
岡山県老人保健施設協会 新型コロナウイルス感染症対策本部 アンケート（3回目） 

 

回答：45施設（6月 4日現在） 

 

 

１．入所者家族等の面会制限について 

    

   ・面会制限を行なっている 36施設    

     

・面会制限を解除（一部解除）した 9施設 

 

・5/9から面会者の健康チェック、検温、マスク着用、記録等を行ない、面会場所、時間、 

 人数等を設定して面会している。6月の状況等で全面解除するか検討する。 

・緊急事態宣言解除に伴い、5/15よりターミナル等の特例を除き全面中止といていたものを 

 ①家族のみ ②少人数 ③短時間 の制限付きで解除した。 

・6/1より、時間を決めて（10分以内・1家族 1名）、「不要不急の面会はご遠慮ください」の 

文言を加えて一部解除（体温測定・面会簿記入）。・面会を待ちわびている家族や体調を崩さ 

れている利用者の家族があられるため、条件をつけて面会を一部解除しました。 

5/28に通知を出してしまい、その日に県より緊急時以外の面会中止の通知が届いたため、 

本日（6/1）も様子を見ています。出来るだけ面会者を少なくすることと、いつでも面会禁止に 

戻せるよう情勢を見ています。 

     ・5/25より一部解除。特に高齢の方及び病状が安定しない方に限定して家族に連絡を行ない、 

      希望があれば面会。 

     ・6/1より、面会時間 10分で 2ⅿ間隔をあける。予約制とし、事前連絡がない場合は断って 

      いる。面会者は県内の親族のみ。マスク着用、消毒、検温実施。 

     ・看取り対応中のご家族のみ、2週間前からの同居のご家族の行動歴の確認と当日の体調確認を 

      行ない、マスク着用、手指消毒を実施し、施設内での移動を最小限にしていただき面会して 

      いただいた。 

     ・6/1から 面会 1回 2人で場所を決めている。1回 15分以内。 

     ・5/25から、1日数組希望があればガラス越しで面会してもらっている。 

     ・6/1から一部解除。県を超えた移動や海外渡航歴がある方の制限は継続。必ずマスク着用と 

      手指消毒、体温測定。面会時間は 5~10分程度でお願いしている。 

      

      

 

 

 

          
 

 

 

 

 



 

２．面会制限の解除について 

 

   ・解除（一部解除）を行なう日程を決めている  4施設   

 

    ・6/1より、面会場所、時間、人数などを制限して実施 

    ・6/1以降準備ができ次第行なう予定 

     面会時間を決めて面会予約をしてもらう。面会者の人数制限。10 分/1 人とし、距離をとって行なう。 

     発熱等の症状確認、面会カードの記入。 

    ・希望調査の通知を 6/1から配布し、随時受け入れを調整する。また、希望を取り、時間を限って 

     オンライン面会を行なっている。 

    ・岡山県の協力要請に準じるが、今のところ 7/1から一部解除予定。 

 

 

・解除を行なう日程は決めていない 33施設 

 

    ・厚生労働省の通達に従い、面会制限の解除を考える。 

    ・6/1に委員会を開催し、方向性を決めていく方針（5/29現在） 

・6/1より段階的に制限緩和を予定していたが、5/29付岡山県からの通知を受け、急遽面会制限を 

     継続することとした。 

    ・緊急事態宣言が解除され、2週間経過後の県内感染状況を確認し、感染が確認されなければ 

     近隣在住のご家族のみ、マスク着用手指消毒を実施し短時間で面会を検討する。 

    ・緊急事態宣言は解除されたが、第 2波等の可能性があり、状況を見ながら検討していく。 

    ・基本的には厚生労働省及び岡山県等の要請や指示に基づき面会制限を行なっているため、それ以上 

     踏み込んだ（自主的な解除）は考えていない。 

    ・岡山県からの通知により、6/1~6/18までの期間は現状の面会禁止を実施予定。 

 

 

