
新型コロナウイルス感染症に係る対応 
１ 職場の感染症対策 
(1) 職員の健康管理 

ア 体温測定・体調不良時の出勤の自粛、療養、受診 
イ 手洗い、手指消毒、マスクの着用、体温測定、黙食 
ウ 三密の回避、多数での会食の回避、行動履歴の記録 

 (2) 来庁者対策 

・令和２年４月に、来庁者の事務室への出入りを禁止し、別室（相談室等）での対応

とした。 
・さらに、受付、相談室（４カ所）、事務室出入口（２カ所）及び給湯室出入口に消毒

用アルコールスプレーを設置し、職員及び来庁者の手指消毒を勧奨した。 
２ 所内体制 

○ コロナ対策班の設置 
＜筑西保健所新型コロナウイルス感染症対策班（令和３年４月 1日～）＞ 

班 名 班 員 役   割 

対策班長 所長  
総括班 副参事兼次長兼総務課長  

次長兼衛生課長 
全体の調整、県庁との調整 
保健所対策会議の運営 

医療調整班 地域保健推進室長 
室員 

医療体制の調整、関係機関との連絡調整 
管内対策会議の運営 

発熱相談センター

班 
保健指導課長 
職員全員 

相談対応、保健師につなぐ相談の振り分け 
専門的判断の必要な相談対応 

疫学調査班 保健指導課長 
職員全員 

受診調整、患者調査、積極的疫学調査 

感染症法の事務 保健指導課長 
健康増進課、地域保健

推進室、保健指導課 

健康増進課：入院勧告・解除 
地域保健推進室：上記の内容確認（ダブルチ

ェック） 
保健指導課：費用認定 

情報集約・連絡班 健康増進課長 
課員 

市町との連絡調整、感染症情報発信、統計資

料作成 
防疫班 次長兼衛生課長 

課員 
医療資器材の調整、消毒の対応 

患者移送班 監視指導課長 
全職員 

患者の移送（調整・訓練を含む） 



ワクチン班 健康増進課長 
市民：健康増進課員 
医療従事者：地域 

保健推進室 
 薬剤：衛生課 

市民：市町との連絡調整 
医療従事者：医療機関の調整、 

医師会との相談 
 薬剤：薬剤に関すること、薬剤管理 

 
〇BCP に基づく業務内容の見直し 

＜総務課：地域保健推進室＞ 
・医療法に基づく立入検査（一般診療所、歯科診療所、病院）の縮小 
・介護保険法に基づく介護保険施設等の実地指導の中止 
・学生実習（医学生・看護学生）の縮小 
・地域医療構想調整会議及び筑西・下妻保健医療福祉協議会の書面開催。 
＜衛生課＞ 
・食品営業許可更新手続きの一部を屋外（申請者は自家用車内で対応）で実施し、密集等

を回避した。 
・麻薬免許継続申請の受付日を分散し、密集等を回避した。 
・薬事に係る申請及び届出の一部を郵送対応とした。 
・夏期及び年末一斉取り締まりに係る巡回指導を中止した。 
・認定小規模食鳥処理場の監視指導を中止した。 
・簡易水道・小規模水道の監視指導を中止した。 
・理容所・美容所の監視指導の一部を中止した。 
・給食施設衛生管理検証事業を中止した。 
・食品衛生責任者実務者講習会を中止した。 
・食品衛生フェアを中止した。 
・６２６ヤング街頭キャンペーンを中止した。 
・薬と健康の週間に係るイベントを中止した。 
＜監視指導課＞ 
・食品衛生法関係施設及び県食品衛生条例関係施設の監視指導を一部中止した。 
・届出営業関係、給食施設の監視指導を一部中止した。 
・食品の収去を一部中止した。 
・リスクコミュニケーションを中止した。 
・毒物及び劇物取締法基づく監視指導を一部中止した。 
＜保健指導課＞ 
・HIV 検査・肝炎検査、個別の相談事業については、発生状況に合わせて中止とした。 
・研修会・会議等については、オンライン開催を導入した。 
 



＜健康増進課＞ 
・受動喫煙防止対策のための広報・指導を中止した。 
・指定難病受給者証の更新期限を１年間延長した。 
・食生活改善のための研修・会議指導・実習を中止した。 
 
３ 実績 
(1) ＰＣＲ検査 

ア 検査件数 

 
イ ゲノム解析 

  4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

依頼数 7 39 90 63 473 20 39 44 40 196 61 11 95 

N501Y

変異株 
7 28 53           

L452R

変異株 
   33 377 17 38 44 37 16    

オミクロ

ン株 
         43 37 5  

 

