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はじめに 

 この度 2019 年 11 月から中国・武漢市を中心に発生した新型コロナウイルス感染症（以下 COVID-

19）は世界的に流行拡大し生命と生活を脅かし社会的にも大きな影響を及ぼした。全世界が感染症の危

険に晒されロックダウンや入国制限、オリンピック延期など人類が過去に経験していない事態に陥った。 

福井県内で初めて患者が確認されたのは 2020 年 3 月 18 日である。その後、感染は急拡大していき、

4 月 2 日の時点で、人口 10 万人あたりの感染者数が 3.88 人と、都道府県別では東京都に次いで全国で

2 番目に多くなった。福井県では、COVID-19 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、COVID-19 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。その後、6 月 22 日まで自治体保有の研修施設とホテルを利用した

運営を行った。福井県では、4 月 29 日以降、新規感染者は確認されておらず、現在、県内感染者は 122

人（7 月 11 日時点）にとどまっている。 

全国的な動向としては、5 月 25 日には政府から緊急事態宣言の解除が告示され、6 月 19 日以降は県

をまたぐ移動自粛も解除となった。しかし、その後 7 月に入り東京を中心に感染者は増加傾向にある。

感染症の歴史やこのような現状からみても、今後も⾧期的に世界的な動向を注視し、第 2 波・第３波に

向けた対応が必要となることは明らかである。医療が逼迫する場合、宿泊療養型施設は重要である。 

本マニュアルは、宿泊療養型施設における運営の実際を看護の視点から作成している。内容には、入所

者の受け入れ・退所、感染対策、記録用紙、支援者調整などを含め、わかりやすく解説している。 

今後も COVID-19 の感染拡大が懸念される中、感染症者や医療者の安全のために参考にして頂ければ

幸いである。 
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１．福井県における宿泊療養型施設について 

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）。 

福井県における最初の宿泊療養型施設は自治体保有の研修施設を利用したことで、療養環境の整備

に重点をおいた準備・運営が必要であった。その後はホテルも利用しており、今後、様々な形態の施設で

軽症者の受け入れを想定した準備・運営ができるよう、実践の記録をまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿泊療養型施設の入所対象者は「退院の陰性確認待ち患者」、「軽症者」、「無症状病原体保有者」であ

るが、①高齢者②基礎疾患あり③免疫抑制状態にある④妊婦⑤重症化のおそれがある⑥食物アレルギ

ーがある方は、宿泊療養型施設への入所対象とはならない。福井県では、4 月 12 日に新型コロナウイルス

感染拡大防止対策チーム内に入院コーディネートセンターが設置されたこと、また病床数の増大伴い、宿

泊療養型施設への入所は軽症者であっても入院を経てから入所する方針となっている。6 月 15 日現在ま

でに宿泊療養型施設に入所された方の詳細について。入所者数計 23 名、平均年齢 44 歳（4 歳～74 歳）、

平均入所日数 6.7 日（1 日～15 日）であった。入所日数 1 日の方については、74 歳、状態②と⑥に該当し

たため入所翌日に転院となった。それ以外の方の状態について、②として高血圧、糖尿病、高脂血症など

生活習慣病で内服加療されている方も数名おられたが、内服は自己管理できていた。状態⑥としてエビア

レルギーや鯖アレルギーがある方もおられたが、食事提供はアレルギー対応可能であった。 

現在までに福井県内に開設した宿泊療養型施設は以下の通りである。 

4 月 5 日～4 月 24 日 福井市少年自然の家（公表 20 床、運用可能 17 床） 

4 月 16 日～5 月 15 日 自治体保有の研修施設（非公表、運用可能 15 床） 

4 月 24 日～6 月 22 日 福井市フェニックスホテル（公表 80 床、運用可能 70 床） 
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２．入所者の受け入れと退所 

 

（１）入所者の受け入れ 

福井県では宿泊療養型施設の入所基準に該当する患者が発生した場合、各医療機関から入院コーディ

ネートセンターに当日の午前 10 時までに予約連絡を入れ、当日の搬送調整・入所を行う流れとなっている。

入院コーディネートセンター、および宿泊療養型施設のスタッフは、軽症者施設での受け入れについて問

題がないか患者情報について検討し、入院コーディネートセンターから各医療機関に入所の可否・搬送時

間・方法について返答する。各医療機関から宿泊療養型施設への移動は、県所有の SARS 車、MARS 車

で行う。宿泊療養型施設での療養生活に関しては、入所の説明と同意書を県から各施設に配信しており、

それを用いて各医療機関で事前に説明してもらうよう依頼している。 

 

 入所者の受け入れ時に看護スタッフが行うことは以下の通りである。 

 県の職員に搬送時間を確認し、搬送時間に間に合うよう受け入れ準備を行う。 

 居室を決定し（トイレが共用で複数ある場合はトイレも固定とする）、カルテ、患者一覧（ホワイトボード）

などの準備を行う。 

 入所時お渡し書類一式、部屋の鍵、リネンや日用品など、お渡しするものを準備する。 

 入所者入口で入所者を迎え入れる。入所時のお迎えは、1 メートル以上の距離をあけ、入所者と対面

しなければ、マスク・手袋のみ着用する。 

 SARS 車、MARS 車の扉をあけ、入所者に車から降りてもらう。汚染されていない手で運転手から情報

提供書を受け取る。 

 入所者入り口で看護師の携帯電話に電話してもらい、後の説明は携帯電話で行う。 

 

（２）宿泊中の生活 

宿泊中、看護スタッフとのやり取りは原則携帯電話で行い、1 日 1 回以上は体温測定をしていただくとと

もに、「自分の健康チェック表」に基づき体調を確認し記録に残した。また食事は食事置き場に取りに来て

いただくため、短時間のコミュニケーション、表情の観察が可能であった。37.5℃以上の発熱がある場合や

症状が増悪する場合は、共用エリアもしくは居室での観察もやむを得ず、またオンコールの医師に報告す

る想定をしているが、現在までに症状が増悪した入所者はおられなかった。 

宿泊中は原則として居室内で過ごしていただくが、マスク着用・手指衛生を行った上で共有スペースに出

ていただくことも可能とし、食事や休憩スペースを設置した。体温計は全室設置できる本数の確保ができな

かったため、血圧計・パルスオキシメーターと共に共有スペースに設置した。 

宿泊中、軽い運動ができるよう館内放送でラジオ体操を行い、施設が変わっても継続している。 

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。 
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（３）退所の流れ 

福井県では宿泊療養型施設においても、退所基準は症状の軽快が確認されてから 24 時間後に PCR 検

査を実施し、陰転化が確認された場合は更に 24 時間以後に再度検体採取を実施。2 回連続で PCR 検査

での陰性が確認された場合、退所可能としていた。 

（※5 月 29 日に退院基準が変更になったため、今後、宿泊療養型施設において PCR 検査は実施しない。） 

 退所時の説明は、令和 2 年 3 月 6 日の厚労省事務連絡「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」をベースとした説明書を用いて行っている。 

退所時の不明点として就業制限解除に関しては、現在令和 2 年 5 月 1 日に厚労省事務連絡「感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 18 条に規定する就業制限の解除に関する取扱いに

ついて」が通知された以降は、宿泊療養の解除基準を満たした時点で就業制限の解除を満たすとして説明

を行っている。 

 

退所の流れとして看護スタッフが行うことは以下の通りである。 

 

 退所基準を満たしたことをアドバイザー医師・看護師に報告（1 回陰性となった時点で報告）。 

 退所基準を満たし退所可能であることをご本人に説明。何時に誰が迎えにくるのか確認する。 

 退院患者への説明用紙に沿って説明する（説明用紙は入院時にお渡し）。居室のリネンを廃棄するこ

と、清掃を依頼。 

 居室の鍵は密閉できる袋に落とし入れて受け取る。 

（次の入所者には袋のままお渡しする。袋から出す場合はアルコール消毒を行う。） 
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３．宿泊療養型施設における感染対策 

