
分類 現場から上がってきたインシデント 　　　対策

送迎時
検温・消毒忘れ

●●様が検温をせずに送迎車両に乗り込もうとした。コロナ予防の為に注意が必要。

●●さん自宅で体温測れてないようす

●●様が自宅で体温上手く測れなかった。

朝の検温をされていないお客様が何人かいらっしゃいます。あとの送迎に影響してし
まうのでできるだけ自宅で検温していたたげると助かります。

業務終了後の検温を忘れそうになった。体調管理の為に再度注意が必要。

お客様乗車時に、アルコール消毒をして頂くの忘れるところでした。気を付けます！

●●さま体温が計れていなかった。

朝の送迎時車に乗り込む前に●●様の体温を聞くのを忘れてしまった

送迎時
検温ぶれ

●●様朝の送迎検温時、ジャンパーの下に4枚程衣類を着られており、また、暖房の効

いた部屋で待機されていた為、検温すると「37.4度」で出る。隣の部屋（暖房なしの
部屋）へ移動し、ジャンパー脱いでもらい再検すると、36度台で出る。体熱感もなし。
検温時注意必要。

●●様のお迎え時に体温計で測ると37.2度あり、数回測り直した。その後、36.9度
になったのでお連れした。その行為に対して家人が不信感を持たれた。

利用者さんの体温検温の際に、体温計が不備の為、時間が掛かってしまう。

●●様　朝の送迎の際の検温時、薄手の上着を入れて3枚着用していたが、かなり熱
がこもっており、1回目「38.0℃」で出る。脇をタオルで拭き、外気を入れ、しばらくして
から再検する。額や首の体熱感はなし。「36.9℃」で二回目出る。以前より、重ね着あ
る方ですので、着るものの調整の件は、毎回主介護者のお姉様へお伝えする必要あ
り。

朝の検温時●●様の熱を額で測定した時37.2度と表示があったが脇で測定すると
38.3度となった。

送迎時
体温計・消毒液忘れ

体温計を持参せず送迎に出てしまった。確認不足だった。送迎に出る際には、再確認
の必要があった。

朝の送迎に行こうとしたところ、検温をセット袋の中に体温計が入っていなかった。連
絡帳を入れる袋を確認すると中に体温計のみ入っていた。

お迎え時ハイエース2に体温計が入ってなかった

送迎車両に乗り込み前の消毒液持参を忘れてしまい、１便お客様２名には車内の除
菌シートで消毒を行って頂きました。

朝の送迎時、体温計を持っていくのを忘れてしまった。体熱感を確認し、お連れしまし
た。

朝到着時、お客様から今日はアルコールの消毒をしてないけどいいの?と聞かれる。
運転者に確認をしたところ、アルコールを車載するのを忘れたとのことだった。

朝の送迎時、体温計を持っていくのを忘れてしまい、検温ができなかった。センター到
着後、看護士に報告し、様子確認していただきました。

送迎で朝出発してから体温計を持っていないことに気づきセンターへ戻りました。ヒ
ヤッとしました。

朝の送迎で、お客様の体温を計るのに体温計が電池切れ間近だったようでエラーに
なってしまい検温できませんでした。

体験者様のお宅へ初めて行くのに体温計を持って行くのを忘れてしまいました

お迎え時の体温測定が出来なかった。脇で測る体温計を持っていくのを忘れたため。
次回からはもっていくように気をつけたい。

車中用のアルコールが入ってるポーチが車におきっぱなしになっている。

朝の送迎時、忙しすぎて体温計と消毒を忘れ、お客様にアル綿で拭いてもらった

検温拒否 乗車前より、体温測定に強い拒否があった。乗車中及び降車時も同様で、センターに
て非接触型の体温計で測定した。

朝の送迎時、体温計はあるが脇を冷やすと風邪をひくとの事で持参の体温計も拒
否。また強い口調で自分は熱はなく自分が一番わかってると話す。車内でもしばらく
怒り口調で話す。

検温時＆マスク
着用時よろけ

●●様が玄関に置いてある段ボールに座って検温する際、よろけた。転げ落ちるかと
思った

朝のお迎えの添乗をしていた際、体温計を胸ポケットに入れていた。ハイエースのリフ
トを下ろしてお客様にご乗車していただいていた際、屈んだときにに、胸ポケットから
体温計が落ちてしまった。

