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新型コロナ感染症軽症者宿泊療養施設 

＜神戸モデル：神戸市と神戸市看護大学の連携について＞ 

 

はじめに 

 神戸市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、入院患者の増加が見られた場合、医療資

源の確保が重要となることから、ウイルスに感染した軽症や無症状の患者を受け入れる宿泊療養施設を

4 月 11 日に開設した。 

神戸市看護大学は、神戸市から委託され、開設当日から継続して、24時間体制で、新型コロナ感染症軽

症者宿泊療養施設へ、協力勤務（待機を含む）延べ 99 回、看護教職員 18 名を派遣した（5 月 31 日現

在）。以下、宿泊療養施設での関係団体のネットワークを図示する（図 1）。 

 

 

図 1 神戸市軽症者宿泊療養施設：関係団体ネットワーク 

 

本報告では、神戸市より出務要請を受け、いかに神戸市看護大学が支援体制を構築し、シフト勤務を

行い継続的に入所者への看護を展開した内容について述べる。施設の概要については、参考資料に添付

する。 
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神戸市看護大学の協力支援について 

 

神戸市看護大学は、神戸市から委託され、新型コロナウイルス感染症電話相談センター並びに新型コロ

ナウイルス感染症軽症者宿泊療養施設への支援を実施している。ここでは、本学における１.支援体制と

2.支援内容について報告する。 

 

1. 支援体制 

1) 学内組織図 

神戸市看護大学は、神戸市からの新型コロナ感染症軽症者宿泊所の設置に向けた協力依頼を受けて、学

内で学長・局長を中心とした運営調整会議において検討し、神戸市新型コロナ感染症軽症者宿泊療養施

設の支援を決定した。学内の担当部署としては、地域連携・国際交流・生涯教育センター（仮称）に神戸

市看護大学新型コロナウイルス感染症支援チームを置き、支援の中核を担うとともに神戸市からの要請

の窓口並びに学内全教職員の窓口と調整を行い、全学教職員の協力のもと支援活動を行っている（図 2）。 

 

 

図 2 神戸市看護大学における新型コロナウイルス感染症支援組織図 
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2) 学内情報共有方法 

神戸市新型コロナウイルス感染症支援開始にあたり、支援を行う教職員間での情報共有が不可欠である

と考え、Moodle(学習マネジメント・システム：LMS)に特設ページを開設し、教職員全員限定の情報交

換の場を設けた。Moodle上のコンテンツとしては、施設概要、業務マニュアル、PPE 動画とマニュアル、

こころのケア、業務報告掲示板、論文やリンク共有掲示板、デブリーフィング用自由記載掲示板等がある

（図 3）。 

これにより、教員が一同に会すことなく、施設概要や、業務内容を事前に把握し、関連学会などの最新

情報を確認することができ、動画で PPE装着動画をみて、学内で自主練習をしたうえで、初出務に臨む

ことが可能となった。外出自粛、テレワーク中にあっても、統括または、前勤務者がすべてを申し送る必

要なく、スムーズな支援体制を築くことができた。 

中でも、日々の出務後に、それぞれの業務内容や所感および軽症者施設の現状についての報告のページ

を開設し、教職員が自由に閲覧可能にしたため、タイムリに情報を得ながら、出務にあたることができ

た。なお、閲覧者は教職員に限定されており、外部からの閲覧はできないよう情報の保護には留意してい

る。 

 

図 3 神戸市看護大学における学内情報共有サイト（Moodle） 

 

3) 支援実績 

① 支援期間 

4 月 11 日〜5月 10日までの 30日間（２４時間体制で支援） 

5 月 11 日〜現在（夜勤と日勤の出務待機で支援） 

② 協力勤務回数（待機を含む）/ 実看護教職員派遣人数 

延べ 99回（5月 10 日現在）/ 18 名  
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2. 支援内容 

