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発刊にあたって

　新型コロナウイルス（COVID-19）が令和 2年 1月に日本で初めて確認され、社会全体に甚大な

影響を及ぼし続け 2年以上が経過しました。

　この間、緊急事態宣言 3回、まん延防止等重点措置が 2回発出され、人々の日常は「新しい生活

様式」へと一変しました。ワクチン開発・接種が進み、治療薬も開発され、中和抗体療法や軽症者

向けの国内内服薬の実用化も進んできましたが、令和 4年の年明けとともに始まった第 6波は、3

月末現在高止まりの状態で収束の気配はなく、With コロナのフェーズに入ったことを実感してい

ます。

　当初は、未知のウイルス感染症でワクチンも治療薬もなく、社会が恐怖と混乱に陥る過程で、未

知なるものへの恐怖から、対応に当たる看護職に対して、いわれのない誹謗中傷を受けた時期があ

りました。しかし、現在では、自身の感染リスクを顧みず献身的に県民に寄り添う看護職の存在意

義に、いまだかつてないほどに社会が注目し、感謝とエールが寄せられるようになっています。長

期にわたり、医療、介護、福祉、行政等現場の第一線で、対応してくださっている看護職はじめ医

療従事者の皆様に深い敬意を表すると共に心から感謝申し上げます。

　当協会では「岡山県看護協会新型コロナウイルス（COVID-19）対策会議」を設置し、刻々と変

化する社会状況、国や県の動向、会員の声など情報収集に当たるとともに、感染症対策マニュアル

作成のもとに館内の環境整備、実態調査、行政・関係団体等からの事業受託など、対応に当たって

参りました。

　対応に当たっては、「県民の健康と福祉に寄与する」の理念のもとに、公益社団法人である看護

専門職能団体の役割として「なすべきこと、しなければならないこと」を基準として、常に最善を

模索しながら、臨機応変に迅速に取り組むよう努めて参りました。

　事業実施に当たり、ナースセンターからの呼びかけに応じてくださいました潜在看護職の皆様、

医療機関の看護管理者をはじめ関係の皆様の高い使命感及び深いご理解とご協力のもとに、現在も

継続し役割を担えておりますことに、改めて心から感謝しお礼を申し上げます。

　今後、想定される新興感染症や大規模自然災害に対する、健康危機管理体制強化への取り組みと

して、今回の新型コロナウイルス感染症に対峙した経験知の集積や評価、総括が重要となります。

そこで、令和 2年から 3年度までの 2年間の当協会の取り組みを、「新型コロナウイルス感染症対

策事業への取り組み」として報告書にまとめました。

　ぜひご高覧くださり、関係の皆さまと共有し、お役に立てていただけますと幸甚に存じます。

公益社団法人　岡山県看護協会

会長　宮田　明美
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1．新型コロナウイルス感染症の動向（～ 2022年 3月 31日現在）
　2019 年 12 月に中国湖北省武漢市で発生した「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）」は、瞬く間
に中国全土から世界を席巻し感染急拡大した。世界保健機構（WHO）は 2020 年 1 月 30 日に「国際的に
懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言、3月 11 日にはパンデミック（世界的な大流行）と表明した。
　国内では、1月 16 日に最初の感染者が確認され、その後首都圏を中心にまん延し地方へ急拡大した。2
月に「指定感染症」及び「検疫感染症」に指定。3月には全国の学校へ臨時休校を要請した。4月 7日～
5月 25 日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下、特措法）に基づく「緊急事態宣言」を 7都
府県から全国へ拡大して発令し、国民へ不要不急の外出自粛、リモートワーク、基本的な感染予防策（手
洗い・マスク・3密（密集、密接、密閉）回避）の徹底等を要請した。
　岡山県では、3月 22 日に 1例目の感染者が確認され、26 日に特措法に基づく「岡山県新型コロナウイ
ルス感染症対策本部」が設置され、4月 17 日～ 5月 14 日「緊急事態措置」が適用された。（第 1波）
　この時期、全国的なマスク不足、医療機関では PPEなどの医療資材不足に加えて、未知のウイルス感
染症への不安・恐怖から、感染者及び看護職や家族に対する誹謗中傷、偏見、差別などが深刻化した。
そのような中、日本看護協会　福井トシ子会長は、4月 8日に全国の潜在看護職へ向けて復職依頼を発信
した。
　第 1波後、全国的に感染者数は減少していたが、7月頃から接待を伴う飲食店等でのクラスター発生が
相次ぐなど、若い世代の感染例が多く報告され、医療機関でのクラスターも発生した。岡山県でも同様
の傾向がみられた。（第 2波）
　8月上旬から中旬をピークに減少傾向になったが、下げ止まりの状態が続いた。10 月下旬から再び全
国的に感染者が増加し、家庭内感染が多くなり重症者数も多くなった。岡山県でも 10 月頃から高齢者施
設やカラオケ店、高校でのクラスターが頻発し、高齢の感染者が増加した。年末から翌 2021 年 1 月にか
けて首都圏の感染者数が最多となり、1月 8 日～ 3月 22 日「緊急事態宣言」を 4都県に発出、次第に対
象範囲を大阪、兵庫など 11 都府県へ拡大した（岡山県は対象外）。（第 3波）
　大阪、兵庫では宣言を早く解除したが、3月下旬以降感染者が急増し、大阪では医療提供体制がひっ迫
した。岡山県でも 4月ごろから岡山市、倉敷市を中心に感染者が急増し、病床使用率 70％となるなど医
療体制がひっ迫した。4月 25 日に東京など 4都府県に、まん延防止等重点措置から移行して「緊急事態
宣言」が発令され、岡山県を含む 10 都道府県は 5月 16 日～ 6月 21 日に発令された。（第 4波）
　その後、東京都などで変異型ウイルスデルタ株がまん延し、感染者数は最多更新が続き、重症患者の
急増で医療体制のひっ迫が深刻化し、7月 12 日～ 9月 30 日まで東京都は 4回目となる「緊急事態宣言」
へ移行した。岡山県でも、職場や学校でのクラスターが頻発し、感染者数が第 4波を超えるスピードで
急増し、8月 27 日～ 9 月 12 日「緊急事態措置」を岡山県も含む 21 都道府県に適用された。宣言前後に
岡山市、倉敷市に「まん延防止等重点措置」が適用されたが、10 月 1 日に「緊急事態宣言」と「まん延
防止等重点措置」が全面解除された。（第 5波）この間 7月 23 日～ 9 月 8 日に東京五輪・パラリンピッ
クが開催された。
　2021 年 2 月 14 日にファイザー製のワクチンが薬事承認され、2月 17 日から医療従事者を優先にワク
チン接種が開始され、一般住民への接種は、高齢者を対象に 4月 12 日から始まった。
　2回目ワクチン接種は、7月末に全高齢者の約 8割が、11 月末に全国民の 76.9％が終了した。
　9月以降、感染者数は減少していたが、年末ごろから海外で、感染力の強い新変異型ウイルスオミクロ

Ⅰ　新型コロナウイルス感染症の動向・概要
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ン株が猛威を振るい始めた。日本でも 2022 年の年明け直後から感染者が急増し、オミクロン株への置き
換わりが進んだ。沖縄県で感染急拡大し、1月 9 日に沖縄など 3県にまん延防止等重点措置が適用され、
21 日には 13 都県が追加、最大 36 都道府県に拡大した。（第 6波）
　学校や高齢者施設でのクラスタ―発生が増え、感染者は 1日 10 万人を超え、沖縄県では医療従事者の
感染等による人員不足で医療体制がひっ迫し、全国へ応援派遣要請が出された。
　コロナ禍が始まってから 3年目の年度末を迎え、ワクチン接種も進み、治療薬の実用化も始まったが、
いまだに収束への見通しは不透明なまま経過している。ワクチン接種は、現在 3回目接種が進められて
おり、若い年代への接種率向上が課題となっている。

岡山県COVID-19 月別新規感染者数
（NHKホームページ「特設サイト新型コロナウイルス都道府県ごとの感染者数」より作成）
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2．岡山県看護協会の取り組みの概要
期
間 状　　況 当協会の取り組み

令
和
2
年
2
月
～
6
月

新型コロナウイルス感染症
対策の体制整備

　県や日本看護協会の新型コロナウイルス感染症に関する動向など
の情報収集に努め、2月 26 日の「岡山県のイベント開催方針」決定
を踏まえて、今後の当協会としての研修開催の在り方・委員会活動・
イベント等に関する方針、感染対策、通常総会等について検討した。
4、5 月の一般研修、看護大会、まちの保健室の中止、総会は人数制
限し縮小開催等を決定し、会員や施設、関係者へ周知した。以後、
日本看護協会情報も含め、FAXやホームページへ掲載等により、速
やかな情報発信に努めた。

岡山県看護協会COVID-19
対策会議を設置

　4月 7 日に「岡山県看護協会 COVID-19 対策会議」を設置し、以
後、随時開催した。

当協会内の研修環境の整備 　4月の緊急事態宣言発令中は、作成した「岡山県看護協会感染症
対策マニュアル」に沿って、館内の研修環境を整備した。9月には、
コロナ禍でも研修は中止することなくオンラインで継続できるよう、
関連設備・機器を導入・更新し配信環境を整備した。

関係機関との連携 　4月 13 日に「新型コロナウイルス感染症岡山県調査本部」が設置
され、専門委員として出席した。以降も感染症対策委員会等に出席
し、看護の立場から発言した。

県の方針に沿って研修等の
再開

　5月 14 日に緊急事態宣言が解除され、6月から県の方針に沿って
人数制限、感染対策を徹底して一般研修を再開し、6月 13 日に令和
2年度通常総会を縮小して開催した。まちの保健室は、コロナ収束ま
で中止とした。5月から、新型コロナウイルス感染症に関するメンタ
ルサポートも含めた看護職対象の相談・問い合わせ窓口を開設した。

岡山市・県からの業務委託 　岡山市から、帰国者・接触者相談センター業務委託、県から宿泊
療養者への健康管理業務委託や PCR検査補助業務への協力等、看護
専門職能団体の責務としてコロナ感染症対策事業に取り組むことと
した。

看護職の人材確保 　従事する看護職の確保については、当時は看護職とその家族に対
して偏見や差別もあり、確保が困難な時期であったが、ナースセン
ター及び当協会役員が協働し、e−ナースセンター登録者や役員の知
人などに個別に呼びかけて確保に努めた。

コロナ関係事業説明会の開
催

　4月 28 日に開催した帰国者・接触者相談センター業務説明会には
26 人、軽症者の宿泊療養者に係る業務説明会には 19 人の潜在看護職
の参加を得た。

宿泊療養者への健康管理業
務の看護職派遣（県委託）

　5月 1日から帰国者・接触者相談センター（現在は岡山市新型コロ
ナウイルス受診相談センター）業務、PCR 検査補助業務（岡山県・
倉敷市）が開始された。5月 15 日から宿泊療養者の健康管理業務を
鷲羽山下電ホテルで開始した。
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期
間 状　　況 当協会の取り組み

県への要望書の提出 　4月 22 日に岡山県看護連盟と共に岡山県知事へ、新型コロナウイ
ルス感染症に対応している看護職に対し危険手当の支給を、ホテル
に宿泊し勤務する看護職へ宿泊代金支給等についての要望書を提出
した。

令
和
2
年
7
月
～
10
月

宿泊療養者の健康管理業務
の開始

　7月頃から再び新規感染者数が増加し第 2波となった。宿泊療養者
の健康管理業務は、倉敷市から岡山市のアパホテル岡山駅前へ変更
となり、7月 28 日から本格的に勤務を開始した。感染者数の増加と
共にコロナ受診相談件数が増加し、人員の補充が必要となった。人
員確保については、随時、ナースセンターとの連携により募集し、
その都度「役に立ちたい」と多数の潜在看護職の応募があり、確保
と共に掘り起こしにも貢献することができた。この頃から、企業や
団体等から多くの寄附・寄贈が寄せられ、看護職への励みになると
考え、その都度新聞等メディアからの取材を受けた。

児童養護施設に看護師の派
遣業務委託

　8月には、「児童養護施設における感染拡大防止対策支援事業に係
る看護師の派遣業務」について県から委託を受け、19 日には現地説
明会があり、看護職を派遣した。

関係機関との連携 　9月 29 日に県の「クラスター発生時の医師・看護師派遣に係るス
タートアップ会議」に参加した。クラスター発生時には専門家チー
ムとして感染管理認定看護師、通常業務応援への看護師の協力が必
要となった。

クラスター発生時の看護職
派遣協力についての意向調
査

　コロナ対応で多くの医療施設で看護職人員が不足している時期で
あり、医療機関からの派遣協力の可否について当協会が調査するこ
ととなった。9月に看護管理者を対象に実施し、派遣に協力できる、
または検討すると回答した施設が、感染管理認定看護師 16 件、通常
業務への応援看護師派遣が 36 件あった。リスト化して、クラスター
発生時の看護師派遣や児童養護施設等での感染防止対策支援等に活
用した。
　8月 17 日には宿泊療養者がゼロとなり、看護職は自宅待機とした
が、10 月 27 日に入所者 1名あり業務を再開した。以後次第に感染者
が増加し、1日の新規感染者数が最多を更新し第 3波となった。

令
和
2
年
11
月
～
令
和
3
年
3
月

クラスター発生施設への応
援看護師の派遣

　12 月 21 日に倉敷市の特別養護老人ホームで大規模なクラスターが
発生し、通常業務の応援看護師派遣要請を受け、倉敷市内の医療機
関 3施設の協力を得ることができた。

新型コロナ感染症に係る看
護の実態調査

　11 月には「新型コロナ感染症に係る看護の実態調査」を行い、多
くの看護現場の声を頂き、県への要望等いろいろな場で活用した。
感染管理認定看護師については、県の感染対策専門家チーム（OCIT）
のメンバーとして現在も活躍し、多大な貢献をしている。

宿泊療養施設におけるオン
ライン診療の開始

　入所者も発熱者が増え、11 月 25 日に岡山大学病院によるオンライ
ン診療のシミュレーションを実施し、12 月から開始となった。12 月



− 5−

期
間 状　　況 当協会の取り組み

には入所者数が 70 人を超え、緊急搬送もあり、さらに外国人の集団
入所者が増え、意思疎通に困難をきたし業務に負荷がかかった。

令
和
3
年
4
月
～
令
和
4
年
3
月

ナースセンターとの連携に
よる看護職の人材確保

　4月頃から再び新規感染者が増加し、県北での医療機関や会社でク
ラスターも多発し第 4波となった。宿泊療養者も増加し、毎日約 20
人の入退所者、オンライン診療 20 ～ 30 人となり、緊急搬送者が増
え、その都度ナースセンターを通して募集した。

緊急事態宣言 　5月 16 日～ 30 日まで岡山県にも緊急事態宣言が発令された。
新型コロナワクチン接種の
講習会の開催、集団接種会
場に看護職派遣

　4月 7 日、9日に県との共催で、ワクチン接種に従事する看護職対
象の研修を実施し、5月 12 日に岡山県医師会からワクチン接種に係
る看護師派遣要請を受け、潜在看護師を対象に研修会を開催し、以
後岡山、倉敷、早島、里庄町会場へ派遣した。
　5月 22 日より 2棟目となる東横イン岡山駅西口右での療養を開始
した。8 月 18 日から 3 棟目となるベッセルホテル倉敷を開始した。
4月 5 日から大阪などの 3府県に「まん延防止等重点措置」を適用、
その後岡山県に緊急事態宣言が 5月 16 日～ 31 日まで発令され、6月
20 日まで延長された。事前に出された「県主催のイベント開催に係
る考え方の方針」に沿って対応した（以後適宜改訂）。9月頃から新
規感染者数が減少し、12 月には県内感染者数ゼロの日が 4日間続い
た。12 月 4 日～ 5日にはすべてのホテルを一時休止した。

宿泊療養施設で抗体カクテ
ル療法の開始
オミクロン株への移行

　令和 4年 1 月 6 日に宿泊療養所での抗体カクテル療法のリハーサ
ルを実施し、1月 21 日から第 4棟目となる岡山シティホテル厚生町
で開始した。1月上旬から変異型オミクロン株による感染爆発で第 5
波となった。しかし、オミクロン株への抗体療法は効果が期待でき
ないため、2月 20 日で終了した。令和 4年の年明けて間もなくから
第 6波となって 3月末現在、新規感染者数は高止まりの状態が続い
ている。
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1．岡山県看護協会内の取り組み
1）当協会内の新型コロナウイルス感染症に関する体制整備
　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、緊急対応を要する事態など刻々と変化する中、当協会と
して、迅速かつ柔軟に対応できる体制について見直す必要があった。
　そこで、新型コロナウイルス感染症などの新興感染症の対応や、近年の台風、震災、豪雨災害等の自
然災害などの健康危機に対して、いつでも迅速かつ的確に対応できるよう、危機管理及び危機対応に関
する基本事項について、岡山県看護協会健康危機管理基本規程（令和 3年 4月 1日施行）を制定し、健
康危機対策支援基本要領を策定した。平常時から危機管理に関する重要事項の検討のため、危機管理対
策会議を設置し、緊急事態が発生した場合は、健康危機対策本部を設置し、健康危機対応を実施する。
　また、常任委員会の災害看護対策委員会を健康危機対策支援委員会（令和 3年 6月 19 日の通常総会
において一部改正し、令和 4年 4 月 1 日施行）として拡大・発展させ、岡山県看護協会定款施行規則
の一部改正を行った。

2）新型コロナウイルス感染症の当協会内の対応経緯
　令和 2年 2 月の「岡山県主催のイベント開催に係る方針」の決定のもと、当協会としての研修開催
の在り方の検討および感染対策を開始した。
　4月、5月の一般研修開催の中止、認定看護管理者教育課程ファーストレベル 1期の中止、岡山県委
託の保健師助産師看護師実習指導者講習会の中止を決定した。その他の岡山県委託研修に関しては延
期とした。

　（1）当協会内の環境面の整備
　・看護会館及び看護研修センター入り口に顔認証型サーマルカメラ体温測定機器の設置

Ⅱ　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大防止対策

健康危機対策の運営組織
岡山県看護協会理事会

危機管理対策会議
●議　長：会長
●副議長：副会長
●委　員：専務理事、常務理事、事務局長、議長が指名する者
●業　務
・想定される危機への基本的対応の検討
・要領の策定、見直し、周知に関する事項
・役職員等の教育、訓練等に関する事項
・その他議長が必要と認める事項

各　支　部
●各支部間、各施設間におけるネットワークの構築

健康危機対策支援委員会
●災害支援ナース及び感染症対策応援ナースの育成
●災害支援ナース及び感染症対策応援ナース派遣システム
の管理
●災害支援ナース及び感染症対策応援ナース派遣のための
資機材の管理
●分野別の健康危機対策支援マニュアルの作成

非　常　時 平　常　時
健康危機対策本部

●本部長：会長
●副本部長：専務理事
●情報管理班長：専務理事
●派遣調整班長：常務理事（事業担当）
●連絡調整班長：常務理事（教育担当）
●総務・物資調達班長：事務局長

事　務　局
●情報収集発信、関係機関・団体との調整
●災害支援ナース及び感染症対策応援ナース養成研修の実施
●災害支援ナース及び感染症対策応援ナース制度の周知
●災害支援ナース及び感染症対策応援ナースの登録
●災害支援ナース及び感染症対策応援ナース派遣調整訓練
●災害支援ナース及び感染症対策応援ナース派遣のための資
機材の購入・保管
●備蓄物品の購入・保管
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　・会館の入り口、各部署に手指の消毒薬の設置
　・手指消毒の実施手順の説明の掲示
　・各研修室に環境整備用の消毒薬の設置
　・不織布マスクの設置
　・受付および研修センター内に透明カーテン、アクリル板の設置
　・岡山県作成の「新型コロナウイルス対策」のリーフレットを掲示

　（2）研修に係る環境整備
　・研修受講時の注意点を含めたオリエンテーションを作成

　・各研修室の配置図（2ｍの間隔をあけた机等の配置図）の作成
　・集合研修の受講人数は岡山県保健福祉部医療推進課の指導により制限 50 人に決定
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　（3）受講する上での留意事項
　・認定看護管理者研修などの長期研修受講前 2週間の健康観察の実施および感染拡大地域も含め

県外移動、海外等の渡航の有無の確認
　・研修期間中の日々の健康観察と記録表のチェック
　・受講中も含めソーシャルディスタンスの確保
　・サージカルマスク、フェイスシールドの装着、手指の消毒の励行
　・研修終了後の机等のアルコール消毒

　（4）オンライン研修の実施
　・ソーシャルディスタンスを維持しながら、受講人数を確保する目的でマスカットホール、大研

修室などを繋ぐことが可能なWEB会議システムを導入し、最大 500 人まで参加可能とした。
　・研修方法に関しては、以下のような方法を感染状況に応じて実施した。
　・研修方法：①本会場の様子を、WEB会議システムで第 2会場に中継（参集）

� � ②WEB会議システムを利用し、講師または受講者がオンライン
� � ③受講者が参集およびオンライン選択可（ハイブリッド）

　令和 2年 6 月以降の研修センターが担当する研修については、オンライン等の研修方法を駆使
し、中止することなく実施した。

　（5）協会員に向けての情報発信について
　新型コロナウイルス感染症に係る、国、岡山県、日本看護協会等の有効な情報を迅速、正確に
適宜、会員の皆様にFAX、ホームページ、LINE等での発信に努めた。
　・日本看護協会からの「医療施設等における感染拡大防止のための留意点について」会員にFAX

で一斉送信ならびにホームページに掲載（令和 2年 2月 26 日）
　・「岡山県看護協会の研修受講時の注意事項について」FAXで一斉送信（令和 2年 3月 23 日）
　・日本看護協会より eナースセンター求職登録者・届出制度登録者約 5万人に復職の依頼メール

を一斉送信（令和 2年 4月 8日）
　・「岡山県看護協会感染対策マニュアル」等感染症関連情報についてホームページに掲載（令和 2年 4月 10 日）
　・「新型コロナウイルス感染症に関する看護職の相談窓口について」ホームページに掲載（令和 2年 5月 1日）
　・日本看護協会により公開された「新型コロナウイルス感染症に関する研修動画」を、当協会の

ホームページからも閲覧できるよう実施（令和 2年 7月 1日）
　・「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業の実施について」ホームページに掲載

（令和 2年 7月 27 日）
　・「新型コロナウイルス感染症に係る医療機関等向け支援事業について」ホームページに掲載

（令和 3年 7月 12 日）
　・「新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者のうち社会機能維持者の待機解除に関する取扱いにつ

いて」をホームページに掲載（令和 4年 1月 31 日）
　・「オミクロン株の感染急拡大に対応してくださっている看護職の皆様へ」をホームページに掲載

（令和 4年 2月 8日）
� 等
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3）取り組みの結果
　（1）研修センターが実施する研修