●●様が朝の送迎時に、歩きながらポケットからマスクを出そうとして不安定な姿勢
になった。

●●さんが床に落ちたマスクを自分で拾おうとして、立ったまま前屈になっているとこ
ろを発見。頭から転倒のリスクあり。

●●様が、センター到着手指消毒の際、手を擦り合わせながらバランスを崩してふら
ついた。

センター到着時、手指消毒をするため両手を歩行器から離された際ふらつきがあっ
た。

朝の送迎にて●●様がマスクを取りに自宅に早足で戻ろうとする。躓きそうになるの
で、「ゆっくりで大丈夫です」と声掛けし大事には至らなかった

家庭向けに、事前検温とアルコール

消毒の理解を促すチラシを作成して、

配布する。

送迎員向けに、出迎え時の検温・消

毒を忘れてないか、注意喚起する張

り紙を用意する。

家庭向けに、事前検温とアルコール

消毒の理解を促すチラシを作成して、

配布する。

重ね着をすると体温が高くなる旨は、

職員間で周知する。

送迎車に積み込みが必要な物を、

ワンセットで保管し管理する。

（体温計＆予備電池＆消毒液＆

懐中電灯＆携帯電話＆予備マス

クなど）

体温計と消毒液を持ったか注意

喚起する張り紙を、ドライバー席

に貼る。

検温拒否の方への対応をどうす

るか？

施設で事前に方針を決めておく。

今までとは違う、アフターコロナ

時代の新しい動作をするというこ

とを、職員間で危険予測して注意

する。

介護施設における新型コロナ関連ヒヤリハット対策表
～ウィズコロナ時代の安全対策～

【本資料について】

2020/03～07に報告された、

新型コロナウイルス関連の

インシデントを分類し、

対策案を記載したものです。

利用者の送迎を伴う

施設からの報告が中心です。



検温結果が高熱 ●●様、乗車前の検温で、37.1 → 37.2→37.0。一旦自宅待機していただくようお
願いするが、少し興奮気味になり、車に乗ろうとされ、奥様が、どうにか、捕まえて、早く
行ってください!といったような状況になる。

●●さん何度か、体温を検温しましたが、37、5度以上を示し、会社に連絡確認の上、
送迎する。

●●様のお迎えに伺ったところ体温が37°を超えていた。数回測るも変化なく奥様曰
く今直前に運動をしていたとの事。時間をあけ再度お迎えに伺う旨をお伝えしセン
ターにも同時に連絡をする

マスク忘れ ●●様、朝の送迎時にマスク・眼鏡の着用なし。声掛け●●様、朝の送迎時にマスク・
眼鏡の着用なし。声掛けをし、忘れていたとのこと。自室に取りに行き、持参をする。

朝送迎で●●様のお宅に行った時、マスクをお持ちかを確認するのを忘れてしまった

●●様、朝の送迎時にマスクの着用がなかった。自宅に戻り、マスク着用後に利用と
なる。

●●様が利用した際に、マスクをしていなく、本人が気にされていた。1枚差し上げる
と、とても喜んでいた。

マスクを忘れた●●様に帰りしなに渡そうとマスクを置いていましたが帰る頃になると
すっかり忘れてしまいました

緊急事態宣言解除後、マスクをされないかたが目立つ。

●●様、朝の送迎時マスクを着けずに送迎車にご案内をしてしまう。マスクを着用して
センターで過ごして頂くように対応をしている。

●●様乗車後、別の方の家に着いたタイミングで、●●様がマスクを忘れたことに気づ

き騒ぎ始める。シートベルトを外しドアを開けようとしていたが、チャイルドロックがか

かっていたため、ドアは開かず。●●様には、これから御自宅に戻ることを伝えるが、か

なり興奮していて、大声をだされ聞く耳をもたず、歩いて自宅に戻ろうとされ、車から

降りてしまった。それを見ていた、■■様のヘルパーさんが、●●様に、そっとマスクを渡

して下さいました。直ぐに、落ち着かれた。今後は、マスクの持参の確認必要。

朝、送迎車にマスクが１枚も入っていませんでした。なので、お客様に渡せませんでし
た。

マスクを
外してしまう

●●様がマスクをして下さいと何度も言っても取り外して押してしまう。

利用者様にマスクの着用を促したが●●様だけすぐに外されるので乗車するまで何
度も皆で探した

フロアのお客様を盛り上げようとギターを持参したスタッフが弾き語りをしてくれたの
は良かったが、それに便乗してお客様がマスクをしないで歌を歌い出し、一時騒然と
なった

