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クラスター発生を経験した高齢者施設へのアンケート調査
から見えた課題と対策

宮城県仙南保健所（令和４年１１月作成）



クラスター発生を経験した高齢者施設へのアンケート調査
（R４年度実施）

★仙南保健所ではクラスター発生を経験した高齢者施設１４施設を対象にアンケート調査を行いました。

＜対象施設＞ 介護老人保健施設 ２施設
特別養護老人ホーム ７施設
有料老人ホーム ２施設
グループホーム １施設
通所施設 ２施設

<目 的＞①施設自身がクラスター発生に至った要因や実際の対応を振り返り，今後の発生に備えて体制
の強化を図る。

②仙南地域の高齢者施設全体での感染拡大防止対策を推進するための参考資料とする。

★調査結果を踏まえて下記の資料を当所ホームページに掲載しました。
各高齢者施設における平常時からの準備・対策のための参考資料としてご活用ください。

◎管内高齢者施設における感染拡大事例集（７施設）
◎陽性者発生時に施設の対策としてうまくいった点・工夫した点
◎平常時から備えておきたいこと

クラスター発生を経験した施設
の声として掲載しています

当所ホームページへの掲載状況



アンケート調査対象施設（１４施設）の施設構造と陽性者発生状況

★１４施設のうち７施設（A～G施設）は当所ホームページに「事例集」として掲載しています

事例集 種別 施設構造

新型コロナウイルス
陽性者数

陽性者の割合
(陽性者数/定員)

合計 利用者 職員 利用者 職員

1 A施設 介護老人保健施設 従来型 67 49 18 57% 21%

2 B施設 介護老人保健施設 従来型 52 38 14 38% 20%

3
特別養護老人ホーム
（地域密着型）

ユニット型 7 2 5 7% 14%

4 C施設 特別養護老人ホーム ユニット型 15 8 7 40% 26%

5 特別養護老人ホーム ユニット型 9 6 3 10% 12%

6 D施設 特別養護老人ホーム 従来型 37 25 12 42% 31%

7 特別養護老人ホーム ユニット型 10 5 5 10% 9%

8 特別養護老人ホーム ユニット型 15 6 9 15% 24%

9 特別養護老人ホーム ユニット型 10 5 5 8% 14%

10 E施設 介護付有料老人ホーム・サ高住 26 18 8 45% 31%

11 有料老人ホーム 14 8 6 28% 23%

12 F施設 グループホーム 7 4 3 22% 18%

13 G施設 通所施設 9 4 5 8% 38%

14 通所施設 12 12 0 30% 0%



～アンケート調査結果より～

感染拡大の要因として考えられること（複数回答）
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利用者のマスク着用が不十分だった

初発陽性者の感染可能期間に食事・入浴・トイレ・送迎等の共有場面があった

★レッドゾーン内での職員の感染対策が不十分だった

陽性の利用者が施設内を歩き回っていた

職員の健康管理に認識不足があった(体調不良でも従事した等)

職員間で休憩・食事場面・更衣室等を共有していた

初発の陽性者判明後も食事場面を共有していた

初発に複数人の陽性が判明したため速やかに対応できなかった

職員の陽性者増加(人員減)により個々の疲労感が増したことで対策が甘くなった

職員同士が長時間同じ空間で業務に従事していた

感染対策の核となる職員と現場の職員との認識に相違があった

その他

ゾーニングが適切にできなかった

初発陽性者の発症日から陽性判明までに時間がかかった

施設内の消毒が不十分だった

施設内の換気が不十分だった

施設の構造上，個室対応ができなかった

個室対応のタイミングが遅れた

初発の陽性者判明後もトイレを共有していた

感染対策に必要な物品(PPE・アルコール消毒薬等)が備蓄されていなかった

（通所）体調不良の利用者が通所サービスを利用していた

初発の陽性者判明後も入浴場面を共有していた

回答施設数：14施設



「★レッドゾーン内での職員の感染対策が不十分だった」の内訳（複数回答）
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N95マスク着用の不徹底

