事 務 連 絡
令和３年３月 19 日
別記

御中
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課

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

高齢者施設の従事者等の検査については、
「高齢者施設の従事者等の検査の徹
底について（要請）」（令和 3 年 2 月 4 日付厚生労働省新型コロナウイルス感染
症対策推進本部）において、特定都道府県に対し、集中的実施計画の策定・実施
を求めているところです。
新型コロナウイルス感染症の感染状況については、高齢者施設でのクラスタ
ー発生は継続しており、引き続き、高齢者施設における感染拡大防止対策の推進
が重要となっています。
また、今後、再拡大の防止とともに次の波に備えた対応を行うことが重要であ
り、具体的な取組の１つとして、感染リスクに応じた積極的な検査による早期探
知が必要とされているところ、集中的実施計画の実施にあたり、可能な限り積極
的に受検を希望いただくよう、
「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」（令和 3 年 3 月 16 日付厚生労働省健康局結核感
染症課ほか連名事務連絡）を別紙のとおり埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県等衛生主管部（局）等に送付
し、管内施設への周知等をお願いしているところです。
自治体によって集中的実施計画の対象施設等は異なっておりますので（別添
参照）、貴会におかれては、別紙の内容について御了知いただき、各自治体の介
護保険部局とも連携の上、希望施設の検査が適切に行われるよう、上記 10 都府
県の貴会会員に対する周知を行う等の適切なご対応をお願いします。
（別紙）
「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」
（令和 3 年 3 月 16 日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡）

（別記）
公益社団法人 全国老人保健施設協会
一般社団法人 日本慢性期医療協会
日本介護医療院協会
公益社団法人 日本看護協会
公益財団法人 日本訪問看護財団
一般社団法人 全国訪問看護事業協会
一般社団法人 全国デイ・ケア協会
一般社団法人 日本訪問リハビリテーション協会
一般社団法人 日本リハビリテーション病院・施設協会
一般社団法人 日本言語聴覚士協会
一般社団法人 日本作業療法士協会
公益社団法人 日本理学療法士協会
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令和３年 ３月 16 日
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、
愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県
並びに当該都府県管内の保健所設置市及び特別区
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、
愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県
並びに当該都府県管内の指定都市及び中核市

衛生主管部（局）御中

介護保険担当主管部（局）御中

厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課

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

高齢者施設の従事者等の検査については、「高齢者施設の従事者等の検査の徹底について
（要請）」
（令和 3 年 2 月 4 日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部）におい
て、特定都道府県に対し、集中的実施計画の策定・実施を求めているところです。
新型コロナウイルス感染症の感染状況については、高齢者施設でのクラスター発生は継続
しており、引き続き、高齢者施設における感染拡大防止対策の推進が重要となっています。
また、今後、再拡大の防止とともに次の波に備えた対応を行うことが重要であり、具体的
な取組の１つとして、感染リスクに応じた積極的な検査による早期探知が必要とされている
ところ（令和 3 年 3 月 3 日第 26 回厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリ
ーボード資料１参照）、集中的実施計画の実施にあたり、可能な限り積極的に受検を希望い
ただくよう、介護保険担当主管部（局）においては、衛生主管部（局）と連携し、改めての
貴管内の施設への周知等をお願いします。
都道府県介護保険担当主管部（局）におかれては管内市町村介護保険担当主管部（局）に
も周知いただくとともに、指定都市・中核市介護保険担当主管部（局）におかれては、都道
府県介護保険担当主管部（局）と連携して対応いただくようお願いします。

第 26 回厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード
（令和 3 年 3 月 3 日）資料１（抜粋）

（別添）
都道府県名

実施自治体名

対象地域

対象施設種別

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、認知症グループ
埼玉県

埼玉県

県全域（保健所設置市を ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
除く）

入所系障害者支援施設（入所施設、グループホーム等）
病院、有床診療所
①入所型高齢者施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、養護老人
ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症対応型共同生活介護事業

埼玉県

さいたま市

市全域

所、短期入所生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型事業所）
②施設入所支援、障害児入所支援、共同生活援助、短期入所
③病院・有床診療所
［高齢者施設］
〇特別養護老人ホーム（ショートステイも含む）