 

（１）ゾーニング 

施設開設前に、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。同フロアに清潔と汚染区域が出来る場合は、区域をテープやロープ、パーテーションを用いて仕切りを

した。 

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。 

 

福井県おける宿泊療養型施設では、以下３つのゾーンに区域を分ける。 

 

 汚染区域をレッドゾーンとする。 

 清潔区域をグリーンゾーンとする。 

 入所者と近距離での接触を避ける為、中間区域としてイエローゾーン（1 メートル以上）を設ける。 

 

レッドゾーンに入る際の注意点は以下の通りである。 

 レッドゾーンで活動する場合はグリーンゾーンで必要な個人防護具（以下、ＰＰＥ）を着用し、活動後、レ

ッドゾーンで脱衣を行う。 

 レッドゾーンで使用する物品には赤色のテープを貼付し、清潔物品と汚染物品が交叉しないようにす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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（２）手指衛生 

標準予防策として、手指衛生は重要な感染対策の１つである。入所者や、入所者が触れたモノや環境は

ウイルスで汚染されている為、軽症者施設に関わるスタッフが感染しないためには、特にレッドゾーンに入

った後の手指衛生は重要である。新型コロナウイルスに有効な手指衛生として、手洗いとアルコール製剤

による手指消毒の 2 つの方法がある。 

 

 手に見える汚れの無い場合はアルコール（70～83vol%）による手指消毒を行う。 

 70～83vol%のアルコール消毒薬がない場合は、60vol%台でも可。 

 アルコール消毒薬がない場合や、手に見える汚れがある場合、食事の前、トイレの後は、石鹸と流水

を用いた手洗いを行う。 

 

施設によっては手洗い設備の数や位置が不十分な場合もあり、施設開設前には動線を考慮した手洗い

設備かどうかを確認する必要がある。不十分であった場合の対応として、以下の対応が考えられる。 

 

 60～83vol%のアルコール消毒薬を十分量確保し配置する。 

 簡易式の手洗い設備の設置を検討する。 

 手洗い設備に到着するまで、環境に触れない工夫をする。 

（注意点の掲示、扉がある場合は開けておく、扉は肘で開けるように指導するなど） 
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（３）個人防護具 

日本環境感染学会「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド」の、曝露のリスク評

価を参考に、必要な PPE）を選択し使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症は発症 2 日前から感染性を発揮するため、グリーンゾーンにおいてもス

タッフは常時マスクを着用する。 

 イエローゾーンで入所者と会話する場合、1 メートル以上の距離をあけ、15 分未満とする。 

 入所者はマスクを着用しているため、イエローゾーンでは上記を守った上、スタッフはマスクのみ着

表．医療従事者の曝露のリスク評価と対応 

（医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第 3 版、日本環境感染学会、2020 年 5 月 7 日） 
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用する（低リスクの範囲内）。1 メートル以上の距離を保てない場合、眼の防護具（フェイスシールド

又はゴーグル）を使用する。 

 入所時のお迎えは、1 メートル以上の距離をあけ、入所者と対面しなければ、マスク・手袋のみ着用

する。 

 イエローゾーンの環境に身体が触れる場合は、手袋やガウンを着用する。 

 レッドゾーンで活動する場合はグリーンゾーンで必要なＰＰＥ）を着用し、活動後、レッドゾーンで脱衣

を行う。 

 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、キャップを着用する。 

 脱いだ防護具はウイルスに汚染されているため、ビニール袋を被せた所定の廃棄容器に入れ、容

器の外に出ないよう適宜廃棄するなど配慮をする。 

 

 

 宿泊療養型施設の運営は医療スタッフだけではなく、PPE の着脱や選択が不慣れなスタッフもおられるた

め、看護スタッフは以下の掲示や指導を行う。 

 

 PPE の着脱手順や注意点を着脱場所に掲示、指導する。 

 清掃に入る場合や急変時など、場面に応じて使用すべき PPE を掲示、指導する。 

 

特に PPE やアルコール消毒薬は在庫確保が重要であり、県の職員が毎日在庫管理を行った。 

 

 

（４）環境清掃・消毒 

福井県における宿泊型療養施設は、入院を経て症状が軽快した方が入所対象となっているため、居室や

共用部分の清掃については基本的に入所者に行っていただく。入所の説明と同意書にその旨を明記し、入

所案内の際にも口頭で説明し協力を得た。入所者が清掃できない場合や、環境確認のためスタッフがレッ

ドゾーンに入る機会がある場合、スタッフが共用部分の清掃・消毒を行った。 

今後、宿泊療養型施設に軽症者だけでなく濃厚接触者が入所される場合は、1 日 1 回以上、共用部分
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の清掃・消毒が必要と考える。清掃・消毒方法に関することは以下の通りである。 

 

 開設前の準備として、スタッフが管理し難いホテルの備品は撤去する。（タオル類、パジャマ、コップ類） 

 入所者が居室を清掃できるよう、清掃道具を準備しておく。（トイレ・お風呂の清掃、清拭ワイプなど） 

 レッドゾーンの清掃・消毒・ゴミの処理を行う場合は、手袋・サージカルマスク・長そでガウン・眼の防護

具を着用する。 

 共用部分の環境消毒は 60～83vol%のアルコール消毒、又は、（0.05-）0.1％次亜塩素酸ナトリウム溶

液をペーパータオル等に吹き付けて清拭消毒する。 

 共用部分とは複数の入所者が触れる可能性のある箇所であり、共用スペースのテーブル・椅子・ドア

ノブ、エレベーターのボタン、ゴミ箱の持ち手、洗濯機表面などである。 

 トイレや風呂場が共用の場合、いつ・誰が・どうやって使用・清掃するかを決めておく必要がある。 

 スタッフが居室の清掃・消毒を行う場合、可能であれば退所から数日経過した後に行う。 

 グリーンゾーンの清掃・消毒は毎朝決まった時間に実施する。床清掃、テーブルなど高頻度接触面の

清拭消毒、トイレ清掃など。 

 グリーンゾーンにおいても、日中は 1 時間毎に 10 分程度の換気を行う。 

 

福井県においては、60～83vol%のアルコール消毒や次亜塩素酸ナトリウムが確保できなかった現状が

あり、以下の対応を行った。 

 

 60～83vol%のアルコール消毒は手指消毒用として優先的に使用する。 

 アルコールや次亜塩素酸ナトリウムが確保できない場合、低水準消毒や市販の環境清拭ワイプ、次

亜塩素酸水など、準備できた物を環境清掃用に使用する。 

※軽症者のみ入所されている場合。 

 

（５）廃棄物の処理 

廃棄物については、令和 2 年 4 月 2 日の厚労省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊

療養マニュアル」において、入所者エリアから出るゴミは感染性廃棄物に準じた取り扱いをすることと示され

ていたが、施設開設時には廃棄物処理業者との契約は成立しておらず、長期にわたり廃棄方法が未定で

あった。 

開設時より、入所者共用エリアには 90L や 45L のゴミ箱を設置し、各自治体の分別方法に応じゴミを回

収した。ゴミ箱には袋（2 重にするかどうかや袋の色などは決まっておらず）をかけて、8 割程度となった時

点で入所者やスタッフが施設内の所定の場所に収集していた。 

最終的に県と廃棄物処理業者との契約により、患者エリアのゴミはビニール袋に入れた上で、耐貫通・

密閉性のある容器（黄色のハザードボックス 40L）（以下、ハザードボックス）に入れることとなったため、県

の職員がゴミを入れなおさなければならない現状であった。 

今後、契約内容に変更がなければ、新たに宿泊療養型施設を開設する際には、以下の通り廃棄物の処

理を行う。 
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 施設開設前に、ゴミ集積場を決める。ゴミ集積場は入所者の邪魔・不快にならず、廃棄物処理業者が

