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こんにちはトーカイです
こん にち は、トー カイ
です 。日頃 は株 式会 社
トー カイ をご 愛顧 賜り
誠に あり がと うご ざい
ます 。
新緑 がま ぶし い季 節と
なり まし たが 、
いか がお 過ご しで しょ
うか ？
今月 も季 節に 関す る情
報を
お届 けし ます ので 、お役
立て 下さ い。

『食中毒』
に気をつけよう！
もうすぐ梅雨入りの時期を迎えます。
暑くてじめじめする
この時期は
「細菌性食中毒」
に注意しましょう。
今回は、
食中毒の予防についてご紹介いたします。

食中毒予防の三原則「つけない」
「増やさない」
「やっつける」
つけない

やっつける

食中毒の原因菌を食べ物につけない
ように、調理器具と手は洗剤や石鹸
を使い、よく洗いましょう。
肉や魚の汁が他
の食品に付かない
1. 菌をつけない
ように注意が
（清潔、洗浄）
必要です。

増やさない

食中毒予防
の三原則

ほとんどの細菌は加熱によって
死滅するので、しっかり加熱して
食べましょう。
また、肉や魚、卵を使用した
調理器具は洗剤でよく
3. 菌をやっつける 洗ってから熱湯をかけ
（加熱、殺菌）
ることも有効です。

食品による食中毒対策

細菌の多くは 10℃以下で
増殖しにくくなり、
−15℃以下で
増殖が停止します。
生鮮食品は購入後すみやかに
冷蔵庫に入れ、早めに
食べましょう。

2. 菌をふやさない
（迅速、冷却）

多くの食中毒症状は細菌が体内に入って 1 〜 2 日後に
起こります。嘔吐や下痢など食中毒と思われる症状が
見られたら早めに病院で受診しましょう。

徳島 トーカイのご当地グルメ
編

わさびや生姜など薬味の辛味成
分や、梅干し・食用酢には殺菌作
用があります。
また、乳酸菌が豊富なヨーグルト
や納豆、ビタミンＢ群が多く
含まれる豚肉などは免疫力が
アップし、食中毒予防に
有効です。
これらの食品を意識的に
料理に取り入れましょう。

トーカイ従業員おすすめ情報をピックアップ！

徳島洋菓子倶楽部イルローザ『マンマローザ』
〒770-0874

徳島県徳島市南沖洲5-6-20

TEL:088-664-1882

「イルローザ」
は徳島を中心に香川や淡路島にも店舗を出店している人気の洋
菓子店です。
イルローザが作るお菓子には
「おいしさ」
だけでなく、
“お菓子が誰かと出会い、
その人の夢や思い出作りに役立ってほしい と願

徳島営業所 おすすめ
阿波踊りが有名な徳島県。
「マンマローザ」は阿波踊り
大好きな徳島営業所の社員
が一押しする地元スイーツ
です。4月に徳島営業所は新
設の事務所に移転しました。
新しい事務所に課員もやる
気に満ちています。
（左から藤本・佐竹・長山）

うスタッフの
「やさしさ」
が込められています。
数ある商品の中でも人気No.1の看板スイーツ
「マンマローザ」
をぜひ一度食べてみてください。
イルローザのお菓子は公式オンラインショッ
プで全国どこからでもお取り寄せできます。
HP：http：//www.ilrosa.co.jp
様
読者プレゼント 20名
トーカイ通信に関するご意見・ご感想などをお寄せいただいた方の中から抽選で20名様
にプレゼント。
※詳しくは裏面をご覧ください。

「マンマローザ」の特徴
「マンマ」
はイタリア語でお母さんを意味します。
お母さんのふくよかさ・温かさをイメージしたぽってりとした
形で、ふわりと広がるミルクの香り、
しっとりとした食感が特徴
の焼き菓子です。
自然豊かな徳島の原乳を使って作られたオリジナルの生ク
リームはコクがあって、
この生クリームを贅沢に使用して作られ
た濃厚なミルク餡は抜群のおいしさです。

介護保険
情報

平成27年度介護保険制度改正情報
〜複数の福祉用具利用での減額とは？〜

平成27年3月27日付で厚生労働省より各保険者に老振発第0327第3号
「複数の福祉用具を貸与する場合の運用につ
いて」
の通知文書が出されました。これは、第１１９回社会保障審議会介護給付費分科会による答申を受け、
「複数の福祉用
具を貸与する場合は、給付の効率化・適正化の観点から、予め都道府県等に減額の規程を届け出ることにより、通常の貸
与価格から減額して貸与を可能とする」
ことの運用について通知されたものです。

複 数 の 福 祉 用 具 を 貸 与 する 場 合 の 運 用 につ いて
❶ 複数の福祉用具を貸与する場合の考え方

❹ 減額の規定の整備

複数の福祉用具を貸与する場合とは、同一の利用者に２つ以上の福祉用具貸
与する場合とする。そのため複数の捉え方によっては、例えば１つの契約により
２つ以上の福祉用具を貸与する場合、契約数に関わらず２つ以上の福祉用具を貸
与する場合等、指定福祉用具貸与事業者等が実情に応じて規定することとなる。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
（平成11年3
月31日厚生省令第37号）
（以下、
「指定基準」
という。）
等に規定するとおり運営規
定等に単品利用料と減額利用料のいずれについても記載する必要がある。
指定基準等により、指定福祉用具貸与事業者等は利用料等の運営規定を定め
ることとされていることから、本取り扱いを行う指定福祉用具貸与事業者等にお
いては、減額利用料に関する規定を定め、各指定権者において規定する事業者の
指定に関する要領等に則った手続きが必要となる。

