
情報共有のための対応事例紹介　(医療機関・入所施設)①

施設名:略称 A病院 B病院 C病院

病床分類(急性期・回
復期・維持期)

回復期 回復期 急性期・回復期・維持期

施設規模(病床数・リ
ハ処方数・PT,OT,ST

人数)

180床、処方数(260～300／毎日)、
PT 68、OT 38、ST16名

120床　PT42名・OT25名・ST14名 179床(一般93、療養50床、回復期36
床)、PT31、OT9、ST４

リハ運用(COVID
陽性患者)

入院なし 対応なし 入院なし

リハ運用(COVID
陰性患者)

全ての職員がマスク着用。訓練室は
常時換気。各階にセラピストを固定。
リハ実施後患者セラピストともに手
指消毒
VE人数制限(２週間に一人）、VEは
主治医の判断で実施。嚥下・構音訓
練はフェイスシールドを着用の下実
施。

全職員、全患者マスク着用。訓練室は
常時換気、事務所など
は2時間に1回、10分の換気。メインのリ
ハ室は曜日ごとに利用できる病棟を決
めて利用し他の曜日は病棟での介入。
リハ実施毎に備品の簡易消毒、患者・セ
ラピストは手洗い、手指消毒。
ST介入時は必要に応じ、フェイスシール
ド、ガウン着用での対応

全ての職員がマスク着用。訓練室は
時間で換気。リハ実施後患者セラピ
ストともに手洗い、手指消毒。ベッ
ド、平行棒、手すり、その他全て１日
３回ルビスタにて消毒。

入院判定

PCR陰性なら問題なく通常リハビリテー
ション、PCR未確定で嚥下障害のある患
者に対しては、当院転院後2週間の個室
隔離で経過観察、その間のリハビリテー
ションはｓＰＰＥで実施、嚥下障害のない
ＰＣＲ未確定の患者に対しては、通常通
りのリハビリテーション、経過観察終了
後問題なければ通常通りのリハビリテー
ション

熱発や転院前病棟でCOVID-19の
発生が無ければ通常入院対応
熱発等がある場合は肺炎の確認依
頼、肺炎認める場合はPCR
依頼を行い結果がわかるまでは入
院許可が出ない状況。
入院後は基本通常対応。

PCR陰性なら問題なく通常リハビリ
テーション。体温含めその他の症状
確認し受け入れとなる。

外来リハ
継続中、実施場所を変更し入院リハ
と接触しないよう対応 ×

継続中

デイケア・デイ
サービス等

なし
×

継続中

面会制限

原則禁止、着替えの洗濯等最低限必要
な荷物の受け渡しは該当階のエレベー
ターホールにてスタッフが受け取り本人
に渡す
院内に入る時はマスク着用、検温、手指
消毒実施

原則禁止。洗濯物などの受け取りや
入院時の付き添いも原則
病院受付での対応となり病棟へはあ
がらない。

原則禁止。着替え、洗濯等の荷物の
受け渡しは、正面玄関トリアージ後、
受付にて各病棟スタッフの受け渡
し。

患者・家族への配
慮

必要に応じて荷物の受け渡し時に距
離を開けて短時間会話可能

連絡が出来ないような方については家
族へインターネットを利用
しての動画の配信等を行っている。

必要に応じて荷物の受け渡し時に距
離を開けて短時間会話可能

外出・外泊・屋外
練習

原則禁止、屋外歩行練習時は患者
に病院からマスクを配布し着用し、
他施設の屋内への院外歩行、他の
人間との接触は禁止

屋外歩行練習のみ可能。（他は禁止）外出、外泊は原則禁止。屋外歩行
は決まった出入口から敷地内のみ
実施。リハ訓練の場合のみ外泊・外
出実施。

来客・見学対応 見学受付は中止中 なし

チーム・委員会活
動

継続中、感染対策を行いながら実施 基本対面での開催は自粛中。紙面
（議事録）のみの配布やZOOM
を利用した会議としている

継続中、感染対策を行いながら実施

業者対応

ブレースクリニック等の業者に対して
は、予め時間指定を行い出社時とリ
ハ室前で体温測定後問題なければ
入室を許証を発行し入室を許可

出入り業者は検温、マスク着用で許可。業者入り口にてトリアージ実施。マス
ク着用は必須。

患者さんの発熱時の
対応(基準含む)

医師の指示による 熱発時は基本中止。再開は医師の判断医師の指示による

患者さんのマスク
着用

マスクの供給が不十分なので、各自
のマスクを用意できるのであれば着
用

必須。患者様で用意できない場合は
病院より支給。
入院前にマスクの必要性も説明

マスクの供給が不十分なので、各自
のマスクを用意できるのであれば着
用

※ この対応策は各病院・施設独自に作成され、各病院・施設で状況に応じて毎日変更されている
ものであり、あくまでも参考として提示であることをご理解ください。



施設名:略称 A病院 B病院 C病院

防護具、消毒薬等
の備品に対する

工夫

消毒剤は、使い切っても廃棄せず、
ボトルを保存している（薬剤はあるが
ボトルが中国製品が多く供給不足に
なるのではとの指摘があったため）

消毒剤は現状問題ない。防護服に
ついてはレインコートを利用

フェースシールドはクリアファイルに
て手作り。

訓練室の運用

患者同士の距離を確保、ベッド枕を
含む物品使用後はベンザルコニウ
ムで消毒　パルスオキシメーター等
の直接消毒にて誤作動起こす恐れ
のあるものは被験者側の前後消毒
実施

患者ごとに使用備品は消エタサラ
コールにて消毒。使用できる病棟を
曜日に毎に決めているため以前に
比べ人口密度は減っている。

患者同士の距離、訓練場所を密集
しないように工夫。ベッド枕含む物品
はルビスタにて消毒

入浴
手摺等接触部の消毒、寒くない範囲
で換気を実施

換気の徹底、介助者はマスク必須 通常実施

患者さんのデイ
ルームでの食事

対面を避けるよう横並びに食席レイ
アウトの変更、横並びが不可能な場
所は斜め前に配置

対面を避けるような配置に変更。ま
た部屋での食事の方も多くしている

デイルームと部屋食を選別し、距離
を十分にとり、対面を避けるようレイ
アウト。

カンファレンス・家
族面談

原則家族の病棟入室は認めておら
ず、１階の通常診察室として使用し
ている部屋とエレベーターホール前
に面談エリアを設置し利用している

病棟での開催ではなく病院1階の相
談室を利用。扉も空けた状態で
密閉空間を作らない様にしている

原則実施しておらず、電話連絡にて
対応。

訪問指導・家屋調
査

必要に応じて実施 原則中止中。必要性の高い方は検討の上実施必要に応じて実施

研修・勉強会(リ
ハ、院内)

