
2021年度事業実績報告書

一般社団法人全国訪問看護事業協会



2021年 度 事業報告

I 会議の開催状況

1 総会 (2回)(事業計画 2回 )

令和 3年 6月 16日  品川フロン トビル会議室

令和 4年 3月 18日  品川フロン トビル会議室開催予定

2 理事会 (5回)(事業計画 4回 )

令和 3年 5月 6日  書面理事会

令和 3年 5月 27日 書面理事会

令和 3年 6月 17日 書面理事会

令和 3年 11月 1日 書面理事会

令和 4年 3月 7日  書面理事会

運営委員会 (4回-5月 ・10月 ・12月 。1月 書面)(事業計画 4回 )

訪問看護推進委員会 (3回-6月 ・10月 。1月 (事業計画 4回)

。小児訪問看護推進検討部会 (3回-6月 ・12月 ・3月 )(事業計画 3回 )

☆小児訪問看護情報交換会一令和 3年 7月 10日 Zoomに よるWeb配信

小児訪問看護の経験のない看護師等、小児訪問看護を始めて困つている

看護師等を対象に、良くある小児訪問看護の特徴。つまずきポイントの講

義や具体的な事例紹介、グループワークを参加者 129名 で行つた。

。事業所 自己評価ガイ ドライン普及 。活用促進部会 (2回-8月 。1月 )(事

業計画 3回 )

☆事業所 自己評価ガイ ドライン普及のための講師養成研修

令不日3年 11月 26日 Zoomに よるWeb酉己信 し、104名 が受講 した。

5 研究委員会  (1回・-1月 )(事業計画 2回 )

6 研修委員会  (2回-10月 ・ 11月 )(事業計画 2回 )

7 広報・編集委員会  (2回-6月 。9月 ・2月 )(事業計画 3回 )

8 研究倫理審査委員会 (迅速審査)(0本)(事業計画適宜)

３

４



Ⅱ 事業実施状況

1 訪間看護推進事業

≪ 1≫ 要望書の提出

(1)『訪問看護関連の要望書』

⇒自民党看護問題姑策議員連盟会長に

提出 (令和 3年 5月 7日 )協会単独

I。 新型コロナウイルス感染症対応における

。衛生材料および個人防護具等の優先供給

・訪問看護ステーシヨンの存続に対する支援の充実

Ⅱ.訪問看護師等の早急で大幅な人材確保と業務環境の整備

Ⅲ。 地域包括ケアの実現を目指した、訪問看護ステーションの大規模化・

多機能化の促進の支援

Ⅳ.医療的ケア児や重症心身障がい児などとその家族が、安心して在宅

生活を送ることができる仕組みづくりへの支援

V。 在宅ケアにおける事故報告システムの開発

Ⅵ.訪問看護におけるICT活用促進への支援

⇒自民党看護問題小委員会に提出

(令和 3年 8月 31日 )協会単独

I。 新型コロナウイルス感染症対応における

。衛生材料および個人防護具等の継続供給
。訪問看護ステーションの存続に対する支援の充実

Ⅱ.訪問看護におけるICT活用促進への支援

Ⅲ.訪問看護師等の早急で大幅な人材確保と業務環境の整備

Ⅳ。 医療的ケア児や重症心身障がい児などとその家族が、安心して在宅

生活を送ることができる仕組みづくりへの支援

V。 在宅ケアにおける事故報告システムの開発

⇒参議院自由民主党政策審議会会長に提出

(令和 4年 3月 9日 )協会単独

I.訪問看護師の早急で大幅な人材確保と賃金引上げ等勤務環境の改善

Ⅱ.安心して暮らせる地域社会の実現を目指した訪問看護ステーション

の大規模化 。多機能化の促進の支援

Ⅲ。新型コロナウイルス感染症姑応における訪問看護ステーションの存



続に対する支援

Ⅳ。医療的ケア児や重症心身障がい児などとその家族が安心して在宅生活

を送ることができる仕組みづくりへの支援

V。 訪問看護における ICT o AI。 エコー等医療機器の活用促進の支援

Ⅵ.在宅ケアにおける事故報告システムの開発

(2)『令和4年度診療報酬改定に関する要望書』

⇒厚生労働省保険局長に提出 (令和 3年 7月 14日 )三団体連名

1.訪問看護ステーションと医療機関等の連携強化

2.訪問看護ステーシヨンによる在宅療養継続支援の強化

3.ICTを活用した訪問看護の業務効率化の推進

⇒厚生労働省保険局長に提出 (令和 3年 7月 14日 )協会単独

1.医 療機関等と訪問看護事業所の連携により、在宅療養者を支援する

切れ目のない体制作りを評価されたい

2.訪問看護の安定的な提供体制整備に向けた業務効率化の推進を図ら

れたい

3.医療ニーズの高い対象者が、本人の望む場所での療養生活が継続で

きるよう、訪問看護のさらなる充実を図られたい

4.訪問看護情報提供療養費の算定要件の見直しを図られたい

(3)『新型コロナウイルス感染症関連の訪問看護に関する緊急要望書』

⇒厚生労働省保険局長に提出 (令和 3年 9月 8日 )三団体連名

1。 「訪問看護感染症対策実施加算」の算定期限延長により、訪問看護サ

ービスの安全対策への支援を継続すること

⇒厚生労働省老健局長に提出 (令和 3年 9月 8日 )三団体連名

1.「基本報酬に対する 0。 1%の上乗せ」の期間延長等、訪問看護事業所ヘ

の支援の継続

(4)『看護職員の収入増に関する要望書』

⇒厚生労働大臣 。厚生労働省保険局長に提出

(令和 3年 12月 6日 )三団体連名

⇒内閣総理大臣に提出 (令和 3年 12月 10日 )三団体連名

1.令和 4年 10月 より、医療機関、訪問看護ステーションに勤務する

看護職員の月額 12,000円 (平均賃金額 3%相 当)の給与引上げを行



うための措置を、令和 4年度診療報酬改定において講じられたい。

1.1を実施するため、令和 4年度当初予算で必要な措置を講じられた

い 。

1。 1の措置にあたつては、医療機関。訪問看護ステーションに措置された

増収分が確実に看護職員の収入増につながる仕組みとされたい。

《2≫看護師の特定行為に係る研修制度の受講促進 日活動

厚生労働省 。医政局看護課・看護職員特別対策事業を受託

。昨年は、「訪問看護ステーションにおける特定行為研修制度促進に係る

課題等調査事業」で、実態調査を実施。事業協会の独自事業の検討委員会

において、特定行為受講修了者のいる訪問看護ステーションの管理者及

び修了者に対して二次調査を行い、訪問看護師が受講しやすい条件や支

援の方法について検討した。

2021年度は、「訪問看護ステーシヨン向け特定行為研修制度の推進に

資するPR媒体作成事業」として、訪問看護ステーションにおける特定

行為研修修了者の確保及び制度の推進に向け、職員の研修派遣やその後

の修了者の活躍支援等について、主に管理者の視点から、必要となること

や留意事項を整理し、ホームページ等で PRを行 うための媒体を作成し

た。PR媒体をもとに当協会のホームページにサイ トを作成し、それを活

用し周知した。

≪3≫訪問看護ステーシヨンの質向上への支援

訪問看護事業所が質向上のための自己評価を積極的に実施できるよう、

事業所自己評価ガイ ドライン普及促進部会を中心に取り組んでおり、11月

1こ 「自己評価ガイ ドライン普及のための講師養成研修会」を開催した。

又当協会のロゴを基にデザインした、事業所自己評価実施のロゴマーク

を作成した。

≪4≫訪間看護における ICT活用促進

訪問看護 ICT化プロジェクトのチームを結成し、ICT活用による様々な

業務の効率化、地域連携の取り組み事例を紹介し、先進的な機器を活用した

訪問看護に関する情報提供を行い、1月 に検討委員会を開催した。

≪ 5≫訪間看護における報酬改定要望に関するプロジェク ト

プロジェク トチームを結成 し、10月 に第 1回委員会、1月 に第 2回委員

会を開催 し、訪問看護における報酬改定要望の検討 した。



≪6≫ ACPの普及・促進

当協会ホームページでガイ ドライン・ACPの進め方 。方法 。ACPの取り

組みの実際、訪問看護師によるACPの実践事例をホームページで紹介した。

《7≫訪問看護ステーシヨンの大規模化への支援

地域医療介護総合確保基金について効果的な活用を推進するため、活用

状況を把握することを目的に調査し、結果をとりまとめた。

《8≫都道府県訪問看護ステーシヨン協議会の法人化の支援

既に法人化している協議会にアンケー トを実施し、法人化の手順 (例 )、

法人化することによる効果、法人化のメリント、法人化のデメリント、法人

化の過程において思いがけなかつたことや誤算、資料や今後の展望をとり

まとめた。

≪9≫外国人利用者への対応支援

会員への調査結果を参考にして、「外国人利用者等への訪問看護提供の

ためのガイ ド」と「訪問看護契約書等 【参考私案】」(英語表記版 。日本語

表記版)を作成し、ホームページに掲載した。

2 研究事業

厚生労働省 。医政局・委託事業

・「在宅医療関連講師人材養成事業  (訪問看護分野)」

⇒新型コロナウイルス感染症対策の為、動画の視聴と事前課題の提出、

Webによるグループワークを 10月 に開催した。
。「看護職員特別対策事業 (訪問看護ステーション向け特定行為研修制度

の推進に資するPR媒体作成事業」

全国訪問看護事業協会研究助成 (一般)

。「訪問看護師クリニカルラダー可視化開発と評価」
。「訪問看護事業所の災害時における事業継続計画 (BCP)の実態調査」

。「大規模訪問看護ステーション経営におけるガバナンス体制に関する全

国調査」



上記 3本は、令和 2年度分だが、新型コロナウイルス感染症封策の為、期

間を 1年延長し、令和 3年度も引き続き研究事業に取り組んだ。

令和 3年度分
。「P00マスターを取得し、重症心身障がい児の排便ケアを考える」

。「精神科訪問看護事業所における看護管理者のコンピテンシーに関する

全国調査」

3 研修事業

新型コロナウイルス感染症対策のため、Web研修会形式で開催した。

「訪問看護師基礎研修会」「訪問看護新任管理者研修会 I・ Ⅱ」「訪問看護管理

者養成研修会」「訪問看護管理者養成研修フォローアップ研修会」「精神科訪問

看護研修会」「小児訪問看護研修会 Part2・ Part3」 「訪問看護ターミナルケア

集中講座」「訪問看護におけるリスクマネジメント」「訪問看護師のための再度

確認 !保険請求業務」「診療報酬改定研修会」を開催した。

尚、「小児訪問看護研修会 Part2・ Part3」 と「小児訪問看護情報交換会」に

ついては、日本財団より助成金をもらつた。

4 情報提供事業

(1)実務相談

毎週水曜日の 13時から17時まで、現場の管理者が担当した。

精神訪問看護の実務相談については、精神科の制度や保険請求に関する

相談は、水曜日の実務相談で対応し、精神科訪問看護活動の悩みは、精神科

訪問看護コンサルテーシヨンとして月毎に担当者を決め、随時担当者から、

相談者に連絡して姑応した。

訪問看護 2,516件 。精神科訪問看護 193件、精神科訪問看護コンサルテー

ション25件合計 2,734件 (令和 3年 4月 ～令和 4年 3月 31日 まで)の実

務相談に対応した。

(令不日2年 4月 から令和 3年 3月 の 1年間 :2,511イ牛=訪問看護 2,283

件 。精神科訪問看護 212件、精神科訪問看護コンサルテーション 16件 )

3月 25日 には、実務相談意見交換会を開催し、担当者や関係者が 30名

参加し、活発な意見交換を行つた。

(2)最新情報提供 (配送 。Web)

最新情報は、配送で 6回、Web上で 292回、メールで 1回、FAXで 1



回合計 300回 (4月 1日 ～3月 31)と 、時宜を得た多くの情報を発信 して

いる。 (詳細別紙 )

(3)Web上 での情報提供

ホームページの更新は 329回 、アクセス数は、約 295,000件 (4月 1日

～3月 31日 )(前年度 1年で約 262,000件 )で、Web上での情報提供が

定着 した。又、より見やす く、使いやす くなるように、ホームページの改

修に取 り組んでいる。

5 広報 日出版事業

(1)訪問看護ステーションニュースは、広報・編集委員会が中心となり編集

し、160号から165号で、約 6000部ずつ発行し、全国の情報を発信した。

(2)月 刊誌『コミュニティケア』 (日 本看護協会出版会)への記事連載

『 コミュニティケア』に年間通して、事業協会の活動状況を紹介し、訪問

看護ステーションのみでなく、病院等の看護師等に協会の活動を知つても

らう機会となつた。

(3)訪問看護ステーシヨンパンフレット(令和 3年度介護報酬改定は訂正シ

ールを作成し対応)・ 訪問看護ステーションポスターを販売。

(4)「訪問看護実務相談Q&A」 令和 3年度版を作成し、9月 に中央法規出

版より出版した。

(5)「明日からできる訪問看護管理」をメディカ出版より販売。

(6)「精神科訪問看護テキス ト～利用者と家族の地域生活を支えるために～」

を中央法規出版より販売。

(7)「介護職員等による喀痰吸引 。経管栄養研修テキス ト」を改定し、9月

に中央法規より出版した。

(8)「訪問看護が支える在宅ターミナルケア」を日本看護協会出版会から販

売。

(9)「 ここから始める訪問看護ステーションの開設 。運営ガイ ドブック」を

6月 にメディカ出版より発行した。

(10)「認知症対応型グループホームにおける『医療連携』を進めるために

Ver。4をホームページに掲載。

(11)「在宅における喀痰吸引等連携ガイ ド～訪問介護事業所等と訪問看護ス

テーションの円滑な連携に向けて～訪問看護ステーション向け Ve■2を

ホームページに掲載。

(12)「専門性の高い看護師と連携するためのガイ ド (訪問看護ステーション

用)～ 「訪問看護基本療養費 (I)のハ及び (Ⅱ )のハ」「在宅患者訪問

看護 。指導料 3」 の算定にあたつて～Ver。2をホームページに掲載。



(13)「喀痰吸引・経管栄養における看護と介護との連携の概要」Ve■ 2を販

売。

(14)訪問看護アクシヨンプラン2025の普及・促進

(15)出版社等からの執筆依頼対応

6 訪間看護推進連携会議 (日 本看護協会・日本訪問看護財団。全国訪問看護事

業協会の 3団体の会議)

4月 開催
。令和 4年度診療報酬改定要望について

。訪問看護レセプ ト電子化について (情報共有、方向性の確認)

7 Nursing Nowキ ャンペーン

看護職への関心を深め、地位を向上することを目的として世界的に展開

しているNursing Nowキ ャンペーンを実行委員団体として、日本訪問看

護財団と共同で、地域で訪問看護をアピールする等の活動を展開した。

機関誌での紹介記事、ロゴ掲載、ホームページで紹介した。

又、2021年 1月 21日 に開催された Nursing Nowフ ォーラム。イン・ジャ

パンヘ Webやパブリックビューイングで参力日した。

このキャンペーンは、2020年 12月 に終了予定であったが、新型コロナウ

イルス感染症対策のため延長となり、2021年 6月 をもつて終了した。

8 災害への支援

島根県松江市における大規模火災、令和 3年 7月 1日 からの大雨による

災害、台風第 9号から変わつた温帯低気圧に伴う大雨による災害、令和 3年

8月 11日 からの大雨による災害、令和 3年長野県茅野市において発生し

た土石流にかかる災害、令和 4年福島県沖を震源とする地震にかかる災害

に災害救助法が適用されたが、当協会では、タイムリーに情報発信を行って

おり、都道府県訪問看護ステーション連絡協議会にヒアリングする等の情

報を収集した。

9 新型コロナウイルス関連

(1)新型コロナウイルス感染予防対策支援

・当協会の「新型コロナウイルス感染対策の特設ページ～スタンフが感染しな

いこと、利用者が感染しないこと、家族が感染しないことを目指して～」を

令和 2年に開設したが、引き続き情報提供を行うた。

・訪問看護事業所での具体的な取り組みについてまとめた冊子「新型コロナウ



イルス感染症対策 訪問看護ステーションで取り組みましょう」を作成し、

ホームページに掲載。

・「新型コロナウイルス感染症 訪問看護師による自宅療養者への対応マニュ

アル (第 2版)を作成し、ホームページに掲載。
。会員専用ページに、賛助会員 (団体)。 アルフレンサメディカルサービス (株 )

の協力により、サージカルマスク、手袋、プラスチックエプロン、酒精綿、

消毒クロス等の販売を紹介した。賛助会員 (団体)・ メディカ出版の協力に

より組立式使い捨てフェイスガー ド、賛助会員 (団体)・ 大日商事 (株)の協

力により、非接触式電子温度計、手指消毒剤キビキビ、メガネが曇りにくい

息がしやすいマスクの販売を紹介した。

・賛助会員 (団体)・ ユニ・チャームが日本製の N95ヤ スクを作成し、当協会

の会員にチラシを送付し、紹介した。

10 厚生労働省関連の委員就任

◇厚生労働省医政局
。在宅医療関連講師人材養成事業～高齢者分野
。在宅看取りに関する研修事業
。地域包括ケア構築に向けた訪問看護提供体制評価に資する指標等の検討会

。在宅医療及び医療 。介護連携に関するワーキンググループ

◇厚生労働省老健局
。介護職員等による喀痰吸引等の円滑な実施に関する調査研究事業

・訪問看護の評価指標の標準化に関する調査研究事業

・介護現場におけるハラスメント対策マニュアル。研修手引き等の普及啓発に

関する調査研究

◇厚生労働科学特別研究事業

・経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替えに係る課題把握及び姑応策立

案に向けた研究

◇厚生労働省社会・援護局
。医療観察法の医療体制に関する懇談会

◇厚生労働省保険局
。訪問看護療養費のレセプ ト電子化に関する調査研究等一式



◇経済産業省

・ 日本認知症官民協議会

◇日本看護協会

・2025年に向けた訪問看護提供体制の在 り方検討委員会

・Nursing Nowキ ャンペーン実行委員会

◇その他
。日本在宅ケアアライアンス 介護の専門性に関する研究会

。日本在宅ケアアライアンス 大都市圏における在宅医療に関する研究会

。日本在宅ケアアライアンス 災害時における在宅療養患者 (小児から高齢者

まで)の情報収集と支援ネットワーク構築に関する検討会

・ 日本在宅ケアアライアンス 在宅医療のデータブック開発/在宅医療に関

する市民・専門職啓発事業

・在宅ケアもの。こと。思い研究所―在宅ヘルスケア支援における製品及びサ

ービス等のアクセシビリティ配慮に関する国際標準化
。きらきら訪問ナースの会
。ALS協会 (研究助成検討委員会)

・特定行為研修の修了者の活用に際しての方策に関する研究 (科研)

。東京都在宅介護 。医療協働推進部会
。東京都看護協会 東京都入退院時連携強化研修事業に係る在宅療養支援

窓口取組推進研修
。日本訪問看護財団 「新版 訪問看護師による自宅療養者への対応マニュア

ル」作成



令和 3年度研究事業一覧   一般社団法人全国訪間看護事業協会

令和3年度厚生労働省医政局委託事業

1,000千 円

6,350千 円

<事業目的>
「特定行為に係る看護師の研修制度」においては、とりわけ在宅医療需要の増大に備え、在

宅領域における特定行為研修修了者数の増加が望まれているところである。

訪問看護ステーションにおける特定行為研修修了者の確保及び制度の推進に向け、職員の研

修派遣やその後の修了者の活躍支援等について、主に管理者の視点から、必要となることや留

意事項を整理し、ホームページ等で PRを行うための媒体を作成する。

<事業内容>
①PR媒体の作成

ヒアリング結果及び前年度実施の調査結果等を活用し、 5段階のフェーズに沿つて

主に管理者の視点から、必要となることや留意事項等を整理

②PR媒体を活用した周知

PR媒体をもとに当協会のホームページにサイトを作成

<事業目的>
平成 28年から地域で在宅療養者を支える訪問看護人材の確保・質向上のため、地域で訪問

看護師の育成を担うことのできる人材を養成することを目的に研修を企画・開催 してきた。今

年度も各都道府県から推薦された者に対 して研修会を開催。また、在宅医療・訪問看護にかか

る人材育成を都道府県等が実施する上で参考となる、研修会受講者の活動好事例を都道府県等

の関係機関に対 し提供することにより、地域における訪問看護の質の確保・向上を目指す。

<事業内容>
①研修プログラム作成および研修会の開催

〔受講者数〕看護師 102名 および行政職員52名 (合計 154名 )

〔開催方法〕オンデマンド配信の講義動画の視聴 (8月 ～10月 )

