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は じ め に 

 

 この資料は、条文や通知文をもとに、少しでも読みやすくするために、文字削除や置

き換え等を行い、編集しています。このため、根拠となる条文の箇所を示してはいま

すが、条文等に記載されている言い回しや文言が必ずしも、一致するものではありま

せん。 

 

 法律上の文言が必要な場合は、記載されている法律や条例、規則等そのものをご確認い

ただくよう、お願いいたします。 
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地域密着型サービスの事業の一般原則 
 

基準第3条（第1項から第4項） 

 

指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に

立ったサービスの提供に努めなければならない。 

 

地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地

域との結び付きを重視し、市町村、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者

（居宅サービス事業を行う者をいう）その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供す

る者との連携に努めなければならない。 

 

指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、必要な体制の

整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

 （虐待の防止に係る措置は、令和6年3月31日までは努力義務、令和6年4月1日から義務化） 

 

指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するにあたっては、法第

118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行

うよう努めなければならない。 

 

 

 

事業の基本方針  
 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利

用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう、定期的な巡回または随時通報によりその者の居宅を訪問し、入

浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において

生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心

身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。 

 

 

提供するサービス  
 

■訪問介護員等が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話 

 

■あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者・

その家族等からの通報を受け、通報内容等を基に相談援助を行う、または訪問介護員等の

訪問、もしくは看護師等による対応の要否等を判断するサービス（随時対応サービス） 

 

■随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員等が利用者の居宅を

訪問して行う日常生活上の世話 

 

■看護師等が利用者の居宅を訪問して行う療養上の世話または必要な診療の補助 
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人員に関する基準  

 

用語の説明 
 

「常勤換算方法」とは 

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時

間数（週32時間を下回る場合は32時間を基本とする）で除することにより当該事業所の

従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法。 

 

「常勤」とは 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤

務すべき時間数（週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする）に達していることを

いうもの。ただし、母性健康管理措置または育児及び介護のための所定労働時間の短縮

等の措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所とし

て整っている場合、例外的に常勤の従事者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱う

ことを可能とする。 

  

【30時間として取り扱いが可能な措置】 

母性健康管理措置：「雇用分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す

る法律（昭和47年法律第113号）」第13条第1項に規定する措置

をいう 

 

育児・介護のための所定労働 

時間の短縮等の措置：「介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律（平成3年法律第76号）」第23条第1項、第3項または第24

条に規定する所定労働時間の短縮措置をいう 

 

 

また、人員基準で常勤要件が設けられている場合、以下に記載する休業等を取得して

いる期間、人員基準において求められる資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の

従業者の員数に換算することにより、人員基準を満たすことが可能である。 

 

【対象となる休業等】 

産前産後休業：  「労働基準法（昭和22年法律第49号）」第65条に規定する休業 

 

母性健康管理措置または育児休業： 

「雇用分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す

る法律（昭和47年法律第113号）」第13条第1項に規定する措置 

 

育児休業等：   「育児・介護休業法」第2条第1号に規定する育児休業、第23条

第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置、第24条第1項（第2

号に係る部分に限る）の規定により同項第2号に規定する育児休

業に関する制度に準じて講ずる措置による休業 

 

介護休業：    「育児・介護休業法」第2条第2号に規定する介護休業 
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「勤務延時間数」とは 

 勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間、または当該事業に係るサ

ービス提供のための準備を行う時間（待機の時間を含む）として明確に位置づけられ

ている時間の合計数とする。なお、従業者1人につき、勤務延時間数に算入することが

できる時間数は、当該事業所で常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とする。 

 

「専ら従事する、専ら提供に当たる」とは 

   原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないこと

をいうもの。この場合のサービス提供時間帯は、当該従業者の当該事業所における勤

務時間をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暴力団排除について 

 
役員、管理者その他従業者、取引先について暴力団を排除すること。 

 

新規指定、更新指定、あるいは役員や管理者の変更があった際は、暴力団排除

に関する誓約書を提出してください。押印の廃止に伴い、様式の押印欄は削除

しています。管理者の記載漏れが目立ちますので、管理者についても、忘れず

に記載してください。 
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従業者の員数について（基準第3条の4関係） 

 

オペレーター 

 随時対応サービスとして、利用者・その家族からの通報に対応する定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従事者をいう。 

 

■提供時間帯を通じて，1以上確保されるために必要な数以上を配置すること。 

 

※オペレーターの資格 

 看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員でな

ければならない。 

  

   上記資格者がオペレーターとして勤務する時間以外の時間帯 

サービス提供責任者として、１年以上（介護職員初任者研修課程修了者及び旧訪

問介護職員養成研修2級修了者は、3年以上）従事した者をオペレーターとして充

てることができる。ただし、当該オペレーター、または当該事業所の看護師等と

の緊密な連携を確保していることが条件。 

 

この場合の「1年以上（3年以上）従事」とは、単なる介護等の業務に従事してい

た期間を含まず、サービス提供責任者として任用されていた期間を通算したもの

であること。 

 

  ※提供時間帯を通じて１以上 

   当該事業所に常駐している必要はなく、定期巡回サービスを行う訪問介護職員等に

同行し、地域を巡回しながら利用者からの通報に対応することも差し支えない。 

 

    午後6時から午前8時までの時間帯 

ＩＣＴ等の活用により、事業所外でも利用者情報（具体的なサービスの内容、利

用者の心身の状況、家族の状況等）の確認ができ、電話の転送機能等を活用する

ことで、利用者からのコールに即時にオペレーターが対応できる体制を構築し、

コール内容に応じて、必要な対応を行うことができると認められる場合は、必ず

しも事業所内で勤務する必要はない。 

 

 

■オペレーターのうち1人以上は，常勤の看護師、介護福祉士等でなければならない。 

 

■オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。 

 

※他職務との兼務関係（第4項、第7項） 

オペレーターは専らその業務に従事するものであるが、利用者の処遇に支障がない

場合は、他の職務等に従事することができる。具体的には、当該事業所の定期巡回

サービス・訪問看護サービス・随時訪問サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業

所、指定訪問看護事業所、指定夜間対応型訪問介護事業所の職務、または利用者以

外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。 

 

当該オペレーターが、定期巡回サービスに従事している等、利用者の居宅でサービ

スの提供を行っているときでも、当該オペレーターが利用者からの通報を受けるこ
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とができる体制を確保している場合は、当該時間帯におけるオペレーターの配置要

件を併せて満たす。 

 

利用者以外の者からの通報を受け付ける業務例 

 市町村が地域支援事業の任意事業で、家庭内の事故等による通報に、夜間を含め

た365日24時間の随時対応ができる体制を整備する事業を行っている場合、その通

報を受信するセンターと当該事業所の設備の共有が可能であり、オペレーターは、

この市町村が行う事業の受信センター職員が行う業務に従事することができると

いうことが想定されている。 

 

    

    ※事業所と同一敷地内にある施設等の職員をオペレーターに充てることができる場

合当該事業所と同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合、当該施設等

の入所者の処遇に支障がない場合は、当該施設等の職員をオペレーターとして充て

ることができる。 

         

     指定短期入所生活介護事業所 

     指定短期入所療養介護事業所 

     指定特定施設 

     指定小規模多機能型居宅介護事業所 

     指定認知症対応型共同生活介護事業所 

     指定地域密着型特定施設 

     指定地域密着型介護老人福祉施設 

     指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 

     指定介護老人福祉施設 

     介護老人保健施設 

     指定介護療養型医療施設 

     介護医療院 

     

                

定期巡回サービスを行う訪問介護員等 

■交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために、

必要な数以上を配置すること。 

 

サービス利用の状況や利用者数及び業務量を考慮し適切な員数の人員を確保すること。 
 

 

 

随時訪問サービスを行う訪問介護員等 

■提供時間帯を通じて、随時訪問サービスの提供にあたる訪問介護員等が1以上確保される 

ために必要な数以上を配置すること。サービス利用の状況や利用者数及び業務量を考慮

し適切な員数の人員を確保すること。 

 

午後6時から午前8時までの時間帯 

   利用者からの連絡を受けた後、事業所から利用者宅へ訪問するのと同程度の対応

ができる等、随時訪問サービスの提供に支障がない体制が整備されているのであ

れば、必ずしも事業所内で勤務する必要はない。 
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 ■専ら当該随時訪問サービスの提供にあたる者でなければならない。 

 

  ※他職務との関係 

随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供にあたる

者でなければならないが、利用者の処遇に支障がない場合は，当該事業所の定期巡回

サービス、または同一施設内にある訪問介護事業所、夜間対応型訪問介護事業所の職

務に従事することができる。 

 

 ■オペレーターが随時訪問サービスに従事している場合で、当該事業所の利用者に対する 

随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第1項の規定に関わらず、随時訪問サービ

スを行う訪問介護員等を置かないことができる。 

 

 

 

訪問看護サービスを行う看護師等 

 ■次に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ次に定める員数を配置すること。 

 

保健師、看護師・准看護師（以下「看護職員」） 

常勤換算方法で2.5以上を配置すること。これは職員の支援体制等を考慮した最小限

の員数として定められているものであるため、サービス利用の状況や利用者数及び

業務量を考慮し適切な員数の人員を確保すること。 

 

    ※勤務日及び勤務時間が不定期な看護職員によるサービス提供の実績がある事業所 

   の勤務日及び勤務時間が不定期な看護職員1人当たりの勤務延時間数の取扱い 

 

当該看護職員の前年度の週当たりの平均稼働時間（サービス提供時間及び移動時

間をいう）とすること。 

 

     不定期な看護職員によるサービス提供の実績がない、あるいは極めて短期の実績

しかない等のため、上記の方法により勤務延時間数の算定を行うことが適当では

ないと認められる事業所は、当該勤務日及び勤務時間が不定期な看護職員が確実

に勤務できるものとして、勤務表に明記されている時間のみを勤務延時間数に算

入すること。この場合も、勤務表上の勤務延時間数は、サービス提供の実態に即

したものでなければならない。勤務表上の勤務時間と実態がかけ離れていると認

められる場合は、勤務表上の勤務時間の適正化の指導対象となることに留意する

こと。 

 

 

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 

当該事業所の実情に応じた適当数を配置すること。配置しないことも可能である

こと。 

 

 

■看護職員のうち1人以上は、常勤の保健師、または看護師でなければならない。 

 

■看護職員のうち１人以上は、提供時間帯を通じて、当該事業者との連絡体制が確保され

た者でなければならない。 
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 訪問看護サービスを行う看護職員は、オペレーターや随時訪問サービスを行う訪問介護

員等のように、常時の配置を求めてはいないが、利用者の看護ニーズに適切に対応する

ため、常時、当該看護職員のうち1人以上の者との連絡体制を確保することが規定されて

いる。 

 

