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主任介護支援専門員 更新研修

6 各科目のガイドライン

１．目的

介護保険制度の最新の動向を踏まえ、地域包括ケアシステムの構築に向けた現状の取組と課題を理解し、主

任介護支援専門員として果たすべき役割を再認識する。

２．概要

・介護保険制度の最新の動向や地域包括ケアシステムの構築に向けた取組や課題、地域包括ケアシステムの構

築における介護支援専門員及び主任介護支援専門員の役割について講義を行う。

・利用者やその家族を支援する上で関連する最新の制度、動向及び社会資源の活用並びに関係機関等との連

携やネットワーク構築に関する講義を行う。

・介護保険制度並びに介護支援専門員を取り巻く状況など現状で課題となっている事項を踏まえた、介護支援

専門員に対する指導、支援に関する講義を行う。

３．関連科目と修得目標

(１)関連科目 研修体系において、本科目に関連性の高い科目は以下の通りである。

実務研修
①介護保険制度の理念・現状及びケアマネジメント

⑨地域包括ケアシステム及び社会資源

専門研修課程Ⅰ ②介護保険制度及び地域包括ケアシステムの現状

専門研修課程Ⅱ ①介護保険制度及び地域包括ケアシステムの今後の展開

主任介護支援専門員

研修
①主任介護支援専門員の役割と視点

主任介護支援専門員

更新研修

（２）修得目標

修得目標
修得分野 対応する研修内容

※次項の番号に対応しています知識 技術 態度

①介護保険制度等の改正の内容とその理由に

ついて説明できる。
● ● ● （１）

①介護保険制度及び地域包括ケアシステムの動向
講義

４時間
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②介護保険以外の制度の最新動向について説

明できる。
● ● ● （１）

③社会資源を活用し、関係機関等との連携やネ

ットワークの構築を実施できる。
● ● ● （２）

④介護保険制度や介護支援専門員を取り巻く

現状、課題を踏まえ、介護支援専門員への指

導、支援を実施できる。

● ● ● （３）

⑤介護支援専門員が抱える課題や取り巻く状

況などを把握し、対応策の立案ができる。
● ● ● （２）（３）（４）

⑥介護保険制度及び地域包括ケアの動向の指

導をする上で、必要な情報の収集ができる。
● ● ● （１）

４．内容 修得目標を踏まえ、本科目で研修すべき主な内容は以下の通りである。

（１）介護保険制度の現状や今後の介護保険を取り巻く状況について
ア 介護度別の認定者数、サービス利用者、保険料の推移

（ア） 要介護認定者数は平成24年４月現在553万人で、この１２年間で約2.44倍になり、近年、増加ペース

が再び拡大。世帯別の変化は単独世帯は 1.33 倍、配偶者のいない子との同居は 1.27 倍増加。

（イ）75歳以上人口は介護保険制度創設の2000年以降急速に増加してきたが、2025年までの10年間も急速

に増加することが見込まれている。

（ウ）現在約９兆円の介護費用が、2025 年には約 20兆円になる見通しである。

（エ）保険料負担者である 40歳以上人口は介護保険制度創設以降増加してきたが、2025 年以降は減少する。

②介護保険制度や介護保険以外の制度の最新情報

（ア）介護保険制度改正について

（イ）介護保険以外の制度について

【項目のポイント】
・介護保険制度の現状について、統計的データや介護保険事業計画等を示し、地域の実情に合った講

義を行う今後の介護保険を取り巻く状況について、介護支援専門員が果たすべき役割について

（２）地域包括ケアシステムにおける介護支援専門員及び主任介護支援専門員の役割
①主任介護支援専門員としての視点

（ア）総合的な提供

・在宅医療の推進や住宅施策においてもサービス付き高齢者向け住宅が創設されるなど、地域包括ケアシス

テムの推進が進む中、多職種が提供するサービスを切れ目なく総合的に提供するためにマネジメントする。

（イ）関係機関との連携

・医療介護の連携を始めとする各関係機関との連携を進める上で中心となるのは、主任介護支援専門員であ

り、今後連携の要としてより広い視野が必要である。

（ウ）多職種参加の連携

・地域ケア会議等で問題解決やケアマネジメント支援を行うとともに、ケア実践の蓄積を行うことも必要である。

・医療と介護の連携の推進のため、「顔の見える関係」を構築し「共通言語の理解」や「コミュニケーションの促

進」によってそれぞれの役割を相互理解していく。

②生活支援を基盤とした地域包括ケアシステムの構築ための視点

（ア）地域包括ケアにおける住まいなど地域包括ケアシステムの構築
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（ａ）介護保険法において、国・地方公共団体に対し、介護や生活支援に関する施策と住居に関する施策と

の有機的な連携と包括的な推進に関する努力義務が課せられている。

（ｂ）住民それぞれのニーズに合った住宅が提供され、その中で自己決定による尊厳が確保された生活が実

現できることが前提である。

（ｃ）住民から求められる介護サービスと住まいに関するニーズを的確に把握し、これらのニーズを踏まえて

それぞれの施策の目標が整合するように計画を作成する。

（ｄ）サービス化された支援だけではなく、活動や参加、安否確認や見守りなどもどのように行われるか。

（ｅ）地域内には潜在しているボランティアや住民グループ等、地域資源の発掘も重要である。

（ｆ）日常生活圏域ニーズ調査などを活用して高齢者の健康状態や社会資源等について把握し、課題やニ

ーズを分析、必要な社会資源に関するアセスメントを行うことが必要。

（ｇ）発掘された地域資源を地域包括ケアシステムに取り込むため地域資源をつなぐことが必要。

（ｈ）地域の資源だけでは地域の課題とニーズに対応できない状況も想定できる。このような場合には新たに

サービスや仕掛けを生み出すことも必要。

（ｉ）地域包括支援センター主催の地域ケア会議や、関係者が集まる機会を活用しながら地域資源を生み出

すことも必要である。

【項目のポイント】
・インフォーマルな社会資源をいかに活用できるかの視点を醸成する。

・地域のアセスメントや診断を行う視点も求める。

（３）地域ケア会議
①地域ケア会議の目的

（ア）地域包括ケアシステムの５つの枠組み

研修科目である「（専門研修課程Ⅱ）①介護保険制度及び地域包括ケアシステムの今後の展開」参照

（イ）多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築

（ウ）個別事例の支援内容の検討に通じた地域の介護支援専門員の法の理念に基づいた高齢者の自立支援

に資するケアマネジメントの支援

（エ）高齢者の実態把握や課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築

（オ）個別事例の課題分析等を行うことによる地域課題の把握

②地域ケア会議で取り上げる事例

（ア）サービス未利用で支援を必要とする利用者等

（イ）周辺住民が困っている事例

（ウ）支援者が困っている事例

（エ）支援のための資源調整や環境整備が必要な事例

（オ）利用者の心身の健康や権利が侵害されている事例

（カ）保険者からみてサービス提供内容に課題がある事例

③地域ケア会議の機能

（ア）個別課題解決機能

（ａ）個別事例について多機関・多職種が多様な視点から検討を行うことにより、問題解決を支援する。

（ｂ）解決へのプロセスを通して、地域包括支援センター職員や介護支援専門員等の実践上の課題解決力

向上を図ることで、被保険者への支援の質を高める。

（ｃ）取り上げる個別事例について

・解決優先型：地域ごとの課題の優先順位や関係機関の関心等に応じて、テーマを絞って（例えば、介

護予防、認知症、虐待等）選定する。

・課題抽出型：あまりテーマを絞らず参加する関係機関が対応に困っている事例を持ち寄る。

＊検討を通して、個別課題の解決のみならず、次の（ウ）地域課題発見機能・連絡調整機能、（エ）地域づく
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り・資源開発機能、（オ）政策形成機能につながっていく。

（イ）地域包括支援ネットワーク構築機能

（ａ）個別事例の背後に、同様のニーズを抱えた要援護者やその予備群を見出し、かつ関連する事実や課

題、地域の現状等を総合的に判断して、解決すべき地域課題を明らかにする機能。

（ｂ）発見された課題（例えば、認知症の独居や虐待等）に対して、どのような解決策・改善策が可能かを検討

するプロセスのなかで、関係機関の必要な取り組み・役割等が明らかになり、連絡調整機能につながる。

（ｃ）どのような公的サービスやインフォーマルサービス等が必要かを検討することが、地域づくり・資源開発

機能や政策形成機能につながる。

（ｄ）検討した解決策や改善策の実現を妨げる要因が見つかる場合、そのこと自体も、地域の課題として関

係者に認識が共有される。

（ウ）地域課題発見機能・連絡調整機能

（ａ）地域の関係機関等の連携を高める機能。

（ｂ）個別課題・地域課題を解決するために必要な関係機関等の役割が、個別事例の検討を通じて明らかに

なる。

（ｃ）課題解決に向けて関係機関が具体的に連携を行うことによって、連携が強固かつ実践的なものになる。

（ｄ）関係機関だけでは課題の解決や予防が十分に行えないという場合、必要な公的サービスやインフォー

マルサービス等が明らかになり、（エ）地域づくり・資源開発機能や（オ）政策形成機能につながる。

（エ）地域づくり・資源開発機能

（ａ）インフォーマルサービスや地域の見守りネットワークなど、必要な地域資源を地域で開発していく機能。

（ｂ）地域の実態や特性に応じて状況が異なるため、地域ごとに個別的な地域課題があり、これらに応じた

個々の解決策が必要。

（ｃ）地域ケア会議を通じて関係者・グループに個別的要素を踏まえた働きかけをすることで、個別的要素を

活かした地域づくり・資源開発につながる。

（ｄ）地域づくり、資源開発を行うことで、個人に対する支援のネットワークの網の目は細かくなり、それがさら

に「（ア）個別課題解決機能」の向上につながる。

（ｅ）地域づくり、資源開発に対しての必要な行政のサポートや関係機関の役割等が明らかになれば、政策

形成機能にもつながる。

（オ）政策形成機能

（ａ）狭義には、市町村による地域に必要な政策の立案・実施につなげる機能。広義には、市町村以外の関

係機関等による各種の事業等の実施につなげることまでを含む機能。

（ｂ）具体的には、発見された地域課題の解決に向けて、優先順位や利用可能な地域資源等を検討して、

解決のための政策等を立案したり、 連絡調整機能や（エ）地域づくり・資源開発機能を十分に発揮する

ための施策等を立案する。

④主任介護支援専門員として、地域ケア会議の活用

（ア）地域の特性を理解する。

（イ）ケアマネジメントの倫理等の原則の基づく分析を行う。

（ウ）類似事例の情報提供や、関わりの中での成功体験の蓄積を行う。

（エ）個別レベル、日常生活圏域内レベル、日常生活圏域を超えたレベルなどの構成があり、地域ケア会議

の実践例などを活用する。

（オ）地域アセスメントを行い、市町村へ提言も行う。

⑤地域ケア会議の運営

（ア）会議の事前準備

（ａ）目的の明確化

（ｂ）参加者の召集と選定
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（ｃ）キーパーソンとの打ち合わせ

（ｄ）課題解決・支援の方向性

（ｅ）配布資料の準備

（イ）会議開催・進行

（ａ）事例概要の報告

（ｂ）事実確認

（ｃ）事例概要の共有化

（ｄ）課題の検討

（ｅ）支援方針の確認

（ｆ）まとめ

（ウ）会議終了

（ａ）支援内容・取り組みの検証

（ｂ）新たなニーズの発見

（ｃ）参加者の役割分担

（ｄ）モニタリング

（ｅ）次回会議への備え

⑥地域ケア会議の課題

（ア）会議の進行要領

（イ）介護支援専門員の質の向上を図る

（ウ）互助力・地域力の再評価

（エ）個人情報の保護

（４）地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組み・課題

（ア）介護支援専門員が地域診断力をいかに身につけ、地域の社会資源と利用者を結びつけることができるか

（イ）組織及び専門職として存在感をいかに高め、地域に根差した活動ができるか

（ウ）地域ケア会議の進行能力をいかに高め、個別課題の発掘やインフォーマルな資源をいかに活用できるか

【項目のポイント】
・地域包括ケアシステムの構築に向けできることから段階的に進める。

・会議の開催自体を目的化せず検討内容をより有意義なものにする。

５．科目のポイント

（１）どうすれば地域ケア会議が開催でき、新たなサービスが生み出され仕組みが定着し、地域づくりができる

かを明らかにすることに力点をおくこと。

（２）地域包括ケアシステムの構築に向け、主任介護支援専門員に求められている役割、地域ケア会議の目的

や機能を整理した上で主任介護支援専門員の役割について指導する。

（３）地域ケア会議の開催例なども踏まえ解説する。
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スーパービジョン

