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はじめに

中華人民共和国湖北省武漢市において発見された新型コロナウイルス感染症について、

国内で水際での対策を講じているものの、ここに来て国内の複数地域で感染経路が明らかで

はない患者が散発的に発生しております。

まだ大規模な感染拡大が認められている地域があるわけではありませんが、特に医療・介護

関連事業においては、その感染拡大予防への取り組みが求められています。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、日本国内では公立小中高の休校要請など、これま

でにないような拡大防止策が次々と発表されています。それらの取り組みを受けて、医療・介

護の現場でも感染拡大防止の取り組みが強化されていることと思います。

利用者・従業員を守るために私たちが今やるべきことは何か、早期発見・早期対応に必要

な取り組みは何か。本セミナーでは体調の把握の重要性に着目して医療・介護現場で必要

な取り組みについてご紹介します。



やさしい手のご紹介

やさしい手は、「介護や医療が必要になっても、ご自宅で生活できるサポートの輪をつくり、地域の医
療、ご近所の見守りと手を携えて、お客様が安心して暮らせる生活環境を整えます。
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平成３０年９月３０日現在

（１）在宅介護 （ ）内は店舗数 利用者は延べ人数
訪問介護（直営） （１０３）利用者 １５，４６５名
訪問介護（フランチャイズ） （６９） 利用者 ７，０７９名
※訪問介護は定期巡回・随時対応型訪問介護看護含む
居宅介護支援（直営） （５４） 利用者 ９，１４４名
居宅介護支援（フランチャイズ） （２２） 利用者 ２，４５５名
通所介護（直営） （２１） 利用者 １，５７３名
通所介護（フランチャイズ） （１５） 利用者 ８８８名
福祉用具貸与販売 （４） 利用者 ６，７０３名
住宅改修 （１） 利用者 ７４名
包括支援センター受託 （６） 利用者 １，２８２名
短期入所生活介護 （２） 利用者 ２９５名
訪問看護（直営） （１６） 利用者 ９３６名
※訪問看護は看護小規模多機能型居宅介護含む

（２）サービス付き高齢者向け住宅運営事業

直営 （２９）利用者 １，２９６名

フランチャイズ （２４）利用者 ６７３名

（３）その他

有料職業紹介事業 １，４８０件

訪問介護員養成講座 （８）

事業開始 1993年10月
売上高 2018年6月期 157億円
社員数 5,213人（常勤1,188人 非常勤4,025人）

【会社概要】

やさしい手のご紹介



＜感染の仕方＞
一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。空気感染は起きていないと考えられています。閉鎖した空間で、
近距離で多くの人と会話するなどの環境では、咳やくしゃみなどがなくても感染を拡大させるリスクがあります。

飛沫感染：感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と一緒にウイルスが放出され、他の方がそのウイルスを口
や鼻などから吸い込んで感染します。

接触感染：感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。
他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。

＜感染力＞
感染力は事例によって様々です。一部に、特定の方から多くの人に感染したと疑われる事例がある一方で、多く
の事例では感染者は周囲の人にほとんど感染させていません。

＜一般的な症状と重症化するリスク＞
発熱や呼吸器症状が１週間前後つづくことが多く、強いだるさ（倦怠感）を訴える方が多くなっています。季
節性インフルエンザよりも入院期間が長くなる事例が報告されています。
罹患しても軽症であったり、治癒する例も多いとされています。一方、重症度は、致死率がきわめて高い感染
症（エボラ出血熱等）ほどではないものの、季節性インフルエンザと比べて高いリスクがあります。特に、高齢者
や基礎疾患をお持ちの方では重症化するリスクが高まります。

新型コロナウイルス情報
新型コロナウイルス感染症の特徴 【２月25日時点】

厚生労働省ホームページより：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html#tokucho



引用＿厚生労働省ホームページ：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09863.html

○国内事例（チャーター便、クルーズ船の患者を除く）における都道府県別の患者報告数
（2020年3月1日12時時点）

新型コロナウイルス情報



新型コロナウイルスを防ぐには（2020年2月25日改訂版）
厚生労働省ホームページより：https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf

厚生労働省発行のお知らせリーフレットにも、体温
測定の必要性や測定結果の経過観察の必要性
が謳われています。

新型コロナウイルス情報



引用：厚生労働省ホームページ
○リーフレット「介護施設・事業所で新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために」について
（令和２年２月28日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡）