３．面会制限に関するご意見等があればお聞かせください。 

  ・他施設の方針を知りたい。 

  ・長期間の面会制限は、入所者に精神的な影響を与える。 

  ・地域状況にもよるが、段階的に解除する対策、方向性について他の施設との歩調を合わせるように 

   老健協からの対応について情報をいただきたい。 

  ・岡山県の方針に従っていく予定である。 

  ・クラスターが生じている背景を考慮すると面会制限は仕方ない部分があると思う。しかしながら 

   利用者や家族を含め触れあえない、面会できないストレスを思うとつらい。何が正しいのか分から 

ないが面会制限が終わることを願っています。 

  ・緊急事態宣言が解除され、6/1からの行動緩和されるとのことです。私どもは国・県・市の指示に 

   より、5/31までは面会制限しますが、その後 6/1からの福祉施設としての面会方法を教示、明確化 

   していただきたい。（5/29現在のご意見） 

  ・6月になり、第 1週の状況で徐々に一部解除する予定（検討中）。 

  ・緊急事態宣言の全面解除後から利用者家族より面会制限解除についての問い合わせが増加している。 

  ・国、県の方針、感染発生状況を見て判断するが、現状ではまだ当分の間制限せざるを得ない。 

  ・タブレット面会の実施で対応中。 



  ・高齢者施設がクラスターになることが多く、どのくらいまで制限を解除して良いのか不安があるので 

   何か規定を出してもらえば助かる。  ・web面会を開始。 

  ・一部マスコミ報道で、施設の面会制限について否定的・批判的な論調（「家族の顔を忘れてしまうでは」 

「入所者がさみしがっている」）が見られたのは施設を管理する立場からすると、これらの報道姿勢は 

残念であった。 

  ・老健協からの指針があればありがたい。 

 

   

   

４．マスクの在庫状況について 

 

 （1） ・不足している ・2週間以内に不足になる ・1ヶ月以内に不足になる ・1ヶ月以上の在庫がある。 

      13施設       1施設          9施設          22施設 

 

 （2） ・現在の入所者・職員等の使用状況（使用制限等）、納品状況、その他ご意見を記入ください。 

 

