
 

３長第 732号  

令和３年 12月 22日  
 
 
各高齢者施設管理者 様 

 
愛媛県保健福祉部長    
（ 公 印 省 略 ）    

 
 

高齢者施設における面会実施方法等について 
 
 

新型コロナウイルスの感染防止対策に日々御尽力いただき深く感謝申し上げます。 

この度、施設の感染対策の支援と利用者、家族のＱＯＬの向上を目的として、「愛媛

県高齢者施設面会モデル」を作成しましたので参考としていただくとともに、愛媛県

看護協会が開設した相談窓口等も活用いただき、各施設で実施する面会において感染

防止に万全の対策を講じていただきますようお願いします。 

 
 
 
 

 

 

【担当】 

愛媛県保健福祉部生きがい推進局 

長寿介護課介護事業者係 

 Tel：089-912-2432 



 

愛媛県高齢者施設面会モデル 
 

１ 面会室の準備時 
①換気ができる部屋（CO2センサーで見える化等） 

②一定の距離が確保できる席配置 

③アクリル板等の設置 

④必要最小限の面会人数の設定（部屋の広さ等も考慮） 

⑤愛媛県看護協会の相談窓口を活用 
 
   【相談窓口（愛媛県看護協会）】 

・面会を含む施設内での新型コロナウイルス感染症対策について 

https://www.nursing-ehime.or.jp/news/2021/12/post-114.html 

・相談時間：平日 9：00～16：00 

・相談方法：ＦＡＸ（０８９－９９６－８４２５）又は 

         メール（ehime@nurse-center.net） 

※受付後、感染管理認定看護師が相談対応 

 

２ 面会予約時 
①面会者の氏名、来訪日時、連絡先を記録 

②必要最小限の面会人数 

③面会できる条件を説明（詳細は３②参照） 

④面会後、２日以内に発症又は感染した場合に施設への連絡を依頼 

⑤ワクチン接種証明（２回目の接種後１４日以上経過）又は陰性証明 

（ＰＣＲ検査（検体採取日＋３日））を確認する旨伝達 

※新型コロナウイルス感染症検査無料化支援事業の活用を案内 
 

【新型コロナウイルス感染症検査無料化支援事業】 

県では、健康上の理由等により新型コロナワクチンを接種できない無症状の方 

   に対し、面会のため、施設側から検査を求められる場合に、無料で検査を受けら 

れる体制を整備しています。 

・県ホームページ：https://www.pref.ehime.jp/h25500/covid/muryokensa.html 

・問い合わせ先（コールセンター）：０８０－００８０－７８９３ 

 

３ 面会実施前 
 ①面会者の連絡先の把握 

②チェックシート等により面会者の健康状態、行動歴を確認 

・ワクチン接種証明（２回目の接種後１４日以上経過）又は陰性証明 

（ＰＣＲ検査（検体採取日＋３日））を確認できること 
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・体温を計測して発熱がないこと 

・のどの痛み、咳、倦怠感、下痢、嗅覚・味覚障害等の感染症が疑われる 

症状がないこと 

・濃厚接触者でないこと 

・同居家族に発熱等感染症が疑われる症状がないこと 

・過去２週間以内に感染者、感染の疑いがある者との接触がないこと 

・過去２週間以内に発熱等の感染症が疑われる症状がないこと 

・過去２週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされ 

ている国、地域等への渡航歴がないこと 

 ③入居者の健康状態の確認 

 ④面会前の手指消毒 
 

４ 面会実施時 
①マスク着用、面会前後の手指消毒 

②一定の距離の確保 

③換気の実施 

④飲食、大声での会話は控える 

⑤面会者の施設内のトイレの使用は必要最小限 
 

５ 面会実施後 
 ①面会後の手指消毒 

②面会後、２日以内に発症又は感染した場合に施設への連絡を依頼 

③面会後の面会室の机、椅子、ドアノブ等の清掃又は消毒 
 

【留意事項】 
①各施設における実施方針の策定 

 ・上記「面会モデル」や国の「基本的対処方針」を踏まえて、各施設の状

況に応じて検討すること 

②施設ごとに面会室の設置状況や面会に対応可能な職員数等の状況が異な

ることから、実施方針の策定にあたっては、愛媛県看護協会の相談窓口

を活用すること 

③入居者・家族への十分な説明 

・面会の実施方法については、入居者や家族等に対して丁寧に説明し、理

解を得られるように努めること 
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面会チェックシート（例） 

