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新型コロナウイルス感染症軽症者施設 

＜福井モデル①：福井市少年自然の家 2020.4.2-4.24＞ 

はじめに  

福井県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が進みつつある現状を受け、今後、より重症者に対する

医療資源の確保が重要となることから、新型コロナウイルス感染症では国内初となる軽症者等に係る宿泊療養

における対応に向け準備を開始した（令和２年４月２日）。以下は、研修施設における軽症者施設の立ち上げと

運営におけるマニュアルおよび実践記録である。 

 

１）宿泊施設等の確保と特徴 

福井市少年自然の家は、小学校の宿泊学習、高等学校等の合宿、一般団体の研修などで利用されている施

設である。施設確保においては、施設開所前にあらかじめ近隣住民に説明を行い同意を得ている。施設設備の

特徴としては、宿泊室内にトイレや浴室、洗面所はなく、共用であること、体育館やレクレーションホール、ラウン

ジ、食堂を有していることである。入浴施設は共用であるため、時間差による入浴時間の管理、トイレは 1 入所

者 1 トイレ対応とするなど配慮が必要であった。 

メリットとしては、入所者はお互いにコミュニケーションが取りやすく、メンタル面においても支え合い、気遣うこ

とができること、また、施設内でレクレーションなどの活動ができ、身体を動かすことで隔離される意識から解放

されストレス軽減が図れることである。デメリットとしては、宿泊室内に洗面所がないため、清潔保持が困難にな

ること、共用であることによりプライバシーの保持が保たれにくくなること、人間関係によるトラブルが懸念される

ことである。 

 

２）必要な居室数の確保 

施設すべて借り上げとなっており、軽症者等の発生状況等を見ながら、必要な居室を準備した。居室は 2 段

ベットが 4 組で 8 人収容可能であるが個室扱いとした。ただし、同居家族が同時に宿泊軽症者等として滞在する

場合には、家族用の居室を確保し同室も可とした。男性と女性・家族の部屋の割り振りを行い、可能な限り、手

前を男性、奥になる部屋を女性とした。 

 

３）食事の提供 

食事の提供方法は、弁当業者との打ち合わせにより、越前漆器を利用した器とした。温かい食事は保温され

た状態で、冷たい食事は冷たさを保持した。食事提供時は、居室番号による管内アナウンスをし、一人ずつ取り

にきてもらった。食事は、棚への置き渡しとし、食後は入所者に残飯を廃棄してもらい、食器は重ならないように

バラバラにした状態でアルコール噴霧をして棚に戻すように説明した。その後、食器を 95 度 30 分の熱処理機に

入れ消毒し、更に業者が 2 回食器洗浄機にかけ十分に乾燥する行程で感染防止対策を徹底した。アレルギー

対策としては、入所時に牛乳やサバなどアレルギーの有無を確認してその都度業者に連絡して対応した。年齢

に応じた食事への配慮も行った。小児の場合は、器を小さくし、主食の量を調整した。また、プリンやヨーグルト

などおやつの提供を行った。 

食事摂取量については、下膳時に確認し、食欲の有無など体調管理を行った。 

 



2 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）入浴 

入浴施設は、大浴場と中浴場の 2 つである。共用の湯船で身体全体を温めることはできないため、広い浴室

の中でシャワー浴のみの対応であった。4 月は肌寒かったため、浴室全体を暖める方法として、1 時間前にすべ

てのシャワーを全開にすること、タイルが冷たく感じないようにマットを敷くこと、脱衣場には電気ストーブを設置

した。 

入浴時間の調整は、朝食後に行った。入所者ごとに 10 時から 15 時までの時間帯で入浴希望を確認し、一人

1 時間で入浴時間を決定した。 

 

５）トイレ 

トイレは、男性トイレと女性トイレに分かれており、それぞれのトイレは和式が中心であり、洋式トイレは一つで

あった。居室番号とトイレ番号を入所者毎に決定し、トイレ前とトイレに貼り紙をして個別対応となるように入所時

に調整した。足腰の弱い人や子どもは洋式トイレとしたが、ほぼ全員の入所者が洋式トイレを希望したため、和

式の上に載せる洋式トイレを設置するようにした。 
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６）利用中の共用部分の清掃 