神戸市看護大学の宿泊療養施設への主な支援内容は、1)居室、共有部、詰所、事務所等の開設準備支援、

入所者支援の看護業務等を行いながら、2)看護管理体制構築支援、3)患者用パンフレット作成支援、4)支

援者支援、5)手作りフェイスシールドの提供 6)療養者への手作りマスク 7)学生からの応援メッセージの

提供を行っている。今後、COVID-19感染症と看護に関する研究を予定している。 

 

1) 開設支援 

 宿泊所開設日の 4 月 11 日からの本学看護教職員が出務したために、開設準備について協力を行った。

居室、共有部、看護師詰所、全体事務所の整備について協力した。詳細は、ここでは割愛する（後述の資

料参照されたい）。 

 

2) 看護管理体制構築支援 

 開設当初より、継続的なシフト勤務で看護業務を実施しながら、入所者やスタッフ、宿泊施設の変化す

るニーズを日々とらえて、必要な資料等の作成を支援した。看護管理体制の支援としては、①フロア看護

マップ、②管理日誌、③業務マニュアル、④インシデントレポートの作成を神戸市と協力しながら行っ

た。 

① フロア看護マップ 

 宿泊療養施設入所者の

状況を把握できるように

フロア看護マップを作成

し、勤務毎に更新し、約 10

名を受け持っても一覧で

患者を把握できるように

している。 

 

② 管理日誌 

宿泊療養施設の管理のために、毎日管理日誌を 

作成した。夜勤看護師が翌日分をアップデートし

て記載し、日勤看護師が更新して管理記録として

綴じているほか、医師、衛生監視員、事務職スタ

ッフを含めた全スタッフが、変更業務や伝達事項

を情報共有して、安全な施設運営の一助にもなっ

ている。 
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③ 業務マニュアル 

業務マニュアルとして、日勤・夜勤看護師業務マニュアル PCR 検査介助、PPE 着脱法、急変時対応マ

ニ ュ ア ル （ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス (COVID-19) 患 者 に 施 す 蘇 生 ア ル ゴ リ ズ ム

https://acls.or.jp/dictionary/covid19-resources/を元に作成）、酸素投与マニュアルを作成した。 

 

急変時対応マニュアル         酸素投与マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ インシデントレポート 

 宿泊療養施設で発生するインシデントに対して、インシ

デント/ヒヤリ・ハットレポートを作成し、スタッフ間で共

有、また、カンファレンスも行い、再発予防のための業務改

善につなげている。 

 インシデントレポートには、PCR 検査後、検体スピッツ

をクーラーボックスに入れて搬送中に蓋が開き、検体液が

流れ出した例があった。カンファレンスを行い、対策を検討

した結果、検体スピッツが新しいものになり、蓋が完全に閉

まりにくくなっていたため、蓋がきっちり閉められている

ことをダブルチェックすること、必ず蓋を上にしてスピッ

ツは倒れて横にならないように、カップに入れる対策を検

討し、徹底したところ、再発を防止できている。 

 

https://acls.or.jp/dictionary/covid19-resources/
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3) 患者用パンフレット作成支援 

 患者用パンフレットの支援として、①入所時に配布するパンフレット「療養施設での過ごし方」ならび

に、②退所時に配布するパンフレット「退所後の過ごし方」について作成支援を行なった。 

① 入所時に配布するパンフレット「療養施設での過ごし方」 

入所時に配布する療養生活についての注

意並びに宿泊施設の使用についての注意

に関するパンフレットの作成支援を行っ

た。パンフレットの作成にあたり、新型

コロナウイルス感染拡大への対応に関す

る兵庫県看護系大学ネットワークの協力

も得て、実施した。 

●「療養施設での過ごし方」パンフレッ

ト URL：

https://www.dropbox.com/s/2jcnjrceuycn7ry/20200512%E7%99%82%E9%A4%8A%E6%96%BD%E8

%A8%AD%E3%81%A7%E3%81%AE%E9%81%8E%E3%81%94%E3%81%97%E6%96%B9%28%E6

%A1%88%29.docx?dl=0）。 

 

