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新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する施設・居住系介護事業所アンケートの概要 

２０２０年１１月１１日 

石川県保険医協会 

【調査の概要】 

○ 調査目的：石川県の施設・居住系介護事業所への新型コロナウイルス感染拡大の影響を把握すること 

○ 調査期間：２０２０年１０月５日～１０月１５日 

○ 調査方法：対象事業所に郵送にて調査用紙（別紙）を送付。ファックスまたは郵送で返信いただき、

石川県保険医協会事務局で集計を行った 

○ 調査対象：石川県内の施設・居住系事業所 ７４２件（うち不着・返送による無効配付１件）※１ 

○ 回答数 ：３０２件（発送数７４２事業所、うち有効配付数７４１ ／ 回答率４０．８%）※２ 

 

○ポイント 

①標記のアンケートに対して、県内施設・居住系介護事業所 302件（40.8%）から回答が寄せられた。 

②事業所の運営においては、全回答数のうち 91事業所（30.1%）でサービスの縮小が行われたとの回答が

あり、64事業所（21.2%）で「新規利用者、入所者等受入の制限・停止」を行ったことがわかった。 

③76事業所（25.2%）で利用者数が減少した。そのうち緊急事態宣言解除後に「（利用者数が）回復した」

と回答したのは 23 事業所（全回答の 7.6%）にとどまっている。新規利用の受入についても 83 事業所

（27.5%）で減少していることから、事業所の経営に影響が出ており、特にショートステイ事業所が深

刻な状況に陥っている。 

④サービスの利用制限にともない、76事業所（25.2%）から利用者の身体機能低下を、89事業所（29.5%）

から認知機能低下を指摘する回答が寄せられた。また、256 事業所（84.5%）が外出や外部との交流機

会の制限を行っており、それによる利用者、家族のストレスを懸念する声が複数寄せられた。 

⑤業務への具体的な影響としては、「感染症対策」、「外来・面会対応」、「職員と家族の健康管理」に係る

業務負担の増大について、いずれも約 9 割の事業所から回答が寄せられた。また、「感染症対策に関す

る研修」や「入居者・家族、職員等へのメンタルサポート」についても半数以上から回答が得られた。 

⑥衛生用品については、いずれの主要品目についても不足が訴えられており、とりわけ「使い捨てグロー

ブ」は過半数を超える 160事業所（53.0%）が価格の高騰などを理由として不足と回答している。 

⑦医療との連携においては、訪問診療や訪問リハビリ・マッサージ等の制限を行った事業所も多く、入居

者・利用者の健康状態の悪化が懸念される。 

⑧利用者と家族の面会については、多くの事業所で条件付き（ガラス越し、アクリル越し等）での面会や、

オンライン面会の活用が行われているが、様々な事情から対応に苦慮するケースが報告された。 

 

【本件についてのお問い合わせ先】 

〒920-0902 金沢市尾張町２丁目８番２３号太陽生命金沢ビル８F 

石川県保険医協会（担当事務局：大田） 

TEL(076)222-5373 FAX(076)231-5156  

メール iskw_ota@doc-net.or.jp  
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＜＜＜   施設・居住系介護事業所アンケート結果の概要   ＞＞＞ 

 

※１） 調査対象数については、石川県、金沢市及び「福祉・保健・医療情報 WAM-NET」の登録状況

を参考にした。現に事業所として稼働していないと思われる事業所を除外したため、上記の行政等

で公表されている事業所数とは異なる。なお、内訳については以下のとおり。 

①介護老人福祉施設（特養。地域密着型含む）  ：１１１件（うち無効０） 

②介護老人保健施設（老健）    ： ４２件（うち無効０） 

③介護療養型医療施設    ：  ３件（うち無効０） 

④介護医療院     ： １４件（うち無効０） 

⑤有料老人ホーム     ：１３０件（うち無効１） 

⑥ケアハウス（軽費老人ホーム含む）   ： ２９件（うち無効０） 

⑦認知症対応型共同生活介護（グループホーム） ：１８１件（うち無効０） 

⑧サービス付き高齢者住宅（サ高住）   ： ５３件（うち無効０） 

⑨短期入所療養介護（医療・ショートステイ）  ： ６５件（うち無効０） 

⑩短期入所生活介護（ショートステイ）  ：１１４件（うち無効０） 

合計      ：７４２件（うち無効１） 

※２） 以下の報告内に出てくる数値は、いずれも小数点第二位（円グラフにおいては小数点第一位）を

四捨五入した数値となっているため、各項目において合計が 100%にならない場合がある。 

※３） 自由記述回答については、主なものを抜粋・整理して掲載した。詳細については、参考資料を参

照いただきたい。なお、明らかな誤字脱字及び個人・施設等が特定される恐れのあるもの等につい

ては、省略・修正処理を行っている。 

 

１．基本事項について 

 はじめに、介護事業所の所在地、事業形態、運営主体について尋ねた。 

集計結果は、以下表１および次頁の表２、表３のとおりとなった。 

 

表１ 回答事業所の所在地（市・町） 

市町名 回答数 市町名 回答数 市町名 回答数 

金沢市 １１６ かほく市 ３ 志賀町 １３ 

七尾市 ２２ 白山市 １８ 宝達志水町 ６ 

小松市 ３１ 能美市 １５ 中能登町 ３ 

輪島市 １２ 野々市市 １２ 穴水町 ２ 

珠洲市 ２ 川北町 ０ 能登町 ４ 

加賀市 ２４ 津幡町 ５ 無回答 ５ 

羽咋市 ５ 内灘町 ４ 合計 ３０２ 

※自治体の記載順は、総務省 全国地方公共団体コードに準じた 
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表２ 事業形態 

形態 回答数／類型別総数 回答率 

①．特養 ４９／１１１ 44.1％ 

②．老健 １９／４２ 45.2％ 

③．介護療養型医療施設 １／３ 33.3％ 

④．介護医療院 ８／１４ 57.1％ 

⑤．有料老人ホーム ５６／１２９ 43.4％ 

⑥．ケアハウス １２／２９ 41.4％ 

⑦．グループホーム ７５／１８１ 41.4％ 

⑧．サ高住 ２０／５３ 37.7％ 

⑨．短期入所療養介護 ８／６５ 12.3％ 

⑩．短期入所生活介護 ４６／１１４ 40.4％ 

＊複数回答：①＆⑩ ２／７４１ 0.3％ 

＊複数回答：②＆⑨ １／７４１ 0.1％ 

＊複数回答：②＆⑨＆⑩ １／７４１ 0.1％ 

＊複数回答：④＆⑦ １／７４１ 0.1％ 

＊複数回答：④＆⑨ １／７４１ 0.1％ 

＊複数回答：⑥＆⑦ １／７４１ 0.1% 

＊無回答 １／７４１ 0.1％ 

合計 ３０２／７４１ 40.8％ 

 

 

 