回収しやすい場所を設定する。 

 宿泊療養型施設から排出するハザードボックスには「コロナ」または「C」と記載する。 

 入所者共用エリアに設置するゴミ箱は、ハザードボックスにゴミ袋を 1 重にかけたものとする。 

（現在のところ分別は不要） 

 スタッフが使用した PPE を回収するゴミ箱も、ハザードボックスにゴミ袋を 1 重にかけたものとする。 

 ハザードボックスが 8 割程度となった時点で、ゴミ袋の口をしばり蓋を閉める。 

 八ザードボックスを廃棄物処理業者に回収してもらう際には、全体をアルコール消毒する。 

 

 長期に渡りゴミが回収されないことで、ゴミの量や匂いの問題が考えられたため、以下のように対応を工

夫した。 

 生ゴミ用のゴミ箱は、ゴミ袋に新聞紙を敷いて使用し、定期的に交換する。 

 レッドゾーンに入る際は、ゴミ集積場の状況（匂いや破損がないか、害虫が発生していないか）を確認

する。 

 

（６）食器に関すること 

福井県における宿泊療養型施設では、事業者との打ち合わせにより、越前漆器に盛り付けた食事をインカ

ートクックシステムを使用することで、冷温を保持した状態で提供することができた。 

 厨房内にウイルス汚染された食器を持ち込まないため、食器返却場所に近い場所に IH カートを設置し、

95℃30 分（新型コロナウイルス対策としては 80℃10 分以上で十分であるが）の高温蒸気で消毒を行った

後に厨房内に食器を返却していた。厨房内においても食事提供の担当者が、高温消毒した食器は 2 回食

器洗浄機にかけ十分に乾燥する行程を経て、食器の清浄度を保持していた。 

 食事提供の担当者の中には、ウイルスに汚染された食器を取り扱うことに不安を訴えられ、宿泊療養型

施設の開設当初は食べ終わった食器に入所者およびスタッフがアルコールを噴霧した上で、IH カートに入

れる作業を行っていた（IH カートに入れる作業は看護スタッフが実施していた）。施設の移動のタイミングで、

アルコール噴霧について有効性や業務負担など担当者と相談し、現在は実施していない。 

 食器での食事提供時の感染対策として、以下を実施する。 

 

 食事提供の導線や IH カートの設置場所について十分に検討する。IH カートは食器返却棚になるべく

近い場所に設置する（ウイルスに汚染されている物を持ち歩くことを避けるため）。 

 食事提供はイエローゾーンに設置した棚への置き渡しとする。 

 イエローゾーンでの作業となるため、手袋・マスクを着用する。環境に身体が触れる場合はガウンを着

用する。 

 IH カートでの高温蒸気が食器に行き渡るよう、残飯は廃棄してもらい、食器は重ならないようにバラバ

ラにした状態で返却する。 

 95℃30 分の設定が実施できているか、記録に残す（記録用紙は事業者が準備していた）。 

IH カートの取っ手が汚染されないよう、汚染された手袋をつけたまま取っ手に触れない、肘を使って開ける。 
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（７）リネン類に関すること 

 リネン類について、令和 2 年 4 月 2 日の厚労省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊

療養マニュアル」において、体液で汚れていないリネンを取り扱う際は、手袋とサージカルマスクを付け、一

般的な家庭用洗剤等で洗濯し、完全に乾かすとの対応で差し支えないとある。 

しかし福井県における宿泊療養型施設では、事業者との打ち合わせにより使用したリネン類は購入また

は後日弁償という契約で、また、クリーニング所への委託も行っておらず、入所者毎に廃棄している。バス

タオルは多量の使用が予測されたため、ホテルの備品として部屋にあったものは全て撤去し、入所者に持

ってきていただくか、持ってきていない場合は個別にお渡しした。 

原則的にスタッフは、入所中および退所後のリネン交換は行わず、入所の説明と同意書にその旨を明記し、

入所案内の際にも口頭で説明し協力を得た。退所時には使用したリネンは前以て準備したリネン入れに入

れていただき、次の入所者が入る際にはリネンをお渡しし、各自で敷いてもらうようにした。 

 

（８）スタッフの健康管理 

 宿泊療養型施設で活動する医療スタッフ・県の職員は 3 回/日（9 時、15 時、20 時頃）に体温測定を行

い、記録に残す。 

 37.5℃以上の発熱がある場合はすぐに帰宅する。 

 レッドゾーンに立ち入った日時、滞在時間、理由を記録する。 
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４．宿泊療養型施設 看護記録等の様式（2020 年 4 月 25 日現在） 

 

【患者カルテ一式】 

□ 患者基礎情報 

□ 自分の健康チェック表 

□ 日々の記録 

 

【入所時お渡し書類一式】 

□ 説明事項及び同意書（入居のしおり） 

□ 入所者用施設案内（各施設に応じた物を作成） 

□ 自分の健康チェック表 

□ 看護師の携帯電話番号 

□ PCR 検査のご案内 

（⇒5 月 29 日退院基準変更にて以降不要） 

□ 退院患者への説明用紙 

 

【看護師記録一式】 

□ 看護日誌 

□ 常駐スタッフ健康管理表 

□ 看護師申し送り用紙 

□ 看護師出勤簿 

□ 医師出勤簿 

 

【その他】 

□ 看護師オリエンテーション 

□ 看護師業務スケジュール 

□ 汚染区域入室時間の記録（ノート） 

□ 申し送りノート 
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【患者カルテ一式】 

 

部屋番号： 氏名： 性別： 年齢： 

入室日時：  月   日（  ）   時   分【     病院  or  自宅  よ

り】 

本人携帯電話： 

緊急連絡先：電話番号            （氏名：       ／続柄：     ） 

アレルギー：無・有（                                ） 

内服：無・有（                                   ） 

既往歴  

現病歴 

 

備考（家族構成など）： 

 

重要な申し送り事項 

日にち 内容 記載者 
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日々の記録 

患者氏名： 

日時 出来事 サイン 
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【入所時お渡し書類一式】 

 

〇〇〇〇〇〇〇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に出ることはできません。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．健康状況の把握 

 ○毎朝 7時頃に検温を行い、「自分の健康チェック表」に体調などをご記入ください。

発熱や身体の不調がある場合は朝食を取りに来た際に看護師に報告してください。自

分の健康チェック表に記載いただいた内容については、毎日、看護師携帯電話で確認

させていただきます。 

発熱や身体の不調がある場合は、夜間であっても看護師の携帯電話にご連絡くださ

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、〇階のフロア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。 

 〇当施設においても PCR 検査を行います。検査対象の方は順番にお呼びします（16 時頃

の予定です）。PCR 検査室は 2 階にあります。エレベーターを降りて右手に設置して

あるパーテーションに沿ってお進みください。  

⇒5/29 退院基準の変更に伴い宿泊療養施設では PCR は行わない。 

 

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。居室から出入りする際は、必ず石鹸で手洗いをして頂くととも

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。 

        エレベーターは現在 1基のみを入所者専用としています。お待ちいただ

く場合がございますがご了承ください。 
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フロアの〇〇〇〇に非常階段がありますので前以てご確認ください。非常

時の避難はスタッフの指示に従って下さい。 

○部屋・設備：オートロックのため鍵はご自分で管理してください。退所の際には受け

取りされた場所までお戻し下さい。 

室内にあります固定電話は使用しないようお願いします。 

室内にありますケトル、ドライヤーなどは使用して頂いて構いませんが、

退所の際には使用前の状態にお戻し下さい。 

TV、インターネット接続（有線・無線）、冷蔵庫完備。 

管理上の都合により、室内にはタオル、パジャマ、コップはありません。

ご自身でご用意いただくか、共用スペースにありますので、お取りくださ

い。 

ホテルの自動販売機は使用できません。ペットボトルのお茶・お水は〇階

の共用スペースにありますので、ご自由にお取りください。 

 