埼玉県

川越市

市全域

〇サービス付き高齢者住宅
〇認知症グループホーム

〇有料老人ホーム

〇介護老人保健施設
〇軽費老人ホーム

〇小規模多機能型居宅介護事業所

〇介護療養型医療施設

〇養護老人ホーム

〇生活支援ハウス

［障害者施設］
〇障害者支援施設
・特別養護老人ホーム・短期入所生活介護・介護老人保健施設
・短期入所療養介護・介護医療院・介護療養型医療施設
・特定施設入居者生活介護・住宅型有料老人ホーム
埼玉県

川口市

市全域

・サービス付き高齢者向け住宅・軽費老人ホーム・養護老人ホーム
・地域密着型特別養護老人ホーム・地域密着型特定施設入居者生活介護
・認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

（※空床利用を除く）

・障害者支援施設等（入所施設、グループホームなど）
特別養護老人ホーム、老人保健施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護
埼玉県

越谷市

市全域

老人ホーム、グループホーム
障害者支援施設及び共同生活援助事業所（グループホーム）

感染多数地域（東葛地
域・印旛地域）
千葉県

千葉県

感染拡大状況を踏まえて
地域の拡大を検討する。

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、経費老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、認知症グループ
ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、障害者支援施設

（保健所設置市を除く）
高齢者入所系・居住系施設、通所系・訪問系事業所および居宅介護支援事業所並びに障害者入所系・居住系施
千葉県

千葉市

市全域

設、通所系・訪問系事業所および計画相談事業所並びに保護施設
・高齢者施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者
生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護、住宅型有料老人ホーム

千葉県

船橋市

市全域

（サ高住含む）、養護老人ホーム、軽費老人ホーム）
・障害者施設（入所系、グループホーム）
《高齢者施設》特別養護老人ホーム，養護老人ホーム，軽費老人ホーム，特定施設入所者生活介護，有料老人

千葉県

柏市

市全域

ホーム（サービス付き高齢者向け住宅含む），介護老人保健施設，介護医療院，認知症グループホーム《障害
者施設》施設入所支援，共同生活援助，宿泊型自立訓練

東京都

東京都

【高齢者施設】特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院

（特別区及び保健所 都全域

【障害者・児施設】障害者支援施設、医療型・福祉型障害児入所施設

設置市含む）
高齢者施設：特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、養護老人ホーム、

神奈川県
神奈川県

（保健所設置市含
む）

県全域

軽費老人ホーム（A型）、軽費老人ホーム（ケアハウス）、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、
認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
障害者施設：障害者支援施設、障害児入所施設、共同生活援助（グループホーム）

1

都道府県名

実施自治体名

対象地域

対象施設種別
（高齢者施設）
特別養護老人ホーム（地域密着型を含む）、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、介護医

愛知県

愛知県

県全域(保健所設置市を 療院、介護療養型医療施設、認知症グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、特定施
設入所者生活介護（地域密着型を含む）
除く）
（障害者施設等）
障害（児）者入所施設、障害者グループホーム、救護施設
（高齢者施設）
特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)、介護老人保健施設、介護医療院・介護療養型医療施設、認知症高
齢者グループホーム、特定施設入居者生活介護（地域密着型を含む）、有料老人ホーム（住宅型のみ）、サー

愛知県

名古屋市

市全域

ビス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、ケアハウス
（障害者施設等）
障害（児）者支援施設、障害者グループホーム、療養介護、救護施設
特別養護老人ホーム（地域密着含む。）、老人保健施設、介護医療院（療養型医療施設含む。）、特定施設入

愛知県

豊橋市

市全域

居者生活介護、認知症グループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付高齢
者向け住宅、障害（児）者入所施設、障害者グループホーム等
特別養護老人ホーム（地域密着型含む）、老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、認知症グ

愛知県

岡崎市

市全域

ループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅、障がい（児）者入所施設、障
がい者グループホーム等
（高齢者施設）
特別養護老人ホーム（地域密着型を含む）、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、介護医

愛知県

豊田市

市全域

療院、介護療養型医療施設、認知症グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、特定施
設入所者生活介護（地域密着型を含む）
（障害者施設等）
障害（児）者入所施設、障害者グループホーム等
岐阜市内の高齢者入所施設のうち検査を希望する以下の施設