短時間で密にならないような工夫を
して最小限の範囲で実施

原則中止中 現在は中止

新人教育(リハ、院
内)

入職時研修後研修中止、OJTにて
実施

全ての予定されていた研修をDVDに
収録し視聴研修に切り替え対応

個別的に対応

外部研修・出張 原則禁止 原則中止中 禁止

スタッフルームの
対応

密になりやすいので、食事は訓練室
を開放し、距離をとっている

スタッフルームも勤務時間中は常時換気換気を徹底している

環境整備・清掃

毎日の清掃は業者に委託、訓練後
は各患者ごとにセラピストが使用し
た器具類を消毒

病棟PCなどは利用ごとにキーボー
ド、マウスの消毒。

リハ室の清掃は業者が入っている。
リハスタッフは１日３回換気とルビス
タによる消毒実施

職員の健康管理

出勤時や更衣室含みマスクなしでの
会話禁止。毎日朝の検温を求めると
同時に、わずかな異常でも報告する
ようにしている

出勤前、昼の検温。食事時や更衣室での私語厳禁毎日朝の検温を実施、用紙記入。

職員の発熱時の対
応(基準含む)

発熱や倦怠感はもちろん、頭痛やの
どの痛みなど一般的に感冒症状が
あれば即刻出勤停止

少しでも普段と違う状況時は出勤せ
ずに休暇。勤務途中の場合は
即刻退社

発熱や倦怠感はもちろん、頭痛やの
どの痛みなど一般的に感冒症状が
あれば即刻出勤停止

職員の家族の発熱時
の対応(基準含む)

同上 家族の状況がわかるまでは出勤停止同上

勤怠管理・勤務調
整

新型コロナウイルスによる感染がな
いと確定するまで職務免除

出勤停止の場合は休業補償もしくは
有休。該当者本人が選択できる

出勤停止は有給休暇扱い

職員の職場以外
での対策

極力職場と自宅、生活に必要最低
限の外出にするよう依頼している

不必要な外出は控える様に指示 極力職場と自宅、生活に必要最低
限の外出にするよう依頼している

新型コロナ陽性患
者・スタッフ発生を
見据えての対策

それまで病棟間の兼務や、入院と外来、
入院と老健の兼務を認めていたが、完
全に専従化し、最悪一つの病棟だけの
閉鎖で済むようにしている

配属病棟の身での業務とし職員の
病棟間移動を制限している

もともと一般病棟と回復期は専従化
しており分かれている

その他有用な対策 職員食堂の弁当スタイル。

照会・相談の可否 可 可 可

＊掲載内容の問合せについて
最下段の「照会・相談の可否」で可の場合に、資料提供先に問い合わせが可能です。
問合せの場合は県士会HPの問合せフォーム（https://hyogo-pt.or.jp/contact）よりご照会ください。
なお内容によってはご回答ができない場合もございますのでご了承ください。



情報共有のための対応事例紹介　(医療機関・入所施設)②

施設名:略称 D病院 E病院

病床分類(急性期・回
復期・維持期)

急性期 急性期

施設規模(病床数・リ
ハ処方数・PT,OT,ST

人数)

147床、処方数（90～140/日）、PT10、OT5、ST2名 平時３１０床　処方数（新規200件　昨年4月）　PT10
人　OT4人　ST３人

現在１３１床（5/15）　処方件数（新規150件　4月）

リハ運用(COVID
陽性患者)

入院なし 5月1５日時点では陽性患者への対応はしない方針。
今後早急に体制を整え介入ルールを決める方向性
で動いている。

リハ運用(COVID
陰性患者)

全ての患者・セラピストがマスク着用。訓練室は常時
強制換気、窓全開。セラピストは治療前後で毎回手
指消毒。嚥下・構音訓練はフェイスシールドを着用。

訓練室の使用を中止中。リハ対象者は病棟・ベッド
サイドで対応。
セラピスト、患者はマスク着用。エアロゾル発生のリ
スクが高い患者や処置をする患者にはFULL　PPEで
対応。
訓練実施前後手洗い・手指消毒実施。
各病棟専従体制、担当制を厳守して他患者・他ス
タッフとの接触頻度を減らしている。
VE・VFは中止。耳鼻科の診療がストップ中。
１単位20分の診療報酬算定は現時点では重要視せ
ず、極力接触頻度を減らし、自主トレーニングできる
方は指導のみ。訓練項目も厳選して対応。但し脊髄
損傷等訓練介入時間が多くかかる場合は対応す
る。

入院判定

PCR検査の実施なし。熱発患者は主治医判断で実
施。リハ管理者にてリスクが高いと判断した場合は
数日訓練を見合わせても良いかどうかを主治医に相
談する。

病床数を減らして運用中。ベッドコントロール係と調
整必要。

外来リハ

外来患者は訓練前に手指消毒、訓練後は使用した
訓練機器を清拭。

現在は中止。5/25から再開予定。ルールを早急に作
成必要。
実施時間・場所の限定・頻度。
（入院患者と接触しないよう感染防止・予防対策を重
要視する）

デイケア・デイ
サービス等

なし なし

面会制限

禁止。荷物の受け渡しは病棟詰所にて実施。
院内に入る時はマスク着用、検温、手指消毒実施。

原則禁止、着替えの洗濯等最低限必要な荷物の受
け渡しは該当階のエレベーターホールもしくはNsス
テーションにてスタッフが受け取り本人に渡す。院内
に入る時はマスク着用、検温、手指消毒実施。

患者・家族への配
慮

基本的に家族との接点なし。計画書のサインが必要
な場合は詰所預かり。

必要に応じて荷物の受け渡し時に距離を開けて短
時間会話可能。

外出・外泊・屋外
練習

外出・外泊は必要に応じて実施。屋外歩行は原則禁
止。院外でスタッフがケーシーで出歩くことを禁止し
ている。

原則禁止。

来客・見学対応 延期またはお断り 原則禁止。

チーム・委員会活
動

不要不急の場合は集まらずに文書にて回覧 幹部会等病院の方針を決める会議は実施。その他
の小会議は中止。

業者対応
電話、メールにて対応 業者側で介入者を決めて対応中。ご年配の装具士

さんは会社待機？

患者さんの発熱時の
対応(基準含む)