 

 

計画作成責任者 

 

■事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、当該事業所の従業者

であって、看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門

員のうち、１人以上を利用者に対する計画作成責任者としなければならない。 

 

※オペレーターの要件として認められているサービス提供責任者として3年以上従

事した者は、当該資格等を有しない場合、計画作成責任者としては認められない。 

 

■利用者の処遇に支障がない場合は、管理者との兼務もできる。 

 

 

 

管理者 

 

■事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、

当該事業所の管理上、支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、または、同

一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 

 

 他職務等と兼務できる場合 

    

   当該事業所の他の職務 

当該事業所の他の職務である、オペレーター、定期巡回サービスを行う訪問介護

員等、随時訪問サービスを行う訪問介護員等、訪問看護サービスを行う看護師等、

計画作成責任者に従事する場合 

 

    併せて指定を受けた同一事業所で一体的に運営する事業所の職務 

当該事業者が併せて指定を受け、同一事業所で一体的に運営する訪問介護事業所、

訪問看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事する場合 

 

同一敷地内、道路を隔てて隣接する事業所等の職務 

同一敷地内にある、または道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務

に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の

事業所、施設等の管理者、従業者としての職務に従事する場合 

 

この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、管理すべき事業所数

が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施設で入所者に対しサ

ービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合等は、管理業務に支障があると

考えられる。ただし、施設等における勤務時間が極めて限られている職員である

場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合はある。 
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■管理者は、オペレーター、定期巡回サービスを行う訪問介護員等、随時訪問サービスを

行う訪問介護員等、訪問看護サービスを行う看護師等である必要はない。 

 

 

 

人員基準に係るその他の取扱い 

 

 ■同一事業所で一体的に運営する場合の看護職員の員数 

  当該事業者が、訪問看護事業者の指定を併せて受け、当該事業と訪問看護事業とが同一

の事業所で一体的に運営されている場合に、訪問看護事業で常勤換算方法で2.5以上配置

されていることで、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業においても常勤換算方法で

2.5以上の看護職員数を満たしているものとみなすことができる。 

 

 ■上記に加えて、指定複合型サービス事業者の指定を受けている場合 

  上記に加え、指定複合型サービス事業者（看護小規模多機能型居宅介護）の指定を併せ

て受け、一体的に運営する場合は、さらに常勤換算方法で2.5以上の看護職員の配置が必

要であること。 
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設備に関する基準 （基準3条の6関係） 

 

 

 

事業所 

事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、サービス提供に必

要な設備及び備品等を備えなければならない。 

 

 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、間

仕切りする等他の事業と同一の事務所であっても差し支えない。区分がされていなくても

業務に支障がないときは、当該事業を行うための区分が明確に特定されていれば足りる。 

 

 事務室、または区画は、利用申込の受付・相談等に対応するのに、適切なスペースを確保

するものとする。 

 

 

洗浄するための設備等 

 手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備に配慮すること。 

 

 

通信機器 

利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、事業所ごとに次に掲げる

機器等を備え、必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければならない。た

だし、１に掲げる機器等は、当該事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積する

ための体制を確保している場合であり、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、

これを備えないことができる。 

 

１．利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等 

    

 

２．随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等 

 

 

ケアコール端末 

事業者は、利用者が援助を必要とする状態となったときに、適切にオペレーターに通報で

きるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなければならない。ただし、利

用者が適切に、オペレーターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。 
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運営に関する基準  
 

 

内容及び手続きの説明及び同意（基準第3条の7） 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者・

その家族に対し、運営規程の概要、当該事業所の勤務体制その他の利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を記した文書等（説明書やパンフレット等）を交付

して説明を行い、当該事業所から指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を受ける

ことにつき、利用申込者の同意を得なければならない。 

 

 

電磁的方法により文書の交付に代えること 

  事業者は、利用申込者・その家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書

に代えて、当該利用申込者・その家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項につ

き「電子情報処理組織を使用する方法」「その他の情報通信技術を利用する方法」であ

って次に掲げるもの（以下「電磁的方法」）により提供することができる。この場合、

事業者は、当該文書を交付したものとみなす。電磁的方法の活用については、以下の点

に留意して行うこと。 

 

 電磁的方法について 

  電磁的方法は、以下に掲げるものとする。以下に掲げる方法は、利用申込者、またはそ 

の家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでな 

ければならない。 

   

■電子情報処理組織を使用する方法 

 

１．事業者が使用する電子計算機と利用申込者、またはその家族が使用する電子計

算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者が使用する電子計算機

に備えられたファイルに記録する方法 

 

    ２．事業者が使用する電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電

気通信回線を通じて利用申込者、またはその家族の閲覧に供し、当該利用申込

者・その家族が使用する電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記

録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾、または受けない旨の申

出をする場合は、当該事業者の使用する電子計算機に備えられたファイルにそ

の旨を記録する方法） 

 

   ■記録できる物により調整する方法 

    磁気ディスク、CD-ROM、その他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録

しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項を記録した物を交付

する方法 

 

 電磁的方法で重要事項を提供しようとするとき 

  あらかじめ、当該利用申込者、またはその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法 

の種類及び内容を示し、文書、または電磁的方法による承諾を得なければならない。 

 

    ■上記に記載する当該事業所が使用する電磁的方法の種類 
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    ■ファイルへの記録の方法 

    ※当該利用申込者・その家族から、文書・電磁的方法により、「電磁的方法による

提供を受けない」旨の申出があった場合は、当該利用申込者・その家族に対し、

基準に規定される重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、

当該利用申込者、またはその家族が、再び、承諾をした場合は、この限りでない。 

   

電磁的記録による作成（基準183条） 

  電磁的記録の作成は、事業者等が使用する電子計算機に備えられたファイルに記録す 

る方法、または磁気ディスク等をもって調製する方法によること。 

  

電磁的記録による保存 

 以下のいずれかの方法による。 

 

 ■作成された電磁的記録を事業者等が使用する電子計算機に備えられたファイル、また

は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法。 

   

■書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業者

等が使用する電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスク等をもって調製するフ

ァイルにより保存する方法 

 

  ※電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事 

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」、厚生労働省「医療情報 

システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

 電磁的方法による同意 

  例えば電子メールにより、利用者等が同意の意思表示をした場合等が考えられる。 

「押印についてのＱ＆Ａ」（令和2年6月19日内閣府、法務省、経済産業省）を参考とす

ること。 

 

 電磁的方法による締結 

  利用者等・事業者内等間の契約関係を明確にする観点から、書面における署名、または

記名・押印に代えて、電子証明を活用することが望ましい。なお、「押印についてのＱ

＆Ａ」（令和2年6月19日内閣府、法務省、経済産業省）を参考とすること。 

 

 

 

サービス提供拒否の禁止（基準第3条の8） 

事業者は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。正当な理由は、次の場合

が想定される。特に要介護度や所得の多寡を理由に、サービスの提供を拒否することを禁

止するものである。 

１．当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 

２．利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

３．その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合 

 

 

サービス提供困難時の対応（基準第3条の9） 

 通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し、自ら適切なサービスを提供するこ
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とが困難であると認めた場合、当該利用申込者の指定居宅介護支援事業者への連絡、適当

な他の事業者等の紹介等、その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

 

 

 

受給資格等の確認（基準第3条の10） 

 事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を求められた場合、その者の提

示する被保険者証により、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を

確かめること。 

 

認定審査会意見が記載されている場合 

   被保険者証に認定審査会の意見が記載されているときは、当該審査会意見に配慮して、

サービス提供するよう努めること。 

 

 

 

要介護認定の申請に係る援助（基準第3条の11） 

 サービス提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認

定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用

申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければなら

ない。 

  

 指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合で、必要と認めるときは要介

護認定の更新申請が有効期間の終了する日の30日前までに行われるよう、必要な援助を行

わなければならない。 

 

 

 

心身の状況等の把握（基準第 3条の 12） 

事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供にあたっては、計画作成責任者

による利用者の面接によるほか、介護支援専門員が開催するサービス担当者会議等を通じ

て、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス、福祉サービス

の利用状況等の把握に努めなければならない。 

 

 

 

居宅サービス事業者等との連携（基準第 3条の 13） 

事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するにあたり、居宅介護支援事 

業者その他保健医療サービス、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければ 

ならない。 

 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の終了の際は、利用者・その家族に対して 

適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及 

び保健医療サービス、または福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければな 

らない。 
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居宅サービス計画に沿ったサービスの提供（基準第 3条の 15） 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、居宅サービス計画が作成されている場

合は、当該居宅サービス計画に沿った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しな

ければならない。 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期巡回サービス、随時対応サービス、随時訪問

サービス及び訪問看護サービスを利用者の心身の状況に応じて、柔軟に提供されるもので

あり、随時の訪問を行う場合や、定期巡回サービスの訪問時間帯、内容等の変更を行った

場合は、当該利用者を担当する介護支援専門員に対し、適宜報告を行う等、基準第 3条の

13の趣旨を踏まえ、適切な連携を図ること。 

 

 

 

居宅サービス計画等の変更の援助（基準第 3条の 16） 

 利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定居宅介護支援 

事業者への連絡、その他必要な援助を行わなければならない。 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を法定代理受領サービスとして提供するためには、当

該サービスが居宅サービス計画に位置付けられている必要がある。これを踏まえ、当該事

業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合（利用者の状態の変化等により

追加的なサービスが必要となり、当該サービスを法定代理受領サービスとして行う等のた

めに居宅サービス計画の変更が必要となった場合で、当該事業者からの変更の必要性の説

明に対し利用者が同意する場合を含む）は、当該利用者の居宅介護支援事業者への連絡、

サービスを追加する場合に当該サービスを法定代理受領サービスとして利用する場合は、

支給限度額の範囲内で居宅サービス計画を変更する必要がある旨の説明、その他の必要な

援助を行わなければならないことを規定したものである。 

 

 

 

 

身分を証する書類の携行（基準第 3条の 17） 

事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、面接時、初回訪問時及び利用者・その 

家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

 

 ※身分を証する書類 

 当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の名称、当該従業者の氏名を記載するも

のとし、顔写真の添付や職能の記載を行うことが望ましいこと。 

 

 

 

サービスの提供の記録（第3条の18） 

サービスを提供した際は、サービスの提供日、提供した具体的なサービスの内容（例えば、 

定期巡回サービス及び随時訪問サービスの別）、保険給付の額その他必要な事項を、利用 

者の居宅サービス計画の書面、またはサービス利用票等に記載しなければならない。提供 

した具体的なサービスの内容等の記録は、5年間保存しなければならない。 

 

 ※5年間の根拠は、福津市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
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基準を定める条例 