     ・入所は使用していない。職員は週 1枚配布。 ・職員は布マスクを使用。入所者は使い捨てマスク。 

     ・入所者は使用していない。職員は 1人 1日 1枚に制限。注文はしているが、いつ納品になる 

かは不明。 

     ・納入業者からの動きもあり、制限は徐々に緩めているが、職員への配布は管理を継続している。 

     ・法人として購入しており、徐々に納品は増えてきている。職員は個人購入したものや手作り 

      マスクを使用している。 

     ・医療用マスクが不足している状況。医療用でないマスクについては入荷できるようになって 

      きたが、2日間は同じマスクを使用するよう職員へお願いしている。布マスクを活用したり、 

      自分たちでマスクを作って使用している職員もいる。職員は意識しながら対応してくれている 

      ように感じる。納品状況は元通りには戻っておらず、業者も苦慮していると言われていた。 

     ・マスクの使用制限はしていません。納品も安定しました。 ・職員全員着用としている。 

     ・感染リスクのある入所者対応はサージカルマスク使用。使用後は交換、布マスクとの併用を 

      している。利用者や咳エチケットではこちらからマスクを提供している。 

     ・業者からの納品なし。備蓄のみをセーブして使用している。 

     ・職員は 6/1~ 1ヶ月 5枚を配り、自己管理してもらう。（自分で準備できる職員については 

      協力してもらっている） 

     ・職員のみ、1人 1日 1枚使用。業者からの納品はなし。市町村等からの寄付分を使用している。 

     ・職員へは 10枚/月を事前配布し、使い回している。納品は 7月以降までは見込めないとのこと。 

     ・手作りマスク等で対応しているため、サージカルマスク等在庫を維持できている。 

     ・職員は布マスク使用。利用者は発熱咳等がなければ使用していない。価格が高い。 

     ・入所者：必要時には国から配布があった布マスクを使用 

      職員 ：支給されたマスクがたまったら枚数配布している。注文していたマスクは入荷できなく 

          なったと業者より連絡があった。 

     ・職員、入所者各々1日 1枚支給しているが、職員については不足分は自己調達としている。 

     ・外部者と対面して勤務する職員（送迎業務を含む）は、サージカルマスク着用で勤務しているが、 

      入所担当職員及び入所者は手作りマスクを着用している。マスクの納品は以前より価格も高騰 

      しており、注文しても納期未定が多い。 

     ・通所、入所（短期）、訪問リハ利用者は各人でマスクを用意していただいている。 



       （国・市からのマスクは配布済。手作りマスク、市販マスク） 

      職員は法人購入のマスク（マスクシート等）を節約しながら使用。 

     ・入所者：外部の方と接触時のみ布マスク使用 

      職員 ：3枚/週でサージカルマスクの内側に不織布ガーゼをあて使用。洗って再利用。 

     ・入所者はほとんど移動することがないのでため、検査等の時に国から支給された布マスクを 

      使用している。職員は施設のサージカルマスクを洗いながら 1枚を 7日間程度使用している。 

      国から 2枚ずつ支給され配布しているが、職務中の使用者はいない。納品はほとんどなく、 

      布等の配給を使用。なくなった時のために布マスクを手作りしているスタッフもいる。 

     ・職員は 1週間に 1枚配給として節約しています。利用者にはアベノマスクで対応しています。 

      不織布マスクの納品ができるようになりかけていますが、高額なので控えています。 

     ・マスクの納品はないが、寄付などでなんとか出来ている。職員への支給は 1週間 2枚が 

      続いている。 

     ・入所者は布マスク使用。職員は自分で用意している。5月に厚労省からのマスクが支給された 

      ので備蓄している。納品は全くなく、施設からの購入は出来ていない。業者を色々とあたって 

      いるが、難しい状況でもし発生したらと思うと不安しかない。業者等の紹介があればありがたい。 

     ・職員は週 2枚の配布。利用者（通所リハ）は自宅で準備。入所者は受診以外では使用していない。 

 

 

     

５．アルコール消毒液の在庫状況について 

 

 （1） ・不足している ・2週間以内に不足になる ・1ヶ月以内に不足になる ・1ヶ月以上の在庫がある。 

7施設       3施設          12施設          23施設 

 

 

 （2） ・現在の入所者・職員等の使用状況（使用制限等）、納品状況、その他ご意見等を記入ください。 

 

     ・職員はこまめにアルコール消毒を行なっている。入所者には職員がアルコール消毒を 

行なっている。 

     ・使用制限はしていない。アルコール消毒液の代わりに次亜水を使用している。注文は 

しているが、納品は通常の 1/10程度。 

     ・施設内感染が発生した場合に不足となる。 

     ・業者からの納入も可能で制限を設けていない。 

     ・職員については手洗いを優先している。納品は少ない。 

     ・手洗いでの対応も併用してアルコールをあまり使用しないように努力している。手指 

      アルコールが不足している状況であるが、少しずつ購入できるような状況になって 

      きている様子。 

     ・石鹸による手洗いを行なうことにしている。発注してもなかなか届かない。 

     ・アルコールの納品は少ないが、代わりに次亜塩素酸水生成器を導入して使用している 

      （消毒、物品等）。手指消毒はアルコールを使用。 

     ・従来の業者からの納品はない。他の業者から案内があったものを購入している。 

     ・手指消毒が徹底できているためか消費が早い。メーカー在庫はなし。 

     ・通常使用分は安定納品。増量の場合は 2~3週間遅れる。 

     ・使用制限なし。納品業者から細いながらも安定した納入。 



     ・アルコール消毒は感染予防のため、スタッフには適当量でしっかり擦式消毒するよう伝えて 

      いる。配給されたものを薬剤師が配合している。 

     ・水と石鹸の手洗いを優先し、節約しています。利用者で手洗いが難しい方は、アルコール消毒 

      を使用しています。納品もギリギリです。 

     ・通常使用していたジェルタイプのものは入荷制限があり、スムーズな納品が難しいため、 

      他の業者から液体タイプのものを仕入れている。最近は幾分入荷がスムーズになってきたが、 

      手指消毒と環境整備（清掃用）を両方で使用すると不足が予測されるので、清掃のやり方等を 

      検討しながら不足が出ないように工夫している。 

 

