
事例①

トリアージ採点基準

入浴

食事

排泄

認知機能

世帯

その他の事項

医療ｹｱ

ﾘﾊﾋﾞﾘ

ヘルパー利用

配食サービス

代替サービス希望

新型コロナウイルス感染症の対策として

利用者のトリアージをした事業所

・・・中信地区・山間地にあるデイサービスの例・・・

Ⅰ どうしてトリアージすることにした？

このような現状があり、

対応しておかないと大変なことになる、と考えた

⇓
デイサービス閉鎖

何の準備もしていなければ

暮らしが崩壊しかねない！

山間地の田舎で訪問の事業所は1か所しかない！！

しかも、ヘルパーは3人しかいない、、、、、

職員の危機意識の差

「都会じゃないし、大丈夫だよ、、、」

「帰省介護者、ちょっと怖いな、、、」

地域の別荘に県外から

たくさんの人達がやってきた！

「感染していないかな、、、」

介護者（若い衆）が

遠距離に住んでいて

週末介護をしているケースが多い

⇓
ゴールデンウイークに帰ってくる、

自分たち（職員）が

感染源になること

もある！！
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Ⅱ どのように進めていったのか？
デイサービス閉鎖

数日？

2Week？

デイサービス利用者について

トリアージをする

○ 食事

○ 排泄

○ 入浴

○ 認知

○ 医療

ほか、介護力についてなど、評価した

↓

家族介護・・・村内か、村外か

それとも県外か

家族以外で近くに協力者がいるのか

それぞれを5段階で評価

１ → 自立

５ → 困難

数字の多い人のほうが

早急な対応が必要

例えば、食事について

☆ 自立

☆ できたものを持って行けば

食べることができる

☆ ヘルパーが入れば・・・

☆ 食事介助が必要 など

これらを

管理者と副管理者（相談員）が、それぞれ利用者全員分の評価をして、すり合わせをした

⇓

（その際、冷静に評価するよう依頼）

♢ 職員は複数いるが、大勢で評価することは、感情も入ってしまうと考え、二人のみとした

5段階の評価はどのようにして作ったのか・・・

介護福祉士Ａさん・・・・・

福岡県のデイケアで働いている知人、そこで利用者のトリアージをしたと聞く

デイケアはリハビリ中心のため、トリアージの内容もリハビリ重視

でも、デイサービスは違う

⇒ そこで、それらを参考にしつつ、生活面に視点をおいて作った!!(別紙参照)

そして、

◉ 全利用者のトリアージをし、評価したものをケアマネに提出した⇒情報の追記

◉ 何かあった時、常食なら提供することが可能、という業者があることは確認している

◉ 遠方にいる家族には、4月の半ばには書面で、帰省された時にはデイサービスを2週間

利用できなくなることをあらかじめ伝えている
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Ⅲ 連休（ゴールデンウイーク）後の取り組みは？

❣ もし、デイサービスが閉鎖になったら・・・

⇒ 村の他の施設(調理・入浴)は貸してもらえるの?

デイで買っていた食材を、そのまま買い上げすることができるのかを確認する

⇒ 訪問サービスに移行した時に活用するため

⇒村内の飲食店に協力の依頼

⇒病態食への対応は?

⇒レトルトを備蓄できる?

❣ 災害用でも・・・

湯せんですぐに食べられるものがある聞いていたので確認する

閉鎖

デイサービス

トリアージの高い利用者に対して、その他の人に対して、

どのように介入していくのか、、、

食事の場合、時間が集中する 入浴の場合

特に昼食、 決まった時間はない

誰が優先なのか、、、 融通がきく

時間をずらして入る、、、

いろいろなパターンを想定してシュミレーションを考える

❣ 利用者に対して、想定したことを伝える・・・

心構えをしてもらうことも大切

❣ 災害時を見据えて（感染症対策を含めて）・・・

備蓄について、検討し準備をしていく

⇒ 今回の新型コロナウイルス感染症対策において、実際マスクが足りなくなった

何をどれだけ備蓄しておく必要があるのか確認と準備が大切

デイの縮小営業とヘルプ対応 職員の配置はどうする?

