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 施設 保健所 別紙参照 

 

 

陽性者の 

発生 

・陽性者の隔離。陽性者以外もできる限り個室 

対応とする。 

・抗ウイルス薬や抗生剤の投与，点滴，酸素吸 

入など医師の指示を仰ぎ対応。 

・保健所に電話をする。  

・保健所のホームページに掲載されている施 

設調査様式を作成，施設の図面，部屋割り，

利用者・従業員名簿を保健所へ送信。 

・発生届を確認。 

・概要の聞き取り。 

 

 

 

1.初動について 

2.発生届について 

3.診療の手引き  

4.施設調査様式 

 

陽性者の 

疫学調査 

（電話） 

・陽性者のカルテを準備する。 

（住所・緊急連絡先・既往歴・服薬内容・ 

症状の経過 等） 

 

・疫学調査 

→必要時：入院，外来ア

セスメント，ケア付き

療養施設の調整。 

5.外来アセスメント 

6.ケア付き療養施設 

7.陽性者の療養期間 

と健康観察 

 

 

施設調査

（電話） 

・感染ルートの確認。 

・濃厚接触者のリストアップ。 

・リハ，レク，入浴，デイサービスの縮小また 

は中止の判断。 

・健康観察の報告方法，検査の実施方法につい 

て保健所と相談し決める。 

※ここまでの作業が初日にできない場合は

翌日実施。 

・詳細を聞き取り，対応

について指示，助言。

（濃厚接触者・検査

対象の範囲・ゾーニ

ング等について） 

8.行政検査について 

9.濃厚接触者 

10.ゾーニング 

 施設 保健所 別紙参照 

検査実施 ・保健所に検体と対象者名簿を提出 ・検体回収・検査  

結果判明 

  

・陽性：医師から発生届・年代別報告 

・陰性：濃厚接触者は，健康観察を継続 

・検査結果の連絡 

・陽性者の疫学調査 

 

 

陽性者・ 

濃厚接触

者の健康

観察 

 

 

・健康観察は毎日行う。 

・有症状者は医師の指示を仰ぎ，検査。 

医師がいない場合は受診をする。 

・居室移動，ゾーニング変更など，対応の変

更内容を保健所に連絡。 

・不明なことがあれば随時，保健所に相談。 

・病状によって，外来ア

セスメントや入院の

調整。 

・必要時，施設へ訪問。 

 

 

5.外来アセスメント 

7.陽性者の療養期間 

と健康観察 

11.療養中の注意点 

12.体調悪化時の連

絡・相談 

13.死亡時の対応 

終息 ・リハ，レク，入浴，デイサービス開始の判

断。 

  

 

 

その他 

 

・マスク等の防護具が不足している場合   

・看護師・介護員派遣            仙南保健所に電話 

・感染管理認定看護師による研修・助言  

・抗原検査キット・・・高齢者施設：宮城県長寿社会政策課ホームページから電子申請可能 

           障害者施設：宮城県障害福祉課       〃 

・宮城県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制

確保事業費補助金・・・宮城県長寿社会政策課ホームページ 



別紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

陽性者の発生から終息までの感染症対策について，下記のとおりまとめました。 

 

１．初動について  

  