職員個々の認識不足

手指消毒の不徹底

PPEの着・脱が不適切

ケアの順番が不適切

その他

回答施設数：８施設

感染拡大の要因として考えられること【再掲①】



□職員がユニット間を交差してケアをしていた（特養）

□保健所の判断が二転三転して対応が遅れた（特養）

□家族が他県から帰省した場合に施設に報告するルールだが守られて
いなかった（通所）

□同居家族の体調不良があったが本人は通所を利用した（通所）

感染拡大の要因として考えられること【再掲②】

「その他」の内訳（自由記載）

保健所との連絡体制や対応等に
関してもご意見をいただきまし
た。施設のご対応を円滑に進め
られるよう今後も業務改善につ

なげて参ります。

夜間帯の対応や，看護職・リハ職・相談員等の業務で
起こりやすい状況があります。陽性者発生時はレッド
ゾーン担当者の固定が望ましく，職員間の出勤から退勤
までの動線を可能な限り分けて交差感染を防ぐことも

重要です。



クラスター発生施設へのアンケート調査から見えた課題と対策



水際対策（施設内に持ち込まないための対策）

★外部から施設への持ち込みにより，どの施設でも大規模なクラスター発生につながる可能性があります。

（施設の声）
・入所施設：施設で生活している入所者が突然感染する要素はないため，初発の感染契機は，通院や外出時
の感染，ショートステイ利用者・職員・来訪者による持ち込みが考えられる。

・通所施設：通所利用前の健康確認をもっと細やかに行うべきだった。
（家族に検温を依頼し，「変わりなし」の報告のみで終わっていた等）
・職員が体調不良を感じても勤務していた等，職員個々の健康管理の認識不足や，簡単には仕事を休めない
状況が見受けられた。

～平常時からの対策例～
□地域の感染状況を把握する
□利用者の健康観察を強化する
（例）・通所等の施設利用前の健康確認は職員が実施し，検温・風邪症状の有無等を細やかに確認する

・利用者や家族の周囲での感染者の有無を確認する
□職員の健康観察を強化し，体調不良を感じた時点で直ちに職場に報告し，勤務しない体制づくりを行う
□利用者・職員とも発熱や風邪症状が現れた際は抗原検査で感染の有無を確認する



体調不良者（陽性判明前）への対応

★有症状の場合，新型コロナ感染も想定した対策が重要です。検査結果が陰性でも，その後に陽性になる
可能性があります。

（施設の声）
・発熱の原因の判断が難しかった（コロナ感染か，尿路感染か，誤嚥性肺炎かなど）。
・普段から同じ症状と判断せず，体調不良時は抗原検査をしていくべきだった。
・発熱者に抗原検査で陽性確認をしていれば初期対応が変わった。
・初発者の段階で施設内持ち込みの要素が見当たらず，コロナ感染を疑わなかった。嘱託医に相談し，
抗原検査はしたが陰性だった（その後PCR陽性となった）。

～平常時からの対策例～
□地域の感染状況を把握する
□利用者・職員の健康観察を強化する
□利用者・職員の行動把握を行う
□利用者・職員とも発熱や風邪症状が現れた際は抗原検査で感染の有無を確認する
□体調不良者について施設医・嘱託医・かかりつけ医等に報告し，対応の指示を仰ぐ



感染管理体制（指揮命令系統・役割分担）

★だれもが感染する可能性があります。感染対策の核となる職員が感染する可能性もあります。

（施設の声）
・新型コロナ対応のマニュアルはあったが対応できるほど具体的なものではなかった。
・感染対策委員会を立ち上げていない中で，指揮官となる職員も感染し，司令塔がいない中で対応しなければ
ならなかった。

・クラスター発生時，看護部長を中心にリーダー看護師と連携して対応した。今後も感染対策委員会メンバー
の研修を実施する等，だれでも対応可能な体制づくりをしていきたい。

・法人内で感染対策を担う部署を決め，法人内のどの施設で発生しても対策本部として現地に出向き同じ対応
ができる体制を整えている。

・日々変化する体調の管理，施設内での医療行為を必要とする利用者について医師との調整・ケアの実践等，
看護師の役割は重大である。

～平常時からの対策例～
□新型コロナ対応マニュアルを作成・随時見直しを行う（発生後は対応の振り返りを行う）
□発生時を想定した訓練や職員研修を繰り返し実施する（指揮官不在でも対応可能な体制づくり）
□陽性者発生時は迅速に感染対策委員会を発足し対応する
□平常時から，陽性者発生時の協力医療機関の役割を明確にし，協力の了解を得ておく
□陽性者発生から終息までの流れ（当所HPに掲載）を確認し，保健所に提出する書類のうち名簿や平面図等は
予め準備しておく