準備しておくことは必要

｀それ｀が起こらなかったら、起こらなくて幸いだったと考えればいい！

実際にトリアージした

だから

根拠をもって伝えられる

朝・夕は

基本的にもともと

サービスを使ってい

たとしても、現在支

障がないと考えられ

ヘルパーステーション

関連事業所だから可能

職員がヘルプに入る

トリアージをもと

に重要度と介護量

で分布図を作る

優先順位・サービス量の見える化



事例①

トリアージ採点基準

5 4 3 2 1 特記事項

入浴 自宅入浴不可 ｼｬﾜｰ浴なら可 介助で入浴可 見守りで可 可

食事 調理介助必要 食事制限あり 見守り必要 提供されれば可 可

排泄 全介助 一部介助必要 見守り交換 声掛けで可 可

認知機能 常時見守り 定時見守り 必要なし

世帯 独居 老老世帯 村外支援者あり 村内支援者あり 同居

その他の事項

医療ｹｱ 有　・　無

ﾘﾊﾋﾞﾘ 有　・　無

ヘルパー利用 有　・　無 ヘルパー利用希望 有　・　無

配食サービス 有　・　無

代替サービス希望 有　・　無

デイサービスの休業または縮小に伴うサービスの提供について



 事 例 ② 

 

 熱発者との接触事例と課題 

事例１、デイサービス利用者 

〇帰り際に発熱確認 

次の朝透析に介護タクシーで行くことになっ

ていた。 

「市で出されたチェックリストにより２日以

上の発熱が続いた場合は、保健所、市に連絡」

とされているためデイサービスが連携をとり

確認した。 

 

対応 

ケアマネに連絡したが伝わらず 

上司と相談し直接介護タクシーに連絡し、事

業者同士で連絡を取り合わなければ２日連続

の発熱が家族から伝わらない可能性もあるた

め、朝、迎えに行ったときに熱があったら連

絡入れてもらうようにした。 

課題 

① 誰が見て連続発熱の確認ができるのか。 

② 誰が責任をもって各事業所につなげるか 

発熱があった場合は本来ならケアマネやケー

スワーカーが調整役であるが、休みであった

り夜間帯には連絡が取れない場合も考えられ

る。事業所間で連携をとっていきたいが、個

人情報保護の観点から考えるとそれもいいか

どうか？ 

事例２ 訪問看護、訪問介護の利用者 

〇発熱があると本人から連絡がきた。 

その日は訪問看護が行く日。 

電話をもらって、熱があるところに行くべき

か行かざるべきか基準がないため迷った。 

 

対応 

訪問介護が入る前に訪問看護が訪問すると室

内の温度が３０度あった。汗もかいており熱

中症を疑い、部屋の換気を行うと熱も下がっ

た。 

課題 

① 誰がサービスの中止の判断をするのか？ 

② 訪問看護、介護は連続して自宅訪問する

ので職員がウイルスを媒体する可能性が

高い。 

訪問時、発熱していることが分かった時、

次の訪問をどうするかの基準がない。（も

しかした規定ではすでに自分が濃厚接触

者になっているかもしれない。自分を介

して次の利用者宅にウイルスを媒体して

しまう可能性がある） 

 

 

コラム 

〇連携・協力体制・情報共有・問題が生じたときの支援体制が重要なカギとなる 

（上記をふまえ、皆さんの事業所ではどんな支援体制を構築していますか？） 

・厚労省：社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点（２） 

・発熱が認められる場合：「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」

を踏まえた対応を参考 



状況

在宅で介護保険サービスの通所介護と訪問介護利用

県外在住の家族が帰省

接触日から2週間通所介護を休む

対応

食事や日中見守りなどは家族ができるところは家族対応

入浴は自宅入浴にプラン変更し訪問介護にて対応

特定の人のみの入浴介助

訪問前後の感染予防

手袋・マスク使用　使用後すぐに破棄

課題

訪問介護は在宅介護の最後の砦となるため休むことができない

別件で微熱が続いている利用者には予防衣の代わりに雨がっぱを着て

訪問もしている

感染の状況に応じてどこまで予防対策をとればよいのか目安があると

助かる

事例③ 警戒地域から親族の訪問があった時の対応事例

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1589217124/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC9pbGx1c3RyYXRpb24vMjE0NzE1NDI-/RS=^ADBTNcoYpHA29dqxWNlf3Efl.eo0Q8-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTc0Jmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1FaMkRpa0hzNFI3ZXBiWjZiTXJGd2txcVMzQVF6S2QzcXhneGdjSUZMeXBhZ0lUdE1mRUVuRVVWYwRwAzZhdVk2YjJpNklDRjVMdUw2SzIzNDRLazQ0T3A0NEs1NDRPSTU0U2g1cGFaBHBvcwM3NARzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1589217124/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC9pbGx1c3RyYXRpb24vMjE0NzE1NDI-/RS=^ADBTNcoYpHA29dqxWNlf3Efl.eo0Q8-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTc0Jmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1FaMkRpa0hzNFI3ZXBiWjZiTXJGd2txcVMzQVF6S2QzcXhneGdjSUZMeXBhZ0lUdE1mRUVuRVVWYwRwAzZhdVk2YjJpNklDRjVMdUw2SzIzNDRLazQ0T3A0NEs1NDRPSTU0U2g1cGFaBHBvcwM3NARzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--