介護施設・事業所での感染予防

早期発見・早期対応に向けた対策



早期発見・早期対応に向けた対策

事業者がやるべきこと



「発熱管理システム」のご紹介

株式会社やさしい手では、医療・介護現場を中心として利用者・従業員の体調把握をスムーズ
に行える発熱管理システムとして

を開発いたしました。

今回は、発熱管理システムの概要や画面イメージについてご紹介させていただきます。

【ばいたるイルカ紹介ペーQRコード】

QRコードは資料の最後でもご案内いたします。

https://demo.yst-vital.com/

【ばいたるイルカ デモ版URL】
↓↓↓

https://demo.yst-vital.com/


【トップ画面】

「発熱管理システム」のご紹介

体温登録する従業員
は、まずユーザ登録をし
ます。

2回目以降は、ユーザ登録
した際のメールアドレスとパス
ワードでログインします。

システムの利用にあたって、まずユーザ登録を行ないます。



【ユーザ登録画面】

メールアドレスとパスワー
ドを入力していただき登
録すると、メールアドレス
で認証します。

サイトへのアカウント仮登録が完了しました。
以下のURLからログインして、本登録を完了させてください。

「発熱管理システム」のご紹介

ユーザ登録画面で必要事項を入力して「登録」ボタンを押すと、
アカウントが仮登録されます。



【ログイン画面】

「発熱管理システム」のご紹介

2回目以降はログイン画面からログインします。
ユーザ登録時に登録したメールアドレスとパスワードでログインできます。



【ユーザメニュー画面】

「発熱管理システム」のご紹介

ログイン後、出勤前に検温した結果を入力します。
発熱がなくても体調がすぐれないなどがあれば、コメント欄に登録できます。

プルダウンで選択し
ます。

管理者にご自身の体
温を開示したくない場
合は「開示しない」を選
択することができます。



【ユーザ（従業員）体温一覧画面】

「発熱管理システム」のご紹介

登録された体温は一覧で確認することができます。
微熱が続いている時など、数日前からの履歴を確認しましょう。



【ユーザ（利用者）体温一覧画面】

「発熱管理システム」のご紹介

「ばいたるイルカ」では、サービスをご提供しているお客様の体温も登録可能です。
お客様のIDを入力して検索することができます。



【ユーザ（利用者）体温登録画面】
（該当利用者のシステム登録がされていなかった場合）

「発熱管理システム」のご紹介

まだ登録がされていないお客様については、その場で追加登録が可能です。



【ユーザ（利用者）体温登録画面】

プルダウンで選択し
ます。

「発熱管理システム」のご紹介

訪問介護サービスの提供前後や通所介護サービス利用前に、介護職員が検温し
登録することで、ご利用者の発熱有無も会社として早期に把握することができます。



【管理者メニュー画面】

「発熱管理システム」のご紹介

管理者権限のあるユーザは、ご自身の体温登録はもちろん、ユーザ管理や体温閾
値の設定を行なうことができます。



【管理者体温管理画面】 今日の閾値超え体温

法人ごとに任意で設定
する体温閾値を超えた
登録があった場合、こ
のエリアに一覧表示さ
れます。

「発熱管理システム」のご紹介

設定した閾値を超えた体温が登録された場合、管理者画面で一覧を確認するこ
とができます。



【管理者体温管理画面】 今日の未登録者

ユーザ登録済みの社員
のうち、当日の体温を
登録していない方がこ
のエリアに一覧表示さ
れます。

「発熱管理システム」のご紹介

ユーザ登録済みで、当日の検温がされていない方については、未登録者一覧に表
示されます。



【管理者体温管理画面】 今日の体温

当日登録された体温
とユーザが一覧で表示
されます。
体温登録時、「非開
示」を希望したユーザ
の体温はこの画面では
開示されません。
（閾値を超えた場合
のアラートメールは発
信されます。）

「発熱管理システム」のご紹介

当日登録された体温の一覧が表示できます。
閾値を超えた登録があった場合は赤字で表示されます。



【管理者ユーザ検索画面】

検索したい社員のIDを
入力して検索ボタンを
押すと、該当社員への
管理者権限の付与、
ユーザ削除ができます。

「発熱管理システム」のご紹介

管理者は、ユーザへの管理者権限付与やユーザ削除を行なうことができます。



【管理者設定画面】

管理者権限のある社員により、
・法人ごとの体温閾値設定
・体温データの保存期間変更
・閾値アラートメール受信者設定
ができます。

「発熱管理システム」のご紹介

管理者は、設定画面から各種設定や設定値の変更を行なうことができます。



「発熱管理システム」のご紹介

今後、以下のような機能も開発予定です。

管理者から従業員への一斉連絡ができるようになります

管理者から従業員への一斉連絡に対する返信をすることにより、連絡を受信した
従業員の安否を確認することができるようになります

非接触体温計などのIoT機器から自動で体温データを取り込むことができるように
なります



「発熱管理システム」のご紹介

※ユーザ数は月末時点でその月に1回以上体温登録を行なった人数でカウントします。

詳細お伺いの上お見積りをさせていただきます。
まずはお気軽にお問合せください。



まとめ

１．「正しい知識・情報を収集する」
新型コロナウイルス対策には、噂や不正確な情報に惑わされることなく、正しい知識や情報を得

ることが最も重要です。
従業員・ご利用者を守るためにも、まず「正しい知識や情報」を収集しましょう。

２．基本的な感染予防対策を徹底する
手洗い・消毒などの徹底と蔓延防止のためのマスク着用など、基本的な感染予防策(スタンダー

トプリコーション）に職場全体で取り組むことが大切です。
たった一人のうっかりから蔓延を招くことがないように、個人・事業所単位での感染予防対策の徹
底を図りましょう。

