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新型コロナウイルス感染症の影響に関する新型コロナウイルス感染症の影響に関する新型コロナウイルス感染症の影響に関する新型コロナウイルス感染症の影響に関するアンケートアンケートアンケートアンケート    

（2021 年 2 月 5 日送付 回答 147 件） 

 

〇人材確保〇人材確保〇人材確保〇人材確保    

【介護支援専門員部会】 

・なし。 

・特になし 

・なし。確保できている。 

・現時点では影響なし。 

・今のところ、何の影響もない。 

・今のところ人員確保はできている。 

・現在のところ、支障なく運営できている。 

・現在（子育て世帯が少ないため）そこまでの苦慮はないが、今後はわからない。 

・居宅は担当者がいるためにお休みされたときは他のケアマネが対応している。 

・当事業所スタッフの家族で影響を受けた者がなく、現在は通常通りの人員で営業しております。 

・職員の夫が看護師をしており、コロナの濃厚接触者となったため、出勤停止としたが、在宅業務に切り

かえたため問題はなかった。 

・自分が感染すれば人員を確保するには困難と思われ、感染防止のため、十分気を配っている状況です。

自分が感染しないだろうかと常に心配しています。 

・コロナウイルス感染症の影響の有無は不明確ですが、募集しても来ず、人が確保できない。 

・小学生等のいるもののおり、急な休みが入ることがある。その時は他のケアマネで対応するなど工夫し 

ている。 

 

【訪問介護部会】 

・特に問題ない。 

・現在のところ、影響はありません。 

・人材確保は十分にできている。 

・現在影響ないが、人員確保は調整するようにしている。 

・なんとか確保できている。 

・コロナウイルスに敏感な職員（パート）は休みを希望されることもあります。 

・発熱や吐き気、体調不良を申し出てくるスタッフは休んでもらうため、人員確保が困難である。 

・現在、ギリギリの人員で稼働しているために、もしもの場合人員が減少した場合が、運営が厳しい。 

・現在は休みを取っている人はいないが、ギリギリの人員でシフトを組んでいるので場合によっては足

りなくなる可能性はある。 

・職員が熱発などで PCR を受け、結果が出るまでの 3 日間程度、休みを取らざるを得ないので人員的に

苦しくなることがある。 

・職員家族が PCR 検査対象となった場合、検査結果出るまで休暇扱いとなる為、その都度訪問調整する

必要が生じ、人員確保に苦慮する。また、利用者サービス提供時間変更が生じている。 

・体調が悪い職員があり、急遽シフトを入れ替えたことは数回発生している。 

 

【福祉用具部会】 

・問題なし 
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・人員確保はできています。 

 

【訪問看護部会】 

・現状、コロナウイルスによる人員確保に苦慮はしていません。 

・学校、保育園に通っている家族が今はスタッフの中にいませんので、影響はないです。 

・なるべく新規を増やさないようにし、現在は無理のない様な訪問を心掛けている。（人員確保は望めな

いので） 

 

【障害者部会】 

・現在のところ特になし。 

・今のところ感染はないが、職員が自粛で休んだりして、人員の確保が難しいと感じるときはある。 

・スタッフが発熱した場合、利用者・ご家族に詳細を報告し、そのうえで利用されるか決めて頂きました

（コロナではなく欠勤させた）。 

・スタッフの家族が発熱した場合休んでいただいているので突然人員が不足し、努力はするが、どうして

も利用者様に迷惑をかけてしまう。（いつものサービスの質に差が出てしまう） 

 

【小規模多機能部会】 

・特に問題なし。 

・現状では影響なし。 

・特に問題なし。家族（小学生）で PCR 検査された方がいたが陰性だった。職員は結果が出るまで休ん

でもらった。 

・今の段階では職員の家族や周囲の環境の中でも感染者はなく、影響はない。あってもまだ施設内の職員

で補えている。 

・現在コロナ感染者はでていないが、学校・保育園での感染が出れば休みを取らざるを得ない職員が出て

くる。そうなれば、状況次第では人員確保に追われ、通いの人数を減らすなどの対応が発生する。 

・現在はスタッフで協力して困っていることはないが、例えば事業所内でコロナが発生した際に人員確

保が必要になる可能性がある。 

・1 名発熱した職員がいたときは感染を疑いあり PCR 検査の結果が出るまでは他の職員で何とか補うこ

とができたが、数人体調不良で休みを取らざるを得ない状況になったときは人員確保できるか不安で

ある。 

・職場で学校や保育園の発生によるコロナ休みや同居家族の発熱時の勤務についてなかなか勤務 OK・

NG の線引きが難しい。 

・介護士の入職が少なく、人員確保による異動などをしないといけない。 

・昨年 7 月に事業所にてクラスターが発生しましたが、離職はなかった。 

・人員に余裕がないので、休みが必要なスタッフが出た場合は影響がある。すぐに補充も困難。 

・昨年 10 月よりミャンマーから技能実習生が来る予定でしたが、新型コロナウイルスの影響でまだ来て

いない状況です。愛知県等他県から応募があり、内定していたが、緊急事態宣言により移動が困難にな

ったため内定取り消しになった。 

・コロナの影響でハローワークを通じての応募が激減した 

・新たな介護職員の確保が難しく、現場の介護士が不足気味の中、職員のちょっとした体調不良でもコロ 

人材確保 
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ナ禍から休みを取らせているが、その分が健常な職員にも負荷が掛かり、心身ともにストレスを抱え皆 

が疲弊し始めている。新たな体調不良から人員不足に拍車が掛かりそうである。 

 