　令和 2年度は、当初計画した 121 件の研修のうち 18 件の研修を中止した以外は、研修方法を変
更開催し、受講者は 3,522 人であった。
　令和 3年度、計画の 117 件の研修のうち 6件の研修を中止した。他 111 件の研修を開催し、受
講者は 5,770 人であった。

　（2）新型コロナウイルス感染症に関する研修会の開催
　目　的：岡山県における新型コロナウイルス感染症の動向や対策を理解したうえで、今後の感染

症対策や看護実践に役立てる。
　テーマ：岡山県における新型コロナウイルス感染症に関連した感染症の現状と対策
　日　時：Ａ日程　令和 2年 10 月 10 日（土）　　参加者 87 人
　　　　　Ｂ日程　令和 2年 11 月 28 日（土）　　参加者 77 人
　講　師：岡山県保健福祉部医療推進課　　　　　　市村　康典
　　　　　岡山旭東病院　感染管理特定認定看護師　菅田　節子

　（3）オンライン研修に対する研修生からの意見・感想
　　 ・初めてのオンライン研修で不安であったが、移動時間がないことで時間的に受講しやすかった。
　　 ・講義はオンラインでも問題なくできたが、グループワークは実際に対面で行う方が活発に意見交

換できた。
　　 ・コロナ禍においてはオンラインの方が安全性を確保できた。
　　 ・オンラインは慣れるまで不安で仕方なかったが、経験するうち慌てず対応することができた。
　　 ・長期研修でオンラインと集合研修をうまく組み合わせていくと、今まで以上に学ぶことの多い研

修になった。特に遠方から長期研修に通うのは、体力的にも精神的にも厳しいので、講義はオン
ライン、演習は集合研修など使い分けて実施すると、遠方からの参加がしやすくなった。

令和 2年 10月 10日　新型コロナウイルス感染症の研修
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4）感染対策用品等の配布
　令和 2年 4 月以降、新型コロナウイルス感染症対策に奮闘する医療関係機関、医療従事者等に届け
ていただきたいとの趣旨で、企業や法人から感染対策用品等の寄付があり、医療機関等に配布した。
　また、同様の趣旨で、寄附金の申出が 12 件（総額 11,304,949 円）あり、感染対策用品を購入のうえ、
医療機関等に配布した。

（順不同、敬称略）

感染対策用品等 寄附者 配布先

フェイスシールド（2,000 個）、ゴー
グル（4,500 個）、プラスチック手
袋（600,000 個）、サージカルマスク
（26,000 枚）、防護服（1,800 枚）、不織
布マスク（15,000 枚）、駄菓子（40,000
個）、マイルドクレンジングオイル
（420 本）、薬用ハンドクリーム（1,020
個）、マスクケース（300 個）、クール
ベスト（100 枚）、経口補給液（17,280
本）、サーモカメラ（1 台）、緑茶
（3,000 本）

東洋羽毛中四国販売（株）、DAGASHI で
世界を笑顔にする会、（株）ファンケル、
（株）SEIYU、友野印刷（株）、日本看護
協会、（株）岡山高島屋、（株）池田模範
堂、アモルフ（株）（有）中山靴店、高梁
スポーツクラブ、岡山ロータリークラブ、
コロナ支援チャリティゴルフ大会実行委
員会、東洋羽毛工業（株）、ライオンズク
ラブ国際協会、岡山商工会議所、（株）片
山工務店、アイム＆コラボ協力会社団体
「笑栄会」、福嶋学園、中国四国読売会

医療機関
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
社会福祉施設
居宅サービス事業所

岡山商工会議所より贈呈（令和 3年 5月 20日）

中国四国読売会より贈呈（令和 3年 9月 27日）（株）片山工務店より贈呈（令和 3年 6月 2日）
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5）看護職対象の新型コロナウイルス感染症に関する相談・問い合わせの実施
　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、本人及び家族の県外出張等についての扱い、感染管理に
関する相談があったが、研修会の開催、感染管理に関する情報発信、その他テレビや情報誌等の情報
が入ってくるにしたがい対応も落ち着いてきた。
　相談内容は以下のとおりであった。

相談日 件数 地域 相談者 相談内容

令和 2年 5月 5件 岡山市 3件

倉敷市 1件
津山市 1件

一般
訪問看護師
介護福祉施設看護師
病院管理者
介護福祉施設看護師

清潔について
県外出張の家族の対応
家族の県外出張時の対応
看護職員の確保について
感染管理・患者のケアについて

令和 2年 6月 3件 岡山市 3件 クリニック看護師
特養看護師
病院看護師

感染管理（アクリル板等について）
感染管理研修会の講師の内容相談
医療従事者への危険手当について

令和 3年 1月 1件 新見市 クリニック看護師 感染管理に関すること（ゾーニング等に
ついて）

令和 3年 8月 1件 美作市 病院事務 コロナ病棟と一般病棟の兼務について

令和 4年 2月 1件 岡山市 病院事務 新型コロナワクチン接種後の副作用につ
いて

計 11 件

6）新型コロナウイルス感染症に関するアンケートの実施
　（1）情報収集

令和 2年 3月 4日 新型コロナウイルス感染防止のための学校休業に関連した看護職の勤務状況に
ついて調査を実施
学校の休校による県内会員施設に対しFAXで調査を実施
質問内容：育児中（未就学児と小学生）の職員数、育児中の看護職員の勤務状

況、病院機能への影響、病院で実施している対策、看護部門での対
応、今後予定されている対策等について

令和 2年 4月 9日 認定看護管理者教育課程運営委員会に出席の看護部長に現在の医療状況につい
て聞き取り調査
調査病院：6病院

令和 2年 5月 29 日 看護職に対する誹謗中傷について聞き取り調査
調査病院：県南東部医療圏、県南西部医療圏、津山・英田医療圏から各 1病院

（新型コロナウイルス感染症の対応病院）に聞き取り調査
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　（2）新型コロナウイルス感染症に係る実態調査
　新型コロナウイルス感染症のまん延、拡大に伴い、看護職員の現状及び今後に向けての準備等
に関する意見・要望を把握し、当協会の今後の活動に反映するとともに関係機関への要望に繋げ
るため「新型コロナウイルス感染症に係る実態調査」を実施した。期間は令和 2年 11 月 16 日～
30 日の間で、当協会の会員施設、病院・訪問看護ステーション、介護福祉施設等 288 件に郵送し、
169 件（回収率 58.7％）からの回答があった。

　コロナ禍で「困っている」ことがあると回答したのは、全体で 142 件（84.0%）、「困っているこ
とはない」のは 27 件（16.0%）だった。病院では、「困っている」のは 91 件（88.3％）、「困ってい
ることはない」のは 12 件（11.7%）だった。病院病床別では、「困っていることはない」のは、99
床以下 8 件（7.8%）、100 ～ 199 床 2 件（1.9%）、200 ～ 299 床、300 床以上各 1 件だった。また、
感染症対応病院では、27 件全てが「困っている」との回答だった。
　困っていると回答した具体的な内容としては、病院では、感染防止のための面会等の患者対応、
院内で感染症が発生した場合の対策・体制、物品等の不足、職員の不安・メンタルヘルス等だっ
た。
　訪問看護ステーションでは、利用者、家族への感染対策、他のサービスとの対応の差による困
惑、メンタルヘルス等だった。
　介護福祉施設等では、患者対応による人員不足、看護職不足、医療的判断を迫られる、感染対
策・対応の不安等だった。
　要望等については、コロナに関する情報発信をリアルタイムに発信、情報の集約をして欲しい、
感染管理認定看護師等派遣してもらい専門家の指導を受けたい、感染拡大における職員の派遣、
オンラインの研修等の要望だった。
　このような結果を基に、感染管理認定看護師の感染対策等の研修、リモート研修の実施、職員
のメンタルヘルスへの支援、新型コロナウイルス感染症等の情報発信等、迅速な取り組み・改善
できること、また現状及び困っている内容を広く行政、関係機関等に伝える情報発信や行政へ要
望等をしていくことで実態調査を活かすことができた。

（詳細については、参考資料参照）

図 2　コロナ禍で困っていることの有無（全体）図 1　回答施設の内訳
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2．新型コロナウイルス感染症対応に係る情報交換会・説明会等
　新型コロナウイルス感染症の拡大・まん延に伴い、県内の医療提供体制等の現状を共有し、限られた
医療資源で、準備や対策等について、当協会としていかに協働できるか等情報交換を行った。

1）県との情報交換会
（1）日時：令和 2年 4月 14 日（火）
　内容：新型コロナウイルス感染症岡山県調整本部の設置について情報交換

（2）日時：令和 2年 7月 2日（木）
　内容：医療機関等におけるクラスター発生時の看護職員の派遣について
　　　　感染管理認定看護師の活動について
　　　　その他意見交換

2）日本看護協会の説明会
　（1）訪問看護ステーション従事者の新型コロナウイルス感染症対応に係る予防接種の説明会

　日時：令和 3年 2月 5日（金）
　内容：新型コロナウイルス感染症対応に係る予防接種を行う体制の構築について
　　　　訪問看護ステーション従事者の新型コロナウイルス感染症対応に係る予防接種について
　　　　事前アンケートの報告（都道府県訪問看護ステーション連絡協議会の回答）

　（2）新型コロナウイルス感染症対応看護職員等の人材確保事業説明会
　日時：令和 4年 2月 14 日（月）13：00 ～ 14：30
　内容：新型コロナウイルス感染症対応看護職員等の人材確保事業について

3．新型コロナウイルス感染症対応における看護職員の派遣調整
1）岡山県の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の委託事業
　（1）新型コロナウイルス感染症患者が宿泊施設で療養を行う場合の健康管理業務

　①目的
　　　新型コロナウイルス感染症患者の増加に備え、重症者を優先する医療体制への移行を推進す

るため、宿泊療養を行う軽症者および無症状病原体保有者の健康管理を行う。

　②実施期間：令和 2年 5月 15 日～令和 2年 7月 30 日　鷲羽山下電ホテル
　　　　　　　令和 2年 7月 26 日～アパホテル岡山駅前　現在も継続中
　　　　　　　令和 3年 5月 7日～令和 4年 1月 31 日　東横イン岡山駅西口右
　　　　　　　令和 3年 8月 18 日～ベッセルホテル倉敷　現在も継続中
　　　　　　　令和 4年 1月 21 日～岡山シティホテル厚生町　現在も継続中
　　　　　　　令和 4年 1 月 21 日時点でホテル 3棟（アパホテル岡山駅前、ベッセルホテル倉敷、

岡山シティホテル厚生町）で総確保室 629 室
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アパホテル岡山駅前 東横イン岡山駅西口右 ベッセルホテル倉敷

健康管理班ブース

岡山シティホテル厚生町 療養室

オンライン診療部屋 PPE 配置
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　③事業内容
　　　岡山県新型コロナウイルス感染症対策室宿泊療養グループの運営の下、健康管理班として入

所者の健康管理を行う。
　　主な内容：入所者の健康管理、健康面の相談等への対応、急患発生時の対応、搬送の判断・搬

送付き添い、オンライン診療の補助、職員に対する感染防護対策の指導等
　　勤務体制：2交代制（12 時間）　日勤：9：00 ～ 21：00　夜勤：21：00 ～ 9：00
　　勤務人数：各勤務、最低 2人の複数配置を原則とし、日勤者は入所者数に応じて最高 8人（早

出、遅出や 7時間勤務も含む）を派遣

　④実績
　　ア　新型コロナウイルス感染症　患者が宿泊施設で療養を行う場合の健康管理業務説明会
　　　　日　時：令和 2年 4月 28 日（火）　15：00 ～ 16：30
　　　　場　所：岡山県看護会館 4階　マスカットホール
　　　　内　容：岡山県の新型コロナウイルス感染症対策の概要
　　　　　　　　　　　岡山県医療推進課　総括参事　　　　唐井　幸子
　　　　　　　　宿泊療養者への健康管理について
　　　　　　　　　　　岡山県医療推進課　主幹　　　　　　市村　康典
　　　　　　　　雇用条件・勤務等について
　　　　　　　　　　　岡山県看護協会　事務局長　　　　　三村　功
　　　　　　　　e−ナースセンター登録等について
　　　　　　　　　　　岡山県ナースセンター　センター長　森岡　薫
　　　　参加者：潜在看護師等 19 人

　　イ　事前研修会
　　　　第 1回
　　　　　日　時：令和 2年 5月 14 日（木）13：00 ～ 16：00
　　　　　場　所：鷲羽山下電ホテル
　　　　　参加者：看護師 3人
　　　　第 2回
　　　　　日　時：令和 2年 5月 27 日（水）13：00 ～ 15：30
　　　　　場　所：鷲羽山下電ホテル
　　　　　参加者：看護師 2人
　　　　第 3回
　　　　　日　時：令和 2年 7月 26 日（日）10：30 ～ 12：00
　　　　　場　所：アパホテル岡山駅前
　　　　　参加者：看護師 3人
　　　　第 4回　救急搬送訓練
　　　　　日　時：令和 2年 8月 21 日（金）14：00 ～ 15：15
　　　　　場　所：アパホテル岡山駅前
　　　　　参加者：看護師 3人
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　　ウ　看護職員派遣実績
　　　　派遣開始日：令和 2年 7月 26 日（日）～令和 4年 3月 31 日（木）現在
　　　　派 遣 場 所：アパホテル岡山駅前、東横イン岡山駅西口右、ベッセルホテル倉敷、岡山シ

ティホテル厚生町

年 月 日数 派遣延べ人数
内訳

備　　考
日 日 6 夜

令和 2年　 7月 6 16 10 6 7/26 から　
8月 31 93 62 31 　　
9月 30 90 60 30 　　
10 月 31 94 62 32 　　
11 月 30 106 60 46 　　
12 月 31 121 62 9 50 　　

令和 3年 1月 31 150 63 25 62 　　
2月 28 114 56 2 56
3 月 31 125 63 62 　　

計 249 909 498 36 375 　　

※派遣実績には待機を含む

年 月 日数 派遣延べ人数
内訳

備　　考日 日 6 夜
令和 3年 4月 30 188 100 8 80

5 月 31 358 211 4 143 5/7 東横イン岡山駅西口右開所
6月 30 358 208 0 150 6/22 ～ 7/1 アパホテル岡山駅前休止
7 月 31 241 136 0 105
8 月 31 476 262 3 211 8/17 ベッセルホテル倉敷開所
9月 30 549 315 1 233 9/18 東横イン岡山駅西口右閉鎖
10 月 31 309 154 1 154
11 月 30 178 89 0 89 ベッセルホテル倉敷休止　
12 月 31 185 92 0 93 ベッセルホテル倉敷休止

令和 4年 1月 31 362 191 15 156 1/24 岡山シティホテル厚生町開所
2 月 28 485 261 0 224
3 月 31 404 206 0 198 3/4 ～アパホテル岡山駅前休止

計 365 4,093 2,225 32 1,836

図　月別看護職員派遣延べ人数
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　⑤今後の課題
　　・新型コロナウイルス感染症の感染状況に即時対応できる看護職の確保および勤務体制の構築

が必要である。
　　・潜在看護師を雇用しているため、経験・背景の異なる看護職のためのチームビルディングが

必要である。
　　・潜在看護職を雇用しているため、専門知識・技術・態度も含めた質の担保が必要である。
　　・現場で統括できる看護管理の視点をもつ看護職の確保が必要である。

　（2）岡山県新型コロナウイルス感染症の軽症患者等に係る宿泊療養施設内臨時医療施設へ医療従事者を紹介
　目的：岡山県において新型コロナウイルスの感染が拡大した際に、宿泊療養施設に入所する新型

コロナウイルス感染症患者に対して中和抗体薬等を早期に投与し、重症患者や入院患者を
減らし、県内の医療提供体制及び一般医療機能を維持することを目的に宿泊療養施設内臨
時医療施設へ岡山県ナースセンターから 23 日間、毎日管理的業務が可能な看護職員を交代
で 1人を紹介する。

　派遣先：岡山シティホテル厚生町内の臨時医療施設
　業務内容：
　①新型コロナウイルス患者に対する中和抗体薬（ゼビュディ）投与を行う。
　　タスク一覧
　　　ア　当日患者情報の確認
　　　イ　患者受け入れの準備
　　　ウ　医師と次に診察する予定の患者の情報共有
　　　エ　患者の誘導
　　　オ　バイタル測定
　　　カ　問診に同席
　　　キ　保険証の受け渡し
　　　ク　経過観察
　　　ケ　片付け・清掃

図　岡山県宿泊療養施設月別新規入所者数

臨時医療施設　処置室
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　②岡山県担当課との連絡調整
　③勤務者：県下、医療機関からの医師、看護師、薬剤師、事務職が派遣された。
　　　　　　看護職 3人のうち、1人を当協会で軽症患者に係る宿泊療養施設で健康管理業務経験が

ある、また管理的業務が可能な者 3人のうち、交代で 1人が毎日勤務できるように調
整した。

　④期　間：令和 4年 1月 24 日～ 2月 15 日　23 日間
　⑤投与患者総数：227 人

　（3）児童養護施設等における感染拡大防止対策支援事業に係る看護師派遣業務
　①目的
　　　保護者が新型コロナウイルス感染症に罹患し養育者不在となった児童のうち、PCR検査の結

果、陰性と判明した児童を（以下「濃厚接触児童」という）、児童養護施設等で安全かつ適切に
養育するために、当該児童の定期的な健康観察や、症状が出た場合の保健所等との連絡調整、
施設内での感染拡大防止対策の指導等を行う看護師を児童養護施設等へ派遣する。

　②実施期間：令和 2年 8月 1日～令和 4年 3月 31 日

　③事業内容
　　・感染管理認定看護師による派遣先施設等への指導
　　　濃厚接触児童を受け入れる施設に対して、感染管理認定看護師が出向き、施設内のゾーニン

グや児童指導員等に対して感染拡大防止に対する指導
　　・「派遣看護師業務マニュアル」等に沿って、濃厚接触児童及び児童指導員等の健康管理
　　・派遣先施設等における感染拡大防止対策に関する保健指導
　　・症状が出た場合の迅速な関係機関との連絡調整
　　・濃厚接触児童の服薬管理の確認
　　・派遣看護師が実施した活動は、「派遣看護師日報」により報告

感染管理認定看護師による派遣先施設内のゾーニング及び指導
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　④実績

No.
派遣期間

派遣場所 派遣
人数 備　考

始 至

感
染
管
理
認
定
看
護
師
等
に
よ
る
指
導

1 令和 2年 8 月 19 日 8 月 19 日 児童養護施設 1 　　

2 令和 2年 11 月 20 日 11 月 20 日 児童養護施設 1 　　

3 令和 2年 12 月 2 日 12 月 2 日 児童養護施設 1 　　

4 令和 2年 12 月 4 日 12 月 4 日 岡山県中央児童相談所 1 　　

5 令和 3年 4 月 8 日 4 月 8 日 岡山県中央児童相談所
児童養護施設 1

6 令和 3年 4 月 14 日 4 月 14 日 児童養護施設 1

7 令和 3年 8 月 2 日 8 月 2 日 児童養護施設 1

8 令和 4年 2 月 10 日 2 月 10 日 児童養護施設 1

計 8 　　

定
時
派
遣

1 令和 3年 1 月 23 日 1 月 23 日 岡山県中央児童相談所 1 　　

2 令和 3年 2 月 9 日 2 月 13 日 岡山県中央児童相談所 5 　　

3 令和 3年 8 月 3 日 8 月 7 日 児童養護施設 5

計 11 　　

事
前

指
導
等

1 令和 2年 8 月 19 日 8 月 19 日 児童養護施設 4 　　

計 4 　　

　⑤今後の課題
　　　保護者が新型コロナウイルス感染症に罹患し養育者不在となった児童のうち、PCR検査の結
果、陰性と判明した児童が対象であり、急遽児童養護施設等での養育が決定するため、看護職の
確保・派遣が難しく、軽症者等に係る宿泊療養者への健康管理業務に従事する看護職に依頼する
ことで対応した。潜在看護職の確保に向け、日頃から登録し、確保できる体制が必要である。

　（4）医療機関等におけるクラスター発生時の看護職員の派遣について
　①目的
　　　医療機関及び福祉施設（以下「医療機関等」という。）においてクラスター発生時に通常の診

療体制の維持が困難になった場合に、県の要請により看護職員を派遣し、初動の支援（クラス
ター発生時の看護職員の派遣）及び看護応援活動を行う。

　②実施期間：令和 2年 9月 1日～令和 4年 3月 31 日
　③事業内容
　　ア　新型コロナウイルス感染症対応に係る情報交換会（県との話し合い）
　　　　令和 2年 7月 2日（木）9：30 ～ 10：30　参加者 10 人
　　　　　・医療機関等におけるクラスター発生時の看護職員の派遣について
　　　　　・感染管理認定看護師の活動について
　　イ　県内の病院に新型コロナウイルス感染症関係業務への協力について意向調査を行い、感染



− 20 −

管理認定看護職員、認定看護管理者、通常看護応援業務のための人員派遣可能施設等の登
録を行う。

　　ウ　県から派遣支援要請があった派遣人数により、看護職員の編成を行う。
　　エ　医療機関に所属している看護職員については、所属元医療機関から要支援施設に派遣支援

するよう依頼をし、所属医療機関のない看護職員については、看護協会が雇用して派遣す
る。

　　　　〇先遣活動（感染管理認定看護師、感染症看護専門看護師、認定看護管理者）
　　　　　派遣期間：最大 1週間程度とする。
　　　　　業務内容：要支援施設における感染防止措置の問題点を把握し、見直した上で、検査や

隔離等に伴い、新たに発生する看護業務や自宅待機等により不足する職員数
を踏まえた必要な人員の算出、看護応援活動を含めた勤務表の変更、作成等
を行う。

　　　　〇看護応援活動（看護職員）
　　　　　派遣期間：2週間程度
　　　　　業務内容：要支援施設の機能を継続するため看護応援業務を行う。
　　　　　

　④実績
　　ア　意見交換会、会議等への参加
　　　　クラスター発生時における看護師の派遣に関する意見交換会に参加（WEB）
　　　　　日　時：令和 2年 10 月 14 日（水）16：00 ～ 17：00
　　　　　内　容：岡山県におけるクラスター発生における看護師の派遣について
　　　　　　　　　岡山県におけるクラスター発生時対応の体制について