スーパービジョンとは，スーパーバイザー（指導する者）とスーパーバイジー（指導を受
ける者）との関係間における対人援助法で，対人援助職者が常に専門家としての資質の向上
を目指すための教育方法です。 
スーパービジョンとグループ・スーパービジョンがあり，個人は１対１で，グループは数

人でスーパーバイザー（指導者）につくことをいいます。 
 実際の面接場面や模擬面接を通して，スーパーバイジーに対して，専門職としての方法や
技法について，自己の盲点について気づかせることです。 

これらは，契約または職務によって開始します。 

主な機能は下記の３つです。 

１ 管理的機能 

スーパーバイジーの能力を把握し，それに見合う業務を担当させるなかで成長をはか
れるように管理する。 

２ 教育的機能 

  すでに獲得している知識，技術の活用を促す方法を示唆したり，不足している知識を 
指摘し課題を示す。 

３ 支持的機能 

スーパーバイジーが業務上で出来ていることを認めるとともに，出来ていないことに
気づき、取り組もうとする意思を励ます。 
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主任介護支援専門員 

１ 地域包括支援センターの基本機能 

（１）地域包括支援センターは次の基本機能を担うものとする。
① 介護予防事業及び改正後の介護保険法に基づく新たな予防給付（以下「新予防
給付」という。）に関する介護予防ケアマネジメント業務

② 多様なネットワークを活用した地域の高齢者の実態把握や虐待への対応など
を含む総合的な相談支援業務及び権利擁護業務

③ 高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なケアマネジメントの後方支援を
行う包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

２ 地域包括支援センターの主任ケアマネ『ケアマネジメント支援』 

（１）ケアマネジャーの相談窓口設置
① ケアプラン作成技術相談への助言と支援
② 支援困難事例等への助言と支援

（２）ケアマネジメントのネットワークづくり
① ケアマネジャーのネットワーク化実践及び指導・助言
② 医療との連携実践
③ 専門職との連携実践
④ サービス事業所との連携実践
⑤ ボランティア等との連携実践
⑥ その他関係機関との連携実践
⑦ 総合的な連携実践

３ 特定事業所加算居宅介護支援事業所の主任ケアマネ 

（１）管理者としての役割
「特定事業所加算制度は，中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほ

   か，専門性の高い人材を確保し，質の高いケアマネジメントを実施している事業所 
   を評価し，地域全体のケアマネジメントの質の向上に資することを目的としていま 
   す。」を実践します。 

① 公正中立性を確保し，サービス提供主体からも実質的に独立した事業所
② 経験及び能力を有する主任介護支援専門員による管理監督体制
・スーパービジョン
・事例検討

③ 常勤かつ専従の介護支援専門員の配置
④ どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制
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主任介護支援専門員 

１ 主任介護支援専門員（スーパーバイザー）としての役割 

 課題を整理し、相談者・職員と一緒に考え、解決方法，解決策を見つけることができるよ
うに支援し，気づきと自己解決ができるようにします。 

（１）気づきの支援

事例研究・検討に，スーパービジョンの手法が使われています。しかし，ケアマネジメン
トの分野で「気づいてもらう質問」をする場合には，質問すべきことが「体系的に整理され
ている」必要があります。体系的に整理されていなければ，単なる「思いつき，経験則」に
すぎなくなるので，根拠の明らかなアドバイス・問いかけをします。

例えば，「対人援助の基本」を踏まえた上で 
① ケアマネジャーとして何処まで介入すべきなのか
② 本来は誰が関わるべきなのか
③ 自立支援とは具体的に何をすることなのか
④ 利用者本人の生活支障を具体的にとらえることが出来ていたのか
⑤ 利用者の自己決定を尊重していたのか
⑥ 利用者の回復の可能性を捉えていたのか
⑦ 利用者の想いを受け止めていたのか
⑧ 認知障がいのある利用者への支援の方法を理解しているのか…等々

ただ気づけば良いのではなく，こういうことに気づいてほしいという指針を持っていな
ければならない。 
頼まれなくても職権によって管理監督しなければならない特定事業所の主任ケアマネで

あれば，さらに責任が重い。上司を選べない訳だから，経験と勘だけで指導教育されたので
は指導されるケアマネジャーが迷惑してしまう。 
また，主任ケアマネが，管理，教育，支持する立場にあり，事業所のケアマネジャーがそ

れを受ける立場であるというお互いの理解がなければ，事業所内であってもスーパービジ
ョン関係は成り立たない。 
また，ダメなところを見つけて指摘するという「説教するスーパービジョン」ではなく，

いいところを見つけて褒める「育てるスーパービジョン」のような関わりが必要である。 
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（２）ケアマネジャーの相談窓口

主任ケアマネはケアマネジャーの相談窓口である。ケアマネジャーをしての専門性，立ち
位置を踏まえた上で，他職種の専門性，介護保険制度以外の関連制度に熟知していなければ
ならない。 

（３）ケアマネジャーへのメンタルケア的役割

ケアマネジャーは，ケアマネジャーとしての役割を超えて頑張り過ぎる傾向がある。介護
職員等も同様だと思うが，頑張っても頑張っても終結が見えないのは辛いことである。頑張
ったことを認めてくれて，「十分頑張ったと思いますよ。」という一言を言ってくれる主任ケ
アマネがいると良い。
また，どういうことをすると頑張ったことになるのかを具体的に示したり，ケアマネジャ

ーと共に考える姿勢が重要である。認める，受け入れる，共感することがケアマネジャーの
メンタル面を支えることになる。

（４）知識、技術、倫理観などの教育的役割

ケアマネジャーは，実務研修を修了してからが勉強である。ケアマネジメントの知識・技
術の前に介護保険制度ができてしまったのだからしょうがないのかもしれない。 
とはいっても，主任ケアマネは，課題分析力を含めた，ケアマネジメントに関する指針を

もって，後輩ケアマネジャーを育てなければならない。宮城県では，実務研修，基礎研修，
専門研修，主任ケアマネ研修，研修担当者研修すべて同じ指針によって勉強する仕組みを作
り公開している。居宅介護支援の場合，居宅介護支援の手引き，アセスメントのための情報
収集シート記入の手引き，ケアプラン策定のための課題検討用紙と手引きである。施設介護
支援も同様に作ってある（宮城県ケアマネジャー協会 HP 参照）。また，研修担当者研修を
毎年数回開催しているが，内容は講義を受けるだけではなく「理解して自分の言葉で説明で
きること」を研修担当者の要件にしている。その研修担当者は主任ケアマネであり，県内全
域に散らばり，地域包括支援センターの主任ケアマネだったり，地域のリーダーとして活躍
している。ケマネジメントの基本である指針は県内全域に周知され，ぶれない対応，ぶれな
いアドバイスがなされている。 
昨今，国の審議会等で「アセスメントからケアプランに至る検討過程が分からない」「公

正性中立性が保たれていない」と指摘されている。支援の必要性を明らかにするため，課題
分析の方法や利用者の自立支援のための考え方を根拠立てて示していかなければ，ケアマ
ネジャーそのものが不要と言われてしまう。
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（５）主任ケアマネの自己研鑽

主任ケアマネは，ケアマネジャーの何倍もの自己研鑚をしなければ，相談支援をすると
いうことは不可能である。目的を持った事例検討会を継続的に開催する等し，地道に知識，
経験を積み重ねると良い。それが主任ケアマネである自分のためになり，結果として周り
のケマネジャー，利用者，地域の利益につながる。 

２ 主任介護支援専門員（スーパーバイザー）としての要件 

（１）関係法令の理解

① 高齢者福祉・医療等関係法令
② 介護保険関連法令・運営基準
（居宅介護支援、介護保険施設、居宅介護サービス、地域包括支援）

（２）福祉・医療の基礎知識

① 高齢・障害者の基礎知識
② 医療の基礎知識

（３）介護支援の基礎

① 居宅介護支援（居宅介護支援の手引き）
② 課題分析項目とスクリーニング

１ ケアマネジメントとは 

➤介護支援専門員
①要介護者等（要介護者・要支援者）からの相談に応じて，要介護者等がその心身の状況
等に応じた適切な在宅（居宅）サービス，地域密着型サービス，施設サービス，介護予
防サービスまたは地域密着型介護予防サービスを利用できるよう，保険者である市町
村，サービス提供事業者（事業者や施設）等との連絡調整を行う者

②要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的な知識・技術を有
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する者 

➤居宅介護支援
①要介護状態となった場合においても、その利用者が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に配慮して行われるも
のでなければならない。

②利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切
な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供
されるよう配慮して行われるものでなければならない。

③利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供され る指
定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏する
ことのないよう、公正中立に行われなければならない。

④地域包括支援センター、老人福祉法老人介護支援センター、他の指定居宅介護支 援事
業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなけれ
ばならない。

➤居宅介護支援：課題分析（アセスメント）
①アセスメントをするための情報を得ます。
・課題分析標準項目（※３ケアマネジャーの専門性参照）
・直接本人と面接して情報を得ます。
・主治医から介護上で留意すべき医療情報情報を得ます（診療情報提供書等）。

②生活上の問題点を明らかにします。
・利用者本人の生活上の支障を明らかにします。
・支障がないことも明らかにします。

③生活上の支障を具体的に把握します。
・どのように支障があるのか，その状況を具体的に把握し，関連情報を集めます。（転ん
だ→いつ→どのような場面で→何をしていた時･･･など）

・動作を細かく分割するなど、どこまで出来て、どこから支障があるのかを明らかにし
ます。

④生活上の支障の原因を明らかにします。
・病気のため,怪我のため
・障害のため
・動かない（廃用）ため
・生活習慣のため
・悩み・不安等のため

11



・環境のため
・薬のため など

⑤支障のあることについての意向を確認します。
・生活上の支障と原因を踏まえた上で，本人，家族はどうなりたい，どうしたいと思っ
ているのか，予測し，提案をした上で意向を確認します。

・実現可能なことを聞きます。
・介護保険の理念に沿った自立に向けた意向を聞きます。

⑥ケアプランにする必要性を把握します。
・改善するのか，維持するのか，予防するのか，可能性を検討します。
◎改善（回復）する可能性があるのか
支障・低下が最近起こった利用者で，状態が安定している場合など。

◎維持の必要性があるのか
支障が長い間変化していない場合など。

◎悪化予防、低下防止が必要か
じょく創や失禁，筋力低下，拘縮，転倒などの危険性がある場合など。

・必ず行わなければならない介護を確認します。
◎生活する上での必要な介護を把握します。
◎生活する上での必要な医療対応を把握します。
主治医からの指示のある医療的管理について把握します。（病気の管理・観
察、食事制限、薬の副作用など…）

⑦生活全般の解決すべき課題（ニーズ）を把握します。
・アセスメントの結果を反映させます。
・アセスメントの結果からの必要性と本人の意向が一致している場合は、その意
向をそのままニーズにします。また、必要性を本人の意向に沿って言い換えて、
本人の了解を得ます。

・本人の意向がとれなければ、必要性をニーズにします。
・必要性が明らかで，家族の想いを反映させる場合は次のようにします。
生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」の設定は、介護支援専門員の専門性が 必要と
される重要なポイントです。自立支援を念頭に置き、現状分析と、利用者本人（家族）
との話し合いにより、出来るだけ前向きな生活ができるような課題設定をします。

⑧どのようなケアを提供するのか，方向性を決めます。
・生活全般の解決すべき課題（ニーズ）を解決するために，どのようなケアを提供し、
どのような目標に沿ってケアを進めていくのかがわかるようにします。