感染対策①（陽性者や濃厚接触者の隔離・ゾーニング等）

★高齢者は，認知症の方など，個々の感染対策がとりにくい状況があります。
その上，高齢者施設は生活の場であり，食事・入浴・トイレ等の共有場面も多く，感染が続発する可能性があります。

★ゾーニングは，汚染区域と清潔区域を明確に分けることであり，感染拡大防止と安全な介護の提供のための基本的な考え方
です。感染の経過（拡大状況）に応じて，変更していく必要があります。

★陽性者や濃厚接触者が発生した場合の隔離・ゾーニングの仕方は，個々の施設の構造をふまえて検討し，
平常時からシミュレーションしておくことが大切です。

（施設の声）
〇認知症の方は，日常的にマスクの着用が難しい。隔離の必要性が理解できず，居室にとどまってもらうことが難しかった。
〇早期に個室対応をすべきだったが対応が遅れた（陽性者発生後も食事等の場面を共有していた）。
〇従来型多床室の施設の場合
・多床室で同室者に次々と感染が広がった。陽性者と濃厚接触者を分けるための十分な個室がなかった。
・陽性者，濃厚接触者，非陽性者の部屋に分けたが，隔離時は生活用品も動かさなければならないため，利用者の感染拡大に
伴い，居室移動が大変だった。

・初発判明当日に全員の抗原検査を行い，速やかにゾーニングを行い，陽性者，濃厚接触者，非陽性者と大きく3つのフロアに
分けた。利用者・職員の抗原検査を継続し，新たな陽性が出ると速やかに居室移動を行った。初期段階ですでに感染が拡大
していたが，ゾーニングを徹底することでその後の増加を防ぐことができ，感染者数が減少した。

〇レッドゾーンとそれ以外をしっかり目張りして分けて対応した結果，レッドゾーン以外の発生がなかった。
〇ゾーニング用の什器は建物にあわせて自作しておいたので、感染者数に応じたゾーニングができた。

～平常時からの対策例～
□各施設において陽性者発生時の隔離・ゾーニングの方法を検討しておく
□陽性者が同時多発的に発生した場合の対応方法を検討しておく
□ ICN（感染管理認定看護師）派遣の活用により施設の感染対策を強化する



感染対策②（職員の理解不足）

★利用者の陽性者増加に伴い，陽性者のケアに携わった職員の陽性者が増加しました。感染した職員から利用者
へ伝播する可能性があるため，感染拡大を収束させるには職員に新たな陽性者を出さない対策が重要です。

★職員間の感染が疑われる事例もありました。
★平常時から，基本的な感染対策（標準予防策・感染経路別予防策）の理解と徹底が大切です。

（施設の声）
・職員の感染対策に知識不足，認識不足があった。職員の感染を防げなかった。
・なぜPPEを着用するのか理解できていない職員がいた。
・職員のゾーニングの認識が甘く，レッドゾーンを越えてくる利用者に気づかないことがあった。
・レッドゾーン内でマスクを外す職員がいた。陽性になった。
・職員一人一人にアルコール消毒剤を持たせ，ケア時の手指衛生（手洗い・消毒）を徹底した。
・レッドゾーン対応職員とそれ以外の職員が交わらないよう出勤から退勤までの動線を工夫した。

～平常時からの対策例～
□職員研修を繰り返し実施する（感染対策，標準予防策，PPEの正しい着脱方法）
□平常時から標準予防策を徹底する
□陽性者発生時はレッドゾーン内での感染対策を徹底する（うつらない・うつさない）
□陽性者発生時は職員の動線を工夫する（レッドゾーン職員とそれ以外の交差をできるだけ減らす）
□更衣室・休憩室等の蜜をさける対策を行う（平常時から）