視聴後、Webの ライプ配信によるグループワークの開催 (10月 29日 )

②フォローアップ調査の実施

③好事例のまとめ
フオローアツプ調査の中で、本研修受講後に効果的な活動を実践している地域を5事

例選定し、事例ごとに地域の現状・研修会開催の過程・成果や課題について整理

看護職員特別対策事業 (訪間看護

ステーション向け特定行為研修制

度の推進に資する PR媒体作成事

業)

在宅医療関連講師人材養成事業

(訪問看護分野)

一　・　一　一　一

・
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令和3年度 全国訪聞看護事業協会研究助成 (―
一般)採択者―一覧

¥318,000

¥320,000

P00マ スターを取得し、重症心身障がい児の排使ケアを
―

考える

精神科訪問看護事業所における看護管理者のコンピテン

シーti関する全国調査

佐資大学大学院―医学系1研

究科看護学専攻修士課程

独立行政法人国立病院機
構肥前精神医療センター

訪聞看護ステーシヨン

ぶるうみぃ

早木 幸江

齊藤 公美子



令和3年度研修事業 Web研修会参加実績
31日

報酬改定の理解

協要

訪問看護関係者

対象

7764,871

1,0461 81,054

5,647

非会員会員
◆加費

上限なし |
会員・ヲF会員

3300円

定員

1カ月

巽路可
能鶏関受講開始ロ

訪問看護ステーションにおける介護保険・医療保険
の算定構造、保険請求の実際、公費請求の実際、

間違えやすい請求、『訪問看護実務相談Q&A』の

活用、令和3年 4月 の介譲報酬改定について

2ヵ月間

5

3

上限なし
聴てヽきる事務職員

管理者またはそれに準ずる看護職員
9月 1日 ～ 11月 28日第 1回

12月 1日 ～令和4年 1月 27日第2回

310

104

315

107

10月 1日 ～

12月 1日 ～

会員  8,000円
非会員 22,000円

口穣

申込期簡

期 回 1抑件 2月 1日 ～3月 郷日
1明

栂日～

訪問看護における法的責任、訪問看護師が受ける

暴力、訪間看護に求められる医療安全、訪問看護
ステーションでのリスクマネジメントの実際、訪間看護
におけるインシデントレポートの分析 活用法等、事業

所における業務継続計画(BCPlこ ついて)

訪間看護に従事する看護師等

77

2ヵ月間

10月 1日 ～

6月 1日 ～ 3

0

上限なし

6月 1日 ～7月 28日第 1回

10月 1日 ～ 11月 28日第2回

会員  17,000円
非会員 32,000円

⑩訪問看護におけるリスクマネジメント
～利用者とスタッフと事業所を守る～

回

⑫診療報酬改定研修会

に従事する看護師等

に従事する看護師等

訪問看護に従事する看護師等

26

2カ月間

2カ月間

3ヵ 月

8月 1日 ～ 1

1

0

1

0

2750名

50名

50名

19月

※

臨死期のケ
と実際、事例

19    186月 1日 ～8月 29日第 1回

7月 1日 ～8月 29日第1回

令和3年 3月 1日 ～4月 27日第1回

7月 1日 ～8月 29日第2回～訪問看護が支える在宅ターミナルケ

11月 1日 ～12月 24日第3回

法、在宅ホスピス緩和ケアの実際、在宅ターミナル34

38

41

34

39

41
ヲF会員83,000円

|

会員43,000円

4月 1日 ～

11月 1日 ～

7月 1日 ～

児訪問看護研修会 Part3

時の対応、他職種の理解とチーム医療について、子
Чこ寄り添う看護、小児がんについて、急変

家

ナルケア集中講座

会員  18,000円
夢卜会員 36,000円

会員  18,000円
ヲF会員 36,000円

⑦小児訪間看護研修会 Part2

～いのちを支えること～
※日本財団助成事業

てんかん発作について、最近の小児医療 重症心身
障害児の医療 看護の動向、耳、鼻の機能 耳鼻科
疾患について、眼の機能・眼科疾患について、睡眠

障害について、発達障害の理解と対応、小児リハビリ
テーション、福祉用具、児童相談所の機能と役割、

特別支援学校における看護の役割について

ロールおよび症状緩和の理論と実際、
ア、エンゼルケア、退院支援の進め方

ケアの考え方と取り巻く法的知識、
プロセスとケアのポイント、ターミナ

在宅ターミナルの

ル期の疼痛コント

活動すること～

日本財団助成事業

!保O訪問看護師のための再度確認
険請求業務

精神科訪間看護の実際①(利 用者との信取関係再
築、対人関係の援助)、 精神科訪問看護の実際②
(日 常生活の援助、症状悪化の早期発見)、 精神科
訪問看護の実際③(危機介入、医療継続の支援)、

精神科リハビリテーションの概念と実際、精神障がい

者の理解・薬物療法、保健・医療サービス提供シス

テム、精神科訪問看護の理解とアセスメント、看護

3ヵ 月 上限なし

令和3年 3月 1日 ～4月 27日第1回 769

831

職のGAF評価

法士

1,0404月 1日 ～

7月 1日 ～ 1,024

1,038

会員
15,000円

非会員
25,000円

271 1

拓『 J鵞畢写鞄 縫節建暑諮昂詫

研修会名

会員
17,000円

非会員
32,000円

護の実際と訪問看護利用者の理解・多職種との連
携、あなたが目指す訪問看護とは、訪間看護の制
度の理解、リスクマネジメントの視点、訪問看護にお

上限なし 訪問看護に従事する看護師等2ヵ月

4月 1日 ～6月 27日第1回

9月 1日 ～10月 27日第2回

12月 1日 ～令和4年 1月 27日第3回

10

13

10

166

80

124

176

93

134

4月 1日 ～

12月 1日 ～

9月 1日 ～看護師基礎研修会
看護の第一歩～

訪間看護ステーションの管理業務の概要 管理者の

役割、訪問看護ステーションの経営管理、管理者と
しての課題の抽出・分析と今後の目標、訪間看護ス

テーションに関わる諸制度と訪問看護を取り巻く状
況、訪問看護におけるЮT活用のための基礎知識、1

CTを活用した訪問看護ステーションでの管理業務
の実際、訪間看護ステーションにおける質の管理

上限なし2ヵ月9月 1日 ～ 10月 27日第2回 7

10

99

64

106

74第3回 修了者

9月 1日 ～

12月 1日 ～

訪間看護ステーションの管理者、または管理
者になる予定の保健師・看護師 助産師で、会員

17,000円

非会員
32,000円

訪問看譲の新任従事者を対象とした研修会
(訪間看護師基礎研修会や訪問看護新任管
理者研修会、他団体主催の同等の研修会)

②訪問看護新任管理者研修会 I

～これだけは知つておきたい管理者業
務～

141410月 1日 ～

8月 21日

8月 1日 ～9月 23日第1回
的に学ぶ管理者の役割～

0

044

50名

20名

上限なし2ヵ月

3カ月

看護管理者養成研修フォロー

3

1

1

6月 1日 ～7月 23日第1回

訪問看護事業所における事業計画 予算の立て

方、労務管理の基礎知識

訪問看護新任管理者研修会 I修了者、また
は過去に訪間看護新任管理者研修会を修
了した者

4月 1日 ～5月 27日

9月 1日 ～10月 27日第2回

12月 1日 ～令和4年 1月 27日第3回

管理者に必要な知識、能力、訪問看護制度論、訪
間看護経営 経済論、運営管理総論、訪問看護マ

ネジメント論、実践経営論、訪問看護管理技術論、

訪問看護ステーションでの管理者経験2年以
上の者、または訪問看護新任管理者研修会
I Iや訪問看護新任管理者研修会を修了

訪問看護管理者養成研修会受講後活動報告、令和元年度訪聞看護管理者養成研修会修

4月 1日 ～

12月 1日 ～

9月 1日 ～

した管理者で経験1年以上の者 人材管理 育成論 等

ケースメソッド等了者

1日

(ライブ配信 )

③訪問看護新任管理者研修会Ⅱ
～経営管理の基本～

会員
8,000円

非会員
22,000円

会員  130,000円
ヲに会員 260,000

円

会員'非会員
8,000円
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令和3年度実務相談状況報告
(令和3年4月 1日 ～令和4年 3月 31日 )

1.年間相談件数の推移
2.月 別相談件数
3.開設年度別相談件数
4.会員日非会員別
5.過去3年間の相談内容上位6項目

6.相談者別相談件数
7.精神科訪問看護コンサルテーシヨン相談件数

一般社団法人 全国訪問看護事業協会

令和4年 5月

1

1日 年間相談件数の推移

年度別の電話相膜件数

拳集拳撃撃蝶拳集壌集蝶喉喉拳撃蟻輻灘

平成30年

同時改定平成24年

同時改定



2日 月別相談件数

枷

硼

帥

躙

獅

ｍ

Ш

ｍ

12月      1月 2月 6月
4月      蒟月     6月      7月 8月      9月     10月     11月

毎令和元年度 コ令和2年度 ■令秀口3年度

3

3日 開設年度別相談件数
(昨年度との比較)
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4.会員・非会員別

.|■ ||千

令和 3年度

H会員

理:排会負

非会員の比率推移

生6%
生4%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

泌 鰯 履 齢 絲 躯 瀞 T
5

5日 過去3年間の相談内容上位6項 目

令和 3年度

騒療保F夕
‐訪尉石護療獲資

簗言にF]す る夢J預

令刊 3年度分藤孝レ醜敬産

すう瞬騒護指示に側する覇凍

結神1引氏≠′固婚籐

斯■'3働ナ取l連

令租 2年度

医療保険‐訪働箸棗療 准ヽ′r

運営に開する事瑛

!占 練lHttF口 貫鑑護

訪F,馬議指示に鉄司する事環

介譲 漁‐ケヽ議【合付蜜 (訪 Fφ尉藉経興)

令利 2年度診療,侵と,l張定

駆
疵

令不a元年度

医療保険‐訪閉婚、●凍奮要

遵密に関ワ多夢票

瞬 印科訪簡編
‐
歴

訪Fっ,香屡!旨 示に燃lする事項

l,迪設′＼の霊顕の確供



6青 相談者別相談件数
B管理者 黙野護ど筆 B事務 rその他 コ下甥

フ

7.精神科訪間看護コンサルテーション

相談件数推移
拗
　
　
　
　
　
２５
　
　
　
　
　
２０

ヤ疵 29Ⅲ壊    平残 29年β    平説 ,0午療    令Inえ 悧奮 令えa2年層 令アa3年度
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情報提供事業 最新情報等 300回  【配送 6回 WEB292回  メール1回 FAXl回 】 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

VヽEB

WEB

VヽEB

WEB

VヽEB

IVEB

WEB

VヽEB

VヽEB

VヽEB

WEB

WEB

VヽEB

令和 4年度地域支援事業実施要綱の

改正点について

看護学生実習の国民向けPRポスタ

ー及びリーフレットについて (周 知依

頼)

「適切なケアマネジメント手法の策

定、普及推進に向けた調査研究事業

(令和 3年度老人保健健康増進等事

業)」 の「実践研修」の解説動画公開の

ご連絡について (情報提供)【 その4】

介護保険の国庫負担金の算定等に関

する政令の一部を改正する政令の公

布について (通知)

令和 2年 7月 豪雨による被災に伴 う

保険診療の特例措置に関する取扱い

について

介護予防・日常生活支援総合事業の指

定に関する様式例について

「介護サービス計画書の様式及び課

題分析標準項目の提示について」の一

部改正等について

「介護職員処遇改善支援補助金に関

するQ&A(Vo1 3)(令和4年 3月 23

日)」 の送付について

日本認知症官民協議会令和 3年度総

会の開催について

インボイス制度に係るQ&ハ の更新に

ついて

令和 3年度新型コロナウイルス感染

症流行下における介護サービス事業

所等のサービス提供体制確保事業に

係るQ&A集 (追加)の送付について

高齢者施設等や保育所、幼稚園、小学

校等の従事者等に対する検査の実施

について

「指定居宅サービスに要する費用の

額の算定に関する基準、指定居宅介護

支援に要する費用の額の算定に関す

る基準、指定施設サービス等に要する

費用の額の算定に関する基準、指定介

護予防サービスに要する費用の額の

算定に関する基準、指定介護予防支援

令和 4年 度地域支援事業実施要綱の

改正点について

看護学生実習の国民向けPRポスタ

ー及びリーフレットについて (周知依

頼)

「適切なケアマネジメント手法の策

定、普及推進に向けた調査研究事業

(令和 3年度老人保健健康増進等事

業)」 の「実践研修」の解説動面公開の

ご連絡について く情報提供)【その 4】

介護保険の国庫負担金の算定等に関

する政令の一部を改正する政令の公

布について (通知)

令和 2年 7月 豪雨による被災に伴 う

保険診療の特例措置に関する取扱い

について

介護予防・日常生活支援総合事業の指

定に関する様式例について

「介護サービス計画書の様式及び課

題分析標準項目の提示について」の一

部改正等について

「介護職員処遇改善支援補助金に関

するQ&A(Vo1 3)(令和4年 3月 23

日)」 の送付について

日本認知症官民協議会令和 3年度総

会の開催について

インボイス制度に係るQ8【Aの更新に

ついて

令和 3年度新型コロナウイルス感染

症流行下における介護サービス事業

所等のサービス提供体制石空保事業に

係るQ&A集 (追加)の送付について

高齢者施設等や保育所、幼稚園、小学

校等の従事者等に対する検査の実施

について

「指定居宅サービスに要する費用の

額の算定に関する基準、指定居宅介護

支援に要する費用の額の算定に関す

る基準、指定施設サービス等に要する

費用の額の算定に関する基準、指定介

護予防サービスに要する費用の額の

算定に関する基準、指定介護予防支援

2022/3/28

2022/3/28

2022/3/28

2022/3/28

2022/3/28

2022/3/25

2022/3/25

2022/3/24

2022/3/22

2022/3/22

2022/3/22

2022/3/22

2022/3/18

枚数

1

1

1

1

1

1

1

1

媒体

VヽEB

VヽEB

VヽEB

VヽEB

WEB

WEB

VヽEB

WEB

内容

老人福祉施設、障害者支援施設等の職

員等に対するアレルギー疾患に関す

る正しい知識の普及について (依頼)

後期高齢者医療における窓口負担割

合の見直 しに伴 う診療報酬請求書等

の記載要領の一部改正等について

「介護予防ケアマネジメントオンデ

マンド研修」 (適切な介護予防ケアマ

ネジメント手法の普及促進に向けた

調査研究事業 (令和 3年度老人保健事

業推進費等補助金))等 のホームペー

ジ掲載について

道路交通法施行規則改正 (ア ルコール

チェック義務化)のお知らせ

厚生労働大臣が定める特定福祉用具

販売に係る特定福祉用具の種目及び

厚生労働大臣が定める特定介護予防

福祉用具販売に係る特定介護予防福

祉用具の種目の一部を改正する告示

の公布について

地域支援事業 (介護予防・日常生活支

援総合事業)の上限制度の運用につい

て

「保健師助産師着護師国家試験出題

基準」の改定について (情報提供)

令和 4年度診療報酬改定まとめ更新

(訪間看護療養費及び公費負担医療

に関する費用の請求に関する省令第

二条の規定に基づき厚生労働大臣が

定める様式の一部を改正する作、「診

療報酬請求書等の記載要領等につい

て」等の一部改正について (通知)別

添 3、 「医療保険と介護保険の給付調

整に関する留意事項及び医療保険と

介護保険の相互に関連する事項等に

ついて」の一部改正について (通知))、

「特別養護老人ホーム等における療

養の給付の取扱いについて」の一部改

正について く通知)

タオトル

老人福祉施設、障害者支援施設等の職

員等に対するアレルギー疾患に関す

る正しい知識の普及について (依頼)

後期高齢者医療における窓日負担割

合の見直 しに伴 う診療報酬請求書等

の記載要領の一部改正等について

「介護予防ケアマネジメントオンデ

マンド研修」(適切な介護予防ケアマ

ネジメント手法の普及促進に向けた

調査研究事業 (令和 3年度老人保健事

業推進費等補助金))等のホームペー

ジ掲載について

道路交通法施行規則改正 (ア ルコール

チェック義務化)のお知らせ

厚生労働大臣が定める特定福祉用具

販売に係る特定福祉用具の種目及び

厚生労働大臣が定める特定介護予防

福祉用具販売に係る特定介護予防福

祉用具の種目の一部を改正する告示

の公布について

地域支援事業 (介護予防・日常生活支

援総合事業)の上限制度の運用につい

て

「保健師助産師看護師国家試験出題

基準」の改定について (情報提供)

令和 4年度診療報酬改定まとめ更新

(訪 間看護療養費及び公費負担医療

に関する費用の請求に関する省令第

二条の規定に基づき厚生労働大臣が

定める様式の一部を改正する件、「診

療報酬請求書等の記載要領等につい

て」等の一部改正について (通知)別

添 3、 「医療保険と介護保険の給付調

整に関する留意事項及び医療保険と

介護保険の相互に関連する事項等に

ついて」の一部改正について (通知))、

「特別養護老人ホーム等における療

養の給付の取扱いについて」の一部改

正について (通知)

日付

2022/3/30

2022/3/30

2022/3/30

2022/3/29

2022/3/29

2022/3/29

2022/3/28

2022/3/28



に要する費用の額の算定に関する基

準、指定地域密着型サービスに要する

費用の額の算定に関する基準又び指

定地域密着型介護予防サービスに要

する費用の額の算定に関する基準の

制定に祥 う介護給付費算定に係 る体

制等に関する届出における留意点に

ついて」等の一部改正について

・診療報酬に関する照会先

・令和 4年度診療報酬改定の概要 [抜

粋]

・令和 4年度診療報酬改定について

。医療費の内容の分かる領収証及び個

別の診療報酬の算定項 目の分かる明

細書の交付について E抜粋]

・指定訪関看護の事業の人員及び運営

に関する基準の一部を改正する省令

。「指定訪問看護の事業の人員及び連

営に関する基準について」の一部改正

について

。訪問看護療養費に係る指定訪聞看護

の費用の額の算定方法の一部を改正

する作

・訪間看護療養費に係る指定訪聞看護

の費用の額の算定方法の一部改正に

伴う実施上の留意事項について

。訪問看護療養費に係る訪問看護ステ

ーションの基準等の一部を改正する

作

・改正後全文

・訪聞看護ステーションの基準に係る

届出に関する手続きの取扱いについ

て

。B l 1 529系 統 (オ ミクロン株)が主

流である間の当該株の特徴を踏まえ

た感染者の発生場所毎の濃厚接触者

の特定及び行動制限並びに積極的疫

学調査の実施について

。新型コロナウイルス感染症の影響に

より収入が減少 したこと等による介

護保険の第一号保険料の令和 4年度

における減免措置に対する今後の財

に要する費用の額の算定に関する基

準、指定地域密着型サービスに要する

費用の額の算定に関する基準及び指

定地域密着型介護予防サービスに要

する費用の額の算定に関する基準の

制定に伴う介護給付費算定に係る体

制等に関する届出における留意点に

ついて」等の一部改正について

最新情報第7号2022/3/17

政支援の取扱いについて

・令和 3年度新型コロナウイルス感染

症流行下における介護サービス事業

所等のサービス提供体制確保事業に

係るQ&A集 (追加)の送付について

,新型コロナウイルス感染症に係る障

害福祉サービス事業所等に対するサ

ービス継続支援事業に係るQ&A(追
加)の送付について

,令和 3年度新型コロナウイルス感染

症流行下における介護サービス事業

所等のサービス提供体制確保事業に

係る周知徹底について (協力依頼)

。新型コロナウイルス感染症に関する

母性健康管理措置並びに関連する助

成金及び特別相談窓日の期限延長に

関する周知への御協力について く依

頼)

・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 27報 )

・オミクロン株の感染流行を踏まえた

医療提供体制の対応強化について

・感染症法に基づく就業制限の解除に

関する取扱いの周知徹底について

・令和 4年 10月 以降の介護職員の処

遇改善に係る措置について

,「適切なケアマネジメント手法の策

定、普及推進に向けた調査研究事業

(令和 3年度老人保健健康増進等事

業)」 委員インタビュー動画 (第 4弾 )

の公開のご連絡について (情報提供)

【その 3】

。「適切なケアマネジメント手法の策

定、普及推進に向けた調査研究事業

(令和 3年度老人保健健康増進等事

業)」 委員インタピュー動画 (第 3弾 )

の公開のご連絡について (情報提供)

【その 3】

・「適切なケアマネジメント手法の策

定、普及推進に向けた調査研究事業

(令和 3年度老人保健健康増進等事



業)」 委員インタビュー動画 (第 2弾 )