・この段階では，まだサービスの種別は決まっていません。方向性だけで十分です。サ
ービスを使うためのプランにならないようにするためにも重要です。
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～面接技術～ 
１ 話しを聞く 

   相談援助者は、話しを聞くことから始まります。 

① 目を合わせる
② 態度や体の動き、表情、姿勢、向きなどに気をつける
③ 言葉のテンポ、声のトーン、言い方、言葉の使い方に気をつける
④ 相手の話の内容に関心を持つ

２ 会話をはじめる 

  傾聴が大前提ですが、質問と問いかけから、より多くの情報を集め、話を整理し、相 
手の考え方を整理することにつなげます。 

① 「はい」「いいえ」で答えられてしまう質問
内容が良いかどうか確認をする時等は有効ですが、聞く側が主導することになる。 
「昼ごはんは食べましたか？」
「病院に行ってきましたか？」

② 考えて、自分の言葉で話す機会を作る質問
相手に自由に話してほしい時、情報を集めようとする時等に有効で、相手に主導

   権を持ってもらえる。 
 「身体の具合はどうですか？」 
 「その時にどう思いましたか？」 

３ 話を聞いていることを伝える 

   「話を聞いてくれているんだな」と思っていただけるような対応ができると、支援 
  関係がスムーズにいくための第一歩になります。 

① うなずく、相づちを打つ（上の空はすぐ見破られる！）
② 相手の言葉を繰り返す

４ 話の内容をまとめて短くする 
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  利用者やその家族は専門職ではない場合が多いので、自分の思いや困っていることを 
うまく伝えられなかったり、気づいていない場合があります。 

  話を整理して主訴を特定すると、効果的な支援につながる場合があります。 

５ 言い換えて内容を確認する 

   問題を整理する場合や、意向を確認する場合など、言い換えをすることが効果的な 
  場合があります。 

６ 相手の気持ちを表す言葉を返す 

  幸せ、喜び、楽しみ、不安、怒り、悲しみ、恐れなど、気持ちを理解して言葉にして 
返し、理解されているという「安心感」を持ってもらう。 
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～グループ演習のルール～ 

  １ 意見･考えを自由に発表すること。 

  ２ メンバーの発言を否定しないこと。

  ３ 発言には必ず理由をつけること。 

  ４ 話している人の目を見て聞くこと。 

2018.10.01. 小湊 純一。
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主任ケアマネジャーが行う事例検討を通じた支援・指導の方法 

主任ケアマネジャーは，自分が事例検討をするのではなく，問題解決，資質向上等の目
的を持って事例検討会，事例勉強会を開催し運営します。 

１ 事例検討・事例勉強会の目的 

（１）利用者の問題を解決するのか。

（２）ケアマネジャーの問題を解決するのか。

（３）ケアマネジャーとしての専門性・資質の向上を図るのか。

（４）居宅介護支援事業所としての質向上を図るのか。

２ 事例検討・事例勉強会を進める時の姿勢 

（１）対人援助の基本やスーパービジョンの考え方を踏まえて対応します。

（２）介護保険の趣旨，ケアマネジャーの役割，専門性を踏まえて対応します。

① 居宅介護支援及び居宅サービス事業の運営基準，介護報酬Ｑ＆Ａなど

② 居宅介護支援の手引き

③ ケアプラン策定のための課題検討の手引き
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３ 事例検討・事例勉強会を進める時の方法（例） 

（１）居宅介護支援の過程，アセスメントを振り返り，生活全般の解決すべき課題検討の
確認，課題に沿った目標・サービスになっているかどうか等，居宅介護支援の基本を
習得する場合

『居宅介護支援の手引きを活用します。』 

① 医療情報を把握しているか。

② 具体的支障を把握しているか。

③ 生活支障原因を把握しているか。

④ 支障について，本人・家族の意向を確認しているか。

⑤ 介護の必要性，改善の可能性，悪化の危険性を検討しているか。

⑥ アセスメントの結果に沿った課題（ニーズ）になっているか。

⑦ 課題（ニーズ）に沿ったケアの方向性になっているか。

⑧ 課題（ニーズ）に沿った目標になっているか。

⑨ 目標に沿った介護内容になっているか。

⑩ 利用者の選択によるサービス種別・事業所選定になっているか。

⑪ サービス担当者会議は適切か。

⑫ モニタリングは適切か。
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（２）ケアマネジャーの専門性向上を目的として事例検討・事例勉強会をする場合

テーマを定め，『ケアプラン策定のための課題検討の手引きを活用します。』

① ケアマネジャーの役割を理解して対応しているか。

② 高齢者にとって問題となりやすい生活支障を具体的に理解しているか。

③ 問題・支障把握の方法を理解して対応しているか。

④ 問題・支障の原因把握の方法を理解して対応しているか。

⑤ 課題検討をするための考え方を理解して対応しているか。

⑥ ケアの方向性を設定するための考え方を理解して対応しているか。
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（３）利用者本人以外の家族の問題や，ケアマネジャー側や介護サービス事業者の問題，
心情的問題，関わりに関する問題，介護保険サービス利用で解決できない問題への対
応について，解決やスキルアップを図る場合

① 問題・困難の内容を具体的に整理します。

② 誰にとっての問題・困難なのか整理します。（利用者，家族，ケアマネ，事業者
等）

③ 問題の原因を明らかにします。

④ 問題を抱えていることを受けとめます。

⑤ 問題や困難だけに囚われることなく，対象者の生活全般について，解決すべき課
題を把握できるように支援します。

⑥ 介護保険制度の理念，居宅介護支援及び居宅サービス事業の運営基準，介護サー
ビス事業の運営基準，介護報酬Ｑ＆Ａなどを踏まえて検討できるように支援しま
す。

⑦ ケアマネジャー，居宅介護支援事業所，介護サービス事業者，地域包括支援セン
ター，行政等の役割，立ち居地を整理して考えることができるように支援します。

⑧ ケアマネジャーとしての立ち位置を踏まえ，関わりや対応の方法など，ケアマネ
ジャーとしての気づきと自己解決ができるように支援します。
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ケアプラン点検 ～ケアプランの振り返り～

１ ケアプランの２表を見てください。 

  生活全般の解決すべき課題（ニーズ）があります。 

  「歩けるようになりたい」となっていたとします。 ある，見る立場の人（介護保険 
に詳しい家族でもいいです。）から，なぜ，「歩けるようになりたい」という課題にな 
ったのですか？と質問されました。 

  あなたは，どのように説明しますか？ 

  「デイサービスでリハビリができるから」「デイサービスに行きたいという希望があ 
ったから」「歩きたいと言われたから」・・・では説明になりませんね。 

  ３週間前，転んで膝を痛めたために安静にしていました。安静にして寝て過ごしてい 
たら，歩けなくなり，立っているのがやっとになってしまいました。痛みも取れたし， 
主治医の先生からも身体を動かして大丈夫と言われました。本人も，また元のように歩 
けるようになりたいという希望だったため，改善の可能性が高いと判断しました。本人 
の言葉を借りて「歩けるようになりたい」としました。 

  説明の後，「では，そのことが確認できる，アセスメントの結果を見せてくださ 
い。」と言われました。 

  対応はＯＫですか？ 理由が説明できますか？ 

２ 認知障害とＢＰＳＤのある利用者ですね。どこを見て，どのように検討して
ケアプランに反映させたのですか？

対応はＯＫですか？ 考え方や理由が説明できますか？
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  説明できなかった，根拠を明らかにできなかった・・・ 

  この場合どうしますか？ 

  改めて情報を整理し，課題検討をし直します。 

① 情報の整理は，国の「課題分析標準項目」を基本にします。

② プロセスは「居宅介護支援の手引き」で確認します。

③ 課題検討は「ケアプラン策定のための課題検討用紙」を使います。

④ 検討の方法は「ケアプラン策定のための課題検討の手引き」を使います。

  「居宅介護支援の手引き」（別紙） 

  「ケアプラン策定のための課題検討の手引き」（別紙
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ケアプラン点検の目的

 自立支援に向けたケアプラン策定に大切なことは，ケアマネジャーがケアマネジメント
の視点を正しく踏まえ，専門家として判断の根拠を示した上でケアプランの作成ができて
いるかどうかです。 

担当者とケアマネジャーが，共に考え，気づくことができるようにします。 

① 共に確認しあいます。
② 一緒にレベルアップを目指します。
③ ケアプランの根拠について確認を一緒におこないます。
④ 地域の課題を知ります。
⑤ 次回からのケアプラン作成に役立つようにします。

ケアプラン点検の方法

（対象）ケアマネジャーが，振り返りたいと思う事例，点検を通してスキルア 
   ップしたい事例，対応に困っている利用者の事例等。 

① ケアプラン表（１），（２）
② アセスメントシート及びアセスメントの結果がわかるもの

※「ケアプラン策定のための課題検討用紙」に整理すると確認しやす
い。

（資料）気づきの根拠を持って対応するための指針 

※個人的主観や経験と勘で対応するのではない。

① 「居宅介護支援の手引き」
② 「ケアプラン策定のための課題検討の手引き」
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ケアプラン点検の進め方

１ 趣旨と目的を説明して合意を得ます。 

２ ケアプラン２表の生活全般の解決すべき課題（ニーズ）を確認します。

３ 生活全般の解決すべき課題（ニーズ）にした理由を確認します。 

４ アセスメントの経過を振り返り，必要性を確認します。

※ 課題検討用紙に整理してあると確認しやすいです。

  （確認できれば７に進みます） 

５ 必要性が確認できなければ，改めて情報の整理をします。 

６ 具体的な生活支障→原因→意向→可能性→課題→ケアの方向性 

※ 手続き(プロセス)は「居宅介護支援の手引き」，「アセスメントは課題検討の手引
き」を活用して，互いに考え，可能性・必要性を確認します。

７ 課題に沿った目標かどうか確認します。 

８ 課題，目標に沿ったサービス内容になっているか確認します。 

2010.07.13.jk 
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ケアプラン点検支援マニュアル

１ 目的 

ケアプラン点検は，ケアプランがケアマネジメントのプロセスを踏まえ「自立支援」
に資する適切なケアプランとなっているかを，基本となる事項を介護支援専門員ととも 
に検証確認しながら，介護支援専門員の「気づき」を促すとともに「自立支援に資する 
ケアマネジメント」とは何かを追求し，その普遍化を図り健全なる給付の実施を支援す
るために行うのもです。

２ ケアプラン点検に当たっての基本姿勢 

  保険者は，ケアプラン点検を行うに当たって，以下の点を十分に踏まえて行う必要が 
あります。 

①点検に際して事業所側の事務の負担を考慮し，資料などは必要最小限なものとする
ことが大切です。

②ケアプランを形式的に点検するのが目的ではないので，空欄があったからといって
直ちにそれが問題となるわけではありません。

③点検作業は一方的ではなく双方向で行い，保険者と介護支援専門員がともに確認し
あう姿勢で臨みます。

④介護支援専門員がどこに悩み，つまずいているのかを把握し点検を通して「気づ
き」を促すことが大切です。

⑤介護支援専門員を批判するのではなく一緒にレベルアップを図る方法であることを
認識します。

⑥介護支援専門員が，再度点検を受けてみたいと感じることができるよう，保険者と
して継続的に支援していく姿勢が大切です。

⑦地域特性を意識しながら，保険者として地域で何が課題になっているかを考察しな
がら進めていくことも大切です。

⑧不適切なプランと思われるものがあった場合，プランの根拠について確認を一緒に
行う「振り返り作業」を実施し，次回からの計画作成に役立つように適切なプラン
作成の視点・気づきを促すことが重要です。

⑨点検を効率的に実施する為に必ずしも全てのケアプランに関して点検する必要はな

参考 
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   く，目的をはっきりさせて行うことが必要です。 

   自立支援に向けたケアプランの作成に向けて大切なことは，介護支援専門員がケア 
マネジメントの視点を正しく踏まえ，専門家として判断の根拠を示した上でケアプラ
ン作成ができているかどうかです。
このマニュアルは，それらを可能な限り理解しやすいように作成してありますが，