表３ 運営主体 

運営主体 回答数 運営主体 回答数 

Ａ．社会福祉法人 １１７ Ｈ．公益社団法人 ３ 

Ｂ．特定医療法人 １ Ｉ．農業協同組合 ０ 

Ｃ．医療法人社団 ５０ Ｊ．生協法人 ０ 

Ｄ．株式会社 ８５ Ｋ．地方自治体 ５ 

Ｅ．合同会社 ０ Ｌ．その他 １２ 

Ｆ．有限会社 １９ 無回答 ９ 

Ｇ．一般社団法人 １ 合計 ３０２ 

※Ｌ．その他の内容 

ＮＰＯ法人６、医療法人財団１、社会医療法人２、生活協同組合１、営利法人１、詳細不明１ 
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縮小した, 91, 

30% 

縮小していな

い, 201, 67% 

無回答, 10, 3% 

縮小した 

縮小していない 

無回答 

２．事業所運営への影響について 

今般の新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、事業所の運営体制・サービス提供体制等への影響

について尋ねた結果が以下の表４、図１である。３０２事業所のうち、９１事業所（30.1%）で何

らかのサービス縮小を行ったとの回答が得られた。 

さらに、サービス縮小の内容について尋ねた結果が表５である。「新規利用者、入所者等受入の制

限・停止」が最も多く、６４件（21.2%）、続いて「利用者・家族からの希望による利用控え」が２

９件（9.6％）となった。 

施設・居住系事業所においては、現に入居中の利用者へのサービス自体は継続されるため、サービ

スの縮小割合自体は、76.3％でサービス縮小が行われていた通所系介護事業所（当会が 6 月～7 月

に実施した「通所介護事業所アンケート結果」より）とは異なる傾向がみられるが、それでもなお３

割の事業所がサービス縮小せざるを得ない状況に追いやられた事実は重く受け止める必要がある。 

加えて、上述のように入居者の状況に左右される面も大きく、2 割の事業所で新規の受け入れ制

限・停止を行ったことは経営に大きなダメージを与えるとともに、慢性的な施設待機者問題にも拍車

を掛けるものであり、新型コロナウイルスの影響による家族等の介護負担増大にも繋がっていること

が懸念される。 

 

表４ サービス縮小の有無 

項目 回答数 （回答率） 

サービスを縮小した  ９１ （30.1％） 

サービスを縮小していない ２０１ （66.6％） 

無回答 1０ （3.3％） 

 

図１ サービス縮小の有無について 
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表５ サービスの縮小状況について（複数回答可） 

縮小内容 回答数 （総回答数 302に 

占める割合） 

ａ．行政からの要請により休業 ０ （0.0％） 

ｂ．事業所の判断により休業 ７ （2.3％） 

ｃ．新規利用者、入所者等受入の制限・停止 ６４ （21.2％） 

ｄ．利用定員の縮小 ７ （2.3％） 

ｅ．利用者・家族からの希望による利用控え ２９ （9.6％） 

ｆ．いずれにもあてはまらない １０ （3.3％） 

※ 訪問介護の縮小について記載１件あり 

 

３．サービス利用者数の推移・運営面について 

事業所の運営への影響について、①サービスの利用者数、②利用者・家族の相談件数、③介護報酬

収入、④新規利用の受け入れに関して、最も影響が現れていたと考えられる緊急事態宣言解除前後の

５月の前年同月比較を尋ねた結果が表６～９のとおりである。全体的に「変化なし」の回答が多数で

あるが、悪影響を受けた旨の回答が各項目で 25%程度みられる結果となった。 

また、事業形態別にみると、「短期入所療養介護」、「短期入所生活介護」から回答のあった 54 事

業所（内訳は 3ページ参照）のうち、それぞれ、①サービス利用者数は 25件（46.3%）、③介護報

酬収入は 23 件（42.6%）、④新規受入は 27件（50.0%）から「減少した」との回答が寄せられ、

今回調査対象とした事業所の中でショートステイへの影響がとりわけ大きかったことがわかった。 

 

①サービスの利用者数については、「変化なし」が 194 件（64.2%）と半数以上を占めてはいる

が、76 件（25.2％）の事業所から「減った」との回答がなされている。減少割合は「30%以下」

が 55件で最多となっている。また、「増えた」も２６件（8.6%）回答されているが、利用者数が減

少した事業所からの受入や、元来の待機者等を考慮すると、低位にとどまっている現状にある。 

 

表６ ①利用者数 

項目 回答数 内訳 項目 回答数 内訳 

増えた ２６ 

～３０％ ：１９ 

減った ７６ 

～３０％ ：５５ 

～５０％ ： ２ ～５０％ ： ６ 

～７０％ ： ０ ～７０％ ： ２ 

７０％以上 ： １ ７０％以上 ： ２ 

無回答 ： ４ 無回答 ：１１ 

変化なし １９４ 無回答        ６ 
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 ②利用者・家族からの相談件数についても、「変化なし」が１７９件（59.3％）で最も多かった一

方で、「増えた」という回答も 83件（27.5％）にのぼっており、利用者・家族の不安増大とともに

スタッフの対応に係る負担の増大が窺える結果となった。 

表７ ②利用者や家族からの相談件数 

項目 回答数 内訳 項目 回答数 内訳 

増えた ８３ 

～３０％ ：５０ 

減った ２９ 

～３０％ ：１２ 

～５０％ ：１０ ～５０％ ： ５ 

～７０％ ： １ ～７０％ ： ０ 

７０％以上 ： ０ ７０％以上 ： ０ 

無回答 ：２２ 無回答 ：１２ 

変化なし １７９ 無回答 １１ 

 

 ③介護報酬収入については、①利用者数の減少との関連性が大きいこともあり、ほぼ同数である

74件（24.5％）から「減った」との回答が寄せられた。新型コロナウイルス感染対策に係る各種費

用が大幅に増加（具体的な内容は後述）している中で、介護報酬収入の減少は事業所運営の根幹に関

わる問題であり、喫緊の対策が求められる。 

表 8 ③介護報酬収入 

項目 回答数 内訳 項目 回答数 内訳 

増えた ３１ 

～３０％ ：２５ 

減った ７４ 

～３０％ ：５７ 

～５０％ ： １ ～５０％ ： ３ 

～７０％ ： ０ ～７０％ ： ２ 

７０％以上 ： １ ７０％以上 ： １ 

無回答 ： ４ 無回答 ：１１ 

変化なし １８３ 無回答 １４ 

 

 ④新規利用の受け入れについては、「２．事業所運営への影響について（３ページ）」にて、64 事

業所が受入の制限・停止を行っているとの回答があるように、83件（27.5％）が「減った」と回答

している。これについても、通所系事業所類似の問題として利用者側のサービス利用控え、事業所側

の感染対策による受け入れ可能人数の縮小による影響が大きいと考えられる。 

表 9 ④新規利用の受け入れ 

項目 回答数 内訳 項目 回答数 内訳 

増えた ２３ 

～３０％ ： １４ 

減った ８３ 

～３０％ ： ６０ 

～５０％ ：  ２ ～５０％ ：  ５ 

～７０％ ：  １ ～７０％ ：  １ 

７０％以上：  １ ７０％以上：  ４ 

無回答  ：  ８ 無回答  ： １３ 

変化なし １９０ 無回答    ６ 

 