【グループホーム部会】 

・特になし。 

・現状は特になし 

・現在なし 

・コロナ関係での影響は今のところない。 

・今のところは直接的な影響は受けていない。 

・現在のところ大きな影響は出ていません。体調不良者はシフト変更し、病院受診し、Dr 判断または個

人の希望により PCR 検査を受け、陽性者は出ておりません。 

・人員不足の時は同じ法人内で応援体制が取れています。 

・発熱などで、可能性がある職員の PCR 検査後の結果待ちなどの休みに苦慮している。 

・体調不良者や家族などの PCR 検査の為急な休みなどで勤務の調整に苦慮している。 

・発熱（職員本人や職員家族）など、どのくらい休めば安心なのかが分からない。（コロナでない場合も

含め）用心して休んでもらうことが多いのでその時は人員確保に苦慮している。 

・少しでも体調不良がある職員は休むようにしているため、人員配置に苦慮している。急な人員不足に対

して残業や休日出勤で対応している。 

・職員の個人的な用事などで（どうしても行かなければいけない時）人が多い所へ行って帰ってきたとき

や職員の家族の職場の関係で休む場合などが人員確保の調整に苦慮している。 

・コロナ陽性職員が 1名出て復帰するまでの 1ヵ月、他の職員のコロナ疑いで休んでもらう人（結果PCR）

と重なり人員確保は大変でした。 

・陰性だったが、職員さんが濃厚接触者のご家族であったため急遽 14 日間は出勤できなくなり、勤務調

整を行った。 

・現在でも介護スタッフ不足で大変です。今のところ、コロナ感染症はありませんので助かっています

が、日々不安との戦いです。もし、スタッフの中で感染者が出た場合は当ホームの閉鎖も考えないとい

けないのでは・・・と思っています。 

・人員に余裕があるわけではないので、職員が感染により休みを取る状態で対応が困難を予測される。 

・現在休みが必要な職員はいないが 2 週間等長期の休みが数人でた場合、通常の業務が行えない場合が

考えられる。 

・現在の職員数で賄えると思っているが、実際になってみないと分からない部分もあり、不安である。 

・もし子育て中の職員がいれば休みになる為、確保が困難になる。今のところコロナ発生無し。 

 

【通所サービス部会】 

・特になし 

・今のところ影響なし 

・今のところなし 

・今のところ確保できている。 

・今のところ充足しています（ギリギリですが）。 

・今のところ問題ない。 

人材確保 
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・今のところ、事業所の人員確保に大きな影響はない。 

・今のところ影響はありませんが、いつどうなるのかが分からない為不安ではあります。 

・現員の人員で今はなんとかなっています。今後の発生状況によってどうなるか不透明で不安ですが。 

・職員がいつ休みを取らざるを得ない状況になるかわからない不安。 

・去年の緊急事態宣言の時や、小学校、幼稚園、保育園と小さなお子さんをお持ちの職員が出勤できない

方もいたので、他職員でカバーしていただいたが、人材確保は今後も不安です。 

・保育園で陽性が出て、職員を一定期間休みにした時期があった。その時期は人員確保に苦慮した。 

・家族等の感染により濃厚接触者となった場合、たとえ陰性であっても 2 週間は休んでもらわないとい 

けない。そうなった場合の代替えの職員がいないので不安 

上記の例や職員の体調不良連絡受け時には休みとしているが、急な欠員発生で介護現場の人員確保に

苦慮している。 

・既に人手不足で基準を満たしていない。この状況で職員が休みを取らざる得ない状況が発生した場合、 

更なる人員不足となり出勤できる職員の休みの確保が困難になってくる。 

・学校や保育園はもちろん、家族の職場などでの感染などもあり、人員の調整や超過勤務をお願いするこ

とはあった。 

・濃厚接触者ではないが PCR 検査を受けた職員がいたため、人数調整をした。 

・「家族の感染疑い」や「微熱」など、通常定められる出勤停止基準以下の職員の扱い。 

・職員の子供が持っている保育園の感染時、職員も 1 日休みを取ったが、どうにか基準を満たした人員

体制で対応できた。 

・会社の取り組みの一環として、子供同伴での出勤が可能であるため、今の現状では人員は確保できてい

る。感染による子供の休みが必要となったスタッフは今のところいません。 

・現状、スタッフは確保できていますが、直近数か月以内に人員を確保するため、様々な媒体を使い、募

集をかけていますが、当施設がコロナに感染された方がいるからか、かなり敬遠されています。感染予

防対策で今まで以上に現スタッフに負担がかかっているのですが、不安な点が多いです。 

・人の動きが少ないのか、募集をかけてもなかなか応募がない。 

 

【施設部会】 

・現在、問題なし。 

・現在ありません。 

・緊急事態宣言対象都道府県への帰省に当たり、自宅へ帰宅後 1 週間を自宅待機としているため、その

間等の人員確保に苦慮している。 

・コロナウイルス感染濃厚接触者に対しては、急な休みの対応となるので、人員確保に苦慮する。 

・すでに身近に感染者が出た職員が 2 名おり、それぞれの状況は違いますが、2 週間前後休んでもらって

いる。その日の勤務からシフトの調整に苦慮しました。どの程度休ませるのがいいのか分かりません。

又復帰後の職員にコロナ風評被害がおこらぬよう気を配りました。 

・人員基準ギリギリの中正規だけでなく、パート、アルバイト、派遣で日頃からマンパワー不足を補って

いる状態なので何か職員に都合悪いことができるとほぼ現場に忙しさが増し、オーバーワークになり

ます。コロナが発生したらひとたまりもないとの想いで毎日ひりひりしながら仕事している現場です。

まだ、コロナでの影響はありませんが、皆の精神面へのサポートまでは不十分だと感じています。離職

者が出ない様配慮する気持ちはあっても追いつきません。管理者として毎日不安しかありません。 

人材確保 



 

5555 / 18181818    
 

・職員の家族に発熱があったりすると感染を施設内にもちこまないため、休みをとってもらうため人員

確保が大変退職者の補充が困難で、中年層の無資格・未経験の方が多くなると現場の運営やサービスの

質の低下が著明です。また、保健所指導による休みの際の出勤者調整はかなり困難な状況です。 

 