② 退所時に配布するパンフレット「退所後の過ごし方」 

退所時に配布するパンフレットの作

成支援を行った。内容は、Ⅰ.ご自身

の健康観察について（健康チェック

表）Ⅱ.こころのケア（セルフメンタ

ルチェック、相談先、職場復帰につ

いて）Ⅲ.生活環境について（自宅の

環境の整え方：消毒・清掃方法、同

居している方との過ごし方）を含

み、現在、Ⅳ.自治体の相談窓口を含

めたものに改定中である。 

●「退所後の過ごし方」パンフレット URL：

（https://www.dropbox.com/s/rudxz1sn4s73o0o/20200508%E9%80%80%E6%89%80%E5%BE%8C%E

3%81%AE%E9%81%8E%E3%81%94%E3%81%97%E6%96%B9%EF%BC%88%E6%A1%88%EF%B

C%89.docx?dl=0） 

 

https://www.dropbox.com/s/2jcnjrceuycn7ry/20200512%E7%99%82%E9%A4%8A%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%81%A7%E3%81%AE%E9%81%8E%E3%81%94%E3%81%97%E6%96%B9%28%E6%A1%88%29.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2jcnjrceuycn7ry/20200512%E7%99%82%E9%A4%8A%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%81%A7%E3%81%AE%E9%81%8E%E3%81%94%E3%81%97%E6%96%B9%28%E6%A1%88%29.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2jcnjrceuycn7ry/20200512%E7%99%82%E9%A4%8A%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%81%A7%E3%81%AE%E9%81%8E%E3%81%94%E3%81%97%E6%96%B9%28%E6%A1%88%29.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rudxz1sn4s73o0o/20200508%E9%80%80%E6%89%80%E5%BE%8C%E3%81%AE%E9%81%8E%E3%81%94%E3%81%97%E6%96%B9%EF%BC%88%E6%A1%88%EF%BC%89.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rudxz1sn4s73o0o/20200508%E9%80%80%E6%89%80%E5%BE%8C%E3%81%AE%E9%81%8E%E3%81%94%E3%81%97%E6%96%B9%EF%BC%88%E6%A1%88%EF%BC%89.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rudxz1sn4s73o0o/20200508%E9%80%80%E6%89%80%E5%BE%8C%E3%81%AE%E9%81%8E%E3%81%94%E3%81%97%E6%96%B9%EF%BC%88%E6%A1%88%EF%BC%89.docx?dl=0
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4) 支援者支援 

支援者支援として、①健康チェック表の作成、②支援者のこころのケアリーフレットの紹介を行なった。

現在、オリエンテーションパッケージ（COVID-19 について、PPEの着脱法、検査介助法、緊急時の対

応、身体症状ケア、精神的ケア、よくある患者の訴えに対するレスポンス、自身へのケア）を作成中であ

る。 

 

① 健康チェック表 

宿泊療養施設で働く全スタッフに対して、健康チェック表を作成し、配布を行い、施設内感染予防と同

時に体調の自己管理を促した。 

 

② 支援者のこころのケアリーフレットの紹介 

宿泊療養施設で働く全スタッフに、香港赤十字が作成し、日本赤十字社が翻訳した、「感染症流行期にこ

ころの健康を保つために〜新型コロナウイルス感染症に対応する職員の方々へ〜」

（http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/pdf/添付資料３：感染症流行期にこころの健康を保つために

〜新型コロナウイルス感染症に対応する職員の方々へ〜.pdf）を紹介し、配布した。 

 

5) 手作りフェイスシールドの提供 

軽症者施設において、フェイスシールドが不足

してきたため、本学有志職員により、てづくりフ

ェイスシールドが開発され、作成して施設に提

供を行った。また、その作成方法を伝えることに

より、施設スタッフによっても作成されること

となり、個人防護具をきらすことなく安全に患

者ケアを実施することができた。             写真 1 手作りフェイスシールド 

 