 

 

６．防護服、ゴーグルの在庫状況について 

 

 （1） ・不足している ・2週間以内に不足になる ・1ヶ月以内に不足になる ・1ヶ月以上の在庫がある。 

23施設       2施設          7施設          6施設 

    ・使用していない 

      6施設 

 

 （2）感染症等により在庫の不足が発生した施設への提供は可能でしょうか。 

    ・提供できる   ・提供できない  ・その時の自施設の状況に応じて検討 

                26施設        16施設 

 

 （3） ・現在の入所者・職員等の使用状況（使用制限等）、納品状況、その他ご意見等を記入ください。 

     ・防護服ゴーグルは使用していない。   ・防護服の入手が困難。 

     ・フェイスシールドは準備しているが、法人内での備品を必要時には使用する。 

     ・法人としては不足しているが、老健としてはほぼ使用していない。 

     ・感染者、濃厚接触者（疑感染者）が発生した場合に使用する。1人 1日 1枚・1個。 

      洗えるものは洗って繰り返し使用する。 

     ・1部屋にて使い回し。都度アルコール噴霧している。 

     ・代行品として、カッパ・農作業用シールドを購入しており、場合によっては消毒し、 

      再利用する予定。 

     ・感染症が発生していないので使用していない。施設内でコロナが発生すればすぐに不足と 

      なります。 

     ・現時点では発生がないので日々のケアにおいて、防護服、ゴーグルは共に使用していない。 

      実際発生した場合にはどのくらいの使用量になるか、またその時の発生人数にもより必要量が 

      左右されると思われるため、マスクやアルコールとは異なり備蓄量の推計が難しい。 

     ・防護服 9枚、ゴーグルなしの状況だが併設医療機関から多少の借り入れは可能。 

     ・現在は使用していないが、使用しないといけなくなった場合は不足する。 

     ・業者からの納品はなし。併設病院へ少量の在庫有。必要時には協力依頼を行なう。 

     

      

 

 

 



７．入所 4月の稼働率について  ※令和元年 4月と比較して 

 

   ・稼働率の変動はない 26施設     

 

・稼働率が低下した 19施設 

     ・5％未満  ・5～10％  ・10～15％  ・15～20％  ・20~25%  ・25~30% 

       5施設   14施設 

                        

※その要因等をお答えください 

 

 ・4/27~5/9 利用の自粛を依頼したため。 

 ・超強化型のため、ベッド回転率が高かった。退所はあったが、感染症の影響によるものと 

  考えられる。医療機関等からの入所が少なくなったため。 

 ・医療機関からの紹介が減少。 

 ・ショートステイ予定者の家族が県外から帰ってきた等、大事を取ってキャンセルしていた 

  だいた。また医療機関への入院が多かった。 

 ・今のところ稼働率の低下は大きくないが、家族の外出、外泊が減ったことや家族が施設内 

  での感染を懸念し、ショートステイの利用が減少している。 

 ・外部受入れに関して感染リスクを抑えるため。 ・関連病院以外からの受け入れを控えたため。 

 ・新規入所は見合わせ。ショートステイも家族状況等許せば利用を控えていただくことを周知 

  したため、利用中止になったケースがあった。 

 ・面会禁止となったこともあり、予定以上に在宅復帰が増えた。特養など他施設への退所が増加。 

  病院からの紹介が減少。 

 ・家族の移動制限などにより、入所の延期あり。 

 ・医療機関転院後の再入所をされる方に感染予防のため、2週間個室対応を行ない、変化がない 

  ことを確認したうえで、多床室に入所いただいている。個室対応をする部屋を確保するために 

  部屋調整が必要となり、新規入所がペースダウンしている。 

 ・コロナウイルス感染による不安が利用者、家族にあり、入所退所の予定がたてにくい状況で 

  あった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８．通所リハビリ（デイケア） 4月の稼働率について ※令和元年 4月と比較して 

 