 

利用者からの申出があった場合は、文書の交付、その他適切な方法により、その情報を 

利用者に対して提供しなければならない。 

適切な方法の例 ： 利用者の用意した手帳等に記載する等の方法 

 

 

 

利用料等の受領（基準第3条の19） 

事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提 

供した際は、その利用者から利用料の一部として、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看 

護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看 

護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受ける 

ものとする。 

 

法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際

にその利用者から支払を受ける利用料の額と、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る

地域密着型サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければなら

ない。 

 

当該保険給付の対象となる定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービスと明確に区分さ

れるサービスは、次のような方法で別の料金設定をして差し支えない。 

 

 １．利用者に、当該事業が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業とは別事業で

あり、当該サービスが介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、

理解を得ること。 

 

 ２．当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の運営規定とは、別に定められていること。 

 

 ３．指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の会計と区分していること。 

 

 

 交通費の支払いを受けること 

利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅で、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払いを利用者から受け

ることができる。 

 

   ※保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による

費用の支払いを受けることは認められない。 

 

 

 説明と同意 

  事業者は、交通費の支払いを受けるにあたっては、あらかじめ、利用者・その家族に対

し、その額等に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 
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 ケアコール端末の利用 

  利用者に配布するケアコール端末に係る設置料、リース料、保守料等の費用の徴収は認

められない。なお、利用者宅から事業所への通報に係る通信料（電話料金）は、利用者

が負担すべきものである。 

 

 

 

保険給付請求のための証明書の交付（基準第 3 条の 20） 

 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に

係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対

して、交付しなければならない。 

 

 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針（基準第 3条の 21） 

利用者の要介護状態の軽減、悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う 

とともに、随時対応サービス及び随時訪問サービスについて、利用者からの随時の通報に 

適切に対応して行うものとし、利用者が安心して、その居宅において生活を送ることがで 

きるようにしなければならない。 

 

事業者は、自らその提供する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質の評価を行い、それ 

らの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 

  

 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針（基準第 3条の 22） 

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の方針は、次に掲げるところによる。 

 

１号 定期巡回サービスの提供にあたっては、第3条の24第1項に規定する定期巡回・随時

対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送る

のに必要な援助を行うものとする。 

 

 ２号 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーターは、計画作成責任者及び定期巡

回サービスを行う訪問介護員等と密接に連携し、利用者の心身の状況、その置かれ

ている環境等の的確な把握に努め、利用者・その家族に対し、適切な相談及び助言

を行うものとする。  

 

 ３号 随時訪問サービスの提供にあたっては、第3条の24第1項に規定する定期巡回・随時

対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要

な援助を行うものとする。  

 

４号 訪問看護サービスの提供にあたっては、主治の医師との密接な連携及び基準第3条の

24第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者の心身

機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとする。 

 

５号 訪問看護サービスの提供にあたっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置
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かれている環境の的確な把握に努め、利用者・またはその家族に対し、適切な指導

等を行うものとする。 

 

６号 特殊な看護等については、これを行ってはならないものとする。 

 

 ７号 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供にあたっては、懇切丁寧に行うこと

を旨とし、利用者・その家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやす

いように説明を行うものとする。 

 

 ８号 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供にあたっては、介護技術及び医学の

進歩に対応し、適切な介護技術及び看護技術をもってサービスの提供を行うものと

する。 

 

 ９号 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供にあたり、利用者から合鍵を預かる

場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法そ

の他必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとする。 

 

 

 

主治の医師との関係（基準第 3条の 23） 

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の常勤看護師等は、主治の医師の指示に

基づき適切な訪問看護サービスが行われるよう必要な管理をしなければならない。 

 

 なお、主治医とは、利用申込者の選定により加療している医師をいい、主治医以外の複

数の医師から指示書の交付を受けることはできない。 

 

 指示書の交付を受けること 

訪問看護サービスの利用対象者は、その主治医が訪問看護サービスの必要性を認めた

者に限られる。これを踏まえ、事業者は、訪問看護サービスの提供の開始に際し、主

治の医師による指示を文書（以下「指示書」）で受けなければならない。 

 

 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画」と「訪問看護報告書」の提出 

  主治医に、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画」（訪問看護サービスの利用者に

係るものに限る）と「訪問看護報告書」を提出し、訪問看護サービスの提供にあたり、

主治医との密接な連携を図らなければならない。 

 

 医療機関が当該事業所を運営する場合 

  医療機関が当該事業所を運営する場合は、上記前述に関わらず、「定期巡回・随時対応

型訪問介護看護計画」と「訪問看護報告書」の提出は、診療録その他の診療に関する

記録（以下「診療記録」）への記載をもって、代えることができる。また、主治医の指

示も、診療録に記載されるもので差し支えないこと。 

 

 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成（基準第 3条の 24） 

計画作成責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス 

及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び 
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随時訪問サービスの内容等を記載した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成し 

なければならない。  

 

居宅サービス計画に沿った計画の作成（第2項） 

 当該計画は、既に居宅介護サービス計画が作成されている場合、当該居宅サービス計画

の内容に沿って作成しなければならない。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

計画における指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する日時等は、当該居宅サ

ービス計画に定められた当該サービスの提供される日時等に関わらず、当該居宅サービ

ス計画の内容及び利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、計画作成責任者が決

定することができる。これは、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、日々の定期

巡回サービスの提供や看護職員によるアセスメントにより把握した利用者の心身の状況

に応じた、柔軟な対応が求められるためである。この場合、当該定期巡回・随時対応型

訪問介護看護計画を、当該利用者を担当する介護支援専門員に提出すること。 

 

 

定期的訪問によるアセスメントの結果を踏まえた作成 

 当該計画は、看護職員が利用者の居宅を定期的に訪問して行うアセスメント（利用者の

心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で、解決

すべき課題を把握することをいう）の結果を踏まえ、作成しなければならない。指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護は、介護と看護が一体的に提供されるべきものである

ことから、医師の指示に基づく訪問看護サービスの利用者はもとより、訪問看護サービ

スを利用しない者であっても、保健師、看護師・准看護師による定期的なアセスメント

及びモニタリングを行わなければならないこと。 

 

  ※「定期的に」の頻度 

    おおむね1月に1回程度行われることが望ましい。当該アセスメント、モニタリン 

 グを担当する保健師、看護師・准看護師の意見や日々の指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供により把握された、利用者の心身の状況等を踏まえ、適切

な頻度で実施すること。 

 

 訪問看護サービスの利用者に対する定期的なアセスメント 

 日々の訪問看護サービス提供時に併せて行うことで足りるものである。 

 

 

訪問看護利用者に係る「定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画」（第4項） 

 訪問看護サービス利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画についても、

計画作成責任者が作成すること。なお、当該計画には、基準第3条の24第1項に規定す

る項目に加え、当該利用者の希望、心身の状況、主治の医師の指示等を踏まえて、療

養上の目標・その目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載しなければ

ならない。 

 

計画作成責任者が常勤看護師等でない場合（第5項） 

 計画作成責任者が常勤看護師等でない場合には、常勤看護師等は、第4項の記載に際し、

必要な指導及び管理を行うとともに、次項に規定する利用者・その家族に対する当該

計画の説明を行う際に、計画作成責任者に対し、必要な協力を行わなければならない。 
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の説明と同意 

   計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成にあたり、その内

容について、利用者・その家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

当該計画の目標や内容等は、利用者等にわかりやすい方法で説明するとともに、その

実施状況や評価についても説明を行うこと。なお、常勤看護師等ではない計画作成責

任者が当該計画に記載された訪問看護サービスに係る内容等の説明を行う場合は、利

用者及びその家族等が十分に訪問看護サービスの内容等を理解できるよう、常勤看護

師等による必要な協力を得た上で、行うこと。 

 

計画の交付 

   計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した際には、当該

計画を利用者に交付しなければならない。なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

計画は、5年間保存すること。 

   

    ※5年間の根拠は、福津市地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例による。 

     

計画の変更 

   計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の実施状況の把握を行い、

必要に応じて、当該計画の変更を行うものとする。 

 

訪問看護報告書の作成 

   訪問看護サービスを行う看護師等（准看護師除く）は、訪問看護報告書を作成しなけ

ればならない。訪問看護報告書には、訪問を行った日、提供した看護内容、サービス

提供結果等を記載すること。なお、基準第3条24に規定する報告書は、訪問の都度記載

する記録とは異なり、主治医に定期的に提出するものをいう。 

 

常勤看護師等の指導・管理 

   常勤看護師等は、訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければ

ならない。 

 

 

 

同居家族に関するサービス提供の禁止（基準第3条の25） 

 事業者は、当該事業所の従業者に、その同居家族である利用者に対する指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護（随時対応サービスを除く）の提供をさせてはならない。 

 

 

 

利用者に対する市町村への通知（基準第3条の26） 

事業者は、当該サービスを受けている利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、 

遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

 

１号 正当な理由なしに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に関する指示に従 

 わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

 

 ２号 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき。 
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緊急時等の対応（基準第3条の27） 

 従業者は、現に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行っているときに、利用

者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う

等の必要な措置を講じなければならない。当該従業者が看護職員である場合は、必要に応

じて臨時応急の手当てを行わなければならない。 

 

 

 

管理者等の責務（基準第 3条の 28） 

管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。当該事 

業所の従業者に運営基準を遵守させるために必要な指揮命令を行うこと。 

 

 計画作成責任者は、当該事業所に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用

申込みに係る調整等のサービスの内容の管理を行うものとする。 

 

 

 

運営規程（基準第 3条の 29） 

事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、事業の運営についての

重要事項に関する規程（運営規定）を定めておかなければならない。  

 

  

１号 事業の目的及び運営の方針  

２号 従業者の職種、員数及び職務の内容  

従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、

規定を定めるにあたり、基準第3条の4で置くべきとされている員数を満たす範囲に

おいて、「〇人以上」と記載することも差し支えない。基準第3条の7に規定する重

要事項を記した文書を記載する場合も、同様とする。 

 

３号 営業日及び営業時間  

   営業日は365日、営業時間は24時間と記載すること。 

４号 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額  

５号 通常の事業の実施地域  

６号 緊急時等における対応方法  

７号 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法  

８号 虐待防止のための措置に関する事項  

９号 その他運営に関する重要事項 

 

 

 

勤務体制の確保等（基準第3条の30関係） 

 

■勤務体制を定めること 

事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めておかなければならない。原則として月ごとに 

勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者と

の兼務関係等を明確にすること。 

 



22 

 

■事業所従業者によるサービス提供 

当該事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者によって、当該サービスを提供

しなければならない。 

 