7 

 

４．利用者数の回復具合について 

 設問３－①にて、「減った」と回答した 76 事業所に対して、その後の利用者数の回復具合につい

て尋ねた結果が、表 10 および図２である。うち 23 件（30.3％）の事業所から「回復した」とい

う回答が得られたが、その一方で「変化なし」が 39件（51.3%）、「さらに減った」が 12件（15.8％）

となっている。一度減少した利用者数の回復は困難であり、今なお影響が続いていることがわかる。 

通所同様に、今後も休業・閉鎖を余儀なくされる事業所が増える恐れや、利用できなくなった利用

者の心身の状態悪化、介護負担を課せられる家族を取り巻く状況悪化が懸念される。 

 

表１0 緊急事態宣言解除後の利用者数について 

項目 回答数 内訳 項目 回答数 内訳 

回復した ２３ 

～３０％ ：１６ 

さらに 

減った 
１２ 

～３０％ ： ９ 

～５０％ ： ２ ～５０％ ： ０ 

～７０％ ： ０ ～７０％ ： ０ 

７０％以上 ： ０ ７０％以上 ： ０ 

無回答 ： ５ 無回答 ： ３ 

変化なし ３９ 無回答 ２ 

 

図２ 緊急事態宣言解除後の利用者推移 
 

 

 

 

 

回復した, 23, 

30% 

変化なし, 39, 

51% 

さらに減った, 

12, 16% 

無回答, 2, 3% 

回復した 

変化なし 

さらに減った 

無回答 
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５．利用者･家族の変化 

利用者本人や家族における、これまでになかった変化等について尋ねた（複数回答可）結果が、下

の表 11および次頁の図３である。３０２事業所のうち、「特になし」および「無回答」の合計は 36

件（11.9%）にとどまり、２６６事業所（88.1%）から利用者本人及び家族に何らかの影響が出た

と回答された。 

回答では、「外出や外部との交流の機会が減少した」が２５６（84.8％）と最も多く、続いて、「認

知機能が低下した」８９（29.5％）、「身体機能が低下した」７６（25.2％）、「興味・関心・意欲が

低下した」７１（23.5％）であった。また、「その他」記載としては、抑圧された状況下により利用

者、家族のストレスの増大を懸念する声が挙げられている。 

 

表 11 利用者及び家族への影響について（複数回答可） 

内容 回答数 （総回答数 302に 

占める割合） 

Ａ．身体機能が低下した ７６ （25.2％） 

Ｂ．認知機能が低下した ８９ （29.5％） 

Ｃ．持病が悪化した １０ （3.3％） 

Ｄ．興味・関心・意欲が低下した（閉じこもり傾向等） ７１ （23.5％） 

Ｅ．口腔機能が低下した １３ （4.3％） 

Ｆ．外出や外部との交流の機会が減少した ２５６ （84.8％） 

Ｇ．家族の介護負担が増加した ２１ （7.0％） 

Ｈ．特になし ２７ （8.9％） 

Ｉ．その他 １７ （5.6％） 

Ｊ．無回答 ９ （3.0％） 
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利用者・家族の変化 

身体機能低下 

認知機能低下 

持病の悪化 

興味・関心・意欲低下 

口腔機能の低下 

外出・外部交流の減少 

家族の負担増加 

特になし 

その他 

無回答 

 

図３ 利用者・家族の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

６．事業所スタッフの業務への影響について 

新型コロナウイルス感染症拡大に際して、事業所および職員に課せられた業務への影響について尋

ねたところ（複数回答可）、表 12および次頁の図４の結果が得られた。 

「特になし」および無回答は５件にとどまり、２９７事業所（98.3％）で業務への影響が出てい

ることがわかる。「感染症対策（資材調達も含む）」が２７９件（92.4％）、「外来者・面会等への対

応」が２７４件（90.7％）、「職員の健康管理、職員および同居家族の健康観察と報告」が２６６件

（88.1％）となっており、ほぼすべての事業所で、根本的な感染対策の整備、職員の健康管理の徹

底、外部との接触について業務が増えたと回答された。 

さらに、「感染症対策に関する研修」、「入居者・家族、職員等へのメンタルサポート」もそれぞれ

半数以上から回答が寄せられており、多くの事業所が、日々の感染症に対する情報のアップデートに

加えて、入居者・家族や職員へのメンタル面でのケアのための対応に追われていることがわかった。 

 

表 12 職員への影響について（複数回答可） 

内容 回答数 （総回答数 302に

占める割合） 

Ａ．感染症対策（資材調達も含む） ２７９ （92.3％） 

Ｂ．感染症対策に関する研修 １６６ （55.0％） 

Ｃ．職員の健康管理、職員および同居家族の健康

観察と報告 

２６６ （88.1％） 

Ｄ．入居者・家族、職員等へのメンタルサポート １５９ （52.6％） 

Ｅ．外来者・面会等への対応 ２７４ （90.7％） 

Ｆ．行政や関係機関との連絡・調整 ９２ （30.5％） 

Ｇ．風評被害への対応 ２２ （7.3％） 

Ｈ．特になし ３ （1.0％） 

Ｉ．その他 １３ （4.3％） 

Ｊ．無回答 ２ （0.7％） 
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職員への影響について 

感染症対策（資材調達等） 感染症対策の研修 

職員・家族の健康管理 入居者、職員等へのメンタルケア 

外来者・面会等の対応 行政・関係機関との調整 

風評被害への対応 特になし 

その他 無回答 

 

図４ 職員への影響について 
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７．衛生用品、防護用品等の保有状況について 

次に、主な衛生用品、防護具の保有状況について尋ねた結果が、以下の表１３及び図５である。 

サージカルマスク、消毒用アルコールは比較的充足してきている傾向にあるが、ガウン（エプロン）

およびゴーグル（フェイスシールド）は充足が 50％台にとどまり、使い捨てグローブに至っては、

不足が過半数を占める結果となった。 

「今後の備蓄等においての不安やお困りごと」を尋ねた設問においても、９６件の記載が寄せられ

たが、とりわけ使い捨てグローブの不足および価格高騰を指摘する意見が数多く見られた。具体的に

は「１箱 250円→800～1200円になった」、「排泄処理時に必要です。感染防止のためには必需品

なので、今後に対しても不安です。」などの記載が得られた（その他詳細は資料編参照）。 

また、「物品の販売価格の高騰により、入居者・利用者の自己負担額が増える」、「助成があるとい

えど、今後ずっと続くことで財政的にどうかと思われる」など財政面に加えて、「現在、在庫として

備蓄しているが、コロナ感染者が発生したら対応できない」、「保管場所がない」など、現時点で充足

している場合でも、今後の流通への心配や、そもそも事業所規模により長期的な備蓄が難しいなど通

所同様に多くの不安が寄せられており、継続的かつ必要即応の供給体制の構築が渇望されている。 

 