○ 清  掃：入所中、スタッフはお部屋の清掃やリネン交換は行いません。居室内の

清掃は各自で行ってください。居室内やリネンがひどく汚れた場合など

は看護師にご相談ください。 

退所の際は必ず各自で清掃を行い、ゴミ箱も空にしてください。シー

ツ、掛布団用シーツ、枕カバーは各フロアの専用容器に小さく丸めてお

入れください（満杯になった場合は、お手数ですが〇階のごみ置き場に

お運びください）。布団などは必ず整えて下さい。 

トイレやシャワーの掃除も行って下さい。 

汚れがひどいなどあれば、退所時にお知らせください。 

 

○ ご  み：居室フロアのエレベーター前に共用のごみ箱が設置してあります。分別

は不要です。 

        共用のごみ箱が満杯になりましたら、お手数ですが、所定の場所までお

持ちください（入所されているフロアの皆さまでご協力ください）。 

 

〇 洗  濯：〇階に洗濯室がありますのでご利用ください。 

洗濯物はご自身もしくはご家族でお持ち帰りください（ごみが増えるた

め、施設内には捨てて帰らない）。 

 

○ 食  事：食事はお呼び出しさせていただく予定です。各自で〇階まで取りに来てく

ださい。食事が終わりましたら所定の場所までお戻しいただくようお願い
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します。食べ残しは部屋には捨てず、食事フロア内にある所定のごみ箱に

お入れください。 

 （食事をお配りする時間帯の目安） 

朝食：８時頃、昼食：１２時頃、夕食：１８時頃 

 

 〇 衣  類：各自ご用意ください。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 当施設では薬の処方ができません。処方は患者さんとかかりつけ医との間で交渉し

て頂きます。 

 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。 

  （差し入れは入所者専用出入口で受け取ります。到着したら看護師にご連絡下さ

い。） 

 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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新型コロナウイルスの陰性が確認され退所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所可能となります。 

・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、退所後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。 

 

市保健所名 電話番号 FAX 番号 管轄区域 

福井市保健所 保健予防室 0776-33-5184 0776-33-5473 福井市 

県健康福祉センター（保健所）名 電話番号 FAX 番号 管轄区域 

福井健康福祉センター 

（福井保健所） 

0776-60-1125 

0776-36-3429 
0776-34-7215 永平寺町 

坂井健康福祉センター 

（坂井保健所） 

0776-73-0626 

0776-73-0600 
0776-73-0763 坂井市、あわら市 

奥越健康福祉センター 

（奥越保健所） 

0779-64-5774 

0779-66-2076 
0779-65-8410 大野市、勝山市 

丹南健康福祉センター 

（丹南保健所） 
0778-51-0034 0778-51-7804 

鯖江市、越前町、越前市、

南越前町、池田町 

二州健康福祉センター 

（二州保健所） 

0770-22-3735 

0770-22-3747 
0770-24-1205 

敦賀市、美浜町、 

若狭町（旧三方） 

若狭健康福祉センター 

（若狭保健所） 

0770-52-1483 

0770-52-1300 
0770-52-1058 

小浜市、おおい町、高浜町、

若狭町（旧上中） 

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。 
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看護日誌 

日付：  月   日（  ） 

時間 出来事 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤務スタッフ（看護師のみ） 

 

勤務 氏名 

夜勤明け  

日勤  

夜勤入り  



24 
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看護師申し送り事項 

 

重要な申し送り事項のみ記載ください。 

日にち 内容 記載者 
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５．支援者調整と支援者への安全対策 

 宿泊療養型施設は医療機関が逼迫している状況での施設運営となるため、医療施設から

の支援者確保は困難であり、かつ急な潜在看護師への依頼も難しい。このため、看護職など

支援者不足となることを想定する必要がある。支援者を確保するためには、福井県と福井県

看護協会の連携が重要である。 

 

宿泊療養型施設の支援調整（4 月 4 日～6 月 22 日）の主な注意点について以下に述べる。 

（１）支援者本人と家族の同意 

  支援者本人が支援を希望してきた場合、まず家族への同意の有無を確認する。高齢者や

小児と同居している場合は、通所している福祉施設や幼稚園から利用を断られる可能性があ

る。支援内容について説明し、家族の同意を確認してから支援希望を受け入れる。 

２）派遣元との密な調整 

  入所の決定および PCR 検査結果の状況により、入所者は日々増減、あるいはゼロになる

こともある。このため、入所者の状況によって支援体制が異なることを想定しておく必要があ

る。支援日の変更やキャンセル時には、支援者本人と派遣元に直ぐに連絡する。施設からの

派遣の場合は、適宜、派遣元に入所者数の変化など状況を伝えておき、急なシフト変更の可

能性について説明し協力を得ておく。 

（３）オリエンテーション 

  施設支援については、環境もスタッフも仕事内容も異なるため、実際に仕事を体験しなが

らのオリエンテーションが効果的である。日勤は１人か 2 人勤務であるため、臨機応変に確実

に実施できなければならない。しかし、レッドゾーンに入居者がいる場合は、事前にレッドゾー

ン内を直接回ってオリエンテーションをすることができない。このため、支援者へのオリエンテ

ーション用紙は、できるだけ写真や図を挿入してリアルな内容にしておく。 

COVID-19 感染防止対策として標準予防策は徹底しなければならない、それに加え、刻々

と変化する感染対策情報も捉えながら対応することを説明する。オリエンテーションでは、感

染防止対策や入所者への対応、支援者自身の安全を守るための内容を中心に説明するが、

実際の勤務の場面では新たな問題が発生する。このため、相談に応じられる役割を決めてお

く。 

（４）コミュニケーション 

 支援者は各施設からの応援や潜在看護師などであるため、毎日支援者が入れ代わる。こ

のため、朝夕のミーテイングで、1 日の流れやお互いの仕事内容の確認を行い、問題発生時

には支援者全員が集合して話合いの場を持ち、他職種とのコミュニケーションによって早期に

問題を解決することが重要である。支援者同士のコミュニケーションが図れるような支援者活

動場所、記録場所などの配置を整える。 
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（５）情報 

 入所者の情報を取り扱うため守秘義務を守る。入所者から感染ルートや症状の変化などの

情報を得ることになるが、入所者から得た情報は他言しないことを周知する。また、感染防止

対策については、COVID-19 の性質などが明らかになるごとにその内容も微妙に変化してい

くため常に情報を確認し、対応時には限られた資源でよりよい方法を選択していく。 

（６）体調管理 

 午前と午後に 1 回ずつ検温と症状確認を行い記録する。体調が悪い時は、すぐに休むよう

にし、休み中も症状の変化を確認する。また、派遣元へ連絡し対応を検討する。超過勤務を

なくし栄養状態を整え、定期的に水分補給をする。 

（７）感染防止対策 

 標準予防策を徹底する。ガウンテクニックや手袋装着などは、必要時訓練する。入所者との

コミュニケーションは携帯電話で行い、対面時にも基本的に２ｍｍの距離を保つ。レッドゾー

ンに入り作業をした場合は、氏名と入室時間、退室時間、仕事内容をノートに記録する。最低

1 時間に一度の換気、室内の清掃および消毒を行う。ゴミは分別して適切な場所にまとめて

おく。支援終了時には、シャワーを浴びてから帰宅する。 

（８）入所者との信頼関係形成―”迅速さ””柔軟さ” 

 入所者との信頼関係の形成に努める。入所者にとって施設はストレスの高い環境である。

入所者から要望があった場合には、全員が見えるシートに内容を記載し、できるだけ早く対応

する。対応が完了した場合は、済と記載し、入所者への対応に遅れが出ないようにする。対

応策については、直ぐに話し合い、気づいたことはその都度吟味し柔軟に変更していく。変更

することについて支援者同士が共有できるように変更内容を伝達ノートに記載する。 

 

支援者シフト表の一例 

 

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 午前 午後 夜間

18 20 9 23 7 20:30 7 22 7 20:45 7 20 7 20:05

15 8

15 13　17:30 12

8:30 18

8:30 18

17:30 12:00

9 23 15 10 15

8 13 8 19

7 8:30 7

12 19:30

13 19

8 19

8 20:12

自然の家

10日(金)９日(木)4日(土) ５日(日) ６日(月) ７日(火) ８日(水)
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６．課題 

