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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
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・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務めております小林です。
当社は 1983 年に創業者の介護に対する想いから介護事業を始め、現在は通所介護を中心に訪問入浴・訪問介護・訪
問看護の在宅介護事業
および認知症対応型生活介護・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の住まい事業など、
介護や医療にかかわる様々なサービスを全国 47 都道府県で提供しております。
2020 年には社会の大きな環境変化と共に、「人生 100 年時代」幸福に生きられる 100 年になるために、
超高齢社会の課題解決にどう向き合っていくのか。
この先、お客様の生活をどう支えていくのかを考え、「介護のツクイ」から「人と社会が抱える‘介護’の課題に向
き合い、
解決するツクイグループ」へと変革してまいりました。
Group としては介護サービス事業に特化した株式会社ツクイの他にグループを束ねる株式会社ツクイホールディン
グス、
人材サービス事業の株式会社ツクイスタッフ、リース事業を中心とする株式会社ツクイキャピタル、
IT 事業を中心とする株式会社 DIGITAL LIFE で構成されております。
今後も多くの方が望まれている、住み慣れた地域でいつまでも暮らせる環境を作り上げていくためにも、
産学官民が協力して「地域包括ケアシステム」を構築していくのはもちろんですが、更により深く全国民の方々に
興味を示してもらう為にも、
現状のご理解と「今後の未来、しいて言えば今の子供達が成長した時に安心して笑顔で過ごすことのできる環境を
つくる」ことが出来るように、
そして一方でそれらの環境を支え担い手である介護職が、今まで以上に仕事への誇りを持ってもらえるよう、
全国介護事業連盟の皆様と共に国・行政等にも働きかけをして参りたいと考えております。
何卒よろしくお願いいたします。
プロフィール
小林久美子
株式会社ツクイ 取締役 事業開発推進管掌
経歴
社会福祉法人にて障がい者支援
株式会社ツクイにて在宅介護推進、管理推進、教育研修推進、ツクイ大学
他団体
・かながわ福祉サービス振興会 常任理事

◆【厚生労働省 老健局 担当課による 2021 年度介護報酬改定徹底解説 参加無料】
～施設・入居系サービス、訪問・通所系サービス、居宅介護支援、科学的介護情報システム「LIFE」等、各サービ
スとテーマを所管する厚生労働省老健局の担当三課が一挙対応～
●日時：2021 年 4 月 19 日（月）14 時～18 時 定員 500 名（先着順）
●参加費用・形式 ：無料・オンライン（ZOOM ウェビナー）
●内容：令和３年度介護報酬改定の５つの重点事項を総合的に解説するとともに、各サービスの改定事項が示すこ
れからの介護事業者の生き残り戦略に必要な方向性を示します
▼申込フォーム(参加無料)※当日チャット機能による質問も可能でございます。
http://kaiziren.or.jp/event/request/2021/seminar210419/

▼講演者・主催者
講演者：厚生労働省老健局

老人保健課・高齢者支援課・認知症施策地域介護推進課

主催：一般社団法人全国介護事業者連盟

◆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
科学的介護情報システム「LIFE」 厚生労働省老健局老人保健課 石丸課長補佐による解説
https://www.youtube.com/watch?v=rTeF60X_yJM&t=532s
次期報酬改定 特養（介護老人福祉施設）基本報酬と改定方針?特養にも自立支援・アウトカムの波が押し寄せる?
https://www.youtube.com/watch?v=l3Lx0C-Bgpk
次期報酬改定 特養（介護老人福祉施設）加算単価と詳細解説?過去最大の改定 鍵は自立支援 増収か？減収か？
https://www.youtube.com/watch?v=rJvdMqK231Q
報酬改定を踏まえた介護事業者の生残り戦略?V 字型事業所戦略とは何か？?
https://www.youtube.com/watch?v=VQSs9zBI53w
介護関係者への一斉 PCR 検査は本当に必要なの？？
https://www.youtube.com/watch?v=BMM6mYMbNR4&t=11s
※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】
3 月１６日 札幌商工会議所 健康・文化部×（一社）全国介護事業者連盟 北海道支部共催セミナーで理事長が講演
（オンライン）
3 月１６日 九州支部幹事会の開催（オンライン）
3 月１７日 第 24 回理事会の開催（オンライン）
3 月１７日 公明党 厚生労働部会 介護・障がい福祉支援検討チームにおける団体ヒアリングに永井正史副理事長
が参加（東京）
3 月１８日 東北支部設立準備会の開催（オンライン）
3 月１９日 LIFE に関する厚生労働省による説明会の開催（オンライン）
3 月２３日 沖縄県支部設立準備会の開催（沖縄）
3 月２４日 株式会社フジテックス主催 2021 年介護報酬改定セミナー（解説決定版）で理事長が講演（オンライ
ン）