  基本的な事項を示したものにすぎません。このマニュアルを参考に，その趣旨を理解 
  した上で，各保険者が創意工夫して，事務負担にも配慮した独自のものを作成するこ 
  とが望まれるところです。そしてこのマニュアルを通じ，保険者と地域の介護支援専 
  門員が連携し一丸となって「質の高いケアマネジメント」を目指す足がかりになって 
  くれることを期待します。 

分 析 表 

１ 〈アセスメントの基本〉 
 介護支援専門員として，アセスメントを行う理由についてどのように理解しています
か。またアセスメントを行う専門職として，その役割を十分に果たせていると感じます
か？ 

２ 〈情報収集〉 
アセスメントに必要な情報をどのような方々から得ましたか？

３ 〈基本情報〉 
アセスメントを行う上で必要だと思われる基本情報について，どのような情報を特に

重要な情報として押さえましたか？ 
４ 〈相談〉 
  どのような相談経緯だったのでしょうか？ 
５ 〈生活状況〉 
  利用者の「個別性・その人らしさ」を大切にするためにも，大切な情報である生活暦 
や生活状況をどのようにして聞き取りましたか？ 

６ 〈サービスの把握〉 
  現在利用しているサービスについて，その利用状況・満足度等を把握していますか。  
またその上で介護給付以外のサービスについても把握ができていますか。 

７ 〈日常生活自立度〉 
  障害高齢者の日常生活自立度や認知症高齢者の日常生活自立度について，最新の状況 
を把握していますか。 

８ 〈主訴〉 
  利用者・家族は主にどのようなことに困って来られたのですか。 
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９ 〈認定〉 
  認定情報の内容を確認しましたか。 
10 〈理由〉 
  今回のアセスメントを行うきっかけとなった理由について教えてください。 
11 〈健康状態〉 
  利用者の健康状態について，ケアプラン作成にあたり重要だと考えている事を教えて 
ください。 

12 〈ＡＤＬ・ＩＡＤＬ〉 
  利用者のＡＤＬ・ＩＡＤＬの現状を把握するにあたり，何に気をつけてアセスメント 
しましたか。またその手法・経路について教えて下さい。 

13 〈認知症〉 
  物忘れや認知症について何か気になることはありましたか。 
14 〈コミュニケーション〉 
  友人や家族，地域の方とどのようにコミュニケーションをとっているか確認しました 
か。 

15 〈社会参加〉 
  利用者の友人や家族，地域の方との関わり方は良好ですか。また最近変化したこと
（例： 
友人の入院・入所，他界等）はありませんか。利用者が自らすすんで行っている活動や 
趣味などはありますか。 

16 〈排泄〉 
  利用者の排泄に関しての意向や困っているところは何ですか？またその原因や背景を 
把握していますか。 

17 〈食事・口腔〉 
  食事や口腔の状態について，何か気になる点がありましたか。 
18 〈問題行動〉 
  利用者が周囲を戸惑わせたり，介護者が負担に思っている行為は起こっていません 
か。 

19 〈家族の心身の状況〉 
  家族の方の心身の状況は把握していますか？特にどなたか心配な方はいらっしゃいま
すか。 

20 〈家族の介護力〉 
  家族の方の介護に対する思いをどのように捉えましたか。家族の方が話した言葉で印 
象に残った事があれば教えてもらえますか。 

21 〈居住環境〉 
在宅生活を続ける居住環境として，気がかりな点はありませんか？利用者・家族の意 

向はどうですか。 
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22 〈特別な状況〉 
  プランを作成する上で，特別に配慮したほうがよいと思われたことがあれば教えてく 
 ださい。 
23 〈尊重〉 

アセスメントを通じて，利用者・介護者に現状を認識してもらえましたか。また，介
護支援専門員として利用者の自己選択や自己決定などの主体性を尊重することができま 
したか。 

居宅サービス計画書（１） 

１ 記載事項に漏れがないよう，常に確認をしていますか？ 
２ 「課題」の整理はできましたか，またそれらの「課題」は「利用者及び家族の生活に 
対する意向」とに関連性はありますか？ 

３ 家族はどのようなおもいで，利用者を支えていこうとお考えですか？ 
４ 利用者及び家族の「生活に対する意向」は，アセスメントをすすめ，課題が明確にな 
っていく過程において，面接当初と比べてどのような変化が生まれましたか？ 

５ 総合的な援助方針はどのようなプロセスを踏んで決定しましたか？ 
６ 生活援助中心型を算定した理由を教えて下さい。 

居宅サービス計画書（２） 

１ 「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」の原因や背景を教えて下さい。 
２ 課題の優先順位を決める上で，大切なことはどのようなことだと思いますか？ 
３ 生活全般の解決すべき課題が利用者及び家族にもわかりやすい表現を用い，取り組み 
の意欲が生まれるような記載を心がけていますか？ 

４ 利用者・家族の「困りごと」に対してどのような働きかけを行いましたか？ 
５ 長期目標は，どのように設定しましたか？ 
  利用者自身が，課題（ニーズ）ごとに支援を受けながら，自分自身も努力する到達点 
として，具体的にわかりやすく記載できていますか？ 

６ 短期目標は長期目標を達成するための具体的な「活動の目標」になっていますか？ 
７ 課題を解決するための単なるサービス内容の記載だけではなく，どのような点に注意 
するべきか，どういったことを大切にすべきか等の視点も含めた具体的な記載内容とな 
っていますか？ 

８ 計画したサービス内容を適切に提供する為に，サービス種別はどのような資源を検討 
し，決定しましたか？ 
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９ サービスの利用頻度と期間の見直しはいつ頃，どのように行いますか？

週間サービス計画 

１ 週間サービス計画表の活用方法やサービスの組み立て方について，どのように考えて 
いますか？ 

２ 本人の主な日常生活について，どのように把握しましたか？またその人らしい生活が 
イメージされていますか？

３ 週間サービスには，利用者・家族の状況（意向，事情等）にあった計画になりました 
か？ 

４ 「週単位以外のサービス」の欄には何を記載していますか？ 
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主任介護支援専門員 更新研修 講義・演習 

②－１ リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例

（目的） 

リハビリテーションや福祉用具等の活用事例を用いて主任介護支援専門員としての実践

の振り返りを行うことにより，リハビリテーションや福祉用具等の活用に係る実践上の課題

や不足している視点を認識し分析する手法を深める。 

 また，分析結果を踏まえた資質向上に必要な取組と実践における改善策を講じることがで

きる知識・技術を修得する。 

（内容） 

・各自が担当しているリハビリテーションや福祉用具等の活用に関する主任介護支援専門員

としての実践事例について振り返り，意見交換等を通じて，課題や不足している視点を認

識し分析する。分析に必要な根拠を明確にすることにより改善策を講じ，資質向上に向け

た介護支援専門員に対する指導及び支援を実践することができる知識・技術を修得する。 

・リハビリテーションや福祉用具等の活用をするに当たって重要となる医師やリハビリテー

ション専門職等との連携方法等ネットワークづくりの実践について，課題や不足している

視点を認識し分析する手法及び改善指導に関する講義を行う。 

・リハビリテーションや福祉用具等の活用を検討するに当たり，効果的なものとなるようイ

ンフォーマルサービスも含めた地域の社会資源を活用したケアマネジメントの実践にお

いて，社会資源の開発など地域づくりの視点を含め，課題や不足している視点を認識し分 

析する手法及び改善指導に関する講義を行う。 

形態 時間 内 容 備考 

講義 90 分 

・リハビリテーション及び福祉用具･住宅改修を活用す

るために必要な知識及びケアマネジャーへの支援方

法

・地域包括ケアシステムへの展開

演習 90 分 

・実践指導事例の発表と共有

・実践指導の振り返り

休憩 60 分 

演習 90 分 
・実践指導事例から把握された地域課題及び介護支援

専門員の課題の検討

演習 60 分 ・実践指導上の課題解決策の検討

グループ 30 分 

・振り返りと評価

・意見交換
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主任介護支援専門員 更新研修

6 各科目のガイドライン

１．目的

リハビリテーションや福祉用具の活用事例を用いて主任介護支援員としての実践の振り返りを行うことにより、リ

ハビリテーションや福祉用具等の活用に係る実践上の課題や不足している視点を認識し分析する手法を深める。

また、分析結果を踏まえた資質向上に必要な取組と実践における改善策を講じることができる知識・技術を修

得する。

２．概要

・各自が担当しているリハビリテーションや福祉用具等の活用に関する主任介護支援専門員としての実践事例に

ついて振り返り、意見交換等を通じて、課題や不足している視点を認識し分析する。分析に必要な根拠を明確

にすることにより改善策を講じ、資質向上に向けた介護支援専門員に対する指導及び支援を実践することがで

きる知識・技術を修得する。

・リハビリテーションや福祉用具等を活用するに当たって重要となる医師やリハビリテーション専門職等との連携

方法等ネットワークづくりの実践について、課題や不足している視点を認識し分析する手法及び改善指導に関

する講義を行う。

・リハビリテーションや福祉用具等の活用を検討するに当たり、効果的なものとなるようインフォーマルサービスも

含めた地域の社会資源を活用したケアマネジメントの実践において、社会資源の開発など地域づくりの視点を

含め、課題や不足している視点を認識し分析する手法及び改善指導に関する講義を行う。

３．関連科目と修得目標

(１)関連科目 研修体系において、本科目に関連性の高い科目は以下の通りである。

実務研修
⑮-2 ケアマネジメントの展開「脳血管疾患に関する事例」

⑮-4 ケアマネジメントの展開「筋骨格系疾患及び廃用症候群に関する事例」

専門研修課程Ⅰ ⑥-1 ケアマネジメント演習「リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例」

専門研修課程Ⅱ
②-1 ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表

「リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例」

主任介護支援専門員

研修

⑦ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の実現

⑨個別事例を通じた介護支援専門員に対する指導・支援の展開

主任介護支援専門員

更新研修

主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践

②-1 リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例
講義・演習

６時間
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主任介護支援専門員 更新研修

6 各科目のガイドライン

（２）修得目標

修得目標
修得分野 対応する研修内容

※次項の番号に対応しています知識 技術 態度

①実践事例の意見交換・振り返りから、課題や不

足している視点を認識し分析できる。
● ● ● （１）（４）

②分析に必要な根拠を明確にし、改善策を講じ、

介護支援専門員に対する指導及び支援を実践

できる。

● ● ● （１）（４）

③リハビリテーションや福祉用具等を活用するに

当たって重要となる医師やリハビリテーション専

門職等との連携方法等ネットワークづくりを指導

できる。

● ● ● （２）（５）

④連携やネットワークづくりにおいて、課題や不足

している視点を認識し、分析する手法及び改善

方法の指導ができる。

● ● ● （２）（５）

⑤リハビリテーションや福祉用具の活用を検討す

るに当たり、インフォーマルも含めた地域の社

会資源を活用したケアマネジメントを指導でき

る。

● ● ● （４）

⑥ケアマネジメントの実践において、社会資源の開

発など地域づくりの視点を含め、課題や不足して

いる視点を認識し分析する手法及び改善方法の

指導ができる。

● ● ● （５）

⑦リハビリテーションや福祉用具の指導をする上

で、必要な情報を収集できる。
● ● ● （１）（３）（４）

４．内容 修得目標を踏まえ、本科目で研修すべき主な内容は以下の通りである。

（１）リハビリテーションサービスや福祉用具・住宅改修の必要性、適正な利用
①理学療法、作業療法、言語聴覚療法の必要性

・急性発症疾患（脳血管障害、骨折等）では、医療機関におけるリハビリテーションが不足していないか。

・不活発な生活による廃用症候群に対して、生活機能を向上させる必要はないか。

・移動様式（歩行⇔車いす）を変更する必要性はないか。

・日常生活動作において、利用者ができることを増やすことが可能か。

②福祉用具、住宅改修の必要性、適正な利用

・福祉用具（住宅改修）を使用することにより、できることが増えないか、行っていることが安全にならないか、介

護負担が軽減しないか。

・使い慣れるにつれて福祉用具の使い方が自己流になってしまい、危険が生じていないか。

・身体機能の変化により、福祉用具（住宅改修）が不適合を起こしていないか。

・福祉用具の消耗部品などに不具合はないか。

・住宅改修の設備などに不具合はないか。
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主任介護支援専門員 更新研修
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（２）医師やリハビリテーション専門職との連携、ネットワークづくり
①医療機関の特徴を把握する視点