 新型コロナウイルスの感染拡大により急遽設置された宿泊療養型施設では、多くの課

題と向き合うことになった。今後も第２波 ・第３波が予測されている中、今回の経験と

教訓を踏まえて新たな段階の対応を模索していかなければならない。 

 以下に、課題を提示する。 

（１）支援者不足 

  ・病院との連携、潜在看護職などの確保、支援調整者の確保 

（２）物品不足 

  ・物品の購入と適性配備、物資の応用、高齢者や小児への配慮 

（３）自立意識 

  ・入所者の自立意識の醸成、コミュニテイ形成 

（４）連携 

  ・入所者情報に関する病院・保健所などとの密なる情報交換 

（５）検査 

  ・PCR 検査は結果判明までの時間短縮、検査による苦痛緩和 

（６）宿泊者の環境調整 

  ・手洗いなどの清潔環境、通信設備、冷暖房、換気、運動、娯楽など 
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（７）勤務者の環境整備 

  ・24 時間体制となるため夜勤時の宿泊環境、自宅に帰れないスタッフへの配慮 

（８）家族など面会調整 

  ・母子の面会、差し入れに対する臨機応変な対応 

（９）ゴミ対策 

  ・感染性廃棄物、一般ごみの処理に関する協定 
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おわりに 

 福井県における最初の宿泊療養型施設となった自治体保有の研修施設での受け入れは、4

月 24 日で終了し、その後、入所者はホテルへの移動となった。施設開始時より特に看護職

など支援者不足と物品の不足を補う日々が続いた。しかし、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の受け入れなどにより、ストレス問題にはかなり対応で

きた。支援者同士の感染防止への意識向上のための話し合いもなされ、日々方法を修正し工

夫していき、支援者が協力して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。入

所者および支援者同士の良好なコミュニケーションがスムーズな運営の鍵であった。 

医療者の支援者としては、医師による 24 時間オンコールの継続、県や医師会 ・看護協会

との連携による看護職の曜日固定など規則的な支援体制構築が日ごとに充実していった。

特に重要なことは、支援者が活動しやすい体制づくりである。支援者に対する風評被害は常

に存在するため、支援者には支援前に家族の同意があるかどうか確認し、自宅に帰れない支

援者は支援者専用の階の客室で宿泊できるような体制は整えられていったが、今後も支援

者が活動しやすい環境整備には配慮すべきである。 
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 入所者のストレスは、客室の環境調整、適度な人とのコミュニケーション、タイムリーな

電話対応、ラジオ体操などの身体運動、新聞の配布などによる情報などによりかなり軽減さ

れていた。しかし、入所前の施設情報の提供は更に重要な要素となる。病院入院中に施設に

関するオリエンテーションを臨場感を持って行うことは不安軽減に繋がる。6 月に各病院か

ら多くの看護職による施設見学の機会があり意見交換できたことは今後の病院との連携に

繋がり効果的であった。 

最後に、施設運営にあたり多くの支援者の創意に富んだ発想や良好なコミュニケーショ

ン、入所者個々への誠実であたたかい対応が入所者の安全に繋がったと考える。今後も更に

社会への信頼と安全安心に繋がる挑戦が続いていくことを期待したい。 
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参考 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の軽症者等の 

宿泊療養マニュアル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 
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１．はじめに 

○ 新型コロナウイルス感染症の患者の増加に伴う医療提供体制の移行については、「地域

で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策（サーベイランス、感染拡大防

止策、医療提供体制）の移行について」（令和２年３月１日付け厚生労働省新型コロナウイル

ス感染症対策推進本部事務連絡）で、その考え方が示されたところである。具体的に、医療

提供体制（入院）については、入院患者が増大し、重症者等に対する入院医療の提供に支障

をきたすと判断される場合には、 

・ PCR 検査陽性であっても、軽症者等は、自宅での安静・療養を原則としつつ、 

・ 家族構成（高齢者や基礎疾患を有する者等と同居しているか）等を確認した上で、高齢者

や基礎疾患を有する者等への家族内感染のおそれがある場合には、入院措置を行うとされ

た。 

 

 

 

 

 

「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策（サーベイラン

ス、感染拡大防止策、医療提供体制）の移行について（令和２年３月１日付け厚生労

働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）」抜粋 

４．医療提供体制（入院医療提供体制） 

（２）状況の進展に応じて講じていくべき施策 

＜入院医療体制＞ 

〇 地域での感染拡大により、入院を要する患者が増大し、重症者や重症化するおそ

れが高い者に対する入院医療の提供に支障をきたすと判断される場合、次のような

体制整備を図る。 

① （略） 

② 高齢者や基礎疾患を有する方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方、妊産

婦以外の者で、症状がない又は医学的に症状が軽い方には、PCR 等検査陽性であ

っても、自宅での安静・療養を原則とする。このとき、自宅療養中に状態が変化した場

合には、必ず帰国者・接触者相談センターやかかりつけ医に連絡するよう患者に伝え

るなど、重症化に備えた連絡体制を徹底する。 

なお、自宅療養中の家族内感染を防止する趣旨から、家庭での感染対策について周

知する（参考参照）とともに、家族構成（高齢者や基礎疾患を有する者等と同居してい

るか）等を確認した上で、高齢者や基礎疾患を有する者等への家族内感染のおそれ

がある場合には、入院措置を行うものとする。 



35 

 

○ 今後、更に新型コロナウイルス感染症の感染拡大が進み、入院患者の増加が見られた

場合、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

症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準

備について」（令和２年４月２日付け事務連絡）において、PCR 検査陽性となった新型コロナ

ウイルス感染症の軽症者等について自治体の研修施設等や民間の宿泊施設での宿泊療養

を実施する旨の方針が示されたところである。 

○ 本マニュアルは、具体的な「宿泊療養」の実施に当たって、当該施設を運営する職員の作

業手順や感染管理の留意点を示すとともに、宿泊療養を行う軽症者等（以下「宿泊軽症者等」

という。）に対する注意喚起事項等を具体的に明示することにより、安心・安全な療養環境を

実現することを目的として、作成したものである。 

○ なお、本マニュアルは、作成日時点の知見を基に作成したものであり､今後の新型コロナ

ウイルス感染症に関する知見の集積や地域における取組状況等を踏まえて、随時、見直し

があり得る旨を申し添える。 

○ また、本マニュアルは適切な宿泊療養の参考となる考え方を示したものであり、適切な感

染防止策を講じることを前提に、宿泊施設の形態等に応じた工夫をされたい。様式について

も、適宜改変し、工夫されたい。 

 

（１）枠組みの概要 

○ 症状等から入院が必要な状態ではないと考えられる軽症者等をについて、高齢者等の重

症化するおそれが高い者等が同居しているなどの家族感染のリスクが高い場合は、入院措

置とすることとしているが、病床確保の必要性等から入院措置が難しい場合には、代替手段

として、宿泊療養を行う。 

○ 医師や保健師等の専門職の関与が必須である一方で、これらの人材は貴重であるため、

各自治体においては、医師や保健師等が専門職でなければならない業務に集中できるよう

全庁的な体制で取り組むようにする必要がある。 

○ その際、自治体のみならず、医師会、薬剤師会等の医療系の各種団体や多くの民間の

事業者等の協力を得て、取り組むことが望ましい。 

○ 当該取扱については、都道府県がとりまとめることとするため、管内の保健所設置市及び

特別区分もとりまとめて枠組みを検討する。 

なお、都道府県と市区において協議が整った場合、それぞれ枠組みを整備する等の取扱を

することは差し支えない。 

○ 都道府県において、自治体の研修施設、公共的な施設（国の研修施設等）、確保困難な

場合には、ホテル等の民間宿泊施設等を借り上げ等により実施。 

○ 宿泊軽症者等については、建物外へ外出できないため、食事の提供のほか、健康管理

等を行う。 
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（２）対象者 

○ 「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自

治体における対応に向けた準備について」（令和２年４月２日付け事務連絡）の「２．宿泊療

養・自宅療養の対象及び解除の考え方」に基づき宿泊療養の対象とされた者 

 

