
新型コロナウイルス感染症影響調査集計 

 

一般社団法人 長崎県介護支援専門員協会 

 
 

 

 

         

 

所属支部 回答者数（人） 全体比率（％） 所属支部 回答者数（人） 全体比率（％） 

長崎 133 27.6 壱岐 20 4.1 

佐世保 63 13.1 五島 12 2.5 

島原半島 70 14.5 西海 11 2.3 

諫早 72 14.9 長与 1 0.2 

大村 37 7.7 時津 10 2.1 

平戸 16 3.3 上五島 5 1.0 

松浦 17 3.5 東彼杵 3 0.6 

対馬 12 2.5 指定なし 8 1.6 

 



 
居宅介護支援事業所 324 67.6％ 

地域包括支援センター 60 12.5％ 

小規模多機能・看護小規模多機能型居宅介護事業所 12 2.5％ 

特定施設・認知症グループホーム・介護保険施設 55 11.5％ 

上記以外 20 4.2％ 

今はいずれにも所属していない 8 1.7％ 

 

 
はい 176 52.2％  いいえ 161 47.8％ 
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４-②．あなたの知っているもしくは閲覧しているインターネット情報サイトがあれば教えて下さい。
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１２．新型コロナウイルス感染症が影響を及ぼす現状の中で介護支援専門員として地域におい
て何か行動したことはありますか。何かあればご記入下さい。

行政や保健所、保険者との連携

地域事業所との支援ネットワーク作り

新しい生活様式の徹底呼びかけ・風評被害防止の訴え

手洗い、マスク着用の声掛け

特定施設にて、入居者のご家族のサポート

わからない

事業所間の情報交換

マスク着用、手指消毒を勧め、訪問前にはできるだけ連絡していく

接触が避けられている以上、特に何もできなかった。

特に有りません。出来る事があれば教えて欲しい

不安を煽らないようできる限り通常の業務を行い、本人、ご家族にも新型コロナウイルスの影
響でどのような事態が起こる可能性があるか前もって説明を行っていた

アベノマスク配布。

各居宅や施設ケアマネジャーとの対応について、連絡・情報共有するようケアマネ会理事会等
で連絡調整を図らしてもらった。

感染症予防の講話

民生委員等地域住民との連携、フレイル予防・重度化防止の啓発

地域住民に対する感染に対するリスクの説明

新型コロナウイルス感染症に関する情報と対応方法について、医療機関が作成されたマニュア
ルを地域で配布した。

web会議がサービス担当者会議に導入出来ないか、まず居宅の他法人との事例検討会に導入し
居宅が先導してweb会議を開いていけるようにしたい
連絡協議会からのzoomの導入を起点にzoomになれグループで導入していく予定です❗
感染症予防の周知

基本の感染予防と、サービス継続の為に、県外からの訪問等を控えて頂くような働きかけ。ま
た、自分自身や同居家族に対し、不要不急の外出を制限する等対応しました。

各事業所へコロナ感染症対策や支援内容の確認。訪問の有無確認。

マスクの配布

利用者様宅訪問の自粛

できるだけ訪問の自粛を行いました。

行政への確認、報告。

マスク配布、85歳以上独居訪問
マスクの配布

とにかく外出自粛

他事業所のコロナ発生時のバックアップ体制を強化したい。災害時の避難場所の確保（一般の
避難場所では対応できない利用者が居る。（寝たきり、吸引が必要、ミキサー食などの特別な
状態、状況の利用者さんも少なくない）

訪問を自粛した時期があり、地域には何もできなかった。

民生委員、地域支援センター等との情報共有

独居高齢者等、社会的孤立をしやすい利用者への情報提供や個別訪問。

運営推進会議で地域の皆様に面会制限や事業所の感染対策状況をお伝えした。

心身機能の低下予防のための啓発活動

集いの場に参加し、感染症予防の資料等の情報提供を行った。

新型コロナウイルスの感染防止に取り組めるような研修会などの提案・開催など

担当しているご利用者、ご家族あてに文書を配布。（正しく恐れる。外出時と帰宅時の注意事
項等）

事例検討会を他事業所とリモートで開催した。

厚生労働省のパンフレットを利用者へ交付し感染予防啓発を行った

厚生労働省からのマスクを配布。
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１２．新型コロナウイルス感染症が影響を及ぼす現状の中で介護支援専門員として地域におい
て何か行動したことはありますか。何かあればご記入下さい。