岡山県新型コロナウイルス感染症対策室資料提供
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　　　　クラスター発生時の医師、看護師等の派遣・支援に係るスタートアップ会議に参加（WEB）
　　　　　日　時：令和 2年 10 月 16 日（金）17：00 ～ 18：00
　　　　　内　容：意向調査の結果報告
　　　　　　　　　発生時対応について
　　　　　　　　　予防・研修について
　　　　　　　　　各取り組みにおける担当について
　　　　クラスター発生時の医師、看護師等の派遣・支援に係る会議に参加（WEB）
　　　　　日　時：令和 2年 9 月 29 日（火）17：00 ～ 18：00
　　　　　　　　　令和 2年 11 月 9 日（月）18：00 ～ 19：00
　　　　　　　　　令和 3年 11 月 13 日（土）14：00 ～ 16：00
　　イ　事前打ち合わせ
　　　　　日　時：令和 2年 12 月 21 日（月）9：00 ～ 11：30　　参加者 14 人
　　　　　内　容：クラスター発生施設への看護職員の派遣について
　　　　　　　　　その他意見交換
　　ウ　派遣期間・場所・人数

No
期間

派遣場所 派遣人数
（延べ数）始 至 日

1 令和 2年 12 月 3 日 12 月 12 日 10 児童養護施設 11

2 令和 2年 12 月 22 日 12 月 27 日 6 特別養護老人ホーム 9

3 令和 3年 5 月 29 日 6 月 12 日 15 精神科病院 22

4 令和 4年 2 月 23 日 2 月 23 日 1 精神科病院 1

計 43

　⑤今後の課題
　　・クラスター発生時における看護職員の派遣に関して、病院看護師等のレッドゾーンへの派遣

には、派遣者それぞれの感染の知識・技術等の差により感染の危険性が高くなることも予想
され、病院等の施設長の理解が難しい。

　　・クラスター発生時には、自施設での感染リスクも高まっており、他施設に応援に出せる看護
職が不足している状況でもある。

　　・緊急時に、的確、正確な情報を共有する必要がある。
　　・クラスター発生時における応援体制を、平常時から地域で検討しておく必要がある。
　　・感染管理認定看護師等がOCIT として活躍しており、ネットワークの整備をしておくことが

重要である。
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　（5）OCIT における感染管理認定看護師の活動について
　①目的
　　　岡山県内の医療機関等において新型コロナウイルス感染症の集団発生の事例若しくは集団発

生に繋がる可能性のある事例の発生（以下、「集団発生」という。）時又は感染予防対策等を行
う平常時に、感染対策の専門家等で構成される岡山県クラスター対策班（以下、「OCIT」とい
う。）を派遣し、医療機関等の支援を行うことにより、県内の新型コロナウイルス感染症のまん
延を防止する。

　②実施期間：令和 2年 9月 1日～令和 4年 3月 31 日
　③事業内容
　　ア　感染対策の専門家等で構成される岡山県クラスター対策班の一員に、感染管理認定看護師

が入り、①支援を要する医療機関等における感染発生状況等の情報収集、②公衆衛生活動、
感染拡大予防対策に関する助言等、その他OCITが必要と認められる業務を行う。

　　イ　当協会は、OCIT に協力いただける施設及び感染管理認定看護師の調査を行い、結果を
OCITの事務局（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科疫学・衛生学分野）等と情報共有する。

　　ウ　公衆衛生活動の一環として、感染拡大予防対策の研修講師として派遣する。
　　

　④実績
　　ア　県との意見交換会
　　　〇　日　時：令和 3年 2 月 24 日（水）10：00 ～ 11：00
　　　　　内　容：岡山県クラスターについての打合せ
　　　〇　日　時：令和 3年 9 月 28 日（火）10：00 ～ 11：00
　　　　　内　容：令和 3年度上半期の実績
　　　　　　　　　令和 3年度下半期の活動について
　　　〇　日　時：令和 3年 11 月 13 日（土）14：00 ～ 16：00
　　　　　内　容：岡山県クラスター対策班（OCIT）活動報告会議
　　　〇　日　時：令和 4年 3 月 21 日（月）14：00 ～ 16：00
　　　　　内　容：岡山県クラスター対策班（OCIT）活動報告会議
　　　〇　日　時：令和 4年 3 月 28 日（月）15：30 ～ 16：30
　　　　　内　容：令和 3年度の実績について
　　　　　　　　　令和 3年度のOCIT 専門家実績（ICN）について
　　　　　　　　　令和 4年度について

岡山県新型コロナウイルス感染症対策室資料提供
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　⑤今後の課題
　　・県クラスター対策班（OCIT）の活動について、クラスター発生時の対応として速やかに感染

拡大防止対策ができるよう現地医療提供チーム等を編成し、感染管理認定看護師の派遣がで
きるよう登録及び人数の確保が必要である。

　　・病院等医療機関、福祉関係施設等に予防研修として感染管理認定看護師等を派遣するととも
に、感染管理に関するエキスパートナースの育成とネットワークの推進が必要である。

　（6）PCR検査補助業務
　①目　　的：県及び岡山市、倉敷市で設置する PCR検査会場において、検査の補助を行う看護職

をナースセンターで募集を行い当協会で面接を行い紹介する。
　②事業内容：非常勤職員として行政が採用し、PCR検査の補助を行う。
　③実　　績：3人

2）　岡山市新型コロナウイルス受診相談センターの委託事業
　（1）目的

　岡山市の委託を受けて、新型コロナウイルス感染症に係る市民・医療機関からの問い合わせに
対応及びそれに付随する業務を実施するため、看護職員を派遣した。

　（2）実施期間・場所
　派遣開始日：令和 2年 5月 1日（金）～令和 4年 3月 31 日（木）現在
　派 遣 場 所：岡山市保健福祉会館

　（3）事業内容
　①岡山市と事前打ち合わせ

　　　　令和 2年 4月 20 日（月）
　②新型コロナウイルス受診相談センター（以前は、帰国者・接触者相談センター）の業務説明会

の開催
　　　日　時：令和 2年 4月 28 日（火）13：30 ～ 15：00
　　　場　所：岡山県看護会館 4階　マスカットホール
　　　内　容：業務内容について
　　　　　　　　　　岡山県看護協会　専務理事　　　　　井上　純子
　　　　　　　雇用条件・勤務等について
　　　　　　　　　　岡山県看護協会　事務局長　　　　　三村　功
　　　　　　　e−ナースセンター登録等について
　　　　　　　　　　岡山県ナースセンター　センター長　森岡　薫
　　　参加者：潜在看護師等 26 人
　③派遣した看護職員の業務
　　・新型コロナウイルス感染症に係る市民・医療機関等からの電話での問い合わせに対して聞き

取りを行い岡山市が提示するマニュアル等を用いて対応する。
　　・新型コロナウイルス感染症を発症者の濃厚接触者の健康観察を行う。
　　・新型コロナウイルス感染症ホテル療養対処後の健康観察を行う。
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　　・新型コロナウイルス受診相談センターの看護職への相談・支援

　（4）実績
　・相談体制　　新型コロナウイルス感染症発生数により相談者人数を確定
　　　　　　　　平　日： 9：00 ～ 17：00　　3人～ 9人
　　　　　　　　　　　　17：00 ～ 21：00　　1人～ 3人
　　　　　　　　土日祝： 9：00 ～ 17：00　　3人～ 5人
　　　　　　　　　　　　17：00 ～ 21：00　　0人～ 3人

年 月 日　数 派遣延べ人数

令和 2年　 5月 31 325

6 月 30 317

7 月 31 145

8 月 31 244

9 月 30 240

10 月 31 296

11 月 30 275

12 月 31 286

令和 3年 1月 31 281

2 月 28 258

3 月 31 301

計 335 2,968

年 月 日　数 延べ派遣人数

令和 3年 4月 30 285

5 月 31 296

6 月 30 352

7 月 31 350

8 月 31 478

9 月 30 563

10 月 31 425

11 月 30 333

12 月 31 299

令和 4年 1月 31 464

2 月 28 534

3 月 31 　　　　　593

計 365 4,972
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　・月別相談対応者人数
　　

　・月別相談件数
　　

岡山市新型コロナウイルス受診相談センター

図　月別相談対応者人数

図　月別相談件数
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　（5）今後の課題
　潜在看護師の方々のご協力により岡山市新型コロナウイルス受診相談センターの委託事業が継
続できたことに感謝している。
　新型コロナウイルス感染症の増減の予測が難しく急に新型コロナウイルス感染者が増加した場
合の相談者必要人数の確保が追いつかなかった。今後、新興感染症が発生した場合、タイムリー
な人材確保ができるよう平時からの人材確保の検討が必要と考える。

4．新型コロナワクチン接種に係る看護職員の派遣調整
1）新型コロナワクチン接種講習会の開催
　（1）目的

　潜在看護職等が新型コロナウイルス感染症に関する基礎知識及び新型コロナワクチン接種業務
に関する知識・技術等の習得により、潜在看護職の就業支援及びワクチン接種業務が円滑に推進
できる。
　　目標①新型コロナウイルス感染症に関する知識を習得する

　　　　　　②新型コロナウイルス感染症ワクチン接種についての基礎知識を習得する
　　　　　　③ワクチン接種の筋肉注射の知識・技術を習得し実践する

　（2）実施期間・研修内容等
研修日 受講者 時間・場所 講師

1 令和 3年 4月 7 日 66 人

13：30 ～ 16：30

岡山県看護会館
看護研修センター

〇新型コロナウイルスとワクチンの基礎知識
　　　川崎医科大学総合医療センター

小児科部長　中野　貴司
〇新型コロナワクチンについて、薬剤の取り
扱い方法、注意点について
〇筋肉注射の演習、注意すべき事項、ワクチ
ン接種における看護師の役割
　　　元岡山赤十字看護専門学校

専任教師　玄馬　康子

2 令和 3年 4月 9 日 59 人
3 令和 3年 5月 12 日 13 人
4 令和 3年 5月 20 日 26 人
5 令和 3年 5月 31 日 8 人
6 令和 3年 6月 16 日 23 人
7 令和 3年 6月 29 日 21 人
8 令和 3年 7月 2 日 21 人
9 令和 3年 7月 30 日 1 人

計 238 人

＊ 1、2は県の委託事業　それ以外は日本看護協会の委託事業

研修風景 筋肉注射技術演習物品
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　（3）事業内容
　①ナースセンターにおける潜在看護職等への働きかけ
　　・ワクチン接種業務希望者の登録者へメール、電話にて連絡及びホームページに掲載
　　・研修会取材の報道陣（新聞 1社・テレビ 2社）による県民への周知
　　・研修の問い合わせに対する対応と案内
　②潜在看護師等のワクチン接種業務への就業支援
　　・ナースセンターへの集団接種業務採用求人に係る看護職の派遣
　③ナースセンターにおいて就業準備金支給申請に関する支給対象者への必要な支援
　　・申請書発行申込者への対応、対象者への案内・周知、問い合わせの対応等

2）集団接種に係る看護職の派遣
　（1）目的

　岡山県医師会からの委託事業で当協会が新型コロナワクチン集団接種看護師派遣調整業務を実
施し、岡山会場、倉敷会場、早島会場、里庄会場へ看護職員を派遣した。

　（2）事業内容
　①集団接種体制検討ワーキング会議（WEB）
　　日　時：令和 3年 2月 25 日（木）15：00 ～ 17：00
　　内　容：実施した集団接種予行演習の報告
　　　　　　優先接種の視察について
　　　　　　集団接種体制検討ワーキンググループにおける検討事項について

　②老健施設内の予防接種体制についての聞き取り調査
　　日　時：令和 3年 3月 3日（水）9：30 ～ 10：30
　　内　容：老健施設内の予防接種体制についての聞き取り調査
　　　　　　新型コロナウイルス感染症の予防接種体制についての問題点

　③集団接種事前訓練の実施
　　・岡山会場：令和 3年 5月 9日（日）、イオンモール岡山会場（おかやま未来ホール）
　　　　　　　　看護師 5人参加

ワクチン充填の演習 筋肉注射の演習
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　　・倉敷会場：令和 3年 5月 2日、くらしき健康福祉プラザ 4F
　　　　　　　　看護師 6人参加

　（3）実績（令和 3年度）
会　場 派遣日数 延べ人数 備　考

岡山会場
186 1,051 1 回目・2回目接種

46 313 3 回目接種

倉敷会場 31 187 1 回目・2回目接種

早島会場
12 65 1 回目・2回目接種

2 10 3 回目接種

里庄会場 16 87 1 回目・2回目接種

計 293 1,713

　（4）今後の課題
　・岡山県ナースセンターと協力し、潜在看護師の就業支援を行った。潜在看護師の能力も様々で

ブランクの差も大きく、説明会や新型コロナワクチン接種講習会の開催を行ったが、自信をもっ
て就業するにはきめ細やかな支援が必要である。

　・日頃から、潜在看護師の人材登録及び定例看護技術講習会等への勧奨、ナーストライアル等き
め細やかな支援により就業に結び付ける必要がある。

　・新型コロナウイルス感染症に関する業務に従事した潜在看護職が、今後働き続けることができ
るよう、令和 4年度開催する潜在看護職スキルアップ講習会への受講勧奨等行い、次の就業に
繋がるよう働きかける必要がある。

集団接種事前訓練
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5．日本看護協会委託事業
1）新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種人材確保事業
　（1）ワクチン接種業務に関する研修の企画・運営及び受講の支援について

研修日 受講者 時間・場所 講師

1 令和 3年 5月 12 日 13 人

13：30 ～ 16：30

岡山県看護会館
看護研修センター

〇新型コロナウイルスとワクチンの基礎知識
　　　川崎医科大学総合医療センター

小児科部長　中野　貴司
〇新型コロナワクチンについて、薬剤の取り
扱い方法、注意点について
　　　ファイザー株式会社
〇ワクチン接種における看護師の役割、筋肉
注射の演習、注意すべき事項について
　　　元岡山赤十字看護専門学校

専任教師　玄馬　康子

2 令和 3年 5月 20 日 26 人

3 令和 3年 5月 31 日 8 人

4 令和 3年 6月 16 日 23 人

5 令和 3年 6月 29 日 21 人

6 令和 3年 7月 2 日 21 人

7 令和 3年 7月 30 日 1 人

計 113 人

（＊新型コロナワクチン接種講習会の開催の再掲）

　（2）潜在看護職等のワクチン接種業務への就業支援
　就業者　80 人

　（3）就業準備金支給申請に関する支給対象者への必要な支援
　支給申請書発行件数　115 件

2）新型コロナウイルス感染症対応看護職員等人材確保事業
　（1）広域人材調整事業……緊急的な看護人材ニーズ等に対応した人材調整の体制整備

　目　　的：都道府県外への広域における看護人材調整の体制整備で、県内で人材
が確保できない場合、他県への応援派遣要請に基づき、看護職を派遣
する。

　派 遣 先：沖縄県　那覇市内宿泊療養施設
　派遣期間：令和 4年 1月 16 日～ 1月 29 日
　派遣人数：宿泊療養担当看護師　1人

　（2）潜在看護職研修事業
　目　　的：新型コロナウイルス感染症対応に従事することが可能な看護職を確保するため、岡山

県ナースセンターにおいて、ワクチン接種等の新型コロナウイルス感染症対応に従事
した潜在看護職等に対し、更なるスキルアップの研修を行う。

　実施内容：令和 4年にスキルアップ研修を実施するため、準備としてスキルアップ研修で用いる
教材の購入を検討し、研修の準備を行った。

　実施期間：令和 3年 12 月 20 日（月）～
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　（3）看護職員離職防止相談事業
　目　　的：新型コロナウイルス感染症に関する業務に従事する看護職の離職を防止するため、「離

職に関する相談窓口」を岡山県ナースセンター内に設置し、看護職を対象に離職相談
を実施する。

　窓口開設：令和 3年 12 月 20 日（月）～
　相談件数：1件（令和 4年 3月 31 日現在）

6．岡山県ナースセンターの取り組み
1）潜在看護職への情報発信
・日本看護協会（中央ナースセンター）からの要請及び当会での求人募集時に eナースセンター及
び離職時届出サイト「とどけるん」登録者に求人情報等をメール送信

・随時 eナースセンター及び離職時届出サイト「とどけるん」のお知らせ欄に求人情報を掲載
・ナースセンターニュースに求人募集案内チラシを同封して発送

情報発信の状況について
年月日 発信（掲載）内容

令和 2年 4 月 21 日 岡山市保健所帰国者・接触者相談センターでの電話相談業務の求人募集案内

令和 2年 5 月 29 日 屋外検体採取補助業務の求人募集案内

令和 2年 7 月 28 日
岡山市新型コロナウイルス受診相談センターでの電話相談及び軽症者の宿泊療養
対応業務の求人募集案内

令和 2年 10 月 8 日 岡山市 PCR検査検体採取業務等の求人募集案内

令和 2年 10 月 9 日 岡山市新型コロナウイルス受診相談センターでの電話相談業務の求人募集案内

令和 2年 10 月 30 日 軽症者の宿泊療養対応業務の求人募集案内

令和 2年 11 月 13 日 美作保健所 濃厚接触者に対する健康観察、電話相談業務の求人募集案内

令和 2年 12 月 21 日 岡山市新型コロナウイルス受診相談センターでの電話相談業務の求人募集案内

令和 3年 3 月 4 日 美作保健所 濃厚接触者に対する健康観察、電話相談業務の求人募集案内

令和 3年 4 月 8 日 軽症者の宿泊療養対応業務の求人募集案内

令和 3年 4 月 20 日 県内集団接種会場におけるワクチン接種業務の求人募集案内

令和 3年 4 月 23 日 岡山市新型コロナウイルス受診相談センターでの電話相談業務の求人募集案内

令和 3年 5 月 7 日 軽症者の宿泊療養対応業務の求人募集案内

令和 3年 6 月 11 日 岡山市新型コロナウイルス受診相談センターでの電話相談業務の求人募集案内

令和 3年 7 月 28 日 軽症者の宿泊療養対応業務の求人募集案内

令和 3年 8 月 4 日 岡山市 PCR検査検体採取業務等の求人募集案内

令和 3年 8 月 10 日 岡山市新型コロナウイルス受診相談センターでの電話相談業務の求人募集案内

令和 3年 9 月 9 日 岡山市 PCR検査検体採取業務等の求人募集案内

令和 4年 1 月 7 日 沖縄県の軽症者～中等症までの宿泊療養施設への応援派遣案内

令和 4年 1 月 17 日 沖縄県の軽症者～中等症までの宿泊療養対応業務の求人募集案内

令和 4年 1 月 25 日 沖縄県でのクラスター発生施設の求人募集案内

令和 4年 2 月 8 日 軽症者の宿泊療養対応業務の求人募集案内
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2）�新型コロナウイルス感染症関連業務に従事可能な看護職確保体制の整備
年月日 内容

令和 2年 4 月 8 日
岡山市保健所帰国者・接触者相談センターでの電話相談業務に係る従事可能者リ
ストの作成（該当者への確認対応等）

令和 2年 7 月 28 日
軽症者の宿泊療養対応業務に係る従事可能者リストの作成（該当者への確認対応
等）

令和 3年 4 月 20 日
県内集団接種会場におけるワクチン接種業務に係る従事可能者リストの作成（該
当者への確認対応等）

3）県外派遣協力
年月日 内容

令和 3年 5 月 30 日
東京オリンピック・パラリンピック開催中の看護職確保の依頼を受け、eナース
センター登録者に情報発信し、3人紹介

令和 4年 1 月 15 日
日本看護協会から沖縄県の軽症者～中等症までの宿泊療養施設への応援派遣要請
を受け、eナースセンター登録者及び「とどけるん」登録者へメールを送信し、1
人派遣

4）復職支援状況
　（1）実績

年度 求人数
相談・問合せ数 新規

求職登録者数
紹介人数 就業者数

看護職 施設

令和 2年度 300 人 145 件 0 件 135 人 102 人 102 人

令和 3年度 174 人 430 件 9 件 163 人 173 人 150 人

計 474 人 575 件 9 件 298 人 275 人 252 人

　（2）就業者の内訳
　＜令和 2年度＞

業務種別 採用施設 就業者数

岡山市帰国者・接触者相談センター及び新型コロナウ
イルス受診相談センター等での電話相談

岡山県看護協会、美作保健所 70 人

軽症者の宿泊療養に関する健康管理業務 岡山県看護協会 26 人

児童養護施設等における濃厚接触児童及び児童指導員
等の健康管理業務

岡山県看護協会 3人

PCR検査 岡山県、岡山市 3人

就業者 計 102 人
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　＜令和 3年度＞
業務種別 採用施設 就業者数

新型コロナウイルス受診相談センター等での電話相談 岡山県看護協会 21 人

軽症者の宿泊療養に関する健康管理業務 岡山県看護協会 48 人

沖縄県の軽症者～中等症までの宿泊療養に関する健康
管理業務（看護師派遣）

岡山県看護協会 1人

ワクチン接種業務 岡山県看護協会、診療所、企業 80 人

就業者 計 150 人

5）今後の課題
　（1）看護職紹介にかかる現状

　・求職者の希望でワクチン接種業務等に関する、経験年数や看護技術の力量を十分把握すること
なく紹介を行ったので、紹介側として不安があった。

　・ワクチン接種業務従事予定者には、当協会の事前研修を受講してもらったが、1回のみであり不
安の声が聞かれた。

　（2）課題
　・潜在看護師にならないよう、さらにきめ細やかな就業相談の実施が必要である。
　・求職者の実務経験や潜在期間を考慮した看護技術研修の実施が必要である。

7．県への要望について
　令和 2年 1 月中旬に国内初の新型コロナウイルス感染者が確認されて以来、全国に感染が拡大・まん
延し、4月 16 日に全国に緊急事態宣言が発令された。それを受けて 4月 20 日に当協会では、臨時会議を
開催し、今後の行事、研修会等の方針について協議した。日本看護協会が自民党に陳情したのを受けて、
4月 22 日に当協会も県、岡山県看護議員連盟及び岡山県議会に、①新型コロナウイルス感染症に対応し
ている看護職に対する危険手当支給について、②要望 1に記載した看護職が帰宅せずホテル等に宿泊し
た場合の宿泊費の補助、③妊娠中の看護職員の休業に伴う代替要員を雇用した場合の補助金の支給につ
いての 3点を要望した。
　それに対して県は、令和 3年 2 月 1 日以降に、新型コロナウイルス感染症入院患者の身体に直接接触
する業務を行う医療従事者を対象に、従事者 1人あたり 4,000 円／日を上限に 9月 30 日まで支給した危
険手当が補助となった。
　また、令和 2年 10 月に県及び自民党岡山県議団に、新型コロナウイルス対策等の実活動を踏まえた体
制整備について①with コロナ時代における公衆衛生活動の体制整備と保健師の人材確保、②with コロ
ナ時代における医療連携体制の見直しと充実、③看護職による感染予防の普及・定着事業の提案につい
て要望した。
　令和 3年 10 月に、県及び自民党岡山県議団に、新型コロナウイルス感染症対策等の実活動を踏まえた
体制整備について①with コロナ時代における公衆衛生活動の体制整備と保健師の人材確保・育成、②感
染管理認定看護師の育成・支援、③新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関における危険手当につ
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いて要望した。
　令和 3年 11 月 19 日に「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」が閣議決定され、全ての職員を
対象に公的価格の在り方を抜本的に見直すとされ、看護については、まずは、地域でコロナ医療など一
定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提
として、段階的に収入を 3％程度引き上げていくこととし、収入を 1％程度（月額 4,000 円）引き上げる
ための措置を、令和 4年 2 月から前倒しで実施した上で、10 月以降は診療報酬の改定により引き上げる
ための処遇改善の仕組みを創設することとなった。
　今後は、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象にしているので、
全看護職員の賃上げになるよう働きかけていく必要がある。

