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クラスターが発生し拡大した理由
会社（コールセンターや寮）

• 接待を伴う飲食店で感染した後に寮内の食堂を利用し
たことで感染が拡大した。

• 寮生が親密な関係にあり、部屋での長時間のパー
ティーや飲食が見られた。

• 寮同様に、労働者や学生が１部屋に多数居住するよう
な集団生活を送る状況で、１人が感染すると同部屋の
人に感染させ、そこから職場や学校に感染を拡大させ
るような事例がみられた。

• 従業員は食堂や休憩室を共用しており、ソーシャル
ディスタンスも換気も十分でない環境にあった

クラスターの分析に関するヒアリング調査等の結果と今後に向けた検討
令和2年10月23日 新型コロナウイルス感染症対策分科会事務局 から抜粋



コールセンターでの例
＜クラスターの概要＞

• 会議室サイズのコールセンターで、従業員が発熱後も
業務を継続し、異なるフロアに移動するなどして、ク
ラスターが発生した。従業員は食堂や休憩室を共用し
ており、ソーシャルディスタンスも換気も十分でない
環境にあった。

クラスターの分析に関するヒアリング調査等の結果と今後に向けた検討
令和2年10月23日 新型コロナウイルス感染症対策分科会事務局 から抜粋



＜クラスターの発生要因＞

• 一日中話し続ける業種であり、飛沫が飛びやすく、ヘッドセットを共有
するなど感染拡大しやすい状況であった。

• 不十分な換気が感染拡大につながったと考えられた。

• 職場間の交流が多く、初感染者の隣席の社員へ感染した後、フロアを超
えて交流があったため、各フロア、さらに家族にまで感染が広がった。

• 共用施設や喫煙室において、昼食休憩時に感染が拡大したと考えられた。

＜対策から得られた知見や教訓等＞

• 特定建築物の換気量の基準を満たしていない事例がみられた。

• 喫煙室での感染が盲点であった。

• 共用設備の清掃・消毒の徹底が必要と考えられた。

• 接客業ではなくても、感染リスクがあることを認識する必要があった。

クラスターの分析に関するヒアリング調査等の結果と今後に向けた検討
令和2年10月23日 新型コロナウイルス感染症対策分科会事務局

コールセンターでの例



• マスクの着用、手指衛生の徹底

• 十分な換気の実施

• 職員に濃厚接触者・陽性者が発生した場合に備えた

事業継続計画（BCP）の作成

• 体調不良者が休める環境をつくる

• 食堂・更衣室・喫煙所なでマスクを外しての会話を控え

工夫して使用する

（食堂の席を減らす、時間をずらす、ポスターの掲示）

• 共用スペースの物品を整理し、定期的な清掃・環境消毒を
実施する（手すり、ドアノブ、食堂のテーブルetc）

県内クラスター事例から
新型コロナウイルス感染症対策でのポイント
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厚生労働省：職場における新型コロナウイルス
感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
（一部抜粋）

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための基
本的な対策の実施状況を確認する目的

項目の中には、業種、業態、職種等によっては対応できない可能性
がある。すべての項目が「はい」にならないからといって、対策が
不十分ということではないが、可能な項目から工夫をしていく。

職場の実態を確認し、全員（事業者と労働者）がすぐにできること
を確実に実施することが大切。

大項目

１ 感染予防のための体制

２ 感染防止のための基本的な対策

３ 感染防止のための具体的な対策

４ 配慮が必要な労働者への対応等

５ 新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者（以下「陽性者等」）が出た場合等の対応



職場における新型コロナウイルス感染症への
感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧



業種別ガイドライン

新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の対
応について｜内閣官房新型コロナウイルス
感染症対策推進室 (corona.go.jp)

