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相談室だより

みなさんに寄り添い声を聴き一緒に悩む。そんな医師会を目指します。 安中市医師会

「介護保険最新情報vol.842」

通所系サービスを提供するにあたり、物
資等が不足する中、感染症対策などを適
切に行い、サービス提供を継続している
ことを評価するための措置です。
６月１日から運用開始（終了時期未定）

通所系サービスの介護報酬を上位区分で算定可能にする施策

必ずケアマネジャーと
連携しましょう！

毎⽉決まった回数に限り、実際にサービスを提供した時間
よりも、2区分上位の報酬を算定できるようになりました。
2区分上位の報酬を算定するためには、ケアマネ

ジャーと連携の上、利⽤者から事前の同意を得る必要
があります。 ※区分支給限度基準額の取扱いに変更はなし

居宅サービス計画上の報酬区分 単位数
２時間以上３時間未満 347単位

３時間以上４時間未満 472単位

４時間以上５時間未満 495単位

居宅サービス計画上の報酬区分 単位数
５時間以上６時間未満 765単位
６時間以上７時間未満 784単位
７時間以上８時間未満 887単位
８時間以上９時間未満 902単位
延⻑加算（９時間以上１０時間未満） 952単位
延⻑加算（１０時間以上１１時間未満） 1002単位
延⻑加算（１１時間以上１２時間未満） 1052単位
延⻑加算（１２時間以上１３時間未満） 1102単位
延⻑加算（１３時間以上１４時間未満） 1152単位

A
群

B
群

２区分上位の報酬区分 単位数
７ ＜ ８ 887単位
８ ＜ ９ 902単位
延⻑（９＜１０） 952単位
延⻑（１０＜１１） 1002単位
延⻑（１１＜１２） 1052単位
延⻑（１２＜１３） 1102単位
延⻑（１３＜１４） 1152単位
延⻑（１３＜１４） 1152単位
上位区分無のため同左 1152単位

２区分上位の報酬区分 単位数
４時間以上５時間未満 495単位
５時間以上６時間未満 765単位
７時間以上８時間未満 784単位

最大
月１回

サービス提供回数のうち、⽉１回まで２区分上位の報酬区分にて算定可能

最大
月４回

１か⽉のサービス提供回数（算定基礎）を３で割った数（端数切上げ）と４回を⽐較し、少ない⽅の数に
ついて２区分上位の報酬区分にて算定可能。

※単位数は、通常規模
要介護3の場合

A群とB群の報酬区分を組み合わせてサービスを提供する場合

〇サービス提供回数が最も多い報酬区分（同数の場合は⻑い⽅の報酬
区分）の算定⽅法を⽤いる。

〇B群内が最も多い報酬区分の場合、サービス提供回数すべてを算定基
礎として算定する。

詳しくはこちら↓

「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」のまとめ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya
/0000045312/matome.html

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 12 報）
《⼀部のみ紹介》

厚⽣労働省



＜ミニレクチャー＞

6月 「新型コロナウイルスの現
状と今後の対策について」

須藤先生からの群馬県内の状
況についてや、今やるべき事のレ
クチャーの他、感染症専門看護
師が実際にめぐみやななかまど
の施設をラウンドした様子など、
写真を交えて伝えていただきま
した。

感染者の落ち着いている今、何
をするかが大切です。もう一度、
日常業務を見直すこと、スタン
ダードプリコーションの徹底など、
感染経路の遮断にむけて、また、
感染した場合の対応などシュミ
レーションしておきましょう。

松井田圏域連携会議
（隔月第4土曜 松井田病院にて）

強化型在宅療養支援診療所
病院カンファレンス
地域包括ケア会議

（毎月第1月曜 須藤病院にて）

安中市原市圏域地域連携会議
（毎月第2月曜 碓氷病院にて）

松井田圏域 安中圏域原市圏域

ゆいまーる地域情報

安中地域リモート会議（仮称）開催♪

居宅介護支援事業所なゆたの内村さんのお声がけで、特
定事業所加算を算定している居宅介護支援事業所の皆さん
（の中で、お時間の取れた方々）と、オンライン会議を開催しま
した。今回はZoomというソフトを
利用しての会議となりました。