【要望Ⅰ】
　下記の通り、新型コロナウイルスに感染した患者に対応した、又は対応する可能性が高い看護職一人ひ
とりに対し、危険手当を支給されたい。

記
1．対象となる看護職
　　新型コロナウイルスに感染した患者又は感染した疑いのある患者に対応した看護職及びその補助を行っ
た看護職

2．支給方法
　　危険手当を大幅に増額し、対象看護職個人に支給すること
3．支給期間
　　日本国内で初めて新型コロナウイルス感染が確認された日から、新型コロナウイルスのまん延がほぼ終
息したとして県知事が別に定める日まで

【要望Ⅱ】
　要望 1に記載した看護職が帰宅せずホテル等に宿泊した場合、当該看護職に対し 1泊につき 15,000 円
を上限に宿泊費の補助（病院において費用を負担している場合は医療機関に対して補助）を行っていただ
きたい。

【要望Ⅲ】
　下記の現状に伴い医療機関（病院又は診療所）が妊娠中の看護職員の休業に伴って代替職員を雇用した
場合に、その所要経費（賃金等）に対する補助金の支給をお願いしたい。

　＜現状＞
　　・国内では、新型コロナウイルス感染者が増加し、感染症指定医療機関だけでなく一般の医療機関に感

染症患者が受診する可能性が高くなっている。
　　・4月 1日、13 日に厚生労働省より「妊婦の方々などに向けた新型コロナウイルス感染症対策」が発出

され、職場での配慮等について要請された。
　　・しかし、医療従事者については、テレワークが不可能であることから、妊娠中の看護職員は出勤せざ

るを得ない状況がある。
　　・妊娠中の看護職員からは、発熱、呼吸器症状のある患者に対しても受け持ちを行っており、不安だと

いう相談が複数届いている。
　　・妊婦は、新型コロナウイルス感染患者のハイリスクであり、一般的には妊婦が肺炎を発症すると重症

化する可能性がある。
（令和 2年 4月 22 日）
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【要望Ⅱ】新型コロナウイルス対策等の実活動を踏まえた体制整備について
1．with コロナ時代における公衆衛生活動の体制整備と保健師の人材確保
2．with コロナ時代における医療連携体制の見直しと充実
3．看護職による感染予防の普及・定着事業の提案

（令和 2年 10 月 20 日）

【要望Ⅱ】新型コロナウイルス対策等の実活動を踏まえた体制整備について
1．with コロナ時代における公衆衛生活動の体制整備と保健師の人材確保・育成
2．感染管理認定看護師の育成・支援
3．新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関における危険手当について

（令和 3年 10 月 25 日）
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1．従事者の声
1）感染管理認定看護師
　（1）施設内外での感染管理認定看護師活動の実際

岡山済生会外来センター病院　　　　　　
感染管理認定看護師　友野　良美

　2019 年 12 月に中国・湖北省武漢市で発生した原因不明の肺炎は、その後新型コロナウイルス
（SARS-CoV-2）が原因で発症する、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）と定義されまし
た。日本では 2020 年 1 月 14 日に 1例目の感染者が報告されました。マスクの買い占めが起こり、
2009 年新型インフルエンザの流行時を思い起こしました。世界中で SARS-CoV-2 に関しての情報
共有が迅速に行われ、感染対策についても接触感染、飛沫感染対策が重要であると早期に判明し
ていました。しかし海外メディアから放映される医療者のタイベック（個人防護具）姿が人々の
意識に残り日本でも一部では過剰な感染対策が行われていました。
　当院においても 2020 年 2 月に院内で新型コロナウイルス感染症対策本部を立ち上げ、救急・外
来での発熱患者のトリアージ、検査・診察方法についての検討が行われました。その後、岡山済
生会総合病院では 4月から陽性者の入院受け入れを行いました。陽性者受け入れ準備はとても大
変でした。患者搬入時の安全な動線や防護具の着用、入院中の配下膳方法や 1日のラウンドスケ
ジュールなど多職種で考え決めていきました。そのような中で私が一番力をかけて取り組んだの
はスタッフに対する新型コロナウイルス感染症に関する院内教育でした。何よりも未知の感染症
に対する恐怖と不安が多くの職員にありました。見えない、分からないものだからこその不安を
少しでも和らげるには最新のデータや知見をもとに感染経路と取るべき対策を示すことだと思っ
たからです。また感染対策の意味からも集団研修は忌避されましたが一人ひとりの顔をみて、不
安の声を聞くことにこそ意味があると考え、少人数ずつで何度でも研修を行いました。もちろん
完全に不安をなくすことはできませんが、その後の外来や病棟での患者の受け入れ状況からある
程度の混乱は防ぐことはできたのではないかと思います。また 2021 年 3 月より始まった新型コロ
ナウイルスワクチン接種では、新しいmRNAワクチンということもあり、先行接種する医療者は
不安の声も多く聞かれました。そのため海外データを元に効果、副反応をまとめて院内へ配布し、
相談窓口を設けることで対応しました。現在に至るまで通常業務にプラスしてワクチン接種を行
うということでスタッフへの負担も多くありましたが、医師・看護師・薬剤師・事務や看護学生
の協力も得ながら、地域のワクチン接種率向上に向けて病院として協力できたと感じております。
　岡山県の取り組みとして、各医療機関、福祉施設、一般企業、学校寮などでクラスターが起
こった際に現地で速やかに感染拡大を防止する対策を講じられるように岡山県クラスター対策班
（Okayama Covid-19 cluster Intervention Team：OCIT）が創られました。OCITでは、感染症専
門チーム、疫学調査チーム、現地医療提供チーム、精神科医療チームなどが協力して、実際のク
ラスター現場に人材を派遣しました。私は感染症専門家チームの中の、感染管理認定看護師とし
て予防研修や実際のクラスター現場に赴いてゾーニング（感染危険区域、非感染区域などを分け
る作業）や個人防護具の着脱訓練などの感染対策指導を行いました。このようなOCIT の活動は、
看護協会からの依頼によって訪問するものもあり、私は看護協会からの依頼で児童養護施設への
感染予防研修、濃厚接触者の受け入れを想定したゾーニングや現場の感染対策指導などで関わる

Ⅲ　従事者等の声
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機会を多く頂きました。医療機関や福祉施設とは違った子供ならではの事情にも配慮しつつ感染
対策を考えるのは難しくもありましたが、支援員の方々に意見を聞きながらOCIT メンバーで対
応することができました。クラスター現場では、現場ごとに環境が違い、元々の感染対策の基礎
知識のレベルが違います。現場を訪問して、状況を見聞することによってその現場に合わせた感
染対策を提案していけたと感じています。
　コロナ禍で日常生活は大きく制限され、非日常のような日々ですが、このような災害時だから
こそ県庁、保健所、看護協会、各医療機関や福祉施設など横の繋がりを確かに感じ、お互いに協
力したからこそ、このコロナ禍を乗り越えてこられたのだと考えます。院内、院外とご協力いた
だいております皆様へ深く御礼申し上げます。

　（2）集団発生における岡山県クラスター対策班（OCIT：Okayama Covid-19 cluster Intervention
Team）での活動報告

川崎医科大学附属病院　　　　　　
感染管理認定看護師　平田　早苗

　OCIT は新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19）の集団発生時に、速やかな支援を行う
ために感染症対策の専門家チーム、疫学チーム、現地医療提供チーム、精神科医療チームで編成
され、令和 2年 10 月に設立されました。感染管理認定看護師（以下、CNIC）は感染対策の専門
家チームとして現地での介入や助言、感染予防研修を担当しています。
　OCIT設立と同時期に県内初のクラスターが高齢者施設で発生し、最初のチームメンバーとして
私もクラスター発生施設に赴きました。以後、令和 4年 3月 31 日までに 167 事例のクラスター発
生施設への派遣のほか、予防研修を 90 事例行っており、延べ 292 名の CNIC が活動しています。
　クラスター発生施設でまず行うのは、施設職員の方々への労いとOCIT の受け入れに対する感
謝です。そして、ゾーニングや手指衛生、個人防護具の準備状況の確認をしていきます。施設の
中の清潔区域（グリーンゾーン）確保のために、施設職員と一緒に、片付けや清掃消毒から始め
たこともあります。使い慣れない個人防護具を適切なタイミングで正しく着脱できるように、各
施設で準備している個人防護具を使用し、着脱手順をスマートフォンで撮影しその場で動画作成
もします。また、企業の外国人従業員の寮では、言葉も慣習も違う中、CNIC が実践してほしい感
染対策のスライドを作成し、スライドの日本語を岡山大学で翻訳してもらい、寮や会社の中に掲
示、啓発に役立ててもらいました。このスライドはのちに多言語に訳されて使用されています。
　OCITの活動対象は高齢者施設、企業や学校の寮、保育施設など様々です。病院の感染対策をそ
のまま実施できないことが多く、どのように伝えるのか、CNIC の応用力が試される場でもありま
した。OCITの活動については岡山県のホームページに紹介があり、掲示物や動画、研修会資料も
確認できます。ご活用いただけるものがありましたらご利用ください。

2）宿泊療養施設の看護職
　（1）宿泊療養施設での仕事を終えて

看護師　篠原　友美
　私が宿泊療養施設に従事したのは第 4波の真っ只中で、岡山県内でも未曾有の患者数の増加、
医療ひっ迫に伴い、宿泊療養業務も混乱を極めている状況で、連日、病院への救急搬送があり、
目まぐるしい業務でした。
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　入所者の方は慣れないホテル生活に加えて、高熱や SPO2 低下、諸症状に苦しみながら部屋で過
ごされており、不安を強く訴えられる人がたくさんおられました。また、マスコミによる連日の
コロナの過熱報道により、「自分もこのままでは死んでしまうのではないか」と不安になられてい
る方もおられるような状況でした。
　宿泊療養施設では基本的には電話でのやりとりで入所者の方とやりとりを行います。看護師と
して入所者の方の状態をバイタルサイン、既往歴などに加えて、電話での声の様子や精神的な側
面など客観的に判断し、どのような対応が必要なのかを判断することが必要です。入所者の方が、
どのようにしんどいのか話をきちんと傾聴し、必要な情報を聞き出し、顔が見えない分、何か説
明する際にはいつも以上に丁寧に説明をするよう心がけていました。また、異常を感じれば訪室
し、直接状態を確認し判断することも必要でした。
　療養者の方の症状が落ち着いて、療養期間を経て自宅へ帰宅される時に時々、お礼の手紙を残
して下さる方がおられそれを読むのが楽しみでした。療養中に励ましが
あって心強かったなどの手紙を読むと、微力ながら療養の支えになれた
と感じ嬉しかったです。
　今回の宿泊療養で学んだことを今後の看護でも活かしていきたいと思
います。また、一日も早くコロナが終息することを願います。

　（2）コロナ軽症者療養施設アパホテル岡山駅前看護師
看護師　中桐　典子

　「コロナ軽症者療養施設アパホテル看護師中桐です。」　岡山大学EICUに直通の定時報告のとき
の、聞きなれない長い身分です。
　既に 2年目を過ぎた今、シティー看護師です、べッセル看護師です、と言えば、わかってくれ
ます。更に徐々にではありますが、私たちの役割の変化も感じています。
　コロナが何者か未知のウイルスだった頃、マスコミや世間の噂が得体のしれない恐怖を生んで、
私も、何の仕事をしているか家族以外は言えませんでしたが、困っている人の助けになればと始
めました。
　しかし、もっと辛い思いをしているのは、どこでもらったかわからない、何も知らずに感染し
て、発熱、呼吸困難、しんどい思いをして療養されている方々です。
　私が、倉敷からガラガラの電車に乗り、岡山駅からアパホテル岡山駅前まで歩き、自動ドアを
手で押し開け中に入ると、熱い県庁の職員、ベトナム語が頼りになる留学生、階段しか使えない
けど、お弁当を運んでくれる元気な若者。いろいろな経歴の看護師達の緊急時の寄せ集めのチー
ムでしたが、沢山の問題と直面し一緒に悩んでひたすら、何とかしようと頑張りました。
　少しずつ、コロナへの偏見が変わりつつある中、入所者の方への対応も、無駄に怖がらず、必
要なときは医療が受けられる事を、私たち自身が説明できる強さをもてる
ようになりました。しかし、高齢者や基礎疾患を持った方が悪化し亡くな
ることがあるのも事実です。
　まだまだ、日常は戻りませんが、人生の折り返し地点の私としては、看
護師として色々考えさせられる経験です。
　一日も早く、大手をふって飲み会に行ける日が来ることを心待ちにして
います。
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3）岡山市新型コロナウイルス受診相談センターの看護職
看護師　小野　みどり

� �　私が岡山市新型コロナウイルス受診相談センター（以下受診相談センター）に従事したのは、受
診相談センターが開設された当初の令和 2年の 5月からです。

� �　当時は新型コロナウイルスの実態もまだわからず、相談者からの不安の声が多く、私たちも次々
変更となる国の方針に戸惑いながら相談に対応していました。

� �　相談対応も慣れないなか対応に苦慮しました。一番苦労したのは、感染者が急激に増加していく
中で、こちらの対応人数が追い付かず十分な相談に対応できなかったことです。第 6波になると相
談者自身の不安もありますが、対応が追い付かない行政への不満等の苦情が多くなっていきました。
相談者の不安を少しでも軽減したいと思い、目まぐるしく変わる状況を本部に聞き取り、今できる
ことを精一杯対応しました。そのため、出勤時には、毎回必要な情報をしっかりと把握して備えま
したが、時には大声で怒鳴られることもあり心がなえることもありました。

� �　そんな時はこちらで対応を検討したり、保健所の本部の保健師さんと対応を考えました。私は、
相談者が少しでも不安が軽減すること、そして一緒に従事している人たちが少しでも安心して対応
できるよう努めてきました。

� �　相談者が「丁寧な対応で安心した」と言ってくださった時は、微力なが
ら相談者の支えになれたと嬉しく思いました。

� �　看護師として培った力が、今回の相談業務に活かされたと実感していま
す。まだ終息は見えませんが、岡山市民の方の少しでも助けになるようが
んばっていきたいと思います。

2．当事者の感謝の声

　今回は大変お世話になりました。初めてのこ
とで、発熱、体のだるさ等なかなか先の見えな
い状況の中で色々と声をかけていただきありが
とうございました。
　本当に答えがわからない中で、ただただ一日
があっという間に過ぎた一週間でしたが、励ま
しのお言葉等頂き退所を迎えることができまし
た。本当に大変な現場だと実感しましたが、私
のような感染者が一日も早く現場復帰できるの
も皆さん方のお陰だと思います。なかなか終息
がみえない状況ですが、皆さん方も体調には十
分気を付けて頑張ってください。
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　本冊子は、令和 2年 1月に国内最初の感染者確認以降、令和 4年 3月 31 日までの当協会の新型コロナ
ウイルス感染症に係る活動を報告書にまとめています。
　新型コロナウイルス感染症は、日々対峙していただいている看護職の献身的な対応により看護の重要
性について、多くの人々の認識が深まりつつあります。
　当協会でも、日々のイベントや研修等中止せざるを得ない状況もありましたが、インターネット環境
を整備しWEB会議、WEB研修等の開催ができるようになり、新興感染症等の感染症及び災害等危機全
般に対応できる危機管理基本規程を策定し、健康危機管理の体制整備を行いました。
　また、県や市、民間団体の委託事業の実施、潜在看護職の支援等ナースセンター事業の推進等新型コ
ロナウイルス感染症の拡大・まん延など大変な状況に迅速に対応できるよう努めてまいりました。まだ
まだ多くの課題が山積しておりますが、一つ一つ課題解決に向け今後も取り組んでいきたいと考えてお
ります。
　新型コロナウイルス感染症はまだまだ続いている状況ではありますが、令和 2年 2 月以降、当協会の
取り組みにご支援ご協力をいただいた看護管理者、感染管理認定看護師、クラスターへの応援看護職の
皆様及び日々新型コロナウイルス感染症に対峙していただいている看護職の皆様、岡山県等の行政の皆
様、関係団体の皆様に厚くお礼申し上げるとともに、引き続きご支援をお願い申し上げます。
　また、本冊子の作成にあたり、資料掲載にご協力をいただきました皆様にお礼申し上げます。

公益社団法人　岡山県看護協会
専務理事　　植野　真寿美

Ⅳ　おわりに
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　 1．時系列でみる新型コロナウイルス感染症対策の動向と当協会の取り組みについて

　 2．公益社団法人岡山県看護協会危機管理基本規程

　 3．岡山県看護協会健康危機対策支援基本要領

　 4．岡山県看護協会 感染症対策マニュアル（COVID-19）

　 5．「新型コロナウイルス感染症に係る実態調査」結果概要

　 6．資料（新聞記事等）

Ⅴ　参考資料
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1．時系列でみる新型コロナウイルス感染症対策の動向と当協会の取り組みについて
月日 新型コロナウイルス感染症関連の動向 岡山県看護協会の取り組み

令和 2（2020）年
1 / 6 中国　武漢で原因不明の肺炎、厚労省が注意喚起
1 /14 WHO新型コロナウイルスを確認
1 /16 厚生労働省が日本国内で初めて感染者を確認と発表

専用ホームページの開設
1 /30 WHO「国際的な緊急事態」を宣言

岡山県新型コロナウイルス感染症対策本部の設置
2 / 1 感染症法、検疫法に基づき新型コロナウイルス感染症が

指定感染症・検疫感染症に指定
2 / 4 一般電話相談窓口の設置、県民へのお願いチラシの作成
2 / 7 帰国者・接触者相談センターおよび「帰国者・接触者外

来」の設置
2 /13 国内で初めて感染者死亡
2 /17 帰国者・接触者相談センターを 24 時間対応に変更
2 /19 新型コロナウイルス感染症に係る中小企業支援機関の情

報共有会議の開催
2 /22 岡山県新型コロナウイルス感染症医療連携会議の開催
2 /26 県主催イベントの開催に係る考え方の方針を決定 政府の発表の今後 2週間はイベント中止、延期、規模縮

小要請を受けて、協会としての対策を検討開始
①入口にアルコール手指消毒薬を設置
②手指消毒の説明書を掲示
③岡山県の「新型コロナウイルス対策」リーフレットを
同場所へ掲示（看護会館入口、看護研修センター入口、
ナースセンター入口）

④ナースセンターに協会常備のマスク 100 枚を設置
　非装着の方に 1枚手渡すようにする
①今後の方針について検討し、当協会の委員会、支部研
修会、研究発表会、支部役員会等について、本日より
3月 15 日（日）まで中止とする

日本看護協会よりの「医療施設等における感染拡大防止
のための留意点について」団体会員に周知
文書を PDFにして各施設にFAXを一斉送信
ホームページ上に掲載
研修の中止等についてもホームページ上に掲載

2 /27 全国の全ての小中高校に臨時休校要請、3月 2 日から実
施

日本看護協会での 2月 28 日及び 3 月 5 日の会議中止の
連絡

3 /12 第 2 回新型コロナウイルスに係る中小企業支援機関の情
報共有会議

3 /16 岡山県感染症対策委員会の開催（専門家から意見聴取）
3 /19 PCR 検査機器の増設（2台体制。検査の能力が 1日約 40

件へ）
3 /21 今後の会議等の対応方針について理事会で検討

合同会議（4月）、看護大会（5月）中止、通常総会　施
設代表 1名のみ参加（6月）、受講時の注意事項の検討

3 /22 岡山市在住の患者確認・公表（岡山県内 1例目）
3 /23 ①受講時の注意事項について、FAXで施設に一斉送信

　4月の全体発送とホームページに掲載
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月日 新型コロナウイルス感染症関連の動向 岡山県看護協会の取り組み
②マスクは非装着の人に事務所の物を渡す
③研修が中止になった場合は事前入金だと返金の手続き
が煩雑なので、受講料は受講後その月の翌月の 10 日
までに振り込むように、今年度 1年間は変更とし、変
更点を翌日 FAXで一斉送信、4 月の全体発送とホー
ムページに掲載

④受講者の健康チェックのため、非接触型温度計を 3台
購入（受講受付前に体温チェックし、37.5 度以上を受
講中止）

3 /24 東京五輪・パラリンピック 1年程度延期に
県主催イベントの開催に係る考え方の方針を改訂

3 /25 岡山県より 4月 24 日までの県委託研修は中止の指示
「看護研究を始めよう（2 日間）」「看護技術講習会、素
敵なナースになろう」「新型コロナウイルス感染症対策」
に伴う 4月開催研修中止

3 /26 特措法の規定に基づく「岡山県新型コロナウイルス感染
症対策本部」の設置

常務会議で県等の方針を踏まえ 5月開催の研修について
検討
①「新卒・新入会員研修」「看護技術講習会」は中止、
「看護研究の実際」は、5月に調整
②参加者が多い研修はGW、実技をしないことを徹底
　（マスカットホールの机は、1机に一人掛けとする）
　定員は最高 60 人までとする
③認定看護管理者教育課程ファーストレベルは 2人掛け
とし机の間隔を開け開催

④新人助産師研修会は人数が少ないため実施
⑤トイレのジェットタオルを使用禁止とし、ペーパータ
オルで対応

3 /27 全施設に 5月開催の研修に関するお知らせをFAX
3 /30 新卒・新入会員研修会は中止のため、10 名以上いると予

想される施設の看護部長に直接電話連絡
3 /31 研修講師に研修方法のお願いを講師依頼と一緒に送付
4 / 2 マスカットホールの 60 席を指定席として表示

環境清掃のため次亜塩素酸ナトリウム希釈液、ファブ
リーズ、ペーパータオルの設置

4 / 3 第 3 回新型コロナウイルスに係る中小企業支援機関の情
報共有会議の開催

4 / 7 7 都府県に緊急事態宣言（特措法の規定に基づく「緊急
事態宣言」）の発出

岡山県より、全ての研修は 50 名（コロナが終息したら
相談の上増やすのは可能）
常務会で研修申し込み状況の報告、検討
5月の研修で申し込み人数が一桁かつ東京、愛知など遠
方からの担当講師について、受講中止、県委託研修に関
しては延期とし、講師には電話連絡して了解
各施設に 5月開催研修の中止・変更等について（最新版）
FAX
「岡山県看護協会COVID-19 対策会議」を設定