   ・稼働率の変動はない 12施設     

 

・稼働率が低下した  29施設 

     ・10％未満  ・10～20％  ・20～30％   

      19施設    7施設     2施設 

 

※その要因等をお答えください。 

 ・自主的に利用しない方が多かった背景とコロナの影響で積極的な受け入れが出来なかった 

  部分がある。 

 ・利用者がコロナ対策として利用を控えている。 ・新規受入れ減少と利用者の自主制限等。 

 ・３密が怖いと自主的に休まれる方が少数いる。 ・３密対策による。 

 ・コロナの影響で、クラスターになりたくないと言われキャンセルされる方も多くいた。 

 ・新型コロナ感染予防の理由で長期休む人が 8名。事業所からは少しでも風邪症状があれば 

  無理せず 2日程度休むように利用者に要請。感染に対する家族の意識も高く、休む人が 

  多かった。 

 ・自主的に利用を控えられた利用者があったことと、３密を避けるため週 3回以上利用の場合、 

  回数調整をしたため（制限ではなく調整可の場合のみ） 

 ・有料老人ホーム等の利用者の外出制限。不安利用者の自主的利用中止。利用者の介護施設等 

  への避難入所。 

 ・利用者の間隔を設けるため、人数を調整したため 

   

 

 

９．感染予防のため、通所リハビリ（デイケア）の休止や時間短縮等を行ないましたか。 

 

   ・行なっていない  38施設       

 

・休止や時間短縮等を行なった 3施設 

     ※その内容をお答えください。 

      ・県外在住者と面会した場合、2週間の利用中止としている（実例 1件） 

      ・職員家族の発熱により、用心のため 3日間（日曜日を含めて 4日）臨時休止した。 

      ・5/1~5/5まで休止。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



１０．職員、入所者が新型コロナウイルスに感染した場合の対応策について、貴施設で策定されている 

   内容等をご記入ください。 

  