熱源が不明な場合は見合わせる。主治医に相談。 発覚した時点で訓練一時中止。医師の指示を仰ぐ。

患者さんのマスク
着用

全ての患者に装着。入院・外来ともに持参してもらっ
ている。
手持ちがない場合は病院から支給。

各自で用意していただきたいが、困難な場合は施設
内の物を使う。数日間は使用していただく。（使用日
数は決めていない）。

※ この対応策は各病院・施設独自に作成され、各病院・施設で状況に応じて毎日変更されているものであり、あくまでも参考として
提示であることをご理解ください。



施設名:略称 D病院 E病院

防護具、消毒薬等
の備品に対する

工夫

各部署の在庫状況を院内で共有しながら、看護部が
中心となり使用量を調整している。

長袖ガウンは院内で作成、ボランティアで作成して
頂いたものを使用。
消毒薬、マスク等の物品請求は空箱と交換。

訓練室の運用

訓練室をPT/OT→入院/外来にゾーニングを変更
し、OTと協力しながら密にならないようにベッドを使
用している

5/15まで運用中止中。5/18から再開に向けて準備。
5/25より開始予定。対象は1病棟（整形外科病棟患
者）から開始。順次状況見ながら広げていく。入室制
限、消毒の徹底、外来患者との接触を避ける等ルー
ル作成中。

入浴 不明 病棟で対応中。詳しい現状は知りません。

患者さんのデイ
ルームでの食事

デイルームなし。病室にて食事摂取。 デイルームでの食事摂取は中止中。但し。食事時間
以外で移動が自立している方へのデイルーム使用
は制限していない。

カンファレンス・家
族面談

職員間のカンファレンスは換気が出来る病棟詰所や
訓練室のスタッフルームを使用

カンファレンスは原則代表者のみで行う。家族面談
時は通気の良い場所で行う。

訪問指導・家屋調
査

実施していない なし

研修・勉強会(リ
ハ、院内)

中止している 現在中止中。

新人教育(リハ、院
内)

マニュアルを増やし文書で出来るだけ新人に確認してもら
い、レセプターとQ＆A方式で業務時間に疑問点を解消。

未対応。事務的な補佐をしていただいている。ガウン作
成。教育係に一任しているが感染防止目的に患者との接
触は極力避けている。

外部研修・出張 原則禁止 原則禁止

スタッフルームの
対応

昼食時は隣同士の間隔をあけ、人と人とが向かい合わな
いようにしている

入室人数制限中。

環境整備・清掃

ダスキンが床を掃除し、訓練機器はスタッフが1日2回清
拭。また外来患者が使用した機器は毎回清拭。

通常時の清掃業者の清掃とスタッフでの午前・午後の消
毒作業。訓練室使用再開に向けて頻回に行う必要あり。
窓の開放は常時通気をよくする。虫対策が今後必要（訓
練室は網戸あり、その他病棟等は網戸なし）。

職員の健康管理
毎日朝に検温と症状（咳・味覚/嗅覚障害・倦怠感）
を確認。

各自で検温等、体調管理をしていただいている。

職員の発熱時の対
応(基準含む)

37.0℃以上の発熱者は休んでもらう（病院指示） 当院作成のCOVID-19対策マニュアルに沿って動く。

職員の家族の発熱時
の対応(基準含む)

なし 同上

勤怠管理・勤務調
整

出勤停止は有給扱い。時差出勤については病院許
可あり、現在使用者なし

出勤停止の扱いを人事課等と折衝中。
時差出勤期間限定で導入。
極力院内にとどまらないよう業務が終了したスタッフ
は早退（有休使用）していただいている。

職員の職場以外
での対策

責任ある行動を促している 極力職場と自宅、生活に必要最低限の外出にする
よう依頼している。

新型コロナ陽性患
者・スタッフ発生を見

据えての対策

兼務を可能な限り制限し、病棟をまたがない、入院/
外来を行き来しない、訓練室を使用しないなどを検
討している

病棟専従体制、担当制を例外なく実施。しかしマンパワー
不足により今後病床数が戻り、閉鎖病棟が解除されれば
対応が出来ない。平時7病棟310床。現在6病棟（COVID-
19病棟を含む）131床。担当制を外し、病棟専従⇒フロ
アー専従に拡大しマンパワー不足を補えるか思案中。

その他有用な対策

コロナ対策チームに参加し常に病院の対応を把握す
るとともに、神戸市の動向にも注視し職員に伝達し
ている

照会・相談の可否 可 可

＊掲載内容の問合せについて
最下段の「照会・相談の可否」で可の場合に、資料提供先に問い合わせが可能です。
問合せの場合は県士会HPの問合せフォーム（https://hyogo-pt.or.jp/contact）よりご照会ください。
なお内容によってはご回答ができない場合もございますのでご了承ください。



施設名:略称 F病院 G介護老人保健施設

病床分類(急性期・回
復期・維持期)

急性期 維持期

施設規模(病床数・リ
ハ処方数・PT,OT,ST

人数)

225床　　処方数（60～70／日）　　PT6名，OT1名，
ST2名

120床、全利用者（短期加算6回/週、認短加算3回/
週、その他3回/週）、PT 4名、OT 2名、ST 1名

リハ運用(COVID
陽性患者)

感染対応病棟に入院。一般職員の入棟不可。
PCR検査陽性の間は直接的なリハの関与はなし。看
護師とのカンファレンスで聴取した問題点に対して，
自主トレーニングや看護師が実施できるプログラム
を提示している。
リハの直接介入は，PCR陰性となった段階から開
始。

なし

リハ運用(COVID
陰性患者)

セラピスト：マスク常時着用。 アルコール手指消毒剤
常時携帯。 病棟間移動時には手洗い必須。 移乗動
作，立位・立ち上がり練習時，呼吸リハ時，咳嗽のあ
る患者に対するときはアイシールド装着。 摂食嚥下
練習時にはフェイシールド，ガウン装着。 リハ実施
前後に手指消毒。
患者：マスク装着。リハ実施前後に手指消毒。

職員はマスク着用、各階療法士固定、各階で個別対応実
施。3密を避けた関わりと環境設定のもと介入実施。介入
前後で療法士、利用者ともに手指消毒実施。ST実働方法
は日本嚥下医学会の診療指針をもとに対応している。

入院判定

通常通り 病院からの入所は情報提供も十分になされており、感染
症に対するリスク管理は行いやすい。在宅からの入所希
望者については、在宅サービス利用、外来受診、家族等
の体調など情報収集と管理にやや難を感じている。リハに
ついては、入所者すべてに対応。風邪症状が認められる
などの方は様子観察し、看護師、医師と相談し介入を判
断。