市内での発症例はありましたが、町が離れていた為、特にコロナに関しての行動を起こしたこ
とはありません。

デイから、他の施設は、県外の家族が来た場合、何日休むのかを調べるよう頼まれた。

感染リスクを考慮し逆に行動を制限した。

回答が適切であるかわからないが・・
自主的に通所を休止した利用者の変化に留意し電話での聞き取りを密に行った。自身の行動に
関しては不要不急の外出や他県からの子供の帰省を中止させる等厳格に行っている。

感染防止対策について地域に対しては特にできませんでした。

地域の感染者や濃厚接触者の情報収集と共有により、活動を制限した。

民生委員や近隣住民との情報交換。

ケアマネ交流会をオンライン開催(zoom）企画した
新型コロナ感染症が発生した際に適切な支援ができるよう、県や市に対して感染状況に関する
的確な情報を関係事業所へ提供してほしい旨の要望をしました。

地域には特になし
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１４．あなたの所属する事業所や施設で新型コロナウイルス感染者または濃厚接触者が発生した場合
の具体的な対策等があれば教えて下さい。

二週間の営業休止及びPRC検査実施
マニュアル作成と欠勤への対策方針の策定

今のところ一時休業しか対策がない。

出勤停止、管理者の判断

情報共有・収集の対応体制、施設内の消毒、対象者の勤務対応指示、関係者への連絡

短期入所受入停止、緊急時以外は受診をしない

感染者は入院、濃厚接触の利用者は2週間の隔離、濃厚接触の職員は2週間出勤停止とする。
全国老人福祉施設協議会の「新型コロナウイルス感染症　対応フロー」を参考に、入居者ケア
編と職員編を作成。

濃厚接触者として事業所全員職員は2週間自宅待機＝事業所休止
マニュアルに従う

上司に報告し、出勤停止などの措置をとる。

2週間の出勤停止
利用停止・出勤停止・事業所消毒・関係機関への情報開示

保健所の指示に従う。濃厚接触者を含む出勤停止。訪問を除く業務で、電話での対応が可能な
業務の遂行。

濃厚接触疑いで１週間の出勤停止。その間ＰＣＲ検査を実施。感染流行地域に行った者は、1週
間の出勤停止

2週間の自宅待機　健康チェック
出勤停止　　健康観察

事業所の休止

本人は1週間〜2週間の出勤停止
テレワーク

2週間自宅待機・ＰＣＲ検査
1ｐｃｒ検査の　2②週間の自宅待機
行動計画作成

なるべく面会ではなく、電話連絡等で対応させて頂きます

感染した場合は事業所を一定期間休業し事業内を消毒する。濃厚接触者の場合は当事者を2週間
程休ませる

濃厚接触者の隔離専用居室、防護服など必要物品の準備　対応職員の選定

自宅待機にて状態の観察を行う。

基本的に休止、出勤停止となる。ほか保健所へ対応を相談。

2週間自宅待機
感染者　濃厚接触者の出勤停止
事業所の消毒の徹底
専門機関の指導を受け総合的な判断
職員の不足が生じた場合は関係機関及び地域への応援の依頼

フェイスシールド、保護服などで完全防備し対応する

感染者、または濃厚接触者になった場合に在宅ワークで業務の遂行ができるよう、日頃から書類の整
備や他の職員間での申し送りをこまめに行うように努めています。

日頃より３密を避け、事務所内の人数を制限し、部屋を分け、訪問時はマスクの他フェイス
ガード等を支給した。
また在宅ワークができるようテレワーク等の導入を行っている

待機。

保健所の指示に従う。

具合的な対策は確定しておらず、理事長に指示を仰いでいる。

本人は1週間〜2週間の出勤停止

利用者へのサービスが停滞しないように、同法人の他事業所の協力を得て提供する。
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１４．あなたの所属する事業所や施設で新型コロナウイルス感染者または濃厚接触者が発生した場合
の具体的な対策等があれば教えて下さい。