施設開所時は、職員が最低限の共用部分の清掃を行った。清掃時には、防護服・消毒手袋、サージカルマス

ク、眼の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）を着用した。清掃の際には施設利用者と清掃者が接触しない

よう配慮した。しかし、開所後、3 日目に入所者から自主的な清掃提案があり、共用となる浴室などは入所者同

士で定期的に掃除をするようになった。 

 

７）日用品等の確保と処理 

入所時、身の回りのものは最低限度の持ち込みとなるため、入所後の環境に適応するためには日用品の確

保は重要であった。暖房設備も十分でなかったため、寒い時期には下着やスエットスーツ、靴下、バスタオル、

電気毛布などを準備した。入所者が使用したものは基本的には感染性廃棄物として処理した。私物で今後も自

宅での使用希望のものは、10 日間ビニール袋に入れて放置し、その後消毒（80℃以上の熱湯に 10 分間以上

又は 0.1%（1000ppm）次亜塩素酸）してから洗濯するように入所時から処理方法について指導した。 

 

８）ゾーニング対応 

施設開所前に、清潔な領域（清潔区域）とウイルスによって汚染される領域（汚染区域）を明確に区分した。汚

染領域は、テープやロープで仕切りをし、その領域に誤って立ち入らないようにした。清潔区域と汚染区域を区

分けをした上で入所者は汚染区域のみで生活し、職員は極力清潔区域内で活動し、汚染区域に入る際は、必

要な防護具を装着した上で活動した。 

レッドゾーンでの対応、特に検体採取など感染リスクの高い医療行為をする場合は、2 重手袋・サージカルマ

スク・長そでガウン・眼の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）・シューズカバーを着用し、1 回の汚染区域立

ち入りごとに取り換えた。特に防護服を脱ぐ際には誤って汚染しないように他者がチエックするように配慮した。

脱いだ防護具は汚染されているものと考え、目立つビニール袋に入れ、赤色のテープを貼り、汚染物が袋の外

に出ないよう配慮した。また、汚染区域に持ち込む物品には、必ず赤のテープを貼るようにし、清潔物品と汚染

物品が交差しないようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 入所者玄関 入所者共有スペース 
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９）入所者の受け入れ 

・入所予定の有無は当日の午前 10 時頃に連絡がある。その際に、入所者の情報を把握する。特に年齢および

既往症や内服薬の確認を行い、軽症者施設での受け入れについて問題がないか検討する。検査や治療が必要

な方、重症化しそうな状況があれば入所の可否について十分に検討し、搬送元病院に連絡する。 

・宿泊施設までの移動は、県の SARS 車、MARS 車で行うため、搬送時間の確認を行う。 

・入所する居室とトイレを決定し、貼り紙を作成する。業者に食事開始依頼を行う。 

・入室時、玄関の鍵を開ける。 

・到着後、利用者向けのオリエンテーション資料にて説明し、あわせて説明事項の内容について承諾した旨の書

面での同意を取得する。 

ゴミの分別 客室 

踊り場の階段側がレッドゾーンで手前がイエローゾーン

トイレ（個人番号設定） シャワー 

洗面所 
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福井市少年自然の家で療養される皆様へ 

 

