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BCPとは？

BCP 目次

BCP とはBusiness Continuity Plan の略称でビー・シー・ピーと呼ばれ、日本語では業務継続計
画などと訳されます。新型インフルエンザ等や大地震などの災害が発生すると、通常通り
に業務を実施することが困難になりますが、そうした場合においても優先業務を実施する
ためにあらかじめ検討した方策をまとめたものを指します。
新型コロナウイルス対応は、大規模災害ととらえ、あらゆる分野の企業でもBCPの策定が急
務となっています。出来るだけ現状に則し、シンプルに分かりやすく作成しました。

Ⅰ BCP対策室の設置
Ⅱ 新型コロナウイルス感染予防対策（フェーズ別）
Ⅲ 感染対応 BCP Warning（警戒）Preparation（準備）Practice（実行）

１）新型コロナウイルス感染の恐れがある職員・利用者が発生した場合の対応フロー（通所系）
２）新型コロナウイルス感染の恐れがある職員・入所者が発生した場合の対応フロー（入所系
３）新型コロナウイルス感染が疑われる職員・利用者が発生した場合の対応フロー（通所系）
３a）新型コロナウイルス感染が疑われる職員・利用者が発生した場合の対応チェックリスト（通所系）
４）新型コロナウイルス感染が疑われる職員・入所者が発生した場合の対応フロー（入所系）
４a）新型コロナウイルス感染が疑われる職員・入所者が発生した場合の対応チェックリスト（入所系）

別紙①新型コロナウイルスを疑って電話相談する場合の目安
別紙②濃厚接触者又は濃厚接触が疑われる利用者・職員を特定
保健所・行政機関等に報告する際に、事前に準備しておく書類
職員本人・同居する家族が県外に行かれた場合や、県外からの訪問者と接触した場合の対応
多目的施設の整備
ゾーニング計画
参考資料



Ⅰ BCP対策室の設置

内 容 担 当

BCP対策 総責任者
・方針の決定 ・対策の総括 ・施設のクローズ等の決定など 院長・副院長

BCP対策 調整総括

事務長
部長
部長代理

BCP対策 調整役
・コロナ対策担当職員（発生状況など確認、集計など）
・対外的窓口（行政・保健所・家族など）
・感染予防、医療・看護・専門的知識などの情報提供
・施設の衛生上の必要備品手配など衛生管理全般
・職員の人員確保、調整、応援手配など

管理者

新型コロナウイルス感染が疑われる職員・利用者が発生した時点で、
BCP対策室を設置し、BCPを発動します。



Ⅱ 新型コロナウイルス感染予防対策（フェーズ別）
★下記のフェーズ別対応は、あくまでも目安です。必ず管理者等に報告し指示を仰いで下さい。日頃から
医療・福祉・介護職として利用者様はもちろん、自分の家族を含む高齢者へ感染させない行動を心がけて下さい

