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※このメールは全国介護事業者連盟会員の方へ配信しております。
────────────────────────────────────────────────
・全国介護事業者連盟ホームページ
http://kaiziren.or.jp/
・介護チャンネル

全国介護事業者連盟公式チャンネルに是非ご登録をお願い致します。

https://www.youtube.com/channel/UCD50A6NnDt5Kbj1e3YJMb5Q?view_as=subscriber
・全国介護事業者連盟公式 Facebook ページ
https://www.facebook.com/kaiziren
・全国介護事業者連盟公式 twitter
https://twitter.com/kaiziren/status/1308658754259308546?s=21
・全国介護事業者連盟公式 instagram
https://www.instagram.com/kaiziren/
・本内容に関するお問い合わせは、こちらまでお願いします。
Mail:info@kaiziren.or.jp
_/_/_/_/_/_/_/ ★目次★ ☆彡 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
・全国介護事業者連盟からのお知らせ
・厚生労働省ニュース/内閣府ニュース
・介護ニュース
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■

全国介護事業者連盟からのお知らせ
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全国介護事業者連盟の理事長を務める斉藤正行です。
緊急事態宣言の中、介護事業者の皆様方には非常に厳しい環境が続いていることと思います。
先週、この介護現場の現状について、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発出に係る影響について緊急
調査」の実施にあたり、皆様には調査へのご協力をお願いさせて頂きました。

緊急調査は本日（1/25）を提出期日とさせて頂いておりますが、すでに 1000 件を超える回答を頂戴しまして、
ご協力に感謝申し上げます。
この後、調査結果のとりまとめを早急に行い、そのエビデンスをもとに、政府・厚生労働省等に対して、追加
的な介護事業者への支援策を要望致します。改めてご報告しますのでお待ちください。
さて、1 月 18 日に開催されました第 199 回社会保障審議会介護給付費分科会において、次期介護報酬改定にお
ける全サービス・全加算の単位及び詳細が発表されました。
資料はこちらを参照ください↓↓↓
第 199 回社会保障審議会介護給付費分科会（Web 会議）資料 (mhlw.go.jp)
すでに確認されている方も多いと思いますが、私からも何度か安心していただきたいとお伝えしていたように、
ほとんど全てのサービス分類において基本報酬単価はプラスとなりました。
とりわけ、主たるサービスの中では、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、通所介護、通所リハビリテー
ション、居宅介護支援といったサービス分類において、平均以上のプラス改定となりました。
その他加算については、プラスとマイナスが混在しており、「認知症」「看取り」「自立支援」に係る新設の
加算が多数であることから、しっかりと改定の内容を読み込み、更なる大改革に備えた準備を行っていくこと
が介護事業者には求められています。
この後、厚生労働省より解釈通知や Q&A が 3 月末までに発出されることとなります。
引き続き、当連盟において情報整理を行い、最新情報の解説をホームページやメール、動画にて発信してまい
りますのでご確認ください。
末筆になりますが、改めて感染拡大防止への徹底及び対応を行って頂き、感染拡大を終息に向かわせるべく１
人ひとり努力を継続していきましょう。
どうぞよろしくお願い致します。
一般社団法人全国介護事業者連盟
理事長 斉藤正行

◆全国介護事業者連盟公式チャンネル 介護チャンネル
次期報酬改定〜分野横断テーマ③自立支援・重度化防止の取組の推進３つのポイント〜
https://www.youtube.com/watch?v=jR3IpnLWNC0
次期報酬改定?分野横断テーマ②地域包括ケアシステムの推進７つのポイント?
https://www.youtube.com/watch?v=jzw8wgkEYlM
次期報酬改定?分野横断テーマ①感染症や災害への対応力強化４つのポイント?
https://www.youtube.com/watch?v=Qu9w7mi-Vgg

※【介護チャンネル】 全国介護事業者連盟公式チャンネルに是非ご登録をお願い致します。
https://www.youtube.com/channel/UCD50A6NnDt5Kbj1e3YJMb5Q?view_as=subscriber
◆医学通信社

2021 年新刊書籍のご案内 （株）医学通信社発行の 2021 年新刊書籍を，特別価格でご提供さ

せていただく運びとなりました
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/igakutuusin20210119.pdf

【全国介護事業者連盟動向】
１月

７日

『Chatwork』導入についてのプレスリリースを発信

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/newsreleasechatwork202101071000.pdf
１月１２日

