等の教材

も参照してください。 

 

② 職員の健康状態を把握 

  職員は毎日出勤前に検温し、発熱の有無・健康状態を上司に報告（申告表などを用いて記

録しておくことが望ましい）するようにします。また、就業中にも体調の変化があったら必ず、

検温し上司に報告するように徹底します。 
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  同居家族のいる職員については、同居家族の発熱等・新型コロナウイルス感染の症状に類

似する症状がある場合には報告を依頼しておきます。 

   

③ 職員の体調不良時の対応 

  職員の発熱・咽頭痛・咳・強い倦怠感・味覚臭覚の異常など新型コロナウイルス感染の症状

に類似する症状がある場合には出勤を控えるよう指示します。 

  医療機関への受診や「京都市新型コロナウイルス感染症専用相談窓口」の相談の際は「高齢

者介護に従事していること」を伝えます。 

  職員の出勤可能となる目安については「介護保険情報 VOL808」に過去に発熱が認めら

れた場合解熱後２４時間以上経過し、咳などの呼吸器症状が改善傾向となるまでは出勤を

行わないと記載されています。これ以外には国から示されていないことから、法人や会社で

復帰の目安を決めておくか、産業医等に相談して決定するなどあらかじめ対応策を検討し

ておきます。 

 

④ 職員を休ませる場合の措置（休業手当・特別休暇など） 

※休業させる場合の注意点 

   新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、休業期間中の賃金の取り扱い

については、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心し休むこと

ができる体制を整えていただくようお願いします。 

休業期間中の賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合

的に勘案するべきですが、労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休

業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当（平均賃金の100分の60以上）を支払わ

なければならないとされています。 

 また、労働基準法においては、平均賃金の100分の60までを支払うことが義務付けられ

ていますが、労働者がより安心して休むことができるよう、就業規則等により各企業におい

て、100 分の 60 を超えて（例えば 100 分の 100）を支払うことを定めていただくことが

望ましいものです。なお、休業手当を支払った場合、支給要件に合致すれば、雇用調整助成

金の支給対象になります。 

    

   ※感染した方を休業させる場合 

   新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業す

る場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられま

すので、休業手当を支払う必要はありません。 

なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金

が支給されます。 

  具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過
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した日から、直近 12 カ月の平均の標準報酬日額の３分の２について、傷病手当金により補

償されます。 

 具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください 

 

   ※発熱などがある方の自主休業 

   会社を休んでいただくよう呼びかけをさせていただいているところですが、新型コロナウ

イルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる

場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考え

られます。 

 一方、例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置

をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責

に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。 

   以上、厚生労働省ホームページより抜粋 

   詳しくは厚労省ホームページ「新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（企業の方向け）」を参照

してください。 

 

⑤ 業務や職場環境の見直し 

  申し送りが長時間になっていないか、ミーティングや会議など密になっていないかなど見

直し、合理的で安全な開催方法を検討しましょう。 

  また、消毒が見落としがちになる例として、休憩室・ロッカールーム・個人のスマートフォン

などがあげられます。感染経路の遮断のためにも、職員の動線をピックアップして消毒する

ように心がけましょう。 

  

⑥ 職員のチームワークと安心 

  職員は日々「濃厚接触で感染するのではないか、自分が感染させてしまうのではないか」と

いう緊張感の中で職務を遂行していることと思います。また、体調不良者の休務や子育てや

介護のために休んだり、時短をする必要が出てくるなど、職員体制もいつもより厳しくなっ

ていると思われます。休んだ職員自身も「迷惑をかけている」という思いを持つでしょう。妊

娠中や基礎疾患のある職員への配慮も必要です。お互いの事情を認め合い、助け合うチー

ム作りが今後のケアの向上にもつながります。 

 

⑦ その他 

  公共交通機関を利用する職員への配慮として、混雑時を避けた通勤時間の変更や自転車、

自家用車での通勤を認めるなどの措置をとった事業所がありました。 
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ご利用者・職員に感染者・濃厚接触者が出た場合の対応 

■ご利用者・職員が感染したり、濃厚接触者が出た場合、京都市と連携を取り、感染を広げな

いための取り組みが必要です。事業所の事情に即した、感染者や濃厚接触者が出た時のマ

ニュアルを整備したり、シュミレーションをしておくことが大事です。 

   

 ①対策本部の設置 

  予防段階から、対策本部や委員会を設置することが望ましいですが、感染者・濃厚接触者が

出た場合には速やかに対策本部を立ち上げ、指揮命令系統を明確にし、役割分担と情報の

一元化をして対応にあたります。 

   

 ②京都市への連絡 

  対策本部で状況を把握し、下記の場合には京都市の担当者に連絡をします。 

  ※職員・ご利用者に感染が疑われ、PCR検査を受けることになった場合 

  ※職員・ご利用者が濃厚接触者となった場合 

  ※職員・ご利用者が PCR検査で陽性となった場合 

  ※職員・ご利用者の同居家族が濃厚接触者・PCR検査で陽性になった場合 

  連絡先 保健福祉局保健福祉部監査指導課（075-744-1153） 

      保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課（075-213-5871） 

      保健福祉局医療衛生推進室医療衛生センター（075-746-7200） 

 

