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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
全国介護事業者連盟の理事をしています、日本ホスピスホールディグスの三重野真と申します。

当社は、住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅と、訪問看護・訪問介護を組みあわせた「ホスピス住
宅」というカテゴリーの住まいを運営しています。
東京・神奈川・愛知に 3 月現在で 17 箇所を運営しています。
今日、多死社会の到来、社会保障の増加抑制の両面から、病院は、「治療」という機能を提供する場所として位置付
けが強化されてきています。
結果として、人生を終える場所は、自宅、高齢者住宅に、その機能が求められています。
また、その人らしい生き方を最後まで求める価値観が、病院で亡くなるよりも、暮らしの中で看取られたいという
ニーズにつながっています。
しかし、がん末期の方や、ＡＬＳ等神経難病の方は、通常の高齢者住宅や、自宅での看取りは、困難な場合が多いで
す。
そんな「医療の支援が必要でも、病院の治療は必要ではない」方に、最期まで自分らしく生きることに寄り添う場
所、それが当社の目指す「ホスピス住宅」です。
幸いに、緩和ケア領域の看護師のみなさんが「寄り添う」看護を目指していく先に、「暮らしの中での看取り」があ
り、「ホスピス住宅」を自分たちの職場として評価いただけています。
スキルと志しの高い看護のメンバーとともに、「ホスピス住宅」で、質の高い看取りを実現していくとともに、その
地域の「看取りの拠点」として、他の事業所のみなさんや、病院、行政と連携しながら、自宅での看取りもサポート
できるような事業にしていきたいです。
一方で、既存のサービスカテゴリーを組合わせた新しいサービスとなっていますので、国の施策、行政のルールと
の整合をきちんと調整していく必要も強く感じています。
全国介護事業者連盟のみなさんのお力添えをいただきたいです。
ぜひ、ご一緒に、 日本の高齢社会の社会課題のひとつである「多死社会」に私たちでよりよい答えを示していきた
い思っています。
よろしくお願いします。
＜プロフィール＞
三重野 真
日本ホスピスホールディグス株式会社
執行役員 戦略本部長 兼

社長室長

セコム株式会社で、新事業、損害保険事業、アグリ事業の立上げに係る。
医療・介護系事業分野では、有料老人ホームの運営を担う。
2019 年 4 月から、現職。
※下記は、介事連の常識として、表記可否をご判断ください。
・高齢者住宅経営者連絡協議会 幹事
・グローバルカイゴ検定協会 理事
・介護施設協同組合 理事
◆『介護関係者への一斉ＰＣＲ検査』についてメッセージを発信いたしました。

http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/pcrmessage20210225.pdf
◆【2021 年介護報酬改定セミナー 解説決定版 参加無料】
～大改革・大競争時代に向けた介護事業者の生き残り戦略～
●日時 ： 3 月 24 日（水）16 時～18 時 10 分
●参加費用・形式 ：無料・オンライン（ZOOM ウェビナー）
●内容：2021 年報酬改定資料から、
"介事連の斉藤理事長"か解説します。
なお、セミナー当日までに、本改定に関する Q＆A が厚労省から出ていた場合、
そちらも解説する予定です。
最新情報を聞ける、またとない機会となっております。
▼セミナー詳細
https://a.k3r.jp/fujitex_ma/0AJ4048
▼申込フォーム(参加無料)※事前質問も受け付けております。
https://a.k3r.jp/fujitex_ma/0AJ4047
※後日アーカイブ配信も予定しておりますので日程の都合で参加が難しい場合はアーカイブ希望日程を記載しお
申し込みください。
▼お申し込み方法
上記 WEB、もしくは下記メールにてお問合せください。
fjsanitation@fjtex.co.jp
▼講演者・主催者
講演者：全国介護事業者連盟 斉藤正行理事長
主催：株式会社フジテックス
◆2021 年介護保険改定の全貌と 2024 年度 W 改定に向けた対策【無料オンラインセミナー】
https://www.irc-web.co.jp/seminar/20210327
日時：2021 年 3 月 27 日（土）14：00～16：50
配信形式：Zoom ウェビナー
主催：インターリハ株式会社
概要：業界の方向性を示す介護保険制度改定。この改定を 4 名の講師の立場・視点から見て解説していきます。
今後の経営戦略に生かせる講義内容です
講師名
・斉藤 正行先生
(全国介護事業者連盟 理事長)
・ 田中 大悟先生
(株式会社ケアモンスター 代表取締役）
・塚本 謙太郎先生
（DS セルリア株式会社 代表取締役）
・柏木 哲夫
（インターリハ株式会社 代表取締役）
↓お申込み
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_B5imEj8uSpGcLnV0x36Mtw

