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今月のテーマ

今世紀最大の試練？

とにかく今やるべきことを全力で！忍耐

ことしはどんな年？

今こそ必要！ヘルパーさん他 スタッフ募集しています！

ヘルパー（正社員・登録ヘルパー）に加え、管理者やサービ

ス提供責任者の募集も行っています。処遇改善手当に加え特

定処遇改善手当も支給しています。詳しくはホームページを

ご覧ください。http://www.fukurohelp.com ※ホーム

ページ グーグル・ヤフーで「ふくろうヘルプ」で一発検索

ありったけの安全を！

介護崩壊を許さない！

３密
フルコースメニュー

にしてみました

人材不足と低賃金の問題を抱え、更には老々

介護の様相も見える介護業界ではありますが、

おかげさまで当社の場合は平均年齢44歳と

いう若いスタッフに支えられている会社です。

全国平均の50歳からすると、かなり若い計

算になります。

そのパワーが今後生きるかどうか、今こそ

力の発揮時なのかもしれません。

クラスター感染が危ぶまれるコロナウイル

スですが、訪問介護の場合はマンツーマン。

クラスター感染の心配はないけど、近接感染

の心配は尽きません。

この若いパワーを生かして最後の砦の自覚

の元、管理スタッフも含め、総力で対応して

まいります。

臨時号
新型コロナ関連

訪問介護は最後の砦に

なるか？
換気の悪い（密閉）空間

多数が集まる（密集）場所

間近で会話や発声をする（密接）場面

3密は、時事用語としては「密閉」「密集」「密

接」の3要素の総称。2020年春現在、いわゆる

新型コロナウイルスの集団感染（クラスター）発

生を防止するため「外出時に避けるべき場所」を

示す。国や自治体が中心となって呼びかけている

指針であり標語でもある。

首相官邸と厚生労働省が作成公開したチラシで

は「3密」を左の3つの略として扱っています。

衛生
今できることは、とにかく衛生管理をしっかり

とすること。そしてウイルスを持ち込まないた

めにも必要最小限度の外出にとどめる事。更に

必要とされる衛生用品の確保に全力で取り組む

ことしかありません。

この3条件が揃う場所に身を置き、そして同じ場所に感染者が居合わせた場合、集団

感染が発生するリスクが高いとしている。

3密に該当する場所の典型としては、ナイトクラブやバーといったいわゆる「夜のお

店」、ライブハウス、カラオケ店などが挙げられる。こうした場所を経由した感染事

例が3月末時点ですでに多数確認されている。

コロナの話題はどこに行っても合言葉のよう

に囁かれる昨今、介護業界においても話題に

事欠きません。国や自治体も情報提供はある

ものの、強力な施策はなく、あてにもなりま

せん。ここ県北においてもジワジワと迫りく

る恐怖に対抗するには、もはや自衛措置しか

ない？利用者とスタッフを守り、安心の生活

を取り戻すまで、一歩も引くことなく頑張る

しかありません。

職場も家庭も基本か

ら見直す努力を！



　