●●様マスクをすぐに外し、ポケットにしまってしまう。

●●様は何回声掛けしてもマスクを外そうとされ、ヒヤっとした。

フロアで●●様がマスクをつけずに麻雀をされていたので、マスクをするように促しマ
スクを付けていただいた。

マスクをせずにトランプをされているお客様を発見する。

●●さんがマスクをせずに大声で話していたのでマスクをしてくださいと注意した

●●さんと■■さんが真正面でマスクをせずに会話をしていたので、マスクをしても
らうように促した

●●様が目をはなした際、お席で自身のマスクを外され、その上に冷たいお茶を注が
れていた。想定外の行動を予想して見守りを行うことが必要

帰りの送迎時、自宅に到着して降りて頂こうとしたら、マスクをしていない事に気づく。
本人が途中で外してポケットに入れていました。家族様に事情を説明して謝罪しまし
た。

お客様をマンションの六階まで送っている間に車内が暑くなり、マスクを外していた他
の御客様がおられ、そのご家族にマスクをしてないと指摘された。外している状況を説
明しています。

マスクを
付けてくれない

マスクをする･しないでお客様がもめていました。今までマスクをしたことがないからし
たくないと言われるお客様にこのような状況なので、ご自身を守るためにも、他の方
のためにも、マスクをした方がいい事を伝えました。