(2) 陽性者数 

  4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

陽性者

数 
138 143 86 165 823 400 7 8 11 1707 3504 2489 9481 

 



(3) 患者搬送件数 

   感染対策が講じられた専用車両を用いて以下について実施した。 

  ア PCR 検査の結果、COVID19（+）となった者が医療機関においてメディカルチェッ

クを受けるため。 

  イ 濃厚接触者等が医療機関にて PCR 検査を受けるため。 

  ウ COVID19 の患者を医療機関や宿泊療養施設に移送するため。 

実績：１０件 

 

(4) クラスター件数 

ア クラスター現地指導 
 高齢者

施設 

障害者

施設 

医療機

関 

児童養

護施設 

保育所

等 

小中高

校 
事業所 合計 

件数 35 7 7 1 5 1 1 57 

 
イ 集団検査 

 
高齢者施設 

障害者 

施設 

保育所

等 

小中高

校 
事業所 合計 

施設数 19 4 4 2 1 30 

検査数 750 337 166 207 111 1571 

 
(5) 環境消毒等の指導件数 

令和２年３月に、「食品取扱施設において新型コロナウイルス（COVID-19）感染

者が判明した場合の消毒等の方法について」を策定し、患者発生施設（食品非取扱

施設も含む）の環境消毒等の指導を行った。 
現地調査：４件 

 
(6)  クラスター関連施設の監視指導及び検体採取補助件数 

    クラスターが発生した施設に対し監視指導及び集団検査の検体採取補助業務を行

った。 
〇 件数：１９件 

 
４ 職員研修 
  患者発生に備え、個人防護具の着脱訓練・患者搬送訓練を全職員対象に実施した。 
  同内容で 2 日間実施し、（1）～（3）をすべての職員が受講できるように調整した。 
  
 



実施日 研 修 内 容 

R３年４月７日（水） 

R3 年４月８日（木） 

（１）感染症の基本（講義） 

（２）防護具の着脱訓練 

（３）患者移送訓練 

 
５ 高齢者福祉施設・医療機関等への感染症対策研修等 

 

 
 
 
 

研修会名 開催日時 対象機関等 協議（研修）内容

通所型介護サー
ビス事業所

①R３年４月15日（木）
②R３年４月16日（金）
③R３年４月19日（月）

④R３年４月21日（水）

13:30～15:30

筑西合同庁舎　1階大
会議室

【参加者合計：８３名】
（出席率69.7%　対象機関数：119事業所）
①結城市・八千代町　（２０名）
②下妻市・筑西市一部　(２１名)
③桜川市・筑西市一部　(２４名)
④筑西市　(１８名)

（１）新型コロナウイルス感染症対策　　（保健指導課）
（２）施設における感染症対策【標準予防策】について（下記
ICN）
（３）・ＰＰＥの着脱訓練について（下記ICN）
①結城市・八千代町　（協和中央病院　森田和明ＩＣＮ）
②下妻市・筑西市一部　(西部メディカルセンター海老澤裕美ICN)
③桜川市・筑西市一部　(西部メディカルセンター海老澤裕美ICN)
④筑西市　(協和中央病院　森田和明ＩＣＮ)

新型コロナウイ
ルス感染症対策
研修会（意見交
換を含む）

R３年６月17日（木）
19:00～20:45
筑西保健所２階会議
室
オンライン研修会

【参加者合計：７７名】
・６７名（医師４９名、その他医療従事者、
介護老人保健施設職員、市町村職員）筑波大
学医学生　４人　筑西保健所長他５人

・退院基準を満たした方の後方転院及び一般診療に関する意見交換
　講師：筑波大学医学医療系感染症内科学教授　鈴木広道先生
・自宅療養者の健康管理に係る診療体制について
・新型コロナウイルスワクチン接種に関する意見交換

新型コロナウイ
ルス感染症研修
会（特別養護老
人ホーム）

①R３年10月15日
（金）
②R３年10月20日
（水）
14:00～16:30
筑西県県西生涯学習
センター　中講座室

【参加者合計：４０名】
　（出席：18施設　率75%　対象機関数：24
事業所）
①施設17名、講師・事務局5名　（２２名）
②施設11名、講師・事務局5名、つくばHC2
名（１８名）

（１）新型コロナウイルス感染症対策　　（保健指導課）
（２）施設における感染症対策【標準予防策】について
（３）・ＰＰＥの着脱訓練について
　助言者：獨協医科大学地域共創看護教育センター
　　　　　　　　　感染管理認定看護師　仙田　順子氏
　

