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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、およびメールマガジン配信先の追加（法人幹部、各事業所の管理者や職員な

どのメールアドレス）を希望される場合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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理事挨拶  
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全国介護事業者連盟 理事を務めております、セントケア・ホールディングの濵岡邦雅と申します。 

 

当社は 1983 年の設立以来、訪問入浴・訪問介護といった訪問系サービスを中心に事業を展開し、 

現在では施設系サービス、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護といった複合型も含め、全

国 552 カ所で介護サービスを提供しております。 

 

ICTへの取り組みという側面については、請求ソフト「SuiSui」を開発・販売する「セントワークス社」、 

介護ロボットの総合商社である「ケアボット社」、介護 AI特にケアプラン AIを開発・販売する 

「シーディーアイ社」といった」関連子会社を自律的に経営するとともに、自前主義にこだわらず、 

実践的に使える様々な ICT ツールを積極的に現場に導入してきました。 

またロボット製造の台湾の AeolusRobotics 社に資本提供することで、「ヒトとロボットが共生する 

介護現場の未来」を見据えて、ヒト型ロボットの介護現場への実践投入の準備を鋭意進めております。 

 

業界共通の課題である人手不足への対応、働き手の肉体的・精神的負担の軽減、一方でますます求められる 

高度なサービス対応といった相反する課題に対して、今まで行ってきた様々な取り組みで得られた教訓や 

プラス面などの経験を皆様とぜひ共有させていただければと考えております。 

また同時に国に対しても、介護書類の簡素化・ペーパーレス化、AI、ロボット、IoT 機器の導入、各種基準 

の緩和についてなども、全国介護事業者連盟を通じて積極的に提言出来ればと考えております。 

 

皆様と共に、精一杯活動してまいりますので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

＜プロフィール＞ 

濵岡邦雅 

セントケア・ホールディング株式会社 

取締役執行役員 事業企画本部長兼グループ ICT統括部長（現任） 

 

早稲田大学卒業後、日本 IBMに入社。以後国内及び外資系 IT・インターネット・モバイル企業における 

コーポレートベンチャー6社の取締役として、事業開発及び技術開発に従事。 

現在はセントケア・グループの CIO として、業務システム、AI・ロボット・IoT 関連事業を管掌。 

また介護 AI の合弁会社である株式会社シーディーアイの代表取締役社長を兼任。 

 

◆「全国介護事業者連盟 群馬県支部 2020 年度オンライン無料セミナー」を開催いたします。（2021 年 2 月

24日） 

  ↓お申込みはこちらからお願い致します。 

  http://kaiziren.or.jp/event/request/2021/gunma0224/ 

 

◆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こととなりました 

      https://clk.nxlk.jp/PSFKF7m3/test 

 

◆『早期収束の実現に向けた新型コロナウイルス感染症ワクチン接種体制に関する要望書』を菅義偉内閣総理

大臣、加藤勝信内閣官房長官、西村康稔経済再生担当大臣、河野太郎新型コロナウイルス感染症ワクチン接種

推進担当大臣をはじめ、顧問の国会議員の皆様に提出いたしました。 

http://kaiziren.or.jp/event/request/2021/gunma0224/
https://clk.nxlk.jp/PSFKF7m3/test


http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/wakutin20210208.pdf 

 

◆【無料 WEB セミナー】全国介護事業者連盟×株式会社フジテックス 2021 年介護報酬改定 斉藤正行 WEB セ

ミナー 2021 年 3 月 24 日（水）16 時から 18 時 30 分（開園 15 時 50 分）下記より事前申し込みが必要です。    

▼セミナー内容の案内ページ（こちらのページから申込フォームにも入れます。） 

 https://www.fjtex.co.jp/sanitation/product/sem10324.php 

 

 

◆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 小多機・看多機 基本報酬と改定方針?地域包括ケアシステム要のサービスはどうなる？? 

https://www.youtube.com/watch?v=eKTryqB-l0I 

 

次期報酬改定 訪問介護・入浴・看護編 加算単価と詳細解説?大改革に向けた序章が始まる? 

https://www.youtube.com/watch?v=txtr_OZ3vdE 

 

次期報酬改定 訪問介護・入浴・看護編 基本報酬と改定方針?訪問サービスの未来はどうなる？? 

https://www.youtube.com/watch?v=WhfECo1rBg0&t=2s 

 

次期報酬改定デイサービス編①基本報酬と改定方針～増収か減収か？鍵は自立支援！? 

https://www.youtube.com/watch?v=adVSSWwACoQ 

 

次期報酬改定デイサービス編②加算単位と詳細解説?自立支援・科学的介護が生き残りの鍵！? 

https://www.youtube.com/watch?v=m3KtKsfq2-M&t=6s 

 

【特別対談】衆議院議員・今枝宗一郎氏 × 斉藤正行?新型コロナウイルス感染症医療体制への影響について? 

https://www.youtube.com/watch?v=mYLCMov6phk 

 

※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動向】 

２月 ９日 第３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） 

２月１０日 第 5回常任理事会の開催（東京 オンライン） 

２月１１日 日本デイサービス協会の理事会に参加（東京） 

２月１２日 九州支部幹事会の開催（オンライン） 

２月１２日 東海支部幹事会の開催（オンライン） 

２月１８日 関西支部幹事会の開催（オンライン） 

２月１９日 新潟県支部主催 次期介護報酬改定オンラインセミナーで理事長が講演（オンライン） 

２月２２日 『介護分野の文書の簡素化•標準化に向けた調査研究事業』第 3 回ワーキンググループに委員と

して参加（オンライン） 

 