●●様が車内で手袋をしていないことを、他のお客様に注意された。その事に対し
て、「うるさいよ」など暴言をはかれる。

●●が、■■様に、なんで手作りマスクをつけないのかと何回も聞き、■■様が怒る。
それを見て他の方がしつこいぞと怒る。

コロナウィルスの予防為マスクをして下さいお願いしたところ拒否された。

●●様がマスクを着用していない状態で他の方のテーブルに集うも、そのテーブルの
方全員がマスクを着用していなかったため、すぐにマスク着用の促しを行う

●●様、ご家族よりマスクの着用を徹底するよう依頼があるが、何度も外してしまう。
また、着用を促すとご立腹される事多々あり。

帰りの送迎時軽の助手席に●●様が乗っていて終始運転席に向かって大きな声で
独語あり、感染のリスクがあった

●●さんがマスクをつけずに至近距離で話していた

●●さんがマスクをつけずに隣の人と話していた

●●様がマスクを着けずに顔を近づけてお話ししていたので、各自手元にあるマスク
を着けてお話ししていただくようお声かけした。

●●さんがお昼食べてからマスクをずっと外していた

●●様にマスクの着用をお願いしたが手を強く握られ拒まれた

●●様が車内で会話される度にマスクを外されるため、こまめにお声掛する。

コロナ感染の三密回避が緩んできたのか大声を出されたりマスクをしないで会話を
されたりされる方が多く見られます

高熱の方への対応をどうする

か？

施設で事前に方針を決めておく。

家庭向けに、マスク着用の理解を

促すチラシを作成して、配布する。

利用者向けに、マスク着用の必

要性を分かりやすく説明する案

内ボードを作成して、掲示する。

マスクをよく外す方の情報を職員

間で共有し、重点的に気を配る。

家庭向けに、マスク着用の理解を

促すチラシを作成して、配布する。

マスクをよく外す方の情報を職員

間で共有し、重点的に気を配る。

送迎車に積み込みが必要な物を、

ワンセットで保管し管理する。

（体温計＆予備電池＆消毒液＆

懐中電灯＆携帯電話＆予備マス

クなど）

家庭向けに、マスク着用の理解を

促すチラシを作成して、配布する。

利用者向けに、マスク着用の必

要性を分かりやすく説明する案

内ボードを作成して、掲示する。

マスクをよく外す方の情報を職員

間で共有し、重点的に気を配る。



マスクを
付けっぱなし

12時頃マスクを着けたままでごはんに手をつけられていない●●さんを発見した。

見守りのお客様が、「今はマスクをしている」と言ってお茶を飲まないので、飲むように
声かけした

●●様が、マスクをしたまま昼食を食べようとしていた。きちんと見てあげなくてはいけ
ない。

お昼の時●●さんがマスクを顎につけたままごはんを食べていたので汚れてしまうの
で外すように促した

●●さんがマスクをしてお昼ごはんを食べていた

●●様がマスクを外さずにお茶を飲もうとしていた。お茶を配ったらマスクを外して頂
きます

食事の時に●●様がマスクをしたままおかずを口の中に入れようとして他のお客様
から指摘されすぐにスタッフが走って介助に入りました

フロアで●●様がマスクをしながらお茶を飲まれ、ズボンをベタベタに濡らしていた。
熱いお茶ではななく大事に至らず。

マスクの付け方が
正しくない

●●さんがマスクのヒモを頭に巻いていた。

コロナウィルスのためにお客様にはマスクを常にしてもらうが、口じゃなく顎にしてしま
う方が多かったので、その都度お声掛けをして口にしてもらうようにした。

●●様が、マスクを口に入れようとしていたので、マスクを外した。

●●様が送迎車に乗り込む際に、マスクをちゃんと着用できていなくて、見えにくそう
でした。

●●様、マスク、挟まれているティッシュが濡れており呼吸が辛そうでした。

マスクの中にティッシュを入れて居られた。酸素不足になるので、すぐとり出しました。

●●さん、マスクの中にティッシュを入れてました。

●●さまがマスクを顎にかけて隣の人と至近距離で話していた。

マスクが目にかかっていた。首にタオルもまいており注意が必要。

お客様がマスクの紐を頭からかぶってうっかり首に閉まるところをスタッフが気づき、
外すことができました

ご自分様の手が、マスクに当たりマスクが外れて、マスクが床に落ちそうだった。

●●様が、ご自身でマスクを顔全体に付けておられた。

●●様、マスクの位置が上がり目が隠れていた。

●●様が何度も紙のマスクを洗おうとしたのでヒヤッとした。

●●様マスクを洗おうとしていた。マスクの紐を洗っていた

マスクの放置・紛失 ●●様の帰りの準備の際マスクがないことに気づく。捜したところゴミ箱の中に入って
いた。

入浴後に●●さんのマスクが無くなってしまった。

●●様の自宅到着時、マスクを着用していないことに気付く。家族様より｢ちゃんとマ
スクを付けてくるように｣と指摘される。マスクはカバンの中にあり、湿っていた状態で
あった。スタッフに確認をすると、｢濡れていたのでカバンにしまった｣とのこと｡スタッフ
間の引継をきちんと行なう｡

お風呂上がりに●●さんがマスクがないと言ってカゴの中を見たが無かった。鞄を確
認したら鞄の中に入っていた。しっかり脱衣場に来たときの状態にするようにします

自分のマスクをすぐに外し、テーブルのティッシュの袋に入れようとしている。この前は
そのままマスクを入れて忘れていた。

認知症で自己管理ができない2名の方のマスクが紛失した。

●●様がかばんの中からふくろに入っていたいっぱいマスクがテーブルの上にそのま
ま置かれていた。

洗面台のゴミ箱に●●様のマスクが捨ててありました。うがい時にご自分で外して捨
てたと思われますが、名前が書いてあった為ご返却することが出来ました。●●様の
マスクの行方、注意です。

●●様がマスクをごみ箱に捨てていた。

夕方4時のマスクチェックの時に●●さんと■■さんのマスクがなくなっていて、セン
ターのを一枚ずつもらいました。

●●様が近くの席のお客様がテーブルの上に置いていたマスクを、自分の席の方へ
動かしていた。

●●さんの名札が、服の中から出てきた。一緒にマスクも出てきた

テーブルの上においてあった●●さまのマスクを隣の■■さまが使おうとされる。

4時のマスクチェックの時に●●さんがマスクを持っていなくて、探している間に隣の
席の方が自分のを1枚渡して●●さんにあげてしまった。それを●●さんがつけてし
まってから、よく探したら鞄の中に本人のが入ってました。