❷ 減額の対象となる福祉用具の範囲
減額の対象となる福祉用具の範囲は、指定福祉用具貸与事業者等が取り扱う
福祉用具の一部又は全てを対象とすることができることとする。
例えば、主要な福祉用具である車いす及び特殊寝台と同時に貸与される可能
性が高い以下の種目を減額の対象となる福祉用具として設定することなどが考
えられる。
①車いす付属品、
②特殊寝台付属品、③床ずれ防止用具、④手すり、
⑤スロープ、⑥歩行器

❺ 減額利用料の算定等
月の途中において、本取り扱いが適用される場合、或いは適用されなくなる場
合の算定方法は、
「介護報酬に係るQ&A
（vol.2）
（
」平成15年6月30日事務連絡）
でお示ししている
「月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合の算定方
法について」
等の取り扱いに準じることとする。

❻ 利用者への説明

❸ 減額する際の利用料の設定方法

本運用を適用する場合、或いは適用されなくなる場合において変更契約等を行
う際には、指定福祉用具貸与事業者等は契約書等においてその旨を記載し、利用
者に対して利用料の変更に関する説明を行い、理解を得ること。

指定福祉用具貸与事業者等は、
既に届け出ている福祉用具の利用料（以下、
「単
品利用料」という。）に加えて、減額の対象とする場合の利用料（以下、
「減額
利用料」という。
）を設定することとする。また、１つの福祉用具には、同時に
貸与する福祉用具の数に応じて複数の減額利用料出と減額利用料を設定するこ
とも可能である。
従って、本取り扱いを行う指定福祉用具貸与事業者等は、予め事業所内のシ
ステム等において１つの福祉用具に対して単品利用料を設定する必要がある。
なお、特定の福祉用具を複数組み合わせたもの、いわゆるセットを定めること
は認めないこととし、利用者の状態に応じて適切な福祉用具が選定できるよう、
個々の福祉用具に減額利用料を設定することとする。

❼ 居宅介護支援事業所への連絡
本取り扱いに関する運用を含め、指定福祉用具貸与事業者等が利用料を変更
する際は、居宅介護支援事業所等において区分支給限度基準額管理を適正に行
えるよう、その都度、関係事業所が必要な情報を共有すること。

❽ その他留意事項
減額する福祉用具の利用料については、利用料のうち重複する経費として想定
されるアセスメント、契約手続き、配送・納品及びモニタリング等に係る経費に相
当する範囲において適切に設定いただくようご留意願いたい。

Q

減額の設定が可能なのはどのような範囲？
●同一種目の内、一部商品にのみ減額利用料を設定することは可能です。●減額価格は商品毎に登録となり、
「種目」
毎ではありません。
●
「複数貸与」
で言う
「複数」
とは、
「種目」
の数ではなく
「商品」
の数を指します。

Q

「特定の福祉用具を複数組み合わせたもの、いわゆるセットを定めることは認めない」
とは？
例）ベッド・マットレス・車いすをレンタルするイメージ

個別に減額料金を設定し
ても、それら商品をセット
表示することは認められま
せん。

商品名

減額利用料

単品利用料
10,000円

10,000円

■■マットレス

2,000円

1,500円

▲▲車いす

5,000円

4,500円

●●ベッド

17,000円
合計利用料

基本料金

【プレゼントのご応募について】
「内容」のところにご意見とご希望の プレゼント商品名 をご記入ください。当選者には、
ご登録いただきましたメールアドレスより、改めて送付先をお伺いさせていただきます。
（ご連絡は、
＠tokai-corp.com がドメインのアドレスより送信させていただきます。
）

3点セットで
16,000円

2品以上の場合1,500円への減額設定ありの場合
2品以上の場合4,500円への減額設定ありの場合

16,000円

16
00円
16,000円
額設
設定不
減額設定不可

【送付先】

備考
減額設定なし

減額設定可

トーカイ通信に関するご意見・プレゼントの応募について
トーカイ通信に関するお声をお寄せいただいた方の中から抽選で「マンマローザ（8ヶ入）」
を合計20名様にプレゼントいたします。右記方法にてお声をお寄せください。ご感想もお
待ちしています！！
（ペンネーム可）

セット料金

商品ごとの減額設定を行い設定条件を満たした結果、
16,000円
の利用料になるのは認められますが、特定の商品の組み合わせ
の場合のみ16,000円の利用料になる設定は認められません。

プレゼント応募締切：2015年5月29日(金）

トーカイ通 信 プレゼ ント

ご応募の受付は終了しました
■アクセス方法 (株)トーカイホームページトップ画面 ⇒ 介護用品レンタル⇒ お問い合わせ
■URL

http://www.tokai-corp.com/silver/contact/index.php

【個人情報の使用目的について】
ご記入された個人情報等は以下の目的にのみ使用し、
以下の場合を除いて、
第三者に提供いたしません。
● 統計データを作成し、
今後のトーカイ通信の作成や商品やサービスの向上を図るため
● プレゼント当選者への商品の発送のための配送業者への住所・氏名・電話番号の開示のため

●発行・編集 / 株式会社トーカイ シルバー事業本部 企画課 〒500-8828 岐阜県岐阜市若宮町9丁目16番地
〔電話〕
058-263-0157 〔FAX〕
058-263-0151
2015.5
［vol.12］