の公開のご連絡について (情報提供)

【その3】

・「介護職員処遇改善加算及び介護職

員等特定処遇改善加算に関する基本

的考え方並びに事務処理手順及び様

式例の提示について」の一部改正につ

彰ヽて

'「介護職員処遇改善支援補助金に関

するQ&A(Vo1 2)(令和 4年 2月 22

日)」 の送付について

。「介護職員処遇改善支援補助金に関

するQ&A(令 和 4年 1月 31日 )」 の

送付について

。介護職員処遇改善支援補助金に係る

介護サービス事業所・施設等向けリー

フレット及びコールセンターの設置

について

・東日本大震災により被災した被保険

者の利用者負担等の減免措置に対す

る財政支援の延長等について

・保健師、助産師及び看護師の登録済

証明書の取 り扱いについて

・令和 4年福島県沖を震源とする地震

にかかる災害の被災者に係る被保険

者証等の提示等について

・後期高齢者医療の窓口負担割合の見

直 し等 に係る 周知広報 リーフレッ

トの送付について

。東日本大震災の被災者に対する一部

負担金の免除措置に係 る一部負担金

等免除証明書の取扱いに関するポス

ターの送付について

。民法の一部を改正する法律 (平成 30

年法律第 59号)の施行に係る留意事

項 (Q&A)の送付について

'最低賃金の引上げに向けた中小企

業・小規模事業者支援事業等の周知に

ついて

・消費税の適格請求書等保存方式の施

行に向けた周知等について

・免税事業者及びその取引先のインボ

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

VヽEB

VヽEB

VヽEB

VヽEB

WEB

メール

Fぷ

VヽEB

WEB

VヽEB

WEB

WEB

イス制度への対応に関するQ&A
・インポイス制度への対応に関するQ
&Aについて (概要)

・インボイス制度後の免税事業者との

取引に係る下請法等の考え方

・生産性革命推進事業のご案内

障害者支援施設等の従事者である濃

厚接触者に対する外出自粛要請への

対応について

令和 4年福島県沖を震源とする地震

にかかる災害の被災者に係る被保険

者証等の提示等について

B,11.529系統 (オ ミクロン株)が主流

である間の当該株の特徴を踏まえた

感染者の発生場所毎の濃厚接触者の

特定及び行動制限並びに積極的疫学

調査の実施について

新型コロナウイルス感染症の影響に

より収入が減少 したこと等による介

護保険の第一号保険料の令和 4年 度

における減免措置に対する今後の財

政支援の取扱いについて

「介護職員処遇改善加算及び介護職

員等特定処遇改善加算に関する基本

的考え方並びに事務処理手順及び様

式例の提示について」の一部改正につ

▼ゝて

令和 4年度診療報酬改定について

民法の一部を改正する法律(平成30年

法律第 59号 )の施行に係る留意事項

(Q&A)の送付について

令和 3年度新型コロナウイルス感染

症流行下における介護サービス事業

所並びに障害福祉サービス事業所等

のサービス提供体制確保事業に係る

Q&A集 (追加)の送付について

令和4年度診療報酬改定まとめ 【3月

4日更新】

プラスチック資源循環促進法の施行

に向けた取組について

「「看護師等養成所の運営に関する指

障害者支援施設等の従事者である濃

厚接触者に対する外出自粛要請への

対応について

令和 4年福島県沖を震源 とする地震

にかかる災害の被災者に係 る被保険

者証等の提示等について

B.1.1.529系 統 (オ ミクロン株)が三流

である間の当該株の特徴を踏まえた

感染者の発生場所毎の濃厚接触者の

特定及び行動制限並びに積極的疫学

調査の実施について

新型コロナウイルス感染症の影響に

より収入が減少 したこと等による介

護保険の第一号保険料の令和 4年度

における減免措置に対する今後の財

政支援の取扱いについて

「介護職員処遇改善加算及び介護職

員等特定処遇改善加算に関する基本

的考え方並びに事務処理手順及び様

式例の提示について」の一部改正につ

いて

最新情報第6号

民法の一部を改正する法律(平成30年

法律第 59号)の施行に係る留意事項

(Q&A)の送付について

令和 3年度新型コロナウイルス感染

症流行下における介護サービス事業

所並びに障害福祉サービス事業所等

のサービス提供体制確保事業に係 る

Q&A集 (追加)の送付について

令和4年度診療報酬改定まとめ 【3月

4日 更新】

プラステック資源循環促進法の施行

に向けた取組について

「「看護師等養成所の運営に関する指

2022/3/17

2022/3/17

2022/3/17

2022/3/15

2022/3/15

2022/3/8

2022/3/4

2022/3/4

2022/3/4

2022/3/3

2022/3/2



1
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導ガイドラインについて」の一部改正

について」の一部訂正等について (通

知)

医療・介護関係事業者における個人情

報の道切な取扱いのためのガイダン

スの一部改正について (通知)

「適切なケアマネジメント手法の策

定、普及推進に向けた調査研究事業

(令和 3年度老人保健健康増進等事

業)」 委員インタビュー動画 (第 4弾 )

の公開のご連絡について (情報提供)

【その 3】

後期高齢者医療の窓口負担割合の見

直 し等に係 る周知広報 リーフレット

の送付について

令和 3年度新型コロナウイルス感染

症流行下における介護サービス事業

所等のサービス提供体制確保事業に

係る周知徹底について (協力依頼)

「介護職員処遇改善支援補助金に関

するQ&A(Vo1 2)(令和4年 2月 22

日)」 の送付について

東日本大震災により被災した被保険

者の利用者負担等の減免措置に対す

る財政支援の延長等について

新型コロナウイルス感染症に関する

母性健康管理措置並びに関連する助

成金及び特別相談窓日の期限延長に

関する周知への御協力について (依

頼)

「令和 3年度介護報酬改定に関する

Q&A(Vol ll)(令 和 4年 2月 21

日)」 の送付について

「高齢者施設等の従事者等に対する

集中的実施計画の実施方針等につい

て」(令和 4年 1月 7日 (令和 4年 2月

18日 一部改正)事務連絡)の発出に伴

う対応等について

最低賃金の引上げに向けた中小企業・

小規模事業者支援事業等の周知につ

彰ヽて

導ガイドラインについて」の一部改正

について」の一部訂正等について (通

知)

医療・介言隻関係事業者における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダン

スの一部改正について (通知)

「適切なケアマネジメント手法の策

定、普及推進に向けた調査研究事業

(令和 3年度老人保健健康増進等事

業)」 委員インタビュー動画 (第 4弾 )

の公開のご連絡について (情報提供)

【その3】

後期高齢者医療の窓口負担割合の見

直し等に係る周知広報 リーフレット

の送付について

令和 3年度新型コロナウイルス感染

症流行下における介護サービス事業

所等のサービス提供体制確保事業に

係る周知徹底について (協力依頼)

「介護職員処遇改善支援補助金に関

するQ&A(V。12)(令和4年 2月 22

日)」 の送付について

東日本大震災により被災した被保険

者の利用者負担等の減免措置に対す

る財政支援の延長等について

新型コロナウイルス感染症に関する

母性健康管理措置並びに関連する助

成金又び特別相談窓日の期限延長に

関する周知への御協力について (依

頼)

「令和 3年度介護報酬改定に関する

Q&A(Vol.■ )(令和 4年 2月 21

日)」 の送付について

「高齢者施設等の従事者等に対する

集中的実施計画の実施方針等につい

て」(令和 4年 1月 7日 (令和 4年 2月

18日一部改正)事務連絡)の発出に伴

う対応等について

最低賃金の引上げに向けた中小企業・

小規模事業者支援事業等の周知につ

|ヽ イ〔
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2022/2/25
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2022/2/24
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保健師、助産師及び看護師の登録済証

明書の取 り扱いについて

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 27報)

【令和 4年度診療報酬改定】中央社会

保険医療協議会総会 (第 516回 )につ

いて

オ ミクロン株の感染流行を踏まえた

医療提供体制の対応強化について

消費税の適格請求書等保存方式の施

行に向けた周知等について

感染症法に基づ く就業制限の解除に

関する取扱いの周知徹底について

疑義解釈資料の送付について (そ の

91)

中央社会保険医療協議会総会 (第 510

回)について

一般事業者からの問合せに対応でき

る医薬品卸売業者等について

「適切なケアマネジメント手法の策

定、普及推進に向けた調査研究事業

(令和 3年度老人保健健康増進等事

業)」 委員インタビュー動画 (第 3弾 )

の公開のご連絡について (情報提供)

【その3】

「介護職員処遇改善支援補助金に関

するQ&A〈令和4年 1月 31日 )」 の

送付について

新型コロナウイルス感染症に関する

母性健康管理措置並びに関連する助

成金及び特別相談窓国の期限延長に

関する周知への御協力について (依

頼)

介護職員処遇改善支援補助金に係る

介護サービス事業所・施設等向けジー

フレット及びコールセンターの設置

について

公費負担医療対象者の高額介護サー

ビス費の算定事務について (そ の2)

保健師、助産師及び看護師の登録済証

明書の取 り扱いについて

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 く第 27報)

【令和4年度診療報酬改定】中央社会

保険医療協議会総会 (第 516回 )につ

いて

オミクロン株の感染流行を踏まえた

医療提供体制の対応強化について

消費税の適格請求書等保存方式の施

行に向けた周知等について

感染症法に基づく就業制限の解除に

関する取扱いの周知徹底について

疑義解釈資料の送付について (そ の

91)

中央社会保険医療協議会総会 (第 510

回)について

一般事業者からの問合せに対応でき

る医薬品卸売業者等について

「適切なケアマネジメント手法の策

定、普及推進に向けた調査研究事業

(令和 3年度老人保健健康増進等事

業)」 委員インタビュー動画 (第 3弾)

の公開のご連絡について (情報提供)

【その3】

「介護職員処遇改善支援補助金に関

するQ&A(令和4年 1月 31日 )」 の

送付について

新型コロナウイルス感染症に関する

母性健康管理措置並びに関連する助

成金及び特別相談窓回の期限延長に

関する周知への御協力について (依

頼)

介護職員処遇改善支援補助金に係る

介護サービス事業所・施設等向けリー

フレット及びコールセンターの設置

について

公費負担医療対象者の高額介護サー

ビス費の算定事務について くその2)
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冊 子

(機
関 誌

と 同

封)

「適切なケアマネジメント手法の策

定、普及推進に向けた調査研究事業

(令和 3年度老人保健健康増進等事

業)」 委員インタピュー動画 (第 2弾 )

の公開のご連絡について (情報提供)

【その3】

東 日本大震災の被災者に対する一部

負担金の免除措置に係る一部負担金

等免除証明書の取扱いに関するポス

ターの送付について

障害者支援施設等での新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大に備えた対

応について

・障害者支援施設等の入所者等におけ

る初回接種完了から8か 月以上の経

過を待たずに新型コロナワクチンの

追加接種を実施する場合の考え方に

ついて

。高齢者施設等の入所者及び従事者、

通所サービス事業所の利用者及び従

事者への新型コロナウイルス感染症

に係る予防接種 (追加接種)に ついて

。障害者支援施設等入所者等及び従事

者への新型コロナウイルス感染症に

係る予防接種 (追加接種)について

・布製マスクの配布希望の申出方法の

変更について

・「新型コロナウイルス感染症による

小学校体業等対応助成金・支援金」期

間延長に係る保育所等の保護者に向

けた再度の周知について (協力依頼)

・高齢者施設等の従事者等に対する集

中的実施計画の実施方針等について

'オ ミクロン株の感染流行に備えた地

域の医療機関等による自宅療養者支

援等の強化について

。新型コロナウイルス感染症の影響に

より収入が減少 したこと等による介

護保険の第一号保険料の令和 3年度

における減免措置に対する今後の財

政支援の取扱いについて (そ の 3)

・新型ヨロナウオルス感染症の感染防

「適切なケアマネジメント手法の策

定、普及推進に向けた調査研究事業

(令和 3年度老人保健健康増進等事

業)」 委員インタピュー動画 (第 2弾)

の公開のご連絡について く情報提供)

【その3】

東日本大震災の被災者に対する一部

負担金の免除措置に係る一部負担金

等免除証明書の取扱いに関するポス

ターの送付について

障害者支援施設等での新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大に備えた対

応について

最新情報第5号

2022/1/24

2022/1/24

2022/1/24

2022/1/21

上に配慮 して通いの場等の取組を実

施するための留意事項について くその

2)

・高齢者施設におけるワクチン接種歴

等を踏まえた面会に係 る事例集につ

いて

。社会福祉施設等における面会等の実

施にあたっての留意点について

・PCR等検査無料化事業の周知依頼

について

。医療機関、高齢者施設、障害者施設、

保育所等への抗原簡易キント配布事

業において配布 した抗原検査キット

に関する自主回収について

'医療機関、高齢者施設、障害者施設、

保育所等への抗原簡易キット配布事

業において配布 した抗原検査キット

に関する自主回収のお知らせ (そ の

2)の訂正について

。和 4年度診療報酬改定について (諮

問)

。これまでの議論の整理 (案)に つい

て E抜粋]

・在宅 (そ の5)について

,令和 4年 10月 以降の介護職員の処

遇改善に係る措置について

,「介護職員処遇改善支援補助金」につ

いて

。「適切なケアマネジメント手法の策

定、普及推進に向けた調査研究事業

(令和 3年度老人保健健康増進等事

業)」 委員インタビュー動画 (第 1弾 )

の公開のご連絡について く情報提供)

【その 3】

・「介護予防・日常生活支援総合事業の

ガイドラインについて」及び「介護予

防 。日常生活支援総合事業における介

護予防ケアマネジメント (第 1号介護

予防支援事業)の実施及び介護予防手

帳の活用について」の一部改正につい

て 94

・社会福祉施設等における今冬のイン
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フルエンザ総合対策の推進について

・保険医療機関等における被扶養者の

資格確認等における留意点について

(再周知)

・障害児入所施設に入所する障害児等

の新たな移行調整の枠組みの構築に

つV再 て

'マ イナンパーカードの取得及び健康

保険証利用申込の促進並びに業界団

体・個社の取組の好事例の情報提供に

つヽヽて

,冬季の省エネルギーの取組 について

・看護戦員の収入増に関する要望書

令和 4年 10月 以降の介護職員の処遇

改善に係る措置について

布製マスクの配布希望の申出方法の

変更について

中央社会保険医療協議会総会 (第 510

回)|こついて

「新型コロナウイルス感染症による

小学校体業等対応助成金・支援金」期

間延長に係る保育所等の保護者に向

けた再度の周知について く協力依頼)

冬季の省エネルギーの取組について

「看護教員に関する講習会の実施要

領」、「専任教員養成講習会及び教務主

任養成講習会ガイドライン」および

「保健師助産師着護師実習指導者講

習会の実施要綱」の訂正について

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 64)

令和4年 10月 以降の介護職員の処遇

改善に係る措置について

布製マスクの配布希望の申出方法の

変更について

中央社会保険医療協議会総会 (第 510

回)について

「新型コロナウイルス感染症による

小学校体業等対応助成金・支援金」期

間延長に係る保育所等の保護者に向

けた再度の周知について く協力依頼)

冬季の省エネルギーの取組について

「看護教員に関する講習会の実施要

領」、「専任教員養成講習会及び教務主

任養成講習会ガイドライン」および

「保健師助産師看護師実習指導者講

習会の実施要綱」の訂正について

新型コロナウイルス感染症に係 る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 64)
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布製マスクの配布希望の申出に係る

申出期限の延長等について

オミクロン株の感染流行に備えた地

域の医療機関等による自宅療養者支

援等の強化について

高齢者施設等の従事者等に対する集

中的実施計画の実施方針等について

新型コロナウイルスの感染拡大に備

え、「訪問看護事業者総合補償制度』オ

プション「管理者・職員感染症見舞金

補償 (補ど貰制度費用保険)」 の加入をご

検討 ください。

障害者支援施設等の入所者等におけ

る初回接種完了から8か 月以上の経

過を待たずに新型コロナワクチンの

追加接種を実施する場合の考え方に

ついて

マイナンバーカー ドの取得及び健康

保険証利用申込の促進並びに業界団

体・個社の取組の好事例の情報提供に

ついて

「介護職員処追改善支援補助金」につ

い て

新型コロナウイルス感染症の影響に

より収入が減少 したこと等による介

護保険の第一号保険料の令和 3年度

における減免措置に対する今後の財

政支援の取扱いについて (そ の3)

高齢者施設等の入所者及び従事者、通

所サービス事業所の利用者及び従事

者への新型コロナウイルス感染症に

係る予防接種 (追加接種)について

しゝ て

布製マスクの配布希望の申出等につ

公費負担医療対象者の高額介護サー

ビス費の算定事務について

障害児入所施設に入所する障害児等

の新たな移行調整の枠組みの構築に

つ彰ヽて

「適切なケアマネジメント手法の策

定、普及推進に向けた調査研究事業

(令和 3年度老人保健健康増進等事

布製マスクの配布希望の申出に係る

申出期限の延長等について

オミクロン株の感染流行に備えた地

域の医療機関等による自宅療養者支

援等の強化について

高齢者施設等の従事者等に対する集

中的実施計画の実施方針等について

新型コロナウイルスの感染拡大に備

え、『訪聞看護事業者総合補償制度』オ

ブション「管理者・職員感染症見舞金

補償 (補償制度費用保険)」 の加入をご

検討ください。

障害者支援施設等の入所者等におけ

る初回接種完了から8か 月以上の経

過を待たずに新型コロナワクチンの

追加接種を実施する場合の考え方に

ついて

マイナンバーカー ドの取得及び健康

保険証利用申込の促進並びに業界国

体・個社の取組の好事例の情報提供に

ついて

い て

「介護職員処遇改善支援補助金」につ

新型コロナウイルス感染症の影響に

より収入が減少したこと等による介

護保険の第一号保険料の令和 3年度

における減免措置に対する今後の財

政支援の取扱いについて くその3)

高齢者施設等の入所者及び従事者、通

所サービス事業所の利用者及び従事

者への新型コロナウイルス感染症に

係る予防接種 (追加接種)に ついて

ヤゝ て

布製マスクの配布希望の申出等につ

公費負担医療対象者の高額介護サー

ビス費の算定事務について

障害児入所施設 に入所 す る障害児等

の新 たな移行調整の枠組みの構築 に

つ▼ヽて

「適切なケアマネジメント手法の策

定、普及推進に向けた調査研究事業

(令 和 3年度老人保健健康増進等事

2022/1/12

2022/1/11

2022/1/11

2022/1/6

2022/1/4

2022/1/4

2021/12/28

2021/12/28

2021/12/28

2021/12/28

2021/12/24

2021/12/24

2021/12/22
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WEB

W酬

VヽEB

WEB

VヽEB

WEB

VヽEB

WEB

VヽEB

業)」 委員インタビュー動画 (第 1弾 )

の公開のご連絡について (情報提供)

【その3】

「令和 4年 度全国訪間看護事業協会

研究助成 (一般)」 公募のお知らせ

医療機関、高齢者施設、障害者施設、

保育所等への抗原簡易キット配布事

業において配布した抗原検査キット

に関する自主回収について

新型コロナウイルス感染症の感染防

止に配慮 して通いの場等の取組を実

施するための留意事項について (そ の

2)

高齢者施設におけるワクチン接種歴

等を踏まえた面会に係 る事例集につ

いて

PCR等検査無料化事業の周知依頼に

ついて

介護事業者 のための業務継続計画

(BCP)作成セ ミナー (令和 3年度委

託事業 介護サービス類型に応じた業

務継続計画 (BCP)作成支援事業)の

開催について (周 知依頼)

障害福祉の現場で働く方々の収入の

引上げについて く令和3年度補正予算

案)

中央社会保険医療協議会総会 (第 500

回)について

障害者支援施設等入所者等及び従事

者への新型コロナウイルス感染症に

係る予防接種 (追加接種)について

社会福祉施設等における面会等の実

施にあたっての留意点について

医療機関、高齢者施設、障害者施設、

保育所等への抗原簡易キット配布事

業において配布 した抗原検査キット

に関する自主回収のお知らせ (そ の

2)の訂正について

社会福祉施設等における今冬のイン

フルエンザ総合対策の推進について

感染対策のための実地での研修に係

る令和 3年度における第五次募集に

業)」 委員インタピュー動画 (第 1弾 )

の公開のご連絡について (情報提供)

【その3】

「令和 4年度全国訪聞看護事業協会

研究助成 (一般)」 公募のお知らせ

医療機関、高齢者施設、障害者施設、

保育所等への抗原簡易キツト配布事

業において者己布 した抗原検査キット

に関する自主回収について

新型コロナウイルス感染症の感染防

止に配慮して通いの場等の取組を実

施するための留意事項について (そ の

2)