 １）医師（嘱託医等）を含め，施設内で情報共有。 

２）陽性者対応 

①個室管理とする。個室に移せない場合は，換気を十分に行い，他の入所者となるべく離し，カー 

テン等で仕切る。 

②スタッフは入室前に PPE（個人防護具※）を着用し，手洗い（手指消毒）をする。 

 退室前に PPEを脱ぎ，手洗い（手指消毒）をして廊下に出る。 

③PPEの着脱ゾーンを決める。床にビニールテープを張る（着ゾーンは緑，脱ゾーンは赤など）。    

着脱手順の張り紙をするなど，職員が誰でもできるようにする。 

※サージカルマスク，不織布ガウン（袖付きビニールエプロン），使い捨て手袋，N95マスク， 

ゴーグル（フェイスシールド），キャップなど，飛沫が発生する恐れがある場合など，用途や， 

陽性者の特性に応じて選ぶ。 

  ３）陽性者以外の利用者対応 

   ①可能であれば，陽性者と接触した可能性のあるユニットの入所者はすべて個室対応とする。 

多床室の場合は，なるべくベッドを離し，カーテン等で仕切る。 

②集まることをできるだけ減らす。食事介助など，ケアの特性上，集まる必要がある場合は，時 

 間を分けたり，密にならないようにする。 

  ４）施設内の消毒 

    ウィルスの飛散を防ぐため，噴霧はせず，拭き取る。 

  ５）職員の出勤について 

    のどの違和感や発熱など体調不良の場合は出勤せず，自宅待機または受診をする。濃厚接触者に

該当する可能性があるため，無症状でも出勤前に抗原検査を実施することが望ましい。 

 

２．発生届について  

 

１）下記のいずれかに該当する陽性者については，診断した医師が保健所に発生届を出す必要があり 

ます。 

①入院を要する方 

②65歳以上の方 

③重症化リスクがあり、かつ、新型コロナウイルス治療薬や酸素投与が必要な方 

④妊婦の方  

＜届出の方法＞ 

・HER-SYS（ハーシス）（厚生労働省の新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システ 

ム）入力をする。 

・HER-SYS入力ができない場合は，発生届を保健所に FAXまたはメールで送信。 

２）届出対象以外の陽性者について 

陽性者に保健所から電話はしません。発症日から７日間の外出自粛をお願いします。 

※高齢者等ハイリスク者との接触は１０日間控える必要があります。 

宮城県からの令和４年２月４日付け依頼文書に記載のとおり，感染拡大により，各施設において，新

型コロナウイルス感染症陽性患者が発生した場合には，まずはそれぞれの施設でのプライマリケアを

お願いいたします。入院が必要な方については，引き続き入院調整を行ってまいります。 

 

※プライマリケア：その施設において日頃行っている医療的ケア（点滴，酸素投与，投薬等） 

※依頼文書 https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/covid-19-yousei.html 

  

 

https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/covid-19-yousei.html


ホテル療養，生活支援品申し込みは，宮城県ホームページから電子申請できます。 

体調の相談や申請に関する相談先「宮城県陽性者サポートセンター 0120‐89‐0181」 

  ３）新型コロナウイルス感染症に係る年代別報告について 

    陽性者を診断した医療機関は，発生届の届出対象及び届出対象外を合算した陽性者数をハーシ

スまたはメールで報告願います。 

 

３.診療の手引き  

 

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症 COVID 19 ）診療の手引き・ 第 8.1 版」  

(令和 4年 10月 5日付け)  

治療薬等，診療について参考にご覧ください。 

主な抗ウィルス薬についての記載もあります。 

・「モルヌピラビル」（販売名：「ラゲブリオ」）9月 16日から一般流通。 

   ・「ニルマトレルビル・リトナビル」（販売名：パキロビッド） 

 どちらも発症日から５日以内の服用開始で重症化防止に有効。 

 

４.施設調査様式  

    

陽性者行動票（様式あり）を作成後，利用者・従業員名簿・施設平面図を添付し保健所に提出します。

その結果をもとに保健所で検査対象者・濃厚接触者を決め，結果を施設へお伝えしてその後の検査調 

整や感染対策を施設と協議します。 

 ※様式は仙南保健所のホームページに掲載しています。 

 

５.外来アセスメント  

  

必要に応じて，陽性者に病院を受診していただき入院の必要性や，肺炎の有無などの判断を受けて

いただく場合があります。 

病院では胸部 CT検査や血液検査などを行います。費用は無料です。県のタクシーで送迎をするこ

とも可能です。 

  受診先，日時は保健所が調整します。 

 

６.ケア付き療養施設  

   