表１３ 衛生用品、防護具等の保有状況 

項目／回答 充足 不足 無回答 

①サージカルマスク ２２３（73.8％） ７１（23.5％） ８（2.6％） 

②消毒用アルコール ２１９（72.5％） ７５（24.8％） ８（2.6％） 

③ガウン（エプロン） １６２（53.6％） １２６（41.7％） １４（4.6％） 

④ゴーグル（フェイスシールド） １６４（54.3％） １１４（37.7％） ２４（7.9％） 

⑤使い捨てグローブ １３７（45.4％） １６０（53.0％） ５（1.7％） 

※その他：不足しているもの（自由記述より主なものを抜粋） 

個別具体的には、N95 マスク、飛沫シールド、アクリル板、非接触型体温計、ガーゼ、ペーパータ

オル、パルスオキシメーター、おしりふき、ハンドソープ。ほか、全て足りない、発注をかけても納

品まで時間がかかる、価格の高騰を不安視する声も寄せられた。 

 

図４ 衛生用品、防護具等の保有状況について 
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８－１．医療との連携について 

通常時同様の医療連携が取られているか調べるべく、医療との連携状況について尋ねたところ、１

３８件の回答が得られた（自由記述）。一部の事業所では継続して嘱託医等の診察を行っているとい

う回答も得られたが、多くの施設で歯科、眼科、耳鼻科等の受診制限や、理美容サービス、訪問マッ

サージを中止した旨の回答が得られ、具体的には「歯科にしばらく行けず、義歯等の不都合が直せず

に、食事摂取量が減り、体重が減った入居者が数名いた」などの声が寄せられた。通院に関しても、

家族のみ受診、薬、特に発熱時の対応に苦慮している声が多く寄せられた。 

また、感染防止の徹底に関しては、医療機関側、介護事業所側双方がナーバスな状況になっており、

「往診のDrにフェイスシールドを装着して入っていただこうと提示したら、「コロナ扱いだ！」と立

腹された」、「明らかにコロナウイルスでの発熱ではないのに、訪問看護、往診を断られた」など医療・

介護現場の連携に悪影響を及ぼしている。このことは結果として両者の信頼関係が損なわれる可能性

も示唆される。 

 

８－２．ご家族と利用者の面会交流について 

次に、利用者と家族との面会の現状について尋ねたところ、２７２件の記載が得られた。 

面会の手法については、今なお全面禁止が続いている事業所も少なくないが、別室（玄関先等）、

アクリル板・ガラス越しなど、一定の制限の上で面会を行っている旨の回答が１６０件程度、電話や

オンライン面会を導入しているという回答が１３０件程度寄せられた。そのうち両方を組み合わせて

いるという回答も一定数みられた。なお、ターミナル期の方の場合は特に制限を行わないという回答

も複数あった。 

面会のあり方に関しては、事業所ごとに様々な工夫が取られているが、アクリル板越し、ガラス越

しではうまく聞き取れず、電話等を併用したり職員がサポートする必要があることや、面会の予約調

整、面会した部屋の消毒等の業務増加。オンラインについても職員がサポートする場面や、そもそも

ご家族がオンライン機器の操作に不慣れで断念したという事例も寄せられており、対応に苦慮してい

る現状がある。 

10 月 13 日に厚生労働省より、面会・外出等の制限緩和指針が示されたが、職員の業務負担増加

に加えて、上記のような状況では、感染防止の徹底をしたうえで、安心して面会・外出等の再開には

なかなか踏み出せる状況にない事業所も少なくないのが実情だと考えられる。 

 

９．今後（秋から冬にかけて）の不安など 

今後、秋から冬にかけて予想される再流行への備え、不安について２０７件の記載が得られた（詳

細は資料編参考）。多様な意見が寄せられているが、主なものとして、新型コロナと季節性インフル

エンザの同時流行への恐怖、利用者・職員が感染した（自施設でクラスターが発生した）場合の対応、

利用者および職員のストレス蓄積などが挙げられた。介護事業者としては、自らが感染源となること

のないように日々神経をすり減らしながら業務にあたっているが、インフルエンザ流行期に入り、そ

の不安はさらに増大している。介護崩壊を防ぐためにも、いざという時に介護事業所を支援する仕組

み作りが求められている。 
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１０．第二次補正予算に関する介護事業所対象の支援事業活用状況 

次に、第二次補正予算成立に関連した、介護事業所支援策①慰労金交付事業、②介護サービス提供

支援事業について活用状況について尋ねた結果が以下の表１4および表１５である。 

 両支援事業ともに利用率は高く、介護事業所にとって概ね使いやすい制度であったと評価できる。

ただし、①慰労金交付事業について、「回答なし」と回答された方に追加で理由を尋ねたところ、「手

続が煩雑」２件、「よくわからない」１件、「コロナ感染者がいない」１件との回答も寄せられている。

また、慰労金と支援金を一括で申請しなければならないことについても不満が寄せられた。 

 

表 14 ①慰労金交付事業 

内容 回答数 

Ａ）感染者・濃厚接触者に対応した施設で、かつ発生日以降

勤務した職員（１人２０万円） 

２  （0.7%） 

Ｂ）感染者・濃厚接触者に対応した施設で、かつＡ以外の職

員（１人５万円） 

１４  （4.6%） 

Ｃ）感染者・濃厚接触者もいない施設の職員（１人５万円） ２６３ （87.1%） 

Ａ＆Ｂ＆Ｃ ８  （2.6%） 

Ｂ＆Ｃ １  （0.3%） 

回答なし １４  （4.6%） 

 

表１５ ②介護サービス提供支援事業 

内容 回答数 

利用する  ２４８ （82.1%） 

回答なし   ５４ （17.9%） 

 

（集計：石川県保険医協会事務局） 

 

 

 



＜＜＜   施設・居住系介護事業所アンケート 参考資料編   ＞＞＞ 

 