職員研修のために
当所HP内容も
ご活用ください



感染対策に必要な物品の備蓄・管理

★クラスター発生施設に限らず，衛生資材や抗原検査の備蓄がされていない施設が多く見受けられています。
★発生時に速やかに使用できるような管理体制も必要です。

（施設の声）
・衛生資材の備蓄が不十分だった。
・衛生資材の管理者が決まっておらず，在庫管理が不十分だった。結果，不足が生じた。
・衛生資材が点在して保管され，職員への周知も不足していた。
・初動用の備品は特定の場所に準備できていたため，すぐに使用できた。
・陰圧テントを購入していたが使用しないでしまった。
・抗原検査を実施しながら感染対策を行った。

～平常時からの対策例～
□抗原検査キットの調達・備蓄
□衛生資材の必要分の把握と備蓄（N95マスク，ガウン，フェイスシールド，ゴーグル，手袋，キャップ，アルコール手指消毒剤）

□抗原検査キット・衛生資材の管理者，管理方法，調達方法を決めて，マニュアル化しておく
□衛生資材は初動時・感染拡大期に必要な分を把握し，発生時速やかに使用できるよう準備しておく
□施設のゾーニング例に応じて，パーテーション等を準備しておく

※緊急的に必要な場合は，
県（保健所）の備蓄分を支援しています。



陽性者の治療・ケア
～嘱託医・かかりつけ医・協力医療機関との連携～

★入所者に陽性者が発生した場合は，各施設での療養・プライマリケアをお願いしています。

★第７波では，病床が非常にひっ迫し，各施設において点滴や酸素投与等を行っていただく事例が多く発生
しました。

★施設内療養においては，施設医・嘱託医・かかりつけ医・協力医療機関等との連携が不可欠です。

★施設の種別によって医療的ケアの実施体制は異なりますが，平常時から，施設医・嘱託医・かかりつけ医・
協力医療機関等と，陽性者発生時の治療・ケアについて検討しておくことが必要です。



陽性者の治療・ケア
～嘱託医・かかりつけ医・協力医療機関との連携～

（施設の声）
＜事例①＞
・嘱託医・協力病院が協力的で，コロナ発生時の行政検査は施設に出向いて行ってもらうことができた。
抗原陽性判明時はメールを画像で送信し，発生届を書いてもらうことができ，手続きや対策がスムーズに
できた。

・誤嚥性肺炎で入退院を繰り返した既往のある陽性者に，食事摂取量や痰の状態・色調から，二次感染予防
目的で抗生剤の投与や点滴の指示を嘱託医・協力病院にオンライン診療で出してもらった。

・嘱託医との連携で，中等症すれすれで酸素投与が必要と予測される利用者に予測指示をもらっておいた。
実際に使用することはなかったが，酸素ボンベでは多量投与時に介護職員が頻回に交換することになるため，
在宅酸素メーカーと協議し，協力医療機関との連携で必要時は指示書を出してもらいすぐ使用できる体制を
整えている。

＜事例②＞
・容体が悪化しても救急受け入れ病院が決まらなかった。
・療養中にお看取りをした事例があった。



陽性者の治療・ケア
～嘱託医・かかりつけ医・協力医療機関との連携～

（施設の声）
＜事例③＞
・吸引が必要な入所者が多数発生し，夜間の看護師不在時が不安だった。
・酸素投与が必要な入所者が発生した。酸素ボンベを施設で負担したが，流用計は協力医療機関が中央配管の
ため借りられず，他院から借用した。

・高熱，咽頭痛で食欲低下し，脱水状態の入所者が発生した。嘱託医へ相談し，10名点滴を行った。
・点滴スタンドが足りなかった。

～平常時からの対策例～
□平常時から，陽性者発生時の対応について，嘱託医・かかりつけ医・協力医療機関等と検討しておく
・陽性者発生時の対応（診断・発生届の提出）
・行政検査実施時の対応（検体採取の指示・陽性判明時の対応）
・施設内療養時の対応（治療・ケア・症状悪化時の対応，診療の方法）など