福井県新型コロナウイルス感染拡大防止チームより 

皆様におかれましては、本日から当面の間、この宿泊施設で療養されることになります。ご不便をおかけし

ますが、多くの患者さんが発生していることから公共施設にお移りいただくことをご理解ください。療養中

は建物から外出することができません。ご宿泊される皆様に、安心・安全にお過ごしいただくため、以下の

ご宿泊中の注意事項を遵守していただきますよう、お願いいたします。 

＜ご宿泊中の注意事項＞ 

１．健康状況の報告（毎日の報告、緊急時） 

○ 毎朝、検温を行い、「健康管理票」に必要事項とともにご記入ください。記入した健康管理票の内容は、

朝食を取りに来た際に看護師に報告してください。体調に変化がある場合は、夜間であっても看護師緊急携

帯までご連絡ください。 

 ※体温計は、可能な限り各自でご準備いただきますようお願いします。 

 ※体温計がない場合は、共通スペースにおいてある体温計をお使いください。 

 ※内服薬がある場合は、入所時に看護師にお伝えください。また食事アレルギーがある場合も看護師にお

伝えください。 

２．ご宿泊に当たっての生活基本事項 

〇 生活全般：建物の外に出ることはできません。また、立入禁止区域には入らないでください。原則とし

て、各自の居室内に留まっていただくようお願いします。居室のドアを開閉する際には、必ず、手指消毒し

て頂くとともに、共有スペースを移動される場合はマスクをご着用くださいますようお願いします。 

〇 シャワー：感染拡大防止のため、シャワーのみご利用ください。指定する時間帯に１名ずつご利用いた

だきます。職員の案内に従い、順番にご利用ください。原則、中浴場をご利用ください。 

〇 ト イ レ：感染拡大防止のため、各自指定の便器をご利用ください。個室扉に部屋番号に対応する番号

が記載されておりますので、該当するところをご利用ください。 

○ 清  掃：居室内の清掃は各自行ってください。 

〇 洗  濯：施設に備え付けの洗濯機はありません。洗濯物は、ご自身もしくはご家族でお持ち帰りくだ

さい。 

○ 食  事：指定時間に指定場所まで各自取りに来てください。下膳も各自指定の場所まで持ってきてく

ださい。（食事をお配りする時間帯の目安） 
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10）施設入所者との連絡方法 

・入所者との連絡は、主に携帯電話を使用する。入所時に看護師携帯番号を伝え、入所者の同意を得て、入所

者から看護師携帯番号に電話をかけてもらう。入所後、誘導および入所時オリエンテーションは携帯電話で行う。 

・ストレスの高い入所者には、適宜携帯電話で個別対応を行いながら、関係性の構築に務める。 

・入所者と直接話をする機会は、食事の配膳・下膳時である。入所者とは短い時間でコミュニケーションを図り、

入所者の表情などを観察する。 

・家族からの差し入れがある場合は、事前に差し入れる物や差し入れ者および到着時間を連絡してもらう。原則

として面会は禁止であるため、差し入れはスタッフが受け取り入所者に渡す。ただし、濃厚接触者からの差し入

れの場合は、車内に留まってもらい。車の窓からビニール袋内に入れてもらい受け取る。 

・入浴時間・食事時間・ラジオ体操・水分補給などの連絡は管内放送で行う。 

 

11）宿泊中の生活 

・建物外へは出ないように指導・協力のアナウンスをする。喫煙のために屋上など建物外に出る入所者には注

意する。 

・十分換気を行うこと、水分を補給することについて、定期的に指導・協力のアナウンスをする。 

・入所者は、宿泊療養中は外出できないため、日常生活が安心して過ごせるようにサポートを行う。テレビ・Wi-Fi

の対応を行う。 

・軽い体操の方法のリーフレットを配布する。 

・ラジオ体操の時間を入所者と相談し、定時に管内放送を流す。レクリエーションホールで身体を動かすことを勧

める。 

○ ご  み：各居室にごみ箱を設置しております。満杯になりましたら、共通スペースにあるご

み箱がありますので、可燃ごみ、不燃ごみ、プラスチック、ビン、缶、ペットボトルに分別して廃棄

してください。 

〇 衣  類：各自ご用意ください。ただし、準備が困難な場合は、個別にご相談ください。 

３．その他の注意事項 

 ○ 健康状態の正確な確認が困難となる恐れがあることや症状の悪化の恐れがあることから、飲

酒・喫煙は厳禁です。 

 〇 家族を含め面会禁止です。差し入れは職員が受け渡しを行います。 

 〇 その他、施設の利用にあたっては職員の指示に従ってください。 

 

※該当するものにチェックをお願いいたします。 

 □ 私は、上記の「ご宿泊中の注意事項」の内容について、説明を受けました。 

 □ 宿泊中は、「ご宿泊中の注意事項」の事項を守って生活します。 

 

令和２年  月  日   （ご宿泊者名）                 
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・子供たちへのサポートとして、お絵描き・ものづくり・レクレーションなどを工夫する。 