これは、当該事業所の従業者によって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供すべ

きことを規定したものであるが、当該事業所の従業者とは、雇用契約、労働者派遣事業

の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（労働者派遣法）

に規定する労働者派遣契約その他の契約により、当該事業所の管理者の指揮命令下にあ

る訪問看護員等を指すものであること。 

 

■研修の機会の確保 

事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の資質の向上のために、その研修

の機会を確保しなければならない。 

 

 

■職場におけるハラスメントの防止 

  事業者は、職場で行われる性的な言動、優越的な関係を背景とした言動であって、業務

上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、当該事業所の従業者の就業環境が害される

ことを防止するための方針を明確化する等の必要な措置を講じなければならない。 

 

 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113

号）第11条第1項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充

実等に関する法律（昭和41年法律第132号）第30条の2第1項の規定に基づき、事業主には職

場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラス

メント」）の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられている。これを

踏まえ、新たに基準第3条の30第5項に規定されることとなった。事業主が講ずべき措置の

具体的内容及び取り組みは、以下のとおり。なお、セクシュアルハラスメントは、上司や

同僚に限らず、利用者やの家族等から受けるものも含まれることに留意すること。 

 

 

【事業主が講ずべき措置の具体的内容】 

   

１．事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

      職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはな

らない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

 

   ２．相談（苦情含む）に応じ、対応するための必要な体制整備 

      相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のため

の窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。 

  

  ※中小企業は、令和4年4月1日から義務化 

パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務は、中小企業

（医療・介護を含むサービス業を主たる事業とする事業主については、資本金が5000

万円以下または常時使用する従業員の数が100人以下の企業）は、令和4年4月1日か

ら義務化となる。それまでの間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確保

等の観点から、期間を待たず必要な措置が講じられるようお願いする。 
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【事業主が講じることが望ましい取り組み】 

    パワーハラスメント指針において、顧客等からの著しい迷惑行為（以下「カスタマ

ーハラスメント」）の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが

望ましい取り組みの例は以下のとおり。 

 

１．相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

 

２．被害者への配慮のための取り組み 

メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等 

 

３．被害防止のための取り組み 

マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取り組み等が規定

されている。介護現場では特に、利用者やその家族等からのカスタマーハラスメ

ントの防止が求められている。このことから、必要な措置を講じるにあたり、厚

生労働省ホームページに掲載されている以下のマニュアル等を参考にした取り

組みを行うことが望ましい。 

 

 

※参考 「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」 

       「（管理職・職員向け）研修のための手引き」 

                      厚生労働省ホームページに掲載 

 

 

 

業務継続計画の策定（基準第3条30の2） 

事業者は、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供を受けられるよう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供

を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下

「業務継続計画」）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならな

い。 
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必要な研修及び訓練（シュミレーション）の実施 

事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知し、必要な研修及び訓練(シュミレ

ーション)を定期的に実施しなければならない。 

 

 研修 

感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容について、職員間に共有するととも

に、平常時から具体的想定をしておくことの必要性や、緊急時の対応方法等への理解

を深めるものとする。事業所としての対応を組織的に全体に浸透させていくためには、

定期的（年1回以上）な研修を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施する

ことが望ましい。研修の実施内容については、記録すること。また、感染症の業務継

続計画に係る研修は、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施す

ることも差し支えない。 

 

 訓練（シュミレーション） 

  感染症や災害が発生した場合、迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業

所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実施するケアの演習等を定期

的（年1回以上）に実施すること。感染症の業務継続計画に係る訓練は、感染症の予防

及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。訓練の実施

は机上を含め、その実施手法は問わないが、机上及び実地で実施するものを適切に組

み合わせながら実施することが望ましい。 

 

※業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施は、事業所にその実施が求められるものであ

るが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や

災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及

業務継続計画への記載項目等 
  

 感染症に係る業務継続計画 

 １．平時からの備え 

   体制構築・整備、感染症防止に向けた取り組みの実施、備蓄品の確保等 

 

 ２．初動対応 

 

 ３．感染拡大防止体制の確立 

   保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等 

 

 災害に係る業務継続計画 

 １．平常時の対応 

   建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対

策、必需品の備蓄等 

 

 ２．緊急時の対応 

   業務継続計画発動基準、対応体制等 

 

 ３．他施設及び地域との連携 

 



25 

 

び訓練の実施にあたっては、すべての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

 

※3年間の経過措置により、令和6年3月31日までの間は努力義務であるが、今般の自然災害、

新型コロナウイルス感染症の状況から早期に実施されることが望ましい。 

 

 ※参考 

  「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドラ

イン」 

「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」 

 

 

 

衛生管理等（基準第3条の31）  

事業者は、当該事業所の従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わな

ければならない。 

 

事業者は、当該事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。 

 

事業者は、当該事業所において、感染症が発生し、またはまん延しないように必要な措置

を講じなければならない。 

 

 

感染症を発生、まん延させないための措置 

 

  ■感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の設置 

    感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（以下「感染対策委

員会」）をおおむね6月に1回以上、定期的に開催し、その結果について、従業者に

周知徹底すること。感染対策委員会は、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い

職種により構成することが望ましい。特に、感染症対策の知識を有する者について

は外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役

割分担を明確にし、専任の感染対策担当者を決めておくことが必要である。なお、

当委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営すること

として差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービ

ス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

    

      感染対策委員会の開催頻度 

       利用者の状況等、事業所の状況に応じ、おおむね6月に1回以上、定期的に開

催すること。加えて、感染症等が流行する時期等を勘案して必要に応じ、随

時開催する必要がある。 

 

      開催の方法 

       感染症対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。この

際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護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」、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 
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   ■感染症予防及びまん延の防止のための指針 

    感染症予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。当該事業所における「感 

染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発生時の対応 

を規定すること。 

    

      平常時の対策 

       事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアに係る感染対策（手洗い、標準

的な予防策）等 

 

      発生時の対応 

       発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業

所関係課等（福津市は高齢者サービス課介護事業所指導係）の関係機関との

連携、行政等への報告等が想定される。発生時における事業所内の連絡体制

や前述の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことが必要。 

 

※それぞれの項目の記載内容の例は、「介護現場における感染対策の手引き」を参照のこと。 

    

 

■感染症予防及びまん延防止のための研修及び訓練 

    従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施

すること。内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するととも

に、当該事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を行う

ものとする。研修の実施にあたっては、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け

感染症対策力向上のための研修教材」等を活用する等、事業内で行うもので差し支

えないこと。また、研修の実施内容は記録することが必要。 

 

    研修及び訓練の開催頻度 

     研修 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的（年1回以上）

開催することに加え、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。 

  

 訓練（シュミレーション） 

平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練 

（シュミレーション）を定期的（年1回以上）に行うことが必要。訓練は、感染 

症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内 

容に基づき、事業所内の役割分担の確認や感染対策をした上でのケアの演習等を 

実施するものとする。訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、 

机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切で 

ある。 

 

 

 

掲示（基準第3条の32） 

事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情 

処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年 

月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者のサービスの選択 

に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 
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運営規定等の重要事項の掲示については、掲示する方法だけでなく、利用者またはその家

族等が自由に閲覧できる形（例えばファイル等を備え置くこと）で、当該事業所内に備え

付けることで掲示に代えることができる。 

 

  ※事業所の見やすい場所 

   重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者・その家族に対して見やす

い場所をさす。 

 

  ※従業者の勤務体制 

   職種ごと、常勤・非常勤ごとの人数を掲示する趣旨であり、氏名まで掲示することを

求めるものではないこと。 

 

 

 

 

 

秘密保持等（第3条の33関係） 

従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者・その家族の秘密を漏らし 

てはならない。 

 

退職後の秘密保持のための必要な措置 

事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、業務上知り得た利用者・その家族

の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。具体的には、従

業者が従業者でなくなった後も業務上知り得た秘密を保持すべき旨を雇用時等に取り決

め、例えば違約金についての定めを置く等の措置を講ずべきこととするものである。 

 

サービス担当者会等で個人情報を用いる場合の同意 

サービス担当者会議等で、課題分析情報等を通じて利用者の有する問題点や解決すべき

課題等の個人情報を介護支援専門員や他のサービス担当者と共有するためには、事業者

は、あらかじめ利用者・その家族の同意を文書で得ておかなければならない。この同意

はサービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで可。 

 

 

 

広告（基準第3条の34） 

事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所について広告をする場合は、そ

～チェックポイント～ 

 
指定通知は事業所の見やすい場所に掲示してください。 

 令和 3 年度の改正で、運営規定等の重要事項を説明するものはファイル等で閲覧でき

るようにすることで可能となっています。更新申請等の際に、福津市から発出する「指

定通知」は事業所の見やすい場所に、掲示してください。 

 
 福津市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に

関する規則第 2 条第 2 項による。 
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の内容が虚偽または誇大なものとしてはならない。 

 

 

 

指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止（基準第3条の35） 

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援事業者またはその従

業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品

その他の財産上の利益を供与してはならない。 

 

 

 

苦情処理（第3条の36関係） 

提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、

苦情受付窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

 

※「必要な措置」とは 

①苦情受付窓口の設置 

 

②苦情処理の体制及び手順等、当該事業所での苦情を処理するために講ずる措置の

概要を明らかにし、サービスの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要を

記載すること。 

 

③ 上記内容を事業所内に掲示すること           等 

 

 苦情内容の記録 

  苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。ただし、指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が提供したサービスとは関係のないものを除

く。苦情の内容等の記録は、5年間保存しなければならない。 

 

   ※5年保存の根拠は、福津市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

する基準を定める条例による。 

 

 市町村への協力 

  提供したサービスに関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物

件の提出・提示の求め、市町村職員からの質問・照会に応じること。利用者からの苦情

に関して市町村が行う調査に協力し、市町村から指導・助言を受けた場合は、その指導・

助言に従って必要な改善を行わなければならない。また、市町村からの求めがあった場

合は、その改善内容を市町村に報告しなければならない。 

 

国民健康保険団体連合会への協力 

事業者は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会

が行う介護保険法第176条第1項第3号の調査に協力し、国民健康保険団体連合会から指

導・助言を受けた場合は、その指導・助言に従って必要な改善を行わなければならない。

また、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合は、その改善内容を国民健康保

険団体連合会に報告しなければならない。 
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地域との連携等（基準第3条の37） 

 

 介護・医療連携推進会議の設置 

介護・医療連携推進会議は、会議の構成員に対し、提供しているサービス内容等を明らか

にすることにより、地域に開かれたサービスをすることで、「サービスの質の確保」を図

ること及び当該会議で、地域における介護・医療に関する課題について、関係者が情報共

有し、介護と医療の連携を図ることを目的として設置するものであり、事業所自ら設置す

べきものである。介護・医療連携推進会議は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、

地域の医療関係者、市町村職員または地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応

型訪問介護看護について知見を有する者等で構成すること。地域住民の代表には、町内会

役員、民生委員、老人クラブの代表等が考えられる。地域の医療関係者には、郡市区医師

会の医師等、地域の医療関係の医師や医療ソーシャルワーカー等が考えられる。 

 