4 / 8 岡山県看護協会感染症対策マニュアル（案）を作成
県委託研修新人助産師合同研修会の変更を検討
日本看護協会福井会長より、看護職の方で現在未就業の
方へ復職のお願いを全国発信
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月日 新型コロナウイルス感染症関連の動向 岡山県看護協会の取り組み
4 / 9 認定看護管理者教育課程運営委員会に出席の看護部長に

現在の医療状況の聞き取り
外部講師よりクラスターの恐れがあるので断る方針と連
絡があり研修を中止、4月に一斉FAX送信

4 /11 国内の感染者 1日の人数 700 人を超える
4 /14 県が来館し、新型コロナウイルス感染症岡山県調整本部

の設定について説明、実態を情報交換
4 /15 県南の県立学校 57 校の休業を決定 県より、実習指導者講習会について中止、特定分野の実

習指導者講習会に関しては開講予定
4 /16 「緊急事態宣言」全国に拡大、13 都道府県は「特別警戒

都道府県」（特措法の規定に基づく緊急事態宣言の区域
を全都道府県へ変更）

県より、「県委託の研修は受講生の座る間隔を 2ｍ空け
る」との指示

4 /17 岡山県緊急事態措置の実施（4月 16 日～ 5月 6日）
県主催のイベントの開催にかかる考え方の方針を改訂、
県内の県立学校 69 校の休業を決定

4 /18 国内の感染者 1万人を超える 理事会において、コンベンションでの通常総会の開催を、
必要最低限の人数で協会のマスカットホールで開催予定
とし、今後の理事会も書面会議を予定
5月 12 日開講の認定看護管理者教育課程ファーストレベ
ルⅠ期の開講は中止

4 /20 「新型コロナウイルス感染症対策調整本部」「新型コロナ
ウイルス感染症対策本部事務局」の設置

臨時会議：
①令和 2年度通常総会の規模縮小および会場変更につい
て検討（研修センター大研修室で実施予定）

②行事等中止に伴う業務量の縮小について
③ 6月の研修について、前提条件として、施設の方針と
して講師を出さない、3密になる、また最初の非常事
態宣言の出た地域からの講師に関しては中止の方針

④大研修室及びマスカットホールの収容人数と座席の配
置を 2 ｍ間隔（大研修室：50 人　マスカットホール
34 人）

⑥岡山市が来訪し、「帰国者・接触者相談センター」業
務の委託について（検討の結果、事業の受託を決定）

4 /21 岡山県感染症対策委員会の開催（専門家から意見聴取） ①「帰国者・接触者相談センター」業務に従事する看護
職募集、選考及び説明会の開催、5月 1 日から業務を
開始

②岡山県より、医師会が受託予定の PCR 検査補助業務
の協力依頼があり、ナースセンターに求職登録者に連
絡し、人材確保に努める

4 /22 ①岡山県知事に要望書提出
「新型コロナウイルス感染症に対応している看護職に
対する危険手当の支給等について」、「妊娠中の看護職
員の休業に伴う代替要員の確保について」

②帰国者・接触者相談センター事業について打合せ、事
業内容と採用条件等について情報共有

③県から、「軽症者等の宿泊施設での療養について」、宿
泊者の健康管理を行うために看護職派遣を依頼予定、
PCR検査補助についても近く依頼予定
看護職を対象に新型コロナ対応での困難や誹謗中傷な
どにより傷ついたこと等への相談体制をとり、岡山県
は、プレスを通じてそのことを広報するよう段取り
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4 /23 臨時常務会議

　協会内役割分担と今後の対応について検討
＜役割分担＞
①対策本部との連絡、②人材確保、③看護職からの電
話相談（ホームページに電話相談の開始を掲載）

＜今後の対応＞
① PCR検査補助について
岡山県が非常勤職員として採用し、火・水・金で実施
するため、ナースセンターで看護師の募集（事前に看
護協会で面接を行い、県に紹介）

②岡山市帰国者・接触者相談センターでの電話相談の委
託における事前説明会について

③宿泊対応についての看護職派遣について確認
④看護協会主催の会議の開催について
　5月の理事会は書面会議とし、状況によりWeb 会議

4 /24 一般電話相談窓口を 24 時間対応に変更
4 /27 第 4 回新型コロナウイルスに係る中小企業支援機関の情

報共有会議（Web による情報提供）の開催
新型コロナウイルス感染者収容のためのホテル視察

4 /28 県内の県立学校 69 校の休業の延長を決定 ①岡山市帰国者・接触者相談支援センター（26 人参加）
②新型コロナウイルス感染症軽症者の宿泊療養に係る業
務（19 人参加）の説明会実施

5 / 1 屋外検体採取センターの設置 ①岡山市帰国者・接触者相談支援センターの電話相談員
として、9時～ 21 時の勤務を開始

②新型コロナウイルス感染症患者が宿泊施設で療養を行
う場合の健康管理業務の委託契約締結

5 / 4 「緊急事態宣言」5月 31 日まで延長
（特措法の規定に基づく緊急事態宣言の期間を延長）

県内で確認された新型コロナウイルス感染者について
（県感染症対策本部）
入院中 8人（うち退院検査中 4人）退院 15 人合計 23 人

5 / 5 岡山県感染症対策委員会の書面開催（専門家から意見聴
取）、岡山県緊急事態措置の変更
県主催イベントの開催に係る考え方の方針を改訂

5 / 7 国内の感染者 1日の人数が 100 人を下回る
5 /14 政府緊急事態宣言 39 県で解除 8都道府県は継続

継続は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、京
都府、兵庫県、北海道の 8都道府県

宿泊療養について、プレス発表、午後担当予定者に説明
会開催
緊急事態宣言の区域変更（岡山県を含む 39 県の解除）

5 /15 軽症者等の宿泊療養施設での健康管理業務の運用開始
（倉敷市）

5 /25 緊急事態宣言全国で解除
6 / 3 県に研修の受講人数 50 人の制限について確認

「医療従事者が集まるので、第 2波の可能性もあり現状
のまま継続」という回答

7 / 2 県との新型コロナウイルス感染症に係る情報交換会の開
催
①医療機関等におけるクラスター発生時の看護職員の派
遣について

②感染管理認定看護師の活動について
③意見交換

7 /16 県より、「デイサービスセンター」の感染管理の指導で
感染管理認定看護師の派遣依頼の打診
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7 /20 岡山市新型コロナウイルス受診相談センターの電話件数

の増加により 8月から看護職員を増やすように依頼
7 /22 国土交通省　観光庁GO TOキャンペーン開始
7 /26 アパホテル岡山駅前で宿泊療養開始及び説明会の開催 協会理事等が現地説明会に参加（26 日の勤務者等参加）
7 /27 宿泊療養開始するが、看護職は自宅待機

電話相談業務及び宿泊対応業務に係る看護職員の募集開
始

7 /28 アパホテル岡山駅前宿泊開始 10 時 30 分からホテルでの勤務開始。再度業務の一連の
流れを確認

7 /29 アパホテル岡山駅前に留学生 2人入所 ホテル宿泊対応特に問題なく勤務終了、記録用紙等の修
正などは適宜実施

7 /30 県より、今後入院せずに直接ホテル宿泊となること（上
り運用）が予想され、明日県庁と東京医療センターと
Web 会議を開催するので協会からの参加依頼

8 / 3 「児童養護施設等における感染拡大防止対策支援事業に
係る看護師の派遣業務について」県より依頼

宿泊療養、電話相談業務担当の看護職採用面接実施

8 / 4 宿泊療養、電話相談業務担当の看護職採用面接実施
8 / 5 宿泊療養施設の運用「上り運用」開始 ホテル宿泊に初めての「上り運用」の入所者 1名入所者

の報告は市村医師、その他は医師会担当医師に報告（9
時と 17 時 30 分の 2回）

8 / 6 電話相談業務に関して電話相談数の増加に伴い、オリエ
ンテーションのため理事がマニュアルを作成するため現
場確認
「児童養護施設等に係る感染防止対策支援事業に係る看
護師の派遣事業について」感染管理認定看護師の現地指
導の依頼
宿泊療養　電話相談業務担当の看護職採用面接実施

8 / 8 宿泊療養施設における「上り運用」の患者も医師会担当
医師に報告となる

8 /11 宿泊療養　電話相談業務担当の看護職採用面接実施
8 /13 宿泊療養　電話相談業務担当の看護職採用面接実施

8/19（水）14 時～児童養護施設の事前見学が決定
担当可能な看護師 2人にも同行の依頼

8 /17 宿泊療養者 0人となり、16 時から 21 日まで看護職自宅
待機

8 /24 宿泊療養における緊急時の対応について、訓練実施
9 / 1 宿泊療養対象者おらず 9/1 ～ 9/27 まで待機
9 /23 岡山市で実施している「令和 2年度感染を疑う患者の検

体採取・輸送について」の協会への委託について検討依
頼

9 /29 県が「クラスター発生時の医師等の派遣に係るスタート
アップ開催について」Zoom会議

クラスター発生時の医師・看護師派遣に係るスタート
アップWeb 会議参加

9 /30 ホテル療養の看護担当者へ 15 時から勤務要請
10/ 1 県より 11 月以降もホテルでの宿泊療養継続予定 本日より岡山市受診相談センターの勤務者数が増加　日

勤のみ 5人に増、土日祝及び夜勤人数は変化なし
10/10 新型コロナウイルス感染症に関する研修会の開催

参加者 87 人
10/14 クラスター発生時における看護師派遣に関する意見交換

会（Web 開催）
クラスター発生時における看護師派遣に関する意見交換
会（Web 会議）参加
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10/16 クラスター発生時の医師・看護師等の派遣・支援に係る

スタートアップ会議開催
クラスター発生時の医師等～　Web 会議参加
ホテル療養者入所なし

10/27 倉敷市より 1名ホテル療養入所
10/28 岡山県内で最多 15 人感染 県より、クラスター発生時の応援看護師の派遣可能かど

うかの事前の確認を市内病院の看護部長に実施
10/29 岡山県内で最多 31 人感染 勝央地域でクラスター発生

認定看護管理者運営委員会の看護部長に確認、今の状況
で患者を受け入れているため派遣は難しい

10/30 県のホテル療養の今後の方針
①今後ホテル療養者がリスクの高い方の入所が予測さ
れ、医師の診療体制を岡山大学病院の医師に依頼オン
ライン診療可能
②今後療養者が増えることが予測されるため、夜勤人数
を増やすため職員の募集
③勤務時間について、勤務時間 1名の時差出勤について、
11 月からの契約で変更

勝央地域より上り 9名入所　　　2名療養者退所

ホテル療養対応の看護師 10 名をナースセンターに募集
開始、HP掲載、ナースセンターからの案内にも募集案
内同封する

11/ 1 クラスター対応岡山県専門家チーム「感染予防班」新設、
9月活動していた医師 17 名、感染管理認定看護師 17 名
のチームが当たる

11/ 4 県北の高校でクラスター発生 高校生等宿泊療養増加のため、夜勤体制を本日より 3日
間 2人体制とする

11/ 8 県より病院でコロナ担当の看護師が陽性となり、事務長
が応援要請の予定

正式な要請により応援看護師の派遣を検討予定

11/11 岡山市より緊急に相談があり、児童福祉施設の職員が感
染、接触した子供 15 人検査中、陽性になった時の対応
について相談
県より、濃厚接触者の子供の療養者に関する件で、収容
する施設が変更になる可能性があると連絡

協会として看護師を募集しても、すぐには集まらない
市に雇用条件等も含め、検討要請

11/12 県庁 9階でオンライン診療について説明 県庁 9階でホテル療養におけるオンライン診療について
のスキームについての説明

11/13 アパホテル岡山駅前でオンライン診療の実際を試行す
る。岡山大学病院、患者、看護師で Zoom を使用。シ
ミュレーションの実施により課題の明確化

11/19 オンライン診療を試行 入所中の方で発熱が持続している方のオンライン診療の
結果、カロナール毎食後服用とする

11/20 子どもの濃厚接触者 3人の結果次第で児童養護施設で療
養の可能性があると連絡があったが結果は陰性
25 日（水）午後、オンライン診療のデモスト予定

派遣は中止

11/24 GO TOキャンペーン除外　大阪市、札幌市
県よりクラスターの病院から看護師の応援要請があった
が派遣が難しく断ったとの連絡

ホテル療養の看護師夜勤を 2人体制へ、29 日（日）まで
勤務変更

11/25 13 時からオンライン診療のシミュレーション実施 オンライン診療シミュレーション実施　
11/27 県より県北の病院のクラスターで看護師 3人が罹患して

いるが、外来の縮小等で何とか対応
看護職の派遣要請があれば、協会で対応

11/28 新型コロナウイルス感染症に関する研修会の開催
参加者 77 人

12/ 1 ホテル療養の看護職の夜勤体制を 1人とする。
12/ 2 児童自立支援施設の職員 1名が感染、他の児童など検査

中との連絡
濃厚接触者の健康観察担当看護師に要請がある可能性に
ついて説明
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12/ 3 接触者の中学生が PCR 陽性となり、施設で看護師等と

打ち合わせ
児童福祉施設での健康観察担当の勤務調整
※今回は濃厚接触者ではなく、管轄も県、クラスター班
になる

12/ 4 県と感染管理認定看護師と県民向けの情報発信について
Web 会議

ホテル療養担当看護師より、入所者の訴えに対する常備
薬の投与に関する相談

12/ 9 アパホテル岡山駅前にて宿泊療養に関する話し合いの実
施

12/10 オンライン診療に関する手順、チェックリスト等、ス
タッフに確認してもらい、修正案を県に送付

12/11 倉敷市でクラスター発生（高齢者が多い）
県より濃厚接触者の児童相談所での療養の健康観察の依
頼

県より濃厚接触者の子どもの療養に関しての看護職員派
遣を調整したが中止

12/13 県よりホテル療養に 60 歳以上が入所予定、観察 2回か
ら眠前も追加、オンライン診療の書類の準備について相
談

ホテル療養に 60 歳代の入所があり、神奈川県の状況も
加味して、原則 50 歳以上の療養者に対して、観察の機
会を 21 時 30 分の追加

12/16 県庁でこれからのホテル療養について話し合い
入院がひっ迫しており、今後ホテル入所者を増加させる
ための課題検討

県庁での話し合い
当面、夜勤を 2人体制、オンライン診療の活用、電話相
談を行い異常の早期発見、情報の共有をオンラインで実
施できるよう検討
神奈川県の入院判断優先スコアを参考に入院判断の基準
を作成

12/18 県より宿泊療養の 1月の看護職の勤務も 2人体制とし、
事務的な記録類に関しては、今後事務職員を配置予定
倉敷の特別養護老人ホームで介護職員・看護師のクラス
ター発生

看護師より入所者の発熱者が多くハーシスなどの入力等
が残る。現在の記録表だと記載内容が、3検や患者の症
状など記載しにくい。県に報告し、改善へ
要注意者のチェックも含め 3回に変更

12/19 県より、クラスター発生の縫製工場に勤務する外国人女
性が入所
県から半日勤務者の追加の要請がある

半日勤務を増やし、ホテル療養看護師 1名が SPO2 低下
で岡山市民病院に緊急搬送
患者数が多く時間外勤務になっている報告があり、事務
的なことは事務の方が入力、オンライン診療は岡大病院
のサポートを受ける

12/20 入所が多いため、看護記録に時間がかかる
外国人の対応を県に依頼する（ポケトークの活用）
外国語の通訳の方は、日勤中はホテルに常駐

12/21 倉敷市の特別養護老人ホームでのクラスター発生、看護
師応援派遣を要請

看護職員を派遣（12 月 22 日～ 12 月 27 日）

令和 3（2021）年
1 / 5 県より、外国人の方 10 人、その他入所予定があり、看

護師の日勤の増員要請
1 / 8 宿泊療養に係るメンタルヘルス支援体制フロー図（通常

時・非常時）の更新
1 /14 県内病院へ宿泊療養の説明会開催（Web）
1 /15 宿泊療養中の男性が酸素飽和度の低下により、病院へ搬

送、医師及び看護師が同乗（救急車の酸素、窓の開閉、
消毒液等の課題について本部と共有）

1 /20 「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養
対応健康マニュアル」「救急搬送・外来受診マニュアル」
の改訂

1 /22 県より、子どもの濃厚接触者を岡山中央児相で預かるた
め、健康観察のための看護師派遣要請

濃厚接触者の健康観察に携わるスタッフの依頼
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1 /23 岡山中央児相で預かっている幼児が発熱し、急遽自宅へ

帰ることとなり、本日のみで健康観察は中止
1 /28 山陽新聞社が宿泊療養担当看護師 2名にインタビュー
2 / 2 緊急事態宣言 3月 7日まで継続（1都 2府 6県） 宿泊療養施設への看護師派遣は、療養者の減少により派

遣中止（2月 8日～ 28 日の期間）
2 / 5 岡山県は感染状況をステージⅡへ引き下げる
2 / 8 児童福祉施設に子どもの濃厚接触者が入所のため看護師

派遣要請
2 / 9 児童福祉施設に健康観察のため、看護師派遣
2 /24 県公報用として宿泊療養撮影及びインタビュー

県クラスター班（OCIT）との会議実施
3 / 1 オンライン診療による処方薬は薬局がホテルに届けてい

たが、3月より、ホテル療養担当職員が取りに行くこと
に変更

3 / 9 県・岡山大学病院等と療養中のリハビリについて話し合い
3 /13 OHKテレビで岡山県のコロナ対策について放映
3 /18 3 月 21 日東京都近県の非常事態宣言解除発表
3 /31 3 月 31 日より 9時出の宿泊療養者の増加のため勤務者を

追加、状況に合わせた時間変更とすることで了解、4月
4日まで 6時間勤務を依頼

4 / 7 宿泊療養者増加のため県と相談後日勤者を 3人体制
今後のアパホテル岡山駅前の収容者人数について確認

岡大先生方と話し合い
①今後変異株の PCR検査について県と相談
②発熱時にOTCのバファリンを服用者が増加（入所者
も増えているが）今後 2日間発熱時にバファリンを服
用した方は、3日目にはオンライン診療とする

ワクチン接種の研修 7日、9日 2回開催（県と共催）
4 / 8 厚労省より宿泊療養（変異株）の退所基準が明示
4 /10 新見のクラスターで外国人の方 30 人以上入所
4 /11 夜勤 3人体制、日勤 4人体制に変更
4 /14 岡大先生方との話し合いにより、バファリン 2回服用後

のオンライン診療については継続、申し送り時の基準に
ついて、再度徹底すること

4 /15 2 棟目のホテル療養施設の開所に向け、ナースセンター、
ハローワークに求人募集

4 /19 本日より倉敷成人病センターよりホテルでの事務のサ
ポート開始
採用面接の実施

4 /20 昨年度調査でワクチン接種希望者のシステム予約が可能
となる

採用面接の実施

4 /21 県庁で宿泊療養ホテル 2棟目の予定等について話し合い
今後患者数の増加が見込まれ、5月 7 日（金）から開始
する。看護師の配置の準備を行う必要あり
宿泊療養の担当看護師へのワクチン接種が予約可能になる

4 /29 県北の病院でクラスター発生 一気に 32 人ホテルに入所、3人救急搬送
5 / 2 5 月に入り患者発生は 100 人を超えるようになり、毎日

20 人前後の入所と退所が続く。オンライン診療は毎日
20 ～ 30 名で約 3 時間かかり、夜勤体制が 3人だと朝の
健康観察ができないため、早出 6時間勤務もしくは早出
日勤を追加勤務とする
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5 / 7 2 棟目、東横イン岡山駅西口右をコロナ宿泊療養として

開設
5 / 8 一日の感染者数 189 人、過去最高の発生
5 /12 宿泊療養より 8人の緊急搬送（過去最高）

岡山県医師会からワクチン集団接種に携わる看護師派遣
要請がありワクチン接種についての研修会の開催

5 /14 岡山県に緊急事態宣言（5月 16 日～ 31 日まで）
5 /17 本日より宿泊療養の該当者には「デカドロン処方」開始
5 /22 岡山県医師会からワクチン集団接種に携わる看護師派遣

開始
東横イン岡山駅西口右に入所療養開始

5 /26 岡山大学病院関係者等と宿泊療養スタッフの感染につい
て話し合い

結果
①スタッフ全員の正しい PPEの着脱の確認
②消耗品でN95 マスクの密着するものに変更
　PPE装着の場所を全身の確認ができるように変更

6 / 1 岡山県緊急事態宣言 6月 20 日まで延長
岡山県コロナ対策室および川崎医科大学病院の感染管理
認定看護師、宿泊療養担当看護師 10 名、看護協会職員 2
名で感染予防についての確認及び環境整備を実施

PPE装着について、順序通りに物品の置き方を変更
それに伴い着用順序のフロー図の変更

6 / 4 県より今後の方針について説明あり、宿泊療養施設の運
営を外部委託する方針で、県職員は日勤 1名プラス外部
委託業者となる。当協会及び岡山大学病院との連携は継
続する

5月入職の看護職員でワクチン接種希望者は県立精神科
医療センターにて接種を受ける。
6月 11 日（金）14 時　東横イン岡山駅西口右での感染
予防研修実施予定

6 / 7 患者数減少にて、看護職員の配置について、県と検討。
アパホテル岡山駅前日勤者を 1名減にする。今後の患者
数の推移を見ながら進め、14 日まで決定

6 /15 県よりホテル療養縮小について連絡
患者数の減少に伴い、アパホテル岡山駅前は 20 日退所
後、電気系統の修理等を行うため閉鎖し、修理が終了後、
東横イン岡山駅西口右は借りたままでアパホテル岡山駅
前 1棟運営とする。看護職員の削減、しかし第 5波に向
けて看護職員の準備のためしばらくの休養とする

6月の雇用契約に関してコロナ宿泊療養の看護職員と確
認、待機料の承諾

6 /21 岡山県リバウンド防止強化期間（6月 21 日～ 7月 20 日）
6 /29 午前中アパホテル岡山駅前の最終確認実施 東横イン岡山駅西口右の入所者が朝で退所する。県と相

談し、夕方 1名の入所があり、夜勤 1人、日勤 1人の体
制とする

7 / 1 県よりアパホテル岡山駅前の運営に関して、7月 12 日か
ら東武トップツアーズに委託となる。事前見学実施

7 / 5 1 名の入所者からデルタ株
7 / 7 7 月 12 日より入所があればアパホテル岡山駅前へ。東横

イン岡山駅西口右は退所まで使用する方針
7 / 8 アパホテル岡山駅前で東武トップツアーズと事前シミュ

レーション実施
当日勤務で待機中の看護職 2人が参加
7月 12 日から記録する勤務簿をアパホテル岡山駅前及び
東横イン岡山駅西口右に設置
勤務後の東武トップツアーズの確認の依頼済