概要：高齢者福祉施設内で介護を受けながら療養ができます。場所，施設名は非公表です。県内に 

２か所あります。看護師が常駐しており，医師との連携もしております。 

  入所期間は，発症日から 10日間（11日目に退所）です。 

対象：軽症または無症状の陽性者で，通常の宿泊療養施設（ホテル）での療養が難しい要介護者。 

入所前に外来アセスメントを受け，入院不要と判断されていること。 

   送迎：入所時は県タクシーで送りますが，療養終了後，施設に戻る際は迎えが必要です。 

   費用：無料 

   申し込み：入所の希望を伺い，保健所が長寿社会政策課に申し込みをします。県内の陽性者発生状 

況により調整に時間がかかる場合があります。 

 

７.陽性者の療養期間と健康観察  

   

入所者：高齢者施設の入所者は，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 

合に 11日目から解除が可能です。 

療養解除までは，毎日，健康観察を行っていただきます。 

※仙南保健所のホームページに健康観察表の様式がありますのでご活用ください。 

※健康観察の内容：体温，咳や咽頭痛などの症状，SPO2，食事・水分摂取量，活気など。 



 

職員：発症日（症状が現れた日）を 0日目として最短で 7日間経過し，かつ，症状軽快後 72 時間 

経過した場合に 8日目から解除が可能です。ただし，10 日間が経過するまでは，感染リスク

が残存することから，可能な限り 10日間を経過した後の出勤をお願いしています。なお，施

設管理者の判断により出勤する場合は，健康状態の確認や，陽性者以外の入所者・職員との接

触は避ける等，感染予防の徹底をお願いします。 

※発生届の対象外の方については，療養解除の判断はご自身でしていただきます。届出対象

の職員は保健所が解除の判断をします。 

 

無症状者の療養期間：検体採取時点で症状がなく，その後も継続して症状がなかった方の療養期間 

は，7 日間となります。途中で症状が出た場合は，発症日を 0 日目とします。 

 

 ８.行政検査について  

   

行政検査とは：保健所が必要と判断して行う検査（感染症法に基づく検査）です。 

検査の種類：ＰＣＲ検査です。 

検査キット：保健所から届け，回収します。 

  採取方法：入所者については，医師（嘱託医）の指示により施設の看護師が鼻咽頭ぬぐい液を採取。 

職員は唾液を自己採取。 

       看護師がいない施設の場合は，保健所と相談をして決めます。 

  結果：回収日の翌日判明します。保健所から施設に結果を連絡します。 

入所者が陽性の場合には，診断した医師（嘱託医）が保健所に発生届を出す必要があります。

職員が陽性の場合には，保健所長が発生届を出します。 

 

９.濃厚接触者  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１）濃厚接触者の特定について 

調査結果をもとに判断しますが，下記に該当する利用者，職員は濃厚接触者の可能性が高いと考 

え，初動対応をお願いします。 

 

① 陽性者・接触者いずれか一方がマスク不十分な状況で手の届く距離で１５分以上接触があった 

  ② ①に該当しない場合でも，車などの狭い空間で陽性者と接触があった場合 

  ③ ①に該当しない場合でも，換気が不十分な場所で１５分以上陽性者と接触があった場合       

 

 

＜リスクの高い接触＞ 

陽性者の近く（1.5m 以内）で食事・休憩，口腔ケア，食事介助，排泄介助，入浴介助・一緒に入

浴，就寝中のケア，車に同乗，同室で長時間過ごす（同室者や同じ事務室での作業） 

 

【濃厚接触者とは】 

患者の感染可能期間内（発症日の２日前から隔離開始されるまでの間）に 

・患者と同居あるいは長時間の接触（車内，航空機内等を含む）があった者 

・適切な感染防護なしに患者を診察，看護若しくは介護していた者 

・患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者        

・手で触れることの出来る距離（目安として１メートル）で，必要な感染予防策なしで，「患者

と１５分以上の接触があった者（周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を

総合的に判断する）。 

（国立感染症研究所「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」より） 

感染している可能性がありますので，５日間の外出自粛と７日間の健康観察をお願いします。 

 



※Ｎ95 マスク等の PPE を適切に使用しケアを行った場合は，換気やケアの内容など状況によって，

濃厚接触者に該当するか，判断します。 

 