７－⑦．衛生用品、防護用品等の保有状況関連記述（全回答 96 件より抜粋） 

1 使い捨てグローブは排泄処理時に必ず必要です。代替等ありますが、感染防止のためには必需品

なので、今後に対しても不安です。 

2 法人全体で備蓄出来る物は行っているが、ショートステイ事業所のみでは保有できない。事業所

に支援をさらにしてほしい（10/10） 

3 全ての衛生用品を備蓄するまでに至っていない。なんとか業者（数社の）から納品をしてもらっ

て過ごしている状態。以前（昨年）にくらべ、取り引きしていなかった業者とも契約をしている

単価が高い。 

4 ガウンや使い捨てグローブなど値上げがひどくて、金銭的に多くの在庫を持てない（マスクは転

売禁止の法律で値段は落ち着いている）。 

5 withコロナを考えた時、消耗品（上記）を不足することなく準備できるのか？コスト的に負担

がどれくらいになるか心配です。 

6 現在コロナ感染症が施設内で発生していないので問題ないが、発生した場合、衛生用品、防護具

の使用が増えるので、適宜補充できるか心配。 

7 現在は充足しているが、冬期を迎え、品薄になればまた不足するおそれがある。 

8 職員に外出禁止もしくは自粛を要請しているが、世間は GoToイートキャンペーンをやってい

て、税金の使い方が不公平。5万円 or20万円の慰労金だけではモチベーションが上がらない。 

9 現状はほぼ充足していますが、また購入できない状態になるのではないかが不安です。現在でも

価格が数倍にあがったものもあり、安定して備蓄していけるか心配です。 

10 衛生用品が軒並み値上がりしている。 

11 使い捨てのグローブが手に入っても通常の３倍の値段となっている。 

12 保管場所、風評による買い占め。必要な所へ必要な物を！ 

13 コロナ発生時の対策として、ある程度消耗品は備蓄しておきたいが高額な物であったり、消費期

限のある物品はどの程度備蓄すればいいか分からず困る（N95マスクなど）。 

14 マスク、手袋の価格高騰、使い捨て出来なくなる。 

15 コロナ影響により衛生用品が値上がりや入手困難な状態です。マスクは手作りや洗って使用出来

ますが、使い捨てグローブが不足してます。 

16 物品の販売価格の高騰により、入居者・利用者様の自己負担額が増える。 

17 備蓄品はコロナウイルス流行前に使用していた物は、業者から入荷が少なくなったと言われ、今

までの物より高い物に変更となっている。事業所としては経済的負担が増え、困っている。 

18 コロナ以前に比べ、物品の価格が上がっており、数はあったとしても価格が問題。 

19 現在在庫として備蓄しているが、実際コロナ感染者が発生したら現在の在庫では対応できないと

思われる。 

20 備品の値上げ幅が大きい。ディスポ手袋＠250円/箱→＠800～1200円。ディスポエプロン

の納品がなく、排泄介助時、嘔吐時の感染予防が不足し、蔓延の恐れを感じながら業務もしてい

る状況。 



21 万が一感染が入ってしまった時の、利用者の隔離や職員配置等、ガウン（高価な為）着用で備蓄

出来ていない物があって心配である。 

22 衛生用品、防護用品の価格が高値な為、思うような数量を購入できない。いくら助成があるとい

えど、今後ずっと続くことで財政的にどうかと思われる。 

23 全ての消耗品で値上げ 200～400％が生じている。 

24 取引先からの納品は、年間の納品量に対し納品の割合が決まるため、介護施設での納品は病院が

メインとなり厳しい状況にある。マスクもコロナ用（備蓄）としているが、毎日の職員への感染

対策としての配布までには困難。個人購入も継続している。 

25 役場等に備蓄しておいてくれると有難い。マスクは中国製や海外製は質が悪いので、高くても日

本製が欲しい。 

26 特に使い捨てグローブが何社にあたっても手に入りにくくなり、今後も必要数を確保できるか不

安。値段の高騰。備蓄品の保有数がどのくらい保有すればいいかがわからない。 

27 購入したくても資金がなければ購入できません。どの事業所に対しても国の支援が必要です。 

28 ガウン注文したけど届かない。感染予防キット注文したが届かない。価格高くなっていて大変。 

29 衛生用品等のストックにも限りがあるので、メーカー等、品薄にならないように働きかけて欲し

い。 

30 個々の値段が高くなり、日常消費する分の購入に費用が嵩み、備蓄まで至ってない。 

31 調理、厨房がストップした際の対応…。 

32 現在は、全ての衛生用品が充足しているが、ガウンタイプのエプロンは発注後、半年経ってよう

やく納品されたり、今後の入荷はわからなかったり、ディスポのプラスチックグローブは毎月の

ように値上がりが続いていたり、不安定な供給状況にある。 

33 ペーパータオル、ビニール手袋の値上げ。 

34 使い捨てグローブの価格の高騰 

35 備蓄しようと思っても、場所がせまくてできない。そのため、それ用の小屋を購入する。 

36 法人全体で物品を用意してくれており、今のところ不足していないが、今後、感染者が出た場合、

一気に不足するのではないかと不安がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８－①．医療等との連携についての記述（全回答 138 件より抜粋） 