7 /12 本日よりアパホテル岡山駅前は東武トップツアーズに委
託

アパホテル岡山駅前に 4人入所者あり。東横イン岡山駅
西口右の最終退所予定は 20 日となり、それまで 2棟運
営とする

7 /14 高校でクラスター発生
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7 /20 本日 1 名退所後、東横イン岡山駅西口右は消毒のため一

旦閉鎖
本日の日勤者より東横イン岡山駅西口右の勤務者は全て
アパホテル岡山駅前での勤務
日勤 4人夜勤 3人体制

7 /21 岡山県デルタ株注意期間（7月 21 日～ 8月 3日）
岡山大学病院医師他、県との会議、アパホテル岡山駅前
が 100 名を超えると東横イン岡山駅西口右の開所の可能
性あり

雇用中止となった、看護職員の雇用について交渉、臨時
職員として雇用

7 /26 本日より東横イン岡山駅西口右再開
7 /29 小児の宿泊療養者の発熱に対するOTCについて、岡山

大学病院、県と相談する
①保護者と相談後、バファリンチュアブルの服用（年齢
に応じた量）
②初日に内服後、翌日にはオンライン診療を受診

8 / 4 デルタ株特別警戒期間（8月 4日～ 8月 19 日） 県職員等が東横イン岡山駅西口右に集合、指導
アパホテル岡山駅前の小児用バファリンの再購入について
本日のオンライン申し送りより、オンライン表を使用
（夜勤は打ち込み、日勤は手書きで追加、それを大学に
Fax、業務日誌に綴る）課題共有

8 /13 アパホテル岡山駅前で感染予防の研修実施（3回目）
8 /16 ベッセルホテル倉敷の開始に向けて準備①
8 /17 ベッセルホテル倉敷の開始に向けて準備②
8 /18 ベッセルホテル倉敷 3棟目開始
8 /20 まん延防止等重点措置（岡山市・倉敷市　8月 20 日～ 8

月 26 日）
8 /23 一時療養待機所開設
8 /26 新型コロナウイルス治療薬「ロナプリーブ」投与を開始

（アパホテル岡山駅前から 2名ずつ）
緊急事態措置（8月 27 日～ 9月 12 日）

ベッセルホテル倉敷入所者は川崎大学病院とオンライン
診療開始
オンライン申し送りは今まで通り岡山大学病院

9 / 1 「ロナプリーブ」の適応基準の変更
9 / 7 岡山大学病院外来で抗体カクテル療法実施開始につい

て、県他スタッフとWeb 会議：8日に患者選定、9日開
始し最高 4人、毎週木・金曜日の 2日間で実施

9 / 8 岡山大学病院医師より、今後、自宅療養者を宿泊療養へ、
病院への入院に関してはハードルを下げる予定

9 /13 まん延防止等重点措置（11 市 6 町）（9月 13 日～ 9月 30
日）

9 /21 岡山大学病院、県、ホテル看護職等のWeb 会議
9 /22 岡山大学病院と県、看護職とのミーティングをWeb に

変更して、第 1回開催
今後、隔週同日Web 開催予定

9 /25 県と今後の配置人数について相談
患者発生状況を見ながら臨機応変に対応検討

9 /26 本日の退所 1名をもって東横イン岡山駅西口右はメンテ
ナンスに入る（10/10 までの予定）

10/ 1 秋のリバウンド防止期間（10 月 1 日～ 10 月 31 日）全域
10/ 5 県、コンシェルジュ、協会と宿泊療養についての話し合

い実施
改善点
①所在の連絡、不在の理由の明確化、搬送の依頼等のス
ケジュール感の共有

②今後に向けて（第 6波に向けて）：記録に関する対応
ハーシス入力は継続、データベースの入力、定時聞き
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　取りの情報の入力、退所時のカルテ整理
③物品管理（これは持ち帰りコンシェルジュ検討）

10/ 6 県、岡山大学病院、看護師等でWeb 事例検討
10/ 8 宿泊療養について、県と今後について連絡

①イベルメクチンの紹介は症例が集まったため中止
②県北の宿泊療養に係る看護師について
③ベッセルホテル倉敷は 15 日で一時停止
④第 6波に向けて、宿泊療養でカクテル療法の検討予定

10/11 抗体カクテル療法（スイートホスピタル）
9月 28 日から 1泊 2日が 10 月 11 日から 2泊 3日に戻る

10/15 ベッセルホテル倉敷、退所後一時閉鎖
11/ 9 カクテル療法のために宿泊療養スタッフが倉敷スイート

ホスピタルに付き添い
11/11 カクテル療法からの退院でスタッフが迎えに行く
11/26 WHO：南アフリカよりオミクロン株報告
12/ 1 日本で初めてオミクロン株

ナミビアからの入国者発見
岡山大学病院とのミーティング
宿泊療養でカクテル療法実施についての話し合い

12/ 4 アパホテル岡山駅前、退所後一時休止
全てのホテルが休止となる

本日最後の方が退所後一時休止となる

12/ 6 岡山県内 4日連続感染者 0人 本日 1名入所
12/ 9 オミクロン株感染者の濃厚接触者の宿泊療養について、

ハーシスの入寮及び健康観察は感染者と同様に行う。入
所日数が伸びるため、記録の変更を行う

入所者 1名カクテル療法のためスイートホスピタルへ入
院する。その後入所者 0となり、自宅待機とする

12/11 スイートホスピタルよりカクテル療養終了、再入所
オミクロンの濃厚接触者 1名入所

12/17 オミクロンの濃厚接触者 5名入所　アメリカからの帰国
者

12/24 県と抗体カクテル療法のリハーサル 1 回目（三光荘）　
次回 1月 6日午後

12/28 オミクロン株機内での濃厚接触者（前後 2列） 濃厚接触者 4人入所予定あり
令和 4（2022）年

1 / 1 オミクロン株判明し入院 1名
1 / 3 岡山県で 2名のオミクロン株患者の発生報告あり、市中

感染ではない（オミクロン株入院 4名）
1 / 6 抗体カクテル療法リハーサル 2回目実施
1 /11 ベッセルホテル倉敷再開
1 /13 オミクロン株特別警戒期間（1月 13 日～ 1月 26 日）

宿泊療養は本日より朝の観察強化のため 6時間勤務を追
加

1 /14 ミーティングの開催
オミクロンが主流で薬剤はゼビュディになる
県は入所期間も 14 日⇒ 10 日に変更
PCR検査 2回も中止、72 時間症状がなければ退所

全県的に早期に抗体カクテル療法実施を依頼
原則自宅に帰宅予定であるが、保健所と本人の判断で、
下りで宿泊療養入所もある

1 /21 岡山シティホテル厚生町宿泊療養開始
1 /23 岡山シティホテル厚生町で午後から中和抗体療法の説明

会開催
1 /24 岡山シティホテル厚生町で中和抗体療法開始（1 月 24

日～ 2月 15 日）
1 /27 まん延防止等重点措置（1月 27 日～ 3月 6日）
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2 / 9 岡山大学病院とのミーティング TCA：ゼビュディ投与 74 件／ 1月中　県内の 1割

新規患者の 7.6％投与し全国第 2位、副作用は発熱 2名、
投与最高齢は 87 歳
宿泊療養に入所が減ったのは、「隔離」の意味の変化、
重症化する人の減少、医療機関のサポートである。保健
所の機能復帰を経過観察する

2 /20 中和抗体投与の終了（28 日間で 271 人に投与）
2 /23 県よりクラスターの応援看護師の要請あり、1日派遣後

中止
看護職 1名応援派遣

3 / 4 本日でアパホテル岡山駅前一時閉鎖
岡山シティホテル厚生町とベッセルホテル倉敷の 2棟運
営

3 / 7 岡山県新型コロナウイルス感染症オミクロン株リバウン
ド防止特別対策期間（3月 7日～ 3月 31 日）
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2．公益社団法人岡山県看護協会危機管理基本規程

第 1章　総　則
（目　的）
第 1条　この規程は、公益社団法人岡山県看護協会（以下「本会」という。）において発生する様々な危
機に迅速かつ的確に対応するため、本会における危機管理体制、対処方法、その他基本事項を定める
ことにより、公益社団法人としての社会的な責任を果たすことを目的とする。

（定　義）
第 2条　この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
　⑴　「危機」とは、自然災害、火災、感染症、重大事故事件その他何らかの原因により、重大な被害が

生じ又は生じるおそれがある事態をいう。
　⑵　「危機管理」とは、危機による被害を回避又は最小限に抑制するために行う本会のリスクマネジメ

ントをいう。
　⑶　「危機対応」とは、危機発生時における本会の組織的対応をいう。
（基本方針）
第 3条　本会における危機管理及び危機対応の基本方針は、次の各号に掲げるとおりとする。
　⑴　危機の未然防止に努める。
　⑵　生命及び身体の安全確保を最優先する。
　⑶　各支部から必要な情報を収集する。
　⑷　対応可能な支援を行う。
　⑸　岡山県、市町村、日本看護協会及び関係団体等からの情報収集と連携した支援を行う。
　⑹　本会の財産の保護に努める。
　⑺　本会事業の継続又は速やかな復旧と再開に努める。
（要領の策定）
第 4条　本会は、危機の原因別に危機管理及び危機対応に関する要領（以下「要領」という。）を策定す
る。
2　要領には次に掲げる事項を規定する。
　⑴　平時における対応その他の危機管理に関する事項
　⑵　危機対応に関する事項
　⑶　危機対策本部組織に関する事項
　⑷　その他担当部署が必要と認める事項

第 2章　平常時の対応
（危機管理対策会議の設置等）
第 5条　平常時から危機管理に関する重要事項を検討するため、危機管理対策会議（以下「対策会議」
という。）を設置する。
2　対策会議の構成は、次の各号に掲げるとおりとする。
　⑴　議長は、会長が務め、対策会議の業務を統括する。
　⑵　副議長は、副会長（第一副会長、第二副会長及び第三副会長）が務め、議長を補佐するとともに、

議長が不在の場合にはその職務を代行する。
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　⑶　委員は、専務理事、常務理事、事務局長及び議長が指名する者とする。なお、議長及び副議長が
不在の場合の代行は、専務理事、常務理事の順で執行する。

3　対策会議の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
　⑴　想定される危機への基本的対応の検討
　⑵　要領の策定、見直し、周知に関する事項
　⑶　役職員等の教育、訓練等に関する事項
　⑷　その他議長が必要と認める事項
4　対策会議の庶務は、事務局事業係が担当する。

第 3章　緊急事態への対応
（危機対策本部の設置等）
第 6条　危機が発生した場合又はその発生が予想される場合には、会長は必要に応じて危機対策本部を
設置する。
2　危機対策本部は、招集後直ちに出席可能な者により運営する。
3　危機対策本部の解散は、危機の状況に応じて本部長が決定する。
（危機対策本部の構成等）
第 7条　危機対策本部の構成は、次の各号に掲げるとおりとする。
　⑴　本部長は会長とし、危機対策本部の業務を統括する。
　⑵　副本部長は専務理事とし、本部長を補佐するとともに、本部長不在の場合にはその職務を代行す

る。
　⑶　本部員は、常務理事、事務局長並びに本部長が指名する役職員等とする。
　⑷　危機対策本部の庶務は、事務局総務会計係が担当する。
2　危機対策本部の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
　⑴　情報収集及び分析を行い、危機対応を決定する。
　⑵　関係部署に指示・命令するとともに、必要な情報を提供する。
　⑶　関係機関との連絡調整を行う。
　⑷　看護職、会員に対して適切な情報を提供する。
　⑸　必要に応じて県民等への広報活動を実施する。
　⑹　危機対応の経過等について理事会に報告する。
　⑺　その他本部長が必要と認める事項を実施する。
3　前項各号に掲げる事項を円滑に処理するため、必要に応じて危機対策本部に班を設置する。
（役職員等への指示及び命令）
第 8条　危機対策本部は、危機対応に関して役職員に指示及び命令することができる。
2　危機対策本部から指示又は命令が出されたときは、役職員は当該指示又は命令を最優先として行動
しなければならない。

（手続き等に関する特例）
第 9条　特に緊急性が高い危機においては、危機対策本部は本会規則等により定められた所定の手続き
等を省略することができる。

（危機対応の記録）
第 10 条　危機対策本部庶務担当は、危機対応の経過等を記録し、後日の分析および評価に活用する。
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第 4章　雑　則
（緊急連絡網の整備）
第 11 条　事務局は、危機の発生に備えて最新の緊急時連絡網を整備し、役職員等に周知徹底しなければ
ならない。

（規程の変更）
第 12 条　この規程は、理事会の承認を経て変更することができる。

附　則
　この規程は、令和 3年 4月 1日から施行する。
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3．岡山県看護協会健康危機対策支援基本要領

1　目　的
　近年は、東日本大震災、台風・豪雨災害等の自然災害のほか、新型コロナウイルス等感染症などの健
康危機事案が頻発し、健康危機に対する県民の関心はこれまで以上に高まっており、岡山県看護協会（以
下「本会」という。）においても、職能団体として健康危機への迅速かつ的確な対応が求められている。
　また、本会は、災害対策基本法第 6条の規定に基づく岡山県及び岡山市の指定地方公共機関であり、
防災活動に係る健康危機対策支援の実施と相互協力が責務となっている。
　この要領は、危機管理規程第 4条の規定に基づき、行政や他の専門団体・機関等と協働し、健康危機
にいつでも対応できる体制を整備し、健康生活の支援を行うことを目的として定める。

2　定　義
⑴　健康危機
　自然災害、感染症、大規模事故その他何らかの原因により生じる県民等の生命、健康の安全を脅か
す事態をいう。
⑵　健康危機対策支援
　健康危機に対して、健康被害の発生予防、拡大防止、医療体制の確保等県民の健康生活支援に関す
る活動をいう。

3　想定される健康危機への支援
⑴　自然災害（風水害、地震・津波災害等）
　本会は、自然災害が発生した場合又は発生が予想される場合には、必要に応じて危機対策本部を設
置し、医療、助産活動、防疫その他保健衛生活動に協力し、災害時における医療救護活動を実施する
看護職員（以下「災害支援ナース」という。）の派遣又は派遣調整を行う。
⑵　重大な感染症（新型コロナウイルス感染症など）
　本会は、重大な感染症の拡大の際には、必要に応じて危機対策本部を設置し、看護職員を必要とし
ている医療機関、社会福祉施設、宿泊療養施設及び保健所等（以下「応援派遣先医療機関等」という。）
において、感染者や感染疑いのある者に対して、ニーズに応じた看護を提供する看護職員（以下「感
染症対策応援ナース」という。）の派遣又は派遣調整を行う。
　また、応援派遣先医療機関等においては、医療、助産活動、受診相談、防疫その他保健衛生活動に
協力する。
⑶　大規模事故（航空・海上・鉄道・道路等での大規模事故、原子力災害、石油コンビナート等設備で
の事故など）
　自然災害に準じて実施する。
⑷　武力攻撃災害（岡山県国民保護計画に定める武力攻撃事態、大規模なテロ行為、戦争など）
　自然災害に準じて実施する。

4　健康危機対策支援の基本方針
　健康危機対策支援に関し、次のとおり基本方針を定める。
　なお、具体的な活動内容は、自然災害、感染症、大規模事故等の分野別にマニュアルを作成し実施す
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る。
⑴　県民の生命の安全と健康の確保を最優先する。
⑵　本会を健康危機対策支援の拠点として、専務理事を健康危機情報責任者と定める。
⑶　県、市町村、四師会等の関係団体との緊密な連携を図り、情報収集に努めるとともに協力体制を整
備する。
⑷　健康被害の発生予防、拡大防止、発生時の医療体制の確保等迅速な対応を行う。
⑸　活動遂行にあたっては、プライバシーの保護に十分配慮する。
⑹　社会情勢の変化等に対応できるよう、常に健康課題の抽出を行い、健康危機対策支援体制の見直し
を随時行う。

5　健康危機対策の区分
　災害等の規模や被災の範囲によって、次の各レベルで支援を検討する。
⑴　本会単独での支援対応が可能な場合（日本看護協会の災害時支援の対応区分レベル 1）
　県内の健康危機被害に対して、本会が単独で災害支援ナース等を派遣し、災害等の看護支援活動を
実施する。また、本会は、日本看護協会と情報共有、連携を密にとりながら、支援活動を展開する。
⑵　近隣県看護協会の支援が必要な場合（日本看護協会の災害時支援の対応区分レベル 2）
　本会のみでは災害等の支援活動が困難又は不十分であり、近隣県看護協会からの支援が必要な場合
をいう。本会は日本看護協会に災害支援ナース派遣等を要請し、日本看護協会の指示のもと、災害等
の看護支援活動を実施する。また、健康危機対策本部は日本看護協会、関係機関・団体と情報共有、
連携を密に図りながら、支援を展開する。
⑶　広域支援が必要な場合（日本看護協会の災害時支援の対応区分レベル 3）
　本会及び近隣県看護協会のみでは災害等の看護支援活動が困難又は不十分であり、当該活動が長期
化すると見込まれる場合をいう。健康危機対策本部は、日本看護協会に応援要請を行い、日本看護協
会を通じて近隣以外の都道府県看護協会から災害支援ナース等の派遣を受け、災害等の看護支援活動
を実施する。
　健康危機対策本部は、被災都道府県看護協会と情報を共有しながら、効果的な支援を展開する。

6　組　織
⑴　健康危機対策の運営組織
　別紙「健康危機対策の運営組織」のとおり
⑵　健康危機対策本部
　健康危機発生時又は発生が予想される時は、健康危機支援に迅速に対応するため、健康危機対策本
部を設置し支援活動を行う。
　①　本部長は会長、副本部長は専務理事、本部員は常務理事、事務局長等で構成する。
　②　対策本部は、必要に応じて次の班を設置し、班長は本部員をもって充てる。
　　ア　情報管理班
　　　・班長：専務理事
　　　・健康危機に関する情報の収集、調整、提供を迅速に行う。
　　　・情報提供にあたっては、正確かつ効果的な広報に努める。
　　イ　派遣調整班
　　　・班長：常務理事（事業担当）
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　　　・災害支援ナースの派遣要請に基づき、必要な連絡・調整を行い、派遣チームを編成する。
　　　・支援活動のオリエンテーションからバックアップ、報告のまとめ等を行う。
　　ウ　連絡調整班
　　　・班長：常務理事（教育担当）
　　　・支援活動を円滑に行うために、県、市町村、関係団体、関係職種との連絡調整を行う。
　　エ　総務・物資調達班
　　　・班長：事務局長
　　　・対策本部の庶務を担当し、情報管理班、派遣調整班、連絡調整班の責任者と連携を密にし、支

援活動の体制を整備する。
　　　・支援活動に必要な物資の調達、管理を行う。

7　災害支援ナース及び感染症対策応援ナースの派遣
⑴　災害支援ナース
　資格要件、役割、活動内容、派遣手順等については、別に定める。
⑵　感染症対策応援ナース
　資格要件、役割、活動内容、派遣手順等については、別に定める。

8　平常時の対策
　健康危機対策の支援体制をすみやかに稼働させるため、平常時からサポート体制の構築に努める。
⑴　各支部、各施設におけるネットワークの構築
　各支部においては、備前県民局、備中県民局及び美作県民局を単位として、連携体制を構築すると
ともに、各医療機関、社会福祉施設等においては、緊急時にお互いサポートしあえるように、連絡会、
施設代表者会議を定例化し、議題に挙げて組織的な交流を図り、平常時からネットワークを構築して
おく。
⑵　本会における災害支援ナース及び感染症対策応援ナース派遣ネットワークの整備
　①　健康危機対策マニュアルの整備、物品の管理
　　　健康危機対策マニュアルを作成し、緊急時に活用できるように災害支援ナース及び感染症対策応

援ナースに周知を図るとともに、必要に応じてマニュアルの見直しを行う。
　　　また、派遣に必要な物品の点検管理を行う。
　②　災害及び感染症に関する教育・研修
　　　災害発生や感染症の拡大経過による看護ニーズの変化をふまえ、適切に対応できる力量を高める

ために、災害支援ナース、感染症対策応援ナース及び希望者を対象として研修を行う。
　③　支援活動終了後の看護職への支援
　　　災害支援ナース及び感染症対策応援ナースの活動終了後、活動内容の報告を受ける。また、必要

に応じて、公認心理師、臨床心理士による相談支援体制を整備する。
　④　災害支援ナース及び感染症対策応援ナースの登録・管理
　　　別に定める。
⑶　行政との連携
　災害時の医療救護活動等に関し、協定を締結している岡山県及び岡山市と緊密な連携体制の構築に
努める。
　・岡山県：災害時の医療救護活動に関する協定書（平成 28 年 5 月 18 日～）
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　・岡山県：災害時公衆衛生活動への協力に関する協定書（平成 28 年 8 月 19 日～）
　・岡山市：大規模災害時の福祉避難所における人的支援に関する協定書（平成 24 年 5 月 8 日～）
⑷　日本看護協会との連携
　・災害支援ナース派遣に関する協定書（平成 26 年 7 月 1 日～）
　・新型コロナウイルス感染症対応のための都道府県外看護職員の応援派遣調整に関する協定書（令和 2

年 7月 1日～）
　・災害支援ナース派遣調整合同訓練への参加
⑸　関係団体、関係機関、地域との連携
　災害時の医療救護活動に関し、連携協定を締結している岡山県四師会等と緊密な関係づくりに努め
る。
　・岡山県四師会：四師会による災害時の医療救護活動に関する協定書（平成 25 年 6 月 1 日～）
　・AMDA：AMDAと公益社団法人岡山県看護協会との連携協力に関する協定書（平成 28 年 7 月 5

日～）
⑹　健康危機発生時の備えのための備蓄
　災害支援ナースの派遣に必要となる備品等のほか、後方支援にあたる事務局職員の活動のための装
備や食糧等、帰宅困難となった会館利用者（研修生等）のための食糧等を備蓄する。その種類や量、
管理等についての詳細は、別途計画を定める。

附　則
1　この要領は、令和 4年 1月 1日から施行する。
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別紙

健康危機対策の運営組織

岡山県看護協会理事会

危機管理対策会議
●議　長：会長
●副議長：副会長
●委　員：専務理事、常務理事、事務局長、議

長が指名する者
●業　務
・想定される危機への基本的対応の検討
・要領の策定、見直し、周知に関する事項
・役職員等の教育、訓練等に関する事項
・その他議長が必要と認める事項

各　支　部
●各支部間、各施設間におけるネットワークの
構築

健康危機対策支援委員会
●災害支援ナース及び感染症対策応援ナースの
育成
●災害支援ナース及び感染症対策応援ナース派
遣システムの管理
●災害支援ナース及び感染症対策応援ナース派
遣のための資機材の管理
●分野別の健康危機対策支援マニュアルの作成