●●さんが自分のマスクをティッシュケースに入れていた

●●様が、ご自身のマスクをどこにしまったかわからなくなり、センターのマスクを要
求された。そのあと気づいたらご本人のマスクをつけていました。

入浴に行ったお客様がテーブルに置いて行ったマスクを、●●様が取った。周りに人
の物を取るので注意が必要です。

お客様の使用中のマスクが、昼食前にテーブル上に表を下にして置きっぱなしになっ
ている為不衛生。何か置き場所を考えた方がよい。紙のごみ箱等。

●●様がマスクを三枚持っておられた。同席の方の物かもわからなかったので社員
指示のもと破棄しました。誰のものかわかるように印が必要だと思いました

利用者向けに、正しいマスク着用

やり方を分かりやすく説明する案

内ボードを作成して、掲示する。

マスクの付け方をよく間違える方

の情報を職員間で共有し、重点

的に気を配る。

※特に、マスクを濡らす方（マス

クをしたまま飲料を飲んだり、自

分で洗おうとしたり）については、

窒息の危険が出てくるので、重

点注意対象。

放置マスクを見つけたときの対

応をどうするか？

施設で事前に方針を決めておく。

（紙マスクは廃棄して施設側から

新しいマスクを配布、布マスクは

ジップロック袋に格納して紛失者

を探す、など）

マスク着用により、食事・水分摂

取量が減る利用者には、注意し

て見守って声掛けをする。

※マスクを濡らす方（マスクをし

たまま飲料を飲んだり、自分で洗

おうとしたり）については、窒息の

危険が出てくるので、重点注意

対象。



マスクの取り違え 帰りの送迎時、●●様が朝と違うマスクをされていて探したがポケットの中などには
入っていなかった。ご家族様はまた出てくるからいいですとおっしゃいましたが気を付
けたいと反省しております。

●●様がポケットからゴミを捨てようとしたが、マスクが入っていたため確認すると、■
■様の紙マスクでした。紙マスクだったため、■■様には謝罪し、新しいものを渡す。
紙マスクなら代替えがあるが、布マスクなら紛失になる可能性もあるため、布マスクの
方はチェックをつけるといいと思う。●●様に限らず、他の方のマスクをつけてしまう可
能性もあるため、紙マスクには記名をすることで紛失などの防止になると思う。

●●様がマスクを2枚持っていたので確認したら、1枚は■■様のでした。

朝のお迎えの際に、ご家族様より「昨日、ガーゼマスクさせていたのに、誰かの紙マス
クを付けて帰って来た」と、お話しがありました。

●●さんのマスクを他の方のマスクと間違えそうになりました

●●様が、昼食後ご自身でマスクをつけようとしていたが、隣の方のだった。

マスクの受け渡し ●●様、■■様からマスクを貰っていた。●●様からちょうだいと声をかけたようで、
■■様の分がなくなってしまった。■■様にはセンターのものを差し上げています。

送迎車の車内で●●様がマスクの無い■■さんにマスクをあげてしまう。

●●様が朝、到着後にとなりのお客様からハンドメイドのマスクをいただいて装着され

ていた。物品のやり取りの禁止の旨、説明するが理解していただけず、憤慨される。

マスクの入ってる袋を持っていた。隣のお客様が渡された様で、お預かりしてご本人
様にお返しするが、隣同士のため見守り注意が必要と思われる。

咳エチケット違反 お迎えの車内の問題ですが●●さんの咳払いがかなり大きく頻繁で、コロナの時期
でも有り他のお客様も不快な顔をされておりました。

●●様、マスクをしないで咳をしていた。

●●さま、車内で2回痰がらみの咳が聞かれ不安になった

消毒薬品の管理 ●●様に三時食前の消毒液を手の平に吹きかけた処、舐めようとしました。

●●様送迎時アルコール消毒を手に吹きかけた所口元へ持っていき舐めようとされ
る様子見られていた。手にのばした後も口元へ持って行かれ匂いを嗅がれる様子も
あり乾ききるまで介助が必要

●●様のテーブルの前に、アルコールが置きっぱなしになっていた。アルコール禁止
の方なため、タオルで対応している。対策：テーブル拭きを中断するときに、片付ける。

●●さんが、到着時の消毒を、消臭剤でしようとしてました。スタッフが片付けなかった
ためです。

テーブルをアルコールで拭いたあと、雑誌を置いたらテーブルにくっついて破れた。
テーブルにくっついた雑誌を剥がすのもなかなか取れなかった。アルコール除菌前に
本を片付けるか、しっかり乾くまで置かない。

フロアにて●●様がうたた寝をしているところ声をかけてアルコール消毒を促した。す
ると寝ぼけていたようでアルコールをなめようとされた。止めてしっかりと覚醒をされる
よう、再び声を掛けアルコール消毒をして頂いた

