
 

分科会２ 

テーマ グループホーム従事者のメンタルケア WITH コロナ 

【分科会概要】 

新型コロナウイルス感染症の対応をしながら仕事に従事していく上で、自分自身のメンタルケアも

大切です。断続的にストレスが継続するなかでのメンタルケアと、感染者発生後の強いストレスが

さらに継続した状態でのメンタルケアをどのようにしていくべきなのか考える機会とします。 

【登壇者紹介】 

佐多 範洋氏 ここからクリニック 院長 

 

東大医学部卒業、元東大医学部精神神経科助教。 

千葉県旭市のロザリオの聖母会海上寮療養所の医局長として１４年間精神科医療に取り組んだのち、 

２０２０年６月に同市で「ここからクリニック」を開業。 

精神保健指定医、精神科専門医・専門医指導医。 

クリニックのサイトでは Youtube動画も配信中！ 

https://cocokara.clinic/ 

 

横谷 聡一氏 仙台市グループホーム連絡会 事務局長 

平成 7年東北福祉大学卒業後、精神障害のある方々の支援に従事。仙台市グループホーム連絡会事務局

長。宮城県仙台市で主に精神の方を対象とした事業（グループホーム、就労支援事業、生活介護事業）

を運営する社会福祉法人みんなの広場の理事長を務める。東日本大震災の際はグループホームの横のつ

ながりが必要急務となり、市内グループホームの支援者、日本グループホーム学会との連携の中で災害

対応を行う。熊本地震の際、日本グループホーム学会の運営委員として現地に入り、熊本のグループホ

ーム支援者を対象とした研修企画を行う。現在、日本グループホーム学会副代表、東北福祉大学非常勤

講師を務める。社会福祉法人 みんなの広場ホームページは下記のサイトからご確認ください。 

https://hiroba2002.jimdofree.com 

コーディネーター 

金沢 千絵氏 長生・夷隅圏域障害者グループホーム等支援ワーカー  

 

大阪生まれの京都育ち。京都の短大で学んで栄養士で３年勤務し結婚退職。子育て時期は専業主婦だっ

たが徐々に社会復帰し、高齢者福祉の現場に 15年勤務する。高齢者の方々と接している時間は教えても

らう事が多くて貴重な時間でしたが、知的障害を持って生まれた人達の出会いがあり、障害福祉の世界

に飛び込み５年が経ちました。 

https://cocokara.clinic/


コロナを乗り切る、３つの秘訣

令和２年度 第１２回千葉県障害者グループホーム大会

第２分科会「グループホーム従事者のメンタルケアwithコロナ」

ここからクリニック 院長 佐多範洋

～感染を防ぎ、クラスターを乗り切るために～



おことわり

• この分科会で話す内容は、県の見解を説明
するものではなく、演者個人の見解が含まれ
ています。

• この発表において、特定の企業との営利関
係はありません。



コロナ(covid-19)ってなんだ？！
• 竹（イネ科）は、イヌでもイネでもない。

• コロナウイルスは「カゼ」のウイルス

・対策は「マスク」と「アルコール」と「密回避」

コロナウイルス（３DCG模型）
出典：写真AC http://www.photo-ac.com/

太陽のコロナ 出典：JAXA
https://www.isas.jaxa.jp/j/forefront/2005/shimizu/index.shtml

❝

❞

http://www.photo-ac.com/
https://www.isas.jaxa.jp/j/forefront/2005/shimizu/index.shtml


正しくつければマスクは最強！

• 鼻と口を守れば、９９．９９％感染しない！

• 人は結構、無意識に顔を触っている。

→マスクをつける前、外したあとに手指消毒を

• 不織布マスクを使おう（繊維の編み方が不規
則なので、ウイルスが通過しにくい）



密の回避と、アルコール消毒

• 食事時間をずらしたり、お互いの間隔を開け
る。パーティションも有効。

• 食堂・トイレ・脱衣室・玄関にアルコールを

• 怖いのは人々の心理



施設クラスターで起こったこと

• 特別養護老人ホームの事例

入所者を介護するスタッフ不足

• 感染施設への誹謗中傷

• 説明しようとしても、非難される。

• 同業者からも冷たい目で見られる。



GHで感染者が出て起きること

• 命の危険：重症化して亡くなる人も

• 世話人が長期間、家に帰れない

• 同居者も長期間、外出できない

• 風評被害（外野だけでなく、身内からも）

ストレス



支え合う取り組み①

出典：静岡新聞アットエス
https://www.at-s.com/news/article/health/shizuoka/837138.html
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支え合う取り組み②

出典：デーリー東北DIGITAL
https://www.daily-tohoku.news/archives/49301

出典：中國新聞デジタル
https://www.chugoku-np.co.jp/local/news/article.php?comment_id=653875&comment_sub_id=0&category_id=256