・リハビリテーション専門医の配置の有無

・リハビリテーション専門職の数、勤務体制

・退院時カンファレンスの実施頻度、介護支援専門員の参加状況及びリハビリテーション職員の参加状況

・入院中の患者に対する自宅訪問調査の実施状況

・医療ソーシャルワーカーの有無

・入院患者の在宅復帰率

・訪問診療・往診の実施

・地域包括ケア病棟の指定の有無

②医療連携、ネットワークを把握する視点

・地域連携クリティカルパスを活用するなど、複数の医療機関がそれぞれの診療内容と治療経過、ゴール等を

共有するなどのシステムの有無

・医療機関あるいは有志の医療スタッフが主催する連携のための勉強会、情報交換会

・地域の医師会、看護協会、作業療法士会、理学療法士会、言語聴覚士会等の専門職団体による勉強会等

のネットワーク

③医療連携・ネットワークの課題分析手法及び改善指導方法について

・事例検討会や地域ケア会議等から、医療連携やネットワークについて個別の課題を抽出

・個別の課題から地域の共通の課題を導くなど、有効な改善指導方法について検討

（３）新たに開発された福祉用具や住宅備品の情報収集

（ア）福祉用具専門相談員からの情報収集

（イ）福祉用具貸与事業所等が行う新製品紹介等の勉強会、講習会等

（ウ）福祉機器展、住宅展

（４）ケアマネジメントの各プロセスにおける指導の視点・留意点
①インテーク

（ア）心身機能が低下している利用者が多いので、面接時に心身機能に配慮しているか。

（イ）生活環境によって、生活行為がかわってくるので生活場面でインテークをおこなっているか。

②アセスメント

（ア）治療中で改善が見込めるのか、あるいは進行性の疾患であるのかによってケアプランの目標や実施期間

の設定が異なるため、生活障がいの原因である疾患（脳血管障害、進行性疾患、筋骨格系疾患等）、経過に

ついて把握しているか。

（イ）脳卒中等で入院加療中の利用者では、医学的禁忌事項、病棟で実際にしている日常生活活動の自立度

について確認し、屋外・屋内移動、入浴、排せつ等での福祉用具の利用状況を把握しているか。

（ウ）慢性に進行する疾患（パーキンソン病、関節リウマチ等）では、利用者や家族の生活上の障がいへのこれ

までの対応を丁寧に聞き取り、生活障がいの全体像を把握しているか。

（エ）理学療法、作業療法、言語聴覚療法の適応判断の必要性について医師等の専門職から意見を聴取して

いるか。

（オ）福祉用具の導入、使用状況の必要性について確認する。

（カ）住環境について確認する。

（キ）福祉用具専門相談員等より情報を得る。

③ケアプラン原案作成

（ア）脳血管障害は、60～70歳代の発症が多く、加齢に伴う機能の低下が生活機能に大きく関与する。社会参

加の機会を確保し、廃用症候群を生じないような生活スタイルを確立しているか。

（イ）症状に日差変動、日内変動があるパーキンソン病や関節リウマチ等の疾患に対しては、症状の変動に配
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6 各科目のガイドライン

慮したケアプランを立案しているか。

（ウ）急激に進行する疾患（筋委縮性側索硬化症、がん末期等）では、自立を支援するための福祉用具を積極

的に活用する。最期までコミュニケーション手段を確保し、自己表現が可能となるような支援をしているか。

（エ）自立支援にむけた福祉用具貸与・購入、住宅改修をケアプランに位置づけているか。

④サービス担当者会議

（ア）理学療法、作業療法、言語聴覚療法の必要性について、医師、リハビリテーション専門職からの意見をも

らっているか。

（イ）失語症、注意障害、記憶障害といった高次脳機能障害は、運動麻痺とは異なり、目に見えない障がいで

あるので、リハビリテーション専門職に障がい像を確認しているか。

（ウ）脊髄損傷は、損傷の部位や程度によって、姿勢の保持や食事・整容などの動作も一人ひとり異なるため、

リハビリテーション専門職からの情報収集を怠らないようにしているか。

（エ）進行性疾患では、医師等から生活上の障がいの予後予測を確認しているか。

（オ）専門職に予後予測（生活機能の維持改善等）など今後の見通しの意見を受けているか。

⑤サービス提供や介入

（ア）生活機能向上のため、機能回復訓練からＡＤＬ・ＩＡＤＬ向上さらには役割の創出、社会参加の実現へア

プローチをしているか。

（イ）生活場面でのリハビリの視点を他サービス事業者へ伝えているか。

⑥モニタリング・再評価

（ア）急性発症タイプ（脳血管障害等）においては、退院後に実生活において、生活機能が変化することに留

意してモニタリングの計画を立案しているか。

（イ）筋委縮性側索硬化症、がん末期等では症状の進行により急激に生活機能の低下をきたすため、短期間

でのモニタリングが必要であることを理解し実践しているか。

（ウ）福祉用具専門相談員よりモニタリング情報を得る。個別サービス計画との連動性も考慮する。

⑦終結・フォローアップ

（ア）利用者が、生活機能改善を行い、主体的な取り組みができた時点で支援が必要かの評価を行い、自己

管理やセルフケアへの転換をはかっていくことができたか確認する。

（イ）心身状態や身体状況が改善したら、障がい受容が困難な利用者への勇気づけや役割をもつことも考えら

れることを提示できたか確認する。

（５）地域包括ケアシステムへの展開

（ア）地域づくりにむけたリハビリテーションや福祉用具の課題を把握しているか確認する。

（イ）リハビリテーションや福祉用具の地域課題に対して解決の方法を検討できているか確認する。

（ウ）地域づくりへと展開できているか確認する。

５．科目のポイント

（１）生活動作のできることを増やすといった「自立支援」の視点から、理学療法、作業療法、言語聴覚療法の

必要性について理解を促す。

（２）地域のリハビリテーション医療に関する連携、ネットワークの現状を把握し、活用することを促す。

（３）インフォーマルサービスを含めた社会資源の活用することを促す。

（４）生活環境（福祉用具や住宅改修等）をととのえることが自立支援にはリハビリテーションとともに必要である

ことの理解を促す。
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主任介護支援専門員 更新研修 講義・演習 

②－２ 看取り等における看護サービスの活用に関する事例

（目的） 

 看護サービスの活用が必要な事例を用いて主任介護支援専門員としての実践の振り返り

を行うことにより，看護サービスの活用に係る実践上の課題や不足している視点を認識し分

析する手法を深める。 

 また，分析結果を踏まえた資質向上に必要な取組と実践における改善策を講じることがで

きる知識・技術を修得する。 

（内容） 

・各自が担当している看護サービスの活用に関する主任介護支援専門員としての実践事例に

ついて振り返り，意見交換等を通じて，課題や不足している視点を認識し分析する。分析

に必要な根拠を明確にすることにより改善策を講じ，資質向上に向けた介護支援専門員に

対する指導及び支援を実践することができる知識・技能を修得する。

・看取り等を含む看護サービスを活用するに当たって重要となる医師や看護師等との連携方

法等ネットワークづくりの実践について，課題や不足している視点を認識し分析する手法

及び改善指導に関する講義を行う。

・看取り等を含む看護サービスの活用を検討するに当たり，効果的なものとなるようインフ

ォーマルサービスも含めた地域の社会資源を活用したケアマネジメントの実践において， 

社会資源の開発など地域づくりの視点を含め，課題や不足している視点を認識し分析する

手法及び改善指導に関する講義を行う。

形態 時間 内 容 備考 

講義 90 分 

・看取り等における看護サービスを活用するために必

要な知識及びケアマネジャーへの支援方法

・地域包括ケアシステムへの展開

演習 90 分 

・実践指導事例の発表と共有

・実践指導の振り返り

休憩 60 分 

演習 90 分 
・実践指導事例から把握された地域課題及び介護支援

専門員の課題の検討

演習 60 分 ・実践指導上の課題解決策の検討

グループ 30 分 

・振り返りと評価

・意見交換
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主任介護支援専門員 更新研修

6 各科目のガイドライン

１．目的

看護サービスの活用が必要な事例を用いて主任介護支援専門員としての実践の振り返りを行うことにより、

看護サービスの活用に係る実践上の課題や不足している視点を認識し分析する手法を深める。

また、分析結果を踏まえた資質向上に必要な取組と実践における改善策を講じることができる知識・技術を修

得する。

２．概要

・各自が担当している看護サービスの活用に関する主任介護支援専門員としての実践事例について振り返り、意

見交換等を通じて、課題や不足している視点を認識し分析する。分析に必要な根拠を明確にすることにより改

善策を講じ、資質向上に向けた介護支援専門員に対する指導及び支援を実践することができる知識・技能を修

得する。

・看取り等を含む看護サービスを活用するに当たって重要となる医師や看護師等との連携方法等ネットワークづ

くりの実践について、課題や不足している視点を認識し分析する手法及び改善指導に関する講義を行う。

・看取り等を含む看護サービスの活用を検討するに当たり、インフォーマルサービスも含めた地域の社会資源を

活用したケアマネジメントの実践において、社会資源の開発など地域づくりの視点を含め、課題や不足している

視点を認識し分析する手法及び改善に関する講義を行う。

３．関連科目と修得目標

(１)関連科目 研修体系において、本科目に関連性の高い科目は以下の通りである。

実務研修 ⑮-6 ケアマネジメントの展開「看取りに関する事例」

専門研修課程Ⅰ
⑤ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の実践

⑥-2 ケアマネジメント演習「看取り等における看護サービスの活用に関する事例」

専門研修課程Ⅱ
②-2 ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表

「看取り等における看護サービスの活用に関する事例」

主任介護支援専門員

研修

③ターミナルケア

⑨個別事例を通じた介護支援専門員に対する指導・支援の展開

主任介護支援専門員

更新研修

主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践

②- 2 看取り等における看護サービスの活用に関する事例
講義・演習

６時間
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6 各科目のガイドライン

（２）修得目標

修得目標
修得分野 対応する研修内容

※次項の番号に対応しています知識 技術 態度

①実践事例の意見交換・振り返りから、課題や

不足している視点を認識し、分析できる。
● ● ● （２）（３）

②分析に必要な根拠を明確にし、改善策を講

じ、介護支援専門員に対する指導及び支援を

実践できる。

● ● ● （２）（３）

③看護サービスを活用するにあたって重要と

なる医師や看護師等との連携方法等ネット

ワークづくりを指導できる。

● ● ● （１）（４）

④連携やネットワークづくりにおいて、課題や

不足している視点を認識し分析する手法及

び改善方法の指導ができる。

● ● ● （４）

⑤看護サービスの活用を検討するにあたり、イ

ンフォーマルサービスも含めた地域の社会

資源を活用したケアマネジメントを指導で

きる。

● ● ● （１）（２）

⑥ケアマネジメントの実践において、社会資源

の開発など地域づくりを含め課題や不足して

いる視点を認識し分析する手法及び改善方法

の指導ができる。

● ● ● （４）

⑦看取り等における看護サービスの活用事例

を指導する上で、必要な情報を収集できる。
● ● ● （１）（２）

４．内容 修得目標を踏まえ、本科目で研修すべき主な内容は以下の通りである。

(１) 看取りについての知識と基本的理解
①社会資源

（ア）医療保険・介護保険等

・介護保険制度の利用の過程の中で、訪問看護での末期癌のケア(再発予後不良など)、癌以外の疾患の急

性増悪による看取りのケアなど、医療保険が適用されるものがある保険の適用の組み合わせなど制度の理解

をしたうえで、看取りのケアマネジメントしていくことが必要である。

（イ）他の社会資源の活用

・看取りにおいて、医療的なサポートだけでは、利用者・家族の支援は当然できない。QOLを高めるためにも、

様々なインフォーマルサポート・サービスと共に社会資源の活用が必要である。活用における詳細について

は、「（専門研修課程Ⅰ・Ⅱ）社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例」の科目を参照のこ

と。

②訪問看護師との協働・連携

・訪問看護師と看取りの支援開始後も継続的にこまやかなアセスメントと評価をする。

・全体的な視点（ICF）からアセスメントし、訪問看護との情報交換により、さまざまな側面からアプローチをする。

・QOL を向上させるケアを社会資源活用を考慮しつつ取り入れてみる。
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・治療における予想される副作用や急変に対して観察を行い、徴候があれば直ちに医師に報告し、対処の指