 

開催頻度 

おおむね6月に1回以上開催すること。 

 

※複数の事業所の合同開催について、以下の要件を満たす場合に認める。 

・利用者及び利用者家族は匿名とする等、個人情報・プライバシーを保護すること。 

 

・同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。 

 

・合同で開催する回数が、1年度に開催すべき介護・医療連携推進会議の開催回数の

半数を超えないこと。 

 

・外部評価を行う介護・医療連携推進会議は単独で開催すること。 

 

内容  

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連携推進

推進会議による評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助

言等を聴く機会を設けること。 

 

  開催方法 

介護・医療連携推進会議は、対面でのほか、テレビ電話装置等を活用して行うことが

できる。ただし、利用者・その家族が参加する場合は、テレビ電話装置等の活用につ

いて当該利用者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用にあ

たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護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」及び厚生労働省「医療情報システムの安全管

理に関するガイドライン」を遵守すること。 

 

会議記録の作成  

報告、評価、要望、助言等についての記録を作成し、当該記録を公表しなければなら

ない。その記録は、5年間保存すること。 

 

       ※5年間保存の根拠は、福津市地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例による。 
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自己評価と外部評価 

 事業所は1年に1回以上、サービスの改善及び質の向上を目的として、各事業所が自ら提

供するサービスについて、評価・点検（自己評価）を行うとともに、当該自己評価結果

につき、介護・医療連携推進会議において、第三者の観点からサービスの評価（外部評

価）を行うこととする。実施にあたり、以下の点に留意すること。 

 

 【自己評価・外部評価実施の留意事項】 

  自己評価は自ら提供するサービス内容について、振り返りを行い指定定期巡回随時対

応型訪問介護看護事業所として提供するサービスについて、個々の従業者の問題意識

を向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指すものであること。 

 

  外部評価 

外部評価は、介護・医療連携推進会議において、当該事業所が行った自己評価結果

に基づき、当該事業所で提供されているサービスの内容や課題等について共有を図

るとともに、利用者、地域の医療関係者、市町村職員等、地域住民の代表者等が第

三者からの評価を行うことにより、新たな課題や改善点を明らかにすることが必要

である。このようなことから、介護・医療連携推進会議で外部評価を行う場合は、

市町村職員または地域包括支援センター職員、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護に知見を有し、公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必要であること。 

 

  

  評価結果の公表 

   自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者の家族へ提供するとともに、

「介護サービスの情報公表制度」に基づく、介護サービス情報公表システムを活用

し公表することが考えられる。法人のホームページへの掲載、事業所内の外部の者

にも確認しやすい場所への掲示、市町村窓口や地域包括支援センターへの掲示等に

より公表することも差し支えない。 

 

  ※自己評価・外部評価は、平成24年度老人保健健康増進等事業「定期巡回・随時対応

サービスにおける自己評価・外部評価の在り方に関する調査研究事業」（一般社団

法人二十四時間在宅ケア研究会）を参考に行うこと。 
 

 

市町村への協力等 

事業の運営にあたっては、提供したサービスに関する利用者からの苦情に関して市町村

等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよ

う努めなければならない。市町村が実施する事業には、介護サービス 

 

 

 

事故発生時の対応（基準第3条の38） 

 

連絡と必要な措置 

サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者

に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければな

らない。事故が発生した場合の対応方法は、あらかじめ指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業者が定めておくこと。 
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記録 

事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。この記録

は、5年間保存すること。 

 

  ※５年間保存の根拠は、福津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営 

に関する基準を定める条例による。 

   

損害賠償 

事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行わなければならない。賠償すべき事態において、速やかに賠償を行

うため、損害賠償保険に加入しておくか、賠償資力を有することが望ましい。 

 

原因の解明と再発防止 

事業者は、事故が発生した際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じる

こと。 

 

 

 

虐待の防止（基準第3条の38の2） 

虐待は、介護保険法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に

深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高い。このため、事業者は虐待の防止のために必要

な措置を講じなければならない。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の

対応等は、高齢者虐待防止法に規定されているところであり、その実効性を高め、利用

者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、虐待防止に関する措置を講じるものと

する。 

 

 

■虐待の未然防止 

   事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけ、サービス提供

にあたる必要がある。また、一般原則に位置付けられている通り、研修等を通じ、

従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防

止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解

していることも重要である。 

 

■虐待等の早期発見 

    介護事業所の従業員は、虐待等またはセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案

を発見しやすい立場にある。これを意識し、早期に発見できるよう、必要な措置

（虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていること。

また、利用者・その家族からの虐待等に係る相談、市町村への虐待に届出につい

て、適切な対応をすること。 

 

   ■虐待等への迅速かつ適切な対応 

    虐待が発生した場合は、速やかに市町村の窓口に通報すること。事業者は当該通

報の手続きが迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協

力するよう努めること。 
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虐待防止のために事業所が取り組むべき事項 

   

■虐待防止のための対策を検討する委員会（以下「虐待防止検討委員会」）の設置 

   事業所における虐待防止検討委員会を定期的に開催すること。虐待防止検討委員会 

は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合は、その再発を 

確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構 

成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にし、定期的に開催することが必 

要。また、事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ま 

しい。 

   

   虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運 

営することとして差し支えない。事業所に実施が求められるものであるが、他のサ 

ービス事業者との連携により行うことも差し支えない。 

 

   同委員会はテレビ電話装置等を活用して行うことができる。この際は、個人情報保 

護委員会・厚生労働省「医療・介護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」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ 

ン」等を遵守すること。 

 

 

    虐待防止検討委員会の検討事項（例） 

     １．虐待の防止検討委員会その他の事業所内の組織に関すること。 

 

     ２．虐待の防止のための指針の整備に関すること。 

 

     ３．虐待防止のための職員研修の内容に関すること。 

 

     ４．虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること。 

 

     ５．従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行わ 

れるための方法に関すること。 

  

     ６．虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な 

防止策に関すること。 

 

     ７．再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。 

 

 

 

■虐待防止のための指針の整備 

     事業所における虐待防止のための指針を整備すること。指針には、以下の項目

を盛り込むこと。 

 

     １．事業所における虐待防止に関する基本的考え方 

 

     ２．虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 
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     ３．虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

  

     ４．虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

 

     ５．虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

 

     ６．成年後見制度の利用支援に関する事項 

 

     ７．虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

 

     ８．利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

 

     ９．その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

  

  

■虐待防止のための研修の定期的実施 

     事業所において、従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施するこ

と。研修内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓

発するものであるとともに、当該事業所における指針に基づき、虐待の防止の

徹底を行うものとする。職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該事

業所の指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年 1回以上）

を実施すること。加えて、新規採用時には、必ず虐待の防止のための研修を実

施することが重要である。また、研修の実施内容は記録すること。 

  

 

■担当者の配置 

     当該事業所における虐待を防止するための体制として、委員会の設置、指針整

備、研修の実施等の措置を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必

要である。当該担当者は、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務め

ることが望ましい。 

 

 

 

会計の区分（基準第3条の39） 

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定定期巡回・訪問介護看護事業の会計とその

他の事業の会計を区分しなければならない。  

 

 

 

記録の整備（基準第3条の40関係） 

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。また、利 

用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する以下に掲げる記録を 

整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。 

 

 ※5年間の保存の根拠は、福津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例による。 
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【保存すべき記録】 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 

② 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

③ 主治医による指示の文書 

④ 訪問看護報告書 

⑤ 市町村への通知に係る記録 

⑥ 苦情の内容等の記録 

⑦ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 

  

  

 ※その完結の日とは 

個々の利用者につき、契約の終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の 

死亡、利用者の自立）により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 

 

 

 
 

 

 

連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の記載は省略 
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報酬に関する基準  

 

 

 

基本報酬 
 

基本単位の算定について 

月途中からの利用開始、または月途中での利用終了の場合は、所定単位数を日割りして得た

単位数を算定する。 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を算定している間は、他の訪問サービスのうち、訪問

介護費（通院等乗降介助に係るものを除く）、訪問看護費（連携型定期巡回・随時対応型訪

問介護看護を利用している場合を除く）及び夜間対応型訪問介護費は算定しない。 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 (Ⅰ) ※一体型／1月につき 

≪令和元年9月まで≫ 

一体型（1月につき） 訪問看護なし（1） 訪問看護あり（2） 

介護度 

要介護 1 5,666単位 8,267単位 

要介護 2 10,114単位 12,915単位 

要介護 3 16,793単位 19,714単位 

要介護 4 21,242単位 24,302単位 

要介護 5 25,690単位 29,441単位 

 

≪令和3年3月まで≫ 

一体型（1月につき） 訪問看護なし（1） 訪問看護あり（2） 

介護度 

要介護 1 5,680単位 8,287単位 

要介護 2 10,138単位 12,946単位 

要介護 3 16,833単位 19,762単位 

要介護 4 21,293単位 24,361単位 

要介護 5 25,752単位 29,512単位 

 

≪令和3年4月1日以降≫ 

一体型（1月につき） 訪問看護なし（1） 訪問看護あり（2） 

介護度 

要介護 1 5,697単位 8,312単位 

要介護 2 10,168単位 12,985単位 

要介護 3 16,883単位 19,821単位 

要介護 4 21,357単位 24,434単位 

要介護 5 25,829単位 29,601単位 

地域区分別1単位の単価・・・福津市（6級地）： 10.42円 
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護（Ⅰ）で訪問看護あり（２）の場合 

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者が通院困難な利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者を

除く）に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合（訪問看護サービス

を行った場合に限る）に、利用者の要介護状態区分に応じて、1月につきそれぞれの所定単

位数を算定する。ただし、准看護師が訪問看護サービスを行った場合は、所定単位数の100

分の98に相当する単位数を算定する。 

 

 

 【厚生労働大臣が定める疾病等】 

  多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチ

ントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、

大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3

以上であって生活機能障害度がⅡ度、またはⅢ度のものに限る）、多系統萎縮症（線条

体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群）、プリオン病、

亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊

髄性筋委縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷及び人

工呼吸器を使用している状態 

 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（Ⅰ）の取扱い 

 

※「通院が困難な利用者」について 

訪問看護サービスの「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが

担保されるのであれば、通院サービスを優先すべきという趣旨 

 

 ※訪問看護指示の有効期間について 

  訪問看護サービス利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）は、主治の

医師の判断に基づいて交付された指示書の有効期間内に訪問看護サービスを行った場合

に算定する。 

 