２．都道府県における事前準備 

（１）宿泊施設等の確保 

① 必要な居室数の確保 

・入院施設の確保状況や軽症者等の発生状況等を見ながら、あらかじめ、必要な居室数を確

保。 

・必要居室数（職員用の居室等を含む。）に応じ、建物単位又はフロア単位での借り上げを行

う。（フロア単位での借り上げの場合、エレベーターの利用等について他の宿泊者と接触しな

いようにするなど、ゾーニング（感染領域と非感染領域を区分けすること）での工夫が必要） 

・居室は個室とする。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、同

室も可とする。 

・基本的には、トイレ、入浴設備を含め、個室での対応が望ましいが、難しい場合には、共用

も可能とする（宿泊軽症者等間での共用であり、職員との共用は避ける。）。ただし、共用とす

る場合は、宿泊軽症者等ごとに入浴時間帯を変える等の対応が可能な状況で確保すること。 

・生活支援等の対応を行う職員の宿泊用の居室（４（２）①参照）、事務局用の会議室等も確

保。なお、職員・事務局用の部屋の選定に当たっては、感染防護の観点から、宿泊軽症者等

と動線が分かれる位置に部屋を位置させることや換気状況等に配慮。 

・自治体の研修施設等のほか、確保できない場合は、仮設居室の設置や民間施設の利用等

も含めて検討する。 

・感染防護の観点から、職員と宿泊軽症者の動線や他の宿泊者との動線が分けられるなど

の適切なゾーニングを行うことができる施設を選定。具体的には、事前に、保健所又は感染

管理についての専門知識を有する者による下見を実施し、施設側と調整。② 宿泊施設等と

の調整 

・入居者数の見込みに応じて、宿泊施設側と相談の上、必要な物品等の確保の役割分担を

整理しておく。宿泊施設の職員等が当該業務に携わる場合にも、役割分担はあらかじめ明確

にしておく。 

・感染管理 事前に保健所又は感染管理についての専門知識を有する者の助言を得ながら、

施設側と調整。 

マスクや長袖ガウン（身体を覆うことができ、破棄できる物で代替可（カッパ等）。以下同じ。）

など必要な個人防護具を確保する。 

・食事の提供方法 宿泊施設側での提供の可否、提供できない場合の弁当業者等の事前契

約等 アレルギー食への対応状況、受渡方法の確認。 
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・日用品等の確保 宿泊施設にある備品（宿泊する職員用の備品を含む。）、受渡方法の確

認、不足分の確保方策の検討。 

・リネン類 体液で汚れていないリネンを取り扱う際は、手袋とサージカルマスクを付け、一般

的な家庭用洗剤等で洗濯し、完全に乾かすとの対応で差し支えない。体液で汚れたリネンを

取り扱う際は、手袋、長袖ガウン、サージカルマスクをつけ、消毒（80℃以上の熱湯に 10 分

間以上つける又は 0.1%（1000ppm）次亜塩素酸）を行う。具体的には個別の宿泊施設との関

係等で調整。なお、宿泊施設等において消毒を行わずにクリーニング所に委託を行う場合は、

指定洗濯物 を取り扱えるクリーニング所に依頼する。 

・利用中の共用部 

分の清掃・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（目を覆うことができる

物で代替可（シュノーケリングマスク等）。以下同じ。））、長袖ガウンを着用し、通常の清掃に

加え、ドアノブなどよく触る部分やトイレは 1 日 1 回以上、0.05-0.1%の次亜塩素酸ナトリウム

で清拭し、消毒を行うことを確認（清掃業者に委託も可）。施設利用者と清掃者が接触しない

よう配慮。 

・退所時の処理 個々の利用者の退去時の対応及び施設全体を撤収する場合の対応それぞ

れについて、片付け、清掃、消毒までの処理方法、費用等の調整。 

・廃棄物の処理 宿泊軽症者等の食事ゴミ等は、基本的に感染性廃棄物として処理する等、

ゴミの種類ごとに処理方法を確認。 

・各居室との連絡方法 

内線、館内放送等、居室内の施設利用者との連絡方法の確認等。 

・在庫管理（備品等） 

在庫管理の方法・場所等について、施設側と調整。 

・急変時の対応 体調急変時の搬送手段と搬送先となる医療機関の確保・調整。 

・事務局の作業のための備品の確保 

机、椅子、ホワイトボード、PC、プリンター、複合機等、携帯電話（外部との連絡用）、食事提

供のための作業台（弁当を一人分ずつビニール袋に分ける等のための長机等）等の確認、

不足分の確保方策 

・ストレスに対する支援体制 

精神保健福祉センター等の活用を検討する。等 

③ 搬送手段の確保 

・宿泊施設までの移動は、公共交通機関を避ける観点から、民間救急車の活用や、宿泊施

設の協力を得て、バスやレンタカーを用意しておくなど、可能な限り搬送手段を確保しておく。 

④ 施設利用者の費用負担等の考え方の整理 

・ 宿泊療養については、軽症者等が、高齢者、基礎疾患を有する方等の重症化するおそれ

がある者と同居している場合は、基本的には、当該高齢者等への感染を防止するため、入院
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による対応をとることが望ましいものの、病床確保等の必要性から、代替手段として行うもの

である。こうした趣旨を踏まえると、例えば、入院措置と同様の費用負担とするなどが考えら

れるが、都道府県においては、宿泊軽症者等が負担すべき費用の範囲をあらかじめ定める。 

⑤ 宿泊施設の所在する市町村等との調整 

・ 上記のほか、宿泊施設の所在する市町村等の関係者と、必要な対応等について調整。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）利用者の調整（都道府県の調整窓口） 

・宿泊療養の対象となり得る患者が確認された場合に、医療機関が連絡すべき都道府県の

連絡先をあらかじめ定め、医療機関に周知。 

・PCR 検査実施時・診断時等に、患者から聴取する事項等を整理し、医療機関へ配布。 

（３）宿泊施設における運営を担当する人員体制の確保 

【ゾーニングに関する考え方】 

○ 清潔な領域（清潔区域）とウイルスによって汚染されている領域（汚染区域）を明確に

区分けすることが感染拡大防止のために重要である。 

○ 区分けをした上で患者は汚染区域でのみ生活し、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する。 

○ 宿泊軽症者等が宿泊施設に到着した際には、事務手続や宿泊中の注意事項の説明

を受けることが想定されるが、可能な限り広い空間の隅に受付を用意し、他の清潔区域と

区分けしていることがわかるようにする。なお、受付を担当する職員は手袋・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、手指衛生を保つ。宿泊軽

症者等側もサージカルマスクを着用。 

○ 宿泊軽症者等が生活する場と職員が滞在する場所のフロアを分けるなど、宿泊軽症

者等と職員が接触することのないよう、配慮する。 

○ 検体採取など感染リスクの高い医療行為をする場合は、手袋・サージカルマスク等・

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）を着用（※）、原則として 1 回

ごとに取り換える。使用した防護具を着脱する場所は他の場所と明確に分け、未使用の

防護具は床ではなく、机上に置く。また、特に、脱ぐ場所は汚染領域となるため、テープや

ロープで仕切りをし、他の職員がその領域に誤って立ち入らないようにする。 

※「新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点」（令和２年３月 11 

日付け事務連絡）参照。 

○ 脱いだ防護具は汚染されているため、危険マークや赤色など目立つ形のビニール袋

に入れ、汚染物が袋の外に出ないよう、配慮する。 

○ 宿泊軽症者等がエレベーターを使用する場合、使用前後で必ずボタンを消毒する。ま

た、職員が使用する場合も前後で手指をアルコール消毒する。 
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・以下のような体制が必要になることを見据えて、事前に施設運営を担当する人員体制を調