２）濃厚接触者の待機期間と健康観察期間 

濃厚接触者の待機期間（他の人との接触を避ける期間）は，陽性者との最終接触日を０日として，

５日目まで，健康観察は７日目まで行うこととなっています。最終接触日を０日として７日目まで

は濃厚接触者は発症リスクがあることを念頭に置いた行動が必要です。 

※最終接触日とは：陽性者と，１）①②③の状態が最後にあった日。 

 

 ３）対応 

  （１）入所者は，最終接触日から７日目まではできるだけ個室管理とし，健康観察を実施する。 

  （２）従業員を，５日間自宅待機とするか，３日目または１日目から出勤させるか，検討する。 

    ＜出勤する場合＞ 

①３日目から出勤するパターン 

濃厚接触者の待機期間は，陽性者との最終接触日を 0日目として 5日間（6日目解除）が

原則ですが，2 日目及び 3 日目に抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合，

社会機能維持者であるか否かに関わらず，3日目から待機解除が可能です。 

     ②１日目から出勤するパターン 

       外部からの応援職員の確保が困難な施設に従事する職員の場合，下記の条件を満たせば，

1日目から出勤が可能です。勤務以外の外出自粛は原則 5日間ですので，出勤時の公共交通

機関の利用は控えるようお願いします。 

＜条件＞ 

・新型コロナウイルスワクチンの追加接種を実施済みで，接種後 14 日間経過した後に， 

陽性者と接触があった。 

・無症状 

・毎日業務前に抗原定性検査で陰性が確認されていること。 

      ・施設内の感染拡大を防ぐための対策を実施していること。 

  

10.ゾーニング  

  

 ①レッドゾーン（汚染区域） 

感染者/濃厚接触者/疑い患者がいるエリア 

②グリーンゾーン（清潔区域） 

感染者/濃厚接触者/疑い患者のいないエリア（感染の可能性がない空間） 

 

・それぞれのエリアは誰が見てもわかるように，テープやついたてを用いて，明確に区分けします 

・感染者エリア，濃厚接触者エリア，疑い患者エリアはそれぞれ区別します 

・基本は，部屋単位でゾーニングを設定します。 

・感染者数が多く，１部屋以上の管理が必要となり，部屋ごとの PPE着脱が現実的でない場合，ユニ 

ット全体をレッドゾーンにする検討も必要です。 

  ・レッドゾーンは担当者を固定し，陽性者のケアのみを担当することが望ましいです。 

   担当者を固定しない場合，ケアは，陰性者⇒濃厚接触者⇒陽性者の順に行います。 

 

 11.療養中の注意点  

 

 ・誤嚥性肺炎の併発や既存疾患の悪化。 

 ・生活環境の変化による転倒・骨折リスクの増大，心理面への影響。 

・病状が進行していても呼吸困難を自覚しない場合があります。パルスオキシメーターによる SpO2  

測定をお願いします。（罹患前の平時にも測定しておくと，数値の比較ができます。） 

  ・脱水に注意し，水分摂取量，尿量の観察もお願いします。 



   

 

12.体調悪化時の連絡・相談について  

    

  ・まずは，施設の医師，嘱託医，または，かかりつけ医に相談して下さい。 

・入院や受診についての相談 

＜日中（土日・休日含む）＞ 保健所に電話をください。 

＜夜間の相談先＞ 

①宮城県陽性者サポートセンター（２４時間） ０１２０－８９－０１８１ 

 ②＃７１１９（救急車を呼ぶか判断に迷うとき） 

 

13.死亡時の対応  

    

   御遺体は，適切な感染対策（清拭及び鼻，肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏

出予防を行うこと等）を講ずることにより，通常の御遺体と同様に取り扱うことができ，納体袋に収

容する必要はありません。 

   療養期間を満了する前に亡くなられた御遺体に，臨終後の対応，エンゼルケア（死後処置）で触れ

る場合は，PPEの着用をお願いします。納棺で棺に入れる際に触れる場合も，PPEの着用が推奨され

ます。御遺体に触れた後は手洗い等の手指衛生を実施してください。 

   療養期間を満了した後に亡くなられた場合の御遺体は，通常の遺体と同様に取り扱うことができ，

特別な感染対策は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