戸惑いもありながらでしたが、
近況報告などを行いつつ、各事
業所の皆さんの、元気なお顔が
拝見できて、嬉しい時間でした。

お休み中 お休み中
６月から

再開です！

今後は直接会えないということも、増えるかもしれ
ません。色々な方法で、情報交換ができる仕組みが

できるといいですね♪

Zoomの使い⽅
利⽤率
No1

https://zoom.us/jp‐jp/meetings.html

Zoomミーティングに参加する
https://zoom.us/j/96580024293?pwd=czA4VDM
zTG0xdUN4b0dla0w3UHNFQT09

ミーティングID: 965 8002 4293
パスワード: 1bcxCH

参加方法１ リンクURLをクリックして参加

参加方法２ 自分でアプリケーションを起動
して会議に参加する

起動後ひらいた画⾯で、ミーティングIDとパス
ワードを⼊⼒して参加します。

スマートホンなど携帯端末で利用する場合は、アプリケーションのダウンロードが必要です。

「Zoom」で検索して ZOOM Cloud Meeting をダウンロードしてください。

オンライン会議・研修会などの開催に向けて！

アドレスをクリックすると、Zoomが起動し、
⾃動的に招待された会議に接続されます。

Zoomがインストールされていない状態で、はじめて
会議に参加する際、URLをクリックすると、アプリケー
ションのダウンロードを推奨されます。ダウンロードせ
ずに、ブラウザ上で参加することも可能ですが、ダウ
ンロードした方がより快適にご利用いただくことがで
きます。画面の指示に従うと、ダウンロードは数分で
完了します。

オンライン会議とは、遠隔地の相手と音声・ビデオによりコミュニケーションを図り行う方法です。

Zoomを利用することで、インターネットに繋がる環境があれば、特別なものは特に使わず、パソコン
やスマートホンに付属のカメラやマイク（外付けも可能）を利用して、顔を見ながら会話をしたり、ス
ライドを表示してプレゼンテーションなどを行うことができます。主催者側には有料の機能もあります
が、基本的に参加者の皆さんは無料で利用することができます。

インターネットに接続するデータ通信料金はかかります。スマートフォンやタブレットなどをご利用
の場合、データ通信量が多くなりますので対応可能な契約形態（パケ放題）や、Wifi接続が可能な環境
でのご利用をお勧めします。また、電池もかなり消耗します。電源に繋がる環境でのご利用をお勧めし
ます。

手順その１ 会議主催者より、会議開催時間前までにメール等でこのような内容がお知らせされます。



特別版

感染症予防！

ウィルスの予防にはご存知の通り、
感染予防対策です！
標準予防策にはマスクやガウンテクニッ
ク、咳エチケットなどありますが・・・
まずは基本が大切！

『手指衛生の徹底』
再確認をしてみてください。

No1 環境整備
・⽔道のそばには⽯鹸
とペーパータオルを設置する。

・いつでも使⽤できるように
⼿指消毒剤を設置する。

業務中に⾏う⼿洗い＝衛⽣的⼿洗い
⽯鹸と流⽔または⼿指消毒剤を⽤います。

⼿指に⽬に⾒える汚染がある場合、嘔
吐・下痢のある⼈に触れた/その部屋から
出た直後、ノロウイルス、ロタウイルス
等、アルコール消毒薬に抵抗性がある微
⽣物が想定される場合は、⽯けんと流⽔
による⼿洗いが必要となっています。

⼿を洗う場所がない
⼿が⽬に⾒えて汚れていない場合は、
⼿指消毒剤（アルコール含有タイプ）使⽤

No3 物品管理
・⽯鹸は液体でポンプ式
（容器は毎回交換。詰め替えは細菌汚染を起
こす場合があります）
・ペーパータオルを設置(タオル共有は✖)

→下向きの引き出し式や横向きなどで取れるよ
うに設置するのが望ましい。

・⼿指消毒剤は、施設や部署により容
器の形態や量を決めること。
細菌感染の可能性のあるもの、
汚れたもので手を洗っても
衛生的ではありません。

『手指衛生』はウィルスや細菌な
どの感染症の原因となるものを防ぐた
めに重要な感染予防対策です。病原体
を触った手が感染源になることが、院
内感染や施設内感染として指摘されて
います。日々の『手指衛生』もう一度
気を配ってみてください。