【有料老人ホーム部会】 

・現状は困難はないが、実際人員確保必要な時に相談できる事業所を教えてほしい。 

・第一波時は、子育て中の職員や、利用者様の自粛が多かったが、第三波は、関連者に陽性者無く、職員 

の家族に濃厚接触者が家族に、１件出たのみ、結果陰性で、感染対策を徹底してもらい勤務を指示した。 

現在の所普段通りの出勤状況と考える。 

 

【ソーシャルワーカー部会】 

・特に問題なし。 

・現時点で困っていることはない。万が一スタッフの欠勤などが生じた場合は、欠勤率に応じて可能なも

のは電話やリモートでの対応に切り替え、業務縮小を行う。また部署間でのスタッフの応援体制を整

え、入院治療の維持を優先を図る。そのため、常時より、職員が様々な業務を行えるようにクロストレ

ーニングを実施している。 

・学校での感染により、休まざるを得ない職員の為のフォローに苦慮したことがある。 

 

〇事業運営〇事業運営〇事業運営〇事業運営    

【介護支援専門員部会】 

・影響なし 

・まだ影響は出ていない。 

・現在のところ支障なく運営できている。 

・利用者数はコロナ影響下での増減はないと思われます。 

・新規の依頼もあり、利用者数に変化はない。 

・人数的には少なくはなっていないが、訪問時の対応を考えていっている。 

・コロナの影響で利用者が減少していることはないですが、通所で利用される方の対応には過剰なほど

気を使わざるを得ない状況です。 

・利用控えが少人数いる（2 人） 

・コロナ感染の不安からサービス利用を控える人は増えている。 

・コロナ感染予防として利用者様より利用中止や時間短縮はある。 

・コロナ感染不安から利用控えされている方はいるが、著しく減少していない。施設へ訪問できず、部屋

の状況が確認できず、転倒の危険性や整理整頓状況みられず、モニタリングがしづらい。 

・1 人ケアマネなので新型コロナウイルスに感染してしまえば、だれも手伝ってくれる者がいないので、

利用者様に迷惑をかけることになる為、極力人が集まるところへ行くことをさけている。研修には参加

したいが、それもその一つとして自宅学習を行っている。 

・新型コロナによるサービス事業者の利用制限、中止などにより、プラン変更やサービス調整などの必要 

がある。 

・感染対策、利用制限にての代替えサービス対応作業が増えている。 
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【訪問介護部会】 

・現状変わりなし 

・コロナ関連で減少はしていない。 

・利用者様の利用は減少はしていない。 

・利用者減少、キャンセルはない。 

・事業所が同一建物ですので、利用者数が減少していることはありません。 

・外出は自粛される利用者もいます。 

・当事業所からはコロナ感染者は出ていないが、同建物内他事業所スタッフにコロナ感染陽性者が出た

ため、利用者から不安の声があり、利用者が減少した。（介護、福祉タクシー、利用者半減） 

・コロナ感染が不安とのことでサービスを休止していたり、施設へ訪問していた利用者様の施設でクラ

スター発生し、サービスに行けなくなったので利用者減少している。 

・当事業所利用者家族からのコロナウイルスを持ち込んでくるな的差別発言や利用者家族自らがサービ

ス提供時間の短縮を要望されることがある。 

・人員確保できず、新規利用者の受け入れが厳しいため、自ずと収益も減少する。 

・コロナ感染予防や濃厚接触者疑いなどでデイサービスが休止になった場合のスポット的な利用は増し

ている。 

・感染への不安からモニタリング訪問を拒否される方や控えて欲しいと希望される方が多い。 

 

【福祉用具部会】 

・問題なし 

・ケアマネから情報（利用者）が入ってこない。 

 

【訪問看護部会】 

・とくにありません。 

・施設系の利用者様は訪問制限がある為、緊急事態宣言中は中止となっていますが、その他はさほどキャ

ンセルはありません。 

・新規の方が新しく訪問に来ることを避けており、新規利用は減少しているのかもしれない。はっきりと

は分からない程度。 

・コロナ感染不安から利用者の利用は減少している。 

・利用者よりコロナ感染の不安あり、訪問は控えてほしい希望あり。 

・施設でクラスター発生したこともあり、該当施設外でも外部サービスはいったん中止してほしいと要

望、訪問利用の減少あり。 

・施設も入れないところがあるので利益は減っているが、感染予防のための衛生材料費は増えている。 

 

【障害者部会】 

・以前 1 名利用を控える方がいたが、現在は特になし。 

・利用者の利用が減少している状況がある。リモートなどを工夫している児もあるが、すべては難しい。 

・自粛して利用日数を減らされる方がおられる一方で、別の事業所に行く曜日を当事業所に来られる方

もおられます。全体的にみて減少傾向にあります。 

・見学・体験をされる方が減少しており、新規利用につながりにくい。 

事業運営 
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【小規模多機能部会】 

・特になし。 

・変わりなし 

・直接的な影響はない。 

・特に変わりありません。 

・大幅な増減などはないが、停滞している。緊急事態宣言に左右されるところもある。 

・不安はありつつも、通所利用は継続して希望されるため、運営に影響はない。ただし、感染対策に手洗

い消毒やご家族へも協力いただいている。 

・コロナでの影響はそれほど大きくはないが、運営していく上での対策などでスタッフがとても大変に

なってきている現状がある。 

・一時利用者様の減少があったが、現在は登録 26～27 名まで回復している。 

・別居の家族がコロナに感染された利用者が接触者として PCR 検査を受けられ、結果が出るまでは通い

のサービスを中止され、配色を届ける訪問サービスで対応したため事業運営に変化はなかった。 

・利用者の家族が里帰りや冠婚葬祭などで緊急事態宣言地域から移動して接触した時の扱いに憂慮して

います。 

・面会禁止は行っているが、利用者の物品や洗濯物など家族の出入りが不安。計画書などのサインが面会

できない為もらえず遅延してしまう。 

・コロナ不安からの利用控えなどはないが、近隣事業所でクラスターが起きており職員のほうの精神的 

負担が増している。 

 