●居宅介護支援事業所

株式会社永心 ふくろうヘルプ
〒 709-4334 岡山県勝田郡勝央町平865番地 TEL0868-32-8531 FAX.0868-32-8532

http://www.fukurohelp.com ※ホームページ グーグル・ヤフーで「ふくろうヘルプ」で一発検索

● 施設名 ふくろうヘルプなぎ

● 管理者 菊池明美

● 所在地 〒708-1323 岡山県勝田郡奈義町豊沢297

● 介護保険事業者番号 岡山県・奈義町 3373600620

● 電話番号 0868-20-1323 FAX 0868-20-1324

● 指定 訪問介護 介護予防訪問サービス（奈義町）

● 加算 処遇改善加算Ⅰ特定処遇改善加算Ⅰ特定事業所加算Ⅱ

● 定休日 日曜（ご相談承ります）営業時間 8:30～17:30

● サービス内容 ご家庭への訪問による家事援助や身体介助

※障害福祉サービスは勝央町のふくろうヘルプが担当します。

利用受付中！
２月１日ＯＰＥＮ

全事業所一致団結・訪問介護・有料老人ホーム・居宅介護支援・障害福祉サービス・保険外サービス

● 施設名 ふくろうヘルプ

● 所在地 〒709-4334 岡山県勝田郡勝央町平865

● 介護保険事業者番号 岡山県 3373600612

介護予防訪問サービス 勝央町・美作市・津山市

● 障害福祉サービス事業者番号 岡山県 3313600060

● 電話番号 0868-32-8531 FAX 0868-32-8532

● 指定サービス 訪問介護・介護予訪問サービス

● 定休日 日曜（ご相談承ります）営業時間 8:30～17:30

● 加算 処遇改善加算Ⅰ特定処遇改善加算Ⅰ特定事業所加算Ⅱ

● サービス内容 ご家庭への訪問による家事援助や身体介助全般

● 施設名 ふくろうヘルプ津山

● 所在地 〒708-0872 岡山県津山市平福51-５

● 介護保険事業者番号 岡山県 3370302402

介護予防訪問サービス 津山市・鏡野町・美咲町

● 障害福祉サービス事業者番号 岡山県 3310300847

● TEL 0868-32-8561 FAX 0868-32-8562

● 指定介護サービス 訪問介護・介護予訪問サービス

● 定休日 日曜（ご相談承ります） 営業時間 8:30～17:30

● 加算 処遇改善加算Ⅰ特定処遇改善加算Ⅰ特定事業所加算Ⅱ

● 提供サービス ご家庭への訪問による家事援助や身体介助等全般

● 名称 ふくろうライフ

● 所在地 岡山県津山市久米川南586

● 登録 岡山県

● 電話番号 0868-32-8551

● 定員 11名（居室１０室）

● 対象者 介護度1～5の方、要支援

の方もご相談いただけます。

● 施設名 ふくろうケアセンター

● 所在地 〒708-0872 岡山県津山市平福51-5

● 介護サービス事業者番号 3370302410

● 電話番号 0868-32-8561

● FAX番号 0868-32-8562

● 指定サービス 居宅介護支援

● 定休日 土・日曜（ご相談承ります）

● 営業時間 8:30～17:30

● サービス内容 ケアプランの作成など

好評提供中！お気軽にお

問い合わせください！

当施設から感染者は出しません！ 利用者さまとスタッフを守る ふくろうヘルプの取組

●住宅型有料老人ホーム

●訪問介護事業所●訪問介護事業所

訪問介護
事業所

1日の出発はまず、自分自身の健康管理が基本です。出発前の体温測

定を義務化し、毎日管理ｌｉｎｅで本部に通知します。37.5以上の

熱のある場合は出社させず、医療検診を義務付けます。

来所者さまへのお願い

マスクについて

加湿器の利用 出社時検温

日常の健康管理
手洗い

スタンダード・プリコーション

出社帰社・訪問先での出入り

は当然の事。基本に忠実に、

きめ細かく全体を洗い、ハン

ドクリームでケアをします。

自社保管のマスクの他、昨今では厚生労働省から施設向けの布製マス

クが届くようになりました。スタッフを始め、利用者様へもわずかで

はありますが、お届けできるようになりました。また、不足時に備え、

手作りも着手しています。

会社としましては、会議の短縮及び削減、残業不許可など、出来る対

策を処していますが、基本は家庭にあります。リズム正しい生活習慣

に加え、早寝早起きの推奨、健康維持のための食事の工夫、更には体

力づくりの奨励など、さまざまな呼びかけを行っています。

「スタンダード・プリコーション(標準予防策)」の考え方は、病院の

みならず介護施設、在宅介護の現場でも基本的な対応方法として推奨

されています。 スタンダード・プリコーションの基本理念は、「す

べての患者の血液・体液・排泄物は感染源になる可能性があるものと

して取り扱う」つまり、人は誰もが病原体を持っているかもしれない

と考えて対応していきましょうという考え方です。

当施設におきましても、再度研修の上、細かく基本のチェックを

行ってまいります。

利用者異変時

各施設では日中日夜、抗菌剤を入れた加湿器を稼働しています。60％の

湿度を維持し、室内全体の除菌対策としています。

緊急時マニュアルを教材に、日ごろから研修を重ね、

現場対応・応急処置・救急救命措置・通報連絡など、

本部を司令塔に速やかな対応を目指します。

大変恐縮ではございますが、来所はできるだけ控えて頂くようにお願

いします。ご用件はできるだけ電話やファックス・メールで対応して

頂くようお願いいたします。来所が必要な場合はマスクを着用いただ

き、できるだけ玄関先での対応にご協力ください。

また、どなたさまに限らず、外国帰りの方や関西首都圏へ行かれた

方は少なくとも15日以上の間をあけて、その旨ご申告・受付の上ご

訪問ください。

また、介護関連以外の業者様につきましては、大変恐縮ですが納品以

外のご訪問は固くお断りいたします。あしからずご了承ください。