厚生労働省 社会・援護局福祉基盤課 福祉人材確保対策室との意見交換（東京）

１月１３日

第４回常任理事会（東京 オンライン）

１月１４日

第２回訪問理美容サービスガイドライン作成委員会に理事長が委員として参加（オンライン）

１月１４日

日本デイサービス協会理事会に参加（オンライン）

１月２０日

新潟県支部幹事会の開催（オンライン）
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■

厚生労働省ニュース/内閣府ニュース
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第 199 回社会保障審議会介護給付費分科会（Web 会議）資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
2021 年度介護報酬改定発表 デイの基本報酬は約１％アップ
1 月 18 日、2021 年度介護報酬改定の具体的な単位数が公表されました。
今回は、この中から通所介護に関する部分について一部を紹介します。
基本報酬は通常規模、大規模(Ⅰ)、大規模(Ⅱ)ともに約１％アップとなりました。
新設された加算は、入浴介助加算(Ⅰ)が 1 日 40 単位・(Ⅱ)が同 55 単位、生活機能訓練向上加算(Ⅰ)は 3 ヵ月
に 1 回を限度として月に 100 単位・(Ⅱ)は 1 ヵ月 200 単位、口腔・栄養スクリーニング加算は(Ⅰ)が 1 回 20 単
位・(Ⅱ)が同 5 単位、口腔機能向上加算は(Ⅰ)が 1 回 150 単位・(Ⅱ)が同 160 単位などとなりました。
既存の加算ではＡＤＬ維持加算が(Ⅰ)は 30 単位に・(Ⅱ)は 60 単位に引上げになりました。また、算定可能な
期間は、これまでの評価対象期間の満了日の属する「年度の次の年度内」から「月の翌月から 12 月まで」に変
更となります。
地域密着型の基本報酬は約 1.5％のアップです。新設された加算の単位数は、通常規模・大規模（Ⅰ）（Ⅱ）と
同じです。
令和元年介護サービス施設・事業所調査の概況
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=K9OX0Et-_xxN5Ly5Y

第 198 回社会保障審議会介護給付費分科会（Web 会議）資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15884.html
「「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
（第 12 報）」
（令和２年６月１日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡）等の令和３年度における
取扱いについて」の周知について
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/2021-1-25-10-22-54.pdf
高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について（周知）
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/2021-1-25-10-01-07.pdf
首都圏における終電時間の繰上げに関するご協力のお願い
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/syuuden20210121.pdf
「新型コロナウイルス感染症に対応する介護施設等の職員のためのメンタルヘルス相談窓口の設置について」
の周知について
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/2021-1-21-17-45-44.pdf
「訪問介護労働者の移動時間等の取扱いについて（周知徹底）」の周知について
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/MERGED__2_FILES__2021-1-15-17-49-14.pdf
介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出書の届出先の変更に係る資料の掲載について
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/jimu20210112-2.pdf
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■

介護ニュース
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【速報】２０２１年度介護報酬の改定事項一覧
https://www.care-news.jp/news/HPcj0
多職種会議、原則 Web 開催で OK 介護現場の負担減へルール変更決まる
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-01-23.html
「ヘルパーの移動時間は労働時間」

厚労省、適正な賃金の支払いを要請

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-01-22.html
施設の寝たきり予防の新加算、入所者ごとに 300 単位 特養や老健など対象
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-01-21-2.html
ケアマネの通院同行に加算新設 月 1 回 50 単位 4 月の介護報酬改定で
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-01-20.html

リハ職の訪問看護、基本報酬引き下げ 新たな算定要件の追加も 4 月から
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-01-19.html
居宅介護支援の特定事業所加算、単価引き上げ 新区分は 100 単位／月
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-01-18-6.html
居宅介護支援、基本報酬アップ 要介護 3 以上は 25 単位増

4 月から

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-01-18-2.html
居宅介護支援、サービス割合の説明義務化が正式決定

4 月から運営基準見直し

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-01-15-3.html
歩行から始まるＡＤＬ維持向上 ２１年度改定・アウトカム評価を加速
https://www.care-news.jp/news/F6mKS
利用者減で基本報酬 3%加算

通所介護のコロナ特例、代替策決まる 4 月から

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-01-21.html
科学的介護の新加算、利用者ごとに 40 単位