・アレルギー対応が必要な場合の食事は特別のメニューで対応する。子ども達には、おやつを考慮する。 

・ゴミについては、ゴミ袋を配布し、共用場所に設置したゴミ入れに分別して入れてもらう。 

・居室内の清掃は、必要に応じ、入所者自身が行う。入居時に掃除用具を配布する。 

・洗濯は、必要に応じ、居室にて手洗いを行う。 

・共用スペースに備品として、歯ブラシ、ドライヤー、ポット、お茶・コーヒー等必要なものを準備しておく。 

 

 

入所した子どもからのお手紙                 子どもたちの遊び道具の工夫 

 

  
 

   子ども達の遊びの工夫（ボーリング）               子ども達用に段ボールで作成した足台 
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 ＜1 日の流れ＞ 

7：00 体温測定アナウンス（県職員がアナウンス） 

    管内清掃・ゴミ集め（全員） 

8：00 朝食（県職員：配食アナウンス） 

    入浴時間確認と計画 

8：30 スタッフミーテイング 

9：00 朝食片付け 

9：20 ラジオ体操 

9：30 入所者による清掃 

10：00 午前入浴開始 

     水分摂取 

11：00 ボイラースイッチオン（県職員） 

12：00 昼食（県職員：配食アナウンス） 

13：00 昼食片付け・午後入浴開始 

15：00 水分摂取 

16：00 PCR 検査 

18：00 夕食（県職員：配食アナウンス） 

19：00 夕食片付け 

20：00 最後の風呂掃除消毒（（県職員） 

 

 （1 時間ごとの換気・定期的な水分補給・健康チエック・記録整理・マニュアル作成） 

 

12）退所について 

・PCR 検査が続けて 2 回陰性になった場合、退院基準を満たすことが確認されたときに、帰宅可能である旨を伝

える。 

・何時に誰が迎えにくるのか、あらかじめ確認しておく。 

・退所時には、オリエンテーション用紙に沿って説明する。 

・入所者は、必要な荷物を片付ける。破棄するものと持ち帰るものを分ける。 

・室内の家具・備品を整えてもらう。シーツは外して、中央のシーツ入れに入れてもらう。 
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13）健康管理（入所者・スタッフ） 

・朝昼夕に入所者の体温、その他症状の確認を行う。 

・入所者にはあらかじめ健康管理のための一覧表を渡し自己管理してもらう。体温計・血圧計・サチュレーション

などは共有スペースにも配置しておく。 

・急変時の対応としては、体調急変時の搬送手段と搬送先となる医療機関の確保を行う。医師会の調整により、

オンコール担当医を決め、入所者の情報を共有する。 

・スタッフの健康管理も 1 日 3 回行い、記録する。 

・汚染区域入室ノートを作成し、スタッフの入室時間と作業内容を記録する。 

新型コロナウイルスの陰性が確認され退院される患者の方々へ 

 

・あなたは厚生労働省の定める退院基準を満たした時点で退院可能となります。 

・現時点でほかの人への感染性はないと考えられますが、稀な事例として、退院後に再度 

新型コロナウイルス陽性となる方が確認されております。 

・そのため、退院後４週間は以下の点に留意いただきますようお願いいたします。 

〇一般的な衛生対策を徹底してください。 

 ・石鹸やアルコール消毒液を用いて手洗いをしてください。 

 ・咳エチケット（マスクやティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを使って口や鼻を 

おさえる、マスクの着用等）を守ってください。 

〇健康状態を毎日確認してください。 

 ・毎日、体温測定を行い、発熱（３７．５℃以上）の有無を確認してください。 

〇咳や発熱などの症状が出た場合 

 ・速やかに帰国者・接触者相談センターに連絡し、その指示に従い、外出時には必ずマスクを着

用して、必要に応じて医療機関を受診してください。下記に記載のある帰国者・接触者相談センタ

ーへの連絡および医療機関の受診に当たっては、あらかじめ新型コロナウイルス感染症で入院して

いたことを電話連絡してください。 

 

＜電話番号省略＞ 

 