【グループホーム部会】 

・現状は特になし 

・現在なし 

・特になし 

・特に影響なし 

・入所施設の為（GH）利用人数変化なし。 

・入居、空き状況の問い合わせは以前と変わりなくあります。 

・空室があるが、見学者や入居者は受け入れている。 

・昨年から居室 1 つ空いていますが、コロナの事を考えて入所を見送りしています。（本当は早く入所し

て頂きたいのですが） 

・コロナ感染予防のため、認知症デイを実施できない。※緊急事態宣言中の共用型認知症対応型通所介護

の受け入れを中止しているため。 

・外出行事など中止している 

・面接制限、外出制限により ADL 低下、認知症の悪化などで介助量が増えている。入居者さんのストレ

スが溜まっている。 

・外出や外部との関係が一時的～長期的に断たれることとなり、心身、ADL 面での低下がみられている。 

・家族との関係（面会など） 

・感染蔓延地域から規制され、面会を希望される家族がいる（面会は中止しているが）。 

・職員陽性者が出たとき、家族から不安の電話が家族から続いたが、あまりにも心配されるならと退所も

勧めたが、退所はされなかった。 
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・発電機設置が中国から部品が入らず年度内にできず。 

・感染予防のための備品確保に対してコストがかかる。 

 

【通所サービス部会】 

・特になし 

・利用者様の関係者からの感染不安。 

・数名、コロナウイルス感染不安から利用を控えている利用者がいるが、大きな影響は現在見られていな

い。 

・当初はコロナ感染不安の為に自粛される方もいたが現在はいない。しかし、家族の中に濃厚接触者など 

出てきており、状況に応じて休んでいただいているため、減少あり。 

・利用者の自粛休み 

・感染不安から数名の利用者休みあり。 

・コロナの為休まれている利用者もあり、収入は減っている。 

・現在 4 名のご利用者様が自粛されています。 

・コロナ感染不安からの利用を控えている方 1 名。 

・7 か月利用を休んであるご利用者がいる。 

・利用者の利用を控えてある。新規などもなく、コストもかかっている。 

・感染症対策で自粛利用者多い、利用人数減少。 

・コロナ感染の不安から本当は 2/ｗ利用したいが、1/ｗ利用した方がいた。 

・入所に関しては影響は少ないが、デイサービスにおいてはコロナ感染不安から利用者の利用が減少し 

ている。 

・緊急事態宣言時だけではなく、市内感染者が出ているときなど、1～3 名毎月コロナ控えで休まれてい

る（現在も 1 名休み）。 

・コロナ感染不安（持病ある方）で、お休みされている利用者はいらっしゃいます。事業所で一人でも感

染者が出たときの運営は不安です。 

・ご利用者様のお孫様やひ孫様が通園している保育園でコロナ感染あり、念のためご利用を控えられた

（2 名）。 

・5 名程、自主的にお休みされた（家族に言われてなど）その結果、収益が減少しました。 

・ご本人のみならず、ご家族の方々が心配され、緊急事態宣言が終わるまではと利用を自粛されている方

が多くいらっしゃいます。こちらとしても状況が状況だけにそれに従うしかなく、今現在は昨年同月対

比 6 割程度になっています。 

・利用者同士で行動を制限するなど、ギスギスした雰囲気がある。（「息子が帰省したならあんたはデイに

来たらいかん」など・・・） 

・近隣施設でのクラスターにより、関係事業所と間違われる誤情報があった。 

・近くでクラスターが発生し、施設名に同じ名前が入っていたため、不安になり、休まれる利用者もいた

（違う施設と説明したが）。現在もコロナ感染不安で希望もあり、休まれている利用者がいて事業運営

に多少は影響していると思う。 

・コロナの直接的な影響ではないのかもしれませんが、利用者が減少してきています。新規の方の紹介も

減少し、（コロナ不安で家からなかなか出て行かないなど）運営的にも厳しい状況が続いています。 

・1 月末ごろから問い合わせが少ない気がする。 
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・経営支援等の方策はないためこのジリ貧が続けば存続も危ぶまれる・・・。 

・担当者会議の実施 

・感染不安から昨年から利用を控え、結局サービス再開できずそのまま ADL 低下により施設入所になり 

そうというのは１件あるが、それ以外に目立った影響はない。 

・久留米市内で高齢者施設でクラスター発生している状況で通所利用に対し、本人及び家族から不安で 

あると言うことが聞かれる。 

 

【施設部会】 

・現在変化なし。 

・利用状況にはほとんど変化はありません。ただ状況の変化に面会の在り方、散髪、歯科などの業者の対

応などを合わせていくことの難しさを感じる。 

・コロナ感染予防の対策の一つとして、ショートステイの受け入れを止めており、利用者希望者に対し対

応できていない。 

・通所サービス利用者、ショートステイ利用者の減少 

・入所相談は少しずつではあるが来ています。ただ、1 月～地域の HP や施設へクラスターが増え、転院

を差し控えているのか空床がなかなか埋まらなくなってきました。1～2 月は減収になります。 

・コロナ禍で病棟などから新規の入居者の情報がとりにくい。 

・新規入所利用者の受け入れの予定が、コロナ濃厚接触者としての疑いがありペンディングになったケ 

ースはあったが、特にそれ以外は大きな影響はない。外出や面会ができないことで利用者の認知やＡＤ

Ｌ低下などがありその点が一番気がかりである。 

・実際に併設施設内で新型コロナが感染しましたが、一般住民の方からは誹謗中傷はありませんでした 

が、近隣の介護関連や医療機関からはいまだに誹謗中傷の類の発言をされます。迷惑しております。特 

に個人のクリニックの先生。 

 

【有料老人ホーム部会】 

・今のところ問題なし。 

・なし 

・当事業所では住宅型中心で、外部利用者は 13 名のうち 2 名が自粛している現状です。ただ、同法人の 

通リハ・ＤＳでは利用者数減少が著明です。運営的には、消毒・手洗い・マスク・換気・身体的距離の 

確保などへの対応で通常サービスにも大きな影響があります。スタッフの疲労も蓄積されていますが、 

外出ができない・買い物に行けない・家族に会えないなどの利用者の心身両面での低下・ストレスが特 

に大きいです。また、予防の徹底による、消耗品・衛生用品などの支出が非常に多くなっています。 

 