高齢者施設におけるワクチン接種歴

等を踏まえた面会に係る事例集につ

いて

PCR等検査無料化事業の周知依頼に

ついて

介護事業者 のための業務継続計画

(BCP)作成セ ミナー (令和 3年度委

託事業 介護サービス類型に応 じた業

務継続計画 (BCP)作成支援事業)の

開催について (周 知依頼)

障害福祉の現場で働く方々の収入の

引上げについて (令和3年度補正予算

案)

中央社会保険医療協議会総会 (第 500

回)について

障害者支援施設等入所者等及び従事

者への新型コロナウイルス感染症に

係る予防接種 (追加接種)について

社会福祉施設等における面会等の実

施にあたっての留意点について

医療機関、高齢者施設、障害者施設、

保育所等への抗原簡易キット配布事

業において配布 した抗原検査キット

に関する自主回収のお知 らせ (そ の

2)の訂正について

社会福祉施設等における今冬のイン

フルエンザ総合対策の推進について

感染対策のための実地での研修に係

る令和 3年度における第五次募集に

2021/12/20

2021/12/20

2021/12/16

2021/12/16

2021/12/15

2021/12/15
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ついて

「介護予防・日常生活支援総合事業の

ガイドラインについて」及び「介護予

防 。日常生活支援総合事業における介

護予防ケアマネジメント (第 1号介護

予防支援事業)の実施及び介護予防手

帳の活用について」の一部改正につい

て

保険医療機関等における被扶養者の

資格確認等における留意点について

(再周知)

。新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

くその 63)E抜粋]

・新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 62)[抜粋]

・「令和 3年度新型コロナウイルス感

染症流行下における介護サービス事

業所等のサービス提供体制確保事業

の実施について」の一部改正について

・医療機関、高齢者施設、障害者施設、

保育所等への抗原簡易キット配布事

業において配布 した抗原検査キット

に関する自主回収のお知らせ (そ の

2)

・医療機関、高齢者施設、障害者施設、

保育所等への抗原簡易キット配布事

業において配布 した抗原検査キット

に関する自主回収のお知らせ

・介護施設等への布製マスクの配布希

望の申出に係る提出様式の変更につ

いて

。今後の新型コロナウイルス感染症の

感染拡大に備えた障害者支援施設等

における対応について

・在宅 〈その3)について

,令和 3年度介護報酬改定の効果検証

及び調査研究に係る調査 (令和 3年度

調査)への協力依頼について (再協力

依頼)

・令和 3年度介護職員処遇改善加算等

ついて

「介護予防・日常生活支援総合事業の

ガイドラインについて」及び「介護予

防・日常生活支援総合事業における介

護予防ケアマネジメント (第 1号介護

予防支援事業)の実施及び介護予防手

帳の活用について」の一部改正につい

て

保険医療機関等における被扶養者の

資格確認等における留意点について

(再周知)

最新情幸R第 4号
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1

1

1

1

VヽEB

IVEB

WEB

WEB

研修会の実施に係る周知について

,科学的介護情報システム(LIFE)
に関するお聞い合わせの受付体制に

ついて

・令和 3年度地域支援事業実施要綱の

改正点について

。令和 2年度診療報酬改定において経

過措置を設けた施設基準等の取扱い

について

'保健師助産師看護師国家試験問題の

公募について

。現行紹l度の下で実施可能な範囲にお

けるタスク・シフト/シ ェアの推進に

ついて

。高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等

の発見事例の提供等について 【要請】

,外国人介護人材等の新規入国制限の

緩和措置について

医療機関、高齢者施設、障害者施設、

保育所等への抗原簡易キット配布事

業において配布 した抗原検査キット

に関する自主回収のお知らせ (そ の

2)

孤独・孤立対策ホームページの新設に

かかる周知について (依頼)

高濃度ポジ塩化ビフェニル廃棄物等

の発見事例の提供等について 【要請】

「令和 3年度新型コロナウイルス感

染症流行下における介護サービス事

業所等のサービス提供体制石密保事業」

における「介護サービス事業所・施設

における感染防止対策支援事業」及び

「新型コロナウイルス感染症に係る

障害福祉サービス事業所等に対する

サービス継続支援事業」における「障

害福祉サービス施設・事業所等におけ

る感染防止対策支援事業」の国民健康

保険団体連合会への業務委託につい

て

医療機関、高齢着施設、障害者施設、

保育所等への抗原簡易キット配布事

業において配布 した抗原検査キット

に関する自主回収のお知らせ (そ の

2)

孤独・孤ヤ対策ホームページの新設に

かかる周知について (依頼)

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等

の発見事例の提供等について 【要請】

「令和 3年度新型コロナウイルス感

染症流行下における介護サービス事

業所等のサービス提供体制確保事業」

における「介護サービス事業所・施設

における感染防止対策支援事業」及び

「新型コロナウイルス感染症に係る

障害福祉サービス事業所等に対する

サービス継続支援事業」における「障

害福祉サービス施設・事業所等におけ

る感染防止対策支援事業」の国民健康

保険団体連合会への業務委託につい

て
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令和 3年度介護報酬改定の効果検証

及び調査研究に係る調査 (令和 3年度

調査)への協力依頼について (再協力

依頼)

医療機関、高齢者施設、障害者施設、

保育所等への抗原簡易キット配布事

業において配布 した抗原検査キット

に関する自主回収のお知らせ

外国人介護人材等の新規入国制限の

緩和措置について

介護施設等への布製マスクの配布希

望の申出に係る提出様式の変更につ

いて

中央社会保険医療協議会総会 (第 493

回)について

「令和 3年度新型コロナウイルス感

染症流行下における介護サービス事

業所等のサービス提供体制確保事業

の実施について」の一部改正について

第 3回講演会「ヨロナ自宅療養者への

医療提供～訪聞看護の視点から」開催

案内

今後の新型コロナウイルス感染症の

感染拡大に備えた障害者支援施設等

における対応について

保健師助産師看護師国家試験問題の

公募について

「介護分野における感染防止対策の

継統支援」について

看護師の特定行為研修制度に係 る調

査・研究についてご協力のお願い

感染対策 のための実地 での研修 に係

る令和 3年度 にお ける第四次募集 に

つし心て

看護小規模多機能型居宅介護ページ

のリニューアルについて

「介護保険施設・事業所における高齢

者虐待防止に資する体制整備の状況

等に関する調査」のお知らせ

令和 3年度介護報酬改定の効果検証

及び調査研究に係る調査 (令和 3年度

調査)へ の協力依頼について

令和 3年度介護報酬改定の効果検証

及び調査研究に係る調査 (令和3年度

調査)への協力依頼について (再協力

依頼)

医療機関、高齢者施設、障害者施設、

保育所等への抗原簡易キット配布事

業において配布した抗原検査キット

に関する自主回収のお知らせ

外国人介護人材等の新規入国制限の

緩和措置について

介護施設等への布製マスクの配布希

望の申出に係 る提出様式の変更につ

いて

中央社会保険医療協議会総会 (第 493

回)について

「令和 3年度新型コロナウイルス感

染症流行下における介護サービス事

業所等のサービス提供体制確保事業

の実施について」の一部改正について

第 3回講演会「コロナ自宅療養者への

医療提供～訪関看護の視点から」開催

案内

今後の新型 コロナウイルス感染症の

感染拡大に備えた障害者支援施設等

における対応について

保健師助産師看護師国家試験問題の

公募について

「介護分野における感染防止対策の

継続支援」について

看護師の特定行為研修制度に係る調

査・研究についてご協力のお願い

感染対策のための実地での研修に係

る令和 3年度における第四次募集に

ついて

看護小規模多機能型居宅介護ページ

のリニューアルについて

「介護保険施設・事業所における高齢

者虐待防止に資する体制整備の状況

等に関する調査」のお知らせ

令和 3年度介護報酬改定の効果検証

及び調査研究に係る調査 (令和 3年度

調査)へ の協力依頼について
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選挙運動用ポスター掲示場設置場所

の提供について く依頼)

令和 3年度介護職員処遇改善加算等

研修会の実施に係る周知について

高齢者施設等の従事者等に対する集

中的実施計画の 10月 以降の実施方針

につ彰ヽて

現行制度の下で実施可能な範囲にお

けるタスク・シフト/シ ェアの推進に

ついて

介護人材確保に向けた支援策の周知

について

新型コロナウイルス感染症に係 る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 63)

「感染防止対策の継続支援」の周知に

ついて

科学的介護情報システム (LIFE)
に関するお問い合わせの受付体制に

ついて

令和 3年度最低賃金額の改定に関す

る周知・広報の実施等について

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 62)

居宅介護支援事業所単位で抽出する

ケアプラン検証等について (周知)

令和 3年度地域支援事業実施要綱の

改正点について

令和 2年度診療報酬改定において経

過措置を設けた施設基準等の取扱い

について

「認知症バリアフリー宣言 (仮称)試

行事業」の説明会の開催について

感染対策のための実地での研修に係

る令和 3年度における第二次募集に

つセゝて

「指定居宅介護支援等の事業の人員

及び運営に関する基準第十三条第十

八号の三に規定する厚生労働大臣が

定める基準」の告示及び適用について

(通知)

選挙運動用ポスター掲示場設置場所

の提供について (依頼)

令和 3年度介護職員処遇改善加算等

研修会の実施に係る周知について

高齢者施設等の従事者等に対する集

中的実施計画の 10月 以降の実施方針

について

現行制度の下で実施可能な範囲にお

けるタスク・シフト/シ ェアの推進に

ついて

について

介護人材確保に向けた支援策の周知

新型コロナウオルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 63)

「感染防止対策の継続支援」の周知に

ついて

科学的介護情報システム (LIFE)
に関するお問い合わせの受付体制に

ついて

令和 3年度最低賃金額の改定に関す

る周知・広報の実施等について

新型 コロナウイルス感染症に係 る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 62)

居宅介護支援事業所単位で抽出する

ケアプラン検証等について (周知)

令和 3年度地域支援事業実施要綱の

改正点について

令和 2年度診療報酬改定において経

過措置を設けた施設基準等の取扱い

について

「認知症バリアフリー宣言 (仮称)試

行事業」の説明会の開催について

感染対策のための実地での研修に係

る令和 3年度における第三次募集に

ついて

「指定居宅介護支援等の事業の人員

及び運営に関する基準第十三条第十

八号の三に規定する厚生労働大臣が

定める基準」の告示及び適用について

(通知)

2021/10/12

2021/10/4

2021/10/4

2021/10/4

2021/10/1

2021/9/28

2021/9/28

2021/9/28

2021/9/27

2021/9/27

2021/9/24

2021/9/22

2021/9/21

2021/9/16

2021/9/16

2021/9/15
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関

と
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障害者支援施設等における感染防止

対策等の徹底について (再周知)

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 61)

。新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 57)[抜粋]

・新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 53)

。新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 52)

・令和 2年 4月 24日付け厚生労働省

保険局医療課事務連絡「新型コロナウ

イルス感染症に係 る診療報酬上の臨

時的な取扱いについて くその 14)」 問

7について

・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 26報)

・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 25報)

・障害者支援施設等における感染防止

対策等の徹底について (再周知)

。緊急事態措置区域として東京都が追

加 されたこと等を踏まえた職場にお

ける新型コロナウイルス感染症対策

の徹底について

,「適切なケアマネジメント手法の策

定、普及推進に向けた調査研究事業

(令和 3年度老人保健健康増進等事

業)」 の「手引き」等の解説動画公開の

ご連絡について (情報提供)【 その 2】

・自動 ドアの事故防止に関する情報提

供について

・介護分野に係る事業分野別指針の一

部を改正する件について (通知)

。令和 3年介護サービス施設・事業所

調査の協力依頼の送付について

障害者支援施設等における感染防止

対策等の徹底について (再周知)

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 61)

。新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 57)[抜粋]

・新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 53)

・新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 52)

・令和 2年 4月 24日付け厚生労働省

保険局医療課事務連絡「新型コロナウ

イルス感染症に係る診療報酬上の臨

時的な取扱いについて (そ の 14)」 聞

7について

・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 26報)

・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 25報)

・障害者支援施設等における感染防止

対策等の徹底について (再周知)

。緊急事態措置区域として東京都が追

加されたこと等を踏まえた職場にお

ける新型コロナウイルス感染症対策

の徹底について

。「適切なケアマネジメント手法の策

定、普及推進に向けた調査研究事業

(令和 3年度老人保健健康増進等事

業)」 の「手引き」等の解説動画公開の

ご連絡について (情報提供)【その 2】

・自動 ドアの事故防止に関する情報提

供について

。介護分野に係る事業分野別指針の一

部を改正する件について (通知)

・令和 3年介護サービス施設・事業所

調査の協力依頼の送付について

2021/9/14

2021/9/14



。最低賃金の引上げに向けた中小企

業・小規模事業者支援事業等の周知に

ついて

,令和 3年度地域別最低賃金改定状況

・令 3年 8月 から「業務改善助成金」

が使いやすくなります

。最低賃金を引き上げた中小企業にお

ける雇用調整助成金等の要件緩和に

つやヽて

,令和 3年長野県茅野市において発生

した上石流にかかる災害の被災者 に

係る被保険者証等の提示等について

・災害により被災した要援護障害者等

への対応について

'災害により被災した要援護者への対

応及びこれに伴 う特例措置等につい

て

。令和 3年長野県茅野市において発生

した上石流に伴 う児童福祉施設等の

人員基準等の取 り扱いについて

。令和 3年 8月 11日 からの大雨によ

る災害の被災者に係る被保険者証等

の提示等について

・災害により被災した要援護障害者等

への対応について (長野、島根、佐賀、

福岡、長崎)

・災害により被災した要援護者への対

応及びこれに伴 う特例措置等につい

て

,令和 3年 3月 11日 からの大雨の発

生に伴 う児童福祉施設等の人員基準

等の取 り扱いについて

・台風第 9号から変わつた温帯低気圧

に伴 う大雨による災害の被災者に係

る被保険者証等の提示等について

,令和 4年度診療報酬改定に関する要

望書 (全国訪聞看護事業協会)

・令和 4年度診療報酬改定に関する要

望書 (訪問看護推進連携会議)

。新型コロナウイルス感染症関連の訪

問看護に関する緊急要望書 (老健局長

宛)

・最低賃金の引上げに向けた中小企

業 。だヽ規模事業者支援事業等の周知に

ついて

・令和 3年度地域別最低賃金改定状況

・令 3年 8月 から「業務改善助成金」

が使いやすくなります

。最低賃金を引き上げた中小企業にお

ける雇用調整助成金等の要作緩和に

つ予ヽて

・令和 3年長野県茅野市において発生

した上石流にかかる災害の被災者に

係る被保険者証等の提示等について

・災害により被災した要援護障害者等

への対応について

'災害により被災した要援護者への対

応及びこれに伴 う特例措置等につい

て

・令和 3年長野県茅野市において発生

した上石流に伴 う児童福祉施設等の

人員基準等の取 り扱いについて

。令和 3年 8月 11日 からの大雨によ

る災害の被災者に係る被保険者証等

の提示等について

'災害により被災した要援護障害者等

への対応について (長野、島根、佐賀、

福岡、長崎)

。災害により被災した要援護者への対

応及びこれに伴 う特例措置等につい

て

・令和 3年 8月 11日 からの大雨の発

生に伴 う児童福祉施設等の人員基準

等の取 り扱いについて

・台風第 9号から変わった温帯低気圧

に伴 う大雨による災害の被災者に係

る被保険者証等の提示等について

'令和 4年度診療報酬改定に関する要

望書 (全国訪聞看護事業協会)

・令和 4年度診療報酬改定に関する要

望書 (訪聞看護推進連携会議)

'新型コロナウイルス感染症関連の訪

聞看護に関する緊急要望書 (老健局長

宛)

1

1

1

1

1

1

1
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。新型コロナウイルス感染症関連の訪

問着護に関する緊急要望書 (保険局長

宛)

・外国人利用者等への訪闘看護提供の

ためのガイド/契約書英語表記等 (参

考私案)

障害児入所施設運営指針について

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

くその 61)

「新型 コロナウイルス感染症関連の

訪問看護に関する緊急要望書」の提出

について

令和 2年 4月 24日 付け厚生労働省

保険局医療課事務連絡「新型コロナウ

イルス感染症に係る診療報酬上の臨

時的な取扱いについて (そ の14)」 問

7について

令和 3年長野県茅野市において発生

した土石流に伴 う児童福祉施設等の

人員基準等の取 り扱いについて

災害により被災した要援護者への対

応及びこれに伴 う特例措置等につい

て

災害により被災した要援護障害者等

。新型コロナウイルス感染症関連の訪

間看護に関する緊急要望書 (保険局長

宛)

・外国人利用者等への訪問看護提供の

ためのガイド/契約書英語表記等 (参

考私案)

障害児入所施設運営指針について

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 61)

「新型コロナウイルス感染症関連の

訪問看護に関する緊急要望書」の提出

について

令和 2年 4月 24日 付け厚生労働省

保険局医療課事務連絡「新型コロナウ

イルス感染症に係る診療報酬上の臨

時的な取扱いについて (そ の14)」 間

7について

令和 3年長野県茅野市において発生

した上石流に伴 う児童福祉施設等の

人員基準等の取 り扱いについて

災害により被災した要援護者への対

応及びこれに伴 う特例措置等につい

て

災害により被災 した要援護障害者等

2021/9/13

2021/9/9

2021/9/9

2021/9/8

2021/9/8

2021/9/8

2021/9/8
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への対応について

令和 3年長野県茅野市において発生

した上石流にかかる災害の被災者に

係る被保険者証等の提示等について

「世界アルツハイマー月間/世界アル

ツハイマーデー」2021

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 59)

療担規則及び薬担規則並びに療担基

準に基づき厚生労働大臣が定める掲

示事項等の一部改正等について

「災害時に備えた社会的重要インフ

ラヘの自衛的な燃料備蓄の推進事業

費補助金」について

「令和 3年度新型コロナウイルス感

染症感染拡大防止・医療提供体制確保

支援補助金」について

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 57)

新型コロナウイルス感染症に係 る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 56)

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 55)

最低賃金の引上げに向けた中小企業・

小規模事業者支援事業等の周知につ

いて (協力依頼)

「適切なケアマネジメント手法の策

定、普及推進に向けた調査研究事業

(令和 3年度老人保健健康増進等事

業)」 の「手引き」等の解説動画公開の

ご連絡について (情報提供)【その 2】

「指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準及び

指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準の一部を改正する省

への対応について

令和 3年長野県茅野市において発生

した土石流にかかる災害の被災者に

係る被保険者証等の提示等について

「世界アルツハイマー月間/世界アル

ツハイマーデー」2021

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 59)

療担規則及び薬担規則並びに療担基

準に基づき厚生労働大臣が定める掲

示事項等の一部改正等について

「災害時に備えた社会的重要インフ

ラヘの自衛的な燃料備蓄の推進事業

費補助金」について

「令和 3年度新型コロナウイルス感

染症感染拡大防止・医療提供体制確保

支援補助金」について

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 57)

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 56)

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 55)

最低賃金の引上げに向けた中小企業・

小規模事業者支援事業等の周知につ

いて く協力依頼)

「道切なケアマネジメント手法の策

定、普及推進に向けた調査研究事業

(令和 3年度老人保健健康増進等事

業)」 の「手引き」等の解説動画公開の

ご連絡について (情報提供)【その 2】

「指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準及び

指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準の一部を改正する省

2021/9/8

2021/9/7

2021/9/6

2021/9/2

2021/9/2

2021/8/31

2021/8/30

2021/8/30

2021/8/27

2021/8/25

2021/8/25

2021/8/20
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令」の公布及び施行について

E再延長]新型コロナウイルス感染症

の介護サービス事業所の支出への影

響に関する実態把握について

E長野、島根、佐賀、福岡、長崎]災

害により被災 した要援護者への対応

及びこれに伴う特例措置等について

令和 3年 8月 11日 からの大雨の発生

に伴 う児童福祉施設等の人員基準等

の取 り扱いについて

要介護認定における「認定調査票記入

の手引き」、「主治医意見書記入の手引

き」及び「特定疾病にかかる診断基準」

について

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 54)

令和 3年 8月 11日 からの大雨による

災害の被災者に係る被保険者証等の

提示等について

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 26報 )

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 53)