福祉施設クラス
ター発生時の派
遣応援職員感染
症対策研修会

①R４年１月１４日
（金）
13:300～15:30
筑西県県西生涯学習
センター　中講座室

【参加者合計：４名】
　（出席：4施設） スタッフ　５名（講師、
モレーン業者３名、筑西保健所２名）

（１）新型コロナウイルス感染症対策（地域保健推進室）
（２）施設における感染症対策について
（３）・ＰＰＥの着脱訓練・Ｎ９５フィットテストについ
て
　助言者：獨協医科大学地域共創看護教育センター
　　　　　　　感染管理認定看護師　仙田　順子氏
　

介護老人保健施
設ネットワーク

①R３年７月２０日
（火）

②R３年1２月２日（木）

14:00～15:30

筑西保健所

【参加者合計：５０名】
①１０施設/１３施設　２０名　講師・事務
局３名
②１０施設/１３施設　２３名　講師・事務
局４名

（１）筑西保健所の新型コロナウイルス感染症につい
て
（２）意見交換会
　　助言者：医療法人恒貴会　協和中央病院
　　　　　　　　感染制御実践看護師　森田　和明氏



６ 関係機関との連絡会議 （地域医療構想調整会議のワーキング会議を含む） 

 

会議名 開催日時 対象機関等 協議（研修）内容

第１回新型コロナ
ウイルス感染症対
策連絡会

R３年８月４日（木）
12:30～14:00
筑西保健所２階会議室
オンライン会議

【参加者合計：５７名】
・５８名（医療従事者等３７名、消防本部４名、市
町村職員12名）　筑西保健所長他５人

(1)新型コロナウイルス感染症に関する現在の状況について（保健所）
(2)新型コロナウイルス感染症に関する今後の対応について
　①メディカルチェックについて
　②新たな宿泊療養施設について
　③自宅療養者を行う患者の健康フォローアップについて

第２回新型コロナ
ウイルス感染症対
策連絡会議（５病
院部会）

R３年８月11日（水）
12:30～13:30
筑西保健所２階会議室
オンライン会議

【参加者合計：３０名前後】
・5病院（茨城県西部メディカルセンター、協和中央
病院、結城病院、城西病院、さくらがわ地域医療セ
ンター）各施設5名）　筑西保健所長他５人

(1)お盆休み期間中（8月13日～8月16日）の医療機関の診療体制について
(2)意見交換

第３回新型コロナ
ウイルス感染症対
策連絡会

R３年９月22日（木）
19:00～20:45
筑西保健所２階会議室
オンライン研修会

【参加者合計：３５名】
・8病院（茨城県西部メディカルセンター、協和中央
病院、結城病院、城西病院、さくらがわ地域医療セ
ンター,平間病院、大圃病院、八千代病院）　筑西保
健所長他５人

(1)新型コロナウイルス感染症に関する現在の状況について（保健所）
(2)新型コロナウイルス感染症ににおける抗体カクテル療法について
　　講師：筑波大学医学医療系感染症内科学　教授　鈴木広道先生
(3)抗体カクテル療法の実施状況について
(4)質疑応答及び意見交換

第４回新型コロナ
ウイルス感染症対
策連絡会

R３年12月1日（水）
12:45～14:15
筑西保健所２階会議室
オンライン会議

【参加者合計：７９名前後】
・管内全ての病院（14ケ所）、２医師会、２
消防本部、　筑西保健所長他５人

(1)筑西保健所のCOVIT19対策における第５波の検証と第６波
の準備について（筑西保健所）
(2)第５波の検証と第６波の準備について
(3オミクロン株の感染状況について
講師：筑波大学医学医療系感染症内科学教授　鈴木広道先生
(4)意見交換

第５回新型コロナ
ウイルス感染症対
策

R３年12月28日（火）
12:45～14:00
筑西保健所２階会議室
オンライン会議

【参加者合計：６０名前後】
・管内全ての病院（14ケ所）、２医師会、２
消防本部、　筑西保健所長他５人

(1)新型コロナウイルス感染症に関する状況について
(2)筑西保健所管内における年末・年始の医療提供体制ついて
(3オミクロン株の感染流行に備えた検査・保健・医療提供体制
の点検・強化の考え方について
(4)意見交換