【ソーシャルワーカー部会】 

・R2 年 2 月頃など、コロナ禍の最初期の頃、電話診察による処方郵送する患者などはいたが、現時点ま

で目立った影響はない。 

・面会や外出・外泊を制限しており、退院調整に支障をきたしている。 

・昨年同時期と比べると、外来・入院患者数ともに減少。 
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〇備品確保〇備品確保〇備品確保〇備品確保    

【介護支援専門員部会】 

・感染予防のための備品確保できている。 

・備品確保については問題なくできている。 

・備品は何とか確保できている。 

・現時点での不足等はありません。 

・必要物品は全て準備できている。 

・事業所（会社）で全体をしてもらっているので、今は特になく問題ない。 

・併設施設で確保され、現時点では問題なし。 

・なし（事業所から提供）。居宅はマスクにフェイスシールドをつけるかマスクを 2 枚つけて面談を行う。 

・品薄状態の時期には、確保に不安があったが、現在は十分に確保できている。制度活用により準備でき

ている。 

・現在備品は確保できているが、もう少し増やせたらと思うが、コスト面もあり、必要な数揃えてある。 

・消毒液や掃除（アルコール入り）用品などは価格が安くなったときに購入したことで、今の所は足りて

いるが、こまめに消毒、掃除していることで、普段より利用が多い、神経質になっています。 

・支援交付金である程度準備はさせてもらったが、これ以上続くと準備できなくなる可能性はある。 

・今のところ、なんとか確保はできていますが、使い捨て手袋などの在庫切れが発生し、仕入れ先の確保

に時間は取られる。 

 

【訪問介護部会】 

・変わりなし 

・十分ではないが、確保はできている。 

・現在確保できている。 

・備品は確保できている。 

・備品の確保は問題ない。 

・昨年末ごろより備品は確保できています。（アルコールやマスクなど） 

・昨年末には、十分に確保ができている。 

・今のところ備品類はそろっている。コロナ陽性者が出た時の防護服一式はそろっていない。 

・コストがかかる。給付金の継続・助成をお願いしたい。 

 

【福祉用具部会】 

・特になし 

 

【訪問看護部会】 

・一時期に比べると補充されています。 

・最初の頃は綱渡り状態でしたが、今は十分準備できています。 

・備品確保はできるが、以前よりコストがかなりかかり、利益が上がらなくなった。 

・プラスチックグローブのコストが上がり、節約をせざるを得ない。清潔操作が不十分になることがリス

クとしてあがる。 
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【障害者部会】 

・特になし 

・確保できているがコストが高い。 

・プラスティック手袋が倍以上に値上がりしているため、経費が掛かる。助成金を利用して購入してい

る。 

・感染予防対策助成金：感染防止対策の為の備品の購入にかかる経費助成ありがとうございます。 ●ア

ルコールについては、偶々近くの個人薬局で２倍ほどの金額であるが、一箱買いができている状況、ス

プレーノズルが不足している為他の容器に移し変え、容器を消毒して、使用している。 ●ビニール手

袋は、普段の３倍の金額ではあるが、重心施設あり、気管切開をされている、利用者様も多く必需品で

ある為購入している ●フェイスシードは金額が高く使い捨て出来ない為。 久留米大学感染制御部よ

り寄付して頂いたものを使用している 今後も、感染予防対策助成金 備品の購入にかかる経費の助成

または、現物支給をお願いします。特にビニール手袋、フェイスシールドの支援をお願いしたいと思い

ます。  

 

【小規模多機能部会】 

・問題なし 

・十分とは言えないが、ある程度確保できている。 

・現状問題なし。発注に対してすぐ納品されるわけではないので、早めに注文している。 

・かかりまし補助金を利用させていただき、確保できている。 

・ある程度値段も落ち着いてきたため、確保については問題ない。法人内で一括管理体制になった。 

・うきは市や田主丸中央病院などの支給があり、備品は確保できる。 

・もしもの事態に備えてはいるつもりだが、数は多くない。実際にコロナが発生した時に足りるかどうか

は不安（かといって大量に保管する場所もない）。 

・ある程度の量は確保していますが、価格の変動が激しいため、購入のタイミングが難しい。 

・支援金による備品確保を提出行っているが、備品がまだ届かない。確保できているが、クリンクリンの

使用が多く、できなくなる不安がある。 

・品切れなどもあり、スムーズに備品確保ができない。 

・手袋などのコスト高が著明であり、手に入りにくくなっており、第 1 波時のマスクや体温計不足の時

を感じる。他、パルスオキシメーター不足。 

・感染予防物品の供給は戻ってきているが価格が上がっており、かかったコストについては緊急包括支

援交付金のかかり増し費用を申請したが審査内容が厳しく、もう少し柔軟な内容で審査して欲しい。 

 

【グループホーム部会】 

・現在確保できている。 

・過不足なく確保しております。 

・現在問題ない 

・以前は確保が困難だったが、今は問題なし。 

・今のところは確保しています。 

・一応確保しています。 

・アルコール不足無し 

・同じ法人内で共有できるようにしています。 

・法人全体で確保している。 
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・最低限の確保はしているが。 

・今現在は備品は必要分使用できているが、この先不安である。 

・備品の確保はできているが、コストはかかっている。（グローブなど）値段も以前よりは倍近く高くな

っている。 

・以前よりコストがかかっている。 

・アルコール容器のコストが高い 

・プラスチックグローブなど備品のコストが高くなっている。 

・特にプラスチックグローブが手に入りにくく、以前に比べ高額である。 

・十分に確保できていない。 

・マスクなど定期的に提供されますが、それでも不足気味。個人で準備しているので確保が十分ではな

い。 

・市からの研修でゾーニングは教えて頂いたが、認知症で動き回られる方の隔離は困難であり、感染が広

がるのではないか。不安が大きい。 

 