外来リハ

医師の指示があり，患者本人の希望があれば実
施。
他の患者とは2m以上離れた位置で実施。
患者：マスク着用，実施前に検温，実施前後に手指
消毒

なし

デイケア・デイ
サービス等

なし あり（別紙にて回答）

面会制限

入退院時のみ入棟可能，それ以外は禁止。
病状説明など医師が必要と認めた場合は許可。
病棟に入る時はマスク着用，検温，手指消毒実施。

全利用者禁止。

患者・家族への配
慮

特になし タブレットを使用して、ビデオ通話で面会の代用を
行っている。（来所にて）

外出・外泊・屋外
練習

原則禁止 屋外歩行は施設内出入り時に手指消毒、マスク着
用の元実施。敷地外は原則禁止。

来客・見学対応

原則禁止
医師が必要と認めた場合は許可。

来客は入り口外での検温のもと、入館して頂き受付対応。
施設見学は禁止し、パンフレット、動画、写真等での説明
のみ。

チーム・委員会活
動

感染対策，ソーシャルディスタンスを取りながら活動
継続。
法人内他施設とはweb会議。

開催の必要性を吟味し、必要な場合は感染対策を行いな
がら実施。それ以外は書面で対応。部署によってはzoom
でのミーティング。

業者対応
原則禁止
受付にて対応

入り口外での検温後、入館いただき、受付でできる限り対
応。それ以外は職員、利用者との接触を避けた形で受け
入れている。

患者さんの発熱時の
対応(基準含む)

医師の指示による 医師に指示による

患者さんのマスク
着用

リハ実施時には必ず着用。
自身で用意していただくが，無ければ職員による手
作りマスク配布

症状のある方については着用。それ以外はつけてい
ない。

※ この対応策は各病院・施設独自に作成され、各病院・施設で状況に応じて毎日変更されているものであり、あくまでも参考として
提示であることをご理解ください。

情報共有のための対応事例紹介　(医療機関・入所施設)③



施設名:略称 F病院 G介護老人保健施設

防護具、消毒薬等
の備品に対する

工夫

アイシールドは３Dプリンタで製作。
アイシールド，フェイスシールドは使用後に洗浄・消
毒し，繰り返し使用している。

消毒液のボトルは使い切ったのち、各自で洗い、乾
燥させたのちに補給される。

訓練室の運用

常時開窓し，換気。
他の患者とは2m以上離れた位置で実施。
病棟ごとの区分け，疾患ごとの区分けなどは行って
いない。

訓練室は使用せず、各フロア内で完結。使用した物
品、設備については、使用後すぐに消毒。

入浴

セラピストの関与なし 側方、後方介助を基本とし、前方からの介助を余儀なくさ
れる場合はフェイスシールドを着用。換気は環境上不可の
ため、換気扇のみで対応。

患者さんのデイ
ルームでの食事

なし 一方向を向いた食席の配置。

カンファレンス・家
族面談

医師が認めた必要最小限で実施。
病棟に入る時はマスク着用，検温，手指消毒実施。

検温後に限定された職員と家族のみで実施。

訪問指導・家屋調
査

未実施 家族の体調を確認し、他事業所の参加を断った状態
で、マスク着用で実施。

研修・勉強会(リ
ハ、院内)

実技を伴う研修は中止。
対面研修は原則中止だが，急を要するものはsocial
distanceを守りながら実施または，web上で実施。

3密を避けた状態で、小集団で実施。書面での回覧
も実施。

新人教育(リハ、院
内)

OJTにて実施 中止。

外部研修・出張 禁止 禁止

スタッフルームの
対応

食事中の会話禁止。
両者のマスクなしでの会話禁止。

時間をずらし、フロアスタッフごとに食事を摂る。休憩中も
マスク着用。対面にはならないような環境に模様替え実
施。

環境整備・清掃

物品使用後は，次亜塩素酸ナトリウム水溶液，また
は環境クロスで清拭。

清掃は業者が行っているが、その時間帯はスタッフ
は席を外し接触を避ける。都度の消毒は療法士が
実施。

職員の健康管理

出・退勤時のマスク着用義務付け。
出勤後検温義務付け。

自宅での検温を実施後に出勤。わずかな異常でも
報告し相談。体温は37.0℃以上で出勤不可としてい
る。

職員の発熱時の対
応(基準含む)

37.5度以上の発熱，強い倦怠感，呼吸器症状があれ
ば出勤停止。発熱後は解熱後72時間経過観察し出
勤許可。
その他症状の場合はICTと相談の上決定。

発熱や倦怠感はもちろん、頭痛やのどの痛みなど一
般的に感冒症状があれば即刻出勤停止

職員の家族の発熱時
の対応(基準含む)

同上 同上

勤怠管理・勤務調
整

出勤停止は公休扱い。
勤務シフト調整は特に行っていない。

出勤停止は有休扱い。

職員の職場以外
での対策

極力不要不急の外出をしないように指示している。 各自に任せているが、責任ある行動を促している。

新型コロナ陽性患
者・スタッフ発生を見

据えての対策

情報の開示と共有。 それまで病棟間の兼務や、入院と外来、入院と老健
の兼務を認めていたが、完全に専従化し、最悪一つ
の病棟だけの閉鎖で済むようにしている

その他有用な対策

巷にあふれているあやふやな情報に振り回されず，
発信元が確かな正しい情報を発信すること。
不安や心配事などに対するメンタルヘルスケアを行
うこと。

照会・相談の可否 可 可

＊掲載内容の問合せについて
最下段の「照会・相談の可否」で可の場合に、資料提供先に問い合わせが可能です。
問合せの場合は県士会HPの問合せフォーム（https://hyogo-pt.or.jp/contact）よりご照会ください。
なお内容によってはご回答ができない場合もございますのでご了承ください。



施設名:略称 Ｈ病院 Ｉ病院

病床分類(急性期・回
復期・維持期)

急性期、回復期、維持期それぞれ 急性期

施設規模(病床数・リ
ハ処方数・PT,OT,ST

人数)

93床、処方数（100～150／日）、PT9、OT0、ST1

リハ運用(COVID
陽性患者)

入院なし 入院なし

リハ運用(COVID
陰性患者)

職員マスク着用、訓練室は定期的に換気。外来診療
時間帯の入院患者リハ室使用を避けている。外来患
者は検温実施。リハ後はセラピストのみ手指衛生実
施。VE、嚥下・構音訓練時はフェイスシールド着用。