３．早期発見・早期対策の必要性の浸透
早期発見や早期対策が大切であることを一部の人だけが理解していても蔓延予防はできません。

働く人たち全員が早期発見・早期対策の必要性について十分に理解することが大切です。
そのためにも、体温・体調把握の徹底、報告の徹底を図りましょう。

番外編：ピークが過ぎても継続することが重要
新型コロナウイルスについても、いずれはピークが過ぎて現在のような予防策は希薄化してくる時

期が来ることが予想されます。
しかし、従業員・利用者の体調把握や異常の早期発見・早期対策はピークが過ぎても対策を継
続することが重要です。



本日のセミナー内容およびシステム導入に関するお問合せ先

株式会社やさしい手
コンサルティング事業本部ソリューション事業部
前田 和世

住所：〒153-0044 東京都目黒区大橋2-24-3 中村ビル2階
TEL：03-5433-5514
FAX：03-5433-5537
E-mail：sv@yasashiite.com
URL: http://www.yasashiite.com/

【介護ビジネスのヒントが見つかるサイト】
https://consulting.yasashiite.com/
やさしい手システムの概要や新着セミナー情報は
こちらからもご覧いただけます。

まとめ

ばいたるイルカ詳細はこちらから
↓↓↓

https://demo.yst-vital.com/

ばいたるイルカ デモ版URL
↓↓↓

mailto:sv@yasashiite.com
https://consulting.yasashiite.com/
https://demo.yst-vital.com/


おまけ

≪やさしい手の取り組み≫
やさしい手では、従業員の感染予防対策と併せて、ご来訪者様向けに以下のような取り組みも始めました。



おまけ

≪やさしい手の取り組み≫



ご清聴ありがとうございました



ERPナビ 検 索

生産管理ナビ 検 索

医療・介護ナビ 検 索

ライフデザインナビ 検 索

生産管理ナビ 検 索

医療・介護ナビ 検 索

ライフデザインナビ 検 索

製造業向け
生産管理ナビ

医療・介護業界向け
医療・介護ナビ

アパレル・ライフスタイル業向け

ライフデザインナビ

製　造 建　設 運輸・物流 卸　売 ライフデザイン・
アパレル 食　品 小売・飲食

その他サービス

共通業務顧客管理生産管理人事・給与・就業

人事総務 経　理 営　業

旅行・ホテル店舗・施設士業団体不動産関連出版・広告・印刷 介護・医療・福祉

会計・財務 販売・購買

ERPナビなら企業経営の課題を
解決する製品が必ず見つかります

https://www.otsuka-shokai.co.jp/erpnavi/ ERPナビ 検 索

へは、パソコン・タブレット・スマートフォンからも簡単に！

●会社名、製品名などは、各社または各団体の商標もしくは登録商標です。　●この資料の内容は、予告なく変更する場合があります。
●この資料の記載内容は2019年7月のものです。　　　　　　  Copyright© 2019 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.

さらに詳しく！
業種に特化した専門サイト

URL

ERPナビとは

ERPナビの特長
業種・業界で探す

多彩な切り口でシステムが探せる！

大塚商会が運営する、基幹業務システム・ERP
の情報サイトです。新製品や新機能の情報
掲載、導入事例を紹介する動画の配信、
法改正など注目すべきテーマへの対策、最
新のIT情報、専門家によるコラムなど、ERP
関連の情報を幅広く発信しています。

時代の変化と共に進化を続けてきた「SMILE」シリーズ
に、新シリーズが誕生しました。新たな機能も追加
され、より強力にお客様の業務をバックアップします。

●約160点を超える製品をご紹介
●30種類の製品カタログを無料で
　ダウンロード可能
●約250件の導入事例が閲覧可能
●お見積り、訪問デモンストレーション依頼
もERPナビから！

業種・業界をはじめ、会計・財務、販売・購買、
人事・給与などの業務内容や、人事・総務・
経理・営業といった部門の切り口もご用意
しています。多彩な探し方でお客様がお
求めの製品情報まで誘導します。

業種・業務・部門別に
さまざまなカテゴリーから、
目的にあったシステム・

アプリケーションを探せます。

大塚商会の基幹業務システム

業務で探す

部門で探す

索

の基幹業務システム