【通所サービス部会】 

・今のところ影響なし。 

・今のところ確保できている。 

・マスク、アルコールなど備品は十分に確保できている。 

・同法人内の別部分が確保して今のところ充足しています。 

・備品確保は同法人内の他部署が行っており、問題はありません。 

・介護保険課の方々の協力によって、備品に関してはある程度確保できています。アルコールやマスク、

手袋やフェイスシールドなどに関しても、事前に余分に購入しています。 

・かかり増し経費のおかげにて今のところ備品は確保できている。 

・多くの支援などもあり、なんとかなっています。お金がたくさんかかりますが・・・。 

・備品確保については、できるときにしているが、経費がかさんでいる。 

・初期の段階では入手困難なものもあったが、現在は落ち着いてきている。多少金額、価格が高い。 

・いつもの備品が品薄、割高。 

・感染対策のためにパーテーションなど工夫をしているが、備品が高い。作成に時間がかかる。 

・備品十分ではないが、少しは揃えている。プラスチックグローブの価格が上がったので購入を躊躇しが

ち。 

・アルコール濃度や効果の面での検討があり、準備に時間や手間がかかる。 

・感染予防の備品などの値上がり（グローブ等）でコストがかかりすぎる。 

・消毒等にて、アルコールや手袋の消費が激しく、コストがかかる。 

・消毒等の備品の使用量が増加している。 

・マスクの着用、アルコール消毒等を徹底しているため、いつも以上にコストはかかっています。卓上の

アクリル板などコストがかかるため準備ができていない。 

・何かあった時用で感染対策キットを準備しているが、ガウンがなかなか手に入らない。ゴミ袋で手作り

することもできるが、使用するにあたり不安もある。代用としてカッパを購入したが、使い捨てになる

のでコストはかかる。 
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【施設部会】 

・現在、問題なし。 

・十分に確保できている。 

・準備はできているが、コスト面はかなり負担増になっています。（プラスチックグローブが効果になっ

ている。輸入品で高価なものでも不良品も多くなってきた。在庫管理において今まで以上のチェックが

必須となり品薄・高価が重なるとより負担になってしまう） 

・プラスチックグローブ高すぎます。 

・感染予防の備品確保は早めに対応しているが、価格の高騰の速さにはついていけない。先日久留米市か

ら手袋の配布は一息ついてありがたかった。品物によっては販売中止や終了で購入できないものがあ

る。 

・助成金を活用し、経営的な負担は軽減されている 

・補助金等を活用しているが、感染予防のための備品・遮蔽物などキリがなく負担な一面はある。 

 

【有料老人ホーム部会】 

・今のところ特になし 

・ガウン、spo2 測定器、グローブ等コスト高く、購入できてない。 

・マスクは住宅の利用者は配布の布マスクを使用していただいていますが、効果としてやや不安です。た 

だ、経費の面も考慮し併用をしています。手袋・アルコール（液体・ジェル）も消費が増大しておりま

すが、空気清浄器を注文しているのですが、なかなか届かない状況です。また、iPad や当事業所で使

用しているプリンターも品薄で納品が困難になっているとの回答がありました。インクなどの在庫が

ありますので、本体を変えるのにも余分な経費が掛かります。補助金での無線インターネット環境整備

でも、iPad などと同時に行うには、限度額では不足しますので今の状況ではすぐに着手出来ていない

状況です。 

 

【ソーシャルワーカー部会】 

・病院にて管理している。 

・国、県からの配布で充足している。 

・一時期、一部の物品の不足が懸念されたが、現時点では十分に確保されている。 

 

〇コロナ感染時等の対応方法〇コロナ感染時等の対応方法〇コロナ感染時等の対応方法〇コロナ感染時等の対応方法    

【介護支援専門員部会】 

・対応の仕方（実際感染した場合）がいまいちわからない。 

・よくわからない。保健所の指導の仰ぐしかないかな。 

・マニュアルを各部署に配布し、対応の仕方もシュミレーションしているが、いざとなった時冷静に対応

できるか？という不安の声もスタッフ間で上がっている。 

・事業所内で対策は取っていますが、実際コロナ感染者が出た場合の対応は明確ではありません。 

・久留米市の指導に従ってマニュアルが準備できている。 

・会社でのマニュアルがある。 

・感染が疑われた際の対応は、マニュアル（会社）通り、徹底しています。 

・遠方からの帰省・面会の家族との接点・その利用者のサービス利用対応をそれぞれの事業所の判断が異 
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なり難しい。 

・認知症の高齢者夫婦のどちらかが感染した時の対応の仕方に不安あり。 

・ショートステイで陽性者が出た場合、ロングで利用されている方をどうすればよいか。 

・利用者宅を訪問するときに発熱がある時はコロナの疑いをもって対応するが、失礼がないように考え

ていっている。 

・自分が感染した時の対応策として知り合いのケアマネにお願いしているが、状況は変化するのでその

時しか分からないので感染に十分気を付けているが、ケアマネはあっちこっちと利用者様の要望で動

きますので、感染がほんとに怖いです。不安です。 

・職員が 1 人でも感染した場合、事業所全員が濃厚接触となり、2 週間の出勤停止になる為、業務ができ

る部分と在宅勤務が（環境的に）難しい職員が出てくる。 

 

【訪問介護部会】 

・市から出されたものなどの施設内に統一したマニュアルとフローチャートがあれば対応しやすいと思

う。 

・法人内感染委員へ疑い者が出た場合、報告指示を受けている。 

・当法人の感染予防課より適切な対応方法の指導があった。 

・対応の仕方については、会社よりマニュアルがあるのでいろんな場面での対応が、書面化しているので

特に問題はありません。ただ、実際に感染症が出た場合については、まだ十分ではないと思います。マ

ニュアルはありますが、細かい部分や追跡の件に関して色々な課題が出てくるのではと思います。 

・すぐに主治医へ連絡し、指示を受けています。 

・実際なってみないと分からないが、認知症の方が動かれる可能性とか考えるとゾーンニングもいろい

ろ考えておかないといけないと感じる。 

・実際感染した時の具体的な対応の仕方が分かりかねる。 

・訪問時に、利用者の発熱 37.5 度以上が確認された場合の対応の仕方が分からない。 

・当事業所は全スタッフが利用者に訪問介護部会を提供している。事業所職員にコロナ陽性となった場

合、すべての利用者への対応ができなくなることが考えられる。その際、協力してくれる事業所がある

のか？や対応の仕方などがよく分からない。 

 