第６回新型コロナ
ウイルス感染症対
策

R４年1月12日（水）
12:45～
筑西保健所２階会議室
オンライン会議

【参加者合計：８０名前後】
・管内全ての病院（14ケ所）、２医師会、２
消防本部、　筑西保健所長他５人

（１）意見交換
講師：筑波大学医学医療系感染症内科学教授　鈴木広道先生
（２）新型コロナウイルス感染症に関する状況について

第７回新型コロナ
ウイルス感染症対
策

R4年1月14日（金）
19:30～21:00
筑西保健所２階会議室
オンライン会議

【参加者合計：１１０名前後】
・管内全ての病院（14ケ所）、２医師会、２
消防本部、　管内診療検査医療機関（３０ケ
所/７０ケ所）、筑西保健所長他５人

（１）新型コロナウイルス感染症に関する状況について
（２）講話「オミクロン株への対応について」
講師：筑波大学医学医療系感染症内科学教授　鈴木広道先生
（３）意見交換

第８回新型コロナ
ウイルス感染症対
策

R４年１月２０日（木）
19:30～21:00
筑西保健所２階会議室
オンライン会議

【参加者合計：１１０名前後】
・管内全ての病院（14ケ所）、２医師会、２
消防本部、　管内診療検査医療機関（３０ケ
所/７０ケ所）、筑西保健所長他５人

（１）新型コロナウイルス感染症に関する状況について意見交
換
（２）意見交換
講師：筑波大学医学医療系感染症内科学教授　鈴木広道先生

第９回新型コロナ
ウイルス感染症対
策

R4年2月1日（火）
19:00～21:00
筑西保健所２階会議室
オンライン会議

【参加者合計：１１０名前後】
・管内全ての病院（14ケ所）、２医師会、２
消防本部、　管内診療検査医療機関（３０ケ
所/７０ケ所）、筑西保健所長他５人

（１）新型コロナウイルス感染症に関する状況について意見交
換
（２）意見交換
講師：筑波大学医学医療系感染症内科学教授　鈴木広道先生



７ 入院協力医療機関との患者搬送シュミレーション研修 
開催日時 対象機関等 内容 

令和３年５月２６日（水） 城西病院 参加者１５名 ・新型コロナウイルス感染症患者

の入院受入れ病院と保健所の移

送訓練 
・入院受入れ病院でのレントゲン

や CT 検査・診療等の導線確認 
 
８ 情報提供（感染症メールに関する内容） 

毎週金曜日に管内関係機関へ新型コロナウイルス感染症やその他の感染症について、

メールで情報発信をした。 
 

９ 市町村等への支援  

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種に関する会議への出席 

期 日 市町村等 会議名 
R3.4.8(木) 真壁医師会 

（筑西市） 
新型コロナウイルスワクチン体制会議 

R3.5.7(金) 真壁医師会 
（筑西市） 

新型コロナワクチン体制会議 

 
１０ 東京オリンピック・パラリンピックに係る対応 
(1)管内市との会議 

開催日時 参加機関等 協議内容 
R3.2.9(火) 
13:30~14:20 
 
 
 
 
（参考） 

【参加者計 14 名】 
・茨城県オリンピック・パラ

リンピック課 
・結城市教育委員会 
・下妻市役所 
・桜川市役所 
・茨城県筑西保健所 

(1)受け入れ予定の事前キャンプ内容 
(2)「事前キャンプ受入時感染症対策方

針」の概要 
(3)陽性者発生時フローの検討 

R3.6.21(月) 
11:00~12:20 

【参加者計 10 名】 
・結城市教育委員会 
・下妻市役所 
・茨城県筑西保健所 

(1)事前キャンプ受け入れに際する感

染症対策の確認 
(2)意見交換 

 
 



(2) 事前キャンプ関連施設の現地確認・指導 

実施日時 訪問市 確認場所 
R3.6.28(月) 
9:30~13:30 

下妻市 (1)宿泊・食事提供施設 
(2)市内運動公園 
(3)市内体育館 

R3.7.1(木) 
13:30~16:30 

結城市 (1)宿泊施設 
(2)食事提供場所 
(3)市内体育館 
(4)陽性者発生時隔離予定施設 

 
(3)新型コロナウイルス感染症対応訓練 

開催日時 参加機関等 研修内容 
R3.6.29(火) 
13:30~16:00 

【参加者計 10 名】 
・結城市教育委員会 
・下妻市役所 

(1)感染症対策の基本 
(2)個人防護衣の着脱方法 
(3)唾液検体採取時の注意事項 
(4)患者搬送時の注意事項 
(5)質疑応答・補足 

 


