
スミリンフィルケア株式会社

ステップ      ０ ステップ      １ ステップ       ２ ステップ        ３

陽性反応者を施設で介護
保健所が濃厚接触者と判断した利用者を介護

ステップ0の対応が終了した後、2週間以内の状況
下の介護

ステップ1の対応が終了した後の疑われる症状の人
がいない状況下の介護

ステップ1に移行後4週間経過後での疑われる症状
の人がいない状況下の介護

マスク・検温・手洗い・うが
い・消毒

全項目厳守 全項目厳守 全項目厳守 全項目厳守

換気
30分に一回以上、数分間程度、窓を全開する
（施設内全て）

1時間に一回以上、数分間程度、窓を全開す
る（施設内全て）

１、２時間ごとに５～10分間行う（施設内全
て）

１、２時間ごとに５～10分間行う（施設内全
て）

清掃
居室対応該当者の居室内の清掃は介護職員
が行う

通常対応 通常対応 通常対応

消毒

居室対応該当者の居室内の消毒はサービス提
供時に実施
接触頻度が高い箇所（手摺、ドアノブ、窓枠、
鍵、タブレット、洗面台および便座など）を職員
が1日3回実施

接触頻度が高い箇所（手摺、ドアノブ、窓枠、
鍵、タブレット、洗面台および便座など）を職員
が1日3回実施

接触頻度が高い箇所（手摺、ドアノブ、窓枠、
鍵、タブレット、洗面台および便座など）を職員
が1日3回実施

接触頻度が高い箇所（手摺、ドアノブ、窓枠、
鍵、タブレット、洗面台および便座など）を職員
が1日2回実施

洗濯
居室内でビニール袋に入れて密閉し、洗濯室
でハイターに浸漬後、個別に洗濯

居室内でビニール袋に入れて密閉し、洗濯室
でハイターに浸漬後、一括で洗濯

通常洗濯（これまで通り） 通常洗濯（これまで通り）

食事
当該フロアーは全員使い捨て容器使用（給食
業者からはエレベーター前で受け取り）

当該フロアーは全員使い捨て容器使用（給食
業者からはエレベーター前で受け取り）

通常対応（これまで通り） 通常対応（これまで通り）

運営懇談会 資料を送付して開催なし 資料を送付して開催なし 資料を送付して開催なし
開催に関しては対策本部にてホームごとに判
断

外出（自立度が高い） 全フロアー外出禁止 全フロアー外出禁止
3密対策・検温・手洗い・うがい・マスク・消毒
励行を確認の上、個別対応

3密対策・検温・手洗い・うがい・マスク・消毒
励行を確認の上、個別対応

外出（要介護者） 全フロアー外出禁止 全フロアー外出禁止 全フロアー外出禁止
原則、外出禁止とするが家族対応での外出申
出があれば、3密対策・検温・手洗い・うがい・
マスク・消毒励行を確認の上、個別対応