フェーズ① フェーズ② フェーズ③ フェーズ④

鹿児島県において、感染が確認されて

いない状態が、28日以上続いている

鹿児島県において、感染が確認されて

いる状態

霧島市内において、感染が散見される

状態

霧島市内において、感染の拡大傾向が

見られる状態

出勤時の検温（１日２回）

※体調不良者は出勤禁止

出勤時の検温（１日２回）

※体調不良者は出勤禁止

出勤時の検温（１日２回）

※体調不良者は出勤禁止

出勤時の検温（１日２回）

※体調不良者は出勤禁止

感染対策をして可
回覧等代替対応が望ましいが、人数制

限、３密を避け、感染対策実施で可

禁止

回覧等代替対応

禁止

回覧等代替対応

感染対策をして可

ZOOM等オンライン参加が望ましい

が、人数制限、３密を避け、感染対策

実施で可

自粛

ZOOM等オンライン参加

自粛

ZOOM等オンライン参加

利用可。ただし、接待を伴う飲食は禁

止。ライブハウス、カラオケ等、３密

となる場合は禁止

極力、感染地域を避けて利用可。ただ

し、接待を伴う飲食は禁止。ライブハ

ウス、カラオケ等、３密となる場合は

禁止

自粛 自粛

「新しい生活様式」を徹底

※アドバイスシートを参考

「新しい生活様式」を徹底

会食：感染対策、人数の検討で可

「新しい生活様式」を徹底

多人数の会食は自粛

「新しい生活様式」を徹底

多人数の会食は自粛

県内 感染対策をして可
感染対策をして可

※極力、感染地域は避ける
不要・不急の外出自粛 不要・不急の外出自粛

県外
私的な旅行、イベント等参加は管理者

及び院長への報告・指示を仰ぐ

私的な旅行、イベント等参加は管理者

及び院長への報告・指示を仰ぐ

私的な旅行、イベント等参加は管理者

及び院長への報告・指示を仰ぐ

私的な旅行、イベント等参加は管理者

及び院長への報告・指示を仰ぐ

管理者及び院長への報告・指示を仰ぐ 管理者及び院長への報告・指示を仰ぐ 管理者及び院長への報告・指示を仰ぐ 管理者及び院長への報告・指示を仰ぐ

〇 〇 〇 〇

〇

※管理者・院長への報告、指示を仰ぐ

〇

※管理者・院長への報告、指示を仰ぐ

〇

※管理者・院長への報告、指示を仰ぐ

〇

※管理者・院長への報告、指示を仰ぐ

〇

※管理者・院長への報告、指示を仰ぐ

〇

※管理者・院長への報告、指示を仰ぐ

〇

※管理者・院長への報告、指示を仰ぐ

〇

※管理者・院長への報告、指示を仰ぐ

〇 〇 〇 〇

県内居住者は感染対策をして可 原則、禁止（テレビ電話での面会を推奨） 禁止 禁止

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 感染対策、時間、場所で可 × ×

× × × ×

〇 感染対策、時間、場所で可 × ×外部からの見学・体験

事

業

所

車両消毒

来客者に検温、手指消毒、入館者記録

定期換気・毎日の事業所内消毒

外出活動（買物訓練や野外活動等）

ボランティア等の受け入れ

朝の送迎時の本人・家族の行動歴の確認

本人・家族が県外に行かれた場合や、県

外からの訪問者と接触した場合の報告

到着時の手指消毒、健康チェック

利

用

者

・

家

族

面会（緊急時は除く）

職

員

朝の送迎時の検温（非接触型）

※通所・小規模多機能

体調管理

県外からの帰省等来県者に会う

外出

休日の過ごし方

夜間の飲食店の利用

社外における研修・会議等

社内研修・会議等

段階

項目



１）新型コロナウイルス感染の恐れがある職員・利用者が発生した場合の対応フロー（通所系）

感染の恐れがある
職員・利用者が発生した場合

・情報共有・報告 院長・副院長 事務長 部長 部長代理管理者

Ⅲ 感染対応 BCP Warning（警戒）Preparation（準備）Practice（実行）

・感染疑い・濃厚接触の確定に備えて、消毒・清掃（使用したスペースや物品・車両等）

感染疑い・濃厚接触者と確定した時点で、帰国者・接触者相談センター
に連絡または主治医から帰国者・接触者外来に繋げてもらう

帰国者・接触者相談センター（土日昼夜を問わず２４時間対応）

姶良保健所 TEL (0995)44-7956   FAX (0995)44-7969

感染疑い・
濃厚接触者
と確定・出勤禁止

・自宅待機

感染の恐れがある職員

・デイサービス利用自粛
・自宅待機

感染の恐れがある利用者

PCR検査の実施
・検査結果が出るまで自宅待機

感染疑いの者

姶良保健所

主治医

PCR検査の実施
・検査結果が出るまで自宅待機
・デイサービス利用自粛

濃厚接触者

※感染の恐れがある場合とは・・・
（例①）熱が37.5度以上発熱した場合や風邪症状など
→症状が継続し厚生労働省の指針（※１）に該当する場合は「感染疑い」となる

（例②）職員の家族が濃厚接触者となった場合など
→PCR検査の結果、家族が陽性となった場合は職員は「濃厚接触者」（※２）となる
（※１）別紙①新型コロナウイルスを疑って電話相談する場合の目安を参照
（※２）次頁の「濃厚接触者」の定義を参照