[再周知]新型コロナウイルス感染症

の介護サービス事業所の支出への影

響に関する実態把握について

台風第 9号 から変わった温帯低気圧

に伴 う大雨による災害の被災者に係

る被保険者証等の提示等について

令和3年介護サービス施設・事業所調

査の協力依頼について

令和 2年 7月 豪雨による被災に伴 う

保険診療の特例措置に関する利用状

況等の資料提出依頼について

自動 ドアの事故防止に関する情報提

供について

令」の公布及び施行について

[再延長]新型コロナウイルス感染症

の介護サービス事業所の支出への影

響に関する実態把握について

E長野、島根、佐賀、福岡、長崎]災

害により被災した要援護者への対応

及びこれに伴う特例措置等について

令和 3年 8月 11日 からの大雨の発生

に伴 う児童福祉施設等の人員基準等

の取 り扱いについて

要介護認定における「認定調査票記入

の手引き」、「主治医意見書記入の手引

き」及び「特定疾病にかかる診断基準」

について

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 54)

令和 3年 8月 11日 からの大雨による

災害の被災者に係る被保険者証等の

提示等について

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 く第 26報)

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 53)

[再周知]新型コロナウイルス感染症

の介護サービス事業所の支出への影

響に関する実態把握について

台風第 9号 から変わった温帯低気圧

に伴 う大雨による災害の被災者に係

る被保険者証等の提示等について

令和3年介護サービス施設・事業所調

査の協力依頼について

令和 2年 7月 豪雨による被災に伴 う

保険診療の特例措置に関する利用状

況等の資料提出依頼について

自動 ドアの事故防止に関する情報提

供について
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2021/8/18

2021/8/18

2021/8/17

2021/8/17

2021/8/16

2021/8/11
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2021/8/10
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新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 52)

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 51)

介護分野に係る事業分野別指針の一

部を改正する作について (通知)

「外国人の技能実習の適正な実施及

び技能実習生の保護に関する法律施

行規則の一部を改正する省令」の施行

に伴 う介護職種における入国後講習

の時間数の免除に係る取扱いについ

て

「新型コロナウィルス感染症訪問看

護師による自宅療養者への対応マニ

ュアル (第 2版 )」 について

雇用と福祉の連携による離職者への

就職支援の推進について

新型ヨロナウイルス感染症の介護サ

ービス事業所の支出への影響に関す

る実態把握について

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 25報 )

緊急事態措置区域 として東京都が追

加されたこと等を踏まえた職場にお

ける新型コロナウイルス感染症対策

の徹底について

「ヤングケアラーの支援に向けた福

祉・介護・医療・教育の連携プロジェ

クトテーム」のとりまとめ報告を踏ま

えた留意事項等について

災害により被災 した要援護障害者等

への対応について く令和 3年 7月 10

日)

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 52)

新型コロナウイルス感染症に係 る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 51)

介護分野に係る事業分野別指針の一

部を改正する作について (通知)

「外国人の技能実習の適正な実施及

び技能実習生の保護に関する法律施

行規則の一部を改正する省令」の施行

に伴 う介護職種における入国後請習

の時間数の免除に係る取扱いについ

て

「新型コロナウィルス感染症訪聞看

護師による自宅療養者への対応マニ

ュアル (第 2版 )」 について

雇用と福祉の連携による離職者への

就職支援の推進について

新型コロナウイルス感染症の介護サ

ービス事業所の支出への影響に関す

る実態把握について

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 25報)

緊急事態措置区域 として東京都が追

加されたこと等を踏まえた職場にお

ける新型コロナウイルス感染症対策

の徹底について

「ヤングケアラーの支援に向けた福

祉・介護・医療・教育の連携プロジェ

クトテーム」のとりまとめ報告を踏ま

えた留意事項等について

災害により被災 した要援護障害者等

への対応について く令和 3年 7月 10

日)

2021/8/4

2021/8/4

2021/8/2

2021/7/30

2021/7/30

2021/7/21

2021/7/20

2021/7/19

2021/7/15

2021/7/13

2021/7/13
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誌
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冊

く

関

と

封

・令和 3年度介護報酬改定 Q&A
(Vo1 10)[抜 粋]

・児童養護施設等入所者等への新型コ

ロナウイルス感染症に係る予防接種

について

・新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 50)

参考 新型コロナウイルス感染症

に係る診療報酬上の臨時的な取扱い

について (そ の 26)

。新型コロナウイルス感染症に係る障

害福祉サービス等事業所の人員基準

等の臨時的な取扱いについて (第 15

報)

・高齢者施設における新型コロナフイ

ルス感染症発生時に備えた応援体制

の構築について

。高齢者施設における新型コロナ予防

接種の間違いの防止について

。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 24報 )

・介護施設等への布製マスクの配布希

望の申出について (再周知)

・新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 49)E抜粋コ

・新型コロナフクチンの接種体制の強

化 に向けた看護職員の兼業に関する

取扱いについて

。新型コロナウイルス感染症の発生に

伴 う医療関係職種等の養成所等の実

習施設への周知事項等について

,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 23報 )

・新型コロナウイルスワクチン接種業

務に従事する医療耳口Jlの 被扶養者の収

入確認の特例について

・新型コロナウイルスワクチン接種業

務に従事する医療職の被扶養者 の

最新情報第 2号2021/7/13



収入確認の特例に関するQ&Aにつ

い て

・新型コロナワクチンの接種体制の強

化に向けた医師・看護師等の兼業に関

する取扱いについて (依頼)

・職場における積極的な検査等の実施

について

。新型コロナウイルス感染症に係る障

害福祉サービス等事業所の人員基準

等の臨時的な取扱いについて (第 13

報)

・高齢者施設等における感染防止対策

及び施設内療養を含む感染者発生時

の支援策

・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 22報)

・高齢者施設等において新型コロナウ

イルス感染症の感染者が発生 した場

合等に活用することができる制度等

について

'高齢者施設の従事者等への定期的な

検査の積極的な受検につぃて

。令和 3年度における新型コロナウイ

ル ス 感 染 症 等 に係 る対 応 人 材

(IHEATInfectious disease Hcalth

Emergency Assistancc Tcam)の 運用

について

,介護職員処遇改善加算及び介護職員

等特定処遇改善加算に関するQ&A
の送付について

,「適切なケアマネジメント手法の普

及推進に向けた調査研究事業 (令和 2

年度老人保健健康増進等事業)」 の「手

引き」について (情報提供)【その 1】

・介護現場におけるハラスメント事例

集について く周知)

・平成 30年度介護報酬改定の効果検

証及び調査研究に係る調査 (令和 2年

度調査)の結果について (最終版・情

報提供)

・厚生労働大臣が定める特例居宅介護

1

l

WEB

VヽEB

サービス費等の支給に係る離島その

他の地域の基準第六号の規定に基づ

き厚生労働大臣が定める地域及び厚

生労働大臣が定める地域第六号の規

定に基づき厚生労働大臣が定める地

域の一部を改正する告示の公布につ

いて

・看護師の特定行為に係る研修制度に

関するポスター等の周知について

'「ヤングケアラーの支援に向けた福

祉・介護・医療・教育の連携プロジェ

クトチーム」のとりまとめ報告を踏ま

えた留意事項等について

・令和 3年度に実施する新たな介護人

材確保対策事業について

・高齢者、障害者等の災害時要配慮者

への緊急的対応及び職員の応援確保

について

・令和 3年 7月 1日 からの大雨による

災害の被災者 に係る被保険者証等の

提示等について

,災害により被災した要援護障害者等

への対応について

'災害により被災した要援護障害者等

への対応について く令和 3年 7月 10

日)

。災害により被災した要援護障害者等

への対応について (令和 3年 7月 8

日)

。令和 3年度訪関看護ステーション数

調査結果

・令和 3年度サテライト数調査結果

,新型コロナウィルス感染症訪間看護

師による自宅療養者への対応マニュ

アル (第 1版 )

災害により被災した要援護障害者等

への対応について く令和 3年 7月 8

日)

高齢者、障害者等の災害時要配慮者へ

の緊急的対応及び職員の応援確保に

つ帝ヽて

災害により被災した要援護障害者等

への対応について (令和 3年 7月 8

日)

高齢者、障害者等の災害時要配慮者へ

の緊急的対応及び職員の応援確保に

ついて

2021/7/9

2021/7/9
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短期滞在入国者等であって感染症の

予防及び感染症の患者 に対する医療

に関する法律による入院患者の自己

負担に関する診療報酬明細書の記載

について

児童養護施設等入所者等への新型コ

ロナウイルス感染症に係る予防接種

について

「訪関看護ステーションにおける特

定行為研修制度促進に係る課題等調

査事業」報告書の掲載

介護保険制度における利用者負担等

の事務処理の取扱いについて

災害により被災した要援護障害者等

への対応について

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 50)

CLT(直交集成板)の活用促進に向

けた周知について く依頼)

新型コロナウイルス感染症に係る障

害福祉サービス等事業所の人員基準

等の臨時的な取扱いについて (第 15

報)

「人を対象とする生命科学・医学系研

究に関する倫理指針」の施行に伴 う関

係通知の改正 について (通知)

高齢者施設における新型コロナウイ

ルス感染症発生時に備えた応援体制

の構築について

高齢者施設における新型コロナ予防

接種の間違いの防止について

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 24報 )

令和 3年 7月 1日 からの大雨による

災害の被災者に係る被保険者証等の

提示等について

「新型コロナウィルス感染症訪問看

護師による自宅療養者への対応マニ

ュアル (第 1版 )」 について

短期滞在入国者等であって感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律による入院患者の自己

負担に関する診療報酬明細書の記載

について

児童養護施設等入所者等への新型コ

ロナウイルス感染症に係る予防接種

について

「訪間看護ステーションにおける特

定行為研修制度促進に係る課題等調

査事業」報告書の掲載

介護保険制度における利用者負担等

の事務処理の取扱いについて

災害により被災した要援護障害者等

への対応について

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 50)

CLT(直交集成板)の活用促進に向

けた周知について (依頼)

新型 コロナウイルス感染症に係る障

害福祉サービス等事業所の人員基準

等の臨時的な取扱いについて (第 15

報)

「人を対象とする生命科学・医学系研

究に関する倫理指針」の施行に伴う関

係通知の改正 について (通知)

高齢者施設における新型コロナウイ

ルス感染症発生時に備えた応援体制

の構築について

高齢者施設における新型コロナ予防

接種の間違いの防止について

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 く第 24報)

令和 3年 7月 1日 からの大雨による

災害の被災者に係る被保険者証等の

提示等について

「新型コロナウィルス感染症訪聞看

護師による自宅療養者への対応マニ

ュアル (第 1版 )」 について
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「「介護職種について外国人の技能実

習の適正な実施及び技能実習生の保

護に関する法律施行規則に規定する

特定の職種及び作業に特有の事情に

鑑みて事業所管大臣が定める基準等」

について」の一部改正について

夏季の省エネルギーの取組について

「医療機関・高齢者施設等への抗原簡

易キット配布事業について」の改訂

(研修資料関係)について

介護職員処遇改善加算及び介護職員

等特定処遇改善加算に関するQ&A
の送付について

「適切なケアマネジメント手法の普

及推進に向けた調査研究事業 (令和 2

年度老人保健健康増進等事業)」 の「手

引き」について (情報提供)【その 1】

介護施設等への布製マスクの配布希

望の申出について (再周知)

「令和 3年度キャリア形成サポー ト

センター事業」のご案内について

新型コロナワクチンの接種体制の強

化 に向けた看護職員の兼業に関する

取扱いについて

成年年齢引下げに伴う消費者教育の

取組について

災害が発生するおそれのある段階か

らの避難所としての研修所、宿1自施設

等の貸出の協力依頼について

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 49)

令和 3年度に実施する新たな介護人

材確保対策事業について

【再周知】「東京 2020大会期間中の首

都高速道路における料金上乗せ」の実

施に際し料金上乗せにならないため

の手続きのご案内 (障がい者・福祉関

係車両)

新型コロナウイルスワクチン接種に

係る企業による職域接種について

新型 コロナウイルス感染症の発生に

「「介護職種について外国人の技能実

習の適正な実施及び技能実習生の保

護に関する法律施行規則に規定する

特定の職種及び作業に特有の事情に

鑑みて事業所管大臣が定める基準等」

について」の一部改正について

夏季の省エネルギーの取組について

「医療機関 。高齢者施設等への抗原簡

易キット配布事業について」の改訂

(研修資料関係)について

介護職員処遇改善加算及び介護職員

等特定処遇改善加算に関するQ&A
の送付について

「適切なケアマネジメント手法の普

及推進に向けた調査研究事業 (令和 2

年度老人保健健康増進等事業)」 の「手

引き」について く情報提供)【その 1】

介護施設等への布製マスクの配布希

望の申出について (再周知)

「令和 3年度キヤリア形成サポー ト

センター事業」のご案内について

新型 コロナワクチンの接種体制の強

化に向けた看護職員の兼業に関する

取扱いについて

成年年齢引下げに伴う消費者教育の

取組について

災害が発生するおそれのある段階か

らの避難所としての研修所、宿泊施設

等の貸出の協力依頼について

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 49)

令和 3年度に実施する新たな介護人

材確保対策事業について

【再周知】「東京 2020大会期間中の首

都高速道路における料金上乗せ」の実

施に際 し料金上乗せにならないため

の手続きのご案内 (障がい者・福祉関

係車両)

新型コロナウイルスワクチン接種に

係る企業による職域接種について

新型コロナウイルス感染症の発生に

2021/7/1

2021/6/30

2021/6/30

2021/6/29

2021/6/24

2021/6/23

2021/6/22

2021/6/21

2021/6/21

2021/6/21

2021/6/18

2021/6/17

2021/6/16

2021/6/14

2021/6/14
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伴う医療関係職種等の養成所等の実

習施設への周知事項等について

平成 3年度介護報酬改定まとめ更新

(令和 3年度介護報酬改定に関する

Q&A(V01.10))

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 23報)

「「特別養護老人ホームの設備及び運

営に関する基準について」等の一部改

正について」の正誤について

介護現場におけるハラスメント事例

集について く周知)

新型コロナウイルスワクチン接種業

務に従事する医療職の被扶養者の収

入確認の特例について/Q&Aに つ

予ヽて

介護保険法施行規則第百四十条の六

十三の六第一号に規定する厚生労働

大臣が定める基準及び指定居宅サー

ビスに要する費用の額の算定に関す

る基準等の一部を改正する告示の正

誤について

職場における積極的な検査等の実施

について

新型コロナワクチンの接種体制の強

化に向けた医師・着護師等の兼業に関

する取扱いについて (依頼)

令和 3年度における新型コロナウイ

ル ス 感 染 症 等 に係 る対 応 人 材

(【HEAT:InfectiOus disease mealth

Emergcnり Assistance Team)の 運用

について

職域接種の要望確認について

高齢者施設等の従事者等に対する集

中的検査の対象施設の拡大等につい

て

新型インフルエンザ等対策特別措置

法の協力要請 と連携 した高齢者施設

等に対する施設運営上の指導に関す

る対応について

感染対策のための実地での研修に係

伴う医療関係職種等の養成所等の実

習施設への周知事項等について

平成 3年度介護報酬改定まとめ更新

(令和 3年度介護報酬改定に関する

Q&A(Vol 10))

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 23報)

「「特別養護老人ホームの設備及び運

営に関する基準について」等の一部改

正について」の正誤について

介護現場におけるハラスメント事例

集について (周知)

新型コロナウイルスワクチン接種業

務に従事する医療職の被扶養者の収

入確認の特例について/Q&Aに つ

いて

介護保険法施行規則第百四十条の六

十二の六第一号に規定する厚生労働

大臣が定める基準及び指定居宅サー

ビスに要する費用の額の算定に関す

る基準等の一部を改正する告示の正

誤について

職場における積極的な検査等の実施

について

新型コロナワクチンの接種体制の強

化に向けた医師・看護師等の兼業に関

する取扱いについて (依頼)

令和 3年度における新型コロナウイ

ル ス 感 染 症 等 に係 る対 応 人 材

(IHEAT■ nfectiOus disease Health

Emcrgcncy Assistancc Tcam)の 運用

について

職域接種の要望確認について

高齢者施設等の従事者等に対する集

中的検査の対象施設の拡大等につい

て

新型インフルエンザ等対策特別措置

法の協力要請 と連携 した高齢者施設

等に対する施設運営上の指導に関す

る対応について

感染対策のための実地での研修に係

2021/6/9

2021/6/9

2021/6/9

2021/6/9

2021/6/8

2021/6/8

2021/6/8

2021/6/4

2021/6/2

2021/6/1

2021/5/31

2021/5/31

2021/5/31
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る令和 3年度における第二次募集に

つ セゝ て

看護師の特定行為に係る研修制度に

関するポスター等の周知について

平成 30年度介護報酬改定の効果検証

及び調査研究に係る調査 (令和 2年度

調査)の結果について (最終版・情報

提供)

「地域の自主性及び自立性を高める

ための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律」の公布につ

いて (通知)

「新型コロナウイルス感染症の自宅

療養者に対する医療提供プロトコー

ル(第 1版 )」 について

マイナンバーカー ドの健康保険証利

用の促進及び業界団体・個社の取組の

好事例の情報提供について

新型コロナウイルス感染症に係る障

害福祉サービス等事業所の人員基準

等の臨時的な取扱いについて (第 13

報)

避難行動要支援者の避難に係る取組

の準備及びこれに伴 う地方財政措置

の拡充等について

高齢者施設等における感染防止対策

及び施設内療養を合む感染者発生時

の支援策

厚生労働大臣が定める特例居宅介護

サービス費等の支給に係る離島その

他の地域の基準第六号の規定に基づ

き厚生労働大臣が定める地域及び厚

生労働大臣が定める地域第六号の規

定に基づき厚生労働大臣が定める地

域の一部を改正する告示の公布につ

いて

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 22報)

医療的ケアを必要 とする障害児への

支援 に係 る報酬の取扱いについて

(Vo1 2)

る令和 3年度における第二次募集に

ついて

看護師の特定行為に係る研修制度に

関するポスター等の周知について

平成 30年度介護報酬改定の効果検証

及び調査研究に係る調査 (令和 2年度

調査)の 結果について (最終版・情報

提供)

「地域の自主性及び自立性を高める

ための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律」の公布につ

いて (通知)

「新型コロナウイルス感染症の自宅

療養者に対する医療提供プロトコー

ル(第 1版 )」 について

マイナンバーカー ドの健康保険証利

用の促進及び業界団体・個社の取組の

好事例の情報提供について

新型コロナウオルス感染症に係る障

害福祉サービス等事業所の人員基準

等の臨時的な取扱いについて (第 13

報)

避錐行動要支援者の避難に係る取組

の準備及びこれに伴 う地方財政措置

の拡充等について

高齢者施設等における感染防止対策

又び施設内療養を含む感染者発生時

の支援策

厚生労働大臣が定める特例居宅介護

サービス費等の支給に係る離島その

他の地域の基準第六号の規定に基づ

き厚生労働大臣が定める地域及び厚

生労働大臣が定める地域第六号の規

定に基づき厚生労働大臣が定める地

域の一部を改正する告示の公布につ

いて

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 22報)

医療的ケアを必要 とする障害児への

支援 に係 る報酬の取扱いについて

(Vo1 2)
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2021/5/28
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2021/5/25

2021/5/25

2021/5/24

2021/5/24
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(機
関 誌

と 同

封)

「基本的対処方針の改正等を踏まえ

た、職場における新型コロナウイルス

感染症対策の拡充について、経済団体

などに協力を依頼しました」(5月 17

日)について

高齢者施設等において新型コロナウ

イルス感染症の感染者が発生 した場

合等に活用することができる制度等

について

「地域 ,ハ ど,テ ーション推進のた

めの指針」の改定について

高齢者施設の従事者等への定期的な

検査の積極的な受検について

「居宅介護支援における業務負担等

に関する調査研究事業 (令和 2年度老

人保健健康増進等事業)」 の報告書に

つヤヽて

・令和 3年度介護報酬改定 Q&A
(Vol.1)

・令和 3年 度介護報酬改定Q&A
(Vo1 3)

・令和 3年度介護報酬改定 Q&A
(V014)

・令和 3年度介護報酬改定 Q&A
(Vol.5)

。令和 3年 度介護報酬改定Q&A
(Vo1 6)

・令和 3年度介護報酬改定 Q&A
(V017)

・訪問看護計画書及び訪問看護報告書

等の取扱いについて 別紙様式

・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

。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 )

。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 20報)

。「新型コロナウイルス感染症に係る

診療報酬上の臨時的な取扱いについ

て (そ の 35)」 の一部訂正について

「基本的対処方針の改正等を踏まえ

た、職場における新型コロナウイルス

感染症対策の拡充について、経済団体

などに協力を依頼しました」(5月 17

日)について

高齢者施設等において新型コロナウ

イルス感染症の感染者が発生 した場

合等に活用することができる制度等

について

「地域 リハピ,テ ーション推進のた

めの指針」の改定について

高齢者施設の従事者等への定期的な

検査の積極的な受検について

「居宅介護支援における業務負担等

に関する調査研究事業 (令和2年度老

人保健健康増進等事業)」 の報告書に

つiマ てヽ

最新情報第 1号

2021/5/19

2021/5/19

2021/5/18

2021/5/18

2021/5/18

2021/5/17

・新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 39)

