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自己紹介 • 雪深い 新潟県中越地方に生まれ育つ
• 看護専門学校卒業後 病院勤務（２０年間）
• 平成１１年 介護保険制度が始まるため介護支援専門員取得

居宅介護支援事業所開設、在宅介護支援センターの勤務に就く
• 病院から施設、在宅の業務を経験することで
医療から福祉への思いが強くなり病院を退職

• 平成１５年 社会福祉法人苗場福祉会入職 施設長就任、統括部長拝命
• 新規事業に関わりながら人材育成を推進する、
• 相談支援の業務にかかわることも多く 平成２２年社会福祉士を取得
• 平成２６年 事業本部長、湖山医療福祉グループ経営理事に就任
（在職中、様々な災害体験あり）

• 現在は事業本部長の任を降り
湖山医療福祉グループの感染対策や人材育成にかかわる

• 公益社団法人 日本認知症グループホーム協会新潟県支部副支部長・理事
• 一般社団法人 チームケア学会 代表理事
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災害体験から
得たこと

２００４新潟県中越地震
２０１１東日本大震災と長野県北部地震

２０１１福島新潟豪雨



2011年3月12日 3:59

長野県北部地震発生 震度6強

3施設が罹災（新潟・津南）



被災状況①



被災状況②



ライフライン途絶状態では介
護サービスの提供困難と判断
直ちに171名を車で１時間の
同法人の他施設に受け入れ

実施した事象・事項
• 各行政へ緊急受け入れの連絡
• 協力医療機関への協力依頼
• 他施設への協力依頼
• 福祉業者へのベット・寝具搬入
依頼

• 受け入れスペース確保
• 非常食の確認
• ボランティア要請



同時に東日本大
震災の後方支援
～物流中間支援

• 2011年3月13日朝には支援物資
到着（災害発生から2日目）

• 約4週間にわたり段ボール箱で１
千個以上の荷物が到着

• 湖山医療福祉グループの法人
（鳥取、山形）がトラックで東
北へ搬送

• 東北の物流がストップし中間地
点から日本海側経由の搬送は大
変有効！

• しかし燃料補充が鍵！
• 不休の日々・・・



新潟
福島
豪雨
2011年7月30日未
明施設に浸水
前日の23時半に避
難開始し24時半に
避難終了

【豪雨の概要】
2011年（平成23年）7月26日
から7月30日にかけて、新潟
県中越地方、下越地方、福島
県会津地方の3地域で発生し
た集中豪雨である。新潟県で
は河川の堤防が決壊するなど
大きな洪水被害をもたらした。
【被害の全容】
人的被害
死者４名、負傷者7名
建物等被害
全壊17棟、半壊2棟、床上浸
水1660棟、床下浸水6222棟
【法人の被害】
法人施設においても、写真の
ように床上浸水を記録した。

出典：wikipedia



多くの
震災体
験から
～リスク回避と人命優先～

人命救助最優先 ぶれない、揺るがない、慌てない

（被災規模）予測不可時、避難、退避の決断・実行

時間との闘い！ 短時間で判断、短時間で行動、分単位

避難場所の確保：平時よりシミュレーション

被災・罹災時の緊急判断 現場に権限移譲

日頃の訓練がものをいう＝感染対応も準備が重要



湖山医療福祉グループの
感染症への対応
Covid-19対策

災害と同様に迅速な対応と準備が必要



感染の基本

換気扇と毎日の

掃除
共有の鍵、パソコンマウス、
蛇口、ドアノブの掃除

職員の健康管理

（陽性者の２0％は

無症候）

ガウンテクニックの

徹底

（特に脱ぎ方）

BCPの作成

（ゾーニング明記とフロア

移動禁止）

PPEの確保 安全なゴミ捨て
パルスオキシメーターの確

保と正確な

使用方法

うつらない努力＜うつさない工夫
努力には限界 工夫はできる



湖山医療福祉グループの陽性者発生状況
（２０２０.１月～２０２１.３月）

単独・単発での陽性者発生
①お客様陽性者 ６９名
②職員陽性者 ３２名
クラスター発生４件（５名以上の陽性者同時多発）
①特別養護老人ホームA（東京都）９４名
②有料老人ホーム（千葉県）３７名
③特別養護老人ホームB（神奈川県）４１名
④看護小規模多機能（山形県）１２名

合計数２８５名（お客様２０９名、職員７６名）
ご逝去１９名（お客様陽性者の１１％）

101

94

37

41

12

陽性者
職員・お客様合計数

クラスター以外 特養A 有料 特養B 山形



クラスターでかかった経費（特養2施設 陽性者135名）
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感染対策目標

陽性者１名から早期発見し、
クラスター化させない！

～ 徹底した初動対応実現のために ～



施設にウイル
スを持ち込ま
せないために

家庭内の発熱者や近隣陽性者の早期報告

濃厚接触者の洗い出しと抗原検査

ゾーニングとガウンテクニック

情報共有と明確な指示出し

医師との連携、行政機関（市、保健所等）との連携

陽性者発生1名でいかにくいとめるか

定期的な抗原検査とＰＣＲ検査の実施



陽性者1名発生の対応から

① 1名陽性から感染対策会議開催

湖山医療福祉グループ method
従来は介護施設で２名以上の陽性者が発生するクラス
ター事案では陽性者発生場所・ユニットをレッドゾーン
対応としていた。しかしながらクラスター拡大し、次々
とレッド対応が拡大することは職員の心理的負担が大き
く、むしろ広く、拡大レッドゾーン設定し、その対応を
図りながら、レッドゾーンの縮小化を図ることで、感染
拡大防止、及び心理的負担も少なく、職員に早期に感染
拡大意識をもってもらいガウンテクニックの予行練習に
もなる