２）新型コロナウイルス感染の恐れがある職員・入所者が発生した場合の対応フロー（入所系）

感染の恐れがある
職員・入所者が発生した場合

・情報共有・報告 院長・副院長 事務長 部長 部長代理管理者

Ⅲ 感染対応 BCP Warning（警戒）Preparation（準備）Practice（実行）

・感染疑い・濃厚接触の確定に備えて、消毒・清掃（居室・使用したスペースや物品等）

感染疑い・濃厚接触者と確定した時点で、帰国者・接触者相談センター
に連絡または主治医から帰国者・接触者外来に繋げてもらう

帰国者・接触者相談センター（土日昼夜を問わず２４時間対応）

姶良保健所 TEL (0995)44-7956   FAX (0995)44-7969

感染疑い・
濃厚接触者
と確定・出勤禁止

・自宅待機

感染の恐れがある職員

・個室又は隔離施設対応
・個別ケア・職員固定

感染の恐れがある入所者

PCR検査の実施
・検査結果が出るまで自宅待機

感染疑いの者

姶良保健所

主治医

PCR検査の実施
・検査結果が出るまで
個室対応又は隔離施設対応

・個別ケア ・職員固定

濃厚接触者

※感染の恐れがある場合とは・・・
（例）熱が37.5度以上発熱した場合や風邪症状など
→症状が継続し厚生労働省の指針（※１）に該当する場合は「感染疑い」となる

（例）職員の家族が濃厚接触者となった場合など
→PCR検査の結果、家族が陽性となった場合は職員は「濃厚接触者」（※２）となる
（※１）別紙①新型コロナウイルスを疑って電話相談する場合の目安を参照
（※２）次頁の「濃厚接触者」の定義を参照



３）新型コロナウイルス感染が疑われる職員・利用者が発生した場合の対応フロー（通所系）

感染が疑われる職員・
利用者が発生した場合

・情報共有・報告 院長・副院長 事務長 部長 部長代理管理者

Ⅲ 感染対応 BCP Warning（警戒）Preparation（準備）Practice（実行）

・感染確定に備えて、消毒・清掃（使用したスペースや物品・車両等）

帰国者・接触者相談センターに連絡または主治医から帰国者・接触者外来
に繋げてもらう 帰国者・接触者相談センター（土日昼夜を問わず２４時間対応）

姶良保健所 TEL (0995)44-7956   FAX (0995)44-7969

陽性者と濃厚接触した可能性のあ
る人についてヒヤリングし特定す
る。「濃厚接触者の定義」参照

濃厚接触した利用者・職員の特定

PCR検査の実施
・検査結果が出るまで自宅待機
・デイサービス利用自粛

感染疑い・濃厚接触者の利用者

指定病院へ入院

陽性者

利用者→在宅療養（14日間）

生活に必要なサービスを確保
ケアマネを中心に保健所と相談

職員→自宅待機（14日間）
※接触状況によって判断（別紙②参照）

陰性者

「濃厚接触者」の定義（発症２日前以降で総合的に判断）
・同居あるいは長時間の接触（車内等を含む）があった者
・感染防護（マスク等個人防護具）なしに診察・看護・介護した者
・感染予防（マスク・手指消毒等）なしに目安１メートル以内で１５分以上接触があった者
・痰・体液・排泄物等の汚染物質（ティッシュ・タオル等）に直接触れた可能性の高い者
上記の濃厚接触者の定義に当てはまらない者は積極的疫学調査の対象外であり、PCR検査の対象にはならない。一方で、
当てはまらない者でも、何らかの症状がある場合には、医師が総合的に判断し、疑似症とした場合には上記フローに沿った対応を行う。