  ・岡山県より出されている「新型コロナウイルス感染が疑われる者又は感染した者が発生した場合の 

   対応について」を参考にしている。 

  ・マニュアルの作成。ブルー、レッド、イエローの区分分け。使用場所でのシュミレーション。 

   防護服着脱の体験。 

  ・濃厚接触者の洗い出し。当該職員の出勤停止。全館消毒。 

  ・基本的には厚労省の「社会福祉施設における感染防止のための留意点」を参考にしている。 

  ・当施設としては策定していない。国や県の方針に従うようにしている。 

  ・感染した場合は、保健所に報告し、医師等の指示の下、指定病院への入院治療を依頼するか、 

   隔離の対応を行なう。職員の出勤停止、出勤開始についても医師や保健所と相談しながら進めて 

   いくしかないと思う。 

  ・陽性者は併設医療機関に入院。保健所に報告し、指示に従う。 

  ・保健所との連携、関係機関等への連絡、対策本部の設置、対象者の隔離、緊急連絡網の活用、 

   メンバーの招集、濃厚接触者等リストアップ、行動履歴作成等（BCP作成中） 

  ・早期の発見、個室隔離が出来るように部屋の準備を行ない、廊下にゾーンニングできるように 

   ビニールカーテン準備。陽性者が出たときのシュミレーション会議を行なっている。 

  ・保健所、市や県の関係機関に速やかに報告して指示に従う。 

  ・入所者、通所者ともに、事前に感染者が発生した場合の利用者・家族の要望を確認。それを実現 

   するための体制（帰宅希望者の対応、在宅サービスの必要性、必要最低限の通所サービスの提供等）を 

   あらかじめ検討しておく。 

   施設の判断にて感染が疑われる入所者については、早急に隔離し、専任の職員が看護・介護する体制を 

   とる。 

  ・保健所、県の指示をあおぐ。フロア内区画の徹底。 

  ・感染した場合については、入院治療（隔離）になる。通所・ショートステイは中止。濃厚接触者と 

   して行政、保健所の指導を受けながら対応する。 

  ・通所を中止し、入所の人員を確保。ゾーニング。 

  ・利用者の入退所、通所サービス、ショートステイは中止。感染スタッフは出勤停止。感染者使用フロア 

   は消毒を行なう。感染者と同室者は個室対応とし、担当職員もなるべく同じ職員とする。 

  ・職員が感染した場合、保健所に連絡し、指示に基づき対応するが、入所担当者が感染し、人員確保が 

   困難な場合には、事務職員や通所職員へ応援要請を行なう。 

   入所者が感染した場合、併設医療機関の指示により対応する。 

  ・職員 ：出勤停止（有休処理）、小学校等の臨時休校に伴う保護者への特別休暇付与 

   利用者：利用者・家族への意向確認。市内感染対策病院への転院・施設内での隔離対応。 

  ・通所リハビリの利用は中止とし、余剰人員は入所の応援となる。保健所等の指示に従います。 

  ・職員 ：発熱等、事前のチェック徹底により、施設内への侵入は想定していない。 

   入所者：疑いの段階で、他入所者からの隔離を想定し、対応策を検討している。 

  ・入所者が感染した場合、協力病院へ入院の依頼を行なうとともに隔離をする。ゾーン分けを行ない、 

   濃厚接触者の特定、消毒等々行なう。センターへの連絡。その時々の状況に応じて対応していく。 

  ・職員： 感染した職員と接触した他の職員、利用者の把握。病棟を閉鎖して観察継続、施設内の消毒。 

   入所者：感染者が判明した時点で他の病院へ搬送となるので、職員の対応と同様。 

   いずれも理事感染対策委員会を開き、タイムリーな対策を行なっていく。 

  ・職員感染→出勤停止→指定医療機関受診→入院及び自宅待機 



   入所者感染→指定医療機関入院治療→新規受け入れを中止し、入所者ひとりひとりを隔離対応。 

   集団感染の場合は、保健所など地方公共機関や感染指定医療機関と相談して対応する。 

 

 

   

   

１１．北海道の老人保健施設では、施設内で集団感染が発生し、PCR検査で陽性となった職員が 2週間の 

出勤停止となったため、人員不足となり十分な対応ができないという事例がありました。 

岡山県老健協では、今後会員施設で新型コロナウイルス発生し、人員不足となった場合、施設からの 

要請があれば、他の施設からの応援職員の派遣する体制を構築したいと考えています。 

   （※応援職員については、年齢制限、本人からの申出、また施設の同意等の条件を満たした上で） 

   協力いただけるかどうかも含めて、ご意見等をお聞かせください。 

 