示を仰ぐようルートを確保し訪問看護師と確認する。

・できるだけ予防的に対処し、苦痛や不安を生じないようにすることが重要である。

③多職種との連携

・療養者や家族は様々な思いを抱えながら看取りの時期を迎える。看取りの時期に入っても、気持ちは揺れ動

くことがある。療養者や家族の思いを聞き支えていくには、医療の関わりだけでは不十分である。多職種の連

携は大きな支えとなっていく。そのことを自覚し、多職種との連携を図ることが大切になる。

④疼痛緩和

・看取りにおいて必要とされる援助は、癌末期の場合は特に症状緩和のための疼痛コントロールであり、医師

や薬剤師との協働で行う必要がある。癌疾患の利用者だけではなく、他の疾患においても症状が悪化した場

合には、もちろん何らかの痛みの緩和ケアが必要となる。

⑤トータルペインの理解

・癌末期の利用者の疼痛はトータルペインと呼ばれ、身体的のみならず、さまざまな要因が絡み合っている。

十分なアセスメントが必要である。上記で述べているが、癌末期に限らず、看取りの時期では様々な痛みが

伴う。その場合にも全体的な捉えとしてのアセスメントが必要となる。

⑥ペインマネジメントにおける介護支援専門員の役割

・疼痛治療の原理原則を十分に理解する。

・訪問看護師との連携により、疼痛治療の効果を最大限に有効に使用できるよう調整する。

・副作用を最小限にするために、使用前に十分に医療職との共通認識、調整をはかりケアプランに反映させ、

患者が家族とともに実践できるよう支援する。

⑦ケア

（ア）利用者・家族へのケア

・看取りの時期にある利用者を抱えた家族は、不安を抱えている。

・利用者・家族の思いに耳を傾けることが重要である。

・家族が安心して介護できるように、家族が一生懸命やれていることを支持できる(指示ではない)ことが重要で

ある。

・利用者と家族の思いがずれる場合もあり、調整が必要な場合もある。

・死の瞬間までよりよい QOL の実現をサポートする。

・フォーマルサービスとインフォーマルサービスを組み合わせて、利用者・家族が孤立感をもたず、人や社会と

つながりつつ生きることを支えることが重要である。

（イ）遺族へのケアについて

・遺族の中には、身体症状として胃潰瘍を起こしたり、血圧の変動があったり、またうつ状態に陥ったりと、家族

を失った喪失の悲しみから立ち直れない状態の人もいる。

遺族のケアにも十分モニタリングしていくことを、遺族の心情の理解とともに役割として認識させる。

・訪問看護師は亡くなった後 1 カ月頃に訪問したり、電話訪問したり、機会を見つけて声をかけ、必要によって

は専門の医師につないだりするため、介護支援専門員はともに遺族をフォローし、遺族の集まりを紹介するこ

とも重要となる。

【項目のポイント】
・介護支援専門員がターミナルにおける利用者のケアマネジメントを展開する場合、どんな対象で、

どの段階なのかが整理されないため、事例そのものを支援困難にしていないか確認する。

・介護支援専門員がどんな対象なのか整理し全体像を捉えられているか確認する。

・ターミナルとひとことで言っても、その形態はさまざまであることから、その全体像から現状を押

さえているか確認する。

・個々に応じたケアマネジメントができているか、一律のパターンでの関わりでないことを指導する。

・ひとりでケアマネジメントするのではなく、チームでマネジメントしているか確認する。
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・介護支援専門員が、痛みやターミナルを迎える不安・苦痛の理解がないために、訴えに振り回され

ないよう、医療との連携が必要であることを主任介護支援専門員は示唆する。つまり、疼痛緩和に

どんな治療が行われているのか、訪問看護が入っている場合には、訪問看護師と情報や現状を共有

することが必要であることを指導する。

・訪問看護が入っていない場合は、かかりつけ医と連絡をとり、訪問看護の導入の必要性など専門的

な意見を伺うことを指導する。

(２) ケアマネジメントの各プロセスにおける留意点
①インテーク

（ア）利用者の希望や意思を確認し、十分な情報提供に基づく自己決定を尊重しているか。

（イ）かかわりはじめの時期に、家族が介護役割をどのように担い、どのような看取り方を希望するのか、介護に

対する希望や期待度を確認しているか。

②アセスメント

・最期まで利用者の役割を果たし社会性を維持したアセスメントがなされ、ケアプランに反映されているか。

③ケアプラン原案作成

・病状の変化を把握したケアプランになっているか。

④サービス担当者会議

・意思決定の尊重がなされているか。

・利用者とのコミュニケーションが難しくなった場合、家族のみの意向が優先されていないかを確認する。

・個別ケアから地域課題も視野に入れて参加しているか。

・ケアや日々の状況をチーム全体が確認閲覧できる記録やコミュニケーション手段などの方法を適切な時期に

提案できているか。

・急変時の対応手順や緊急連絡先を共有できているか。

・必要があれば感染予防について確認し共有できているか。

⑤サービスの提供や介入

（ア）医療との連携により疼痛やその他の症状コントロールのための経済的負担や利用者・家族への説明責任

がなされているか。

（イ）共感的な態度をもって関わりができているか。

・痛みの対応については特に、共感的な態度で行われているか。

⑥モニタリング・再評価

（ア）看取りでは症状の進行により急激に生活機能の低下をきたすため、適切にモニタリングができているか。

（イ）病状や心情の変化に応じてサービス内容やサービス提供頻度を提案しているか。

（ウ）終末期のプロセスが医療職やチーム、利用者と共有されているか。

⑦終結・フォローアップ

・介護者家族のグリーフケアを検討し対応状況について確認する。

【項目のポイント】
・主任介護支援専門員は、介護支援専門員が、利用者や家族の訴えを十分聞き、医療との連携が必要

であること意識した上で振り返りがなされているかを押さえる。また、痛みや苦痛はどこに原因が

あるのか、全体的な対象理解ができているか、その上で課題分析がなされているか主任介護支援専

門員は確認していく必要があることを助言する。訪問看護が入っている場合には、医師からの指示、

今後の状況変化、急変時などの対応方法、情報と現状を共有することが必要であることを認識して

いるか確認することを指導する。

・介護支援専門員が死を前にした利用者だけではなく、看取る家族でもあることを理解できているか

を確認し指導する。

・自己実現は、家族の不安や戸惑いを解消しつつ、家族がもつ力を引き出しつつ、同伴者として最後

まで安心してそばに寄り添うことを可能にするため、家族の不安や戸惑いを聞き、訪問看護との役

割分担・情報共有を図るようにしているかを確認し指導する。

・チームでの方向性が異なり、対応する専門職がバラバラであると家族の不安が増大すること、また
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介護支援専門員自身が自信をもって寄り添えるようなチームアプローチが図れるよう、カンファレ

ンスやケアプランを通して方向性・役割分担を共有しているか確認し指導する。

（３）段階ごとの介護支援専門員への指導・支援の視点

（ア）在宅ケアの開始期(開始後 1週間以内)

・在宅ケアが落ち着く安定期、死が間近に迫ってくる終末期(死亡前の 1 週間)、それから亡くなる直前の臨死

期であることをアセスメントできているか。

・開始期は、患者も家族も不安が大変強く、在宅を選んだことに対する迷いがまだ強い時期で、この不安と迷

いを解消して安定期へとつなぐケアプランになっているか。

・不安は病院から自宅へ帰ることに関係しているので、病院を離れて在宅で新たな生活が安心してスタートで

きるように医療機関や多職種との連携が図られているか。

・在宅での医療処置が安全に行われるよう、家族にゆだねる作業のやり方を十分に理解・修得しているか、医

療機関および訪問看護師との確認がとれているかまた、それに関する家族の不安等、アセスメントができて

いるか。

（イ）安定期

・目標は、「死の受容」である。

・死の受容とは文字どおり、死を受容した生き方である。

・死を受容した生き方とは、「死を見つめつつ(死から目をそむけず)、希望をもって、今を生きる」ということ。そ

のような生き方ができるような支援を行う。

・介護支援専門員がどのように死を捉えているか、その捉えが療養者と向き合う時に影響を及ぼすことを主任

介護支援専門員は踏まえ、介護支援専門員が振り返られるよう支持的指導をする。

（ウ）死が目前に迫った臨死期

・家族が最も不安になり、かつ気持ちのうえでも一番つらい時期であることを踏まえたアセスメントになってい

るか。

・この時期は家族のつらい気持ちに寄り添う関わりとして、チーム全体が共有しているか。

・死が間近に迫ると、医療者は死亡時期を推定することができる。訪問看護師との情報共有から支援の方向

性を確認、チームで共有できているか。

・主治医および訪問看護師は、家族には予測される死亡時期を伝え、家族に最終的な死の受け止めができ

るような支援を行う時期であることを、カンファレンス等で確認し、支援の方向性の一致を図れているか。

・意識がないようにみえても、患者さんは家族の方たちの声や振る舞いを、最期の最期までわかっている。

「たとえ反応はなくても、語りかけ、心を通わせて最期のときを過ごしてください」という言葉が大切となるよう

な、関わりをチームで家族を支えることができているか

・事情がわからない人が突然入り込んで、神聖な看取りのときを混乱させないように、かかわった家族だけで

最期を見守るように配慮しなければならないが、周辺の動きをいち早くとらえ、家族の心情の変化を継続し

て観察できるよう支援体制を整えられているか。

（エ）死の時期

・看取る家族が患者の死をどこで判断するか、家族は何をすればよいのか、往診に来た医師は何をするのか

(死亡確認と診断書の作成)について詳しく説明する役割分担がカンファレンス等でなされているか。

・一般的には、看取る家族は患者の呼吸運動の停止によって死を認識する。

・医師が往診して死亡診断がなされると、家族は看護師とともにご遺体のケアをする。その際に医師への連絡

方法との確認ができているか、休日や夜間はどうするのかなどの確認ができているか。

・ご遺族を対象としたケアのことを遺族ケアという。

・在宅での看取りは病院での死とは異なり、一般的に家族の満足度が非常に高い。

・しかし、家族にとってそのときは納得がいく死であっても、後になってこれでよかったのだろうか、足りないこと

はなかっただろうかと自問することがよくある。したがって、亡くなった直後の家族ケアは、このような家族の
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自責の念を軽くするような配慮のある支援について訪問看護師とできているか。

【項目のポイント】
・各段階の特徴を踏まえ、利用者および家族がどんな状況にあるかアセスメントし、支援していくこ

とを押さえる。

（４）地域包括ケアシステムへの展開

（ア）利用者の希望にそった看取り等ができる地域づくりにむけた課題を把握しているか確認する。

（イ）看取り等ができる地域づくりにむけての地域課題に対して解決の方法を検討できているか確認する。

（ウ）利用者の希望に沿った看取り等ができる地域づくりへと展開できているか確認する。

５．科目のポイント

（１）看取りの実践方法を共有するとともに、自らの実践において足りない視点を認識することにより、今後の活

動の改善につなげられるようにする。

（２）各段階における利用者及び家族の心情の変化を知り、それに応じたケアマネジメントができる。

（３）看取りでのケアマネジメントが展開できることと同時に、看取りにかかわる介護支援専門員の指導を理解する。

（４）利用者及び家族、そこを支援する介護支援専門員の関係を見極めて支援できること。

（５）介護支援専門員の支援をしつつ、看取りの状態にある利用者及び家族の支援を担保できる。

（６）各段階時に陥りやすい利用者及び家族の課題、介護支援専門員の現状と課題から支援できること。

（７）直接かかわる介護支援専門員がケースの課題を把握でき自ら支援できるよう、指導をすることができる。
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②－３ 認知症に関する事例