PCR検査の実施
・検査結果が出るまで自宅待機

感染疑い・濃厚接触者の職員

PCR検査の実施
・検査結果が出るまで自宅待機
・デイサービス利用自粛

濃厚接触した利用者への対応

PCR検査の実施
・検査結果が出るまで自宅待機

濃厚接触した職員への対応

デイサービス臨時休業

感染拡大がないことを確認し保健所と相談して営業再開



Ⅲ 感染対応 BCP Warning（警戒）Preparation（準備）Practice（実行）

３a）新型コロナウイルス感染が疑われる職員・利用者が発生した場合の対応チェックリスト（通所系）

①情報共有・報告
□姶良保健所（土日昼夜問わず２４時間対応）TEL(0995)44-7956
□管理者→院長・副院長・事務長・部長・部長代理
□指定権者（鹿児島県・霧島市）
□ケアマネージャー（代替サービスの検討）
□医師（主治医等）
□家族等

②消毒・清掃
□使用したスペースや共用スペース・備品・車両等

③濃厚接触した利用者・職員の特定

④濃厚接触した利用者への対応

⑤濃厚接触した職員への対応

⑥施設出入り者の記録（常時）
□職員
□面会者
□業者

⑦感染確定後の対応
□感染職員は休職扱い
□濃厚接触した利用者の代替サービスの検討
□家族等への継続的連絡
□衛星・防護用品の確保

対応フロー（通所系）

【自宅待機時の注意事項】
１．感染疑い者と同居者の部屋を分離
２．世話する人を限定
３．家族全員がマスク着用
４．こまめに手洗い
５．日中はできるだけ換気
６．共用部分を消毒
７．汚れたリネン・衣類を選択
８．ゴミは密閉して廃棄



４）新型コロナウイルス感染が疑われる職員・入所者が発生した場合の対応フロー（入所系）

感染が疑われる職員・
入所者が発生した場合

・情報共有・報告 院長・副院長 事務長 部長 部長代理管理者

Ⅲ 感染対応 BCP Warning（警戒）Preparation（準備）Practice（実行）

・感染確定に備えて、消毒・清掃（居室・使用したスペースや物品・車両等）

帰国者・接触者相談センターに連絡または主治医から帰国者・接触者外来
に繋げてもらう 帰国者・接触者相談センター（土日昼夜を問わず２４時間対応）

姶良保健所 TEL (0995)44-7956   FAX (0995)44-7969

陽性者と濃厚接触した可能性のあ
る人についてヒヤリングし特定す
る。「濃厚接触者の定義」参照

濃厚接触した入所者・職員の特定

PCR検査の実施
・検査結果が出るまで
個室対応又は隔離施設対応

・個別ケア ・職員固定

感染疑い・濃厚接触者の入所者

指定病院へ入院

陽性者

利用者→個室対応（経過観察）
個別対応・職員固定
職員→自宅待機（14日間）
※接触状況によって判断（別紙②参照）

陰性者

「濃厚接触者」の定義（発症２日前以降で総合的に判断）
・同居あるいは長時間の接触（車内等を含む）があった者
・感染防護（マスク等個人防護具）なしに診察・看護・介護した者
・感染予防（マスク・手指消毒等）なしに目安１メートル以内で１５分以上接触があった者
・痰・体液・排泄物等の汚染物質（ティッシュ・タオル等）に直接触れた可能性の高い者
上記の濃厚接触者の定義に当てはまらない者は積極的疫学調査の対象外であり、PCR検査の対象にはならない。一方で、
当てはまらない者でも、何らかの症状がある場合には、医師が総合的に判断し、疑似症とした場合には上記フローに沿った対応を行う。