3 月２５日 株式会社日本医療経営研究所協賛 医療介護 DX 研究会―介護 DX 勉強会で理事長が講演（オンライン）
3 月２６日 一般社団法人介護人材政策研究会主催 令和 3 年度介護報酬改定徹底攻略セミナーで理事長が講演（オ
ンライン）
3 月２７日 インターリハ株式会社主催 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）で理事長が講演
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厚生労働省ニュース/内閣府ニュース
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介護保険最新情報 Vol.938（科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手
順例及び様式例の提示について）
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/vol.938.pdf
科学的介護情報システム「LIFE」 厚生労働省老健局老人保健課 石丸課長補佐による解説
https://www.youtube.com/watch?v=rTeF60X_yJM&t=483s
多くの加算で「LIFE 使用」が算定要件に 導入・活用方法の正しい理解を
一般社団法人全国介護事業者連盟では 3 月 19 日、厚生労働省老健局老人保健課石丸課長補佐様をお招きして、4 月
から運用がスタートする科学的介護情報システム「LIFE」の活用に関する説明をしていただきました。
医療では 1990 年代以降、エビデンスの蓄積・活用が重視されてきましたが、介護ではそれが十分とは言えませんで
した。そこで国もエビデンスに基づく自立支援・重度化防止を進めるための施策として、システム「CHASE」
「VISIT」
を通じて科学的介護に関するデータ収集・分析、スムーズな PDCA サイクルの確立を進めてきました。
「LIFE」は、4 月より「CHASE」「VISIT」を一体的に運用するものとして登場した新システムです。令和 3 年度介護
報酬改定では、特養やデイ、特定施設などの個別機能訓練加算（Ⅱ）、施設系サービスおよび看護小規模多機能の排
せつ支援加算（Ⅰ～Ⅲ）など、多くの加算で LIFE の活用が算定要件に含まれています。
LIFE を積極的に、正しく活用することが、今後の介護事業経営については重要になると言えそうです。
令和３年度介護報酬改定解釈通知
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754976.pdf
介護保険最新情報 Vol.952（「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月 26 日）」の送付
について）
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000760502.pdf
介護保険最新情報 Vol.951（「科学的介護情報システム（LIFE）」の活用等について（その３））
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/vol.951.pdf
介護保険最新情報 Vol.950（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サポートガイド等に
ついて）
https://www.mhlw.go.jp/content/000758437.pdf

介護保険最新情報 vol.948（「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（令和３年３月 23 日）」の送付
について）
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000759529.pdf
介護保険最新情報 vol.947（通所介護等の区分支給限度基準額に係る給付管理の取扱いについて）
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000756911.pdf
介護保険最新情報 vol.946（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 19 報））
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/vol.946.pdf
介護保険最新情報 Vol.945（介護保険法施行規則第 140 条の 63 の６第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準に
ついて）
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000756266.pdf
介護保険最新情報 Vol.944（介護保険法施行規則第 140 条の 63 の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める
基準の制定に伴う実施上の留意事項について）
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000756265.pdf
介護保険最新情報 Vol.941（「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和３年３月 19 日）」の送付
について）
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000756267.pdf
介護保険最新情報 Vol.938（科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手
順例及び様式例の提示について）
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/vol.938.pdf
介護保険最新情報 Vol.937（通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生
じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について）
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/vol.937.pdf
介護保険最新情報 Vol.931-⑧（①「科学的介護情報システム（LIFE）」の活用等について ②「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/vol.931_8.pdf
介護保険最新情報 Vol.931-⑦（①「科学的介護情報システム（LIFE）」の活用等について ②「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/vol.931_7.pdf
介護保険最新情報 Vol.931-⑥（①「科学的介護情報システム（LIFE）」の活用等について ②「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/vol.931_6.pdf

介護保険最新情報 Vol.931-⑤（①「科学的介護情報システム（LIFE）」の活用等について ②「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/vol.931_5.pdf
介護保険最新情報 Vol.931-④（①「科学的介護情報システム（LIFE）」の活用等について ②「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/vol.931_4.pdf
介護保険最新情報 Vol.931-③（①「科学的介護情報システム（LIFE）」の活用等について ②「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/vol.931_3.pdf
介護保険最新情報 Vol.931-②（①「科学的介護情報システム（LIFE）」の活用等について ②「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/vol.931_2.pdf
介護保険最新情報 Vol.931-①（①「科学的介護情報システム（LIFE）」の活用等について ②「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/vol.931_1.pdf
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 別冊資料（介護報酬改定）
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000076613_00001.html
高齢者施設の従事者等の集中的実施計画による検査の積極的な受検について
http://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/2021-3-22-9-19-23.pdf
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■