21年春以降の対策として追加
感染拡大と症状、ワクチン接種を加味した対策を講じる

対策会議：陽性者判明時点で開催告知。ZOOM会
議室で対策チーム、法人職員、グループ職員が協
議し、支援物資・人材、対応策について指示・確
認・検証を実施。対策会議は感染終了・クラス
ター終息まで実施② 濃厚接触者 洗い出し

③ 抗原検査 実施（同居家族含む）

④ PCR検査実施（陽性者は医療機関へ）

⑤ 拡大ゾーニングプラン

⑥ ワクチン接種状況把握



毎日Webを定時に開催
し情報共有と役割分担
1.各施設は状況報告、検査結果、健
康状況、PPEの不足の有無など不
明なことは積極的に確認

2.書記は内容を記載しグループに
メール配信

3.物資担当は法人内の物資の把握と
必要時グループメール配信

4. 施設の担当者は自施設の事と捉え
活用する

5.行政とのやり取りは重要であるが
根拠を持って判断し、ご利用者の
被害を最小限にする

情報が災害（感染）を制する！

感染対策会議



健康観察と検査管理表（例）
新型コロナPCR検査結
果一覧(030818) 更新日30819 陽性者 濃厚接

触者 接触者 最終勤
務日

区分 事業所名 配属
入居者ユニット 氏名

８月

14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

感染対策委員会 〇 〇

経過日数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 職員 2階 8 濃厚接触者 自宅待機
PCR
陰性 ー 抗原検査 PCR 抗原検査

2 職員 1階 1 ー ー 抗原検査 抗原検査

3 職員 1階 2 ー ー 抗原検査 抗原検査

4 職員 1階 3 ー ー 抗原検査 抗原検査

5 職員 1階 4 ー ー 抗原検査 抗原検査

6 職員 1階 5 ー ー 抗原検査 抗原検査

7 職員 1階 6 ー ー 抗原検査 抗原検査

8 職員 1階 7 ー ー 抗原検査 抗原検査

9 職員 2階 9 ー ー 抗原検査 抗原検査

10 職員 2階 10 濃厚接触者の接触者
自宅待機 経過観察 ー ー 抗原検査 抗原検査

11 職員 2階 11 ー ー 抗原検査 抗原検査

12 職員 2階 12 ー ー 抗原検査 抗原検査

13 職員 2階 13 濃厚接触者の接触者
自宅待機 経過観察 ー ー 抗原検査 抗原検査

14 職員 2階 14 ー ー



水際対策の結果
•湖山医療福祉グループの４月から７月末までの陽性者
職員 ２２名 （昨年７６名）
利用者 １０名 （昨年２０９名） 劇的な減少！

減少の要因としては
ワクチン接種
拡大抗原検査とＰＣＲ検査
早期濃厚接触者と接触者の隔離



感染終息に向けて ～施設再生～

検査実施と根拠ある
隔離期間等を設定し
解除を進めていく

職員に対する教育

訓練の確認と啓発

感染の発生プロセス
をレビュー．施設の
課題をチームで解決

検査キットやPPEの
在庫確認

今後も繰り返し起こ
りえるため初動を

再確認



新型コロナウイルス感染症対策のために購入した衛生備品一覧表
品名 単価（税込み） 購入数 購入金額 備考

マスク（50枚） 550 10,100 5,555,000 各施設で購入しているが緊急用としてNPO保管

防護服 200 9,960 1,992,000 各施設で購入しているが緊急用としてNPO保管

N95（KN95含む） 800 11,980 9,584,000 各施設で購入しているが緊急用としてNPO保管

マスク通気アタッチメント 330 1,000 330,000 主に入浴介助者・訪問介護の職員に配布

フェイスシールド 100 300 30,000 各施設で購入しているが緊急用としてNPO保管

PVC手袋（100枚） 700 438 306,600 各施設で購入しているが緊急用としてNPO保管

パルスオキシメーター 6,000 234 1,404,000 陽性者・濃厚接触者になった職員に個人貸与

抗原検査キット 3,000 32,000 96,000,000 職員・同居家族・ご利用者・外来者の検査用

抗原検査キット（唾液採取方式） 3,000 500 1,500,000 同居家族・児童福祉事業所の子供用

PCR検査装置・付属品 1,700,000 34 57,800,000 病院・クリニック・特養・老健（診療所の設置施設）

合計金額 174,501,600



購入機器



看護部会の活動
・新型コロナウイルス感染症の最新情報を共有
・毎月開催し湖山グループに勤務している看護長（約100名）が参加

①コロナウイルス感染について勉強会

「施設に持ち込まない、施設内で拡げない取組み」を共有

「ゾーニング、PPE、ガウンテクニックの手法」を実習

②各施設の「感染対応マニュアル」を提出してもらって内容確認

医療職だけではなく、全職種・全職員が使える湖山医療福祉

グループ「感染対応の手引き」を作成して製本

＊ 看護師が感染症のリーダーシップを執る



栄養部会の活動
・湖山グループの施設で勤務する管理栄養士が集まって情報交換
勉強会を実施（毎回約120名が参加）

・熱海市で発生した大規模土石流の現場近くにあるグループ法人
が運営する大型高齢介護施設は、職員、ご利用者に負傷者なく、
施設設備の被害もなかったが断水で食事提供ができなくなった。

・調理済みの加工食品を一日600食、一か月分を企業様の寄付と
グループ内からの救援物資で賄うことができた。

・非常時・震災時の食事提供は、直ぐに食べれる備蓄品の選定、
数量確保が重要だと痛感することになった。



湯せん・自然解凍で食べる備蓄品（例）



ご清聴ありがとうございました。

湖山医療福祉グループ
は、今後も「あらゆる
有事」にアプローチで
きる体制を作っていき
たいと思います
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