整しておく。なお、以下の体制については、宿泊施設や業者等の体制や地域での宿泊療養

施設数等に応じて、適宜縮小・拡充すること。 

・施設運営に携わる職員に対しては、あらかじめ、保健所又は感染管理に知見を有する医師

により、感染防護対策について十分な指導を行う。 

・施設運営に携わる職員の体調急変時の連絡先・連絡方法を決め、職員に説明・周知。 

 

（必要な体制と役割分担例） 

① 全体統括責任者 

② 総括ロジ班（全体調整） 

・宿泊者名簿等の管理 

・宿泊者に対するお知らせ（紙・放送・アプリ等） 

・鍵の管理 

・事務局員の管理 

・活動記録の作成 

・施設利用者からの費用負担についての全体管理 等 

③ 保健医療班（宿泊者の健康管理） 

※保健師又は看護師を配置（日中は常駐、夜間はオンコールでの対応としても可）。医師は

オンコール以上での対応（日中・夜間）。必要に応じ、薬剤師も確保（近辺の薬局との連携で

の対応も可）。 

・宿泊者の健康管理（健康状態の把握） 

・宿泊者の健康面での相談等への対応 

・急患発生時の対応 

・事務局員に対する感染防護対策の指導 

・衛生資材の在庫管理、確保等 

④ 食事班 

・食事の手配（宿泊者及び支援者用） 

・食事内容の管理（熱量、栄養、アレルギー等特別の配慮を要する者への対応）について、業

者との調整 

⑤ 生活支援班 

・日用品・消耗品、リネン類（タオル、シーツ等）の管理、業者との調整、受け取り等 

・宿泊者からの要望対応（健康関連は保健医療班） 

・宿泊者への荷物の受け取り 

 

⑥ 物資等配布回収班 

・居室への食事、荷物等の配布 



40 

 

・ゴミ、使用済みリネン類の回収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．宿泊療養施設の利用者が発生した場合の流れ 

（１）宿泊施設までの流れ 

・医療機関において、新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者の診療を行い、入院を要

する症状でないと判断され、同居家族等の状況等から、宿泊療養を要することが確認される

場合、都道府県等の窓口に連絡。その際、PCR 検査結果の出る時期についても共有。保健

所設置市及び特別区にあっては、必要に応じ、都道府県に共有。 

・都道府県において、同居家族の状況等の確認。入院病床の状況や宿泊療養の入居可能状

況を踏まえ、宿泊療養又は自宅療養の調整を行う（ただし、自宅療養は、当該患者と同居家

族等の生活空間を完全に分けることができる場合に限る。）。 

※自宅療養に当たっての生活空間の区分けは、高齢者等である同居家族が近くの親戚宅等

に居所移動を行うことによる対応でも可。その可否の判断等に当たっては、心身の状況や、

その特性、移動の困難度等について丁寧に聞き取りを行い、かつ、説明を行う。 

・PCR 検査結果が出るまでの間、都道府県においては、宿泊療養先の候補の選定等の準備

を行い、患者は、日用品の準備等の宿泊療養の準備を行う。 

・医療機関においては、食事アレルギー、健康情報等や服用中の薬剤の必要事項の確認。

服用中の薬剤がある場合は、２～３週間分（宿泊療養期間中分）を処方。調剤された薬剤の

薬局等での受取は、宿泊療養の関係職員が行う 

（宿泊施設へ移動する前に医療機関で受け取れる場合には、施設利用者が自身で受け取

る）。 

・施設利用者に対し、都道府県・宿泊施設等に共有する旨を伝えた上で、都道府県に情報を

共有。 

・PCR 検査結果について、医療機関から都道府県の窓口に連絡。確定患者かつ軽症者等で

あることが確認された場合には、都道府県において宿泊施設へ連絡、受入準備を依頼。 

・都道府県において搬送手段を手配。 

【職員に対する感染予防策で伝達すべき事項に関する考え方】 

○専門家から、以下の事項の具体的な手順や手法について、研修を受ける 

・適切な手指の手洗い、アルコール消毒を徹底する。 

・適切な感染防護具の着脱方法を確認する。 

○１日２回の検温など職員の健康管理の徹底と、体調異常の際に報告する仕組みを構築

する。 

○ 交代勤務を徹底し、十分な休養を確保する。 
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・宿泊施設への搬送までに時間がかかることが見込まれる場合には、都道府県から医療機

関に対し、軽症者等の待機場所の確保を依頼。 

・都道府県において、宿泊施設に関する注意事項や、事前に宿泊施設に準備されている備

品と利用者負担が必要な物のリストを作成し、医療機関にいる間に渡すなど、可能な限り早

い段階で、施設利用者に渡しておくことが望ましい。 

（２）宿泊施設等における準備 

・宿泊予定の部屋、施設側で準備することとなっている備品等の準備。 

４．宿泊施設等における対応 

（１）施設利用者の受け入れ 

・到着後、施設利用者への説明 

 

※想定される説明内容の例： 

・入所中は外出せず、職員の指示に従うこと。 

・入所中の緊急連絡先の確認、退所後の居所・費用の請求先の確認 

・施設利用者が負担すべき費用の範囲 

・健康報告の方法。特に発熱時には直ちに報告することを依頼。 

・緊急時の対応 

・食事・洗濯等の生活基本情報 

・施設内の利用可能部分や利用時間 

・宿泊軽症者等同士の接触について全面禁止することは要しないが、なるべく接触は減らす。

居室から出る場合（共用部分（廊下等）の利用時）には、必ずサージカルマスクを着用する、

他の施設利用者と２ｍ以上の間隔を空ける等の配慮（ただし、外部の人との面会は禁止） 

・飲酒・喫煙禁止 

・ネットショッピングを行う場合の受取等の取扱 

・宿泊施設に準備されている物品と、そのうち利用者負担が発生する物のリストの説明 

 

 

・全体的な総括説明を行う職員と保健師の２名以上で対応。 

・対面で対応する場合には、職員（看護師等を含む。）は、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。宿泊軽症者等側もサージカルマスクを着用。換

気のよい広めの部屋で実施する。 

・入所時期・退所予定時期・部屋割りは、台帳等を作成し管理。（様式４、様式５） 

・可能であれば入所者の居室は建物の中で一定地域に集めて配置する。入居時も、近い場

所（同じフロア、隣室など）の部屋から順に入室させる（コホーティング） 
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（２）宿泊中の対応 

①基本的な考え方 

・標準予防策に加え、飛沫接触予防策を原則実施する。 

・建物外（フロア単位管理の場合は、フロア）から出ないように指導・協力のアナウンスをする。

（様式６） 

・十分換気を行うことについて、指導・協力のアナウンスをする。 

・体温計は各部屋一つ配布 

・要望があるときの連絡先を定め、基本的には電話で対応する 

・対面しての説明時は、職員は、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）をつける。宿泊軽症者等側もサージカルマスクを着用。 