環境中の新型コロナウイルスは 10 日程で死滅すると言われており、当施設に持ち込んだ物で捨て

られない物は、10 日程度袋の中に密閉し放置して下さい。それ以前に使用する場合、アルコールで

拭いて乾燥してから使用すると良いでしょう。洗濯物は家族のものとは一緒に洗濯はしない。もし

一緒に洗濯する場合は、家庭用塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム）に 30 分漬けてから洗濯す

ると良いでしょう。商品名：ミルトンであれば 20 倍に、ハイターであれば 100 倍に薄めたものを

使用して下さい。 



10 

 

 

 



11 

 

14）役割分担・他職種との連携 

 施設支援者は、毎日入れ替わるため、朝夕ミーテイングを行い、役割分担やお互いのコミュニケーションがス

ムーズに図れるよう検討する。看護職は、県内の各病院、保健所、看護学校、退職者、大学院生などである。県

職員は、コロナ対策チームや県内の施設職員など多方面からの支援者で構成されている。このため、県職員・

医師・看護スタッフは、その都度役割を確認しながら、問題発生時には協力して対応する。 

県職員は、入所情報・物品管理・施設管理・書類整理・外部委託者との調整などを行い、医師は入所者の緊

急時の対応・PCR 検査・処方などへの対応、看護師は入所者およびスタッフの健康管理、食事・排泄・入浴など

日常生活へのサポート、こころのケア、マニュアル作成などを行った。 

 その他、食事提供業者やセキュリティ業者、物品に関わる業者との関係づくりにより、安全な施設運営が可能

となった。 

15）記録用紙・掲示物・マニュアル作成 

 研修施設であるため、必要な用紙やマニュアルは、その都度作成していった。状況の変化により、スタッフは

日々不足する情報を追加しよりよい内容を検討したため、修正を重ねる毎に使用しやすいものとなった。変更に

対しては、スタッフ全員が変更点を把握できるように申し送りを行い受け入れやすい工夫がなされていた。 

・入所者情報 

・経過記録 

・食事摂取表 

・健康管理票 

・PCR 結果一覧表 

・汚染区域入室時間 

・申し送りノート 

・入所オリエンテーション 

・退所オリエンテーション 

・看護師携帯番号 

・配膳時注意点 

・標準防護 

15）物品管理・在庫管理・ゴミ管理 

・物品の配置は、医療物品と日用品など分けて、使用しやすい位置に配置する。 

・物品は見やすいように配置表示を行い、物品一覧表は、確認できる場所に貼る。 

・在庫管理は、基本的に県職員が毎日行う。 

・患者からの要望については、基本的に患者および家族に持ち込んでもらうが、家族が濃厚接触者の場合は外

出できないことを考慮する。 

・緊急性の高いものや在庫の少ないものは、別にホワイトボードに書き出し全員が共有する。 

・不足物品は、必要性と共に何度も発注依頼を行い、不足物品の確保対策を行う。 

・今後も不足する見込みであるアルコール・マスク・ゴーグル・ガウン・手袋などは連日請求する。 

・事務の作業のための備品を確保する（PC、プリンター、FAX、コピー機、携帯電話など） 

・利用者に共用場所の物品の不足状況を確認する。 

・発注したものが納品された場合は、確実にチエックする。 
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14:00 消費 18:30 消費 9:00 消費 18:30