６）療養者向け手作りマスクの提供 

感染拡大に伴い、市場でマスク不足が深刻化していたことから

布マスクを作成し、必要としている人に届けたいという学生と

教職員有志による「いちかんマスクプロジェクト」が発足し、

趣旨に賛同した学生がマスクの作成を行った（作成経費は教職

員からの寄付）。作成された手作り布マスクは、励ましのメッセ

ージを同封し、療養施設を退所される療養者の皆様に届けた。

療養者の方からは、「退所後にマスクを買いにいかないといけな

いと思っていたので嬉しい」と、喜んでいただいた。             写真 2 手作りマスク                      

http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/pdf/添付資料３：感染症流行期にこころの健康を保つために～新型コロナウイルス感染症に対応する職員の方々へ～.pdf
http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/pdf/添付資料３：感染症流行期にこころの健康を保つために～新型コロナウイルス感染症に対応する職員の方々へ～.pdf
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7) 手作りメッセージボード 

本学では、緊急事態宣言下で、大学への通学や外出を自粛している学生に、新型コロナウイルス感染患

者の療養施設での隔離生活と看護を考える機会が設けられた。学生委員会から学生へ施設での療養患者

にメッセージを募集したところ、イラストや思慮深く未来を照らすメッセージが集まり、軽症者施設の

壁に掲示し、入所者を勇気づけている。 

 

写真 3 手作りメッセージボード 

 

参考資料：施設概要 

 

本報告書では、施設の確保の経緯、ゾーニングについては、割愛する。詳細は、令和 2年 4 月 9 日の

神戸市神戸市記者発表資料

（https://www.city.kobe.lg.jp/a06448/kisyasiryouteikyou/20200409singatakoronauirusukansennsyou.ht

ml）を参照されたい。 

神戸市における新型コロナ感染症軽症者宿泊所は、民間の研修施設１棟（5 階建て）を借り上げている。、

軽症者宿泊所として、1階が職員用フロアとして設置し、事務室・控室・物品倉庫がある。また、2 階〜

5 階までが療養者用フロアとなっており、居住スペースとは別に、wi-fi部屋、リネンやゴミの回収部屋、

PCR 検査室、防護服脱衣室があり、共有スペースである廊下に、冷蔵庫、電子レンジ、お茶・コーヒー

セット、配膳等棚を設置している。 

https://www.city.kobe.lg.jp/a06448/kisyasiryouteikyou/20200409singatakoronauirusukansennsyou.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a06448/kisyasiryouteikyou/20200409singatakoronauirusukansennsyou.html
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写真 4 療養者フロア廊下の共有スペース 

 

             写真 5 配膳等棚 

 

1. 居室数 

全 91 床。各階約 25部屋程度であり、全て個室（シングルルーム）である。部屋には、トイレ・浴槽・

ポットがある。洗濯機はない。 

 

2. 入居者数推移 

4 月 11 日〜5月 10日までのニチイ学館の平均入所者数は、28.8（5〜41）名であった。 

3. スタッフ数 

日勤：医師１名、統括行政保健師・看護師１名、行政保健師１名、看護大学１名、派遣看護師６名、衛

生監視員２名、事務２名夜勤：看護大１名、派遣看護師３名（医師と行政保健師はオンコール体制） 

4. 看護の役割 （新型コロナウイルス感染拡大への対応に関する兵庫県看護系大学ネットワークと合

同で作成） 

① 新型コロナウィルス感染症重症化の徴候を的確に把握し、必要な場合は入院医療に的確につなげる。 

② 安心して健やかな療養生活を送ることにより、感染症からの回復を促進する 

③ 支援者・スタッフの二次感染を防止することにより、施設運営が安定的に継続できるようにする。 

④ 退所後の生活を不安なく過ごせるようにサポートする  

⑤ 療養施設全体の管理業務を行い、入退所、検査数の把握、PPE 物品管理、インシデントレポート、

業務改善カンファレンスを通じ、安全な施設運営に努める 

  

看護業務 

日中・夜間の定期的健康観察(電話など) 

 ・健康状態の変化の観察・異変の早期把握 

・自身の健康への不安や感染による周囲への影響に対する不安などの軽減 

日中・夜間の療養者からの症状悪化時の電話への対応 
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 ・重症化の兆候の的確な判断 