状況

息子と二人暮らしの重度認知症の方

デイサービスの入浴後に発熱

常に動いている方だが、職員１名と別室（静養室）に隔離

対応

職員は専属とし、他の職員の介入なし

専属職員は一応予防衣、マスク、手袋着用

看護師通院を希望するが病院に断られる

息子さん仕事のため定時までデイサービスで

＊一部の職員しか、発熱していることを知らされず

他の職員が静養室の出入りをしてしまう(静養室の一部に物品が

置いてある）

翌日、熱が下がったからとデイサービスを利用した

課題

①認知機能低下のため、適切な解熱対応(クーリング・水分補給)が

 できない

②日中、独居のため自宅に帰すことができない場合、隔離状態にする

しか ないが、職員の感染予防対策は万全だったか？

③誰が他部署、他の職員に知らせなければいけないのか？

④次の日の利用は適切な判断だったのか？

⑤体調不良の独居高齢者に対しての対応が考えられていないことで

　ついついデイサービスで受け入れてしまうというということが

  慣例になっているが本当に良いのだろうか…

事例④ デイサービスで利用者が熱発したら…

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1589214859/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9mdW5va2luYXdhLmluZm8vdXNlZnVsLzI4Nzgv/RS=^ADBwjlAZIC_VgQRcmhyVyQEo53LvpU-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTIxNyZsPXJpBGlkeAMwBG9pZANBTmQ5R2NRbmZ1Z0JqWjZVeWJHblIyVXZ1UnNZbnRWRHRIUmZ6LXl3NjRkZTY5aUlNLTZRMmplVXRJeFh3ZnMEcAM0NEdLNWJtMDVhLkU0NEtLNDRHbzVhNjI1cGVQSU9PQ3BPT0RxZU9DdWVPRGlDRG5oS0htbHBrLQRwb3MDMjE3BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1589214859/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9mdW5va2luYXdhLmluZm8vdXNlZnVsLzI4Nzgv/RS=^ADBwjlAZIC_VgQRcmhyVyQEo53LvpU-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTIxNyZsPXJpBGlkeAMwBG9pZANBTmQ5R2NRbmZ1Z0JqWjZVeWJHblIyVXZ1UnNZbnRWRHRIUmZ6LXl3NjRkZTY5aUlNLTZRMmplVXRJeFh3ZnMEcAM0NEdLNWJtMDVhLkU0NEtLNDRHbzVhNjI1cGVQSU9PQ3BPT0RxZU9DdWVPRGlDRG5oS0htbHBrLQRwb3MDMjE3BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp


状況 及び 対応

ソーシャルディスタンスをとっての集団レクはどうしていますか？という投稿がありました。

スペース的な事、レクの内容、どこも悩むところではないでしょうか…

A事業所では…

最初は言葉遊びなど接触の少ないものをやるが徐々に体を動かしたいのでゲームをやるようになった。

すごろくのサイコロ、お手玉など使う道具はその都度使用後に消毒、マレットのスティックは同じ

ものを使用などの配慮して行う。すごろくで「隣の人と肩たたき」とあり密になってしまうので両手

を挙げて背筋伸ばしに変えるなど工夫。

B事業所では…

利用者さん職員共にマスク着用、テーブルの中央に高さ40センチのアクリル板の衝立使用でレクは

今まで通り…小規模事業所なので密な現状です…

C事業所では…

同じ方向を向く、少しづつずらして座る、換気、体操などのリーダーは飛沫防止シートの向こう側に

立ちマイク使用。工作系は手作業なので対面も可。ソーシャルディスタンスと言っても利用者同士話

したければ自然に移動しているのが現状。

D事業所では…

ソーシャルディスタンスとなると一日の利用者数を減らさないと保てないのが現状。(通所）

E事業所では…

食席数を減らして座る、透明なビニールシートを邪魔にならない程度に所々に設置する

F事業所では…

入居とショート棟をわけてレクも棟ごとに行う。

課題

デイ利用中の利用者のマスク使用を緩和（熱中症予防等もあり併設特養の主治医と相談）した。座席も

個々が以前より離れているがどこまで感染症に気を付けるのか、お互いバイキン扱いしない言葉かけ、

体を使ったレク(体力維持のため）、スキンシップ・・・新たなデイの活動、生活様式など人間関係

希薄にならないよう模索中。

提案

今回、ソーシャルディスタンスと集団レクとの投稿から様々な現状との狭間で課題を抱えながら

日々のレクを含めたケアを継続している様子がみえてきます。そんな中で利用者にとって何の

ためのレクなのかを改めて振り返り再構築していく事が大切なのではないでしょうか？

機能維持が目的であればいつもなら隣の方とすぐ手を繋げるのがソーシャルディスタンスの間隔が

あるともっと手を挙げて伸ばす訓練になります。繋がる事が目的であれば例えば新聞紙で作った

棒をおいておけばそれを使って隣の方と繋がれます。広さが無ければグループに分けて何回か

行うなど…。できないからやらないをどうしたらできるかを考えて提案していきましょう。

同時に規制が緩和されてきている今だからこそクラスターにならないよう感染予防に努めていき

ましょう。

事例⑤ ソーシャルディスタンスをとって集団レクは？事例⑤ ソーシャルディスタンスをとって集団レクは？



投稿

介護福祉士養成校の学生に話を聞く機会があり投稿させていただきました。

一つ目は、学生の中にはアルバイトで生計を立てている者も少なくありません。国からの学生に

対しての給付金もありますし今は自粛が緩和されアルバイトが再びできるようにもなっていますが、

実習１ヵ月前にはアルバイトが禁止になったリと、生活に対する不安も多いと思います。

二つ目は現在、学生は就職活動中ですが、コロナ対策もあり自分の希望したいと思っている施設に

ボランティアに行くことができていないそうです。私は就活中のボランティアでいろんな施設に行き

自分が働きたい施設をしっかり考える事ができボランティアに行ってよかったという思いがあります。

何をしてあげたらいいのかは具体的には言えないのですが、１０年前と比べると介護福祉士を

目指そうとしてくれている学生が激減しているなか、頑張って学んでくれている学生達に現役の

私達が何かしてあげられることはないでしょうか？

　　　　　養成校教員の声

①実習受け入れ不可の施設もあり、実習先確保に時間がかかっています。

学内の3密、ソーシャルディスタンスの配慮は当たり前なので、実技演習授業についての現況

です。演習は、3ヵ月遅れで7月になってから開始しました。クラス分けをして1ベッド3人

交代するたびに枕とシーツの上に学生持参のタオルを敷いて直接リネンに触れないようにし

演習中もマスクは常時着用、使用した器材の消毒もこまめに実施します。実習室の窓は開放

したままで教員はフェイスシールド着用で指導します。演習授業はクラス分けで人数制限を

しているため授業時間が倍になり土曜日も授業日ですから教員の負担も倍増し心身共に

疲労困憊です。この状況は9月以降も続くでしょう。

提案

介護現場だけでなく養成校での現状を知る良い機会となりました。実習１ヵ月前からアルバイト

禁止、専門家による感染対策の実施など様々な視点からの予防策をとって実習に臨んでいます。

その事実を我々介護福祉士が現場に発信していき、介護福祉士を目指す養成校の学生の実習や

ボランティアが受けやすくなるよう働きかけていくことが必要ではないでしょうか。

さらに来年度新卒者採用後の育成の配慮も心に深くとめておいてほしいと思います。

今だからできる学びを応援しているところです。

②今一番の問題は、介護実習に出られないという点です。（どの資格の養成も同じですが、

出られない分学内実習を行っております。）介護福祉士になるためには、４５０時間以上の

実習時間を終える必要があります。今回、施設、事業所等で感染対策で外部との接触を

断たれていることは十分承知しております。今後、職場に入職してくる新人は、介護実習を

十分受けられていないということをご理解いただき、同じ介護福祉士として職場に入職して

からの教育、育ちをお願いしたいと思います。今まで以上の研修を計画していただきたい。

また、このような利用者さんの生活を守る、自分自身のからだを守る、と厳しい時期かと

思いますが、将来介護福祉士として活躍するための学びの場、介護実習をお受けいただき

たいと思います。７月６日から、介護施設にご配慮いただき、２年生の実習が始まっており

ます。全県的な動きはわかりませんが、事例にあったように学生も非常時として活動して

います。奨学金の方もコロナ対応で支えてくれてます。

事例⑥ 介護福祉士養成校で困っています・・・