ニトリル手袋　Mサイズ 200枚

ニトリル手袋　Lサイズ 200枚

ペーパータオル 200枚 26個

ルビスタ　スプレーボトル　500ml 3個

消毒剤　1000ml 5個

ハンドソープ　500ml 0個

スキットクロス　８０枚 3個

パルスオキシメーター 1個

電子血圧計 2個

アルウエッティone2　消毒綿　200包 2個

マスク　50枚入り 12箱

マスク　30枚入り 2箱

白ボックス 0個

ガウン　青 10個

ガウン　黄 20個

ビニール袋　20L 20枚

ビニール袋　45L 10枚

ビニール袋　70L 60枚

ビニール袋　34㎝×48cm 100枚

AED 1個

救急箱　大 2個

救急箱　小 1個

ケトル 8個

トイレクリーナー　60枚 9個

パワークリーナー（洗剤）　300ml 2本

R1用クリーナーA剤　1000ml 2本

電気毛布 2枚

掃除用タオル 51枚

フェイスタオル（洗濯していないもの） 10枚

バスタオル 9枚

軍手　女性用 12セット

歯ブラシセット 15個

ティーバック（玄米茶）　50袋 2個

紙コップ　30個 4個

ハンドクリーム 3個

サランラップ 2個

キムタオル（掃除用） 4セット

ゴーグル 1個

メンズフェイスシート 1個

ちりとり 11個

ほうき 11個

ヘアゴム・綿棒・コットン等

くし（使い捨て） 8個

ブラシ（使い捨て） 21個

シャワーキャップ（使い捨て） 6個

かみそり（使い捨て） 21個

歯ブラシセット（使い捨て） 35個

ゴム手袋 7セット

メンズパジャマ　Lサイズ 3着

メンズパジャマ　XLサイズ 3着

メンズトランクス　Lサイズ 3着

メンズトランクス　XLサイズ 6着

メンズTシャツ　XLサイズ 6着

メンズ靴下 9セット

メンズパーカー　Lサイズ 3着

メンズパーカー　XLサイズ 3着

レディースパジャマ　Mサイズ 2着

レディースパジャマ　Lサイズ 2着

レディースパーカー　Lサイズ 2着

レディースパーカー　XLサイズ 2着

レディースインナータンクトップ　Mサイズ 6着

レディースインナータンクトップ　Lサイズ 2着

レディースショーツ 6着

レディースショーツ 2着

レディース靴下 10セット

子供用インナー 2枚

子供用靴下 3セット

子供用パーカー 2個

子供用パジャマ 2個

サニタリーショーツ 2枚

体温計 9本

防護服　Sサイズ 8着

防護服　Mサイズ 49着

防護服　Lサイズ 30着

物品名
4月7日 4月8日
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おわりに 

 福井市少年自然の家における軽症者宿泊施設の受け入れは、4 月 24 日で終了し、入所者はホテルへの移動

となった。施設開始時より特に医師・看護職など支援者不足と物品の不足を補う日々が続いた。2 週間後より、

医師による 24 時間オンコール体制、看護師派遣者が少しずつ増え、医療物品（マスク・ガウン・ゴム手袋・アル

コール）もギリギリの状況ではあったが県職員の多大な協力により対応できた。 

 他県では、ホテルでの軽症者施設が検討されていたが、福井県では一般団体の宿泊施設からのスタートであ

った。施設見取り図を確認しながらゾーニングを行い、更に生活面での問題を考慮してゾーニングの再検討を行

った。安全性や生活の質を確保するためには、感染防止の観点と生活の利便性の観点の両面からのゾーニン

グが重要である。また、支援者同士の感染防止への意識向上のための話し合いが重要であり、日々方法を修

正し工夫していき、マニュアル作成を行った。防護服装着の手順や手洗い、食事の下膳時の注意などは、見え

やすいように図や絵を用いて、壁に貼るようにして共有した。 

本施設にはテレビの設置がなかったため、急遽、テレビや Wi-Fi 設備を検討したが、電波状況によりテレビが

映らない居室もあり、個々の入居者のストレス対策が重要であった。また、男性・女性の部屋が混在しないよう

に入所時には部屋割りに注意しプライバシーが保てるように配慮した。同時にストレス軽減のためのコミュニティ

形成も重要であり、入所者にとって強制にならないように配慮しながら検討した。子どもの入居の際には、遊び

場や遊びの工夫を行った。幸いレクレーション施設でもあり、身体を動かすスペースが十分にあったため、子ど

も達のストレス対策が行いやすかった。 

 施設開始 4 日目に入居者から「何か役立ちたい」「浴室の掃除やゴミ集めがしたい」と提案があった。入居者か

ら掃除用具の求めもあり、希望者による清掃活動が開始された。また、ラジオ体操の提案もあった。入所者とス

タッフとは顔の見えない関わりが多かったが、丁寧な電話対応や年齢や家族に配慮した気配りや入居者からの

提案も受け入れ、ストレス問題にはかなり対応できた。最後に、入所者の安全とストレス軽減を図ること、軽症者

施設の職員から感染者は出さないことを目的に日々皆が一致団結して取り組み、達成できたことはよかった。 

                                                           （文責：酒井明子） 