PCR検査の実施
・検査結果が出るまで自宅待機

感染疑い・濃厚接触者の職員

PCR検査の実施
・検査結果が出るまで
個室対応又は隔離施設対応

・個別ケア ・職員固定

濃厚接触した入所者への対応

PCR検査の実施
・検査結果が出るまで自宅待機

濃厚接触した職員への対応

※施設サービスは継続



Ⅲ 感染対応 BCP Warning（警戒）Preparation（準備）Practice（実行）

４a）新型コロナウイルス感染が疑われる職員・入所者が発生した場合の対応チェックリスト（入所系）

①情報共有・報告
□姶良保健所（土日昼夜問わず２４時間対応）TEL(0995)44-7956
□管理者→院長・副院長・事務長・部長・部長代理
□指定権者（鹿児島県・霧島市）
□医師（主治医等）
□家族等

②消毒・清掃
□使用したスペースや共用スペース・備品・車両等

③濃厚接触した利用者・職員の特定

④濃厚接触した利用者への対応
□隔離施設又は個室、生活空間・動線の区分け（ゾーニング）
□担当職員を固定 □換気１時間に２回 □職員は防護服着用
□ケア前後の手洗い、手指消毒

⑤濃厚接触した職員への対応
□自宅待機１４日間

⑥施設出入り者の記録（常時）
□職員
□面会者
□業者

⑦感染確定後の対応
□感染職員は休職扱い
□家族等への継続的連絡
□衛星・防護用品の確保

【濃厚接触した利用者への個別ケア】
（１）食事介助
□原則として個室
□食事前の手洗い
□食器は使い捨て、又は消毒（器具含む）

（２）排泄介助
□使用するトイレは専用（使用後は消毒）
□オムツ交換は防護服着用

（３）清潔・入浴介助
□原則、入浴は中止して清拭で対応

（４）リネン・衣類の洗濯
□熱水洗濯（80℃10分間）で処理・洗浄
□ゴミ処理は密封・廃棄

【自宅待機時の注意事項】
１．感染疑い者と同居者の部屋を分離
２．世話する人を限定
３．家族全員がマスク着用
４．こまめに手洗い
５．日中はできるだけ換気
６．共用部分を消毒
７．汚れたリネン・衣類を選択
８．ゴミは密閉して廃棄



新型コロナ発生時の厨房（富士産業）の対応

１）当施設で感染が発生した場合
①稼働するのか？休業となってしまうのか？
Ａ）休業はしない方向。濃厚接触者でなければ、換気・手洗い・マスク・手袋等マニュアル通り対応し
稼働します。

２）厨房スタッフが感染した場合
①稼働するのか？休業となってしまうのか？
Ａ）保健所立ち合いのもと、消毒作業。消毒期間は稼働が不可能となります。その後は鹿児島事業部の
別スタッフで対応する。

３）稼働できなかった場合の食事の提供について
Ａ）鹿児島事業部の方で対応。代替手段として、冷凍弁当、完調品を色々使って食事提供します。
冷凍弁当は備蓄してあります。

４）厨房に出入りする納入業者で感染者が出た場合
Ａ）基本的には代わりの運転手が配達してくれるが、配達できない場合には、３）と同様の対応となる。



別紙①



別紙② 濃厚接触者又は濃厚接触が疑われる利用者・職員を特定



保健所・行政機関等に報告する際に、事前に準備しておく書類

保健所に連絡する事項

①連絡窓口担当者名・部署・TEL・FAX・メール
②症状について
・どのような症状？
・症状にどのように対応したか？
・同じような症状の入所者及び職員の人数
・有症状者のフロア、居室の状況
・氏名、性別、年齢、特徴（基礎疾患・オムツの使用・認知症の有無など）
③受診状況について
・医療機関を受診した入所者はいるか？
・診断名は？
・治療状況は？
④発症時期について
・いつから症状が出たか？（推定発症時期）

準備しておく書類

①利用者一覧（氏名・性別・生年月日・年齢・主治医・基礎疾患・オムツ使用の有無・認知症の有無・ADLなど）

②家族等連絡先一覧
③職員の勤務表
④施設の見取り図

※デイサービスや訪問サービスを利用している場合は曜日も追加



職員本人・同居する家族が県外に行かれた場合や、
県外からの訪問者と接触した場合の対応

感染すると重篤な状態になると考えられる高リスクの高齢者が多数利用されてい
る事業所に勤務している事を勘案すれば、法人としては自粛をお願いしていると
ころです。
しかし、やむを得ない事情もあると思いますので、その場合には調査書を提出し
ていただき院長が認めた場合に限り感染予防対策を指示します。