全ての職員がマスク着用。訓練室は常時換気。各階
にセラピストを固定。リハ実施後患者セラピストとも
に手指消毒
嚥下・構音訓練はフェイスシールドを着用の下実施。

入院判定

陽性者、疑わしい患者の受け入れは実施していな
い。既往やCT所見等、他の肺炎患者の入院はあり。
PCR検査は実施していない。

PCR陰性なら問題なく通常リハビリテーション。

外来リハ

通常通り。病院に入る前に検温実施。マスク着用。 継続中、実施場所を変更し入院リハと接触しないよ
う対応

デイケア・デイ
サービス等

送迎時に検温実施。マスク着用。 なし

面会制限

原則禁止。荷物の受け渡しは医事課にて行う。家族
が院内に入る時はマスク着用、検温実施。

原則禁止、着替えの洗濯等最低限必要な荷物の受
け渡しは1名で。
院内に入る時はマスク着用、手指消毒実施

患者・家族への配
慮

偶然リハ室で患者と家族が遭遇する機会がある。病
院が端末を準備し希望者へのテレビ電話対応。

必要に応じて荷物の受け渡し時に距離を開けて短
時間会話可能

外出・外泊・屋外
練習

特に制限なし。 原則禁止、屋外歩行練習時は患者にマスク着用して
もらう。他施設の屋内への院外歩行、他の人間との
接触は禁止

来客・見学対応

機会なし。

チーム・委員会活
動

重要度、緊急性の低い会議は頻度や規模を縮小。 継続中、感染対策を行いながら実施

業者対応
検温実施。

患者さんの発熱時の
対応(基準含む)

医師の指示 医師の指示による

患者さんのマスク
着用

各自のマスクにて対応 各自のマスクを用意できるのであれば着用

※ この対応策は各病院・施設独自に作成され、各病院・施設で状況に応じて毎日変更されているものであり、あくまでも参考として
提示であることをご理解ください。

情報共有のための対応事例紹介　(医療機関・入所施設)④



施設名:略称 Ｈ病院 Ｉ病院

防護具、消毒薬等
の備品に対する

工夫

市販の消毒剤が不足しているため、薬剤科にて作
成。

消毒剤は、使い切っても廃棄せず、ボトルを保存して
いる（薬剤はあるがボトルが中国製品が多く供給不
足になるのではとの指摘があったため）

訓練室の運用

特に。 訓練室への入退室毎にアルコールで手指消毒。マ
スク着用。

入浴

通常通り。

患者さんのデイ
ルームでの食事

使用せず 禁止

カンファレンス・家
族面談

1階の相談室を使用

訪問指導・家屋調
査

通常通り、必要に応じて実施。 非実施

研修・勉強会(リ
ハ、院内)

最小限の範囲にて実施 　非実施

新人教育(リハ、院
内)

4月に例年より縮小した新人研修を実施。その後は
中止。

入職時研修後研修中止、OJTにて実施

外部研修・出張
病院からは特に規制がないが、研修自体がない、中
止された。

原則禁止

スタッフルームの
対応

対面にならないように食事 密になりやすいので、時間をずらして、距離をとって
いる

環境整備・清掃

フロアは業者、ベッドや器具はスタッフが消毒。換気
は定期的に実施している。

リハ室・スタッフルーム清掃は業者が行っているが、
消毒はリハスタッフが実施
私物の整理整頓、マスク・タオルやハンカチ・飲食物
の机上放置の禁止、窓の開放・換気の励行

職員の健康管理

出勤前、出勤時、昼の検温実施。 出勤時や更衣室含みマスクなしでの会話禁止。毎日
朝の検温を求めると同時に、わずかな異常でも報告
するようにしている

職員の発熱時の対
応(基準含む)

都度感染委員会に相談 発熱や倦怠感はもちろん、頭痛やのどの痛みなど一
般的に感冒症状があれば即刻出勤停止

職員の家族の発熱時
の対応(基準含む)

同上

勤怠管理・勤務調
整

出勤停止は有休扱い。対象範囲は委員会にて都度検討。出勤停止は有給休暇扱い　グループごとの複数担
当制なので、グループ内での出勤停止者のシフトを
代行調整

職員の職場以外
での対策

特に指示なし。しかし不要不急の外出はリハスタッフ
においては避けている。

極力職場と自宅、生活に必要最低限の外出にする
よう依頼している

新型コロナ陽性患
者・スタッフ発生を見

据えての対策

特に変化なし それまで病棟間の兼務や、入院と外来兼務を認めて
いたが、完全に専従化し、最悪一つの病棟だけの閉
鎖で済むようにしている

その他有用な対策

照会・相談の可否 可 可

＊掲載内容の問合せについて
最下段の「照会・相談の可否」で可の場合に、資料提供先に問い合わせが可能です。
問合せの場合は県士会HPの問合せフォーム（https://hyogo-pt.or.jp/contact）よりご照会ください。
なお内容によってはご回答ができない場合もございますのでご了承ください。



施設名:略称 Ｊ病院 K介護老人保健施設

病床分類(急性期・回
復期・維持期)

急性期 維持期

施設規模(病床数・リ
ハ処方数・PT,OT,ST

人数)

360床、PT17名OT3名、ST2名 100床、PT3名・OT3名・ST1名

リハ運用(COVID
陽性患者)

入院なし。ただし、陰性で疑い患者はあり。疑いの状
態では対応が2段階あり、より疑いが強い患者では
N95マスク、長そでガウン、帽子、フェイスシール、手
袋で対応。可能性の低い疑い患者ではサージカル
マスク、長そでガウン、手袋で対応。

なし

リハ運用(COVID
陰性患者)

全ての職員がマスク着用。2時間おきに換気または
常時の時もあり。ベッドの間隔をあける。ベッドの消
毒を通常より多く行っている。その他、標準予防策。

全職員マスク着用。機能訓練室は常時換気。
リハ職員のみ、携帯ボトルを所持し速乾性アルコールジェルを個
別リハ後に使用。リハ実施前後に手洗い実施。
新規入所者（長期入所、短期入所）は、2週間はフロア隔離とし、
リハ介入場所は、そのフロア内で実施。リハ介入時間は、最後に
介入する。それ以外の入所者は共有の機能訓練室で実施。
集団リハビリに関して、一定の距離を保ち実施。
ST介入は、3密を避け、一定の距離を取り介入。

入院判定

肺炎患者で疑いのある患者は入院、個室管理の上
PCR検査施行。陰性なら1週間疑い患者として対応。

診療情報提供書には2週間以内の胸部CTの続影結果の記載を
依頼。
入所前に胸部CTが可能なら再度撮影を依頼。
コロナ感染に関しての問診表を作成し、病院医師又は看護師に
記載依頼。
定期の病院受診の必要な方は、入所判定会議において、個別に
検討。