【福祉用具部会】 

・特になし 

 

【訪問看護部会】 

・会社のマニュアルに沿ってまた対応を相談しながら行っています。 

・まだコロナの方の訪問はない。訪問時に発熱があったりすれば PPE 装着するように準備はしている。 

・コロナ感染者はいなかったが、濃厚接触者になる可能性が出て来た職員には検査結果が出るまでは訪

問せず、自宅待機をお願いしたが、結局マイナスだったので、自宅待機後に通常勤務をしてもらった。 

・1人の利用者さんが感染した場合、在宅では様々なサービスを利用していることが多い。誰が主となり、

どこまでおのおのの分野が動くべきなのかわからない。マニュアルを作成できない。 
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【障害者部会】 

・保健所の指導により、安心できる対応を考えていく。フローもあるので助かっている。 

・研修会にて確認は行ったものの実際に発生した場合の不安はある。 

・ご利用者、スタッフの誰か、またはその家族が感染したら、どのような手順で対応していくのか自信が

ない。以前インフルエンザが施設で流行した時、保健所の方に入っていただき、指示通り対応していっ

た。なので、もしもの時はそのようにしたいと思っている。 

 

【小規模多機能部会】 

・法人の指示に従っている。 

・法人内でも BCP 作成したりと準備はするものの、現実にいざ対応となったとき、動きがとれるか大き

な不安はあります。 

・会社でマニュアル作成をしてもらっているので、頭では分かっているつもりだが、実際に起こってから

の事を考えると不安しかない。 

・施設及び、法人による基準での対応で行っているが、疑いの為、感染した経験をしていないので不安は

ある。（クラスター時の対応など） 

・ゾーニングの方法や防護服の着脱訓練などの研修を受けたが、実際発生した時のことを考えると不安

は大きい。 

・感染予防専門家派遣によるゾーニングの基本的な考え方の説明を受け、隔離する部屋は決めたものの、

実際受け入れる状況になったときの対応が不安である。 

・田主丸中央病院の感染管理認定看護師に指導を受けている。 

・まず、ゾーニングが可能な建物か造りによっては難しいとの話も聞いたため、当事業所が個室が少ない

ため、そのような場合も待機利用できるか気になる。 

・小規模な施設で有料との併用という事もあり、ゾーニングは困難。 

・久留米市からの指導でおおむね把握しているが、実際には認知症で自分で動かれる方を隔離するのは

難しいと思う。 

・外部の独居の認知症利用者の対応に苦慮した。マスクをせずに、外出や外食を繰り返す。毎日サービス

を提供していたが、有料に入居されている方を守らないといけないなど考えさせられることが多かっ 

た。 

・インターネットや資料などを参考にコロナ感染時の対応をフローチャート作成しています。 

 

【グループホーム部会】 

・特になし 

・行政より感染専門家の派遣による指導を受けさせてもらったのでゾーンニングなどに関しては心配し

ていません。 

・感染時対応マニュアルに沿って対応しています。 

・法人内の医療機関へ相談できるため問題ない。 

・保健所等行政の指示に従うのみです。 

・感染者発生時の詳細な対応マニュアル作成が困難。 

・研修は受けたが不安はある 

・実際に感染者が出た場合にきちんと対応できるのかが不安。疑いがあり PCR 検査した方は個室で対応 
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しているが、認知症の方なので、完全に個室対応できない場合もあるので、その時は不安。 

・市役所の案内にて、コロナ感染研修を受講した際にゾーンニング方法を学んだが、実際行うことになっ

たときにできるかは不安。 

・昨年 12/3 に感染予防専門家派遣事業に申し込み、指導を 8 名の職員が受講できた。しかし施設内で発

生したときは的確に対応できるか不安である。 

・もし入居者が感染し入院できず、ホームでみることになった場合不安である。 

・認知症の入所者が個室で隔離ができるのか。マスクをつけてくれるかは困難であるように思います。 

・認知症のある方の隔離が難しいのではと感じています（特に徘徊のある方）。 

・もし感染された利用者が居室に留まらず、共有スペースに来るなどご自身で病識が理解できない方、忘

れてしまわれる方の場合の隔離の方法など心配している。 

・市からの研修でゾーンニングは教えていただいたが認知症で動き回られる方の隔離は困難であり、感

染が広がるのではないか不安が大きい。 

・コロナ検査者や感染症とかかわった人へどこまで制限してよいか難しい。 

・スタッフのコロナ以外の体調不良にどこまで制限してよいか難しい。 

・実際の例を教えてほしい。 

・認知症ということもあり、感染予防対策に理解と協力が得られにくい。（居室隔離が必要な場合でも、 

居室から出てこようとする。マスク着用してもすぐに外してしまう等） 

 

【通所サービス部会】 

・感染者が出た場合（症状のある人）はマニュアルに沿って行動できると思うが、無症状者とどこで接触

するかわからないので、感染予防を徹底して行うことだと思う。 

・保健所の指示に従う形になっている。 

・静養室で隔離する。ご家族に迎えに来ていただく。消毒すると考えています。 

・送迎車に乗る前に体温測定し、37.5 度以上の場合、ご利用を控えて頂いています。 

・朝の迎え時の検温、施設内の検温を行い、37.5 度以上の方はご家族に迎えに来ていただいています。 

・先日施設での研修がありました。まずは最前線のスタッフに対する啓蒙が一番と考えます。 

・今回、様々なことを学ばせていただきました。計画を立てていましたが、やはり想定外の方が多く、通

所施設である以上、ケアマネ等含め、外部の方々との連携や連携方法の確立がとても大事だと痛感いた

しました。 

・感染が疑われたときや家族に疑いがみられた時、自宅待機などの対応をお願いしているが、不明瞭な部

分があり、説明が難しい。当時業者が受け入れを中止していても他のデイサービスに行ってもらいます

というケアマネの方がいる。認識の違いがあることにより、協力を得られない時がある。 

・実際に発生した事業所でどう対応したのか知りたい。具体的な対応方法など。（どこに電話をかける、

デイは休む、訪問、居宅は？など）費用面についても教えてほしい。 

 