1 主治医は介護に対しての意見も考えもしっかりと聞いて反映していただけます。特に困ったこと

はありません。 

2 歯科の定期的な口腔ケアは訪問を控えていただいた。 

3 歯科医師の訪問診療は必要最低限の人数をしている。 

4 訪問診療は継続して出来ている。 

5 定期受診の回数を減らしてもらって対応したので家族や本人も不安。※特定の医師からは「（訪

問診療の）制限をかけた施設にはコロナＰＣＲ検査の対応の相談には今後乗らない」と通告され

た。大変な時期だけ往診月４回を月２回に頼んだら、担当患者であってもＰＣＲなどコロナの相

談にはのらないと言われた。とてもつらかった。 

6 直接の外来受診を控える方が増え、医療機関からの求めに応じ、電話診療の補助、薬局との情報

のやりとりなどの支援を行った。 

7 受診でなく往診にて対応していただいた。 

8 歯科医師の訪問診療は一時中止した。 

9 当施設の嘱託医、協力歯科、眼科医、精神科医ともに来て頂けたので助かりました。 

10 外部からの診察については、基本的に体温を測る等、記録の上、対応して頂いている。 

11 訪問診療は１Ｆの相談室で行っていただいている。 

12 入居者が歯科、眼科、耳鼻科への通院を控えるようになった。 

13 定期的診察は月１回来てもらっているが、主治医により、内服のみの処方対応で連携している利

用者もいる。異常のある時は写真を撮り、主治医に報告し、指示をいただき対応している。また

発熱時の対応については各医師と相談し、どのように対応するかマニュアル化した。入院対応の

出来る医療機関へも自施設の対応について報告し、協力依頼した。 

14 施設の完全閉鎖はしておらず、面会票の記入で体調確認し居室ではなく１Ｆ相談室で診察しても

らっている。入院してもＡＤＬなど詳細がわからず、ＳＷと施設復帰にむけて調整が難しい。本

人の思い、家人の思いも確認が充分にとれない。 

15 コロナ以外での発熱に対しても、なかなか診てもらえなかった。 

16 他科受診は家族の対応で行っており、家族の健康チェックが必要。状態に変化がない場合は TEL

診察も行った。 

17 定期的に来て頂いている床屋による散髪が行えなくなった。感染拡大防止のため、集団リハビリ、

年間行事を中止した。 

18 利用者の健康管理や受け入れの際の健康チェックに時間や労力を費やす。 

19 外部との接触を控えて頂くために、外来受診なども状態が安定していれば行わなかった。家族に

よる受診の同行も控えて頂き、医療機関と連携を取りながら、リスクを少しでも軽減していった。

訪問診療も導入していった。職員同行による受診を行った。 

20 訪問歯科につきましては、コロナ感染拡大状況に合わせ、中止→再開→中止→再開を繰り返して

いる。 

21 訪問診療医がコロナウイルス発症者との接触があり、一時診療に影響があった。 

22 新規でサービスを開始する際、ご本人様をしっかりアセスメントするため直接会っていたが、面



会制限やリモートでのカンファレンスでサービススタートすることが増え、情報共有や実際会っ

てみたらわかる事もわからないままでスムーズな連携がとれていると思えない。在宅医療ではそ

んなに大きな変化はないが、家族が直接面会に来て、立ち会えないので連絡等をしっかり行い、

診察内容等も理解してもらっている。 

23 定期受診（外出）を見合わせ、処方薬対応が可能となったことは助かるが、外出機会、家族との

コミュニケーションの機会が減った。嘱託医師の訪問は助かっている。 

24 嘱託医においては、一層連携が図れ、心強い。訪問歯科においては、主に治療を優先しての訪問

としており、且つ限られた場所での診療で不便。 

25 定期受診について、特変なければ薬のみ処方して頂いている。 

26 在宅マッサージを利用していたが、施設内に外部の方を入れることは出来ない為、可動域訓練等

が入らない分、入居者の方で拘縮がひどくなった方等もいる。熱発の受診にいくと、コロナを疑

われ、長時間待たされての受診になる為、困る。 

27 紹介者の受入のための面談に対しては、感染対策を強化し訪問している。歯科の訪問に関しては、

継続している。肺炎も少なく安定している。肺炎が増えることでコロナを疑うことになり混乱す

るのではないかと思っています。 

28 面会制限や受診制限で、往診医は玄関先対応。受診も病院へ連れて行けず TEL受診が増え、Dr

に直接診て頂く機会が減っている。 

29 通院など控え薬だけの処方の方もいた。 

30 市内で流行していた時は、医師がコロナを持ち込むかもしれないとのことで、医師の判断で往診

は控え、電話とＦＡＸでの情報交換となった。皮膚の異常等、言葉等で伝えるのが困難だった。

写真に撮り、医院に持参することもあった。 

31 往診には来てもらっているが、入院先でのクラスター発生に施設側としては不安が生じる。退院

カンファレンスの縮小化や、状態確認にも行けない事があり、退院後のケアを行う際、戸惑うこ

とがある。 

32 新型コロナ発症時期往診の Drにフェースシールドを装着して入っていただこうと提示したとこ

ろ、立腹され「自分は医者なのにコロナあつかいだ！！」と言われ、困惑しました。 

33 かかりつけ医との情報共有を密にし、連携強化を図った。 

34 電話診療や職員だけが来院するカルテ診療等が増えた。ケガによる入院中、職員の面会ができな

かった。体調に変化があり、希望すれば本人来院の受診は行ってくださる（受診前に状態を伝え

た上で）。個人の診療所では、これまでどおり、本人来院での受診が行われている。 

35 面会、カンファレンスができず、電話でのやりとり。新規受入の場合、電話だけだと受け入れ時

に状態が違う時がある。 

36 往診は続けている。歯科にはしばらく行けずに義歯等の不都合が直せずに、食事摂取量が減り、

体重が減った入居者が数名いた。 

 

 

 