外来リハ

入室前に検温。普段より予約数は減らす。 なし

デイケア・デイ
サービス等

なし 情報共有のための対応紹介記入フォーム(通所版)にて記載。

面会制限

原則禁止。必要な荷物の受け渡しは病棟スタッフス
テーションで対応。入退院及び手術日は家族1名。そ
の他病院からの依頼があれば患者と面会可能。

ガラス越しの対面にて、面会を実施。利用者は施設内、家族は施
設外にベンチを設置し、携帯電話を使用しての会話を実施。面会
時間はおよそ10分とする。
ターミナルの利用者家族に関しては、手指消毒と検温を実施し、
ボードに体温を記載。マスク装着にて、居室内まで面会許可して
いる。

患者・家族への配
慮

上記と同様。 荷物の受け渡しに関しては、事務所で対応。
利用者との会話を強く希望される家族に対しては、施設内内線を
利用し、電話連絡を実施。

外出・外泊・屋外
練習

原則禁止。 外出・外泊は原則禁止。屋外歩行訓練は、他者との接触を極力
減らし実施。終了後は、手洗い、手指消毒を実施。

来客・見学対応

原則禁止。 手指消毒と検温を実施し、ボードに体温を記載し、入館を許可。フ
ロアへの見学は実施せず、パンフレット等での書面で対応。

チーム・委員会活
動

原則中止。感染対策委員会その他わずかの委員会
のみ必要に応じて開催。

3密を避けた環境を作り、時短と必要最少人数での会議を実施

業者対応
特になし。 受付で手指消毒と検温を実施し、ボードに体温を記載し、発熱を

認めなければ、施設内に入ることを許可している。

患者さんの発熱時の
対応(基準含む)

医師の指示による。 医師の指示による。

患者さんのマスク
着用

入院患者は個人によってばらつきあり。外来患者は
発熱や咳など症状があれば着用。

入所利用者へのマスク装着は強制せず。

※ この対応策は各病院・施設独自に作成され、各病院・施設で状況に応じて毎日変更されているものであり、あくまでも参考として
提示であることをご理解ください。

情報共有のための対応事例紹介　(医療機関・入所施設)⑤



施設名:略称 Ｊ病院 K介護老人保健施設

防護具、消毒薬等
の備品に対する

工夫

N95マスクは必要な職員に1個支給し、つぶれるまで
使用。長そでガウンはごみ袋で作成。

携帯ボトルに関して、各自で管理。補充に関しては、看護師長で
残数を管理し、提供される。

訓練室の運用

ベッド間距離は広げる。頻回にベッドを消毒。 入所と通所の機能訓練室は分ける。
常時、換気。通常通り、使用可。
利用者通しの距離は、一定の距離を保つ。
全ての訓練が終了後、次亜塩素水を使用し消毒。

入浴

特になし。 入所後2週間以内の利用者は最後に。介護職員は、常時マスク
着用。それ以外は通常通りの入浴を実施。

患者さんのデイ
ルームでの食事

原則禁止。 入所後2週間以内の利用者は、ソーシャルディスタンスの確保を
徹底。それ以外の利用者は、通常の食席で食事を実施。

カンファレンス・家
族面談

必要に応じて実施。 家族の出席はなし。その他、カンファレンス等については、3密を
避け、時短で実施。

訪問指導・家屋調
査

施行していない。 施設長の許可を得た利用者のみ実施。職員は常時マスク着用。

研修・勉強会(リ
ハ、院内)

部署内は人の感覚を開けて短時間実施。部署がま
たがるものは中止。

①書面のみで可能な場合は、書面で開催する
②3密を避け、時短で開催する

新人教育(リハ、院
内)

部署内は施行せず。院内は半分くらいに短縮して4
月始めに実施。

（リハ）新入職がいない為、未実施
（院内）個別的に実施

外部研修・出張
原則禁止の要請（実際行っているところもないが）。 出張、外部の研修会等は禁止。

スタッフルームの
対応

換気をしているが、その他は特に変化なし。 常時換気。食事時間以外は、マスク着用。

環境整備・清掃

ベッドや機材の消毒を施行。 清掃は、元々外部清掃業者に委託中。入所後2週間以内の利用
者の居室に関して、居室ネームプレートに印をつけ、対象の居室
は最後に清掃をする。
機能訓練室に関しては、業務終了後、次亜塩素水で消毒する。

職員の健康管理

毎朝の検温の要請あり。何か症状があれば即上長
へ報告。

出勤前に検温を実施。出勤時に手指消毒と検温を実施し、ボード
に体温を記載。全職員マスク着用。
リハ職員のみ、携帯ボトルを所持し速乾性アルコールジェルを個
別リハ後に使用

職員の発熱時の対
応(基準含む)

発熱やその他症状があれば事務に報告。事務から
産業医へ連絡し、判断を仰ぐ。基本的には即出勤停
止。その後8日間自宅待機で様子観察。

出勤前に発熱（37.5度以上）、感冒症状等の症状があれば、施設
に電話連絡し、出勤停止。病院、医院で診察した場合、、肺炎で
ないことを証明する診断書をお願いする。診断書がもらえない場
合は、胸部CTを取り、医師から出勤可能かの指示をもらう。胸部
CTも不可の場合は、復帰時期に関して、施設長の指示を仰ぐ。

職員の家族の発熱時
の対応(基準含む)

上記同様。 特に規定はないものの、上記同等の対応。

勤怠管理・勤務調
整

時差出勤を推奨されているが、実際には行っていな
い。出勤停止は特別休暇となる。

罹患した場合、特別休暇。
家族が罹患した場合、年次有給休暇。

職員の職場以外
での対策

外出の自粛など、世間で推奨されているものと同程
度。

極力職場と自宅、生活に必要最低限の外出にするよう依頼して
いる

新型コロナ陽性患
者・スタッフ発生を見

据えての対策

情報共有の徹底。 入所と通所の機能訓練室の分断と、時間配分により、入所・通所
利用者同士の交流は遮断している。また、ボランティア活動、イベ
ント活動などもすべて中止とし、再開時期に関しては、緊急事態
宣言解除後、会議で判断する。

その他有用な対策 特に変化なし

照会・相談の可否 可 可

＊掲載内容の問合せについて
最下段の「照会・相談の可否」で可の場合に、資料提供先に問い合わせが可能です。
問合せの場合は県士会HPの問合せフォーム（https://hyogo-pt.or.jp/contact）よりご照会ください。
なお内容によってはご回答ができない場合もございますのでご了承ください。