。「新型コロナウイルス感染症に係る

診療報酬上の臨時的な取扱いについ

て (そ の 39)」 における報告時期につ

いて (再周知)

。新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 41)

。新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

くその 42)

・高齢者施設等の集中的検査実施計画

対象施設への積極的な受検の働 きか

け等について (要請)

・高齢者施設における新型コロナ予防

接種の実施に係る留意事項について

。新型コロナ予防接種の実施に係る留

意事項について

・新型コロナウイルス感染症の感染拡

大防止に配慮した介護予防・見守 り等

の取組の推進について (再徹底)

・介護サービス事業所によるサービス

継続について くその3)

・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

・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

・科学的介護情報システム(LIFE)
に係る対応等について

・介護保険法施行令等の一部を改正す

る政令等の施行について (通知)

・介護保険法施行令等の一部を改正す

る政令等の公布について (通知)

。指定居宅サービス事業所、介護保険

施設、指定介護予防サービス事業所、

指定地域密着型サービス事業所、指定

地域密着型介護予防サービス事業所

及び指定居宅介護支援事業所の指定
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1
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に関する様式例について (そ の2)

。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」中間とりまとめを踏まえ

た対応について (そ の 2)

・「低所得者に対する介護保険サービ

スに係る利用者負担額の軽減制度の

実施について」の一部改正について

'「情報通信機器 (ICT)を 利用 した死

亡診断等ガイドライン」にかかる当面

の取扱いについて

・「診療報酬の算定方法の一部改正に

伴 う実施上の留意事項について」等の

一部改正等について

。疑義解釈資料の送付について (そ の

62)

。「保険者番号等の設定について」の一

部改正について

。保険医療機関等における被扶養者の

資格確認等における留意点について

。介護事業所等における在籍型出向の

活用及び改正高年齢者雇用安定法の

周知について

'不妊治療を受けやすい職場環境整備

の支援及び働 く女性の母性健康管理

に関する周知への御協力について (依

頼)

・緊急事態宣言の延長を踏まえた職場

における新型コロナウイルス感染症

への感染予防及び健康管理について

・令和元年介護サービス施設・事業所

調査の概況

「新型コロナウイルス感染症に係る

行政検査の保険適用に伴 う費用の請

求に関する診療報酬明細書の記載等

について」の一部改正について

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 47)

「居宅介護支援における業務負担等

に関する調査研究事業 (令和 2年度老

人保健健康増進等事業)」 の報告書に

「新型コロナウイルス感染症に係る

行政検査の保険適用に伴 う費用の請

求に関する診療報酬明細書の記載等

について」の一部改正について

新型コロナウイルス感染症に係 る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 47)

「居宅介護支援における業務負担等

に関する調査研究事業 (令和 2年度老

人保健健康増進等事業)」 の報告書に

2021/5/14

2021/5/14

2021/5/13
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VヽEB
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ついて

「緊急事態宣言の延長を踏まえ、職場

における新型コロナウイルス感染症

への感染予防と健康管理の強化につ

いて、経済団体などに協力を依頼しま

した」について

高齢者施設等の集中的検査実施計画

対象施設への積極的な受検の働 きか

け等について (要請)

「「ビジネスと人権」に関する行動計

画」について

高齢者施設における新型コロナ予防

接種の実施に係る留意事項について

緊急事態宣言の発出を踏まえた職場

における新型コロナウイルス感染症

への感染予防及び健康管理について

終電時間の繰上げや滅便等に関する

ご協力のお願い

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 く第 21報)

平成 3年度介護報酬改定まとめ更新

(令和 3年度介護報酬改定関連通知

の正誤等について、令和3年度介護報

酬改定Q&A(V。19))

「東京 2020大会期間中の首都高速道

路における料金上乗せ」の実施に際し

料金上乗せにならないための手続き

のご案内 (障がい者・福祉関係車両)

「新型 コロナウイルス感染症に係 る

診療報酬上の臨時的な取扱いについ

て (そ の 39)」 における報告時期につ

いて (再周知)

緊急事態宣言の発出を踏まえ、職場に

おける新型コロナウイルス感染症へ

の感染予防と健康管理の強化につい

て

新型コロナ予防接種の実施に係る留

意事項について

4月 以降の高齢者施設等への集中的

検査実施計画の円滑な実施について

ついて

「緊急事態宣言の延長を踏まえ、職場

における新型 コロナウイルス感染症

への感染予防と健康管理の強化につ

いて、経済団体などに協力を依頼 しま

した」について

高齢者施設等の集中的検査実施計画

対象施設への積極的な受検の働きか

け等について (要請)

「「ビジネスと人権」に関する行動計

画」について

高齢者施設における新型コロナ予防

接種の実施に係る留意事項について

緊急事態宣言の発出を踏まえた職場

における新型 コロナウイルス感染症

への感染予防及び健康管理について

終電時間の繰上げや減便等に関する

ご協力のお願い

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 く第 21報)

平成 3年度介護報酬改定まとめ更新

(令和 3年度介護報酬改定関連通知

の正誤等について、令和3年度介護報

酬改定Q&A(Vo1 9))
「東京 2020大会期間中の首都高速道

路における料金上乗せ」の実施に際し

料金上乗せにならないための手続き

のご案内 (障がい者・福祉関係車両)

「新型コロナウイルス感染症に係る

診療報酬上の臨時的な取扱いについ

て (そ の 39)」 における報告時期につ

いて (再周知)

緊急事態宣言の発出を踏まえ、職場に

おける新型コロナウイルス感染症へ

の感染予防と健康管理の強化につい

て

新型コロナ予防接種の実施に係 る留

意事項について

4月 以降の高齢者施設等への集中的

検査実施計画の円滑な実施について

2021/5/12

2021/5/12

2021/5/12

2021/5/7

2021/5/7

2021/5/7

2021/5/6

2021/5/6

2021/4/30

2021/4/30

2021/4/30

2021/4/28

2021/4/28
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1
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1
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1

1
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1

1

1

VヽEB

WEB

WEB

VヽEB

VヽEB

WEB

VヽEB

VヽEB

WEB

WEB

IVEB

VヽEB

IVEB

WEB

WEB

WEB

「「ビジネスと人権」に関する行動計

画」について

新型コロナウイルス感染症に係る障

害福祉サービス等事業所の人員基準

等の臨時的な取扱いについて (第 12

報)

平成 3年度介護報酬改定まとめ更新

(令 和 3年度介護報酬改定 Q&A
(Vol.8))

消費税の適格請求書等保存方式の導

入に関する周知等について

科学的介護情報システム (LIFE)
に係る対応等について

4月 以降の高齢者施設等への集中的

検査実施計画の円滑な実施について

新型コロナウイルス感染症の感染拡

大防止に配慮した介護予防 ,見守り等

の取組の推進について (再徹底)

介護サービス事業所によるサービス

継続について (そ の3)

新型 コロナ予防接種の実施に係る留

意事項について

平成 3年度介護報酬改定まとめ更新

(令和 3年度介護報酬改定関連通知

の正誤等について、令和 3年度介護報

酬改定Q&A(Vo1 7))
「テレワーク等の推進について」及び

「まん延防止等重点措置を実施すべ

き区域の追加等について」

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 42)

選定療養に導入すべき事例等に関す

る提案・意見募集について

令和 3年度「児童福祉過聞」の実施に

つ 彰 てゝ

感染対策のための実地での研修に係

る令和 3年度における第一次募集に

つ彰ヽて

平成 3年度介護報酬改定まとめ更新

(令和 3年度介護報酬改定 Q&A
(Vo1 6))

「「ビジネスと人権」に関する行動計

画」について

新型コロナウイルス感染症に係る障

害福祉サービス等事業所の人員基準

等の臨時的な取扱いについて (第 12

報)

平成 3年度介護報酬改定まとめ更新

(令 和 3年度介護報酬改定Q&A
(Vo1 8))

消費税の適格請求書等保存方式の導

入に関する周知等について

科学的介護情報システム (LIFE)
に係る対応等について

4月 以降の高齢者施設等への集中的

検査実施計画の円滑な実施について

新型コロナウイルス感染症の感染拡

大防止に配慮した介護予防・見守 り等

の取組の推進について (再徹底)

介護サービス事業所によるサービス

継続について (そ の3)

新型コロナ予防接種の実施に係る留

意事項について

平成 3年度介護報酬改定まとめ更新

(令和 3年度介護報酬改定関連通知

の正誤等について、令和3年度介護報

酬改定Q&A tt01 7))
「テレワーク等の推進について」及び

「まん延防止等重点措置を実施すべ

き区域の追加等について」

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の 42)

選定療養に導入すべき事例等に関す

る提案・意見募集について

つ ヤゝ て

令和 3年度「児童福祉週間」の実施に

感染対策のための実地での研修に係

る令和 3年度における第一次募集に

つ彰ヽて

平成 3年度介護報酬改定まとめ更新

(令 和 3年度介護報酬改定 Q&A
(Vol.6))

2021/4/28

2021/4/28

2021/4/27

2021/4/27

2021/4/26

2021/4/26

2021/4/26

2021/4/26

2021/4/26

2021/4/23

2021/4/23

2021/4/23

2021/4/21

2021/4/20

2021/4/20

2021/4/16
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VヽEB
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VヽEB

WEB

VヽEB
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IVEB

新型コロナウイルスワクチンに係る

予防接種に関する障害者への接種に

ついて

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の41)

障害者支援施設等入所者等及び従事

者への新型コロナウイルス感染症に

係る予防接種について (改正)

避難所等で生活する障害児者への配

慮事項等について

災害により被災した要援護障害者等

への対応について

不妊治療を受けやすい職場環境整備

の支援及び働 く女性の母性健康管理

に関する周知への御協力について (依

頼)

介護事業所等における在籍型出向の

活用及び改正高年齢者雇用安定法の

周知について

令和 3年 4月 からの「科学的介護情報

システム (LIFE)」 の稼働等について

島根県松江市における大規模火災に

よる災害の被災者に係る被保険者証

等の提示等について

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 20報 )

介護給付費及び公費負担医療等に関

する費用等の請求に関する省令の一

部を改正する省令の施行について (通

知)

介護保険法施行令等の一部を改正す

る政令等の施行について (通知)

厚生労働省老健局職員の会食事案に

ついて

保険医療機関等における被扶養者の

資格確認等における留意点について

「病院における高齢者のポソフアー

マシー対策の始め方と進め方」につい

て

新型コロナウイルスフクチンに係る

予防接種に関する障害者への接種に

ついて

新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて

(そ の41)

障害者支援施設等入所者等及び従事

者への新型コロナウイルス感染症に

係る予防接種について く改正)

避難所等で生活する障害児者への配

慮事項等について

災害により被災した要援護障害者等

への対応について

不妊治療を受けやすい職場環境整備

の支援及び働 く女性の母性健康管理

に関する周知への御協力について (依

頼)

介護事業所等における在籍型出向の

活用及び改正高年齢者雇用安定法の

周知について

令和 3年 4月 からの「科学的介護情報

システム (LIFE)」 の稼働等について

島根県松江市における大規模火災に

よる災害の被災者に係 る被保険者証

等の提示等について

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 20報)

介護給付費及び公費負担医療等に関

する費用等の請求に関する省令の一

部を改正する省令の施行について (通

知)

介護保険法施行令等の一部を改正す

る政令等の施行について (通知)

厚生労働省老健局職員の会食事案に

ついて

保険医療機関等における被扶養者の

資格確認等における留意点について

「病院における高齢者のポ

'フ
アー

マシー対策の始め方と進め方」につい

て
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WEB
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WEB

WEB
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介護保険法施行令等の一部を改正す

る政令等の公布について (通知)

居宅介護支援等に係る書類・事務手続

や業務負担等の取扱いについて

「介護サービス計画書の様式及び課

題分析標準項目の提示について」の一

部改正について

「居宅サービス計画作成依頼 (変更)

届出書の様式について」等の一部改正

について

指定居宅サービス事業所、介護保険施

設、指定介護予防サービス事業所、指

定地域密着型サービス事業所、指定地

域密着型介護予防サービス事業所及

び指定居宅介護支援事業所の指定に

関する様式例について (そ の 2)

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」中間とりまとめを踏まえた

対応について (そ の2)

「低所得者に対する介護保険サービ

スに係る利用者負担額の軽減制度の

実施について」の一部改正について

「保険者番号等の設定について」の一

部改正について

「診療報酬の算定方法の一部改正に

伴う実施上の留意事項について」等の

一部改正等について

疑義解釈資料の送付について (そ の

62)

措置児童が障害児通所支援等を利用

する場合の事務処理要領及び障害児

を受け入れる乳児院及び児童養護施

設における保育所等訪間支援の積極

的な活用について

「里親に委託されている児童が保育

所へ入所する場合等の取扱いについ

て」の一部改正について

「予防接種実施規則第 5条 の 2第 2

項に基づき行われる児童相談所長等

の予防接種に係る同意について」の一

部改正について

介護保険法施行令等の一部を改正す

る政令等の公布について (通知)

居宅介護支援等に係る書類・事務手続

や業務負担等の取扱いについて

「介護サーピス計画書の様式及び課

題分析標準項目の提示について」の一

部改正について

「居宅サービス計画作成依頼 (変更)

届出書の様式について」等の一部改正

について

指定居宅サービス事業所、介護保険施

設、指定介護予防サービス事業所、指

定地域密着型サービス事業所、指定地

域密着型介護予防サービス事業所及

び指定居宅介護支援事業所の指定に

関する様式例について (そ の2)

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」中間とりまとめを踏まえた

対応について (そ の2)

「低所得者に対する介護保険サービ

スに係る利用者負担額あ軽減制度の

実施について」の一部改正について

「保険者番号等の設定について」の一

部改正について

「診療報酬の算定方法の一部改正に

伴 う実施上の留意事項について」等の

一部改正等について

疑義解釈資料の送付について (そ の

62)

措置児童が障害児通所支援等を利用

する場合の事務処理要領及び障害児

を受け入れる孔児院及び児童養護施

設における保育所等訪聞支援の積極

的な活用について

「里親に委託されている児童が保育

所へ入所する場合等の取扱いについ

て」の一部改正について

「予防接種実施規則第 5条 の 2第 2

項に基づき行われる児童相談所長等

の予防接種に係る同意について」の一

部改正について
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2021/4/1
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令和 3年度 ホームページ更新履歴 (4月 1日 ～ 3月 31日 )

更新回数 329回
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厚生労極i省通知関係

当協会からのお知らせ

他団イ本の広報

283回

27回

19回

2022/3/28

令和 4年度地域支援事主実施要細σ)改王点について

2022/3/28

日r維学牛室習のr昂曲1'PRボ スターカび リーフレッ トについ て (固 rrl依 頼 )

2022/3/28

介誕保倫の国車負担金の算定等lt関する政令の 一部を改正する業令の公布【■)い て は邑夕a)

(依頼 )

更新―覧 (最新順)

2022/3/30

老人福祉施設、障害を支援地哉等の駐曇等に対するアレルギー疾患に関する正 tい知識の普及について

2022/3/30

後 L月高歯rJ者医療にお↓するな日負担割合の馳直 しに伴 う診療報酬請求書等の記歳要傾ワ)一部改正尋 tiつ い

て

2022/3/28

+油 現た lrア マネジメン ト手法の焚市 キ及推雄に向イサた調査研究事業 (令 不R3年 度を 入保健建庶増進
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=挿
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2022/3/30

:今熟■筋 ケアィ素リメン トナレ亨マウ ド幕4Ⅲ l r態 朗た今驚■ Fナ ケアマネジメン トヽ手法の普舜1'辞准 !こ 結
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2022/3/29

i古 踪なi踊子k瑞,イヤ擦日ItyFiF iア ′しコーフレFェ ックと泌ヽ 澪イイ)●,才】4口 戌ぅ(と

2022/3/29

厚生オlal大 睡が定める特定福祉用具販売に係る特定編社用長の要ゞ手日及び厚生芳l壼′1大 阪が定める特定介議

予防福社耳]臭販売に係る特定介礎 予防福社 F十二長の種 昌′Ⅲ 部を改正する告示の公布よ1つ いて

2022/3/29

地域支援事業 (介誰子防 。日常生活支援総な事業)(′ Lゝ限市1度の逆用tiつ い こ

2022/3/28

`保
健師助整陰キl舌講師園家試験虫題基準 |の敬定について (情 報提供)

2022/3/28

令和 4年度診猫報酬改定まとめ斑新 (訪間考謗療養費及び公費負担睡療に関十る費用′l請求 と関する省

令窮上条の規定if基 づき厚生士勧大臣が定める様式の一部を改Iす る件、1診 瞭報轟‖請求喜等の記載要領

筆についてi準の ‐部稜1[についマf(i厳如)粋 f添 8、 十医灘保険と介議保険の給付調整ti関 十る留意 'l・ 項

2022/3/25

介護予防・日常生活支援|む 奇事業の指定|`隅 十る様式例に→いて

2022/3/25

1介謹サービス計画書●)様 式及び謀懸分析標準項日の提示について ||)一部改正争について

2022/3/24

2(〕22年 度事業計1甑書の掲殺

2022/3/24

2022笙 度収支予算導け〉掲載

2022/3/24

2022/3/22

日本認抑症官民協議会令和 3年度総会の開催【■)い て

2022/3/22

rレ ボイス帝H庫に係ム 向胞Aの革新たっぃて

ント!″  I Ⅲんn】里コオエ tよ・ とき口Ⅲ,ノト′‐口
=ユ
▼■デ r、 ユ A  rヽ 力、ユ o、  1か ョヤi(イ■ , ta `,安  口ヽ| ′ハ i半イ十,「

レィ】「 、ィ
´



今 F彎 出年 ,ナ剪千士rコ ロサ ゥィル ス駐 lI】,,帝缶 F`1才む
`'ム

トヨ毎〕サー ビス イ奮,準 l li寸 ,ィ トに確担害 ネ顧え「 1ナ ー‐ビス:革lμ

― ビス2022/3/22

令和 3年度新型コロサウイルス感染症流行 ドにおiす る介能サーヒ'ス 事業所得のサービス提供体市1確保事

業に係るQ tt A集 (逸 lJ仕)の送付について

2022/3/22

高齢者施設等や保管所、れ稚閣、小学校等の従事者等に対する検査の実施に‐ういて

2022/3/18

「指定居宅サー rス tと 要する費用い額の算定
「

:Fk珂 する基準 指定居宅介譲文栃に要する費用の額の算せ

|こ 闇する基準、指t施設サービス等に要する費用の機■
'室

定tこ 関,る 基準、指定介謹予防サービスに要

する費耳1の 額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費嬬の額の第空に関する基準、指定地域

審若型サービスに要十る資月1■ )額 互,算 定に関する基準及び拓てチヒ蚊密着型介譲予防サービ‐ノ、た要寸る役

用′)額の算定ti間 する基''の 制定に伴 う介護給付費'算定に係る体制等に関する届出における曽意点につ

い
‐

`1 
苺争l′

チ
)‐ ―を低己々 ill,千

フぅしヽ‐、
‐

2022/3/17

障害者支援施設等′l従事若である濃厚接触者に対する外出歯粛要請への対「よについて

2022,9/17

令和 1年福島県沖を震源とするすと産にかかる災害の被夢t者 に係る被保険者証等
`′

Ⅲ提示等について

2022/3/17

B li 529系 統 (オ ミクμン株)が 主流である間の指該株●)特徴を盤某えた感染考の発生場所得¢)雄 l'・ 装

敏者の特定及び行動制属長イlび に積極的慶学 l習
耳査の実施について

2022/3/15

新
'lコ

ロナウイルス感染症のFケ埒 |こ より収入が減少 したこと年による介議保険′)第 一号保険料の令和4

年 灯 liお け る減 魯 特 置 こヽ41す る今 修 の 財政 tゝ榜の取 扱 い につ い て

2022/3/15

i介護職 員処〕■:故警加第及び介誰駐員等特定処i墨破群加算に関十る基本的考え方並びに事務処理手順及

び様式例■)提示 ,こついて iクナー醐I改 jIに ついて

2022/3/4

ス 子

2022/3/2

1「 1看 維 白耐 落 再ヽ′lⅢ島ク→i黛 皆
`と

闇
‐
十ムキ旨連 ガ イ ドラ rレ■こ′ い て | ク)― 瑠 説 lFtこ ン,ぃ て 十 ♂)‐ _′

`青

1・ 正隼 |【
イぅ

2022/3/4

各弄囲■年貯珍朧 畢酷己ケ葦「雀 |´
y,【 ィR■ ll軍新 l

2022/3/3

ヽヽ て (;違う濶)