 ③職員又はご利用者が感染の疑いの症状のある場合 

  職員に感染の疑いの症状がある場合、休務し、医療機関への受診または、「京都市新型コロ

ナウイルス感染症専用電話相談窓口」（075-222-3421）に相談します。 

  ご利用者はかかりつけ医に情報提供し、指示に従います。サービスを自宅への訪問に切り

替え、ご利用者の自宅にサージカルマスク・使い捨て手袋・ガウンを準備し、できるだけ固定

した職員で訪問します。 

  他の利用者と訪問を別にできない場合は最後に訪問します。 

  PCR検査を受けることになった時は PCR検査の日時・結果を対策本部で把握します 

 

 ④職員 ご利用者が濃厚接触者となった場合 

  職員は１４日間自宅待機とします。休務の期間中は対策本部で体調を把握します。復帰の時

期は症状の有無を踏まえて医療衛生センターの指示に従います。 

  ご利用者は通所を訪問に切り替え、健康観察を行います。ご利用者の自宅にサージカルマ

スク、使い捨て手袋・ガウンを準備し、できるだけ固定した職員で訪問します。他の利用者と

訪問を別に組めない場合は最後に訪問します 
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⑤ 職員・ご利用者が陽性となった場合 

1.医療衛生センター 京都市ケア推進課 京都市監査指導課に連絡する 

2.医療衛生センターに勤務表・ケア記録・接触者リスト等情報提供し、ご利用者・職員の濃

厚接触者を特定する 

3.事業所内・職員の利用スペースを消毒する。 

4.ご利用者・ご家族に連絡⇒通所を２週間休み訪問に切り替える旨連絡し、訪問内容を個

別に伝える（あらかじめ、必要最小限の内容を了解を得ておくとよい） 

5.濃厚接触と特定された職員は陽性確定職員の最終出勤日の翌日から１４日間自宅待機

とする。責任者と毎日連絡をとり、健康状態を把握する。 

6.陽性確定者に症状出現後に接触した他事業所に連絡する 

7.併設施設のある場合は併設の施設について、縮小・休業等の判断をする。 

8.訪問サービスへの切り替えが困難な利用者に関しては宿泊個室対応を原則とする。 

（医療衛生センターに相談し、最善の方法をとる） 

9.原則、入浴は行わず、清拭とする 

10.訪問対応にあたる職員の動く範囲は必要最小限となるように配慮する。（訪問バイク・

自転車等を置く場所、休憩場所、直行直帰の採用など） 

※訪問・宿泊の対応は介護保険情報 VOL808を参照に感染拡大防止に努める 

1～10を責任者の指示のもと分担して、対応します。 

 

新型コロナウイルスに有効な除菌と消毒方法 

 ■新型コロナウイルスへの感染は、ウイルスを含む飛沫が口、鼻、眼などの粘膜に触れ

ること、また、ウイルスがついた手指で口、鼻や目の粘膜に触れることで起こります。 

 そのため、種子のウイルスは洗い流すことが必要です。さらに身の回りのモノを消毒す

ることで手指につくウイルスを減らすことが期待できます。 

 

① 手や指等のウイルス対策 

・手洗いー手や指についたウイルスは洗い流すことが最も重要です。 

     付着したウイルスの数は流水による 15 秒の手洗いだけで百分の 1 に、せっ  

けんやハンドソープで 10 秒もみ洗いし流水で 15 秒すすぐと 1 万分の 1 に減ら

せます。手の甲・指先・爪の間・指の間・手のひら・手首までしっかりと洗い

ましょう 

  ・アルコール（濃度 70％以上 95％以下のエタノール）－手洗いがすぐにできない状況

ではアルコール消毒も有効です。エタノールを用いてよくすりこみます 

     ※引火性があるため空間噴霧は危険！ 
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② モノに付着したウイルス対策 

・熱水ー80度の熱水に 10分さらします。 

    ※やけどに注意！ 

・次亜塩素酸ナトリウムー市販の家庭用漂白剤を次亜塩素酸ナトリウムの濃度が  

0.05％になるように薄めて拭きます。その後水拭きをしましょう 

※目に入ったり、皮膚についたり吸い込んだりしないように注意！ 

※金属製のものに使用すると腐食する可能性があるので注意！ 

※作り置きはしない。他の洗剤と混ぜると危険！ 

・アルコールー濃度 70％以上 95％以下のエタノールを用いて拭きとります。 

       70％以上のエタノールが入手困難な場合には、60％台のエタノールを使

用した消毒 も差し支えありません。 

      ※引火性があるため空間噴霧は危険！ 

 

・ふき取り方―往復拭きはせずに丁寧にゆっくり一方向に拭いていきます。 

       上から下、奥から手前に向かって拭いていきます 

・ほかにも一部の界面活性剤、次亜塩素水も効果が確認されています。詳細は厚労

省ホームページを参考にしてください。 

 

（厚労省ホームページより抜粋） 
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