 ※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の訪問について 

  理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環と

してのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問さ

せるという位置づけのものである。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問看

護は、その訪問が看護業務の一部として提供するものであるため、言語聴覚士の業務の

うち保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）の規定に関わらず業とすることがで

きるとされている診療の補助行為（言語聴覚士法（平成9年法律第132号）第42条第1項）

に限る。 

 

※末期の悪性腫瘍の患者等の取扱いについて 

末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等（厚生労働大臣が定める基準に

適合する利用者等 平成27年厚生労働省告示第94号。以下「利用者等告示」第4号を参照

のこと）の患者は、医療保険の給付の対象となるものであり、訪問看護サービス利用者

に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護（Ⅰ）は算定しない。 
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※月途中から医療保険の給付対象、または月途中から医療保険の給付対象外となる場合 

医療保険の給付対象となる期間に応じて、日割り計算を行うこと。医療保険の対象とな

る期間は、主治の医師の指示書に基づくものとする。 

 

 ※居宅介護サービス計画上、准看護師の訪問が予定されている場合に、准看護師以外の看

護師等により訪問看護サービスを行った場合の取扱い 

  居宅サービス計画上、准看護師が訪問することになっている場合、事業所の事情により

准看護師以外の看護師等が訪問する場合は、所定単位数の100分の98に乗じて得た単位数

を算定する。また、居宅サービス計画上、准看護師以外の看護師等が訪問することとな

っている場合に、准看護師が訪問する場合の単位数（所定単位数の100分の98）を算定す

ること。 

 

 ※主治の医師（介護老人保健施設の医師を除く）が、当該利用者が急性増悪等により一時

的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合 

指示の日から14 日間に限って、医療保険の給付対象となるので、訪問看護サービスを行

わない場合の所定単位数を算定する。 

 

 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 (Ⅱ) ※連携型／1月につき 

 

連携型（1月につき） 令和元年 9月まで 令和 3年 3月まで 令和 3年 4月から 

介護度 

要介護 1 5,666単位 5,680単位 5,697単位 

要介護 2 10,114単位 10,138単位 10,168単位 

要介護 3 16,793単位 16,833単位 16,883単位 

要介護 4 21,242単位 21,293単位 21,357単位 

要介護 5 25,690単位 25,752単位 25,829単位 
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加算について 

 

緊急時訪問看護加算   ※届出が必要 

 緊急時訪問看護加算 ３１５単位/月  一体型／区分支給限度基準額の算定対象外 

 

一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者の同意を得て、計画的に訪問

することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合（訪問看護サービ

スを行う場合に限る）には，緊急時訪問看護加算として、1月につき315単位を所定単位数

に加算する。 

 

 【実施上の留意事項】 

   緊急時訪問看護加算は、利用者、その家族等から電話等により看護に関する意見を求

められた場合に、常時対応できる体制にある事業所で、当該事業所の看護師等が訪問

看護サービスを受けようとする者に対して、当該体制にある旨及び計画的に訪問する

ことになっていない緊急時訪問を行う体制にある場合には、当該加算を算定する旨を

説明し、その同意を得た場合に加算する。 

 

   加算を算定する月 

    介護保険の給付対象となる訪問看護サービスを行った日の属する月の所定単位数に

加算する。 

 

   緊急時訪問看護加算を介護保険で請求した場合の留意事項 

    同月に訪問看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の、当該各サービ

スにおける緊急時訪問看護加算、並びに同月に医療保険における訪問看護を利用し

た場合の当該訪問看護における24時間対応体制加算は算定できない。 

 

   緊急時訪問看護加算は、１人の利用者に対し、1か所の事業所のみ 

    緊急時訪問看護加算は、1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。こ

のため、緊急時訪問加算に係る訪問看護サービスを受けようとする利用者に説明す

るにあたって、当該利用者に対し、他の事業所から緊急時訪問看護加算に係る訪問

看護を受けていないか確認すること。 

 

   届出が受理された日から算定可能 

    利用者や居宅介護支援事業所が定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を選定す

る上で必要な情報となるため、届出が必要。なお、当該加算は、届出が受理された

日から算定できる。 

 

 

 

特別管理加算 

 特別管理加算（Ⅰ）  ５００単位/月 

 特別管理加算（Ⅱ）  ２５０単位/月 

    ※（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可。一体型／区分支給限度基準額の算定対象外 
 

 一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、訪問看護サービスに関し特別な管理
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を必要とする利用者（別に厚生労働大臣が定める状態にある者に限る）に対し、訪問看護

サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合は、厚生労働大臣が定める区分に応じ

て、特別管理加算として、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。 

 

【実施上の留意事項】 

 １．利用者や居宅介護支援事業所が定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を選定する

上で必要な情報として届出すること。 

 

 ２．介護保険の給付対象となる訪問看護サービスを行った日の属する月に算定する。なお、

当該加算を介護保険で請求した場合は、同月に訪問看護及び看護小規模多機能型居宅

介護を利用した場合の当該各サービスにおける特別管理加算、同月に医療保険におけ

る訪問看護を利用した場合の当該訪問看護費における特別管理加算は算定できない。 

 

 ３．1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。 

 

 ４．訪問の際、症状が重篤であった場合には、速やかに医師による診療を受けることがで

きるよう必要な支援を行うこと。 

 

 

 特別管理加算（Ⅰ） 

  特別な管理を必要とする利用者として、厚生労働大臣が定める状態のイに規定する状態

にある者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う場合 

 

  【厚生労働大臣が定める状態】 

    イ 医科診療報酬点数表に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅気管切開患者

指導管理を受けている状態、または気管カニューレ、留置カテーテルを使用し

ている状態 

 

 特別管理加算（Ⅱ） 

  特別な管理を必要とする利用者として、厚生労働大臣が定める状態のロ、ハ、二、また 

はホに規定する状態にある者に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護を行う場合 

 

【厚生労働大臣が定める状態】 

     ロ 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導

管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養

経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管

理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている

状態 

 

     ハ 人工肛門、人工膀胱を設置している状態 

 

     二 真皮を越える褥瘡の状態 

        ＮＰＵＡＰ分類Ⅲ度、Ⅳ度、またはＤＥＳＩＧＮ分類（日本褥瘡学会によ

るもの）Ｄ3、Ｄ4、Ｄ5に該当する状態をいう。この状態にある者に当該加

算を算定する場合は、1週間に1回以上、褥瘡の状態の観察・アセスメント・

評価（褥瘡の深さ、滲出液、大きさ、炎症・感染、肉芽組織、壊死組織、

ポケット）を行い、褥瘡の発生部位及び実施したケア（利用者の家族等に
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行う指導を含む）について、訪問看護サービス記録書に記録すること。 

 

     ホ 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態 

        主治の医師が点滴注射を週3日以上行うことが必要である旨の指示を定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に行った場合であって、当該事業所

の看護職員が週3日以上点滴注射を実施している状態をいう。この状態にあ

る者に当該加算を算定する場合は、点滴注射が終了した場合その他必要が

認められる場合には、主治の医師に対して速やかに当該者の状態を報告す

るとともに、訪問看護サービス記録書に点滴注射の実施内容を記録するこ

と。 

 

 

 

ターミナルケア加算   ※事前の届出が必要 

ターミナルケア加算  死亡月に2,000単位（一体型／区分支給限度基準額の算定対象外） 

 

在宅で死亡した利用者について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、市町村長に届出た一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、その死亡

日及び死亡日前14日以内に2日、末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にあ

る者は1日以上、ターミナルケアを行った場合（ターミナルケアを行った後、24時間以内に

在宅以外で死亡した場合を含む）は、ターミナルケア加算として、死亡月につき2,000単位

を所定単位数に加算する。 

 

 【厚生労働大臣が定める基準】 

  イ ターミナルケアを受ける利用者について、24時間連絡できる体制を確保しており、

必要に応じて、訪問看護を行うことができる体制を整備していること。 

 

  ロ 主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制

について、利用者及びその家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケア

を行っていること。 

 

  ハ ターミナルケアの提供について、利用者の身体状況の変化等必要な事項が適切に記

録されていること。 

 

 【厚生労働大臣が定める状態】 

   次のいずれかに該当する状態。 

 

  イ 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハ

ンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患（進行性核上

性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分

類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度、またはⅢ度のものに限る）をい

う）、多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレ

ーガー症候群をいう）、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎

白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋委縮症、慢性炎症性脱髄性多発

神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態。 

 

  ロ 急性憎悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると
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認める状態。 

 

 【実施上の留意事項】 

  当該加算の算定月 

   在宅で死亡した利用者の死亡月に算定する。ターミナルケアを最後に行った日の属す 

る月と、利用者の死亡月が異なる場合には、死亡月に算定する。 

   

ターミナルケア加算は、１人の利用者に対し、1か所の事業所のみ 

   ターミナルケア加算は、1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。 

 

ターミナルケア加算を介護保険で請求した場合 

   同月に訪問看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の、当該各サービス 

におけるターミナルケア加算、並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場 

合の訪問看護ターミナルケア療養費及び訪問看護・指導料における在宅ターミナルケ 

ア加算は、算定できない。 

 

  一の事業所で医療保険、介護保険の対象となる訪問看護をそれぞれ１日以上実施した 

場合 

一の事業所で、死亡日及び死亡前14日以内に医療保険、または介護保険の給付の対象 

となる訪問看護をそれぞれ1日以上実施した場合は、最後に実施した保険制度でターミ 

ナルケア加算等を算定すること。この場合は、他制度の保険によるターミナルケア加 

算等は算定できない。 

 

  訪問看護サービス記録書に記録する事項 

   ターミナルケアの提供は、次に掲げる事項を訪問看護サービス記録書に記録しなけれ 

ばならない。 

    １．終末期の身体症状の変化及びこれに対する看護についての記録 

 

    ２．療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケ

アの経過についての記録 

 

    ３．看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて、利用者及び家族の意向

を把握し、それに基づくアセスメント及び対応の経過の記録。 

 

なお、３については、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プ

ロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者本人及びその家族等と

話し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、

対応すること。 

 

   死亡診断を目的に医療機関へ搬送した場合 

    死亡診断を目的として医療機関へ搬送し、24時間以内に死亡が確認される場合等は、 

ターミナルケア加算を算定することができる。 

    

※ターミナルケアの実施には、他の医療機関及び介護関係者と十分な連携を図ること。 
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初期加算  
 初期加算  ３０単位/日 

 

利用を開始した日から起算して30日以内の期間は、初期加算として、1日につき30単位を所

定単位数に加算する。30日を超える病院・診療所への入院の後に、利用を再び開始した場

合も同様とする。 

 

 

 