外泊 全利用者禁止 全利用者禁止
原則、全利用者禁止とするが事情考慮の上、
個別対応

原則、全利用者禁止とするが事情考慮の上、
個別対応

アクティビティ・サークル活動 全活動禁止 全活動禁止
3密対策・検温・マスク・手洗い・うがい・消毒・
換気励行を確認し人数制限の上、実施

3密対策・検温・マスク・手洗い・うがい・消毒・
換気励行を確認の上、実施

外部講師等の活動 中止 中止 中止
非接触・3密対策・検温・マスク・手洗い・うが
い・消毒・換気励行を確認の上、実施

カラオケ利用 禁止 禁止 禁止
原則禁止
ただし、3密対策・検温・マスク・手洗い・うが
い・消毒・換気励行を確認の上、実施

体操 禁止 禁止
非接触・3密対策・マスク・手洗い・うがい・消
毒・換気励行を確認の上、実施

3密対策・マスク・手洗い・うがい・消毒・換気
励行を確認の上、実施

入浴 入浴中止（清拭対応） 当該フロアーは入浴中止（清拭対応） 通常対応（これまで通り） 通常対応（これまで通り）

職員 健康チェック体制
出勤前検温厳守、出勤時検温・手洗い・うが
い・消毒厳守、状況確認シートの提出

出勤前検温厳守、出勤時検温・手洗い・うが
い・消毒厳守、状況確認シートの提出

出勤前検温厳守、出勤時検温・手洗い・うが
い・消毒厳守、状況確認シートの提出

出勤前検温厳守、出勤時検温・手洗い・うが
い・消毒厳守、状況確認シートの提出

来訪（面会） 全フロアー面会禁止 全フロアー面会禁止
原則、面会禁止とするがオンライン面会のみ実
施

面会場所の指定・検温・マスク・手洗い・うが
い・消毒励行確認の上、個別対応（ＷＥＢ面会
及び来館による面会とも予約制）

面会時間 × × × 15分以内／回（月２回目で）

面会人数 × × × 2人まで

面会場所 × × ×
1階共用部で面会場所を特定（1回ごとに消
毒・換気実施）

ゲストルーム宿泊 × × × ×

共用部利用 × × × ×

ターミナルケア時
ターミナルケアに関しては、検温・手洗い・うが
い・マスク・消毒励行を確認の上、ガウンテク
ニックによる少人数・個別対応

当該フロアー以外のターミナルケアに関して
は、検温・手洗い・うがい・マスク・消毒励行を
確認の上、少人数・個別対応

ターミナルケアに関しては、検温・手洗い・うが
い・マスク・消毒励行を確認の上、少人数・個
別対応

ターミナルケアに関しては、検温・手洗い・うが
い・マスク・消毒励行を確認の上、少人数・個
別対応

講師等 イベント・サークル活動 中止 中止
検温・マスク・手洗い・うがい・消毒して無観客
方式等で実施（月1回程度）

非接触・3密対策・検温・マスク・手洗い・うが
い・消毒励行を確認の上、実施

中止 中止 中止
非接触・3密対策・検温・マスク・手洗い・うが
い・消毒励行を確認の上、実施

禁止 禁止 自粛要請
非接触・3密対策・検温・マスク・手洗い・うが
い・消毒励行を確認の上、実施

禁止 禁止 自粛要請
非接触・3密対策・検温・マスク・手洗い・うが
い・消毒励行を確認の上、実施

禁止 禁止
非接触・3密対策・検温・マスク・手洗い・うが
い・消毒励行を確認の上、受入れ

非接触・3密対策・検温・マスク・手洗い・うが
い・消毒励行を確認の上、受入れ

受入れ 受入れ 受入れ 受入れ

代理受領するも保管 当該フロアー以外は代理受領 代理受領 代理受領

全フロアー来訪禁止 全フロアー来訪禁止 自粛要請
非接触・3密対策・検温・マスク・手洗い・うが
い・消毒励行を確認の上、受入れ

セミナー・見学会 中止 中止 中止 中止

訪問営業
（居宅介護支援事業所・
病院等）

自粛 自粛

感染防止対策を講じた営業に徹していることを
見える化した上で、受入拒否をしていない施設
であることを説明する程度（訪問頻度やダブり
訪問に注意）

感染防止対策を講じた営業に徹していることを
見える化した上で、これまでと同様のスタイルで
営業（除菌ティッシュ等の販促物）

体験入居 × 〇 〇 〇

健康診断（入居申込時） × 求める 求める 求める

入居プロセス 入居受入不可 健康診断書における感染症欄の記入は必須 健康診断書における感染症欄の記入は必須 健康診断書における感染症欄の記入は必須

紹介会社の出入り 中止
電話・メールによる問い合わせと紹介
紹介会社の担当者は入館禁止

電話・メールによる問い合わせと紹介
紹介会社の担当者は入館禁止

通常対応（これまで通り）

運営基準（新常態）項目及び制限解除に向けたロードマップ
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新聞・牛乳・宅配便・生協

その他サービス系来訪者

※ワクチン開発及び治療薬が確立されていないことを前提とする
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外部介護サービス事業所への利用

外部介護サービス事業所の受入れ