華 |こ振 る l,コ

生鞄 散 l(に つ い て (協 力彼 申蕉)

2022/3/2

1介誰車‡新た党けムI(ETの 導入・普及イ猛li佐 ヤ ミナー lυ ウ装隣|メ せ

2022/3/2

際療 '介護関係事笠者に1お ける伽入貯報の適切な取扱いのため,'ガ イタンスの一部改正について (ヽう知〕

2022/3/2

'小
甲々中,デ 、,(ャ た萬

“

粒 |〕 括ケ7●うあ り方について一当牢者の生芋とク)柳 点か 1)一 1開催力お知 Ⅲ,十

2022/3/1

iiilu]″rヶ ァマ ネリメン ト羊
'チ

この贅■ 普チ7辮亀に臨ユ1)ナ‐調な辞窄|・ 1予 挙 (今 fn■ 41府孝 大倶 lミ'律薄指j生

筆 事 輩 )券 愚 rレ タビュー 勘 画 (壇 ■ 1革 〕 の 公 開 の ご渾 絡 につ い て (1菅 疑 操 儀Ⅲ rそ の 31

2022/2/25

窪■,点 騰芳 l=テ態ぃ4r]れ ,l ttH各 め 際i苺 十坐 |=任 /~、 時4nす ,fミ勝Ⅲケーフレ、ァトつli■ 仕ヤrっ し、‐T

2022/2/25

今 ftt R察二彦新型コロサ ウイルス雇章れJ干 ,帝冷千Ftこ サう
`イ

ム Tド 落→ナー ビス琳 1拳河千単、ノlサ ー l″ ス十甚(社 Fr、作H確俣

“

2022/2/24

1針講職爆兜1濁散等 )`′ 接補助傘たF,す るt,&A(V● 12)(´行為■年 2月 22日 )1)iXtttこ ついて

2022/2/24

爽 日本 ナ、褒 ,tに より被災 L´ た校保険者の和I用 者負担等′)減免構登F対する景オ政文接の延長年について

2022/3/4

″
)て ヽ

2022/2/21



2022/2/21

「今禾BR雛障介穣鉾歯ill静 ″に点‐q十 ムr_Ⅲ ん A〔 1ヽ41111(令 れ ■年 ,員 ,IB〕 ♂)|(付について

新型ユロすウイルス感業症にドテ写する母1士健康管理措置並びに関連する助成金及 Ot特 別l日 談な日の期限廷

惇に閣‐する周輛r、♂)細 協力tこ
ンぅぃ r(独 1自う

「新 鮨 新 騨 コ wす ウイ ル
‐ノ、威 4芹 自学 簾 珠 者 本 の訪 購 差 誰 選桁に 主 る対 ,|ヽ マ ニ ュアル・常 6渡へ の対 応 ドニ

フ‐)い て

2022/2/4

疑競解釈資料rl,送付について (そ の 91'

2022/2/4

「上14■Ⅲ会′学胎F.,席 協議会液 奔 (常 馬10同〕 Iと ついて

2022/2/3

-船尊黎落力.す )の 態会社に■1成できる房票品細帝輩若争につ vヽ て

2022/1/31

「小七寵,髄与畠冷,1.通 Ftl逹 す1■ 縮練li本 ,f・ 昭十メ、∩鳥 A 露紆n■ ●ユlЯ 員:日 |ヽワ )終 r、 卜」
「

ぅぃ‐f

2022/1/27

2022/2/21

「高齢者施設等の従事者等 tこ対する在_中的実施計画,う 突純方針等についてl(令 ヤ14年 1月 7日 (令和4

年 2ナ118日 一部改正)事務連絡)の発を上ヨに伴う対応等について

2022/2/15

最低資金互,引 上げに向けた中小企 |.・ 小規模事業者支援事業等の周れについて

2022/2/10

保健師、助産師及び看護師の養録済証明書の取り扱いについて

2022/2/10

新型コロサウイルス感発症に係る介謹サーどス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて (第 27奉R)

2022/2/9

!谷 rt1 4年 慮翰療 鞘 酎 確 市 1中 車十恰 得 鯰 f`麻 協議 会 絵 今

`祐

馬lA傾1,に つ い て

2022/2/9

オ ミクロン株の感染流行を踏 まえた医療提供体掏1の 対 ,ユ強イヒイとついて

2022/2/8

惑 _′ )・
,卜 自「iヨ

_「ヽ捕 ガノ ドラ イラ 1盆 篤 ロ コマ ー‐ク ti翌青 ■ヽ霙 lfつ い
´
r‐

2022/2/7

消費れlの適格請求書等保存方式の施行に向けた周央日等につしfて

2022/2/7

感染症法に基づく就業制限 /フ 解除 |こ 関する取扱いの周■ll徹底よ1つ いて

2022/2/7

gttF瞬ヨ君護事業者総合補償第1度』継統のご案内

2022/2/3

「穂耳lお ケアマネジ メン ト乖Ⅲlの 幣″ 彗乃1有 滋 k生 曲 1■ ナl謝 どを,、 Fr今 奪導 (冷約 3年慮孝人保 /チ望幹 度踏と

年導♯Ⅲ 必愚インタとョー勅函 (劣 B4革)の 公明の ご藻絡 |こっいて (情報擁僕)Iその BI

コ,サ

長に関する周知への御協力について (依頼 )

2022/1/27

今推離 偶狙 g,「t差寺キ孝縮ロヤi季 ∵罹ス4議サー ,ス奪尊討千・十{′a滑雀曲
`十

リーフ レ γ卜形γNコ ールヤンター

`,14掛「
´ハ ぃ イ

2022/1/27

公費魚担医療対象者の高級介護サービス費■)算 定1事務について くその2)

2022/1/24

「適 Lll′
′

k｀ ケアマネジメン ト手法の策定、普及推進に向けた調査研究事業 (令丁「J3年度老人保健健康塔進

筆 `も 荘Ⅲ み呂インタ♂ュー勧画 (寄 2単Ⅲ♂)公田のど糠絡について (情報標快ⅢFそ″,31

2022/1/24

東日本大衰災ユジ被欠著に対する一部負担金の免除措置に係る一部負担金等免除証明書し′`取扱いti関 する

ポスターの送付について

2022/2/4

2022/1/24



障害者支援施設等でρ)新型コロナウイルス感染症●)感業拡大に備えた対応について

2022/1/21

令和 4年 10月 以降の介誰職象の処遇改善に係る措置について

2022/1/17

布 報 マ ス クの印 石熟 尊 υ,直,出 ナ渋 の 亦 覇に つ い て

2022/1/17

中央社会保険医療協議会総会 (第 510回 )に ついて

2022/1/17

f新型ココナウイルス感共庄〔よる小学校体業等対応助成金・支援今J期聞延長に係る保菅所等の保護

者に向けた再度の周知について (協 力依頼)

2022/1/17

冬率の省エネルギーの取縦 について

2022/1/13

干看護教員に関する講習会の実施要領 1、 1専任教員養成講習会及び教諮主任養成議留会ガイ ドライン
:

および 「保健白l助産師看能師実習指導者講習会の実施要綱1の訂正について

2022/1/12

新即コロす ウイル ス威務や Jと係ム診藩報酬 卜♂)臨時白芍た角チ1∽ いについて (そ r′ )64)

2022/1/12

「ホ _＼ た灯台プロジェク ト1について

2022/1/12

布梨マスクの蓉ll布 希望の申出に係ろ申襲鶏限の延民等tと ついて

2022/1/11

新型コロナウイオスの感染!よ大に備え、F訪聞婚麓事業者総合楠特榊!度4オブション「管理葛・駐員感染

症駐舞金補償 ∈縮衡制度費用保1衰)の加入をビ検討 (ださい.

2022/1/4

鮪害者交授施設等の人,〒 者等における初回接種完 Fか ら3か月以上の経過を待たずに新4」 Wナ ワクチ

ンの違加接種を実施する場合の考え方について

2022/1/4

マイナシバーカー トの取得及 ひ健廉保険説利用申込の促進並びに業界閣体・価社の取組の好事例の情報

提供につい て

2021/12/28

:チ レサー シング学碧用 oラ ーエング開率ユーザ どリテ ィ評価 看誇職モニ クー (募集 225名 )の 才,撤

ら す

2021/12/28

′滞密H教 員処遇改善支援補助金l tiつ l｀ て

2021/12/28

軒却 コ lを 十 ウンルス成基熊 [ノ &攣庁 とりJ″ 入パ浦ノう1≠‐● )´ 鱚に主る介講保 I全 の筑一昇俣燐準,の今 F]3

年度における減負措置に対十る今後の財政支終の取扱いについて (そ の3)

2021/12/28

高締者施設等の人所者及び徒事者、通所サービス事業,i¢)利 舟〕者及び従事蒲′ヽ、の新型ど,サ ウ rル ス感

♂♪ r)し ヽ

2021/12/28

布製マ スクl′ l霊布希望の年・出等について

2021/12/24

公費負担医療対象をし'l高 警介護サービス費の算定事務について

2021/12/24

障害児人所地設に入所する障害児筆′Ⅲ新たな移行調整の杵組みブ
'特

集について

2021/12/22

1道 切4ク アマネジメン ト手法の策定 普及推進にれけた調査研究事業 (令和 3年度整 人供健健康麹進

“

t普 ば 士ヨ/ヽ ′々 Γ_,_百 h`tt rtt l hi南 ヽ〃ヽ′′ヽ鱈め 01進な Ir‐
ンぁぃ~rr構 報経仕】r孝 の ■1

2022/1/11

2022/1/6



2021/12/20

:令 T口 4年度生回訪聞看護事業協会研究助成 (一般ⅢJ公募のお知らせ

2021/12/20

医療機関、高齢者施設、障害者施設、保育所等オ、の抗原簡易キット彎ご布事業において配布とた1売 屎検 Flと`

2021/12/2

中
't社

会保険医療協議会総会 (第 500掘 )について

2021/11/26

障害者支援施設等入所著等及び従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種 (追加接種)につ

2021/11/24

キ ,フ トサこ閣■ム白キ1司 鶴マ|と つい‐r

い て

2021/12/16

二′
,ウ

(その 2)

2021/12/16

高齢者施設におけるワクチン接極歴等を踏 まえた面会 ti係 る事例集について

2021/12/15

PCR等検査無料化事業♂)周如依頼について

熟 本 療 鶉艦 郵 4:ィ レヽ ‖ ス 孫T△ 韓 ′′笠 補 I=キ >ィ ドrい 塑 哲 占
`

ノケ′I五 (つ

2021/11/22

医療機関 高齢者施設、障害者施設、保甘所等 卜́の抗原翻易キ |′ 卜ξ〔打布事業において酉と布 と/た抗原検な

キ ノ 1｀

'こ

伊―ヨ‐す
‐
乙白ヤ回収のナお角Iち 11 (ギ‐T,2)(ア )言fl■ tこ

ψ,(ヽ
~ご

2021/11/19

こf)い

2021/12/15

―ビス 2021/11/18

つ`↓狩鷺 落器 絆 .十薦i(RCP)作 歳
=揺

尊革 )の 簡催 につ い て (闇 知 娘頼 ,

2021/12/13

「科学的介監構部システユ、他TF■)への入ナ,憶 報 ,)滴 再[イヒに密十 る調沓研4事業 I LIFE入 力・評価 ′
l

動画マニュアルおよび視聴後アンケー ト周知の弟願い

2021/12/13

「看議職員`lノ 収入増に関する要望著!7)提 出|と ついて (内 閣総建大駐充 )

2021/12/9

聴客福社の現場で働く方々の収入の引上げitつ いて (令 Tコ 3年度補正予算案)

2021/12/9

「看誰殿 豪■,収 入増に関する要望書 |の提出について

2021/12/7

「地域ですすめるACPJ事例進
'l日

のお知らせ

2021/12/7

「看護業務ク)効率イヒ先進事例アワー ド2021衰形式 事ヽ例報告会 !:こ ついて

2021/11/17

1令漱■ Bチ f・ 日昔′■活す|,‐ 率食合森尊l,)ガ /ド ライラについて i幾 ど 「介諄 f,防・ 日常牛活 エァ揺総合事葉

に,!】 Hるツ介ヽ誌予防ケアマネジメン ト (筑 1持 年静予防支揺事率〕び)実統及び介誇予防手I膿 の活用につい

ri r′ ぅ__4RP,iFI「 イ
)ヽ 、イ

2021/11/17

保険盤療機関等↓とおける被狭養者の資格確認等における留慧点に■)い て (再周 r日
)

2021/11/16

医療機関、高齢者施設、障害著施設、保育所等への抗原綺易キ ント歯「¬布事業において酉と布 とフた抗厚検査

キットに聞する自主回収のお如らせ (そ の 2)

2021/11/15

孤独・ ll、 ■対策ホームページの新設にかかる周知について (依頼 )

2021/11/15

忠津慮ポリ蕉 f″ どフェ赤ルl'工蒙物等の率算事例の綿僕等について 【要請】



2021/11/15

「令和 3年度新型コロナウイルス感染症流行下4とお 1す る介護サービス事業所等T'サ ービス提供体制確保

尊 学 !庁 ユ,11ム 「介 。す
‐
サ ー ビ ス恵 輩 ドイ・ l,J狩

`Iユ
]ケ 十ム点 連 防 I卜 社 常 才 鵜 瑾 鞘 汚 r、 :新 型 コ ロす ウ イル

ム感楽症に係る障害福祉サーヒス事業所等 |こ対するサービス継綻支援事実 |における「障害福祉サーど

ス施設・事業所等における感染防止対策支援事業」,)国 民健康保険団体連合会 卜ヽの業務姿託 |二 ついて

2021/11/15

令和 3年度介誰報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査 (行中 3年度調査)への協力依頼について

(再協力依頼)

2021/1179

医療機 Pナ
]、 高齢者施設、障害者施設、保育所等への杭原鶴易キット配布事業において配布 した猟原給査

キットに関する自と臓lJltのお知 らせ

2021/11/9

外国人介護人材等の新規入国市1限の経F口措置について

2021/11/5

2021/10/26

保健師助産師看譲目1〕 国家試験監題の公募につい‐
(

2021/10/26

1介請分彗子における感染防止式策の継続支援 |たついて

2021/1げ 26

看護El,の特定行為研修鈴1度に係る調査 ,研究にr'い てこ協力のおF重 い

2021/10/20

感染対策のための実地での研修〔係る令f園 3年度(と おける第四次寡集について

2021/10/20

警 諮 ′、絹 埴 勿絶 鮮 理 解常 年誌 ペ ー ジの リニ ュー アル に つ い て

2021/10/15

1介議保険施設 '事業所にお1す る高齢者巌待防止に盗する体制整備の状況等 tiF_ヨ 十る調査」■,お 知ら11

2021/10/13

令和 3年度介護報酬改定の効果猿証及び調査研究に係る調査 (令和 3年 度調査)ム ′)協 力依頼に‐ついiて

2021/10/12

「新型コ1,ナ タイルス感楽症対策に係る医ゲr従事者向け肋護具 (PPE,等西と布IT)こ 案内

2021/10/12

爵挙運動用ポネ
'一

掲示場設置場所♂,据供 tこついて (依頼)

計 器 考 監 ス チ ー シ ■ ン IFム サ■ス車 毯 新 白 F評 偏 ガ イ ドラ /ン 「
室 補 ロ ゴマ ー ク 1芥募 ケとっ い (

毬 輩 の 黛 桁 ナrぅい fIび )一鍬 静 T!● ′ぅい て

2021/11/4

介護施設等への布製マスクの配布希望の申出|二 係る提七」様式の変更について

2021/11/2

中央社会保険隠療協議会総会 (第 493回 )について

2021/11/1

!令和 3年度新型コロナクイルス感染症流行下における介譲サーービス事業所等のサービス提供体制確保

2021/10/8

「秀執爺れヽ1醒義窪l r■ |で マペ■軒即コロ十ウ/ル ス(ア ふ
'4●

拶ェ| インラインtrヽ サー 7)妄う釣 I,■ l

2021/11/1
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2021/10/28

第 3回講演会
'コ

r7ナ 自宅療養者 、́ィッF"療 提供～訪関看護〃)視点から1開催案内

2021/10/27

今後の新型コロナウイルス感染症の感美拡大|こ備えた障害者支援施設等に*IIす る対応について

2021/10/7

1LIFEの利用可能1生ケ)校証に関するモデル事業J協 チ」事業者本集,)お 知らせ

2021/10/7

4れ 3生彦キャリア杉成サポー トセンター:事驚 「右卸実習邪剖練説明会 ,の ご室内

2021/10/4

行和 3年度介護職勇処遇改善ll l算 等研修会の実施に係る周知について



2021/10/4

商齢者施設学Q従学者等に対する生中的実施計画
')10月

以降の実施方針|こついて

2021/10/4
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‐
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2021/10/1

介護人甘確保に向けた支援策の「コにl知 について

2021/9/28

新 型 コ「ゴサ ウ イル ス)載 と 】″1● イ軍/,そ分鰭 1錦 遡ヽ 卜の IttH率 油 ナ1胎ォじ''い )● イ‐オ イヽ イ孝 r、 代RⅢ

2021/9/28

〒熊襲防 止対策の率
'に

絆 支拝 Iの信十知 tこついて

2021/9/28

2021/9/15

距がtめ る基準!,)告示及び適用について (通知)

2021/9/14

障省音支援施設等における感染防止対策等の徹底につし`て (再 商拍)

2021/9/13

障害距入所施設蓮甘指針にン)ぃて

2021/9/9

4,即 コロナウイルス熊養岸に株為診群韓習‖ iの 臨博的冷取扱い tとついて (子 の 61)

2021/9/9

i新即 コロナウイルス黛準
',盟

碑の訪贈看議にlilす る肇各誓望書 |の線 とJについて

2021/9/8

待和 2年 二月24日 付け厚生労働省保険局LⅢ 疾隷芋務連絡
'新

型ココチウイルス感染症 |こ係る診粛報醐
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2021/9/8
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フ,い

2021/9/28

/ス ム ″うし
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今れ ら年障尋/1(管 今類の故ttこ 閣する周賽口・広報の室柿等 !■ っぃて
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～
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『
お丁をぃ 1こ r)と 、Ir(平 ♂)82)

2021/9/24

居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等 |と ついて (周知 )

2021/9/22

令和 3年度地域支援事業実範要綱の政工点について

2021/9/21

令和 2年度診茂報建
‐
故ttと おいて経過措置を設「ナた施設整幸等の取扱いヤと■)いて

2021/9/16
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2021/9/8

令和 3年長野県″野市において発生 した上石流にかかる災害●)被共者に係る校 f楽除者証等Ψブ提本年にr2

いて

2021/9/6



学n理 コ ロ十 ウ /ル ス戚 4席 (r係 /1診 感 とB駅 Iの臨 R存 胎 テfJマ‐綿 い !「 っ い て r子 の iS)

2021/9/2

禁狙規輿1及 び翼担規卿1並 びtこ凍ね基準 |こ基づき厚生労働大とこが定 サヽる掲示事項等の一部改正等について

2021/9/2

「堤書時に補支持社会的譲馨インフラヘの白行 貧、Iか lア

'、

料億審ブ,推強 :霧学警補助今 iに /″いて

2021/8/31

'4fa t年
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2021/8/25

最低賃金,,う 1上げに向けた中小企業・小規模革当者女援事業等の月知について (協 チl依 頼)

2021/8/25

'適
卵なケアマネジメン ト手法の策定、普及推進に向Ⅲ
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調査研究事業 (令fH 3年 度老 入保健健康増進

等尊娑Ⅲ ♂,:手 4燕 i等の解訴勘間公脚 l′ )ど 揮絡について (情報絆償Ⅲ lその 21
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2021/3/20

f指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密
=型

介誰予防サー

ビ払♂)事業,'人 典、設備及び運営並びに指定地,「,■ 密着翌介諮予防サービノ、に係る介護予防■,tゆ生,効果

的な文授の方法に関する4準め 一部を改正する砦
｀
令Jの公布及び地イ1について

2021/8/18
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る言少断基準 ||こ )́い て
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2021/8/11

新帝Jコ ロす ウイルス威準芹
`こ

標ろ診篇期酬 卜の鯨Rキ歯々な取扱いについて (そ の うれ

2021/8/11

1再着1知 i新翠耳コ,十 ウ/ル ス膚養芹の介講サー ビス車輩所 ?)支 出本ブ)影単に関す る突熊卜と据 |モ
/:)い て

2021/8/11

台良第9号 から変わつた温帯低気圧に伴 うl(雨 によろk守 ,)校災審iこ係る被保険著証等クう挽デニ等に つ́い

2021/8/10

令和 3年介麓す― ビス施設 ,事業所調査の協力依頼にイ〉いて

2021/8/10

R口 11日 本、チ、A日 1'日  F★ 閑希 ・Ft黎ネFl部  本 市 fノ ′七41)、 11‐

2021/8/10

令和2年 7月 豪雨に kる 校うと,こ 4と う保険診策●)特樹措置に関する利用状況等,〉 資十1提 出依頼(ir)いて

,■ f,“ iヾ ― l´1,― イヤヽ JI ti,41需
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Ⅲ′ブ)
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自動 ドアの事撤防 ILに 関する情報提供について
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2021/8/4