次亜塩素酸のスプレーが、フロアのカップホルダーを消毒するアルコールスプレーの
置き場にあった為、間違えて使用した可能性があります。何故入れ替わったかは不
明。

アルコール消毒のスプレーの容器にハイターが入っていた。

不衛生 ●●様。端午の節句で桜餅を作る動画を見ていたところ、iPadを、舐めてしまった。コ
ロナの感染予防のためにも注意が必要と思われる。

●●様があちこちのゴミ箱をあさって移動されており、コロナのこともあるのでお声か
けするも聞く耳もたずでした。

自分のお茶の半分を●●様に分けているのを発見したので、他のお客様には分けな
いよう伝え、お茶を入れなおす。反対に●●様が他のお客様に自分のお茶を分けるこ
ともあるので注意必要です。

●●さまが、下に落ちたマスクを拾おうと頭を机の下まで潜ろうとされていました。

●●様が他者のコップを触られる。必要時回収するなどして対応する。

感染対策での対応をしているのに、予防着を付けないで介助に入っていた。

周りのお客様のコップから、自分のコップに中身を移して、飲もうとされてました。不衛
生なので、注意が必要です。

●●様がご自身の手をなめて、手すりやドアのところを触っているのが気になると他
のお客様からお話がありました

●●さんが向かいや隣の席のお茶をとって混ぜようとしたところを発見する、認知症
の方であり、理解力に乏しいが、コロナウイルス感染症が流行中なので予防のために
も気を付けます

●●様、体温計を渡し測って下さいと言ったら口に入れて測ろうとした。

●●様が、机に立て掛けられていたシートを取り外してしまった。感染の為に必要であ
ると説明するも納得されず、その机のみシートを外して過ごされた。

●●様が床に落ちたマスクをご自身で拾おうとしていた。

●●さんが■■さんのお茶を飲もうとしていたところを発見する、コロナウイルス感染
症予防のためにも気を付ける

●●様、昼食後の歯磨きの際、コップに手指用消毒液を入れていた。うがい薬と間
違った様子。手指用消毒液は飲用できない旨、テプラを貼った。

布マスクについては、記名して頂

くルールを検討する。

紙マスクの場合、取り違えたマス

クは廃棄し、新しく施設予備を提

供する。

マスクをよく受け渡しする方の情

報を職員間で共有し、重点的に

気を配る。

利用者向けに、咳エチケットの必

要性を分かりやすく説明する案

内ボードを作成して、掲示する。

咳をよくする方の情報を職員間

で共有し、重点的に気を配る。

消毒薬品の安全な運用の取り決

めを、施設内で改めて方針を決

めておく。

取り違えやすい薬品は、色分けラ

ベルなどで一目瞭然で区分けで

きるようにしておく。

（塩素系漂白剤／アルコール／

次亜塩素酸水など）

異食傾向のある方の情報を職員

間で共有し、重点的に気を配る。

不衛生な行動傾向のある方の情

報を職員間で共有し、重点的に

気を配る。



●●さんがマスクをティッシュケースの中に入れようとしていた

●●様がマスクで机の上を拭いていた

●●様のトイレ誘導後、マスクに便が付着した状態でトイレにおいてありました。トイ
レットペーパーと間違えて、マスクで拭いてしまわれたようです。

施設備品の管理 テーブルの上のゴミ箱が紙箱になっていますが、よけると下が濡れて湿気ていること
がある。不衛生ではないかとの声がありました。

アルコール消毒のスプレーの容器にハイターが入っていた。

コロナ自粛で使い回しは良くないと集団レクも中止の中、座布団や膝掛けの使い回し
はどうなのでしょうか？

新しいゴム手袋をしたら白い粉が手に凄く付く。そのままの手で利用者様の衣類を触
ると汚してしまうので、注意しながら手袋を使いました。

体操などしているときにマイクが使いにくいのでピンマイクがあればいいと思う。

●●様より、｢カラオケの後、マイク消毒をして欲しい｣と依頼あり。アルコールティッシュ

で、一人が歌い終わったら、マイクを清拭する。御客様でも新型コロナウイルスに対し
てかなり警戒されている。消毒剤の入手も困難にはなってきているが、カラオケ時のマ
イク消毒は実施していく。

送迎中に送迎車内に置いてあるアルコールの容器が車内で落ち、●●様の足に当
たりそうになった。

●●様がカラオケのマイクに口を付けながら歌われていた。これからコロナ対策として
毎回マイクを除菌シートで拭くようにした方が良いと思う。

お昼のおしぼりを早く作り過ぎてしまった。　(殺菌効果なくなる)