2週間の自宅待機とPCR検査
2週間出勤しない
電話で指示を出しながら他ケアマネジャーに業務を代行してもらう

感染者発生の場合は、2週間の業務休止し、直ちに消毒
濃厚接触者については、2週間の出勤停止
2週間の出勤停止
職員出勤禁止　法人から職員動員

業務を休止し感染源とならない

保健所の指示により、入院もしくは自宅待機、所属長へ即時連絡
職場復帰の目安
主治医からのアドバイスに従い、体調を確認しながら職場へ復帰させる
1.発症後に、少なくても14日が経過している2.薬剤を服用していない状態で、解熱後および症状、消失
後に少なくても３日が経過している　これらは、休業命令書にて、対応する

保健所の指示に従うとともに利用者、サービス事業所に連絡し、自粛解除後に業務を再開す
る。

当事者の業務停止、リモートや電話による対応

施設職員の陰性が確認できるまでは休止としますが、風評被害により継続しての運営ができる
か大いに心配する所です。

①感染者が発生した場合、②濃厚接触者が発生した場合の勤務体制や関係機関等への情報発信
の手順についてフローチャート作成。在宅ワークを基本とする。

感染者　濃厚接触者の出勤停止
事業所の消毒の徹底
専門機関の指導を受け総合的な判断
職員の不足が生じた場合は関係機関及び地域への応援の依頼

勤務を２週間休み、自宅にて待機する。保健所の指示を待つ。

感染者が出た場合：全員自宅待機。包括業務は法人内の専門職との連携や協力を得ながらテレワー
ク等でも対応しながら継続する。
濃厚接触者が出た場合：対象職員は自宅待機。その他の勤務者は２チームに分けることで、職場内に
感染者が発生した際の濃厚者を減らせるよう対応するように話し合っている。

事前に情報共有を行った

事前に担当を別スタッフへ情報共有を行った

保健所の指示に従い、感染拡大予防に努める

感染者は入院加療
濃厚接触者は出勤停止、期間は未定
と考えています。

同じ事業所内でも、デスクの配置や部屋を移動できるよう対策している

当施設は全室個室なので基本隔離と言う事になりますが、全面的に感染症の介護マニュアルに
沿って対応します。インフルエンザと同様な対応手段です。ただフェイスシールドやゴーグ
ル、ヘアーキャップ等はコロナであれば追加使用できるよう準備はしております。厨房内も感
染マニュアルに沿い食器や消毒面も分けて提供するよう準備はしております。

感染しない様な環境作りや勉強会・研修会の実施

2週間の出勤停止
事業所間で助け合う、

併設している施設に隔離部屋を確保している。
月1回、コロナに対する勉強会の実施。
新型コロナウイルス感染症が疑われる場合、帰国者・接触者相談センターや保健所に電話し、
指示をあおぐ。

2週間自宅待機、及び経過観察を行う。
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１４．あなたの所属する事業所や施設で新型コロナウイルス感染者または濃厚接触者が発生した場合
の具体的な対策等があれば教えて下さい。

感染者は入院加療
濃厚接触者は出勤停止、期間は未定
と考えています。

感染者発生を想定して現在、対策を模索中である。

考えていません

感染者の出勤停止、濃厚接触者の健康状態の把握

感染者は入院となるが濃厚接触者についてはＰＣＲ検査、隔離など陽性者に準じた対応を行う

保健所や医療の相談による指導を仰ぎ、適切な処置。協力体制を整える

二週間は休み、行動履歴の把握(県外への外出、クラスターになりやすい場所)
PCR検査実施で、感染者を膨大させない。
検討中

母体が医療法人であり、まずは院長に報告・指示、帰国者・接触者相談センターへ連絡する流
れで対応していきます。

保健所の指示に従う。

国が示す感染予防策に従い、出勤停止の判断をする。
感染者が所内で出た場合、濃厚接触者に当たるものも含めて出勤停止となり、濃厚接触者にあ
たるものが出た場合も同様の措置をとる。
予定していた業務については代わりの職員にて対応するか、延期の対応。