８－②．面会交流の関連記述（全回答 272 件より抜粋） 

1 玄関前での対応としています。直接話したり、触れることはできません（利用者様）。手紙（写

真含む）とハガキなどは開設から継続。 

2 面会制限等、Zoomによるオンライン面会を行った。面会場所を特定のエリアに制限した。 

3 電話や、ドア越しの面会での対応を行っている。 

4 ビデオ通話及びアクリル板越しの面会を実施。 

5 面会については、基本、全面禁止にした。 

6 面会は別室でする。他の入居者とは接触はない。 

7 現在、玄関のドア越しにて面会を実施している。今後はタブレットを購入しオンライン面会を導

入しようと検討中。 

8 iPad を使用してのリモート面会。看取りの方などは必要に応じて時間と人数を制限し、別室を用

意。 

9 面会は予約制で、面会人数は原則１名、時間は 15分。Zoomを利用した面会方式の勧め。原則、

相談室、サロンにての面会。 

10 オンライン面会のみ実施。インフラ整備で 100万かかるも、うち小松市助成金 50万が補助さ

れたのでありがたかった。 

11 ガラス戸を間にはさみ、窓越しの面会を行っている。予約制で、一家族、月に２回までに制限し

ている。 

12 ビデオ通話や、ウェブ面会を試行したが、会話がうまく出来ないことから、現在はガラス越し面

会を行っている。ハンズフリー通話で会話はスムーズになった。今後、冬に向けて改善を検討中。 

13 面会制限の緩和基準が一般の方と福祉事業所の考え方と少し合わない為、定期的に施設内、各利

用者の状況を紙ベースでお知らせしている。 

14 地域での状況を踏まえ、全面禁止期間を設けた（回答日時点では一部制限に緩和）。ビデオ通話

による面会機会を設けている。 

15 事前に家族からの申込を受け付け、面会者健康チェックシートに基づきチェックをしてもらい、

15分間位の面会をアクリル板を通してもらっている。特にターミナルケアを実施している利用

者に対しては制限を設けず居室へ訪問してもらっている（マスク、手指消毒、検温の後）。 

16 毎日あるいは週に数回面会に来られていた方が全く来られなくなった。Zoomで面会を行ってい

る。遠方の方は全く来られなくなった。 

17 オンライン面会を実施している。タブレットやアプリを使いこなせる家族はごく少数であり、ガ

ラス越しの面会などで対応している。 

18 県内外の発生動向を見守りながら、面会を行って頂いたり制限したりしている。タブレットを使

ってのオンライン面会、窓越しでの電話通話による面会を行っている。 

19 リモート面会を１０月からスタートしたところです。利用者様が落ち着いて会話ができるように

職員が付き添いを行っています。 

20 小規模事業所により、お金掛けられませんが、携帯電話でビデオ通話で会話しております。 

21 Zoom面会を促しているが、なかなか浸透している様子もなく、今まで少ない数しか実行できて

いない。面会制限をおこなっていても、理解していただけないのが現状である。 



22 緊急やむを得ない場合は、面会制限はしない。ガラス越しの面会から、アクリル板使用での面会

にしている（顔をみながらピッチで会話）。事前予約で職員が対応可能な時間帯。 

23 玄関とフロアーでガラス越しで面会していただいている。差し入れ等は職員で預かり、聞き取り

にくい会話は伝言もしくは電話で会話していただいている。 

24 ２月末から７月下旬まで面会は基本禁止。７月末（7/19～）～玄関にて検温・消毒行った上で、

換気をしながら玄関で短時間面会解除。７月初旬から LINE電話（ビデオ）も使用。居室での面

会や外出制限に利用者様はかなりストレスを抱えておられる。 

25 面会は中止しているため、お互い会えず様子が分からない。時々電話やお手紙（様子を記入し）

と写真を家族に郵送している。リモートでの面会も行っているが、家族が施設窓口まで来ないと

できないため遠方の方や、遠慮して来られない方も多い。新規入所の方については、家族が施設

内を見ることができず、部屋の様子など、どんな所で生活しているのかがわからないまま入所生

活を送っている。外出、外泊もできないため楽しみが減り、意欲低下、閉じこもり傾向になって

しまっている。 

26 耳が遠い高齢者にとって、ソーシャルディスタンスを取っての円滑なコミュニケーションが困難

であった。面会をする家族より、「自分たちが会いたいという思いだけで職員の消毒などの手間

を取らせるのが申し訳ない」という意見があった。 

27 面会は一時開放していたが、すぐに面会制限を行い、窓越しの面会をしている。ターミナル期の

方は、別室や居室で対応をしている。又、面会後は部屋の消毒も必要にて業務が増加。窓越しで

の面会は会話が成り立たない、聴こえない点があり、スタッフが携帯電話での補助、会話の補助

をしないといけないため業務に支障がある。面会前の問診、検温も手間。 

28 窓越し面会で会話は電話のスピーカーを通して行っている。予約制だが、リモート面会より直接

本人の顔をみれる為、双方が満足感を味わえていると思える。 

29 面会制限有り、窓越しの面会をしている。Wi-fi環境整備し、リモート面会予定。 

30 面会制限にて居室等フロアーへの立入を原則禁止。LINEテレビ電話の活用。 

31 県内外の発生動向を見守りながら、面会を行って頂いたり、制限したり、と制限している。タブ

レットを使っての面会、窓越しでの電話通話による面会を行っている。 

32 コロナの影響で、面会禁止となり、ずっと面会はされていない。終末期の方においては、処置室

での面会は行っている（約 10分ほど）。 

33 一時６月～７月初め感染が落ち着いた時期に対面での面会も行ったが、現在は中止している。今

はオンライン面会を行っている。看取り期のみ、主治医許可出れば１回２人まで、１５分以内で

の面会許可している（毎日は許可せず、入れる人（２人）は固定で）。 

34 面会出来ずリモート面会を紹介しているが、家族がパソコン等不慣れの為、２件だけしか出来な

かった。他は、動画を撮り家族のスマホに送るなど行った。新聞（通信）に写真を載せて送付し

ている。 

35 面会室を設け、感染予防策として飛沫防止スクリーンの設置等のハード面を整えたり、面会時の

お願い等のソフト面も同時に整えた。ビデオ通話の設置。 

36 ご家族との面会は一日一件の予約を取り、行ってもらっているが家族からの不満の声が聞こえる。

ビデオ通話の案内を出しているが、殆ど利用される方はいない。地域、ボランティアとの交流が

できない状況である。 

37 面会は基本禁止にしている。ターミナルの方には別室で面会してもらった。希望者にはガラス越



しで面会してもらっている。Web 面会の希望もあるが、職員体制が厳しく対応できない。 

38 Facetime でのテレビ面会。看とり対応の利用者さんは、面会者の体調・行動歴を確認させてい

ただき、マスク、フェイスシールド使用での短時間の対面面会の実施。 

39 面会は制限しているが、オンライン面会やベランダ等から離れて会って頂くようにしている。利

用者やご家族にも直接会えないストレスは強くなってきている。 

40 オンライン面会はリピーターが少なく、窓越し面会を実施していたが、声が届かないことや、猛

暑やこれからの寒さ対策から、簡易テントを購入し、屋内集会所に設置、透明幕越しに面会して

いただいている。 

41 その時、石川県のコロナ現状、本社からの通達によって、面会を制限したり、窓越し面会を行っ

ている。また、入居者様で看取りの方に関しては、ご家族様が居室で過ごされることを許可させ

ていただいている。ご家族様の思いはそれぞれなので、日々対応して説明（制限）させていただ

いている。 

42 面会制限はコロナの地域での発生状況に留意し、①「顔を見るだけ」、②ソーシャルディスタン

スをとってお互いマスクして 15分以内。③「窓越し」面会といろいろ段階的に変更している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９．今後の不安に関する記述（全回答 207 件より抜粋） 