岐阜県

岐阜県

岐阜市全域

（介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、

（岐阜市と共同で実施） 認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、住宅型有料老人
ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、 生活支援ハウス）
特別養護老人ホーム（地域密着型を含む）、介護老人保健施設

京都府

京都府

京都府（保健所設置市を 介護医療院、介護療養型医療施設
除く）
障害者・児入所施設
特別養護老人ホーム，地域密着型特別養護老人ホーム，介護老人保健施設，介護医療院，介護療養型医療施

京都府

京都市

市全域

設，認知症高齢者グループホーム，特定施設入居者生活介護事業所，地域密着型特定施設入居者生活介護事業
所，ケアハウス，有料老人ホーム，サービス付き高齢者向け住宅
高齢者入所施設(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療
養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及び

大阪府

大阪府

府全域（保健所設置市を
除く）

サービス付き高齢者向け住宅）（いずれも併設通所サービス・短期入所サービス事業所を含む）及び障がい者
入所施設（障がい者支援施設、共同生活援助事業所、宿泊型自立訓練事業所、療養介護事業所（いずれも併設
通所サービス・短期入所サービス事業所を含む）・救護施設
特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、障がい者支

大阪府

大阪市

市全域

援施設、障害児入所施設（医療型）、障害児入所施設（福祉型）の全部
高齢者入所施設：
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症対応型共同
生活介護事業所、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅

大阪府

堺市

市全域

障害者入所施設：
障害者支援施設、共同生活援助事業所、療養介護事業所、宿泊型自立訓練事業所、福祉ホーム
保護施設：救護施設
高齢者入所施設及び障害者入所施設・救護施設

大阪府

東大阪市

市全域

大阪府

高槻市

市全域

大阪府

豊中市

市全域

（グループホーム及び施設併設の通所サービスを含む）
高齢者入所施設、障がい者入所施設及び救護施設
高齢者入所施設及び障がい者入所施設
・特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・特定施設入居者生活介護事業

大阪府

枚方市

市全域

大阪府

八尾市

市全域

大阪府

寝屋川市

市全域

大阪府

吹田市

市全域

所・住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・軽費老人ホーム・養護老人ホーム・認知症対応型
共同生活介護事業所・障害者支援施設
高齢者入所施設及び障がい者入所支援施設
特別養護老人ホーム、障害者入所施設、障害児入所施設
高齢者入所施設及び障がい者入所施設

2

都道府県名

実施自治体名

対象地域

対象施設種別

県全域（保健所設置市を 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院及び認知症対応型共同生活介護
兵庫県

兵庫県

除く）

兵庫県

神戸市

市全域

特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホーム、障害者入所施設

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、認知症グループ
兵庫県

姫路市

市全域

兵庫県

尼崎市

市全域

ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、障害者施設入所支援を実施する障害者施設
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、認知症グループホーム、特定施

兵庫県

明石市

市全域

兵庫県

西宮市

市全域

設入居者生活介護、障害者支援施設
介護事業所、高齢者施設、障がい者施設

＜高齢者施設＞
介護老人福祉施設（地域密着型含む）、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、軽費老人
福岡県

福岡県

県全域（保健所設置市を
除く）

ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、認知症対応型共同生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介
護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
＜障がい者施設＞
施設入所支援、共同生活援助、福祉型障がい児入所施設、医療型障がい児入所施設、短期入所
・特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院・介護療養型医療

福岡県

北九州市

市全域

施設、認知症グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
・障害者支援施設、療養介護事業所、医療型障害児入所施設、福祉型障害児入所施設、グループホーム
ア．市内介護施設等（入所、居宅、通所、訪問系全て含む）
イ．市内高齢者施設等（有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、
生活支援ハウス）

福岡県

久留米市

市全域

ウ．障害者施設等（入所、共同生活援助、通所、居宅、相談支援事業所）
エ．市内幼稚園・保育所・認定子ども園・学童保育所等
オ．市内小学校・中学校・特別支援学校等（公立、私立）

福岡県

福岡市

市全域

・高齢者施設（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム
・障がい児者施設（障がい者支援施設、共同生活援助事業所

3

他）

他）