介護ニュース
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LIFE 対応、早期準備を 厚生労働省が通知
https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20210303_01_2/
【まとめ】介護報酬の“LIFE 加算”、これまでの通知の内容はこちら！
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-03-24.html
コロナで疲弊した介護職、どう支える？ 厚労省、サポートガイド公表
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-03-25-2.html
処遇改善加算の実績報告、コロナ禍の慰労金は含めない扱いも可 厚労省通知
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-03-23.html
通所の入浴介助加算、新要件を通知 厚労省「利用者が自宅で入れるように」

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-03-19-2.html
【論点】在宅リハをどうするか？ 訪問看護の改定で浮上した介護保険の重要課題
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-03-17-2.html
これが確定版！ 厚労省、介護報酬改定の解釈通知を正式公表
https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-03-17.html
介護報酬の“LIFE 加算”、計画の策定・更新が必須

PDCA 要件の概要判明

https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-03-15.html
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■

賛助会員広告 【インバウンドテクノロジー株式会社】
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特定技能（介護人材）活用オンラインセミナーのご案内
いつもお世話になっております。
介護施設様向けに外国人人材紹介を行っております、
インバウンドテクノロジーの鴻野（こうの）と申します。
当社は全国の介護事業者様に対して、外国籍人材のご紹介をしております。
さて、今回は、2021 年 4 月 7 日に当社開催「特定技能（介護人材）活用セミナー」
を開催することになり、ご連絡致しました。
===================================================
▼【はじめての外国籍雇用?特定技能が今アツい?】
日時：4 月 7 日（水）14:00~15:00
会場：Zoom（オンライン）
申込フォーム：https://forms.gle/SCwaFT4F6Hxv75kx6
===================================================
昨今、日本の人手不足により外国籍労働者の数は年々増加しており、
コロナ禍においても、その勢いはとどまるところを知りません。
2019 年の 4 月からスタートした「特定技能」の在留資格は、
まさに国が外国籍人材の受け入れを推進する内容になっております。
しかし、
「特定技能がどのような制度か分からない」
「技能実習制度との違いは？」
「受け入れにおいて必要なことは？」
「雇用するにあたっての手続きが煩雑そう」
など、外国籍雇用はハードルが高そうという認識をお持ちの場合もあるかと思います。

そこで本セミナーでは、
創業から 7 年間外国籍人材に特化して就労支援を行ってきたインバウンドテクノロジーが、
人材不足が予見される企業様や外国籍人材の活用により更なる発展を目指す企業様を対象に、特定技能の概要につ
いてお話しします。
【セミナー内容】
1．特定技能ビザとは
2．特定技能と技能実習の違い
3．ビザ取得のための要件
4．特定技能ビザの取得状況/弊社 IBT の実績
5．特定技能採用の成功事例
これから外国人材の活用を検討したい方には、ぜひお勧めのセミナーです。
全く在留資格制度を知らないといった方でも安心してご参加いただける内容ですので、
この機会にぜひ本セミナーの活用をご検討ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
インバウンドテクノロジー株式会社
〒151-0062
東京都渋谷区元代々木町 30-13 ONEST 元代々木スクエア M1
TEL：03-6367-0282
FAX：03-6420-0581
MAIL：k-maegawa@ib-tec.co.jp
HP：http://ib-tec.co.jp/
ーーーーーーーーーーーーーINBOUND TECHNOLOGYー
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■

編集後記
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コロナ禍での生活も 2 年目 感染防止とレク実施の両立が事業者の課題
今年は、
例年より 10 日ほど早く桜開花の便りが全国から届いています。昨年は新型コロナウイルス感染症の拡大で、
ほとんどの高齢者施設で花見イベントの中止を余儀なくされました。
しかし、今でも感染が続いている状況からすると、残念ながら 2 年連続で中止せざるを得ないところが大半でしょ
う。
高齢者施設にとって、イベントやレクリエーションは、利用者の介護予防や認知症予防・進行防止など、単なる「楽
しみ」以上の効果が期待されています。
それが 1 年以上まともに実施されないとなると、
利用者の心身の健康に様々な影響が出て来ることも考えられます。
1 年前の春とは異なり、社会の中にも「感染拡大を防ぎながらイベントを開催するノウハウ」が蓄積されています。
それらをうまく活用しながら、感染予防と利用者の楽しみ・健康づくりを両立させていくことが、コロナ禍 2 年目
を迎えた介護事業所に求められるようになってい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
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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