◆医療介護 DX 研究会 ― 介護 DX 勉強会開催のご案内
日時：２０２１年３月２５日 １８：００～２０：００
場所：リモート形式での開催を予定していますので、リアル会場はありません。
協賛：株式会社日本医療経営研究所（日医研）
１．講演１ 「介護報酬改定 2021 年～科学的介護データベースと ICT～」
演者：社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院グループ相談役
よこすか地域包括ケア推進センター長 武藤 正樹 MD. PhD.
２．講演２ 「令和 3 年度介護報酬改定と介護 DX へ課題」
演者： 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長 斉藤正行 氏
３．Discussion： 参加者全員
参加費：５０００円（税込み）：お支払い方法は申し込みをされた方へ別途ご案内いたしま
す。参加申込方法：HealthCare Innovation 21 研究会サイト（http://www.hci21.org/）に
てお申し込まれるか、下記までご連絡ください。
成田徹郎 tn453123@gmail.com
◆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 年新刊書籍を会員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
◆全国介護事業者連盟公式チャンネル 介護チャンネル
次期報酬改定居宅介護支援基本報酬と改定方針〜ケアマネジャーにも大変化が〜
https://www.youtube.com/watch?v=1cGPmZsVnfc
次期報酬改定 居宅介護支援 加算単価と詳細解説〜逓減制見直し・公平中立性の確保〜
https://www.youtube.com/watch?v=MeNuxG61uVI
【特別対談】衆議院議員・今枝宗一郎×斉藤正行〜元財務大臣政務官が語る介護報酬改定の攻防〜
https://www.youtube.com/watch?v=41vTD7lIw7Q&t=10s
次期報酬改定 グループホーム 基本報酬と改定方針〜他サービスと比べても論点多数の大改革〜
https://www.youtube.com/watch?v=8PRzowayKME
【特別対談】衆議院議員・鬼木誠×斉藤正行 〜在宅介護職員へのワクチン接種はどうなる？〜
https://www.youtube.com/watch?v=yEQwCYp9FaU&t=34s
グループホーム 加算単価と詳細解説〜ケアマネ・夜間人員体制・サテライト等論点多数の大改革〜
https://www.youtube.com/watch?v=lhaHIYsew9Y&t=18s
次期報酬改定 有料老人ホーム・サ高住 基本報酬と改定方針〜特定施設はどうなる？集合住宅の減算は？〜
https://www.youtube.com/watch?v=Ry1Rv8kjvtY&t=25s

次期報酬改定 有料老人ホーム・サ高住〜集合住宅への大改革に向けた序章〜
https://www.youtube.com/watch?v=t5-eCeRhPf0&t=9s
【特別対談】斉藤正行×井戸和宏〜介護現場の実践者が語る介護業界の大同団結が必要な理由〜
https://www.youtube.com/watch?v=o7elgoH5Gm0
※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２４日 群馬県支部 2020 年度オンラインセミナー（オンライン）
２月２６日 健康二次被害防止コンソーシアム設立発起人会に発起人として理事長が参加（東京）
３月

１日 国際・アジア健康構想協議会シンポジウムに理事長が参加（オンライン）

３月

２日 新潟県支部幹事会の開催（オンライン）

３月

５日

自由民主党 ヘルス＆コミュニティ議員連盟

スポーツ・健康産業推進議員連盟に理事長が参加（東

京）
３月 ５日 介護経営カレッジ総会での介護報酬改定セミナーで理事長が講演（オンライン）
３月 ９日 富士通主催の介護報酬改定セミナーで理事長が講演（東京※収録）
３月１０日 第 3 回住まい×介護×医療サミット（高齢者住宅新聞社）における介護報酬改定セミナーで理事長が
講演（東京）
３月１０日 第６回常任理事会の開催（オンライン）
３月１１日 日本デイサービス協会の理事会に参加（オンライン）
３月１１日 関東支部幹事会の開催（オンライン）
３月１２日 関西支部幹事会の開催（オンライン）
３月１３日 KAIGO LEADERS 主催の介護報酬改定セミナーで理事長が講演（東京）
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■