基本的な感染予防対策（令和２年１０月～令和３年１月までの期間）

県外に行かれた後又は来県者と接触後、１週間は利用者と接触しない業務や
ソーシャルディスタンスを保てる距離での作業等に就いていただき、その間に
ＰＣＲ検査を受けていただきます。陰性の場合は、通常業務となります。

ＰＣＲ検査費用：１回目 （全額法人負担）
２回目以降（半額法人負担 ※自己負担13,750円税込）

※井料クリニックで検査します。
※職員のみとなります。家族の検査希望については全額自己負担となります。



多目的施設の整備

現在、職員休憩室として使用している旧認知症対応型デイサービス陽だまり施設
を今後の使用用途として
①職員休憩施設
②新型コロナウイルス疑い利用者の隔離施設
③新型コロナウイルス疑い職員の隔離施設
④新型コロナウイルス利用者を対応した職員の宿泊施設
⑤災害（大雨・台風）時の職員宿泊施設
⑥地域の集会所など



ゾーニング計画＜井料デイサービスセンター＞



ゾーニング計画＜サービス付き高齢者向け住宅サンライズ吹上＞

ＷＣ

洗面

ＰＰＥ着る

ＰＰＥ脱ぐ

レッドゾーン：ウイルスがいる場所
イエローゾーン：中間
グリーンゾーン：ウイルスがいない場所

個室（トイレ有り）

＊入浴は控えて、清拭で対応する



ゾーニング計画＜小規模多機能ホーム陽だまり＞



ゾーニング計画＜グループホーム陽だまり日輪荘＞



ゾーニング計画＜グループホーム福寿荘＞



利用者が体調不良時の対応例

サンライズ吹上入居者 Ｍ・Ｋ様
10/11 夕食後 37.9℃

夜間 38.1℃
10/12 朝 37.6℃
風邪？脱水？インフルエンザ？もしかしてコロナ？
①院長報告→内服処方
②個室隔離後、ゾーニング
③部屋食（ディスポ食器・割り箸・スプーン）
④職員固定

通常の居室への出入り
濃厚接触を伴う
オムツ交換など

事務所に感染予防セット
を準備
・ガウン・マスク
・フェイスシールド
・ゴム手袋 ・消毒液
※在庫が減ったら補充を！

ＰＰＥ着る

ＰＰＥ脱ぐ

定期換気

レッドゾーン

イエローゾーン

グリーンゾーン



体調不良の利用者様を
車で送迎する場合

（例）デイサービス利用中にＹ・Ｋ様が発熱（37.3℃）。
静養室にて過ごして頂く。家族に連絡するが
迎えに来れない状況であり、やむを得ずデイサービス職員が
車でお送りする。

（対応例）マスク・フェイスシールドが可能であれば、
利用者様にお願いする。難しいようであれば、
車両後部にビニールカーテンを取り付け対応する。
（対応機種：ボクシー・ノア）

アームレストに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。

井料デイサービスに保管しています。



参考資料：

■社会福祉施設・事業所における新型インフルエンザ等発生時の業務継続ガイドライン

■東京都新型コロナウイルス感染症対策医療介護福祉サービス等連携連絡会

・新型コロナウイルス感染疑い発生時の対応フロー（入所系・通所系・訪問系）令和2年6月18日版
・新型コロナウイルス感染疑い発生時の対応チェックリスト（入所系・通所系・訪問系）令和2年6月18日版
・濃厚接触者又は濃厚接触が疑われる利用者・職員を特定 令和２年４月１０日版

■高齢者介護施設による感染対策マニュアル

■社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について

■霧島市 新型コロナウイルスを疑って電話相談する場合の目安