退院時共同指導加算 

 退院時共同指導加算  ６００単位/回  一体型 

 

病院・診療所、介護老人保健施設・介護医療院に入院中、または入所中の者が、退院・退

所するにあたり、一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の保健師、看護師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が退院時共同指導を行った後、当該者の退院・退所

後に当該者に対する初回の訪問看護サービスを行った場合に、当該退院・退所につき1回（特

別な管理を必要とする利用者は2回）に限り、600単位を所定単位数に加算する。この場合

の当該加算の算定は、初回の訪問看護サービスを実施した日の属する月に算定すること。

なお、当該加算を算定する月の前月に、退院時共同指導を行っている場合も算定できる。 

 

 ※退院時共同指導 

  当該者、またはその看護にあたっている者に対し、病院・診療所、介護老人保健施設・

介護医療院の主治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、

その内容を文書により提供することをいう。 

 

 

 テレビ電話装置等の活用 

  退院時共同指導は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーシ

ョンが可能な機器をいう）を活用して行うことができる。ただし、テレビ電話装置等の

活用について、当該利用者・またはその看護にあたる者の同意を得なければならない。

なお、テレビ電話装置等の活用にあたっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・

介護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」、厚生労働省「医

療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

 

 2回算定が可能である利用者 

  2回の当該加算の算定が可能である利用者（厚生労働大臣が定める状態の者）に対して、

複数の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、

訪問看護ステーションが退院時共同指導を行う場合は、1回ずつの算定も可能であること。 

 

  複数の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等が退院時共同指導を行う場合は、主

治の医師が所属する保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院に対し、他の定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所等における退院時共同指導の実施の有無を確認する

こと。 

  

当該加算を介護保険で請求した場合 

  当該加算を介護保険で請求した場合は、同月に訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護



43 

 

を利用した場合の当該各サービスにおける退院時共同指導加算、並びに同月に医療保険

における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における当該加算は算定できない（2

回の当該加算の算定が可能である利用者の場合を除く）。 

  

 記録書への記録 

  退院時共同指導を行った場合は、その内容を訪問看護サービス記録書に記録すること。 

 

 

 

総合マネジメント体制強化加算  ※事前に届出が必要 

総合マネジメント体制強化加算  １，０００単位/月 

 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、市町村長に届け出た指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質を

継続的に管理した場合は、1月につき1,000 単位を所定単位数に加算する。 

 

総合マネジメント体制強化加算は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所におい

て、定期巡回サービス、随時対応サービス及び随時訪問サービス、並びに訪問看護サービ

スを適宜適切に組み合わせて、利用者にとって必要なサービスを必要なタイミングで提供

し、総合的に利用者の在宅生活の継続を支援するために、計画作成責任者、看護師、准看

護師、介護職員その他の関係者が、日常的に共同して行う調整や情報共有等の取り組みを

評価するものである。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】 

  次のいずれにも該当すること。 

 １．利用者の心身の状況、またはその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、計

画作成責任者、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護計画の見直しを行っていること。 

 

 ２．地域の病院・診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所が提供することができる指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の具体的な内容に関する情報提供を行っていること。 

 

 【実施上の留意事項】 

 次に掲げるいずれにも該当する場合に算定する。 

 

１．定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画につき、利用者の心身の状況や家族を取

り巻く環境の変化を踏まえ，計画作成責任者、看護師、准看護師、介護職員その

他の関係者が共同し、随時適切に見直しを行っていること。 

 

２．定期巡回・随時対応型訪問介護看護が地域に開かれたサービスとなるよう、地域

との連携を図るとともに、地域の病院の退院支援部門、診療所、介護老人保健施

設その他の関係施設に対し、事業所で提供することができる具体的なサービスの

内容等について、日常的に情報提供を行っていること。 
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生活機能向上連携加算  
 生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００単位/月 

 生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００単位/月 

   ※併算定不可 

 

 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

利用者に対して、指定訪問・通所リハビリテーション事業所、リハビリテーションを実

施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、指定訪問リ

ハビリテーション、指定通所リハビリテーション等の一環として、当該利用者の居宅を

訪問する際に計画作成責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、生活機能の向上を目的とし

た定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した場合で、当該医師、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士と連携し、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づ

く指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行ったときは，初回の当該定期巡回・随時

対応型訪問介護看護が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算

する。 

 

 

１．「生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画」とは 

利用者の日常生活において介助等を必要とする行為について、単に訪問介護員等  

が介助等を行うのみならず、利用者本人が、日々の暮らしの中で当該行為を可能

な限り自立して行うことができるよう、その有する能力及び改善可能性に応じた

具体的目標を定めた上で、訪問介護員等が提供する定期巡回・随時対応型訪問介

護看護の内容を定めたものでなければならない。 

 

２．１の定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成 

当該計画の作成にあたっては、指定訪問・通所リハビリテーション事業所、リハビ

リテーションを実施している医療提供施設（病院は、認可病床数が200床未満のもの、

または当該病院を中心として半径4㎞以内に診療所が存在しないものに限る）の理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士、医師（以下「理学療法士等」）が利用者の居宅

を訪問する際に、計画作成責任者が同行する、または当該理学療法士等及び計画作

成責任者が利用者の居宅を訪問した後に共同してカンファレンス（サービス担当者

会議として開催されるものを除く）を行い，当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上

がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金

銭管理、服薬状況等）に関する利用者の状況につき，理学療法士等と計画作成責任

者が共同して、現在の状況及びその改善可能性の評価（以下「生活機能アセスメン

ト」）を行うものとする。 

 

 

※リハビリテーションを実施している医療提供施設 

診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院・診療所、

介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院である。 

     

※カンファレンスの実施方法 

     テレビ電話装置等を活用して行うことができる。この際、個人情報保護委員会・

厚生労働省「医療・介護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」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
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等を遵守すること。また、この場合のカンファレンスは、サービス担当者会議の

前後に時間を明確に区分した上で、計画作成責任者及び理学療法士等により実施

されるもので差し支えない。 

 

３．定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の記載内容 

当該計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に掲げるその他の日々の暮

らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなければならない。 

 

ａ  利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

ｂ  生活機能アセスメントの結果に基づき、ａの内容について定めた3月を目途と

する達成目標 

ｃ   ｂの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

ｄ    ｂ及びｃの目標を達成するために、訪問介護員等が行う介助等の内容 

 

４．達成目標の設定 

３のｂ及びｃの達成目標は、利用者の意向及び利用者を担当する介護支援専門員の

意見も踏まえ策定するとともに、利用者自身がその達成度合いを客観視でき、当該

利用者の意欲の向上につながるよう、可能な限り具体的かつ客観的な指標を用いて

設定すること。 

 

（例） 

■当該目標に係る生活行為の回数 

 

■当該生活行為を行うために必要となる基本的な動作（立位・座位の保持等）の

時間数といった数値 

 

を用いる  等 

 

５．１の定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び当該計画に基づく訪問介護員等が 

行う定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容は、例えば次のようなものが考えら

れる。 

 

  （例）達成目標として「自宅のポータブルトイレを1日1回以上利用する（1月目、2

月目の目標として座位の保持時間）」を設定。 

 

（1月目）訪問介護員等は週2回の訪問の際、ベッド上で体を起こす介助を行い、利 

用者が5分間の座位を保持している間、ベッド周辺の整理を行いながら、安 

全確保のための見守り及び付き添いを行う。 

 

（2月目）ベッド上からポータブルトイレへの移動の介助を行い、利用者の体を支え

ながら、排泄の介助を行う。 

 

（3月目）ベッド上からポータブルトイレへ利用者が移動する際に、転倒等の防止の 

ため付き添い、必要に応じて介助を行う（訪問介護員等は、定期巡回・随

時対応型訪問介護看護提供時以外のポータブルトイレの利用状況等につ

いて確認を行う）。 
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６．加算の算定月 

本加算は２の評価に基づき、１の定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づ

き提供された初回の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日が属する月を含

む3月を限度として算定されるものである。3月を超えて本加算を算定しようとす

る場合は、再度２の評価に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を見直

す必要があること。なお、当該3月の間に、利用者に対する訪問リハビリテーショ

ン、通所リハビリテーション等の提供が終了した場合でも、3月間は本加算の算定

が可能であること。 

 

７．本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び 

理学療法士等に報告し、必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等 

から必要な助言を得た上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況及び３のｂ

の達成目標を踏まえた適切な対応を行うこと。 

 

 

生活機能向上連携加算（Ⅰ）  

計画作成責任者が、指定訪問・通所リハビリテーション事業所、リハビリテーション

を実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の助言に

基づき、生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成

し、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づく定期巡回・随時対応型訪問

介護看護を行ったときは、初回の当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護が行われた

日の属する月に、所定単位数を加算する。 

 

１．生活機能向上連携加算(Ⅰ)は、生活機能向上連携加算（Ⅱ）の要件である２、６、

７を除き適用する。本加算は、理学療法士等が自宅を訪問せずに、ＡＤＬ及びＩ

ＡＤＬに関する利用者の状況について、適切に把握した上で計画作成責任者に助

言を行い、計画作成責任者が、助言に基づき生活機能の向上を目的とした定期巡

回・随時対応型訪問介護看護計画を作成（変更）するとともに、計画作成から３

月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告することを

定期的に実施すること。 

 

ａ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成のための助言 

当該計画の作成にあたり、理学療法士等は、当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬに

関する状況について、指定訪問・通所リハビリテーション事業所、リハビリテー

ションを実施している医療提供施設の場において把握し、または定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所の計画作成責任者と連携してＩＣＴを活用した動

画やテレビ電話装置等を用いて把握した上で、当該定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所の計画作成責任者に助言を行うこと。なお，ＩＣＴを活用した

動画やテレビ電話装置等を用いる場合は、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに

関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等と

計画作成責任者で事前に方法等を調整すること。 

 

ｂ 当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の計画作成責任者は、ａの助言

に基づき、生活機能アセスメントを行った上で、生活機能向上連携加算（Ⅱ）

１に記載する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成を行うこと。なお、

当該計画には、ａの助言の内容を記載すること。 
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ｃ 本加算は、当該計画に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した初

回の月に限り、算定される。なお、ａの助言に基づき当該計画を見直した場合

は、本加算を算定することは可能であるが、利用者の急性増悪等により当該計

画を見直した場合を除き、当該計画に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看

護を提供した翌月及び翌々月は本加算を算定しない。 

 

ｄ 3月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告すること。

なお、再度ａの助言に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を見直し

た場合は、本加算の算定が可能である。 

 

 

 

認知症専門ケア加算   ※事前の届出が必要 

 認知症専門ケア加算（Ⅰ）  ９０単位/月 

 認知症専門ケア加算（Ⅱ） １２０単位/月 

 