 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/wakutin20210208.pdf
https://www.fjtex.co.jp/sanitation/product/sem10324.php
https://www.youtube.com/watch?v=eKTryqB-l0I
https://www.youtube.com/watch?v=txtr_OZ3vdE
https://www.youtube.com/watch?v=WhfECo1rBg0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=adVSSWwACoQ
https://www.youtube.com/watch?v=m3KtKsfq2-M&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=mYLCMov6phk
https://www.youtube.com/channel/UCD50A6NnDt5Kbj1e3YJMb5Q?view_as=subscriber


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■       厚生労働省ニュース/内閣府ニュース 
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第６回 医療・介護ワーキング・グループ  議事次第（介護サービスの生産性向上） 

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/iryou/20210210/210210iryou03.pdf 

 

簡素化書類の標準様式例 来月中にも自治体に周知 

2月 10 日、「介護サービスの生産性向上」をテーマに、政府の規制改革推進会議「医療・介護ワーキンググル

ープ」が開催されました。 

この中で厚生労働省は、昨年 7 月 17 日に閣議決定された規制改革実施計画への対応状況や、来年度以降の方

針について説明しました。 

まず、「行政への提出書類等の削減・簡素化」については「3 月中にも、標準的な様式例(勤務表の様式等)の

整備及び ICT 活用等の見直しの方向性について結論を得て、地方公共団体へ周知する予定」としています。 

また「ICT・ロボット・AI 等の導入推進」については、今年度中は効率的な機器のパッケージモデル構築のた

めの試行を行いました。 

来年度は大規模実証を行うなどブラッシュアップを図る予定です。 

CHASE・VISIT については、来年度より一体的な運用を開始する予定で。名称も「LIFE」となります。今後は、

このシステムに提出を求める際のデータの標準形式を提示して、各介護記録ソフトベンダーなどに対応を促し

ていく考えです。 

 

「医療・介護 疋保育分野適合紹介事業者宣言」について 

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k2tw3QKFA2kKh_8BY 

 

介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について 

https://www.kaigo-

wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/docs/2020121600031/files/jimurenraku_BCP.pdf 

 

「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」における差別的取扱い等の防止に関する規

定について 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/2021-2-16-16-54-41.pdf 

 

職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化に係る協力依頼 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16543.html 

 

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（介護分）の着実な交付に向けて（協力依頼） 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/R30212koufukin.pdf 

 

経腸栄養分野の小口径コネクタ製品に係る旧規格製品の出荷期間の延長について（情報提供） 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/2021-2-18-10-45-01.pdf 

 

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（概要） 

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/tokusohou20210216.pdf 
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■       介護ニュース 
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介護職のワクチン優先接種、在宅サービスなぜ対象外？ 厚労相が説明 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-02-18-3.html 

 

３次補正予算 コロナ対応・介護人材確保・災害対応 鮮明に 

https://www.care-news.jp/news/L0n1C 

 

２１年改定 データ活用やアウトカム評価、色濃く 

https://www.care-news.jp/news/OO4Yt 

 

通所介護「コロナ特例」 実績対応に切り替え 

http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=11&NCODE=677 

 

上場介護 3 社、TOB 賛同 非上場で戦略的防衛 

https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20210217_01_1/ 

 

高齢者施設のクラスター、全国で 1000件超える 厚労省発表 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-02-18.html 

 

厚労省、介護事業所の BCP 策定支援に注力 3年後から全サービスで義務化 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-02-17-2.html 

 

コロナ退院高齢者の受け入れ、介護施設に特例報酬 1 日 500 単位加算 厚労省 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-02-16-2.html 

 

厚労省、介護のコロナ交付金で自治体に協力要請 「可能な限り柔軟に対応を」 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-02-16.html 

 

河野大臣、介護の事務負担減で「スピード感を」 規制改革会議で注文 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-02-12.html 

 

佐賀県、医療・介護職に 6 万円支給へ 知事「コロナ対応のエールを送りたい」 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-02-11-2.html 

 

感染リスク理由に介護サービス提供を拒否 厚労省「正当な理由に該当しない」 

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-02-08.html 
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■    編集後記 
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スギ花粉症のシーズン到来 コロナとよく似た症状に注意 

スギ花粉症の季節となりました。昨年のこの時期は、まだ新型コロナウイルスの日本国内での感染はそれほど

広がっていませんでしたので、今回は事実上「初のコロナ感染下での花粉症シーズン」を迎えます。(そして、

今年が最後であって欲しいものです)。 

今年は地域によっては昨年の 2 倍以上のスギ花粉が飛ぶことが予想されています。しっかりとした対策が求め

られます。 

コロナ対策としては換気が重要ですが、逆に窓を開けたりすればその分屋内にスギ花粉が入ってきます。空気

清浄機などを上手に活用して、コロナ対策と花粉症対策を両立させることが求められます。 

また、花粉症の症状として「熱が出る」という人もいます。こうした人は、コロナに感染して発熱していても

「花粉症で熱があるのだろう」と考え、人の多い場所などに行ってしまう可能性もあります。 

今年に関しては「花粉症」と安易に考えず、体調の変化などに細心の注意を払う必要性があるでしょう。 

 

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 

http://kaiziren.or.jp/
mailto:info@kaiziren.or.jp