コロナウイルスの消毒の仕方、時間を統一したいが中々伝えきれていない。

お客様が増えてきており対面防止ボード等用意していかなければならない。

玄関を開けた際に風が強く、お客様の飛沫防止ボードが倒れてしまった。ドア開け閉
めには注意が必要。

●●さんが飛沫感染防止シートを自分でビリっと剥がしていた。

衝立のボードを全然アルコールで拭くことがないので　拭いた。時々ふいたほうが　良
いかと思います。

送迎車に付いている、運転席とお客様の間の感染予防シートが、運転途中に剥がれ
てきてヒヤリとした。

施設内
サービス提供

密集を避けながら、機能訓練を行っていたら、なかなか時間内に終えることが出来ま
せんでした。今後はもっと瞬時に考え動ける様にします。

お客様が増えてきたため3密に気を付けなければいけない。今後の話し合い必要。

お風呂のお客様が多く３密を守れなかった。

昼食時のコロナ対策の衝立を片付けていた時に　後ろの席のお客様の椅子にぶつ
かってしまった。少しづれたら　お客様にぶつかるところだった　長いから気を付けま
す。

●●様。緊急事態宣言が政府で解除されているため、センター内でも将棋をしてもい

いだろうと強めの主張あり。第二波を最優先で防ぐための取り組みを説明し、納得さ
れる。今後も利用日事に話が出ることが予想される。

送迎時にお客様がカラオケの開始はいつからやるの？との事で他の施設はやってい
るのにとの事を言われた

カラオケ中止の張り紙が無かったため、御客様から「もうカラオケは出来るんだろ
う？！」と期待の声があがってしまうことがあり。抗議の声も聞かれ、誤解を招いたこと
で、トラブルになる可能性があった。すぐに張り紙をつけ、お客様に丁寧に説明するこ
とで大事には至らず。

●●様、コロナの影響でカラオケができない今、歌入りの懐かしい曲をかけてくれたこ

とがうれしかったと話をされていました。こんな状況でも、楽しみにされている方がいる
と思うとちょっとうれしく感じました。

送迎中、コロナウイルスで外出禁止だった為、遠回りし景色を眺めれる道を走りなが
らセンターに戻るとお客様に喜ばれました

今日からカラオケがはじまりました。マスクをしながら歌うように声かけしていました
が、歌の途中で苦しくて外してしまうかたがいました。

カラオケをする際、事前にマスクを着用し歌って頂く事を説明しているもののマスク着
用率が低い、お声掛をしても歌う最中に外されてしまう等見られた。繰り返しお声がけ
で意識して頂くようにします。

●●さまがカラオケの際中、■■様が「マスクを着用して歌え！」と叫んでらっしゃいま
した。■■さまご自身もマスクは着用されて居ませんでした。トラブルになる可能性が
高いのでカラオケ中は特に注意が注意が必要です。

感染予防対策をした上でのカラオケをスタートしたが●●様がマスクも着用せずに熱
唱していた

アフターコロナ時代に向けて、今

までの施設運営ルールに落とし

穴が無いか、やり方を見返して改

善する。

備品等、より感染予防に適したも

のが無いか、見直しを行う。

清掃・消毒が必要な箇所を改め

てリストアップする。

（重点的に消毒が必要になった

カラオケ用マイクや、新しく追加さ

れた感染防止シートなど）

アフターコロナ時代に向けて、今

までの施設運営ルールに落とし

穴が無いか、やり方を見返して改

善する。

いままで提供できていたサービ

スが、中止や一時休止になって

いる場合は、張り紙などで丁寧に

案内していく。

※カラオケ等、感染リスクの高い

娯楽については、特に運用ルー

ルを検討し、利用者にも念入りに

説明して理解を求める。



換気 換気を行っているが窓が全開になっており、お客様の配慮が少し足りなかったように
思う。考えて対応したい。

換気を常にしている為足が冷える、寒い等訴えが多かった。

相談室の窓が開けっ放しになっていたので使用後閉める様にお願いします

食事の時間、換気をしていますが、そのあと排泄や口腔で人が動く時間帯に入口側
のドアがそのまま開放していると、離設傾向のお客様が外に出ても気づかない可能性
を感じました。また、離設傾向のお客様がいて、落ち着いてないときは、入口の扉は臨
機応変に対応したほうがいいと感じました。何度もくぐろうとされたり危険を感じまし
た。