（目的） 

 認知症に関する事例を用いて主任介護支援専門員としての実践の振り返りを行うことに

より，認知症の要介護者等に関する実践上の課題や不足している視点を認識し分析する手法

を深める。 

 また，分析結果を踏 まえた資質向上に必要な取組と実践における改善策を講じることが

できる知識・技術を修得する。 

（内容） 

・各自が担当している認知症ケースに関する主任介護支援専門員としての実践事例について

振り返り，意見交換等を通じて，課題や不足している視点を認識し分析する。分析に必要

な根拠を明確にすることにより改善策を講じ，資質向上に向けた介護支援専門員に対する

指導及び支援を実践することができる知識・技能を修得する。

・認知症の要介護者等及び家族を支援するに当たり重要となる医療職をはじめとする多職種

や地域住民との連携方法等ネットワークづくりの実践について，課題や不足している視点

を認識し分析する手法及び改善指導に関する講義を行う。

・認知症である要介護者等の支援方法を検討するに当たり，効果的なものとなるようインフ

ォーマルサービスも含めた地域の社会資源を活用したケアマネジメントの実践において， 

社会資源の開発など地域づくりをの視点を含め，課題や不足している視点を認識し分析す

る手法及び改善指導に関する講義を行う。

形態 時間 内 容 備考 

講義 90 分 

・認知症に関する知識及びケアマネジャーへの支援方

法

・地域包括ケアシステムへの展開

演習 90 分 

・実践指導事例の発表と共有

・実践指導の振り返り

休憩 60 分 

演習 90 分 
・実践指導事例から把握された地域課題及び介護支援

専門員の課題の検討

演習 60 分 ・実践指導上の課題解決策の検討

グループ 30 分 

・振り返りと評価

・意見交換
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１．目的

認知症に関する事例を用いて主任介護支援専門員としての実践の振り返りを行うことにより、認知症の要介護

者等に関する実践上の課題や不足している視点を認識し分析する手法を深める。また、分析結果を踏まえた資

質向上に必要な取組と実践における改善策を講じることができる知識・技術を修得する。

２．概要

・各自が担当している認知症ケースに関する主任介護支援専門員としての実践事例について、振り返り、意見交

換等を通じて、課題や不足している視点を認識し分析する。分析に必要な根拠を明確にすることにより改善策

を講じ、資質向上に向けた介護支援専門員に対する指導及び支援を実践することができる知識・技能を修得す

る。

・認知症の要介護者等及び家族を支援するに当たり、重要となる医療職をはじめとする多職種や地域住民との

連携方法等ネットワークづくりの実践について、課題や不足している視点を認識し分析する手法及び改善指導

に関する講義を行う。

・認知症の要介護者等の支援方法を検討するに当たり、インフォーマルサービスも含めた地域の社会資源を活

用したケアマネジメントの実践において、社会資源の開発など地域づくりの視点を含め、課題や不足している視

点を認識し分析する手法及び改善指導に関する講義を行う。

３．関連科目と修得目標

(１)関連科目 研修体系において、本科目に関連性の高い科目は以下の通りである。

実務研修 ⑮-3 ケアマネジメントの展開「認知症に関する事例」

専門研修課程Ⅰ ⑥-3 ケアマネジメント演習「認知症に関する事例」

専門研修課程Ⅱ ②-3 ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表「認知症に関する事例」

主任介護支援専門員

研修
⑨個別事例を通じた介護支援専門員に対する指導・支援の展開

主任介護支援専門員

更新研修

主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践

②-3 認知症に関する事例
講義・演習

４時間
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（２）修得目標

修得目標
修得分野 対応する研修内容

※次項の番号に対応しています知識 技術 態度

①実践事例の意見交換・振り返りから、課題や

不足している視点を認識し分析できる。
● ● ● （１）（２）

②分析に必要な根拠を明確にし、改善策を講

じ、介護支援専門員に対する指導及び支援を

実践できる。

● ● ● （１）（２）

③認知症の要介護者等並びに家族への支援に当

たって重要となる医療職をはじめとする多職

種、地域住民との連携方法等ネットワークづ

くりを指導できる。

● ● ● （１）（３）

④連携やネットワークづくりにおいての課題

や不足している視点を認識し分析する手法

及び改善方法の指導ができる。

● ● ● （１）（３）

⑤認知症の要介護者等の支援方法を検討する

にあたり、インフォーマルサービスも含めた

地域の社会資源を活用したケアマネジメン

トを指導できる。

● ● ● （１）（２）

⑥ケアマネジメントの実践において、社会資源の

開発など地域づくりを含め、課題や不足してい

る視点を認識し分析する手法及び改善方法の

指導ができる。

● ● ● （３）

⑦認知症に係る事例の指導をする上で、必要な

情報を収集できる。
● ● ● （２）

４．内容 修得目標を踏まえ、本科目で研修すべき主な内容は以下の通りである。

（１）認知症に関する知識の修得・基本的理解
①認知症や精神疾患に関する医学的・心理的基礎知識の向上

・各自が持ち寄った認知症の実践指導事例について振り返り、実務研修、専門研修Ⅰ・Ⅱで修得した知識が生

かされているかを確認する。

・認知症は原因疾患によって症状が異なるので、ケアの方向性を症状に適切に合わせなければならないことを

確認する。特に、介護現場で多く見られるアルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、

前頭側頭型認知症などの特徴を踏まえたケアマネジメントができているか確認する。

・各自が持ち寄った実践指導事例を振り返り、お互いの意見交換等を通じて課題や不足している視点を分析す

る。分析に必要な根拠を明確に説明できる。

【項目のポイント】
・専門研修Ⅰ・Ⅱ、主任介護支援専門員研修等やそれ以降の実務経験でも学習している内容であるが、

介護現場では個別の生活状況によって状況が異なってくる。その特異性にのみ目を奪われることな

く、基本的知識の重要性を明らかにして、分析に必要な根拠を明確にできるように指導ができるよう

に伝える。
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②認知症に関わる介護支援専門員の資質向上に向けた指導及び支援

・認知症の要介護者等の支援において、利用者の能力を適切に判断することが大変難しいため、提供者側中

心の介護になっていないか確認し、本人中心の視点でとらえられるように指導・支援する。

・ＢＰＳＤなどに惑わされずに、利用者の残存能力、潜在能力を把握して、できることを増やしていく支援をするこ

とが重要である。そのためには、生活状況の中で能力判断を行う必要性を説明する。

【項目のポイント】
・認知症の要介護者においては、尊厳の保持は非常に重要なことである。また、認知症のために利用者

の能力を適切に把握するためには、実際の生活場面で丁寧に観察して、利用者の言葉と行動を観察す

ることが重要であることに気付いてもらう。

③認知症の要介護者並びに家族への支援と医療職などの多職種、地域住民とのネットワーク

・在宅生活継続のために家族の介護負担軽減は大変重要な課題である。そのため、家族を中心に考えてしまう

可能性が高いが、実際要介護者の能力が改善し、生活が落ち着くことで、家族が介護を継続する事ができるよ

うになることを理解する。

・医療との連携が非常に重要であるが、疲労した家族の意見のみでは薬の増量など起こる可能性があることを

理解し、介護支援専門員として、利用者の状況の明確な説明ができるようになる。

・医療職による適切な支援は家族に精神的安定をもたらすことを理解する。

・多職種のチームを作り、それぞれの専門性を活かすことで、色々な分野の支援ができることを理解して貰う。

・地域住民を含めたネットワーク作りは、地域の中で認知症の要介護者及び家族を孤立させず、精神的な支え

になる。徘徊ネットワークなど共に支える地域になる事を目指すように指導する。

【項目のポイント】
・初期から終末期まで、在宅生活を支援していく視点を明確にする。その経過の中で、医療との連携の

重要性を伝える。特に激しいＢＰＳＤが急に起こった場合など、治療の必要性を検討する。地域の中

で、家族が孤立したために起こった課題などを例示したり、地域住民のネットワークの重要性を説明

する。

④インフォーマルサービスを含めた地域の社会資源

・認知症の要介護者等の支援は地域全体で取り組むことが重要である。地域のインフォーマルサービスには、

認知症高齢者を直接支える地域の見守り体制、認知症サポーター、徘徊高齢者 SOS ネットワークといったもの

があることを理解したうえで、ケアマネジメントに活用できているか確認することができる。

・これに加えて、当事者間、家族間の交流の場の確保や認知症高齢者を支える家族を地域が支える仕組みや、

認知症高齢者のケアに携わる介護職どうしの連携を支える仕組み、介護職と他の専門職との連携を支える仕

組みなど、重層的な仕組みを構築し、それを活用することが必要である。ケアマネジメントの実践において、社

会資源の開発など地域づくりを含め、課題や不足している視点を認識し分析する手法及び改善方法の指導を

実施できる。

【項目のポイント】
・主任介護支援専門員は、事例を活用して、さまざまな社会資源の具体的な活用方法を示すことが必要

である。また、地域の現状を適切に把握して、不足している社会資源の開発など積極的に取り組む必

要性を理解してもらう。

（２）ケアマネジメントの各プロセスにおける指導上の留意点
①インテーク

・初回面接の目的である相談内容の確認及び主介護者とキーパーソンの確認ができているか。

・信頼関係が築けているか。

・認知症の要介護者等へのコミュニケーションの工夫がなされているか。

②アセスメント

(ア)アセスメント手法
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・認知症に適切なアセスメントは、身体状況だけでなく精神的状況や利用者の思いを明らかにすることができる

もので、一つのアセスメント様式で網羅できない場合は、いくつかの様式を組み合わせることができているか。

・情報を収集・整理する際は、利用者の言葉を聞き取るセンター方式等活用するなど適切なアセスメントができ

ているか。

・収集・整理した情報を分析しニーズを抽出する際は、ひもときシート等や課題整理総括表等を活用することが

できているか。

・アセスメントに際して、利用者の意向の確認を丁寧に行うことができているか。

③ケアプラン原案作成

・優先順位のつけ方、地域の社会資源の活用方法、チームアプローチができているか。

・利用者の意向にそったケアプランが作成できているか。

・利用者の生きがいや社会参加につながるようなケアプランが作成されているか。

・認知症の悪化を予防するようなケアプランになっているか。

④サービス担当者会議

・利用者の意向の確認、家族の介護負担の軽減、対応方法の明確化・共有はできているか。

・地域の社会資源の活用に関する多職種からの専門的な意見を聴取できているか。

⑤サービスの提供や介入

・個別サービス計画の確認、具体的サービス内容の確認、なじみの関係、適切な環境作りができているか。

・生活機能向上のため、ＡＤＬ・ＩＡＤＬの向上さらには役割の創出、社会参加の実現へアプローチできているか。

⑥モニタリング

・利用者の状況変化、家族の介護状況にあわせて修正ができているか。

・サービス提供状況の確認ができているか。

・短期目標の到達状況、本人の生活状況の確認ができているか。

・利用者主体の選択と決定、虐待の疑いにおける通報義務等はできているか。

⑦終結・フォローアップ

・施設へ入所した場合には、自宅での生活の継続ができているか、在宅での情報を施設へ提供するなどできて

いるか。

【項目のポイント】
・実践事例の意見交換・振り返りから、課題や不足している視点を認識し分析できるように指導・支援

できるようになる。認知症の要介護者等に合ったセンター方式、ひもときシートなどの様式を活用で

きるようにその特徴を理解しておく。パーソンセンタードケアの理念を常に意識してケアマネジメン

トを行うように指導・支援する。

（３）地域包括ケアシステムへの展開

・多職種協働及び地域ケア会議の活用が実施できているか確認することができる。

（介護支援専門員、地域包括支援センター職員、行政、かかりつけ医、サービス提供事業所、友人・知人等）

・地域生活を支える医療サービス、地域生活を支える介護サービス、地域住民によるサービス・関わりなどの地

域づくりができているか確認し、課題や不足している社会資源があれば地域全体として取り組むことを提案でき

るように指導できる。

・地域において認知症の正しい理解の促進のために、認知症サポーター養成事業などを通してさまざまな年代

の地域住民に向けて発信することができる。

・地域住民による見守りネットワーク体制の構築、ボランティアなど新しい取り組みを実施できる。

【項目のポイント】
・地域包括ケアの中で、認知症要介護者等が初期から終末まで継続して暮らし続けられるような地域づ

くりを意識して活動できるように指導・支援する。模擬徘徊ネットワークの実践などを通して、地域

住民が積極的に関われるような地域づくりの方法を提示する。
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５．科目のポイント