2021/7/27

令fR 3年 度訪問看護諮姉入材養成研修会

2021/7/27

「令f園 4年度診斎報醐改定に関する要望審 |を訪問看護推進連携会議 ご提出

2021/7/27

「令和 4年度診葉報酬破定にlヽlする要望善どを提出

2021/7/15

:'(田 大魚1とh差雀 へ ,)言■開雰 素緞 イとの サイあ て′,ガ /ド /摯計 =`“ 群 奏 部 0(浚 考 千ム‡ )↓こっ い て

2021/7/13
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1都迎 コ コ十 ウン タしス武 基章 ,,i編 好輩 師 庁「 ム 白字な 基 哲 へ の マよ「洋 マニ t/ル
`鎮

,「→亨Ⅲ IFう い r

2021/8/2

介護分野に係る事業分野別1精針。ア)部 を破止する件について (通如)

2021/7/30

1外闊入の技惟実習の適[な突範及び技能実背生の保護に関する法律施行規卯1し
′l一 部を改 Iとする名 令 :

の施行に伴 う介譴職積における人と11後講智の時間数の免除に係 る取扱いについて

告を賠主党た留意事項等について

2021/7/13

災密により校災キンた要援静障害考等r＼ の対応 tiつ いて (令 和 3年 7H10日 )

2021/7/9

え守により校災した要援護障害者等′ヽの対発千について く令和 3年 7月 1博 )

2021/7/9

2021/7/9

範却滞在入団者等であ′,て感楽症の子防I文 び感染症のぷFに対するほ寮 tこ 関する法律による入院忠 7呵 の

内己負担任聞する診療報動FIR細警の記粒について

2021/7/9

哩五養謎施設等入所を等ペ ブl新型ココナウイルン感尭症ti係 る予防接種Iつ い ご

2021/7/9

'=な

闇看護スデーシ」レtiお す″る特定行為研修制度健進に係る課題等調査事聰 1報告書の協裁

2021/7/6

企驚保険キ1度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて

2021/7/6

災省 |こ kり 機災した要援議障害子等′、のXr心 にr)い て

2021/7/21

♂)
ン )ぃ

2021/7/20

新型コロすウ rル′ス感染庄の介議サービス事業コfの 支出イ、の影辞に関する実態把提について

2021/7/19

斯型コロ士ウイルム感染tに 係る介議サービス事業所の人員婆準等の臨時的な取扱い(とつい こ(第 25報 )

2021/7/15

撃急事態措置区域 として東京都がILIJrJさ れたこと等を隣まえた職場 |とお 1'る 新型 コロナ ウィル /、 感業症

対策の徹底について

2021/7/5

CLT(直 交集成被)の 活ll促進に向けた周知 |こついて (依頼)



2021/7/5

新型コロす ウイル ス感染症に係る障害福社サー ビス等事業所の人員基準寺の臨時占々な取扱いについて

(第 15報 )

2021/7/5

「人を対象 とサる生命舟学・医学系研■ ,こ 欄する倫理指針 Iの施行に伴 う関係邁知の改正 について (通

魚〕

2021/7/5

高齢者施設における新型コロサウイルス感染症発生時に備えた応援体制の構第にψついて

2021/7/5

高齢者施設における新型と7球 ナ予防接種υ)間違いイ/,防止について

2021/7/5

新型コ単サウイルスは擁症 ti係 る介諺サービス事業所●〉人員基準等の臨時的な取狼いについて(第 24報 )

2021/7/5

令和 3年 7月 1日 からの大千
1に よる災密の被災者に係る校保険者証等の提示等について

2021/7/2

令和 3年度訪閉者護ステーシコど′数調査結―鶏

2021/6/24
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ド介議職種について外 1」 入T)技能美智のi菌止な実施及び技能実習生の保護 |工 関する法程施行堤則に規

定する特定ク)賤種及び作堆に特有の事情ti鑑みて事業所管大離が定める基準等 |に ついて:υ)一部改正

に―,い て

2021′ 6/30

夏季の省エネルギー,'取組について

2021/6/30

「睡
'と

機 Fィロ・商船警施設導へ
'ノ批原簡易キット配布事業についてょ ′ジ敬訂 (研修資料関係 )1上 ついて

2021/6/29

介護職員処追故筈加算及び介譜職嚢等特定処,Ti改 善勾「算にF‐Bす るQ&A')送付について

2021/6/21

成年年齢引下げti伴 う消費者教育(l取 紅について

2021/6/21

堤客が発生する用それのiい るF｀ 階からl′ 避難所としての研修所、宿泊施設等の貸柱|の 脇力依頼(ir〉 ぃて

2021/6/18

新即コロ十 ウイルス取準席に係る診癖報西ll卜 の旅Rキ湖′lた 取税いについて (■ の な9)

2021/6/17

令和 3年度 |こ 実施する新たな介護人材確保対策事業 tと ついて

2021/6/16

1群闘知】1東京 2020大 会期 F‐尋中のき都高速道路にお tす る■

'企

上乗せ lt′ 実ゝれに除し卜,金 上棄せになら)

オcいた め の手 絆 ■の ご輩 内 (瞳 が い音 ・福 征関 係 董 I=)

2021/6/16

f内 kPil購 入Ⅲ、いのな蒲卜鯨_雉熟ブロヴ「″ ＼ 20,11の 十ヽヤtlテ 予ゞ

2021/6/14

2021/6/14



新型コロサウイル紀謀業症の発生に伴う五廉関係職籠等 lブ ,養 成所等の実習施設への周知事項年にマ́,い て

2021/6/11

渉 大イレケ′日指 1 てしヽ /~、 言桝閑秀講 ステ ー̂ラ H坊 車寵X歓要韓―金 0)塑辛よ ギ′、

2021/6/9

平成 1年度分譲報薔輯l改定まとめ更新 (令和 3年度介護球ケ対l敬 定に関する(o程 A(ヽア
)と 10))

2021/6/9

新型コロすウイルフス感染丘【係る介護サービス事業所の人員基準等,,臨時的な取扱いについて(第 28報 )

令和常年度在宅者取りtt関 する研修事業 fに 百Ⅲ riよ る遠齢で,〉 vl t診 断をサポー ト‐ける看謹重

“

を対象 と

2021/6/9

1'4守 覺善講ツ 大えヽ―一′ムブ,設備乃r)鞘営に閉 (l冶 ″l、 ll`ンぅぃて 1 筆ク,一北静¶〒に ついイ l σ〉i下記こにヤういて

2021/6/1

賊域接社の要望確認について

2021/5/31

高齢者施設等の従事者等1■ 対する集中曲糖お`イ)州 象施設の拡大筆i【 ついて

2021/5/31

新坐インフルエンをヂ等対策■■口l措 置渉,)協 力要講と連携 した高齢普施設等に対→る施設i墓営上げ)指導に

関する対応 |こ ついて

2021/5/31

感染対策のたy)の 真地での研修r係 る令和 3年度における第二次寡集|`■)い て

2021/5/28

音静歯F)ヽ 指定行為に係る研修市1度に関するボスタ‐等|〉 爛知について

2021/5/28

平成 30年度介護報爵1改定の効果検証及て消再査研究lf係 る調益 (令和 2年度調査り,〉 結果について (最終

肺 ・ 1普都 琳Чl)

2021/5/27

〔地域ゲ)自 i性及び自立性を高めるための故草′Hti隻 を ĺる ため ′′関係法律の整備に関 する法律 |ブ )公

為tiつ いて (i瀬 知 )

キ ■なみ44傘 l r主催  日衣 |ダ 白涌今Ⅲ σめ■iを碑テ】■1‐

2021/5/25

1新 l■ Jコ ロサ ゥ/ル ‐ノ、成蛛,キ υ)白 辛麻梅考 ti対 十る際癖棉僕ノ奮 トコー′し(塩 1脱 )|三 ついて

ブレ 一

`ス

2021/6/9

イド彦顆参身に妄1`十 ム/、 ウス メレ キ、事衛 1サ 〕こっいて (圏 蔵々Ⅲ

2021/6/8

総 今 (令
~9R年

代 H lA Bう 春 料 矛協 競

`今

昌蕗 用ペ ー ジ )

2021/6/8

新型コロナウイルスノクチン接種業務に従事する医療賤,)被扶養者ば,収 入確認の特例について/Q tt A

ィこ́うい て

2021/6/8

ナービスに要する費 千1の額の算定に関する基準等ブ)一部を破王する告本の正談について

2021/6/8

職場↓【おける積極的な1★登等 ′′♪実施につい こ

2021/6/4

新型コロナワクチン′,榜穂体約7)強 1■こ虐ilす たFf舗・者講師等の業率に開する取投いについて (依 補Ⅲ

2021/6/2

全盈ユ生壁Lと二と狂趾聖 'す
ウイルス感染J乞 等i`係 ろ対応人米オ (IHEだ

「
と五掩CiOus discase Hctth

nineTge】i∝ Assistance Teanx)の 源 用 に つ い て

2021/5/25

マ イナン八_ヵ ― 卜の機薦イ集除百工
=1用

の住准聴 fバ章撫M体・儒料の後細の界革例の購報器僕たついて

2021/5/24

J艶避 報)

2021/5/24

2021/6/1 遺難行動要支援者|)避 軽に係る取組の幸捕及びこれit伴 う地方財政措置のは充等|こ ついて



2021/5/24

摺%lr対 策及び施設内療養を含む感染者発生時の支援策

2021/5/21

灯牛■傷犬題が掌める特例 =ェ †な 議サー ビス警等の官給に標 れ難窟i子 ■)‖∫′,イJ境の幾連安六身の卸常 !こ

基づき厚生労働大群が定める地域及び厚生労働大鷹が定める地域常六号げ)規定に基づと厚生労働大藤が

定める地域の一部を改■する告ホの公布十二ついて

2021/5/21

新型 =lWす ウイルス感業症に係る介諮サービス事聰所の人暴基準等の臨時的な取扱いについて(第 22幸R)

2021/5/20

医療的クアを必要と言る障客児への支援に保ろ線内l11の取扱いについて (Wd 2)

2021/5/13

1居亀企護丈1愛 にお (す る業務負担等|こ 関する調査研究事業 (令 和Z年度を入保健健康増進学J業 )」 の兼

告書に′)い て

2021/5/12
「
箪急事態亘

=の
延長を路まえ、職場における新型コロサウイルス感染症への感染予防と健確管ナ■

''強
イ/1■ っ い て  ,ェ済 印 11ゝ た デ に 協 ナ,″ 佐 蕉gフ キ (イ´1子エン)ぃ て

2021/5/19

r継大抽キャ.tll′ナイ|の 時iF4ル甲ェ、
=,ナ

 騨甥十レサ,吋 ス錦理 コロ十 ウイルス威逮ヒ席無併ィアl朗,ホ |「 ′,い て

焦 ,春用イた,Iヽ

"|=Vェ
サ1オ′r`J価 , 学 , イアl r、  E1 17口  `すr′、|、

‐r

/＼
l′ ) 夕♪い

2021/5/19

高齢者施設等において新型コWサ ウイルス感染症の感業者が発生した場合等に活用することができる市」

度等について

2021/5/18

「士ギ域 けハごリチーシ Jン 1作権 アlr´ をデ)')精令||のを
`「

市 !と っぃて

2021/5/18

2021/5/18

「居宅介護支援における業務負担等に関する調査研究事業 (令和 2年度を入保健健康増進等事業, 7,報

告事にインいて

2021/5/14

'新
型コロナウイルス感災疵に係る行政糖査の保険適用に伴う費舞この請求に伊ァ虫する診葉報酬明細春の記

裁等について」の一部改 tr_に ついて

2021/5/14

新型コ宦′―ナ(ウ イル スオミ滲 ャを係な】マ雰藩
=障

じⅢ、,「 げ,聴研キ曲 ご々角鵜しヽ子と″うとヽて (■ げ,■ 7〕

2021/5/12

高齢な施設毎の美中i的 校査実施計画対象施設本の「l極的な受検の働きか!'等 について く要請 ,

2021/5/12

f「 ビジネ /、 ■人権 |す こ簡十ムヤ'予 l「∴ }lねi `こっいて

2021/5/12

「狛「市ち離需ャ さ十一 l l′・` お室内

2021/5/7

高齢者施設における新型コロナ予防按種の賞れに係る留意事豪について

2021/5/7

蹂倉事態宣言の発 ltlHを 騰まえた職場tiお ける新型コ
“
ナウイルス感染症´ヽ

t′ l感 |と予防及びl,こ 康管理にっ

学ヽ、
‐

2021/5/7

終電時lFヽヨの繰上げや減便等に関するゴ協力♂)お「1,lい

2021/5/6

和i型 コロサウイルス感ィルlf iこ孫る介譴サー rス事業所の人員基準等,'臨 時的な取扱いについ て(第 21報 )

2021/5/6

平成 よ年度介譜報酎破筵まとめ更

"i(令
和 3年度介穫報酬敬定関連通笑B■)I謡等に ■)い て、令和 ,年度

介譲報瑯改定喰&A(ヽb19う )

2021/4/30

i,テi束 2020大会1.l間 中■)哲都高速道路に才
`|す

る料金、こ葉せ 1つ 実施に際 し1斗 金上乗せ iこ ならないため
')

手続きの、ど突・ lヽ(雌 がい者 ギ福祉関係車両 )



2021/4/30

「斯 ■lコ ロす ウ/ル ム戯 務市 士こ禅 承珍薄 靭 酬 トブ)確障 舶 た勲堀 ぃ 1と っ ぃ て (孝 ザ)RO,F↓こユi叶 ム錦 特 HJ手靭

Itつ しヽ こ (再 周 拳i囲 )

2021/4/26

〕 IVサ ●)

′針1驚 糾 ォ・l,Pケ ″ ω
`(′

Aイ毬、1年 )ヽ

2021/4/23

fサ し ヮ_ク 鐘 ぉ堆 准 I「 ぅ ぃて !膨 rヽ (と ス,`と ,l.ト
ナ,議 礎:悲 耐 々室 怖 十 八 芸 医博 の 1息 ナl筆 に つ い て |

2021/4/23

番却卸ロサィライルスIt寛 ■・1,1‐ 4素 オ言分́よと,醸HIの 群tB羊は1テ●娩掃ぃ 1‐ イ
)ヽ ▼て `平 (′ ,42)

2021/4/22

Wёb研れを全 1́、 鼻合の碁rヽ ■にツつしヽ f(ど報告 )

2021/4/21

2021/4/30 2021/4/23

平成 3年度介講報酎ヽ破定まとめ更新 (令れ 3年度介訪熱豫lll改 定関連通知の正誤等|こ ついて、令和ユ年度ル

`´

:シ ヽヽ

つ

こ才つし

について

2021/4/28

新ダ・・Jコ ロ十予防接種の実施 |こ孫 る留意事項について

2021/4/28

4月 以眸の高鶴抵 施設等へ■,集 中的検査実施計 当Jク )円 滑な実施について

2021/4/28

「:ど ジ■kス ン人1警 | ↓こ1朝司一ムイ■翻澪キFI(こフぅしドξ

2021'4'28

コ ロ す ノ、

ブ、

ク)

(第 lZ報 )

2021/4/27

半戚 8年度介講報酬改定まとめ真新 (令 f口 3年度介諺総爵H改定ωとA(Vo1 8),

ス

2021/4/21

こr)ャ

2021/4/27

2021/4/20

令和 3年度 :児童福祉遇闘Iの実施(こ つい
‐
(

2021/4/20

感染対策′
'た

めて
')実地での研修に保る令れ 3年度における第 次募集について

2021/4/16

平成 3年度介 守
~報

馴破定革とI)ミ 新 (付f蜘 9年度介議報酬改定 QttA rヽ ()16))

2021/4/15

1訪開看護事業所における看議職員とナし攣学療法士等,)よ り良い連携′)た めの手引き|について

2021/4/14

■fr理すコロ十ウ イルスワウ千 レ!r標 ム■Fナ務雄 j十 闇ヤ計“ス館審望へのオ解 flflヤ つし▼r

2021/4/26

2021/4/26

4月 ,チ 眸の高船帝範殻等 ヽヽの生中的検査実施言1陣 i′
ナ)円 調な実施について

2021/4/26

_1,サ ル ス り

底 )

2021/亨26

令離 十 一 ヤ|ス `も 半 所 ケfと ム サー Frス 糾 絆 士rつい て

`‐

フ′)∩ う

ザ, 二■)Iヽ

2021/4/13



呂本地域看譜学会第 2■ 回学lf集会 「共生社会 t i ttδ ける対たな地撹看議ll挑裁!の開催について

2021/4/7

新型ヨPナ ウイルス感染症に係る診擁報酬上の臨時的な取扱いについて(そ の 41)

2021/4/7

障害者支援施設等入所者等及び従事者への新型 ,ロ ナウイルス感染症に係る予1方募纏についマ
て (敬f)

2021/4/6

避雑所等で生活する博省児でヘジl雌慮事項等について

2021/4/6

Ⅲテ空●́ 十す)舟 ;歴 Iル 凍■士望蹴往井縫ャ、l′
′l譲 計 ,オ ぅいて

2021/4/6

ĺ、 好治環を受けやすい職場究境整備の支援及び働 (女性の母性イ拌康管理に関する周知へ●〉御協力につい

て (依頼)  ‐

2021/4/6

介議事業斬等 |こお,す る往籍理出「Pの活用及び改正高年齢者歴用安定法の周れにィ,い(

2021/4/6

各デロ|ミ 4と と日九、,、 ,ヽ ifゆユ舶 /ヽ 業1耕朝 ラステ 2^ rTと ,■、 ♂bR坊縛1建」
=っ

い ●

2021/4/5

島根県松江市における大規模人災による共等の被災者に係る被保険者証等の発示等 ti″ういて

2021/4/5

新型ヨPす ウイルス感染立に係ろ介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い|こ ついてく第 29幸R,

2021/4/2

介護給付費及び公費負担医療年に関する費用等の請求に関する省令,)一 部を改正する″H令の近行につい

て (通 ミ1)

2021/4/2

介護保険法施符合等の一部を改正する政令等の施行tiつ いて (通表8)

2021/4/2

2021/4/1

保険燃康機関等における被枚養者 ′,資格確認等における留意点(iつ いて

2021/4/1

十1内 院における高齢者のポリファーマシー対策,助古め方と進め方|について

2021/4/1

介護供険法施行令等 l′ l一部を改とする政令等 ′)公布について 〈通抑)

2021/4/1

居宅介議支援等に係るキ類・事務手続や業務負担等の取扱い|こ ついて

2021/4/1

1介諺サービス計 [ぬJ事 の様式及び誤顔分析 |¬輩項 目の経示について,の お偽敬こについて

2021/4/1

十居tサーどス計画作成依頼 (変 更)癌 崩善■)様式について1等の一部改正について

2021/4/1

‡E定溝宅サービス事業所 介護保険施設 指定介議予防サービス事業所、指定地域密若41サ ービス事業

所、指定地域密警型介護予防サービス事業所及び指定樹宅介護支援事業所ブう指定|こ 濁す
‐
る様送辺三歳n

て (そ l′ フ2)

2021/4/1

社会 I果障審議会介護保険部会
「
介謗分野立,文書 |こ係 る■担軽減 ti聞 する専rB養員会 |■INと 立_と些ア)を

膝 :推 夕|‐ ■十洋ギこン)モ 、て イ千げ)2,

2021/4/1

「イ氏所得;者 II抹日
~ろ

今落愧鯰■ナー ヒ'ス たイ系/1 ttII用 者負担額の解了l`t組 世の室売lotと ついて 十の ‐45改 11itir♪

い て

2021/4/1

:供険者番号等の設定について ,('｀
一部改■1に ついて

2021/4/1

1診薄報 (ヽのと
'す

済の一猟静 irに伴 ち掌縮 :の留営室ヽだっぃて i等 の一をЪ改正隼 tiつ いて

厚生労働省セ健局議員の会食事業について 2021/4/1



疑義解釈資料 (F′ 盤付について (その 62)

2021/4/1

藍獲謹塁型聾聾警鐘磐錘軽閣羹望理襲盤睦遅理とついて

2021/4/1

2021/4/1

て」の=蔀改正【f】いて