https://corona.go.jp/


内容

•クラスターとは何か？

•クラスターの原因は？

•どうやったら対処できるか？

•岡山県クラスター対策班の活動



岡山県クラスター対策班の概要
（OCIT：Okayama COVID-19 cluster Intervention Team）

医療機関や福祉施設においてクラスターが発生した場合に、

速やかに感染拡大防止対策を講じられるよう、

①感染症対策に係る専門家チーム

②クラスターの発生要因等について分析を行う疫学チーム

③現地でトリアージや無症状者・軽症者に対する医療の

提供等を行う現地医療提供チーム

④必要に応じ精神面の支援等を行う精神科医療チーム

を編成し、「岡山県クラスター対策班（OCIT）」を派遣す
る体制を整備している。

また、福祉施設や事業所などに対する感染予防対策への助

言等を行うため、県を通じて、保健所、各自治体等からの依

頼に応じ、事業所等への感染予防研修を実施している。

新型コロナウイルス感染症に関する外部専門家による対策班



岡山県クラスター対策班（OCIT）

クラスター発生

研修等の要望

派遣依頼

協議・派遣調整

感染管理医師 感染管理認定看護師 疫学 現地医療提供 精神科医療

選抜方法 個別依頼 個別依頼 岡山大学疫学・衛生

学分野、公衆衛生学

分野より

医療機関に、各職種

（医師、看護師、業務

調整担当）の派遣を

依頼

精神科医療機関に、

派遣を依頼

役割 施設感染対策、現地

医療提供時感染対策

研修の実施

施設感染対策、現地

医療提供時感染対策

研修の実施

県庁・保健所支援、

データの解析・解釈

研修の実施

現地でのトリアージ・

医療提供

現地医療提供チーム

に対する、精神科医

療および精神保健活

動支援

依頼方法 県庁・事務局より直接

依頼

県庁・事務局より直接

依頼

県庁・事務局より直接

依頼

感染状況・病床稼働

状況を勘案し、県庁・

事務局より各病院へ

依頼。各医療機関が

選抜。

発生状況、入院患者・

施設入所者の特性な

どに応じて保健所と

協議し依頼。医療機

関が選抜。

依頼保健所

各自治体

各団体

連携

岡山県 対策班事務局
（岡山大学疫学・衛生学）

連絡

感染管理

医師
感染管理

認定看護師
疫学 現地医療提供 精神科医療



岡山県クラスター対策班（OCIT）

クラスター発生

研修等の要望

派遣依頼

協議・派遣調整

感染管理医師 感染管理認定看護師 疫学 現地医療提供 精神科医療

選抜方法 個別依頼 個別依頼 岡山大学疫学・衛生

学分野、公衆衛生学

分野より

医療機関に、各職種

（医師、看護師、業務

調整担当）の派遣を

依頼

精神科医療機関に、

派遣を依頼

役割 施設感染対策、現地

医療提供時感染対策

研修の実施

施設感染対策、現地

医療提供時感染対策

研修の実施

県庁・保健所支援、

データの解析・解釈

研修の実施

現地でのトリアージ・

医療提供

現地医療提供チーム

に対する、精神科医

療および精神保健活

動支援

依頼方法 県庁・事務局より直接

依頼

県庁・事務局より直接

依頼

県庁・事務局より直接

依頼

感染状況・病床稼働

状況を勘案し、県庁・

事務局より各病院へ

依頼。各医療機関が

選抜。

発生状況、入院患者・

施設入所者の特性な

どに応じて保健所と

協議し依頼。医療機

関が選抜。

依頼保健所

各自治体

各団体

連携

岡山県 対策班事務局
（岡山大学疫学・衛生学）

連絡

感染管理

医師
感染管理

認定看護師
疫学 現地医療提供 精神科医療

主な活動①

クラスター発生時対応

保健所との協力が不可欠
保健所の平素からの活動
保健所からの依頼

保健所への支援を通じた現場対応



岡山県クラスター対策班（OCIT）

クラスター発生

研修等の要望

派遣依頼

協議・派遣調整

感染管理医師 感染管理認定看護師 疫学 現地医療提供 精神科医療

選抜方法 個別依頼 個別依頼 岡山大学疫学・衛生

学分野、公衆衛生学

分野より

医療機関に、各職種

（医師、看護師、業務

調整担当）の派遣を

依頼

精神科医療機関に、

派遣を依頼

役割 施設感染対策、現地

医療提供時感染対策

研修の実施

施設感染対策、現地

医療提供時感染対策

研修の実施

県庁・保健所支援、

データの解析・解釈

研修の実施

現地でのトリアージ・

医療提供

現地医療提供チーム

に対する、精神科医

療および精神保健活

動支援

依頼方法 県庁・事務局より直接

依頼

県庁・事務局より直接

依頼

県庁・事務局より直接

依頼

感染状況・病床稼働

状況を勘案し、県庁・

事務局より各病院へ

依頼。各医療機関が

選抜。

発生状況、入院患者・

施設入所者の特性な

どに応じて保健所と

協議し依頼。医療機

関が選抜。

依頼保健所

各自治体

各団体

連携

岡山県 対策班事務局
（岡山大学疫学・衛生学）

連絡

感染管理

医師
感染管理

認定看護師
疫学 現地医療提供 精神科医療

主な活動②

予防研修



岡山県クラスター対策班専門家による
新型コロナウイルス感染症関連動画
https://www.pref.okayama.jp/page/
694501.html



岡山市保健所・岡山市担当部局の
ご協力の下、

２施設での現地指導の
シーンとポイントを紹介



岡山県クラスター対策班(OCIT)について

https://www.pref.okayama.jp/page/7
02604.html