受診をすること。２週間の自宅待機

現在リモートで会議をしたり、テレワークも導入できている。

明確なマニュアルはありませんが、濃厚接触者と判断され、陰性・無症状である場合にはテレ
ワークにて対応するよう検討はしていますが、ケアマネ業務を行う上での使用しているＰＣソ
フトは、個人情報保護やＰＣウィルスの侵入を防ぐため外部からのアクセスが難しいものを使
用しており、その間の経過記録やその他の書類等の作成についてまだまだ検討の余地が大きい
です。

マニュアルに沿って対応する。

自宅待機　出勤停止

陰性が出るまでの出勤停止。現在実施している消毒の強化。

出勤停止、具体的なことはしっかりとは決まっていないのが現状。

防護対策や消毒を徹底し個室での対応にする

感染状況の把握、担当の割り振り、応援要請、蔓延防止等

部屋分け等行ない、感染が広がらないよう対応していく

（初動対応）保健所の指導のもと事業所の閉鎖及び消毒　他職員の体調確認　代替執務室の手
配　濃厚接触者（職員・部外者）の把握　濃厚接触者（職員）の自宅待機指示及び代替要員の
配置　濃厚接触者（部外者）への連絡

法人内の感染対策室のマニュアルおよび保険所の指示に従い、事業所の一定期間休止、消毒、
ＰＣＲの検査実施、全職員の自宅待機、感染職員の利用者及び全利用者への情報提供及び、電
話による代替えモニタリングの実施、外勤の一定期間制御　等

２週間の出勤停止

段階に応じて業務や行動の制限の取り決めを行っている。

法人として少し厳しめのフェーズ分けした具体的な指針があり、訪問停止となる。

感染者が出た場合、保健所の指示を受け、事業所は閉鎖する。濃厚接触者が発生した場合は
PCR検査を受けてもらい、結果が出るまでは自宅待機する。
ない

接触疑いで2週間の休業
可能性があった場合も含めて2週間は確実に休止し、体調観察行う
業務がストップしないように同法人内より各専門職の有資格者が代替え配置され、対応を行
う。
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１４．あなたの所属する事業所や施設で新型コロナウイルス感染者または濃厚接触者が発生した場合
の具体的な対策等があれば教えて下さい。

職員本人又は同居家族に感染疑いの症状又は状況が発生した場合は、出勤せず施設長へ連絡。
直後に保健所へ連絡し指示に従う。

2週間自宅待機

管理者へ報告、指示をあおぐ

利用者の主治医へ事業所職員の健康保険証を事前に提出。ガウンテクニックの再確認。隔離生
活に関する備蓄品の確保。感染発生時の支援職員の確保・シフト案の作成。

・疑いのある利用者を隔離する。場所は利用頻度が低い、離れにある官舎で対応する。担当の
介護スタッフは限定する（昼夜勤対応）。

通所、短期入所の利用停止。

感染者は入院など隔離。濃厚接触者も可能な限り隔離。

濃厚接触者及び濃厚接触者以外の接触者のリストアップ・健康観察、施設内の消毒

相応の期間　自宅での待機

まずは島内感染を予防できるようにしたい。

感染者が出た場合は当然事業所を２週間休止。濃厚接触者が出た場合はＰＣＲ検査の結果待
ち。

発生した場合については現在検討中。予防対策として、新規発生地域の往来は控えるなどの取
り組みを行っています。

事業所は休止しても、感染の可能性が低い職員は、テレワークができる。
ケアマネが複数人いるため、入院等で出勤できない職員の業務のカバーができる。

職員は出勤停止、ご利用者様は行政の指示に従う、それまでは個室対応

施設入所者については、感染疑いがある場合、検査結果が出るまでは園内で隔離。酸素が必要
など重症患者についてはすぐに入院。
陽性が出た場合は佐世保市総合医療センターへ搬送。
職員については、自宅待機するか病院へいくかは、本人と医師が相談し決める。
病院へ行くのは原則だが、自宅で静かに過ごすという事も許される。