【施設部会】 

・特にない。 

・感染認定看護師に相談・検討中 

・施設クラスター発生した場合勤務体制に不安がある。 

・先日の専門家による感染症の研修で詳しく聞けたので知識としては得ることができました。いざ現実 
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となった時、その都度アドバイスをしていただけるような機関があると心強いです。例えば介護保険

課、事業者協議会、保健所など・・・。 

・指導を受け、理解はしているが、実際防護具を使って動いてみないとわからないこともあると思う。Ns

の理解度は良くても Cs がどこまで理解できるかには不安がある。陽性者対応は Ns が中心となり、し

なければならなくなると思う。 

・コロナ感染対策研修等により、対応の方法は周知しているつもりだが、実際にコロナ感染と分かった場 

合、職員が怖がらずに対応できるか、また対応することになった職員が、業務を拒否し辞めたりしない 

か不安である。 

・併設医療機関に所属している感染の認定看護師と連携して協議検討は行っている。疑い者までの対応 

はできているが、陽性者が出た場合のゾーニングは準備中。 

 

【有料老人ホーム部会】 

・今のところ特になし 

・確かに、実際感染疑いの時、隔離対応を行うが、多数になったときの対応に不安。 

 

【ソーシャルワーカー部会】 

・病院の対応を随時確認している。 

・当院独自で全職員、全入院患者へ検査実施を予定。 

・院内感染防止対策委員会が中心となり、感染対策を行っている。また、内部点検だけでなく、専門家に

よる実施指導を受け、見直しを図り、感染対策の徹底を随時更新しながら行っている。 

 

〇その他〇その他〇その他〇その他    

【介護支援専門員部会】 

・面談へ行くと、相手側がマスクもしていないことが多い。また利用者が具合が悪い時でも、対応しなけ 

ればいけない。 

・今の時代、誰が感染するのかはわからない。個人個人でコロナ感染予防が一番と考えている。 

・感染予防の為、社会参加を促進するような支援が十分に実施できず、在宅生活における活動量の維持・

向上を図るための支援が十分に実施できていない印象です。在宅生活で最大限の活動を促してはいま

すが、支援方法に未だ困惑している状況です。 

・居宅介護支援事業所としての BCP の基準を示してほしい。 

 

【訪問介護部会】 

・デイなど施設で感染者が出た際、集団で PCR 検査を受けられる際に、ケアマネなどから連絡が早めに

ほしい。事後報告では困る。 

・PCR 検査を受けたいが、検査結果が陽性だった場合、すべての利用者への対応ができなくなることが

考えられるため、受け辛い環境にある。利用者を他事業所が一時的にとって対応していただくことがで

きないか？市内事業所内で支え合う仕組み作りなど要望したい。 

 

【訪問看護部会】 

・訪問するので、気を使いますし、職員全員およびその家族の方々も気を使ってあります。私自身は外食 
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も行きませんし、美容室もいけません。仕事も減ってきています。どうにかしてください。 

・発熱の利用者、遠方の感染拡大地域からのご家族の帰省での利用者と家族の体調確認など、グレーゾー

ンもしくはリスクが高い方への対応が難しい。 

・自宅への訪問だと利用者や家族はマスク着用意識低く、促してもなかなか着用難しい場合もあり。（→

濃厚接触者にならないためにという観点から） 

 

【小規模多機能部会】 

・これが当たり前の世の中になっていくんでしょうね。 

・通所、施設、GH などの感染はある程度情報収集で対応例を聞いたが、同じ小規模で通所・訪問・宿泊

をどうしたか知りたい。どのように対応したか事例として知りたい。 

・久留米市からＰＣＲ検査（唾液）が実施されているが、定期的に行ってもらえるとありがたい。福岡県 

からは一人 3 回分実施されると聞いています。 

 

【グループホーム部会】 

・対応方法はネットなどで情報を把握するようにしていますが、いざとなると即対応できるだろうかと

不安はあります。 

・PCR 検査していないため、スタッフも陽性かもと不安がある。 

・自分がコロナを苑に持ち込んでしまうのではないかといつも不安を抱えている。 

・苑に感染を持ち込まないようにしている職員のストレスの心配 

・一番の心配は人員確保です。 

 

【通所サービス部会】 

・発生の仕方やどのような方から感染したかで、濃厚接触者がどれくらい出るのかわからず、その数次第

で事業継続の難易度も変わってくると思うので、なかなか想定しづらい。 

・クラスターなど、どうしようもない状況と裏腹の業界ですが、酷評やクレーム・批判が一番怖いです。 

・感染者が出た後の風評被害は心配です。認知症の方が感染した後の病院の受け入れはどうなのかも心

配です。 

・介護施設においてクラスターが発生した時、その時間がすぐに分かるようになると良いと思う。 

・実際に感染者やクラスターが発生した際の対応報告書等あれば公開してほしい。参考にします。 

・密を避けるためのスペース確保とゾーンニングや静養のための個室確保とを十分に両立させるのが難 

しい。ワクチン接種がいつになるのか、どのように行うのか、早め早めに情報を知りたい。利用を自粛 

する利用者様は増える一方、来所していただける利用者様たちやスタッフたちの手洗い回数は増えて 

いるため、石鹸やペーパータオルの消費が増えたり、換気による空調機器の稼働などで専用用品以外の

コストも上がっている。 

 

  

以上 

その他 