厚生労働省ニュース/内閣府ニュース
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令和２年度 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17244.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000076613_00001.html
デイの個別機能訓練開始後の効果説明 訪問だけでなくリモートでも可能に
厚生労働省は 3 月 9 日、「令和２年度 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」の資料を公表しました。
今回は通所介護に関する報酬通知の中から、従来の個別機能訓練加算(Ⅰ)よりも高い単位数（1 日 85 単位）が設定
された「個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ」について説明します。
（Ⅰ）ロの算定は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する PT 等を、通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置し
ていることが条件です。
例えば PT 等が特定の曜日だけ配置されている場合、その曜日にその PT 等から直接機能訓練を受けた利用者のみが
算定の対象です。
なお、この場合は曜日が予め定められており、利用者やケアマネジャーに告知されている必要があります。

また、訓練開始後は、その効果等（ADL の状況等）について、3 ヵ月に 1 回以上利用者宅を訪問し説明する必要があ
りますが、今回新たに、利用者等の同意が得られれば、テレビ電話などのいわゆる「リモート形式」で説明すること
も可能になりました。
第８回社会保障審議会介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会（Web 会議）の開催について
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=rVVl35rT315r66o_Y
「医療・介護･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=I9vrURRdUdDlZVGxY
社会保障審議会（介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会）
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=LdXlXxpTX97ra16_Y
介護保険事業状況報告（暫定）（令和 2 年 12 月分）
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=zzc1xY8QxCtxGaJdY
介護給付費等実態統計月報（令和２年１１月審査分）
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=o1td-zfCSpRYnoMxY
「科学的介護情報システム（LIFE）」の活用等について（その２）
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/LIFE2_20210310.pdf
高齢者施設への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築について（改正）
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/2021-3-4-10-44-31.pdf
高齢者施設等における唾液検体の採取方法について
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/2021-3-4-13-01-30.pdf
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布につ
いて
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/hakenkaisei20210303.pdf
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更につい
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/2021-3-2-16-18-27.pdf
「介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ） 作成支援に関する研修について」の周知について
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/2021-3-1-14-39-03.pdf
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■

介護ニュース
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ＬＩＦＥの活用 ３月 25 日までに申請を ４月当初から利用なら

http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=12&NCODE=3853
厚労省 第三次補正予算活用 介護職の獲得に着手
https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20210224_08_2/
介護事業所の BCP 策定、他事業者との連携も可 厚労省が解釈通知
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-03-11.html
感染症や災害に備える研修・訓練、在宅系も年 1 回以上の実施を 厚労省通知
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-03-12.html
【必見】介護報酬改定の解釈通知案を公表 厚労省 留意点など説明
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-03-10-2.html
在宅系介護職のワクチン優先接種、感染者への対応が前提 厚労省通知
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-03-04-2.html
コロナワクチン優先接種、在宅系の介護職も対象 厚労省が方針転換
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-03-03-2.html
感染症の業務継続計画 平時からの対応など記載を報酬改定の通知案公表
http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=11&NCODE=683
要介護認定、更新時の有効期間を最長 4 年に延長 厚労省 新年度から
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-03-01-3.html
介護報酬の“LIFE 加算”、情報提供項目を公表 厚労省 送信は翌月 10 日まで
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-02-25.html
介護の新データベース「LIFE」、まず利用申請を 早期対応なら来月 25 日まで
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-02-24-2.html
【提言】3 年後は再び報酬減？ 介護事業者は今後の荒波にどう備えるか
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-02-24.html
医療介護データ活用で 重点高齢者を個別訪問 全国でも珍しい新規事業
http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=12&NCODE=3862
介護職へのハラスメント、相談体制の整備を事業者に要請 厚労省通知案
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-03-12-2.html
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編集後記
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94 歳の特養入居者が絵本制作 高齢者のチャレンジ精神を尊重
2 月 25 日にオンラインで開催されたイベント「第十回介護甲子園」（主催：一般社団法人日本介護協会）では、愛
知県の特養が「介護の仕事のやりがいを子どもたちに伝える目的で、入居者と職員協働で絵本を制作・出版した」と
いう事例を発表して最優秀賞に輝きました。
コロナ禍で、皆で集まっての会議や作業が行えない中で、実際の完成に至るまでの様々な工程を、それぞれ得意と
する人が担当し、完全分業で制作したそうです。絵を担当したのは 94 歳の入居者だそうで、それだけでも驚きです
が、この方が絵を描き始めたのは 70 歳になってからとのことです。
年を重ね、だんだんと出来ることが少なくなっていく中で、全くのゼロから新たなことを始めようという本人の意
欲はもちろん、それを「無理だから」などと否定せず、認め、支え続けてきた家族や介護事業所も素晴らしいと思い
ます。
「人は何歳になっても新たなことに挑戦することができる」を見事に具現化した事例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