感染者発生の場合は、一時営業停止とし、
全職員及び利用者様のPCR検査を実施。
情報公表《個人の情報は公表しない》
感染者は入院か自宅待機。居宅に関しては、陰性であれば、事業所内での活動実施。
《サービス調整等のため》

勤務開始時の体温測定及び体調確認。37.0℃以上出勤停止、熱が無くても体調不良や風邪症状
あると出勤停止。同居家族に感染者出たら14日間停止、他県への移動は自粛。他県に行った場
合、2週間様子をみながら勤務する。昼食等は別室対応。勤務中、マスク・フェイスシールド使
用など。

濃厚接触者又は接触が疑われる利用者・職員・家族を特定しPCR検査実施
職員が休職となった場合の同施設協会へ人員体制への協力依頼

施設の消毒、テレワーク、事務所の分割

事業所一時閉鎖

保健所の指示に従う。2週間は事業休止
職員、同居家族の感染症対策の行動届出書を提出している。

訪問時、県外(多発発生都市)からの帰省があり接触があった。当事者を1週間の在宅ワークとし
体調管理を行った。

連絡網、対応職員、隔離部屋を決める、保健所の指示を仰ぐ、関係機関との連携、御家族やス
タッフの行動のあり方等について委員会等を適宜、随時開催している。

出勤停止
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１４．あなたの所属する事業所や施設で新型コロナウイルス感染者または濃厚接触者が発生した場合
の具体的な対策等があれば教えて下さい。

・嘱託医との段取り見直しを適時行う。
・感染利用者の居場所や対応職員を区分けする。
・感染対応職員は、防護具をつける。

PCR検査、2週間の出勤停止
来院者には毎回コロナチェックのアンケート実施、疑わしいときには相談センターへ連絡、指
示を受けて行動する。接触はドライブスルースタイルでする

2週間の自宅待機。毎日の検温。
２週間の出勤停止。

停止・中止

2週間の自宅待機。毎日の検温。
2週間の自宅待機。毎日の検温。
感染者は当然入院など保健所の指示に従う。家族・濃厚接触者に関しては相当期間の出勤停
止。（発熱、症状の有無を確認し判断）

対象者の自宅待機（14日間）。利用者、職員の健康観察の強化。利用者は原則居室内での生活
とし、職員は感染発症を想定した援助シフトに変更する。

代表者である医師に報告。平素より、利用者及び家族への県外からの訪問など、医師へ相談報
告を都度に行っている。PCR検査を受けた場合も接触日から、受けた人は２週間休む。発生し
た場合は、医院、通所、居宅すべてが、2週間閉鎖となる。
行動歴や体温、症状の記載。プライベートも含め行動制限や集団活動の制限

発生した場合は事業所閉鎖や出勤停止の形をとることになるが、iPadと電話訪問、サービス事
業所との連携によりできる限り、利用者様への迷惑がかからないようにサービスの停滞がない
ようにする。

感染者・濃厚接触者のゾーニングや、接触時の防護服使用などの予防対策

事業所休止

施設のコロナウイルス感染症に具体的な対策マニュアルあり。

厚労省や行政通達などを参考にしています。

接触者含めた検査 必要度に応じた入院 部署間連絡網の活用
的確な感染情報を収集しマニュアルに沿った感染予防、情報共有と連携による役割分担で必要
最小限のサービスが提供できるように努めます。

法人全体の業務を停止し、施設長と特定の男性職員が泊まり込みで施設入居者の対応を行うこ
とで拡大を予防する。

2週間の業務停止
保健所からの指示に従います。

・上司への報告
・保険所への連絡
・各関係機関への連絡

直ちに保健所や行政へ連絡するとともに、濃厚接触者の確認と感染者の行動確認を行う。毎日、検温
や体調を記録しているので照合し、職員は外部（県外）と接触する場合や県外をまたぐ際は報告するこ
ととなっており、会食等の外出は控えるようにしている。行動確認ののち、接触が疑われるところは電話
連絡を行い、自粛や体調の確認をしてもらう。

２週間は自粛して経過を見るしかない

保健所の指示に応じて対応する。

グループ分けしての交互の出勤、自宅待機