・電話で重症化の兆候を受けてトリアージし、必要時 PPE装着し、訪室し、バイタルサイン測

定、フィジカルアセスメントを行う。必要時医師・統括保健師へ報告 

入所時やそのほかの機会を得ての保健指導 

 ・自身の健康への不安や感染による周囲への影響に対する不安などの軽減 

・健康的な生活リズムの維持支援 

・健康観察の継続支援 

退所時の保健指導 

 ・退所後の生活を見据えた生活指導や情報提供 

体調観察の継続、健康的生活の維持、自身の健康への不安や感染による周囲への影響に対する

不安のコントロール、職場復帰時期 

PCR 検査実施補助 

 ・PCR 検査準備（検査依頼書・検体ラベルの作成） 

・検査結果確認と患者への報告 

感染予防と健康管理 

 ・多職種スタッフ間の感染防止、健康チェック表を用いた自己管理 

 

 

 

 

看護管理業務  

入退所者確認 

 ・当日入所者（病院退院者/入院待機者）の受け入れ調整（時間など） 

・翌日入所者（病院退院者/入院待機者）の受け入れ調整と情報の打ち出し 

・翌日入所者のカルテの作成 

 ・退所者のカルテをホッチキスでとめて、本庁行きファイルに入れる 

管理日誌への入力 

 ・総入所者、入退所者数、（男女別） 

・PCR 検査予定数、実施数、結果（陽性者数、陰性者数） 

・伝達事項（施設管理においての新決定事項など、多職種とも共有） 

看護フロアマップ・ホワイトボードの更新 

 ・各フロアの総入所者数、入退所予定数 

・新規入所者情報の記入（氏名、年齢、入所日、発症日、最新 PCR検査結果、次回検査、特記

事項：既往歴・アレルギーなど） 
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・入所者の状態の変化（検査結果、不眠、便秘、不安など） 

・退所者情報の削除 

物品管理 

 ・PPE（マスク、手袋、フェイスシールド、ゴーグル、タイペック、ガウン、フットカバー、キ

ャップ）の在庫数確認と入力 

・各フロアの物品の補充と不足物品のオーダーを事務に依頼する 

・PPE 在庫数に応じた感染防御策・手順の見直し 

インシデント/ヒヤリ・ハットレポート 

 ・業務中に発生したインシデントまたはヒヤリ・ハットに該当する事象について、インシデン

ト（ヒヤリ・ハット）レポートに記入を促す 

・インシデントレポートファイルを看護スタッフ全員が読んでサインするよう促す 

・必要事例については、カンファレンスを実施し、事故防止策について、看護スタッフ間で検

討する 

業務改善カンファレンス 

 ・患者の要望や看護スタッフからの意見を基に、必要時、カンファレンスを行い、看護業務の

手順や内容、分担などについて再検討し、マニュアルの修正を行う 

 

 

5. 1 日のスケジュール 

時間 入所者のスケジュール 保健師・看護師のスケジュール 

6:00 起床 配膳準備 

7:00 朝食 管理日誌、管理ボード、フロア看護マップ更新 

8:00   

9:00 検温 申し送り 

PCR 検査（週 3 回。陰性者のみ翌日再検査実施） 

10:00  健康チェックの電話 

11:00  入所者案内と電話による入所オリエンテーション 

配膳準備 

12:00 昼食  

13:00 退所の人のみ準備 退所案内と退所後の生活指導 

14:00  翌日入所調整（行政保健師） 

15:00  PPE 在庫管理、カンファレンス 

16:00  管理日誌、管理ボード、フロア看護マップ更新 

17:00  配膳準備 
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18:00 夕食 申し送り 

19:00 検温 PCR 検査結果確認と結果説明 

20:00  健康チェックの電話 

21:00  翌日入所者のカルテ作成 

22:00  退所者のカルテ整理 

23:00  翌日 PCR検査依頼書と検体ラベルの準備 

0:00   

※適宜、物品補充、掃除等実施 

 