入居者氏名  

受付時間 令和  年  月  日  時  分 

退出時間 令和  年  月  日  時  分 

面会者の情報 

氏名  

住所  

電話番号  

体温      度 

ワクチン接種 

PCR検査 

いずれかの□にチェックしてください。 

□２回目のワクチン接種から 14日以上経過 

□陰性証明（PCR検査（検体採取日＋３日）） 

質問事項 回答 

① 感染症が疑われる症状（のどの痛み、咳、倦怠感、下痢、嗅

覚・味覚障害等）がありますか。 
はい いいえ 

② 濃厚接触者ですか。 はい いいえ 

③ 同居家族に発熱等感染症が疑われる症状はありますか。 はい いいえ 

④ 過去２週間以内に感染者、感染の疑いがある者との接触があ

りますか。 
はい いいえ 

⑤ 過去２週間以内に発熱等の感染症が疑わる症状はあります

か。 
はい いいえ 

⑥ 過去２週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を

必要とされている国、地域等への渡航歴はありますか。 
はい いいえ 

【依頼事項（施設担当者が実施後チェック）】 

□  連絡のお願いの書面（面会後一定期間（少なくとも２日）以内に発症又は 

感染した場合の施設への連絡依頼）を手交した。 
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⾼齢者施設における⾯会室の例

こまめに換気

⾯会ごとに消毒

アクリル板等の設置

事前予約及び適切な⾯会⼈数

CO2センサーを設置し
換気状況を⾒える化
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令和 3 年 12 月から、下記施設に対し新型コロナウイルス感

染症対策等に関する相談窓口を開設し、感染管理認定看護師が

相談対応を実施します。  

＜対象＞ 

 高齢者施設（介護・福祉施設等） 

 中小規模医療機関 

＜相談内容＞ 

 新型コロナウイルス感染症対策について 

 

 

 感染対策全般について 

＜連絡先＞ 

 

 

 

 

お気軽にご相談ください。 

新型コロナウイルス感染症対策に 

関する相談窓口の設置について 

感染対策に関する相談事業について 

公益社団法人 愛媛県看護協会（愛媛県ナースセンター） 

F A X ０８９－９９６－８４２５ 

E メール ehime@nurse-center.net 

相談時間 平日９：００～１６：００（土日・祝日は除く） 

相談方法 専用相談シートに相談内容を記載し FAXまたはメールにて送付 

（様式は愛媛県看護協会 HP よりダウンロード） 

https://www.nursing-ehime.or.jp/   

  

 感染症発生時

の対応は・・？ 

感染症が疑われる

時の対応は・・？ 

防護具の着用

基準は・・？ 



新型コロナウイルス感染症対策に関する相談シート 
公益社団法人愛媛県看護協会 

 

 愛媛県看護協会では、高齢者施設（介護・福祉施設等）、中小規模の医療機関等に対して、新型コロナウ

イルス感染症対策に関する相談窓口を開設し、感染管理認定看護師が相談対応を行っています。 

 

 

 

 

 

【相談流れ】 

  

 

【相談内容】 該当する番号に〇をつけて下さい 

１．感染症の基本的知識    ２．手指衛生    ３．個人防護具の着脱    ４．環境整備  

５．患者・入所者（利用者）の健康管理    ６．職員の健康管理    ７．感染対策マニュアル 

８．発生時の対応（ゾーニング）    ９．発生時の対応（面会制限・入館者管理）  

10．その他（                    ） 

相談日     年   月   日 施設名  

相談者         職種 電話番号  

FAX 番号  E メール  

相談内容を具体的に書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応         対応日：    年   月   日    対応者（          ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話 又は E メール 