非　常　時 平　常　時

健康危機対策本部
●本部長：会長
●副本部長：専務理事
●情報管理班長：専務理事
●派遣調整班長：常務理事（事業担当）
●連絡調整班長：常務理事（教育担当）
●総務・物資調達班長：事務局長

事　務　局
●情報収集発信、関係機関・団体との調整
●災害支援ナース及び感染症対策応援ナース養成研
修の実施
●災害支援ナース及び感染症対策応援ナース制度の
周知
●災害支援ナース及び感染症対策応援ナースの登録
●災害支援ナース及び感染症対策応援ナース派遣調
整訓練
●災害支援ナース及び感染症対策応援ナース派遣の
ための資機材の購入・保管
●備蓄物品の購入・保管
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4．岡山県看護協会 感染症対策マニュアル（COVID-19）

目的
　岡山県看護協会は保健師・助産師・看護師および准看護師が教育と研鑽に根差した専門性に基づき看
護の質向上を図るとともに、安心して働き続けられる環境づくりを推進し、あわせて人々のニーズに応
える看護領域の開発・展開を図るための組織である。
　看護協会で実施する委員会活動、会議、研修会等の対象者の多くは医療機関の看護職である。特に新
型コロナウイルス感染症は、感染拡大の特徴から 3密（換気の悪い密閉空間・多くの人が密集・近距離
での会話や発声）の条件を避けることが必要である。
　看護会館等で感染症が発生、感染拡大の可能性がある場合、県内の医療提供体制に及ぼす影響が大き
いことを考慮し、感染対策マニュアルを作成し感染防止に努める。
　なお、国・県の方針及び感染レベル等により対策を随時変更する可能性がある。

1．職員の感染症対策
1 ）各自の健康管理
　（1）出勤時にマスクの着用、入口で手指消毒、体温測定、健康確認し、37.5 度以上ある場合は上司に

報告し帰宅する。
　（2）かぜ症状（発熱、咳、のどの痛み、全身倦怠感、嗅覚異常、味覚異常など）がある場合は、上司

に連絡し指示を待つ。
　（3）不要不急の外出・旅行は避ける。

　・特に海外、国内でも新型コロナウイルス感染者の多い地域
　・3密（換気の悪い密閉空間・多くの人が密集・近距離での会話や発声）の条件が重なるような場

所は避ける。（イベント、コンサート等）
　（4）食事、休養、睡眠を十分にとる。
2）衛生対策
　（1）手洗いの励行・手指消毒：出勤時、外出後等にはマニュアルに沿った手洗いの実施。
　（2）咳エチケット：マスクの着用、ティッシュ・ハンカチで鼻と口を覆う、とっさの時は袖や肘の内

側で覆う、周囲の人からなるべく離れる。

2．会館内の環境整備
1 ）清掃
感染予防方法を理解した清掃委託業者（サピックス）による環境清掃実施。

2）換気
事務室は 2時間に 1回換気を行う。2方向の窓を開けて 5分間空気の流出入を図る。

3）手洗い
� �擦拭手指消毒薬も配置しているが、流水とせっけんでの手洗いを奨励する。ジェットタオルの使用

は中止とする。
トイレにはペーパータオルを設置する。
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3．来館者（会議・研修会等出席者、業者等）への感染対策
1 ）看護会館、看護研修センター、ナースセンター入口に「新型コロナ対策ウイルス感染拡大のための
協力依頼」を掲示

2）各入口に擦拭消毒薬を設置し、手指消毒の実施を表示する。
3）入館時はマスクの着用、手指消毒、健康確認（体温測定）を行い、37.5 度以上ある場合は入館せず、
電話にて報告する。

4．会議開催時の感染予防対策
1 ）出席者に「新型コロナウイルス感染拡大防止のための協力依頼」を事前に送り徹底する。
2）会場は広めの窓のある場所を選定し、席の配置は、前後左右 2mの間隔がとれるような部屋を選択す
る。

3）会議時間は 2時間以内とする。止むを得ず 2時間以上となる場合は 10 分間の休憩を取り換気する。
4）会議終了後は、2方向の窓を開けて換気する。
5）会議使用後の机、椅子、ドアノブ、空調スイッチ、照明スイッチ、電話機、窓の取手について、各
部屋に設置しているアルコール製剤を染み込ませたペーパータオルで擦拭消毒を行う。

5．研修会開催時の感染予防対策
1 ）参加者への協力依頼
　（1）募集案内、HP等で「新型コロナウイルス拡大防止のための協力依頼」を周知する。
　（2）研修の受講生は最高 50 名以内とすることを周知する。
　（3）受付

　受付時は足元の表示に従い 2mのソーシャルディスタンスを保つ。
　受講時の席は受付番号順に番号札を渡し、番号に着座するよう説明する。

　（4）オリエンテーションの追加内容
　①受講生同士の席の移動はしない。
　②休憩時間、昼食時も密接な話、不必要な話はしない。
　③マスクの着用（必要に応じてフェイスシールドの着用等）
　④アルコール消毒薬による手指消毒
　⑤部屋の換気および常時窓の開放
　⑥体調不良時の対応
　⑦研修終了後は速やかに帰宅する。
　⑧マイク使用時はその都度擦拭消毒をする。

2）会場設定
� �受講生は 1机 1 人とし、受講生間を原則 2m以上とした配置とする。「新型コロナウイルス感染防止

対策席配置図」（P7）参照
席は固定とする。
教卓等にアクリル板を設置する。

3）換気
　（1）研修室の入り口は開放しておく。
　（2）1時間に 1回 10 分間は 2方向の窓を開けて換気を行う。
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　（3）研修終了後は 2方向の窓を開けて換気する。
4）清掃等
　（1）研修室使用後は、会議室の使用後と同様に消毒を行う。
　（2）講師の使用したマイク、PC、ポインターなどは除菌シートで拭く。
5）参加者より発熱などの風邪症状や体調不良があった場合の対応
　（1）受講生の氏名、所属施設、症状などを確認する。
　（2）速やかに研修を中止してもらい、帰宅するよう促す。
　（3）受講生の所属施設管理者に状況を報告する。

参考資料：
1 ．新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する基本的対処方針について

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進課
2．医療施設等における感染拡大防止のための留意点について

厚生労働省医政局総務課
3．新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえたイベント開催の取り扱いについて

厚生労働省医政局総務課
4．令和 2年度における小学校、中学校、高等学校および特別支援学校等における教育活動の再開等に
ついて� 文部科学事務次官通知

令和 2年 4月 10 日作成
令和 3年 9月 1 日改定
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5．「新型コロナウイルス感染症に係る実態調査」結果概要

1．調査の目的
①新型コロナウイルス感染症に係る看護職の現状、及び季節性インフルエンザの流行期を見据えた、今
後に向けての準備等に関する意見・要望を把握する。
②それをもとに、当協会の今後の活動に反映し、関係機関等への要望につなげていく。

2．調査概要
1 ）調査方法：郵送による調査
2）回答方法：①Google フォームを利用したWEB回答、又は②FAXによる回答
3）調査期間：令和 2年 11 月 16 日～ 30 日
4 ）対　　象：岡山県看護協会会員施設の、病院・訪問看護ステーション、介護福祉施設等
5）回収状況　

3．回答者の属性
　全体に占める回答数が多かったのは、病院 103 件（60.9％）、訪問
看護ステーション 34 件（20.1%）、介護福祉施設等 32 件（18.9％）で
あった。（表 1）
　病院の回答数が多かったのは、100 ～ 199 床 40 件（38.8%）、99 床
以下 39 件（37.9％）、200 ～ 299 床 12 件（11.7%）、300 床以上 12 件
（11.7%）であった。（表 2）
　また、病院の回答数で新型コロナウイルス感染症患者受け入れ協
力医療機関（以下、対応有と記載）は 27 件（26.2%）、それ以外の病
院（以下対応無と記載）76 件（73.8%）であった。（表 2）

表 1　回答施設の内訳

回答数 送付数 割合（%）
（回答数中）

割合（%）
回答数／送付数

病院 103 151 60.9 68.2
訪看 34 67 20.1 50.7
介護福祉施設等 32 70 18.9 45.7

計 169 288 − 58.7

表 2　病院の感染症対応別・病床数
病院病床数 99 以下 100 ～ 199 200 ～ 299 300 以上 計

回答数 39 40 12 12 103
（％） 37.9% 38.8% 11.7% 11.7% 100.0%
感染症対応有病院 4 13 2 8 27
（％） 14.8% 48.1% 7.4% 29.6% 100.0%
感染症対応無病院 35 27 10 4 76
（％） 46.1% 35.5% 13.2% 5.3% 100.0%

送付数 288 件
回答数 169 件
回収率 58.7％

図 1　回答施設の内訳

n＝ 169
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4．今後に向けて看護職員の配置の不足感について
　11 月 1 日現在の状況で、今後に向けて看護職員の配置に不足を感じるかについて、全体では、不足を
感じる 105 件（62.1%）、どちらともいえない 52 件（30.8%）、不足を感じない 12 件（7.1%）であった。
（表 3）
　病院では、不足を感じる 71 件（68.9%）、どちらともいえない 29 件（28.2%）、不足を感じない 3 件
（2.9%）、訪問看護ステーションでは、不足を感じる 15 件（44.1%）、どちらともいえない 15 件（44.1%）、
不足を感じない 4件（11.8%）であった。（図 2）
　病院の病床別では、300 床以上では不足を感じない 0件、299 床以下では、不足を感じない 3件（2.9%）
であった。（図 3）
　病院の感染症対応別では、対応有では不足を感じないは 0件であった。（図 4）

表 3　今後の看護職員の配置の不足感について
病院 訪看 介護福祉施設等 計（%）

①不足を感じる 71 15 19 105 62.1%
②どちらともいえない 29 15 8 52 30.8%
③不足を感じない 3 4 5 12 7.1%

計 103 34 32 169 100.0%

図 2　今後の看護職員の配置の不足感について（全体）

n＝ 169

図 3　今後の看護職員の配置の不足感について（病院の病床数別）

n＝ 103

図 4　今後の看護職員の配置の不足感について（病院の感染症対応別）

n＝ 103



− 67 −

表 4　何人程度不足を感じるか
人数

＊施設内の感染拡大、職員に陽性患者及び濃厚接触者が出た場合等を想定

　病院の感染症対応別では、対応有は平均 7.0 人、対応無では平均 3.5
人が不足すると回答した。

病院 4.3
訪看 1.0
介護福祉施設等 1.9

計 3.2

5．コロナ禍で、困っていることの有無
　全体では、コロナ禍で困っていることがあるのは 142 件（84.0%）、困っていることがないのは 27 件
（16.0%）であった。（図 5）
　病院では、困っているのは 91 件（88.3％）、困っていることはないのは 12 件（11.7%）であった。（図
6）

6．今後に備えて準備していること
　全体では④職員の感染予防対策は 94.7％が、①物品の備蓄は全体の 81.7％が取り組んでいると回答し
た。
　病院ではあらゆる項目に取り組んでいるが、103 件のうち特に④職員の感染予防対策が 97 件（94.2％）、

図 5　コロナ禍で困っていることの有無（全体）

142, 84.0%

n ＝ 169

図 6　コロナ禍で困っていることの有無（施設別）

n＝ 169

図 7　コロナ禍で困っていることの有無（病院の病床数別）

n＝ 103

図 8　コロナ禍で困っていることの有無（病院の感染症対応別）

n＝ 103
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⑥外来患者、面会等の対策が 94 件（91.3％）、①物品の備蓄が 86 件（83.5％）と多かった。訪問看護ス
テーション 34 件のうち、④職員の感染予防対策が 32 件（94.1％）、①物品の備蓄が 28 件（82.4％）、⑦利
用者家族等の対策が 25 件（73.5％）であった。また、介護福祉施設等 32 件のうち、④職員の感染予防対
策が 31 件（96.9％）、①物品の備蓄および⑦利用者家族等の対策が 24 件（75.0％）であった。
　感染症対応別に見ると、対応有・無ともに④職員の感染予防対策、⑥外来患者、面会等の対策が最も
多かった。対応有では②検査能力の拡充については 17 件（63.0％）、③診察体制の構築が 22 件（81.5％）
と、対応無の②検査能力の拡充 36 件（47.4％）および③診察体制の構築 48 件（66.7％）に対して、特に
割合が大きくなっているが、その他の項目については割合に大きな差はなかった。

図 9　今後の季節性インフルエンザに備えての準備について（複数回答）

n＝ 169

図 10　今後の季節性インフルエンザに備えての準備について（複数回答）（病院の病床数別）

n＝ 103

図 11　今後の季節性インフルエンザに備えての準備について（複数回答）（病院の感染症対応別）

n＝ 103
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7．人員確保に関しての課題は何か 注）以下、（　）内の数字は重複回答の数
〇病院
　①病院の立地・体制の問題
　　・過疎地で労働人口不足（3）
　　・雇用条件等の改善（給与、各種手当）（2）
　　・電子カルテではない

　②平時から不足している
　　・コロナ流行前から人員確保が難しい。看護補助者も不足（2）
　　・中山間地域からの採用は皆無に等しく、県南部から通勤する職員に頼っている
　　・施設の特徴をもっとアピールして、職員確保にもっと足を運び伝える必要がある

　③募集しても入職がない
　　・希望者が少ない、応募がない（2）
　　・個人の応募がなく、業者に頼らねばならない現状（退職者が出て補充したいが、ハローワーク・e

ナースセンター等にお願いしても希望がない）
　　・看護補助者については特にコロナのため家族に病院での勤務について協力してもらえず、採用者

が少ない
　　・介護福祉士、看護補助者の不足、ケアワーカーの早急な確保と業務の見直し

　④病院、法人の問題
　　・病院方針として看護職員数の適正化があり、減らしている。中途退職があっても中途採用ができ

ない（2）
　　・病院（病棟）において、施設基準に応じた看護師の人数が必要であることを理解してもらうこと。

また、コロナ禍で病院内業務が増え、人員が必要になっていることの理解不足（2）
　　・本体病院との一体運用のため、単独での採用ができない
　　・看護師の人数は他の職種に比べると多いが、玄関チェックのローテーションに他の部署から駆り

出されるのが少ないと批判される

　⑤看護職の能力・資質
　　・重症患者に対応できる看護師の育成
　　・（感染症に関係なく）整形外科単科病院（ケアミックス型病棟）にての看護師の育成・レベルアッ

プし各病棟異動できる体制
　　・看護職の高齢化、看護師の質の向上
　　・透析や外来（手術・内視鏡等）など専門的知識・技術を持つ人の確保。感染対策についても陽性

者の担当は PPE着脱など確実に行える知識・技術が必要
　　・継続的な教育システム
　　・夜間 1人対応ができる力量がある看護師の確保
　　・感染に関する専門家がおらず、コロナ対応においての安全性が保障できない
　　・感染症の有無に関わらず高齢者看護や慢性期医療の理解不足を補う必要がある
　　・急性期対応であり、科も混合のためスキルを要求する
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　　・入院患者（一般）との区別が必要な場合の人選
　　・急性期病院の機能維持、発熱外来対応、コロナウイルス感染患者入院受け入れの人員配置を考え

ると、3～ 5年経験年数のある看護師の確保が必要

　⑥勤務形態、バランス
　　・全ての勤務形態が可能な職員の不足（2）
　　・産育休中の職員数と夜勤可能職員数のバランス（2）
　　・新卒者の複数名の入職：毎年 1名程度の入職だができれば数名いて欲しい（2）
　　・20 代～ 30 代の定着。就業者を迎えること（2）
　　・感染症対応診察場にスタッフの張り付け（2）
　　・夜勤看護師増員して対応中のため日勤看護師不足
　　・曜日によりスタッフの必要人数にばらつきがあり、部署を兼任している人もおり、必要人数が絞

りにくい
　　・正規職員の雇用増：臨時職員のほとんどが再雇用状態。正規職員の年齢層も高い
　　・夜勤交代勤務が困難な人が増えて（子育て中のため）全体の勤務調整が難しい
　　・余力人員がなく、交代勤務ができる人員が確保できるかどうか
　　・今のように常時新型コロナ患者への対応が必要であれば採用を進めるが、入院がなければ余剰人

員となり、採用の見極めが難しい。次年度になれば新卒の採用予定もある
　　・問題発生を想定した支援（余剰）人員の確保など
　　・ワークライフバランスが進んでおり夜勤免除や育児短時間制度利用者が非常に多い
　　・子育て中、介護中、妊婦、治療中など除外するとメンバーが限られる
　　・患者の状況、状態に応じて夜勤の看護体制を柔軟に対応していく
　　・救急部門の人員確保
　　・新型コロナウイルス感染者への対応困難なスタッフが約半数（疾病や家庭の事情など様々な理由）
　　・院内に余剰人員もなく、安全に適切な人員配置の下で勤務できる体制づくり

　⑦人件費等
　　・人員に元々余裕がなく、稼働率が低くない人件費を削ることが難しい（2）
　　・人員余剰によるコストの増加に伴い経営悪化（2）
　　・入院患者数が減少しており、逆に人員配置の削減を求められている
　　・人材確保にはコストがかかるが、コロナ禍の中、収入が増えず人材確保する余裕が持てない。今

いる人材の有効利用
　　・常日頃から確保しにくい状況で紹介会社も利用しており、コロナ病床のために確保することは財

源面でも厳しい
　　・産科病棟があるため、発熱患者を積極的に受け入れできない
　　・感染症病床、TB病棟（今は COVID-19 陽性者を受け入れている）、SICU を維持するには、病棟

を閉鎖しなければ看護師は配置できない。特別な手当てもなく、ストレスフルな勤務を続けてい
る。メンタル面でも細やかな配慮が行き届かない

　⑧感染者が出た場合の体制に不安
　　・感染者が出た場合に他からの人員確保は考えておらず、残ったスタッフでどう回していくかが課
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題（2）
　　・市内でCOVID19 陽性者が急増し、陽性者を受け入れることになった時の人材確保が課題（2）
　　・看護単位 3の中で 1病棟に看護師クラスターが発生したら、他病棟からの応援態勢が難しい
　　・小規模なので院内で患者やクラスターが発生したら、たちまち人員不足を来す恐れがある。子供

や高齢者と同居する職員も多く、家族内感染も懸念される
　　・常勤看護師から感染者がでると代替がいない。パート看護師、非常勤看護師含めても本当にギリ

ギリの人員で回している状態
　　・感染症対策の専門家がいない。感染症対応となった場合には退職を口にしている職員がいる
　　・院内で発生すると人員の補充ができない。また夜勤する人がいない
　　・子どものいる看護師、看護補助者が多く、新型コロナウイルス感染者等を受け入れるにあたり不

安が強く、出勤が困難となるケースが増えると考えられる。その場合の人員調整ができるかが課
題

〇訪問看護ステーション
　①平時から不足している
　　・定着率の低さ、雇用条件が悪い、正社員の確保
　　・ギリギリの人数で回している、1人でも休む人が出てくるとスケジュールをこなすことが難しく

なってくる
　　・日頃から人員不足で募集はしているが、応募がない。またはあっても採用に至らない
　　・募集しても、訪問看護を希望する人はなかなかいない。若い方に入ってほしい
　　・知名度が低い、ステーションの場所が岡山市の南の端で通勤が大変

　②訪問看護に対する理解不足等
　　・訪問看護師になりたい人が少ない
　　・一人で訪問することに自信がない、車での移動に抵抗を感じると言われる
　　・各訪問看護ステーションの在宅での感染対策、対応のやりがいを見てもらいたい

　③体制、調整や職員へのサポートの問題
　　・病院ではないので他から確保できない。非常勤が多く、系列の訪問介護と兼務のスタッフがいる
　　・少人数での運営は訪問調整が難しいため規模拡大したいが、本部の意向もあり難しい
　　・2施設の入居者を対象としているステーション。毎日行き来をしているため、発生した場合に備え

て各施設へ人を配置しておきたいが人数不足。発生しなければ現人数でも不足ではない。採用に
ついては本社が決定すること

　　・教育システムの確立、指導者が決まってない。また、忙しく落ち着いてオリエンテーションでき
ない

　　・待機担当ができるスタッフを増やすこと、緊急対応が可能な常勤・スタッフの確保
　　・2人以上の職員が休みになった場合、訪問調整が難しい
　　・時間短縮、パート者により、9：00 前と 16：30 以降の対応が難しい
　　・在宅へ帰る人が多くなると思われるが、これ以上の人員を要求するのも難しく、院内の看護職員

のバランスによってはヘルプを考える必要もある
　　・スタッフの若返りを図りたい。定年後はいつも 24 時間対応は困難。体力も限界という！母体病院
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からの移動を看護部から進めていく方向でないと人員確保につながらない
　　・新型コロナウイルスに対しての不安（利用者への感染、家族の感染など）による看護師の退職を

防ぐため、個々の相談に丁寧に対応している
　　・再雇用・非常勤が多く正規職員との力量や業務量の差を感じる
　　・夜勤をする職員が限られているため、何かあれば対応（夜間でも）しなければならない
　　・今後の人材不足

〇特養・老健・その他
　①体制、待遇の問題
　　・病院と比較すると低賃金のため、看護師確保が困難
　　・看護師の配置基準は守られているが、福祉現場のため介護職が多い
　　・高齢の職員が多く無理ができない、若がえりが必要
　　・看護師 2名でシフトを組んでおり、1人勤務の状態が月の大半を占める。どちらかが欠勤した場合

業務が難しくなることが考えられるが、求人も出してもらえない状態（コスト面で）
　　・夜勤者の確保
　　・オンコール体制の負担が大きい。医師不在の中、唯一の医療職として日常の判断を行うこと。も

ともと看護師の配置基準が少なく、重症化し医療依存度が年々高まっている特養において、看護
師の業務量は数年前から格段に増えていることなど

　　・もともとの配置枠が 2人で、増員の予定すらない
　　・夜間対応看護師 1名・介護 2名となり、併設病院への応援体制をとっている。看護師不在時は介

護職 3名の夜勤体制
　　・人件費の割合が高く、定数人員以上の採用ができない
　　・有資格者がいない、新人教育ができない

　②平時から不足
　　・募集を出してもすぐに応募はないが、余剰の確保はないこと（2）
　　・慢性的な人員不足、看護補助者も不足（2）
　　・会社側がコストを考え、派遣を予定していない。看護師が少なく、対応を 1人で行っている
　　・母体の病院も看護師不足のため、応援体制が無理な状況
　　・重度化による食事介助、入浴介助等の人数が増え、配送時間により人員不足を感じている
　　・施設で働く看護師のイメージや、介護職員との人間関係などの不安があるのではないかと思う
　　・冬季は積雪量が多く、そんな地域にある職場も選択してもらえない。低賃金
　　・介護も看護も不足。認知症専門棟を有しており、特に夜勤はハード。募集しても就職者がいない。