□投薬，点滴，酸素投与等，施設内療養時に必要な物品については，調達方法を確認し，実施する場合の
体制を予め整えておく



業務継続への影響

★施設内療養においては，隔離・ゾーニング・感染対策を行いながら，個別の健康観察・ケアが必要になります。

★特に感染拡大時においては，職員不足になり，通常どおりのケアを行うことは困難になります。
業務のスリム化や，感染リスクのある業務は休止を検討する等の対応が必要になります。
また，法人内の応援をもらう等，職員不足への対応が必要になってきます。

★職員個々の不安が増し，メンタルヘルスへのケアが必要な状況も生じ得ます。

（施設の声）
◎陽性者へのケアについて
・職員に感染が広がったことで，入所者全員の日々の健康観察に時間を要した。
・職員の感染拡大で人員不足となり，入所者へのケアが十分にできなくなった。
・居室での食事提供となり，食事介助のため，配膳から下膳まで2時間かかった。1日3回の食事提供はしたが，
昼食は，介助を要する利用者については水分中心の提供とした。

◎サービス提供体制について
・新規入所者は一時停止した。利用者への通常提供サービスが不足した。
・ショートステイ利用者の受け入れを中止した。ショートステイ利用中の方は退所が延期になった。



業務継続への影響

（施設の声）
◎職員体制について
・陽性者にも対応する中，保健所へ提出する書類の作成等に追われていた。
・職員の労働時間が大幅に増大した。業務量過多により職員の疲労も増大した。
・職員の交代要員を予め考えていなかった。
・職員不足のため，施設内（別ユニット）や法人内（他施設）の応援で対応した。
・職員間で情報共有し，職種を問わず業務を分担した。
・接触のない別棟の職員に買い物や食事の提供等の協力をもらった。
・法人内の応援が困難であり，保健所を通して，介護・看護の人材派遣を活用した。

～平常時からの対策例～
□陽性者発生から終息までの流れを確認し，保健所に提出する書類のうち名簿や平面図等は予め準備しておく
□陽性者発生時に優先的に行うケアを決めておく（BCPを策定しておく）
□発生時の対応については，本人・家族にも説明しておく
□陽性者発生時の職員の応援体制について決めておく
□法人内の応援体制が困難な場合は，早めに保健所と相談し，介護・看護人材派遣を活用する
□応援職員が戸惑わないための対策も講じておく

当所HPに掲載していますので
ご活用ください



入所者の心身状態とQOLの保持について

★入所されている方々の命を守るため，感染対策をとらなければならない一方で，
隔離生活の長期化により，認知面やADLの低下が進行する等の課題に直面しました。

（施設の声）
・施設は利用者にとって生活の場である。隔離生活が長期化することで，認知や廃用が進行し，コロナ関連と
思われる疾患で病院につながなければならない入所者が見受けられた。

・感染対策を行っている状況下でも予防的な措置がとれないかと，フルPPEの職員が室外に頻回に出てくる
陽性者を庭へ連れ出して歩かせたりということもせざるを得なかった。

・短時間だが，数名ずつ時間を決めて（非陽性者⇒陽性者の順で），マスク着用，換気，前後の消毒を徹底
した上で，ユニット食堂に出して気分転換をせざるを得なかった。エビデンスに基づいた対策と言えないが
どうしようもない現実があった。

・暑い時期に10日以上の隔離は，更衣の回数を減らしたり，入浴ができない等，居室を換気していても臭いが
ひどかった。

～平常時からの対策例～
□廃用症候群の進行防止のための対応を検討する
（感染対策をとりつつ運動や刺激を行う工夫，陽性者と非陽性者のエリア分け等）

□人員的に対応が可能であれば，療養解除後の職員が復帰した段階で入浴を再開する
（陽性者・療養解除者から）



通所施設における濃厚接触者（利用者）への対応

★通所施設の利用者が陽性になった場合は，接触のあった利用者を調査し，

濃厚接触者に該当する利用者には，自宅待機期間と健康観察・感染対策の徹底について，

施設からアナウンスしていただくことが必要になります。

★当該利用者が，他のサービスを利用していたり，高齢者施設に入所している場合もあります。

地域全体での感染拡大防止のため，御協力をお願いいたします。



陽性者が発生した時，慌てずに対応するためには，

「日頃からの備え」が大切です。

どの高齢者施設においても，大規模なクラスターが起こる可能性があります。

自分事として，平常時から準備を進めましょう。