 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、市町村長に届出た指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門

的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所

定単位数を加算する。 

 

 ※厚生労働大臣が定める者 

  日常生活に支障を来すおそれのある症状、または行動が認められることから介護を必要

とする認知症の者。日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ、Ｍに該当する利用者をいう。 

 

 

【厚生労働大臣が定める基準】 

 認知症専門ケア加算（Ⅰ） 

  次のいずれにも適合すること。 

 

  １．事業所における利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状、も

しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者（以下「対象者」）

の占める割合が2分の1以上であること。 

 

  ２．認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象の数が20人未満である場

合には1以上、当該対象者の数が20人以上である場合には1に当該対象者の数が19を

超えて10、またはその端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、チームとして

専門的な認知症ケアを実施していること。 

 

  ３．当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達、または技術的指

導に係る会議を定期的に開催していること。 

 

 

  

 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 

  次のいずれにも適合すること。 
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  １．認知症専門ケア加算（Ⅰ）の基準のいずれにも適合すること。 

  ２．認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、施設全体

の認知症ケアの指導等を実施していること。 

 

  ３．当該事業所における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成

し、当該計画に従い、研修を実施、または実施を予定していること。 

 

 

【実施上の留意事項】 

  １．認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が２分の１以上の算定方法 

     算定日が属する月の前3月間の利用者実人員数の平均で算定すること。また、届出

を行った月以降も、直近3月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合につ

き、毎月継続的に所定の割合以上であることが必要である。その割合は毎月記録

するものとし、所定の割合を下回った場合は、直ちに届出を提出しなければなら

ない。 

 

  ２．認知症介護に係る専門的な研修 

     認知症介護実践リーダー研修、認知症看護に係る適切な研修を指す。 

 

  ３．認知症ケアに関する留意事項の伝達、技術的指導に係る会議の実施 

     全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催

することで差し支えない。また、当該会議は、テレビ電話装置等を活用して行う

ことができる。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業

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」、厚生労働省「医療情

報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

  ４．認知症介護の指導に係る専門的な研修とは 

     認知症介護指導者養成研修、認知症看護に係る適切な研修をさす。 

 

 

 

サービス提供体制強化加算   ※事前の届出が必要 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ７５０単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ６４０単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ３５０単位 

 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、市町村に届出た指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を

加算する。 

  

 【厚生労働大臣が定める基準】 

   

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

   次のいずれにも適合すること。 

    

   １．指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所のすべての定期巡回・随時対応型
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訪問介護看護従業者に対し、従業者ごとに研修計画を作成し、研修（外部の研修

を含む）を実施、または実施を予定していること。 

      

※定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者 

      指定地域密着型サービス基準第3条の4第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者をいう。 

 

   ２．利用者に関する情報、もしくはサービス提供にあたっての留意事項の伝達、また 

は従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。 

    

   ３．当該事業所のすべての従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。 

 

   ４．次のいずれかに適合すること。 

      

     ■当該事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が60％以上

であること。 

  

     ■当該事業所の訪問介護員等の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士の占

める割合が25％以上であること。 

 

 

  サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

   次のいずれにも適合すること。 

 

   １．サービス提供体制強化加算（Ⅰ）の１から３までに掲げる基準のいずれにも適合

すること。 

 

   ２．当該事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の割合が40％以上、または 

介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が 

60％以上あること。 

 

 

 サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

   次のいずれにも適合すること。 

 

   １．サービス提供体制加算（Ⅰ）の１から３までに掲げる基準のいずれにも適合する

こと。 

 

   ２．次のいずれかに適合すること。 

  

     ■指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、

介護福祉士の占める割合が30％以上、または、介護福祉士、実務者研修修了者

及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が、50％以上であること。 

  

     ■当該事業所の従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が60％以上であるこ

と。 
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     ■当該事業所の従業者の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が30％

以上であること。 

 

 【実施上の留意事項】 

   １．研修について 

     従業者ごとの研修計画は、当該事業所のサービス従事者の資質向上のための研修

内容と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めること。また、従業者につい

て、個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定

しなければならないこと。 

 

   ２．会議の開催について 

     サービス提供体制強化加算の算定要件となる会議は、当該事業所の従業者のすべ

てが参加するものでなければならない。なお、全員が一堂に会して開催する必要

はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することができる。会議開催状況

は、その概要を記録しなければならない。「定期的」とは、おおむね１月に１回

以上開催される必要がある。 

 

     会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。この際、個人情報保護

委員会・厚生労働省「医療・介護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」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイド

ライン」等を遵守すること。 

 

   ３．「利用者に関する情報、サービス提供にあたっての留意事項」とは 

     少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければ

ならない。 

 

     利用者のＡＤＬや意欲  

利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

家族環境 

前回のサービス提供時の状況  

その他サービス提供にあたって必要な事項 

 

４．健康診断等について 

健康診断等は、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常

時使用する労働者」に該当しない従業者も含めて、少なくとも1年以内ごとに1回、

事業主の費用負担により実施すること。 

 

新たに加算を算定しようとする場合は、少なくとも1年以内に健康診断等が実施さ

れることが計画されていることをもって足りる。 

 

５．職員の割合の計算方法について 

職員の割合は、常勤換算方法により算出した前年度（3月を除く）の平均を用いる。 

前年度の実績が6月に満たない事業所は、届出日の属する月の前3月について、常

勤換算方法により算出した平均を用いる。この場合、届出を行った月以降も、毎

月継続的に所定の割合を維持しなければならない。割合は毎月記録し、所定の割

合を下回った場合は、速やかに変更届を提出すること。新規・再開事業所は、4月

目以降から届出ができるものであること。 
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   ６．勤続年数 

     勤続年数とは、各月の前月末日時点における勤続年数をいう。 

 

   ７．勤続年数の算定 

     当該事業所における勤続年数に加え、同一法人等の経営する他の介護サービス事

業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員とし

て、勤務した年数を含めることができる。 

 

 

 

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算 ※事前の届出が必要 

  

 介護職員処遇改善加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している

ものとして、市町村長に届出た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用

者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、令和6年3月31日までの間、下記の単位数を所定単位数に加算する。 

 

※当該加算は、区分支給限度基準額の算定対象外。 

 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） １月あたりの総単位数の 137/1000に相当する単位数 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） １月あたりの総単位数の 100/1000に相当する単位数 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） １月あたりの総単位数の 55/1000に相当する単位数 

※介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）は、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止。令

和3年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者は、令和4年3月31日までの間は経過措

置が設けられている。 

 

介護職員等特定処遇改善加算    

  別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施してい

るものとして、市町村長に届出た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利

用者に対し、指定的巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。  

   

  ※当該加算は、区分支給限度基準額の算定対象外。 

 

※参考 

「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」（令和3年老発0316第4号 厚生労働省老健局） 

 

※1月あたりの総単位数とは、「基本サービス費＋各種加算・減算」をいう。 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 介護報酬総単位数の 63/1000に相当する単位数 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 介護報酬総単位数の 42/1000に相当する単位数 



52 

 

減算について 
 

 

通所系・短期入所系サービスを利用した場合の減算  
 通所系サービス、短期入所系サービスを利用した場合は、以下の方法によりそれぞれ減算

を行うこと。 

 

通所系サービス等を利用した場合 

当該事業所の利用者が、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知

症対応型通所介護を利用した場合の取扱いは以下のとおり。 

 

単位数の算定方法 

所定単位数から、当該月の通所系サービスの利用日数に下表に掲げる単位数を乗じて得

た単位数を減じたものを、当該月の所定単位数とする。 

 

〈減算単位数〉 

区 分 要介護度別の減算単位数 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 (Ⅰ)  要介護 1 △62単位 

（訪問看護サービスを行わない場合） 要介護 2 △111単位 

  要介護 3 △184単位 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅱ） 要介護 4 △233単位 

  要介護 5 △281単位 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ） 要介護 1 △91単位 

（訪問看護サービスを行う場合） 要介護 2 △141単位 

  要介護 3 △216単位 

  要介護 4 △266単位 

  要介護 5 △322単位 

 

 

 

短期入所系サービスを利用した場合 

短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、小規模多

機能型居宅介護（短期利用居宅介護費を算定する場合に限る）、短期利用特定施設入居

者生活介護、地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護、看護小規模多機能型居宅介

護（短期利用居宅介護費を算定する場合に限る）を利用した場合の取扱いは、以下のと

おり。 

 

  単位数の算定方法 

短期入所系サービスの利用日数に応じた日割り計算を行う。具体的には、当該月の日

数から、当該月の短期入所系サービスの利用日数（退所日を除く）を減じて得た日数

に、サービスコード表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）または（Ⅱ）の

日割り単価を乗じて得た単位数を、当該月の所定単位数とする。 
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同一建物等による減算 
 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する

敷地内の建物、当該事業所と同一の建物に居住する利用者に対して、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護を行った場合は、1月につき600単位を所定単位数から減算する。当該

事業所における1月あたりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住す

る利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、1月につき900

単位を所定単位数から減算する。 

 

 同一敷地内建物等の定義 

  当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と構造上、または外形上、一体的な

建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地にある建築物のうち、効率的なサービス提供

が可能なものをさす。具体的には、一体的な建築物として、当該建物の1階部分に指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながって

いる場合等が該当する。同一の敷地内、もしくは隣接する敷地内の建物として、同一敷

地内にある別棟の建物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合等が該当するものである

こと。 

 

  当該減算は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と建物の位置関係により、

効率的なサービス提供が可能であることを適切に評価する趣旨である。よって、この減

算は、位置関係のみをもって判断するものではないこと。具体的には、次のような場合

を例として、サービス提供の効率化につながらない場合は、減算を適用しない。 

 

   同一敷地内建物等に該当しないものの例 

     同一敷地内であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合 

     

     隣接する敷地であっても、道路や河川等に敷地が隔てられており、横断するため

に迂回しなければならない場合 

 

 運営法人が異なる場合 

  同一の建物については、当該建築物の管理・運営法人が、当該定期巡回・随時対応型訪 

問介護看護事業所の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者と異なる場合であっ 

ても、該当するものであること。 

 

 同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の定義 

  １．同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地内建物等における当該定期巡回・随時対応 

型訪問介護看護事業所の利用者が、50人以上居住する建物の利用者全員に適用され 

る。 

 

  ２．この場合の利用者数は、1月間（歴月）の利用者数の平均を用いる。この場合、1月 

間の利用者の数の平均は、当該月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者 

の合計を、当該月の日数で除して得た値とする。この平均利用者数の算定にあたっ 

ては、小数点以下を切り捨てるものとする。 

 

 区分支給限度基準額の算定 

  区分支給限度基準額の算定の際は、当該減算前の所定単位数を算入する。 