感染予防の基本の資料が確認で
きる、⽇本看護協会の資料です。
どうぞご確認ください。

https://www.nurse.or.jp/nursing/pract
ice/covid_19/document/pdf/kihon.pdf

No2 ⼿指衛⽣のタイミング
・病室、居室に⼊る前
・患者(利⽤者)に触れる前
・患者(利⽤者)に触れた後
・清潔や無菌操作の前
・体液や排泄物に触れた後
・患者(利⽤者)の物品に触れた後

タイミングはすべて病原体が侵⼊しそ
うな時です。基本は１ケア１⼿洗い。
忙しいからとつい忘れてしまう事が多
いタイミング、ありませんか？徹底は
出来ていますか？

出勤したら
まず手洗い！

重
要
！

⼿指衛⽣を実践
するためには、

環境が必要です。

在宅医療

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekka
ku‐kansenshou01/dl/poster25b.pdf

← 厚生労働省
手洗い方法ポスター

⽯鹸は液体せっけ
んがセンサーで出
てくるやつを使⽤。
押さないので清潔
です。

武井医院では、⼿洗いに関しては、患
者さん⼀⼈⾒るごとに20秒以上は⽯鹸⼿
もみ洗いをしています。拭くのは紙。
下向きのは設置の場所を選ぶの
が⼤変なので、横にしてます。



7月 8月 9月

ご意見・ご要望は在宅医療相談室あんなかへ 次号はR2.10月に発行予定です。

相談室より

各種オンライン研修のご案内♪

コロナ禍のなか、全国規模での研修会や
講演会、東京や北海道などで開催される研
修会に、なんと、群馬の自宅や職場から参
加することができるようになっています。

在宅医療相談室あんなかホームページで
も、お役立ち情報として地域包括ケアシス
テムや多職種連携に関するものを発見した
際に掲載させていただいております。

ぜひこの機会に、参加してみませんか。

Zoomなど使用するソフトの基本的な使い方
やダウンロード方法、オンライン研修の申
し込み方法などについても、わからない事
がありましたら、相談室にお気軽にお声が
けください。

全国各地での研修会の情報サイト、フェイスブックグループ
などを紹介します。

https://peatix.com

全国各地で開催されている研修会やイベント検索、申込、チ
ケット購入ができます。
イベント検索にて、「オンラインイベントを探す」
キーワードに「地域包括ケア」「在宅医療」「多職種連携」
「看取り」「摂食嚥下」「認知症」など、気になる言葉を入
れて、検索してみてください。

在宅医療カレッジ（フェイスブック公開グループ）

https://www.facebook.com/groups/HOMIS.collag
e/?ref=share

在宅医療に関わる研修会情報の共有や悩み事投稿等があり
ます。その他、こちらもキーワード検索していただくと、
様々な公開グループがあります。

事例提供のお願い

市民の皆様に向けて、在宅医療や在宅（入
所系施設含む）での生活をお知らせできるよ
う、在宅医療相談室あんなか市民向けホーム
ページをニューアルしました。

実際の暮らしをみてみよう（在宅医療事例
集）では、現在は参考事例を掲載しておりま
すが、こちらには個人情報に配慮した状態で
実際に生活されている利用者様の様子、実際
サービス提供を行っている事業所様からのコ
メントなどを掲載していく予定です。

掲載事例を募集しております。提供してい
ただける事業所の方は、ご連絡下さい。

提供様式や、事例募集についての詳細は、
ホームページに掲載してあります。

http://pp.musubu-annaka.info/jirei/

ご協力よろしくお願いいたします！

今後の予定

http://musubu‐annaka.info/

https://www.webex.com/ja/index.html
操作は⽐較的簡単。安定した通信品質
とセキュリティです。

Cisco Webex

9月以降
開催予定

多職種連携研修会
『お看取り時期の119』

入所系施設からの救急要
請についてや、お看取り時
期での急変時救急要請など
について、消防局と救急に
携さわる医師による多職種
向け研修会を計画していま
す。お楽しみに♪

※感染症の様子を見ながら
となりますので、変更となる
場合があります。

安中市医師会
採⽤ツール