   ・協力は難しいです。  ・職員の余裕があれば協力していきたい。 

   ・できる限り協力したいと思います。但し、派遣できる条件が整うかどうかが課題となります。 

   ・派遣する職員の感染が否定できるのであれば派遣を考える。 

   ・要請があれば検討するが、感染リスクを考えると職員の派遣が可能かどうかは難しいと考える。 

   ・応援に協力できると考えるが、職員の同意が得られるか難しい部分もある。また応援に行った 

    場合、その職員が当施設に戻った場合の感染の不安もある。 

   ・協力要請にこたえられたらと思うが、当施設も人員がカツカツな状況もあり、正直厳しいと 

    思う。慣れない状況もあるし、もし、自分の職員も感染したらと思ってしまう。 

   ・応援に行くのは構わないが、コロナに感染しない保証がないので行きにくい。自施設内で 

    発生したら、法人全体で協力し合って対処する。 

   ・現状の人員では困難。  ・当施設の人員もギリギリのため、協力はしたいが現実は困難。 

   ・運営基準を満たすレベルの職員をパートを含めてようやく常勤換算でクリアしている小規模な 

    施設です。そのため条件を満たした上での応援派遣はとても厳しいです。 

   ・発生した施設へ応援に行く場合の感染予防策についてきちんと徹底していく必要を感じます。 

    実際、風評被害等のこともありますし、想定されることに対してあらかじめ対策をとっておく 

    必要を感じます。応援職員の派遣については可能であればありがたいとは思います。 

    （応援職員の感染リスク、応援後もとの施設に帰る時のこと等） 

   ・協力したい気持ちはありますが、感染リスクによる自施設への持ち込みの影響を考えると 

    現時点では前向きな回答はできません。 

   ・策定はしていないが派遣したい。ただし、自施設へ戻った後、すぐに業務につくのは難しいと 

    感じる。今後施設内で検討します。 

   ・法定人員数ギリギリで対応中のため、応援は困難が予想される。 

   ・協力したいが、自施設を優先したい。 ・直接支援職員は現実的ではない。 

   ・職員への要請は行なうことができますが、現実的に人材不足の現場の実情を考えると、職員への 

    強制は難しく、派遣できるか苦慮します。 

   ・当施設は 37.0度以上あれば出勤停止にしているため、日により人出不足があります。他施設に 

    応援に行く余裕が現段階ではないため難しいと思われます。 

   ・本人の同意が必須ですが、他施設との応援体制は重要なことだと思います。 

   ・応援は助かりますが、その方の感染対策と受け入れる施設での対策に違いがあり、応援に行く方も 

    相当のプレッシャーがありように思います。応援に出す施設に余裕があれば良いですが。 

   ・できる限り要請には応じたい。ただし、現在では当施設も人員に余裕がないため 1名程度しか 



    応援は困難。 

   ・職員数は余裕がなく協力は不可。当施設で発生の際は、併設病院等スタッフ対応になると思います。 

   ・通常業務でもスタッフにまったく余裕がなく、応援職員の派遣は不可能な状態です。 

   ・どの施設も人員ギリギリで運営していると思いますが、当施設もギリギリです。ただ、自施設が 

    集団発生した時には応援いただきたいので、なんとか派遣したいです。また、派遣する人員は 

    選任が難しいですが、いったん応援に入ると家に帰れる帰れないの問題等は発生するので対応策 

    を考えておきたい。 

   ・万が一の際に、他施設より応援職員を派遣していただける体制があったなら、これほど心強い後ろ盾 

    はないと思います。ぜひともそのような支援体制が構築されることを希望します。老健協単独でなく 

    とも他団体とも協調して大きなセーフティーネットとなれば有益なものになると思います。しかし 

    現実に自施設より応援職員の派遣が可能かというと法定人員ギリギリのスタッフ配置状況で日々運営 

    している現状では限りなく、難しいです。 

   ・感染の状況、対応状況、職員の状況等の変化が著しいため、事案発生時に対応を検討する以外に 

    ないと考える。 

   ・集団感染が発生すれば、人員不足となる可能性が高いため、派遣の体制は良いと思う。派遣の場所や 

    要請があった時の自施設の状況に応じてにはなるが、協力したい。 

   ・老健協で派遣する人選基準が定まれば、それに該当する職員を募る予定です。 

   ・協力したいと思います。ただ当該施設の状況によっては派遣困難な場合があるかもしれません。 

    また、応援職員が戻った時に偏見にさらされないような配慮が必要だと思います。 

   ・当施設の状況による。要請があればできるだけ応じたいと思うが。 

   ・現時点では協力できるかどうか明確な回答はできない。要請があれば協力したいが、法人内で 

    要件等と考える。 

 

 

    〇協力する 1施設 

 

    〇出来る限り協力する  14施設 

     （人員の余裕、感染対策等 条件が整えば） 

 

    〇協力は難しい、できない  19施設 

     （人員不足、感染リスク、応援に行った職員への偏見が不安 等） 

 

    〇要件等  7施設 

 

 

 

 

１２．その他、ご意見、ご質問等があれば、記入ください。 

   ・早い収束と治療薬や予防薬の開発を進めてほしい。 

   ・このたび、県からの通知をいただく前に面会一部解除のお知らせをご家族に伝えてしまいました。 

    楽しみにされているご家族も多く、時間をしぼって、ご家族の体調（同居の方も含めて）を 

    しっかり確認しながら面会を一部解除しています。不要不急の面会をご遠慮いただくように 

    お知らせしながら、様子を見ています。場合によっては再び面会中止にしようと考えています。 

   ・学生の実習受け入れについて、何か指針があれば知りたい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