1 散歩すらできない状況は正直辛いです。これがいつまで続くのか…といった不安はありますが、

室内でできることも更に創意工夫していますが、当たり前のことに改めて感謝しています。 

2 必要物品が不足しないか不安である。高齢者施設のため、職員が日々気をつけていても、自分達

が感染して高齢者にうつらないかが不安です。 

3 自宅で過ごしている方が利用されている。その為、利用者には、体調確認はもちろん周囲の家族

などの健康状況の把握をしないと利用できない。併設の特養入居者に感染させてはいけない。 

4 今後、かぜやインフルエンザも流行も予測され、コロナ感染も起こりうると思うと、利用者の方

が熱発されると、とても不安になる。とにかく、施設内で色々な感染が発生しないよう、職員自

らが感染源にならないよう、感染対策はしているが、仕事柄、色々な事が制限され、職員のスト

レスもたまってきていると思われ（県外の子供や孫に会えない、旅行にも気楽に行けない、色々

イベントも縮小や中止になっている…etc.）、職員のメンタル面でのサポートも必要になってい

る。 

5 施設内でコロナ感染症が発生した場合の職員の勤務体制。防護具や衛生材料の適正な使用を介護

職員に充分に浸透させられるか不安。 

6 もしも施設でコロナが発生した場合、パニックに陥らないか不安である。 

7 職員の自粛要請がきかない。家族に面会させてあげられない。プレッシャーに押しつぶされそう

になっていて、もう限界。フラストレーションからの虐待が発生しないか本当に心配になります。 

8 面会制限の緩和基準が難しい。職員のストレス対応。介護職員として施設内に感染を入れないと

の気持ちは高いが、プライベート外出等を制限してもらっていることから、結果その家庭にも制

限をさせてしまっている。感染があった場合、利用者へ説明しても理解が難しく自宅で過ごして

頂くことが大いに難しい。 

9 いつ職員が感染するかわからず、入居者へうつしてしまうかもしれない中で、現在でも最大限の

注意を払っているが、これ以上どうすればよいのかわからない。 

10 今後、インフルエンザの同時期に感染することに対し、不安を感じています。勿論、利用者には

インフルエンザワクチンを接種してもらいますが。 

11 面会や外出が出来ないことで、利用者のストレスが増加していると感じられる。今後、益々利用

者がストレスを感じるのではないかと不安である。スタッフにも負担がかかっている現状であり、

面会の解除について検討必要である！！スタッフ等に感染者が出ると、スタッフ不足になる恐れ

があり、スタッフの感染予防対策についても指導を徹底していきたい。 

12 インフルエンザとコロナの発症の見極めが困難！利用者様に制限をお願いするのも限界がある

が、職員を守ることが難しくなってきている。 

13 （感染予防に重点を置いた結果）定期通院ができない利用者がいらっしゃること。 

14 外出行事や子供達（保、小、中など）との交流もこのままできないとお年寄りもさみしいと思う。

施設内のみ職員のみの行事を増やしたり対応はしているが、若い方と違い、病院や施設はなかな

かwithコロナにならない。 

15 もし万が一、施設にコロナが入ったら大変なことになる。そうならないよう、万全の体制を築く

ことが大事。法人全体でバックアップし、この局面を乗り越えなければと思っている。人、物、

金の面で行政のバックアップもお願いしたい。 



16 インフルエンザも流行する季節となり、コロナウイルスも終息の兆しもなく、もしも施設に病原

体を持ち込んでしまったらと思うと不安である。 

17 外出、面会の制限をかけている中、利用者、家族のストレスへの不安を感じる。ゴールが見えな

いので職員のストレスへの対応も不安。 

18 発熱等、有症状時の検査対応。発見時及び主治医が必要と判断した場合は速やかに検査し、結果

もできるだけ早くに分かるようにしてもらいたい。職員は定期的に検査してほしい。 

19 一部の自治体で実施されているが、介護施設の入居者、職員に対して定期的検査を行ってほしい。 

20 サ高住のため、入居者の出入りは現在は自由です。感染予防は行っていますが、入居者の認識に

不安があります。高齢者の発熱の場合、入院をスムーズに行ってもらいたい（サ高住や共同住宅

の場合、検査結果がわかるまで）。他の入居者へのリスクを考えるととても不安です。 

21 職員が感染した場合、事業出来なくなります。他の事業所からのサポートも無く孤立します。ど

うしたら良いか解りません。 

22 職員の発熱でコロナ対応していると人員が不足し、事故にもつながるのでは。介護職員に PCR

検査を受ける体制づくりをして頂きたい。 

23 冬場、窓越しの面会は利用者様も家族も不自由だろうと申し訳なく思っている。ビデオ通話など

も取り入れること検討中だが、対応する staffの負担増が気になる。 

24 コロナに加え、インフルエンザの流行も危惧される為、さらなる注意喚起を職員に実施。感染防

止対策による清掃を含め精神的、肉体的に疲労感がうかがえる。 

25 コロナ終息しないまま、インフルエンザ流行の季節を迎えることには不安もあるが、今の対策は

かなり定着しているので継続する事にあまり負担も不安もないが、再びマスクやグローブ・ペー

パータオル等の備品の入荷が遅れる事や無くなるのではないかという不安がある。 

26 施設内の感染は、職員が持ち込むことが主な発生原因となることがあるが、今のような感染対策、

自粛せざるを得ないプライベートに職員一人ひとりがストレスを感じていると察する。ウィズコ

ロナ、新しい生活様式の確立といわれているが、気持ちの切り換えにアレルギーを示す職員もい

る。 

27 各々で自粛の度合い、考え方が違うため、介護職など持病・高齢者とかかわる者のリスク管理を

思うと、他職種の方の行動にイラ立ちを感じたりストレスを感じる職員が多かった。伴って離職

者増、介護職に就こうと考えて下さる方が減少することが懸念される。人員不足になり、より介

護現場は…。 

28 インフルエンザやノロウイルス、カゼ症状との違いが症状としてわかりにくい為、対応が不安で

ある。 

29 これ以上、面会制限が継続すると、ご家族が入所者に会えない不安がとても大きくなると思われ

る。当施設では、オンライン面会などは、未だ行っていないので、今後は検討の必要があると思

われる。 

30 職員の体調管理と休んだ時の業務調整（普段から人手不足）。どんなに気を配っていても、ウイ

ルスは入ってきてしまう可能性あり、初期の段階で発見できるか心配。気がついたらクラスター

とならないか心配。 

31 いつまで面会禁止しなければならないのか（直接顔を見たい、等訴え有り。また、スマートフォ

ン等の機器を持っていない家族様が多いため、オンライン面会が満足にできていない）。施設見

学等行いたいが、やはり外部の人が出入りするのに抵抗がある。 



32 外出行事が出来なくなり、入居者の方のストレスが増えている。コロナが治まるまで外出行事が

できない。対策として、引き続き職員、入居者の体調管理を行う。もし感染者が出た時の職員の

勤務体制がスムーズにできるかが不安である。今後、必要な用品等を備蓄しておく。 

33 いつまでこの対応を行っていかなければならないかわからない中で、誰でも感染するリスク、感

染源になるリスクをかかえている。その中でストレスを感じる職員も増えており、職員の心のケ

アをどのように行ったらよいか不安である。 

34 COVID-19陽性者出た時、ゾーニングどのように作れるのか、通所、入所、リハビリ室など区

別を作りにくい。職員体制の確保、１人でも休むと体制維持できない。 

35 今（春からの対策）の対策がこれで良いのか、もし万が一施設に入ってきたら…どうなると思っ

たら不安である。又、職員のプライベートに関しても長期間になるとストレスにになり、制限が

限界に近いようにも思う。 

36 利用者に感染者が出た場合、施設内で隔離することが出来るか大変不安に感じる。職員が不足し

ている中で、職員確保が出来るか、また、職員が帰宅出来なくなった場合の家族についても心配

です。 

37 入居者のご家族は「親にまともに会えないまま死亡したら心残りです…」と面会ができないこと

に不安を感じています。先の短い高齢者であるからこそ、できる限り家族と過ごす時間が大切で

あるにもかかわらず、それも叶わず悔しい思いです。今後、長引く恐れもあり、施設として不安

が大きいです。職員は､人混みを避けたり、県またぎの外出制限を継続しており、休日でも感染予

防を続けています。長期になってきましたので、職員の心身状態も不安が大きいです。 

38 手洗い、口腔ケアはしっかり行っているが、秋からインフルが流行するのでフレイルが悪化する

のでは？と心配している。自宅でできる運動は教えています。 

39 インフルエンザの流行期に重なる為、継続した感染対策を行っていきたい。施設構造が多床室中

心で、感染に対する不安も大きく、面会等の制限も継続したいが、一般の方との感染に対する温

度差を感じており、制限に対して利用者、家族にスムーズに理解を得られるか、不安はあります。 

40 もしも、職員が感染した場合、体制的に持ちこたえられるか不安（行政は、他施設からの協力体

制を構築と言っているが、現実を考えると、即、そんな協力体制が取れるのか？全く入居者を知

らない別の施設に人に担ってもらえるのか？疑問は多い）。職員の定期的な PCR 検査、不安な

症状があった時に優先的に PCR 検査が受けられるようにしてほしい。 

41 スタッフには、入居者様の命に関わる事なので、かなりの面で私生活において、制限させている

と思う。それが仕事とはいえ、このまま何年も続けていく事は離職にもつながるのではと不安に

なる。インフルエンザの時期になり更なる感染対策を行っているが、熱が出た場合、現場でコロ

ナのか？インフルなのか？パニックになるのではないかと不安だ。 

 

１１．保険医協会への要望については省略。 

 

（まとめ：石川県保険医協会 大田） 