情報共有のための対応事例紹介　(医療機関・入所施設)⑥

施設名:略称 Ｌ病院

病床分類(急性期・回
復期・維持期)

急性期

施設規模(病床数・リ
ハ処方数・PT,OT,ST

人数)

768床（一般750床、感染10床（一種2、二種8）、精神科身体合併8床）1日平均実施件数450件、1日平均新患
患者数40件。
PT51、OT17、ST10名。

③ COVIDを否定できない患者の病棟（シロ）の対応：E-PPE or EB-PPE(身体が濃厚接触が予測される場
合）
ユニバーサルマスク、アイシールド、必要に応じてガウン、手洗いの徹底を実施していれば、万が一COVID
陽性者が出ても濃厚接触者にはあたらない。

濃厚接触者は2週間の健康観察が必要

レッドゾーンで勤務している医療従事者が同日にシロ病棟で勤務することはない。また、医療従事者は曝露
しているわけではないが、当院では健康観察期間として１週間のデスクワークを経てホワイトゾーンでの勤務
を許可している。これは、曝露後に発症するまでの潜伏期間の中央値は4-5日で、感染伝播は、発症2-4日
前から5日～9日までに伝搬するが、発症前の方が発症後よりも伝播されやすい。従って、健康観察期間を1
週間として、戻った部署での伝播というリスクは極めて低いとされている。
　また、COVID-19患者が重症化する際の対応をした4－5日後に発症することが多いとされている。予想外
の重症対応はリスクであると考えられるため、これらの状況に対応した医療従事者も個別の判断により1週
間の健康観察期間を取ることとしている。

リハビリ診療体制：
各階での専属配置およびPTは各階担当制。
OT,STはマンパワーの関係でできるだけ階をまたがないように配置。
入院は基本、病棟で実施。運動療法室は一部の外来患者のみ使用。
ST部門は日本嚥下医学会の指針に準じてVF、VE、エアロゾル発生手技は実施せず。

※ この対応策は各病院・施設独自に作成され、各病院・施設で状況に応じて毎日変更されているものであり、あくまでも参考として提
示であることをご理解ください。

基本的な考え方：
当院では、病棟を完全にゾーニング化しており、それに準じて①COVID陽性患者、②COVID疑い患者、③
COVIDを否定できない患者の3つに分けて対応している。つまり、すべての患者がCOVIDの可能性がある前
提で診療を行っている。この体制が、現在考えられる万全の策として、標準的な対応となりつつある。全患者
がマスクを着用し、医療スタッフもマスクをする（universal masking）と医療スタッフの目の防護（アイシールド
着用）と接触感染予防（手指衛生・ガウン）を行っていれば、万が一対象患者がCOVID陽性となっても、医療
者は濃厚接触者にはあたらないとされている。また、医療者がユニバーサルマスクなどの対応をしていれ
ば、COVIDの水平伝播のリスクは高くない可能性がわかってきている。ただし、リハビリテーションの接触度
合いは考慮する必要がある。当院としては、リハビリ時に介助量が多い患者に接触するときにはガウンを必
須としている。

日本嚥下医学会の指針を参考
➢sPPE : 標準予防策に基づく PPE standard PPE
「サージカルマスク、手袋（手指衛生）」
➢E PPE : sPPE に眼の保護（ Eye ）を加えた PPE standard precautions
「サージカルマスク、手袋（手指衛生）、フェースシールドor ゴーグル」
➢EB PPE : sPPE に眼の保護（ Eye ），身体の保護（ Body ）を加えた PPE
「サージカルマスク、手袋、フェースシールドor ゴーグル、ガウン or エプロン」
※エプロンの使用後は上肢露出部皮膚を洗浄のこと
➢Full-PPE : エアロゾル感染に対応した予防策
「N95 マスク、帽子、手袋二重、フェースシールド orゴーグル、不浸透性長袖ガウン」

運用：（※参考にPP張り付けています）
➀ COVID陽性患者の病棟（レッドゾーン）の対応：Full-PPE（常時N95マスク)
レッドゾーンはすべてゾーニング化しているためゾーン内はFull PPEで移動可能。職員同士の接触もお互い
Full PPEのため濃厚接触にはあたらない。

②COVID疑い患者の病棟（グレー）の対応：EB-PPE or EB-PPE(エアロゾル発生する手技の場合N95)。基本
長袖エプロン。
グレーゾーンは個室管理となっており入室ごとのPPE装着となる。

リハ運用(COVID
陽性患者)

リハ運用(COVID
陰性患者)



施設名:略称 Ｌ病院

入院判定

PCR陽性患者、COVID-19患者はレッド病棟へ。救急入院時にCOVID疑い患者はグレー病棟へPCR検査1回
～2回（2回目でも疑わしい時は1週間の期間をおいて再度PCR）でレッドかシロを判定する。リハビリはレッド
からグレーまで処方のあった患者はCOVIDチームが専従で担当。

外来リハ
日本整形外科学会の診療ガイドを基本に、濃厚接触を伴う徒手介入・物理療法・エアロゾルを発生させるよ
うな積極的な運動療法などは行わない。６MWT、CPXは検討中。外来心リハは中止中。

デイケア・デイサービス等 なし

面会制限 原則禁止。必要な場合は外来と同様、入り口での問診と発熱チェック、手指消毒で対応。

患者・家族への配慮

外出・外泊・屋外練
習

外出、外泊は禁止。院内マスクを着用。

来客・見学対応 基本は行っていない。

チーム・委員会活動
感染対策以外は基本は書面開催。

業者対応 外来患者と同等の対応

患者さんの発熱時の
対応(基準含む)

感染拡大時は37度以上患者の確認をリハビリ管理者が受けてカルテ、病棟の情報を基に主治医に相談のう
え熱源を確認し介入した。現在は通常の診療と同様に担当者と主治医委との確認で実施。

患者さんのマスク着
用

基本サージカルマスク装着（持参を促し無ければ病院備品で対応）

防護具、消毒薬等
の備品に対する工

夫

アルコールジェルを個人持ちで使用。消費量を確認。

訓練室の運用 基本、上記の外来以外使用禁止

入浴

患者さんのデイルー
ムでの食事

急性期病院なので無し。家族は禁止。

カンファレンス・家族
面談

WEBカンファあり。

訪問指導・家屋調査 実施していない。

研修・勉強会(リハ、
院内)

3密の回避：換気の徹底。マスクは必須。社会的距離の確保。できるだけ短時間で設定。

新人教育(リハ、院
内)