❝
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クラスターを乗り切る、３つの秘訣

• 電話対策

–留守電or「この電話は録音を～」アナウンス導入

–業者には別のスマホ番号を伝える

–誹謗中傷電話の対応は、転送で自宅待機者も？

• 感染者の介助は、感染回復者の協力を・・。

• 情報共有し、応援しあう



セルフケアの、３つの秘訣

• 限界設定

–一番大事な仕事は「自分を守ること」

• 呼吸法

–大きく息を吸い、体に力を入れ思いっきり吐き、そ
の後体の力を抜く

• 情報共有

–個人のメンタルに頼ってはダメ！

–自衛隊の例（→同情ではなく共感）



さいごに

• コロナ流行は大変。でも「みんなで」乗り切ろ
う！

• 利用者支援も、無知と偏見ではなく、相手の
ことを知り、寄り添える明日になるように

• ご清聴ありがとうございました
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コロナを乗り切る 
ヒントはないか 

 ～東日本大震災から得られた教訓～  

仙台市グループホーム連絡会 

事務局長 横谷 聡一 

2011年３月１１日東日本大震災発生 

↓最初の一か月（2011年3月～4月） 

震災から〜１ヶ月 緊張・張りつめた気持ちで対応             
↓震災から半年（2011年3月～9月） 

震災から１か月～半年 大きな余震や断続的余震で
疲労がピークに。「この状況はいつまで続くのだろ
う？」との不安がたまってくる時期が続いた。 

↓震災から1年（2011年3月～2012年2月） 

地震発生から１年 平常の日常の道筋は？と考えた時 

GHがある地域、自宅付近も復旧の格差を感じる。  
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2020年 コロナ禍による大混乱 

発生後 情報収集 

 ↓ 

約１か月後 緊急事態宣言 

 ↓ 

発生半年〜現在 感染についての不安が続き、こ
の状況はいつまで続くだろう？とのストレスが続く。 

↓ 

平常の日常への道筋は？ 

 

〇津波がいつくるかわからない。 

〇放射能の影響は大丈夫ないか。 

〇自宅や家族も被害があるが、業務に当たら
なければならないなどの心的ストレス 

〇通常業務と災害対策を考えるストレス 

〇ライフライン確保等の経験をしたことが 

ないことの対応への不安など 
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仙台市グループホーム連絡会 

現 在 

・グループホームの研修 ・他団体との関係づくり 

・共通の話題で話せるよさ ・空き情報を知りたい／伝えたい 
 
・他のホームでどのような支援をしているか聞きたい 
 
・支援の向上にむけて学びたい など 

２０１１年 東日本大震災発生 

・震災であきらかになったつながりの大切さ 

コロナの中、寄せられた声 

〇どんな感染予防対策があるのか？ 

〇マスクをしたがらない方への対応は？ 

〇発熱があった時どうする？ 

〇どこまで外出制限が必要？ 

〇感染者が出た場合どう対応？など              
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コロナ禍のストレスの中・・ 

 遠い先の目標は大切だが、 

 目標が遠すぎると疲れてしまう。 

 目の前にあることに全力でいることを 

 誰かにもっとわかってほしい。 

 心の声（もしかしてSOS？） 

 利用者守るため、職員守るためこれだけ 

 取り組んでるのだ、ということを 

 誰かにわかってほしい。 

ストレス解消の制限がある今・・ 

↓最初の一か月（2011年3月～4月）              
入浴→自分へのご褒美 

 ↓震災から半年 

知っているところのグループホーム 

大丈夫だろうか？            

震災からようやく１年 

体験を共に語らえることのありがたさ 

 

外出を控える、感染対策など               

 
震災時は？               
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災害が起こる前は 
考えなかったこと 

大きな組織は大きなところで大変だけど 

小さな組織だと仕事の線引きが難しい！！ 

  

  でも、大切なのは何か？ 
  

グループホームの現場で 
特に感じていた（感じている）のは・・ 

 

 利用者や支援者を 

  大切に思うこと 
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さまざまな意見を聞く 
 →互いに気づくことはさまざま 

 

 

  

「今日は無事だったね」 
 →今日を乗り越えたことへの感謝 
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   自分自身を 

  大切にすること 
  

専門家の話を聞きたい！ 
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宮城県看護協会の 
相談窓口 
対象：宮城県内 
障害福祉施設 
管理責任者の感染症 
担当の方 
 
感染防止対策 
〇感染管理に関する質問 
〇職員の教育 
（講義・勉強会）依頼 
〇施設における 
 ゾーニングの指導 
〇マニュアル策定の助言 
〇その他 

仙台市グループホーム連絡会 
「グループホームにおいて感染対策として
特に気をつけておくこと」 
 
 令和2年11月13日（金）開催 
 
参加者：会場参加者：４２名 
    オンライン：１３名  
    参加者合計：５５名 
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     ま と め 
 

マイナスの情報ばかり見つめると見えなく
なものとは何か？ 

 

 

 利用者や支援者を 

  大切に思うこと 
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ご清聴ありがとうございました 

 

 