・生活支援等の対応として、職員が24 時間常駐。ただし、宿泊軽症者等からの連絡は、原則

として、朝食時間より前から夕食時間より後までの間（例：７時～21 時など）に、内線電話等

で受け付け、夜間は緊急時（特に体調変化については必ず）のみ受け付けることとしても差し

支えない。なお、専門職の体制は、２（３）②保健医療班のとおり。 

②生活面のサポート 

・宿泊軽症者等は、宿泊療養中は外出できないため、日常生活を維持するためのサポート

（物の調達、配布、回収など）を全面的に対応する。 

・宿泊軽症者等へのお知らせは手紙や電話等でこまめに知らせることが望ましい。（人と接す

る機会が減少していることからくる不安の軽減にもつながる。） 

・原則として、職員は、宿泊療養開始時の説明等を除き、宿泊軽症者等と顔を合わせて対応

することはしない。 

・利用者は時間を区切った上で、居室から出られることとする（ただし、建物内に限る。）。その

際、宿泊軽症者等はサージカルマスクを必ず着用する。宿泊軽症者等同士の接触について

全面禁止することは要しないが、なるべく接触は減らすようにする。 

居室から出られる時間帯については、職員による食事等の配布時間帯を避けるなど、職員と

接触しないような時間帯で設定する。 

・感染予防策（宿泊軽症者等と対面で接触する場合以外）は、サージカルマスクと手指衛生で

対応。 

・食事やリネンは職員が配布するが、受渡しは、直接行わない。 

・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の対応。 

・食事は、原則として、各部屋の前に届ける。ただし、宿泊軽症者等が無症状である場合は、

宿泊軽症者等にマスク着用を徹底させた上で、決められた時間帯に自ら食事置き場に取りに

行くなど、職員と接触しない形での配布が可能であれば、配布方法を工夫しても差し支えな

い。 

・リネン・タオルについても、食事と同様の取扱とする。 

・ゴミについては、ゴミ袋を配布し、部屋の前に置いたものを職員が回収する。ただし、食事と
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同様に、宿泊軽症者等が無症状である場合には、職員が軽症者等と接触することなく、衛生

的に回収することが可能であれば、各フロアで施設利用者が自ら入れるなどの対応を取って

も差し支えない。 

・居室内の清掃は、必要に応じ、宿泊軽症者等自身が行う。入居時に簡単な掃除用具を配布。

トイレや洗面台等の掃除道具等も配布しておくことが望ましい。 

・洗濯は、必要に応じ、宿泊軽症者等が居室にて手洗いを行う（宿泊施設に利用できる洗濯

機がある場合には、洗濯機を利用）。入居時に洗剤、洗濯物干しハンガー等の必要な備品を

希望に応じて配布。 

・宿泊軽症者等は、原則として居室内で過ごすことになるため、各居室には、Wifi 環境及びテ

レビを準備することが望ましい。また、図書館等とも連携して、図書の貸出等の検討も行う。 

・ホテル等の施設内においては散歩等の定期的な軽い運動を推奨する。時間を決めて居室

の外や宿泊施設の敷地内のスペースで歩くことを勧めることや軽い体操の方法のリーフレッ

トを配布するなどを行うことが望ましい。 

・閉鎖環境において、病院に入院するよりも他者との接触機会が少ないことから、必要な対応

を検討する。具体的には、専門家とも相談の上、精神保健福祉センター等の協力を得ること

を検討する。 

・その他の備品として、ビジネスホテル等の通常の備品（歯ブラシ、ドライヤー、ポット、お茶・

コーヒー等）を参考に、必要なものを準備しておくことが望ましい。 

※タオル・歯ブラシ、お茶・コーヒー等の日用品等の利用者負担については、あらかじめ負担

範囲を定めておく。 

③健康管理 

・看護師・保健師は、居室へ 1 日 1 回は電話等により連絡し、健康状態を確認。確認に当た

っては、入居時に配布する健康観察票（健康管理アプリ等も可）の項目に基づき、宿泊軽症

者等から聞き取りを行う 1。聞き取った内容は、健康観察票と同じ様式に記録する。（様式７） 

・体温は１日２回測り、看護師・保健師による健康状態の確認の際に、あわせて聞き取る。た

だし、発熱時には、直ちに事務局に報告してもらうようにする。 

・自覚症状があるなどの申告があった場合に、前述の予防策を遵守しつつ、対面での健康観

察を行う。熱がある、喉が痛いなどの新型コロナウイルス感染症の増悪が疑われる場合や、

それ以外の疾患が疑われる場合は、医師に連絡し、指示を受ける。医師による診察は、電話

等情報通信機器による診療等の活用を検討しても差し支えない。必要に応じて、医薬品の処

方（薬局との連携による対応も含む）や、症状・容態によっては、医療機関への救急搬送を行

う。なお、搬送の段取りや搬送先については、あらかじめ、市町村の救急担当部署や搬送先

候補となる医療機関と調整しておく。 

※療養施設の運用に携わっている期間は、職員についても毎日体温確認、体調チェックは行

う。 

・医薬品が処方され、薬局で調剤する場合は、薬局における服薬指導は電話等情報通信機



44 

 

器を用いて行うことも可。電話等情報通信機器を用いた処方、処方箋の取扱い及びその調

剤についても次の事務連絡によるものとする。 

－「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や

処方箋の取扱いについて」（令和２年２月 28 日付け事務連絡） 

－「新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の

臨時的・特例的な取扱いについて」（令和２年３月 19 日付け事務連絡） 

④ゴミの対応 

・弁当のゴミや非医療従事者が使用した手袋などは、感染性廃棄物として廃棄する。 

・客室からのゴミは、前もって配布した大型のビニール袋に入れてもらい、客室の外に出して

もらう形で回収。職員が、手袋、サージカルマスク、長袖ガウンをつけて回収。 

・職員の PPE については、医療廃棄物として対応する。 

５．施設利用者の退所 

（１）退所基準 

・原則として、退院基準と同様の基準により、宿泊療養を解除。基準を満たすことが確認され

たときに、宿泊軽症者等に帰宅可能である旨を伝える。 

※退院については、症状の軽快が確認されてから 24 時間後に PCR 検査を実施し、陰転化

が確認された場合には、当該検査に係る検体採取から 24 時間以後に再度検体採取を実施。

２回連続で PCR 検査での陰性が確認された場合に、退院可能。 

・ただし、宿泊療養中・自宅療養中の軽症者等に PCR 検査を実施する体制をとることにより、

重症者に対する医療提供に支障が生じるおそれがある場合には、宿泊療養を開始した日か

ら 14 日間経過したときに、解除することも可能。その際、当該 14 日間も、保健師・看護師に

よる毎日の健康観察を実施し、症状に大きな変化がある等の場合は、医師の診察を受け、必

要な場合には入院対応を行う。 

・PCR 検査については、体温や自覚症状等を把握した上で、軽快していると保健医療班にお

いて考えられる場合は、帰国者・接触者外来等 PCR 検査実施可能な医療機関と調整の上、

搬送し、医師の判断により、検査を実施する。なお、適切な感染防御を行った上で、医師が宿

泊施設に赴いて検体採取することも可能とする。 

（２）施設利用者の退所手順 

・施設利用者は、必要な荷物を片付ける。 

・健康状況が変化した場合の連絡先を伝える（退所の基準を確認した医療機関で連絡先を伝

えてもよい。） 

・宿泊費の自己負担の費用負担の伝達（振り込み先等）又は追って請求する旨を伝える。 

（３）退去後の居室の清掃等 

・退去後は、室内の家具・備品の消毒及び十分な換気を行う。 

清掃は、通常の宿泊施設等と同様の清掃に加え、次亜塩素酸 0.1％溶液及びアルコールに

よりドアの取っ手やノブ、ベッド柵等を拭く。 
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・清掃・消毒の際は、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）、

長袖ガウンを使用して行う。 

・リネンは、体液で汚れていない場合は、手袋とサージカルマスクをつけ、一般的な家庭用洗

剤等で洗濯し、完全に乾かすとの対応で差し支えない。体液で汚れたリネンを取り扱う際は、

手袋、長袖ガウン、サージカルマスクをつけ、消毒（80℃以上の熱湯に 10 分間以上つける又

は 0.1%（1000ppm）次亜塩素酸）を行う。具体的には個別の宿泊施設との関係等で調整。 

６．宿泊施設借り上げを終了する際の対応 

（１）清掃等 

○５（３）の退去後の居室の清掃等と同様の対応でも差し支えないが、施設側と調整の上、必

要に応じて消毒等適切な対応を行う。 

（２）運営に携わった職員の健康管理 

○運営に携わった職員については、感染予防策を適切に取っている場合、濃厚接触者とは

ならないが、体調に変化があった場合には、速やかに電話相談し適切な対応を取ることとす

る。 
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