PRの方法、介護アシスタントも募集している
　　・非正規雇用の検討
　　・知識経験が豊富である人材確保が困難。潤沢な人材がない。集まりにくい

　③感染症発生時の不安
　　・どの部署もぎりぎりの人員配置で回しているので、集団発生した場合のヘルプが課題
　　・感染発生時の配置想定
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8．コロナ禍の中、困っていると回答した方の具体的な困っている内容
〇病院
　①ハード面や物品等の不足
　　・緊急入院時等個室管理をするが、感染症対策としての環境設備が整っていない（3）
　　・個人防護具や衛生用品の価格高騰や不足、調達に不安がある、使用制限（3）
　　・医材の使用数と今後の見通し（特にN95 マスク）、感染対策方法（ゾーニング、医材の供給遅延、

対応後の消毒などの業務負担など）
　　・陰圧装置の設置待機期間が長い
　　・補助金がおりるにも関わらず必要と感じる機器等の購入がスムーズに行われないため環境が整わ

ない
　　・個室が少ないので感染対策が取れない。発熱患者、夜間対応のためにコストの取れる個室を空け

ている
　　・外来での発熱者の待機場所の確保
　　・発熱外来実施における診察場所の確保、検査が安全にできる環境の整備、部屋数、動線・ハード

が限られる中での工夫に苦慮している

　②院内で感染症が発生した場合の想定
　　・院内感染が起きたとき、想定外の患者を受け入れしないといけない時等の人員確保
　　・罹患者発生時の看護体制
　　・院内で発生した場合のシミュレーション（感染管理、ゾーニング）が出来ていない
　　・精神科であり、患者発生時の対応や看護職員配置

　③職員の不安、メンタルヘルス
　　・看護職は医療従事者として日常生活を自粛して生活しており、ストレスが溜まってきている（2）
　　・自分自身が感染源とならないよう自粛している職員がほとんどで、ストレスの解消が難しい。院

内のイベントも中止になり交流する機会もなく、人間関係の構築が難しい（2）
　　・Covid-19 患者のケアを実施している看護師の精神的な支援とモチベーションの維持
　　・ストレスへの対処ができず、適応障害で休む職員が出てきている（家族と患者の面会が出来ない）
　　・コロナが流行初期に相当な負担をかけたので、スタッフのメンタルを含めた負担軽減、人材育成

など、重点医療機関としての役割を果たすために、高いモチベーションを保てるよう日々苦慮し
ている。また、断らない救急を続けるために、バランスをどうとっていくか、たびたび病棟編成
をしたり、人事異動したりと患者とスタッフ両方に負担をかけている

　　・指定病院ではないが、コロナ疑いの PCR検査待ちの患者の受け入れ病棟がある。危険手当が付く
わけではなく、不安もあり担当スタッフが疲弊している

　　・家族・家族の職場で感染者が出た場合は保健所の判断では対象外、検査を受けられない現状であ
り、不安（本人も同僚も）の中で業務しなければならない

　　・対面研修に制限があり代替え研修の効果がわからない
　　・新人のサポート：感染予防から昼食の孤食対応や飲みにケーションの機会がないことが影響して

いるのか、とてもおとなしく帰属意識やメンタル面でのサポートに気を遣っている
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　④職員の意識の問題
　　・発熱外来を実施予定であるが、職種間の温度差があり、なかなか進まない（3）
　　・感染の広がりの状況に合わせて対策、方針など変わるが「周知」が難しい（2）
　　・感染管理認定看護師から教育・情報伝達・防護具の配布を行うも、スタッフ個々に浸透しない。

また個々の意識の違いや防護具の活用が低い
　　・コロナ病床業務に協力してくれるスタッフは、比較的確保でき意識の高さを感じるが、協力を拒

否したスタッフが一般病床のスタッフ不足の不満を口にするなど、お互いに思いやりの気持ちを
持ってほしい

　　・個人によって PPEの方法が不完全で、感染対策が徹底できていない
　　・全職員への感染対策の徹底

　⑤患者対応
　　・面会制限により患者家族の対応、リモート面会などすべてにおいて看護師の手が取られる（2）
　　・面会禁止による患者家族とのコミュニケーション不足。在宅復帰に向けての外出、外泊、家庭訪

問等が制限されることで、退院支援が進まない（2）
　　・制限をかけることにより、患者様の精神症状の悪化を認める場合がある。（2）
　　・面会禁止にしていますが、看取りを含めた終末期の面会解除の判断に困っています。解除のタイ

ミングや看取り時の家族の人数等について主治医により判断のズレがあります（2）
　　・面会制限をどこまで厳しくするか。「面会禁止」を提示しているが、終末期の患者など臨機応変に

短時間、単数で許可している
　　・入院患者のマスク着用をどこまで強要するか。病棟移動時は徹底しているが、病棟内で患者同士

の会話などマスクを使用していない場面をみると気になる
　　・面会や外出制限などをした場合に、通常業務よりも人員・時間を要する
　　・一般診療受診者への感染予防協力依頼が難しく、振り分けが困難、発熱患者の突然の来院
　　・入院の受け入れ態勢、面会対策をどう考えるか。内科はいいが、認知症で歩ける方は？
　　・入院後、早い段階で発熱が出現する方の対応
　　・療養病棟と介護医療院のため、高齢者が多く面会制限をしている。ターミナル期において県外の

家族の面会をどのようにするか困っている
　　・退院調整会議や家屋調査など、オンラインを活用していくことに苦慮しながら行っている

　⑥収益の低下
　　・稼働率の低下による収入低下
　　・外来患者数の減少、受診控え
　　・入院患者の減少

　⑦人員不足、人員配置の問題
　　・COVID19 感染者の入院対応をおこなうスタッフを固定しているため、多くのスタッフの夜勤回数

が増加している（2）
　　・感染管理認定看護師などの専門の看護師の不在。又、専従の看護師の不在
　　・発熱外来、玄関での体温チェック等に人手が取られる
　　・一般外来、発熱外来、救急との兼任であるためマンパワー不足になる
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　　・面会対応、荷物の受け取り・渡し業務が増えた
　　・陽性になった看護師や、濃厚接触者となったスタッフの補充ができなく、少ないままで勤務を行っ

ている
　　・県外に 2週間の出勤停止に、ご家族の発熱や本人の体調不良が重なるリリーフで何とかやりくり

している
　　・救急一つでも受け入れ時、受け入れ後も感染を考えた対応をするため、時間と人が必要。そのま

までの対応は負担が大きい
　　・離職に伴う補充がうまく進んでいない、（コロナに限らず）慢性的なスタッフ不足

　⑧感染対策が十分か心配
　　・この感染対策で十分なのか不安。感染管理認定看護師がいないので、他病院でのクラスターの話

等聞くと不安（2）
　　・感染管理認定看護師を中心に感染対策について議論はしているが職員全員に共通するマニュアル

作成ができていないため、動けない（中小病院向けの参考マニュアルがない）
　　・社会情勢に合わせ、変化する感染対策の実施。正解かどうか

　⑨体制
　　・発熱外来を設けようと思うが、運用を決めるのに難航している（3）
　　・診療体制の確立。入院体制の確立のための人材不足（3）
　　・コロナを専門としてみる看護師が数名必要となり、人員不足。担当となった看護師のストレス、

担当する看護師の人選に苦慮（2）
　　・感染管理認定看護師の労務管理
　　・内科医がいない。外科医師が主治医となっているが、地元出身ではないため、週末には地元（県

外）に帰る。急変した場合の対応に不安を感じる
　　・通常の外来運営と同時に発熱外来（COVID 疑い）を行っているが、発熱外来専任の看護師確保に

困難さがある
　　・認知症・全介助が必要な患者のケアを実施する看護師の確保
　　・職員が感染者になれば、患者がほぼ濃厚接触者になること
　　・職員の動向に規制があり、勤務を休まざるを得ない状況がある。その場合、他スタッフに負担が

かかる
　　・職員・家族が拡大地域の方と接触があったとき、出勤制御している。ときどきある程度なので、

今のところ部署内の応援体制でできている
　　・玄関チェックのローテーションは続けないといけないが、終わりはなく、負担である

　⑩看護職の質・能力
　　・問診での感染リスクの判断には知識経験が必要（3）
　　・COVID を疑う患者さんに不安なく適切に対応できる知識の習得が必要（2）
　　・コロナ対応（疑いも含めて）があるために病棟の診療科編成があり、複数の科を経験のない看護

師が対応するために、質の維持が困難となる
　　・感染病室で受け入れた場合、既存入院棟のスタッフだけでは夜勤を含むマンツーマン体制が困難

で、他部署からの応援シフトの調整と応援を出した現場の勤務調整が大変
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　　・感染者受入れ病棟が急性期の病棟であるため、受け入れた場合、手術、入院等の制限が必要とな
る。また応援体制をとるとしても看護師の急性期の対応ができにくい

　　・集合研修の中止や参加人数の調整による学ぶ機会の減少：WEB研修のアナウンスと受講のための
部屋や機材の確保、院内の場合は動画撮影して配信する等、人材育成の工夫に困った

　⑪その他
　　・医師不足。診療にかかわる医師が高齢、発熱外来に対応する医師が少ない
　　・地域包括ケア病棟でコロナ患者に対応するが、従来の地域包括としての加算しか報酬を得られな

い。コロナ対応をしているにも関わらず、病床機能別の診療報酬のみであるため、見直しができ
ないものかと考える。限られた構造の中で新たにコロナ対応となると、動線、診察時間、人員配
置、場所、設備等苦慮している

〇訪問看護ステーション
　①物品等の不足
　　・物品の確保、手袋の備蓄、手袋（ディスポ）が高騰し入手しにくい（3）
　　・個人防護具、衛生材料、体温計等の確保が困難であった

　②感染対策への不安
　　・何をどこまで気を付ければ大丈夫なのかがわからない。施設内や公用車の消毒方法が合っている

のかもわからない（2）
　　・感染対策に対しての知識が少ないため、対応の指針がたちにくい（2）
　　・一軒家を使用している事務所なので、訪問看護と訪問介護のスタッフが集まれば密になる可能性

がある
　　・事務所近くの、コンテナも利用する予定

　③利用者との意識差
　　・県外在住のキーパーソンの場合、帰省をどこまで制限させていただくか。また、帰省された場合

の訪問の制限を設けるべきかどうか。現状としては訪問せざるを得ない状況（2）
　　・利用者宅への帰省者や訪問者のコロナ情報が把握しきれず、感染対策が取りにくい（2）
　　・流行地から家族が帰ってくる場合の対応。訪問は続けているも、排痰介入しているためフェイス

シールドなど着用し、濃厚接触者とならない体制をしているが、最近帰省していても黙認されて
いることがある

　④他事業者との連携
　　・他県からの家族の往来が増えており、他事業所は休みにしても、訪看には全く連絡がこない。他

のサービス事業者と足並みが揃わない。常にガードして訪問しなくてはいけない（2）
　　・小児の訪問。言語聴覚士が介入しているケース。他訪問看護が入っており、ビニールエプロンに

手袋・マスクで、小児に接しているらしい。言語聴覚士は、言語・嚥下の専門の為、口を覆い指
導する事が難しい。また、小児の訪問で、表情を隠す接し方が良いか・悪いか、今後、小児の心
的成長に影響が出るのではないかと心配する
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　⑤メンタルヘルス等
　　・看護師をバイ菌扱いされて心が傷つく
　　・GO TOキャンペーンとかあっても、旅行にも行けない
　　・新型コロナウイルスに対しての不安（利用者への感染、家族の感染など）による看護師の退職を

防ぐため、個々の相談に丁寧に対応している
　　・ウイルスに対する恐怖心

　⑥人員不足、その他
　　・濃厚接触者となり職員が 2名休み、訪問を断った
　　・今後感染拡大することを考え、Web 環境での研修を行うことを進めている
　　・施設への訪問が中止になっている。長期の中止は一旦終了とするか検討中（売り上げにも関係す

るので）

〇特養、老健、その他
　①患者対応、人員不足
　　・面会制限などによるウェブ面会が主流になっているが、家族の方々がうまく使えない。ウェブだ

と耳が遠く会話がなかなか成立しないこともある、対応に追われる（3）
　　・面会制限があり入所者、家族ともにメンタル面の低下、新規および交互利用の入所者への集団の

場での行動制限（12 日間は食事を居室対応など）に困っている（2）
　　・入所者が精神疾患、知的障がいの方なので感染予防対策に理解が得られない（2）
　　・オンライン対応も職員の手をとる。洗濯物の受け取りにもかなりの時間を要する
　　・直接の面会希望者が多い
　　・施設に持ち込まないことが 1番。ショートステイ利用中の方の席の配置や認知症が高度な方の対

応
　　・通院時の不安
　　・スタッフが足りない

　②医療的判断を迫られる
　　・看護師として利用者の健康・職員の健康を意識しなければならず、判断に困ることがある、看護

師の負担が大きすぎる（2）
　　・利用者の発熱があると、対応・判断に戸惑っている
　　・介護施設なので介護職員が多く、介護職員に感染が発生した場合、リアルタイムに指導し運営で

きるか

　③物品の不足
　　・手袋、エタノール等の不足、ガウン、マスク、手袋等の不足・値上がり（2）
　　・手袋等の物品が、病院の方には配布されているようだが施設にはほとんど届いていない

　④設備、環境の問題
　　・医務室でのゾーニング体制が取りづらい
　　・病院とは違うため（生活の場であるため）医療設備が整っていない。高齢者が多いため、重症化
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が考えられる
　　・従来型の施設であり、個室が少なく隔離に困難な点がある。通所サービスと特養が同じ建物のた

め、感染が気になる
　　・個室数が少なく、感染者隔離が困難（50 床中 4床個室）。構造上、換気が難しい。加湿器による湿

度が保てない。スペース的に食事台でソーシャルディスタンスが困難

　⑤感染対策、対応への不安
　　・対応策の正解が分からない中、スタッフへの伝達、教育を通常業務でしなければならないこと（2）
　　・感染症対応の専門の方がいないこと、実際にコロナ感染者が出たときの具体的対応（2）
　　・いつ感染者が出るかびくびくしている。小多機はデイや泊り訪問のいずれも機能しなくなる。隔

離が難しい。（2）
　　・限られた職員で、利用者の健康管理や環境面の消毒作業などに時間を要すこと。面会制限を行っ

ているが、リモート面会や居室以外での面会には対応する職員が必要。
　　・病院経営の施設ではなく、医師も常駐していないため情報収集が難しいこと
　　・業務（消毒、家族対応、他施設から訪問対応）増加に伴い、煩雑になっている

　⑥職員の意識差
　　・感染予防策を厳しくしようとするとスタッフの温度差が大きく、「今までそんなにしなくてもやっ

てこれた、あなただけがそんなこと言ってる」と言われて非難されてしまう。42 年間、総合病院
に勤務して感染対策もそれなりに指導を受け、病棟主任として働いてきた。5月から特養に異動し
たが、かなりレベルダウンしているので自分の心が折れそうだ

　　・現場を担っている介護員への感染予防に対する指導、上司の理解不足
　　・感染対策・予防・介護・看護と足並み揃わず。危機感に欠ける（両職種ともに）

　⑦メンタルヘルス
　　・職員が日々感染に対し注意を厳重にしているが、ストレスも溜まっている

9．岡山県及び当協会への要望、意見等について
〇病院
　①行政等への要望
　　・企業向け市中感染予防の企業向けと家族感染の岡山バージョンの啓蒙、感染拡大前に学校、施設

への感染予防の啓蒙活動のシステム作りが早急に必要
　　・家族・家族の職場で感染者が出た場合の検査体制を確立してほしい
　　・精神科医療機関に入院中の転院治療の確保、スタッフへの手当て（慰労金の継続）
　　・感染対策と経済回復、ともに重要な問題であるが、「生命あっての物種」互いに守る生活をしてい

ただけるように発声をしていただきたい（県政）
　　・検温・問診に看護師が関わると「様式 9」からその時間を除外することになる。特例として除外し

なくても良いように早急に対応、回答してもらいたい
　　・医療従事者はGO TOどころではなく、その家族も我慢しているのが現状。県として医療従事者の

ために何かしていただきたい
　　・医療・介護現場で働く職員も、感染を不安視し行動を自粛する為、苛立ちやストレスは募るばか
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り。患者減の影響もあり、賞与カットの不安もある。「かからない・うつさない・もちこまない」
を合言葉に医療・介護現場を守るため、耐え・頑張った医療スタッフに、コロナ終息の暁には、
何らかの報償があってもよいのではないか。慰労金を頂いた事には大変感謝している

　　・インフルエンザ等の感染者が出現した場合は、早急な連絡を頂きたい
　　・発熱外来の看護師に危険手当が必要。外国人の派遣の方など問診が難しい。通訳アプリもマスク

越しで難しく、電話でも名前すら正確に聞き取りにくい
　　・コロナ禍でも「従来通り夜間外来診療をしない」病院がある。かかりつけの患者だけでも診療を

行って欲しいので病院における夜間医療体制を呼び掛けて欲しい
　　・岡山県の感染者が増え、職員の感染も不安。困った時、相談できる体制を継続してほしい

　②研修について
　　・感染対策の研修会をオンラインで随時開催して受講できるようにしてほしい（3）
　　・研修会への参加ができていない。市販の e−ラーニングを利用している、県協会でおこなわれる研

修や会議などがWeb 配信されたらありがたい
　　・適切な時期に研修を企画していただき感謝している。参加者は「今行っていることでいいんだ」

と自信をもって対応している。まずは、適切な知識の習得が必要。

　③専門家の指導
　　・感染認定看護師を派遣してもらい、現場での感染対策について気軽に相談できればと思う（3）
　　・とても不安です。職員を含め院内発生をさせないための対策を講じているが、感染対策の指導を

してくれる機会を作っていただきたい（2）
　　・感染症患者の対応可能な設備がなく、四苦八苦しながらゾーニングも考えている。感染管理認定

看護師からアドバイス頂けるような場があればと思う
　　・院内でクラスターが発生した場合の支援

　④情報発信・相談体制等
　　・コロナに対する県や協会の活動や、情報をリアルタイムに発信してほしい（3）コロナ対策で相談

や、感染管理に関する人員調整をしていただければありがたい
　　・リアルタイムでの情報収集が出来ず、何処に聞けばいいか分からない状況だった。ホームページ

を開ければ分かるが、看護協会の対応について、アナログ（FAX等）でざっくり発信があると嬉
しい

　　・看護学生の受け入れも、多くの病院がどのように対応しているか等情報の集約をしてほしい
　　・精神科でのコロナ対応の場合の助成金、危険手当等について知りたい
　　・当院ではCOVID19 の患者を受け入れしていないが、他の施設がどのような予防対策をとっている

か等情報共有ができると参考になる
　　・情報提供と陽性患者の身体科病院への転院含めた対応
　　・院内感染時の応援体制について。県内医療機関の実習受け入れや面会の状況が把握できると参考

にできる（近隣の病院に確認をして、検討・決定をしている）

　⑤人材確保
　　・感染が拡大した場合に地方への看護師の応援等は無理だろうか、検討をお願いしたい
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　　・潜在看護師に対する就業促進と、制度の見直し（県・国からの支度金など）要請
　　・人材確保のための教育体制の充実

　⑥物品の確保
　　・感染対策用品の確保
　　・PPEの不足を常に案じており、充足できるようにしてほしい
　　・必要物品の準備（備蓄）を行ったが、これが続くと物資の不足もあると思われる。協会の方で支

援していただけることがあれば情報が欲しい

　⑦困っていること等
　　・開業医が有熱者、上気道症状のある患者を診ないで当院受診を勧めているのが困る
　　・今後の見通しが立たないこと、ニュースでは人数がしきりに放送されている等、気にしないとい

けないことはわかっていても、精神的に負担を感じている
　　・協会会員を増やしたくても、ある程度の年齢になると研修会に参加するメリットが感じられず、

退会を考える人もいる。特にコロナ禍では集合研修への参加を施設が認めず、参加しにくい現状
にある

　　・感染症対策研修に参加や厚労省からのいろんな情報により ICT委員会ではマニュアルも作成でき
た。見えないウイルスとの戦いは医療関係者に付きまとってくる

　　・長期化の影響として、職員のストレス緩和や偏見等の倫理的課題への対応も必要

〇訪問看護ステーション
　①マニュアル
　　・訪問看護の感染防止マニュアルの作成を希望する
　　・マニュアルの作成、情報発信、具体的な対策・対応方法について

　②その他
　　・2020 年 4 月開設した施設には、前年の実績がないため、補助金などを援助してもらえないこと。

一方で、詐欺行為でも補助金を支払っていること（これは、解決されつつあるが）
　　・アンケートや実態調査も全て、ネット回答にすれば良い。研修もリモートの項目を増やして欲し

い。ペーパレスできるものは、郵送物や印刷物も要らない
　　・いつもありがとうございます。これからもよろしくお願い致します
　　・様々なケースの具体策を取り決めて欲しい
　　・PCR検査が、症状があればもっと積極的に検査できるように無料化してほしい
　　・マスクやフェイスシールドなどの器材配布に感謝している。助けてもらっている
　　・各ステーションのコロナ対策の対応等聞きたい

〇特養・老健・その他
　①応援体制
　　・感染発生時における看護師の応援体制の整備（2）
　　・万一感染症患者が発生した場合は利用者は速やかに医療機関に搬送し、感染が拡大しないよう医

療体制が不備な施設があることを知っていただき、支援していただきたいと思う
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　②その他
　　・感染対策に関して、現地での指導をしていただきたい
　　・グローブ不足につき提供希望。介護施設では介護士に対して処遇改善が非常に手厚いが看護師に

は何もつかない。責任のみ重く、介護士より給与が安い看護師が多くいる。もっと現実を知って
欲しい

　　・院内でクラスターが発生した場合は、ご指導ご協力をお願いする
　　・どこの施設でも同じだと思うが協会加入者が少ない。高齢の看護師が多く、勉強する意欲がなく、

いつまでも古い慣習で通している。このような施設だけではないと思うが、病院並みにならない
か

　　・このようにアンケートを取っていただきありがたい。また、協会でも対策のチェックシート等の
情報を頂き感謝している

　　・リモート研修をしてほしい
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6．資料（新聞記事等）

山陽新聞
令和 2年 5月 13日（水）記事▶

▲山陽新聞
　令和 2年 5月 15日（金）記事

◀山陽新聞
　令和 3年 3月 28日（日）記事

山陽新聞
令和 3年 4月 8日（木）記事▶
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「山陽新聞社提供」

＊本報告は、令和 2年 2月から令和 4年 3月までの取り組みをまとめたものです。

◀山陽新聞
　令和 3年 8月 9日（月）記事

◀山陽新聞
　令和 3年 5月 15日（土）記事

山陽新聞
令和 3年 8月 13日（金）記事▶
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