上記と同様。入職時研修は自部内で新たに教育係が作成したプログラムを随時検討しながら実施。患者担
当は制限。

外部研修・出張 原則禁止

スタッフルームの対応 食事はスタッフ室禁止。運動療法室を開放。社会的距離の確保。食事中の会話は厳禁。

環境整備・清掃
パソコンは使用者を数名で特定。スタッフ室と運動療法室の環境は1日2回消毒実施。1患者ごとに使用環境
の消毒必須。換気は常時。

職員の健康管理
健康観察中は検温必須。勤務中のマスクなしでの会話は厳禁。報告は早朝、夜間、休日でも対応可能な
SNSを使用。

職員の発熱時の対
応(基準含む)

発熱時はもちろん、倦怠感、感冒症状が少しでもあると出勤停止。

職員の家族の発熱時
の対応(基準含む)

家族の症状により判断。必要に応じてICTに相談。

勤怠管理・勤務調
整

出勤停止は有休範囲。代診はシロどうしなら各階（東西）ごとで調整。

職員の職場以外
での対策

非常事態宣言に準じて実施。それ以外の環境では、医療人としてそれに準じた生活の自粛をその都度伝え
ている。

新型コロナ陽性患
者・スタッフ発生を見

据えての対策

陽性患者発生でも暴露、濃厚接触とならないPPEの実施。スタッフ発生でも同様にPPEの徹底と体調の報告
の徹底を行う。診療体制は上述。

その他有用な対策

時差出勤で通勤途中の感染リスクを軽減。
いかに感染のリスクを回避して、COVID患者を診れるかをICTと対策本部と常に連携して検討。同時に、在院
患者の診療を最大限発揮することで早期退院を目指すようにスタッフ間で共有している。

照会・相談の可否 可
＊掲載内容の問合せについて
最下段の「照会・相談の可否」で可の場合に、資料提供先に問い合わせが可能です。
問合せの場合は県士会HPの問合せフォーム（https://hyogo-pt.or.jp/contact）よりご照会ください。
なお内容によってはご回答ができない場合もございますのでご了承ください。



施設名:略称 Ｍ病院

病床分類(急性期・回
復期・維持期)

回復期

施設規模(病床数・リ
ハ処方数・PT,OT,ST

人数)

156床　PT49　OT27　ST15名

リハ運用(COVID
陽性患者)

なし

リハ運用(COVID
陰性患者)

全ての職員がマスク着用。病棟一体型なので2/日
一斉喚起。手指消毒在が不足しているため、療法が
終わると患者に手洗いをしてもらう。療法士も同様。
言語聴覚療法は保護メガネをかけて実施

入院判定

発熱が継続している患者に対しては解熱してからの
入院、入院前にPCR検査を依頼した例はまだなし

外来リハ

外来リハは中止

デイケア・デイ
サービス等

同施設内のデイケアは中止

面会制限

原則禁止、着替えなどの荷物受け渡しは１階エント
ランスにてスタッフが対応する。

患者・家族への配
慮

各階にWEB面会ができるようにタブレットを配置　ス
タッフが操作

外出・外泊・屋外
練習

外出外泊は原則禁止　屋外歩行は基本敷地内とそ
の周りのみ

来客・見学対応
来客は１階のエントランスのみ、病棟への入棟は禁
止

チーム・委員会活
動

医療安全委員会　感染防止対策委員会のみ実施　3
密をさけ、喚起をする。その他の委員会は原則中止
カンファレンス等は人数制限をして実施

業者対応

1階のエントランスで対応　病棟から該当スタッフと患
者様に降りてきてもらい、個室にて測定

患者さんの発熱時の
対応(基準含む)

37.5℃を超過する患者様についてはリハビリ中止
個室で対応する

患者さんのマスク
着用

微熱がある患者様にはマスク着用をしてもらってい
る。マスクは病院側が用意。平熱の患者様について
はマスク着用推進のみ

※ この対応策は各病院・施設独自に作成され、各病院・施設で状況に応じて毎日変更されているものであり、あくまでも参考として
提示であることをご理解ください。

情報共有のための対応事例紹介　(医療機関・入所施設)⑦



施設名:略称 Ｍ病院

防護具、消毒薬等
の備品に対する

工夫

消毒薬不足のため、ボトルで購入が困難。アルコー
ルで対応できる環境整備用の簡易ボトルを用意し、
小分けにして使用している

訓練室の運用

リハ物品は１日に２回消毒
満床ではないので、療法時の患者同士の距離は取
れているが、療法士と患者の距離は近い

入浴

入浴日を一日増やし、密にならないようにしている

患者さんのデイ
ルームでの食事

居室と食堂に分けて対応。食堂では横並び斜めに
配列を誘導し、対面にならないようにしている。居室
で介助なく食事ができる患者様は部屋食としている。

カンファレンス・家
族面談

人数を減らし、小部屋の喚起を行い対応している

訪問指導・家屋調
査

家屋調査は家人に録画をお願いしている

研修・勉強会(リ
ハ、院内)

WEB研修会で対応中

新人教育(リハ、院
内)

入職時の研修はすべて中止　OJTにて実施

外部研修・出張
原則禁止

スタッフルームの
対応

スタッフルームが存在しないが、カルテを入力する場
合は前向きに配列　基本話をしない

環境整備・清掃

清掃は業者が行っているが、環境整備を朝昼夕実
施　窓の開放は1日2回　一斉放送が流れる

職員の健康管理

更衣室での会話禁止　毎朝検温を行い37℃以上で
上司に報告

職員の発熱時の対
応(基準含む)

37℃の発熱で所属長報告　感染防止対策委員会の
判断により帰宅する

職員の家族の発熱時
の対応(基準含む)

同居する家族に異変があった場合は感染防止対策
委員会に報告し、判断を仰ぐ

勤怠管理・勤務調
整

出勤控える場合は有給　停止指示が出た場合は特
別公休扱い

職員の職場以外
での対策

不要不急の外出を控える

新型コロナ陽性患
者・スタッフ発生を見

据えての対策

病棟の療法士と訪問・通所の療法士を完全に分け、
場所を共有しないようにする

その他有用な対策

照会・相談の可否 可

＊掲載内容の問合せについて
最下段の「照会・相談の可否」で可の場合に、資料提供先に問い合わせが可能です。
問合せの場合は県士会HPの問合せフォーム（https://hyogo-pt.or.jp/contact）よりご照会ください。
なお内容によってはご回答ができない場合もございますのでご了承ください。