施設や通所など対象

最大 60 単位

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-01-20-2.html
介護事業者の休廃業・解散、過去最多 455 件 コロナ禍も影響 東京商工リサーチ
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-01-19-4.html
「CHASE」→「LIFE」 介護保険の新たなデータベース、4 月から名称変更
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-01-19-3.html
ADL 維持等加算、単位数 10 倍に 要介護 3 以上の割合の要件など廃止 4 月から
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-01-19-2.html
通所介護の入浴介助加算、既存区分は 10 単位引き下げ 新区分は 55 単位に
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-01-18-7.html
介護予防ケアプラン、委託促進の新加算は 300 単位 初回のみ算定可
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-01-18-5.html
無資格の介護職に認知症研修を義務化 正式決定 介護のルール見直しへ
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-01-15-2.html
今年は“科学的介護元年”。国は報酬改定で大きく舵を切った＝介事連・斉藤氏
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-01-15.html

利用者への説明・同意、紙ベース以外も可

押印も不要 介護書類の簡素化決まる

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-01-14-2.html
介護現場の負担、増す恐れ

感染症、災害、虐待など対策義務化 運営基準見直し

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-01-13.html
処遇改善加算、来年度計画書の提出期限は 4 月 15 日 報酬改定で後ろ倒し
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-01-12-2.html
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■

賛助会員広告 【アイフルビジネスファイナンス株式会社】
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【介護事業者様のキャッシュフローに着目したファイナンススキームのご案内】
昨今の社会情勢による介護事業者の皆様のご尽力に心から感謝申し上げます。
賛助会員のアイフルビジネスファイナンス株式会社です。
この度の新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、先行き不透明な状況から手許金を少しでも確保することが
急務とお考えの会員様も多いのではないでしょうか。
そこで、キャッシュフロー改善に最適な仕組みづくりとして弊社の介護給付費を担保としたローンをご案内さ
せて頂きます。
詳細はこちら
https://www.aifulbf.co.jp/affiliate/medicalLoanLP.html?af=265&id=k265&utm_source=kaiziren&utm_medium=email&utm_cam
paign=MM_B
■こんなご希望はございませんか？
・とにかく余裕を持ちたい！
・人件費を確保したい！
・納税、社会保険料を納付したい！
・改装・移転・新築資金に！
・他社利用中で手数料を引下げたい！
■３つのメリット！
その１｜契約時の事務手数料なし！
その２｜ファクタリングと違い必ず終了する！
その３｜赤字決算でも他社利用中でも介護給付費の最大 3.5 か月分の融資がご検討可能！
すでに、全国 500 社以上の介護事業者様にご利用いただいており、
毎月の収支安定に役立ったというお声を多数いただいております。
■お申し込みはこちら
https://www.aifulbf.co.jp/affiliate/medicalLoanLP.html?af=265&id=k265&utm_source=kaiziren&utm_medium=email&utm_cam
paign=MM_B

ご相談のみも大歓迎、ご気軽にご連絡ください。
【お問い合わせ】
TEL：0120-128-552

(受付時間 9:30～18:00 土日祝休) 担当：金子

Mail：medical@aiful.co.jp
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■

編集後記
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「一元客お断り」ポスター市が作成 首都圏在住者への差別助長か
静岡県のある市が、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的に、飲食店用に制作した「一見の方お断り」とい
うポスターが「やりすぎではないか」と物議をかもしています。
日頃からこの市には首都圏からの観光客が多数訪れており「首都圏の感染者が急増する中で、市民の不安も高
まっていた」と市では説明します。
当初はもっと直接的に観光客の来店を禁止する表現でしたが、批判を受けて冒頭のような表現に改められてい
ます。市の言い分も理解できますが、首都圏の人が全員感染している訳ではありませんし、逆にこの市の市民
ならば来店しても絶対安全な訳ではありません。
誰もが自覚症状のないままに感染している可能性がある中で、特定の人だけを危険視することは、医療・介護
従事者やその家族が「コロナにかかっているのでは」といわれなき差別を受けたのと同じ状況を生み出しかね
ません。
国民の間に溝を生じさせないよう、慎重な対応が求められるのではないでしょうか。
メルマガ編集担当
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【配信元】
一般社団法人全国介護事業者連盟
http://kaiziren.or.jp/
〒102-0083 東京都千代田区麹町 4-1-4 西脇ビル 4 階
TEL：03－5215－5063 FAX：03－5215－5064
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
掲載内容の無断転載・再配布は固く禁じます。
配信不要の方はこちらにご連絡ください
info@kaiziren.or.jp