FAX 又は E メール 

FAX：０８９－９９６－８４２５            （電話：０８９－９２４－０８４８） 

E メール：ehime@nurse-center.net 

相談方法 原則、FAX 又は E メールで相談を受け付けます。 

受付時間 平日９：００～１６：００ （土日・祝日は除く）  

  
相談者 受付:ナースセンター 対応:感染管理認定看護師 



新型コロナウイルス感染症検査無料化支援事業に係る無料検査実施場所一覧 （令和3年12月21日現在）

PCR 抗原

四国中央市 コスモス薬局 12/24
四国中央市
下柏町678-1

月～金　9:00～18:00
土　9:00～13:00
日・祝　休

〇 電話:0896-24-8292
FAX:0896-24-8293

四国中央市 コスモス薬局東店 12/24
四国中央市

金生町山田井
1224-2

月・火・木・金　9:00～18:00
水・土　9:00～13:00
日・祝　休

〇 電話:0896-22-3325
FAX:0896-22-3326

四国中央市 コスモス薬局山田井店 12/24
四国中央市

金生町山田井
乙17-4

月・火・木・金　9:00～18:30
水・土　9:00～13:00
日・祝　休

〇 電話:0896-56-8353
FAX:0896-56-8354

四国中央市 コスモス薬局川之江店 12/24
四国中央市
妻鳥町435-1

月～水・金　9:00～18:00
木・土　9:00～13:00
日・祝　休

〇 電話:0896-59-4580
FAX:0896-59-4581

四国中央市 コスモス薬局中央店 12/24
四国中央市
川之江町
2980-1

平日　9:00～18:00
土　9:00～13:00
日・祝　休

〇 電話:0896-59-6800
FAX:0896-59-6801

四国中央市 ウエルシア薬局四国中央中曽根店 12/24
四国中央市
中曽根町字
生吉1676番

平日　9:00～18:00
土　9:00～13:00
日・祝　休

〇 電話:0896-22-3144
FAX:0896-22-3145

新居浜市
（公財）愛媛県総合保健協会
東予支所

12/23
新居浜市

田の上1-1-3
平日　9:00～14:00
土日・祝　9:00～11:00 〇 〇 電話予約可能

080-8096-2680

新居浜市 コスモス薬局駅前店 12/24
新居浜市

坂井町1-7-1

月～水・金　9:00～18:00
木・土　9:00～13:00
日・祝　休

〇 電話:0897-65-4470
FAX:0897-65-4471

新居浜市 アップル薬局 12/24
新居浜市

坂井町3-6-28

月～水・金　9:00～18:00
木　9:00～12:00
土　9:00～13:00
日・祝　休

〇 電話:0897-31-6720
FAX:0897-31-6721

新居浜市 そよかぜ薬局 12/24

新居浜市
中萩町1-40
生活協同組合
ｺｰﾌﾟえひめ
ｺｰﾌﾟ中萩内

月～水・金　9:00～18:00
木・土　9:00～12:30
日・祝　休

〇 電話:0897-66-2228
FAX:0897-66-2229

新居浜市 あおぞら薬局 12/24
新居浜市

南小松原町
13-35

平日　8:30～18:00
土　9:00～13:00
日・祝　休

〇 電話:0897-31-3900
FAX:0897-31-3901

今治市
(一社）今治薬剤師会
今治センター薬局

12/22
今治市
別宮町
7-403-3

火・水・金　9:00～12:00
月・木・土日・祝　休

〇 電話予約可能
0898-35-3241

松山市
(一社）松山薬剤師会
松山会営薬局

12/21
松山市
藤原町
2-4-5

平日　9:00～12:00
土日・祝　休

〇 電話予約可能
089-931-1199

松山市
合同会社Setolabo
愛媛県PCR検査センター

12/21

松山市
宮田町9-3
ﾌﾟﾘﾏｸﾗｯｾ

2F

平日　8:30～17:00
土日・祝　8:30～17:00
　※年末年始も実施（12/25のみ休）

〇 〇

専用HPからの予約
https://setolabo.jp/ehimepcr

又は電話予約可能
080-6325-0959

松山市
（公財）愛媛県総合保健協会
本部

12/23
松山市

味酒町1-10-5
平日　9:00～17:00
土日・祝　9:00～11:00 〇 〇

電話予約可能
080-2379-1149
080-1375-5846
090-5581-4645

松山市
(株)YOUKOU
湊町衛生検査センター

12/24

松山市
湊町3-1-9

ﾏﾂｹﾞｷｱﾄﾘｳﾑ
1-D

平日　9:00～18:00
土日・祝　休　※電話予約可 〇

専用HPからの予約
https://minatomachi-hic.jp/

又は電話予約可能
電話:089-915-7110

松山市 ウエルシア薬局松山東垣生店 12/24
松山市

東垣生町
358-1

平日　10:00～14:00、15:00～19:00
土日・祝　休

〇 電話:089-971-5621
FAX:089-971-5622

宇和島市
（公財）愛媛県総合保健協会
南予支所

12/23
宇和島市

朝日町3-5-9
平日　9:00～14:00
土日・祝　9:00～11:00 〇 〇 電話予約可能

080-8479-9647

会社名 検査開始時期 場所 営業時間等市町 備考
検査方法



関連リンク 

 

【厚生労働省関係】 

○社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について 

https://www.mhlw.go.jp/content/000860991.pdf 

 

○医療施設等における感染拡大防止に留意した面会の事例について 

https://www.mhlw.go.jp/content/000858255.pdf 

 

〇新型コロナウイルス感染症について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

 

〇「介護現場における感染対策の手引き（第２版）」 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000814179.pdf 

 

○「高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版」 

https://www.mhlw.go.jp/content/000500646.pdf 

 

〇「新型コロナウイルス感染者発生時の業務継続ガイドライン」 

https://www.mhlw.go.jp/content/000749533.pdf 

 

【愛媛県関係】 

○介護サービス事業者及びサービス利用者の方へ 

https://www.pref.ehime.jp/h20400/kaigohoken/jigyou/index.html 

 

〇自主検査補助関係 

https://www.pref.ehime.jp/h20400/kennsahiyouhozyokinn.html 

 

〇新型コロナウイルス感染症検査無料化支援事業 

 https://www.pref.ehime.jp/h25500/covid/muryokensa.html 

 

【愛媛県看護協会関係】 

〇相談窓口 

https://www.nursing-ehime.or.jp/news/2021/12/post-114.html 
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