6. 検温と健康チェック 

各部屋に体温計を設置しており、入居者の検温は 9 時、19 時で実施してもらい、健康チェックの電話

は、内線を利用し、10 時、20時に実施している。カルテの健康チェック表に、体温、食事摂取量、排便

回数、症状の有無を記録し、症状の詳細や、患者の訴えについては、看護記録用紙に記録している。また、

PCR 検査時に全入居者の SPO2測定を実施している。頻脈や頭痛症状のある時や便秘を訴える際には、

脱水の可能性を考慮した質問の後、必要時水分摂取を促し、水やお茶を追加の提供を行った。 

今回、新型コロナ感染症で入院をしたところ、高血圧や糖尿病と診断され、薬物療法が開始された方も

少なくない。必要に応じて、血圧計の貸し出しも行ない、慢性疾患管理の教育も行っている。 

医療機関への搬送は、救急車での提携医療機関への搬送体制を確保している。 

入所者のメンタルケアについて、「家族に感染させたくない」、「職場復帰はどうしたらよいか、職場に迷

惑をかけたからやめるべきか」など退所前には様々な悩みを打ち明ける方が少なくなかった。入所の長

期化や検査結果によって不安が高まり、うつ傾向が強くみられることも生じてきたため、K6 （日本語版:

国民生活基礎調査で用いられるうつ・不安障害に対するスクリーニング）を用いて、メンタルスクリーニ

ングを行い、６点以上の方には、看護師の電話面談時間を多くとるほか、精神科医師のカウンセリングを

行い、退所後の相談窓口の紹介も行うようにした。これにより、入所者より、不安が解消され、安心して

帰宅できるという声が聞かれるようになった。 

 

7. 食事提供 

弁当業者と契約している。食事時間は、朝食 7時、昼食 12 時、夕食 18時であり。日中は衛生監視員

が、夜間は看護師が、食事時間の 30分前を目安に棚への配膳を行っている。 

朝食には野菜ジュースがついており、週 3回（月・水・金）はパン・サンドウィッチが提供されてい

る。また、製菓会社からの提供で、週 1 回お菓子が配布されている。 

 

8. 清掃 

共有部分の清掃は、日中に防護服・手袋・サージカルマスク・眼の防護服（フェイスシールドまたはゴ
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ーグル）を着用した衛生監視員が実施している。 

自室の清掃は、清掃用具を入所時に配布し、十分換気をした上で自己にて実施してもらっている。 

 

9. 日用品等の確保 

掃除用具や洗濯洗剤は配布し、そのほかに必要なものについては、家族からの差し入れや自身がネット

ショッピング等で購入したものを棚に配布している。 

 

10. リネン類 

洗濯機がなく、洗剤を提供し、自室の浴槽等で衣類等を洗濯している。シーツ、不足分タオル類は神戸

市が提供している。 

 

11. PCR 検査 

 保健所医師を中心に、週 3回実施し、陰性者は２４時間後（翌日）に再度 PCR 検査を実施し、陰性 2

回確認した上で退所となる。 

汚染エリアの PCR検査室で、防護服・手袋・マスク・フェイスシールド・手袋・シューズカバーを着

用した医師と直接介助の看護師が検査を実施し、清潔エリアの外回り看護師が入所者の手洗いとマスク

着用を促した上で検査呼び込みを行う等間接介助を行なっている。 

 

12. 物品管理・在庫管理 

施設に必要な物品等の発注ならびに物品管理は基本的に事務員が実施しているが、医療関連物品（防護

服・フェイスシールド・グローブ・キャップ・手指消毒・ハンドソープ・マスク等）の在庫管理のみ看護

師が行っている。特に医療関連物品の不足が顕著であり、在庫を確認して、一度使用したものを消毒する

などして、感染防御手順を更新している。さらに、フェイスシールドは、市民や大学教職員がボランティ

アで作成して届けている。 

 

終わりに 

資料作成にあたり、神戸市保健所の皆様には多大なる協力をいただきました。また、患者用パンフレ

ット等の作成におきましては兵庫県看護系大学ネットワークの皆様にご支援いただきました。 

ご協力いただきました皆様に心より感謝申し上げます。 

 

作成者：神戸市看護大学新型コロナウイルス感染症支援チーム 