換気の為に窓を開けたら、蜂が入ってきた！刺されたら危険な為、網戸の使用が必
要。

●●様が換気中の窓を閉めようとマシンの後ろの狭い所を通っていたのでつまずい
たりすると危ないので声かけしています。

●●様がマスクをしててクーラーつけてくれないのは暑くて耐えられないとおっしゃっ
ていた。

気温、湿度が上昇してきて、エアコンを使用しながらの換気で感染対策しながらの温
度調節が難しく感じた。

熱くて熱中症になる可能性があるので、下の窓は閉めて上の窓を開けて一時間に一
回換気をした方がいい。

換気の為、窓を開けたところ、強風で物が倒れてしまった

今日は外の気温が30度を越えていて、コロナの影響で窓を開けているのでクーラー
が効かなく、水分をたくさん取ってもらうようにお客さまに促した。

最近送迎車の窓が完全にしまっている事があります。まだ予防が必要だと感じます。
雨が入り込まない程度に開けておいてもよいかもしれませんしれません。

●●様が車内の窓を開けているのが寒いと声を上げられて車内でトラブルになりそう
になりました。膝掛け等を持参した方が良いかもです。

職員労災系 お風呂場マスクを着けての洗体はかなり暑く熱中症の危険がある

送迎後の消毒時に、ドアの持ち手で指を挟みました。

朝一番の送迎の時に慌てて行ってマスクをするのを忘れてしまいました

検温と消毒に意識が集中してしまい、シートベルトを忘れてしまった。発車前にお客様
がシートベルトをしていないことを教えてくれたため、締めてから発車できた。

送迎時、マスクが切れて外れてしまう。予備のものが車にあった。感染予防にマスクが
入ってるため補充する

その他 お客さんよりご意見ありました。新型コロナウイルスの影響で一時間早く終了して帰る
ことはできないのかというご意見でした。臨機応変２対応してもらえれば。

●●様のご家族からご本人の携帯電話に着信が入り、会話の内容がショートステイ
先のコロナ感染で、他のお客様に聞こえそうになり、ベランダへ車椅子ごと移動した。

●●公園付近、最近散歩している人が多く、普段人通りの少ないところにも歩いてい
る可能性があるので気をつける。

２日続けて、帰る前の検温が、挨拶の前に終わってなかった。スタッフの声かけが悪
かったのか、時間がかかったのか、終らせるため、どうしたらいいのか。

朝夕の送迎時にコロナの影響で散歩やサイクリングをされる方が非常に多くなってい
ます。普段よりも交差点等で安全確認を慎重に行う必要があると思います。

非常事態宣言の影響により、家族連れや子供だけの散歩などが、普段人通りの少な
い路上に多く見られる為、人通りの少ない路上でもすぐに停車できるよう注意する。

●●様が車内で手袋を外されていた。

事前連絡無しで求職者が施設見学に来所。玄関でのみの対応としたが、感染症の持
ち込みリスクあり、受付での注意が必要。

コロナ感染拡大の自粛緩和の影響の為か 交通量が増えたようだ。信号待ちによる渋
滞が増えた

●●様が入浴前にマスクを外して下さい。と言ったら入れ歯を外そうとした。

●●様が入れ歯を持ってくるのを忘れたことに気づいた。近くだったので戻った。マス

クをしているので表情から入れ歯をしているか判断できないので、声をかけていきま
す。

●●さま。コロナ感染予防のため、しばらくお休みされていた。入浴の有無、入浴の種
別などが曖昧でした。そのためお呼びするのも遅れて、洗い場で洗いながら浴槽に入
るのか確認するなど、ドタバタになってしまった。事前に確認しておくべきでした。

入れ歯が無いのでセンターに忘れたようだと電話あり。知らないところで本人が外し
ておいておいたらしい。最近マスクをしており口元の確認がわかりづらいが確認が必
要

●●様がマスクを洗うと仰ったので、止めようとしましたが、洗ってしまいました。

マスク着用に伴い、体感温度が

上がっているので、冷房に関して

は例年より低い温度設定を検討

する。

冷房冷え対策用のひざ掛けやタ

オルケットは、クリーニングの必

要性も考えて、多めに用意してお

く。

※エアコンは外気との空気交換

は全く行わず、室内の空気をかき

混ぜて飛沫感染のリスクを上げ

るだけなので、別途、換気手段の

確保は必須。

アフターコロナ時代に向けて、今

までの施設運営ルールに落とし

穴が無いか、やり方を見返して改

善する。