実務研修、専門研修Ⅰ・Ⅱ、主任介護支援専門員研修等で学んだ事が活かされているか。認知症の種類別の

原因、生活行為の改善可能性、家族支援の生活状況の確認を行ったうえで、演習を展開する。また、主任介護

支援専門員更新研修の受講者は、主任介護支援専門員研修終了後、継続的な学習及び指導的な立場で実践

を積んできたと考えられる。そこで実践した中で、認知症のケアマネジメントが適切に行われていたか振り返り、ま

た、介護支援専門員への指導が根拠に基づくもので、役に立っていたか確認する。

（１）演習に当たっては、課題整理総括表や評価表等を活用し、課題分析を通じたニーズの抽出やモニタリング

時の評価における指導のポイントの理解につなげる。

（２）認知症の特性等に関しては、医療的な内容に踏み込みすぎず、ケアマネジメントを行う上で必要な基本的

知識についての理解につながるよう留意する。
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A さん（アルツハイマー型認知症）

トイレの場所が分からないのか，部屋の隅で放尿するようになり困っている。職員が付

き添い誘導しているが，うまくいくときといかないときがあり後始末が大変。

夜中にホールの隅の方で放尿することもある。

 施設での生活に慣れてきたためなのか，「いい天気だから散歩に行きましょう～」と言っ

て手を引こうとすると，払いのけて「何するの！」と言って拒否したりする等，職員に対し

て反抗的な態度や言動がみられるようになった。

周りの入所者は夜寝るのが早く，夕飯を食べ終わるとそれぞれ自分の部屋で休むが，A さ

んはホールにいて「他の人は？」と尋ねてくるので，「みんな部屋で休みました」と説明し

ても納得せず，他の入所者の居室を覗きにいくなどの迷惑な行動があり困っている。

 風呂敷や自分の着ている服に，本棚に置いてある本や食事の残りなどを包み持ち歩くこ

とが多くなった。何度もやめるように注意しているけれども言うことを聞いてくれない。

 帰宅願望が頻繁になってきた。夕方になると「家に帰る！」と言って落ち着きがなくなり，

玄関から外に出ていこうとするようになり困っている。家族に連絡し協力を求めても，「仕

事があるので…」という理由で来てくれず，非協力的である。

2015.08.05. jk。 
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②－４ 入退院時等における医療との連携に関する事例

（目的） 

 入退院時等における医療との連携に関する事例を用いて主任介護支援専門員としての実

践の振り返りを行うこにより，医療との連携に関する実践上の課題や不足している視点を認

識し分析する手法を深める。 

 また，分析結果を踏まえた資質向上に必要な取組と実践における改善策を講じることがで

きる知識・技術を修得する。 

（内容） 

・各自が担当している入退院時等における医療との連携に関する主任介護支援専門員として

の実践事例について振り返り，意見交換等を通じて，課題や不足している視点を認識し分

析する。分析に必要な根拠を明確にすることにより改善策を講じ，資質向上に向けた介護

支援専門員に対する指導及び支援を実践することができる知識・技能を修得する。

・入退院時等において重要となる医療職をはじめとする多職種との連携方法等ネットワーク

づくりの実践について，課題や不足している視点を認識し分析する手法及び改善指導に関

する講義を行う。

・入退院時における支援を検討するに当たり，効果的なものになるようインフォーマルサー

ビスも含めた地域の社会資源を活用したケアマネジメントの実践において，社会資源の開

発など地域づくりの視点を含め，課題や不足している視点を認識し分析する手法及び改善

指導に関する講義を行う。

形態 時間 内 容 備考 

講義 90 分 

・入退院時における医療との連携のために必要な知識

及びケアマネジャーへの支援方法

・地域包括ケアシステムへの展開

演習 90 分 

・実践指導事例の発表と共有

・実践指導の振り返り

休憩 60 分 

演習 90 分 
・実践指導事例から把握された地域課題及び介護支援

専門員の課題の検討

演習 60 分 ・実践指導上の課題解決策の検討

グループ 30 分 

・振り返りと評価

・意見交換
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１．目的

入退院時における医療との連携に関する事例を用いて、主任介護支援専門員としての実践の振り返りを行うこ

とにより、医療との連携に関する実践上の課題や不足している視点を認識し分析する手法を深める。

また、分析結果を踏まえた資質向上に必要な取組と実践における改善策を講じることができる知識・技術を修

得する。

２．概要

・各自が担当している入退院時等における医療との連携に関する主任介護支援専門員としての実践事例につい

て振り返り、意見交換等を通じて、課題や不足している視点を認識し分析する。分析に必要な根拠を明確にす

ることにより改善策を講じ、資質向上に向けた介護支援専門員に対する指導及び支援を実践することができる

知識・技能を修得する。

・入退院時等において重要となる医療職をはじめとする多職種との連携方法等ネットワークづくりの実践につい

て、課題や不足している視点を認識し分析する手法及び改善指導に関する講義を行う。

・入退院時における支援を検討するに当たり、効果的なものになるようインフォーマルサービスも含めた地域の社

会資源を活用したケアマネジメントの実践において、社会資源の開発など地域づくりの視点を含め、課題や不

足している視点を認識し分析する手法及び改善指導に関する講義を行う。

３．関連科目と修得目標

(１)関連科目 研修体系において、本科目に関連性の高い科目は以下の通りである。

実務研修

⑩ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の意義」

⑮-1 ケアマネジメントの展開「基礎理解」

⑮-2 ケアマネジメントの展開「脳血管疾患に関する事例」

⑮-3 ケアマネジメントの展開「認知症に関する事例」

⑮-4 ケアマネジメントの展開「筋骨格系疾患及び廃用症候群に関する事例」

⑮-5 ケアマネジメントの展開「内臓の機能不全（糖尿病、高血圧、脂質異常症、心疾

患、呼吸器疾患、腎臓病、肝臓病等）に関する事例」

⑮-6 ケアマネジメントの展開「看取りに関する事例」

専門研修課程Ⅰ
⑤ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の実践

⑥-4 ケアマネジメント演習「入退院時における医療との連携に関する事例」

専門研修課程Ⅱ
②-4 ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表

「入退院時等における医療との連携に関する事例」

主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践

②-4 入退院時における医療との連携に関する事例
講義・演習

６時間
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主任介護支援専門員 更新研修

6 各科目のガイドライン

主任介護支援専門員

研修

⑦ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の実現

⑨個別事例を通じた介護支援専門員に対する指導・支援の展開

主任介護支援専門員

更新研修

（２）修得目標

修得目標
修得分野 対応する研修内容

※次項の番号に対応しています知識 技術 態度

①実践事例の意見交換・振り返りから、課題や

不足している視点が分析できる。
● ● ● （１）（４）

②分析に必要な根拠を明確にし、改善策を講

じ、介護支援専門員に対する指導及び支援を

実践できる。

● ● ● （４）

③入退院時等において重要となる医療職をは

じめとする多職種との連携方法等ネットワ

ークづくりを指導できる。

● ● ● （２）（５）

④連携やネットワークづくりにおいて課題や

不足している視点を認識し分析する手法及

び改善方法の指導ができる。

● ● ● （２）（５）

⑤入退院時における支援を検討するに当たり、

インフォーマルサービスも含めた地域の社

会資源を活用したケアマネジメントを指導

できる。

● ● ● （４）

⑥ケアマネジメントの実践において、社会資源の

開発など地域づくりを含め、課題や不足してい

る視点を認識し分析する手法及び改善方法の

指導ができる。

● ● ● （３）（５）

⑦地域及び事業所の介護支援専門員を医療機

関につなぐことができ、入退院時における医

療連携ルール等の指導・助言ができる。

● ● ● （２）（４）

⑧地域の医療連携に係る課題について、地域ケ

ア会議等への提言ができる。
● （３）（５）

⑨入退院時における医療との連携に係る事例の

指導をする上で、必要な情報を収集できる。
● ● ● （１）（３）
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主任介護支援専門員 更新研修

6 各科目のガイドライン

４．内容 修得目標を踏まえ、本科目で研修すべき主な内容は以下の通りである。

（１）主任介護支援専門員自身の振り返り

・主任介護支援専門員としての実践を振り返り、医療との連携におけるケアマネジメントの自己分析ができる

・今後、地域の医療連携の推進にむけて必要な取り組みと、不足している視点等について、解決策を具体的

に提案することができる。

・実践事例を通した医療との連携における経験を、地域のケアマネジメントの資質向上に向けた、具体的な取

り組みへと展開できる。

・個別指導支援、人材育成の実施・支援、ネットワークづくり、地域づくりなどの実践を振り返り、地域の特性、

現状、問題点・工夫した点、今後の課題の分析ができる。

・介護支援専門員に対する指導・支援につなげていくことを目指した考察ができる（ケアマネジメントや倫理等

にもとづく分析・他事例との比較・複数事例を通じた共通点の抽出・統計データ等での根拠づけなど）

・他法・他制度の必要性を伝えられる。

【項目のポイント】
・主任介護支援専門員として、自己の実践事例を通して振り返ることの重要性を理解し、介護支援専

門員への指導・助言に必要な視点を学ぶ。

（２）介護支援専門員の指導及び支援
①入院時の連携

・担当介護支援専門員に、入院先の医療機関の機能やルール、特徴等を説明し、速やかに対応できるよう支

援できる。

・入院先の地域医療連携室や医療福祉相談室等に、担当介護支援専門員を紹介することができる。

・医療機関の業務の流れのスピードに合わせて、医療情報を的確に伝達できる。

・入院時における連携の留意点を、担当介護支援専門員に説明することができる。

・入院時に医療機関に伝えるべき情報を、担当介護支援専門員と一緒に考えることができる。

・個人情報を踏まえて医療機関と連携を図る旨、利用者や家族に事前に確認し、同意を得ておくよう指導する

ことができる。

②入院中の連携

・担当介護支援専門員に、地域医療連携室や医療福祉相談室に、具体的な相談ができるよう助言できる。

・入院先の主治医等にアポイントをとり、途中経過について確認するための手順を、担当介護支援専門員に説

明する。

・入院中の様子を在宅かかりつけ医を含めたチームに、きちんと情報提供をするよう助言できる。

・退院に向けての準備を、早めに動くことができる。いつまでに、何を準備すればよいか、どのような情報を医

療機関から得ておく必要があるか、担当介護支援専門員に指導・助言することができる。

・利用者・家族の意向を確認し、入院先の医療機関に伝えておくべき情報は、的確に伝達できるよう助言できる。

③退院前の連携

・退院前カンファレンスの開催の必要性を確認し、開催目的の共有をするよう担当介護支援専門員に助言す

ることができる。

・退院前カンファレンスの内容によっては、介護支援専門員が司会進行をすることができる。

・在宅かかりつけ医や訪問看護師等に、退院前カンファレンスの参加を促し、調整することができる。

・病状変化や再発など、リスクマネジメントを踏まえた退院準備の重要性を説明することができる。

・利用者、家族が病院側からどのように聞いているか、事前に確認するよう助言することができる。

・退院に向け在宅の環境を整えることができる。

④退院時から退院後の連携

・退院日の様子、退院後数日の様子を速やかに確認し、医療機関に情報をフィードバックすることができる。

・退院時に医療機関から受け取る情報を、在宅チームへ速やかに伝達できる。
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・退院時にかかりつけ医へ、予定通り退院した旨を伝えることができる。

【項目のポイント】
・入退院時何を支援するか、チームアプローチの視点、目的の共有することの大切さを伝えることが

できる。

・機能分担と連携のあり方を伝えることができる。

・リスクマネジメント、緊急時の対応、危機感の共有の大切さを伝えることができる。

（３）不足している社会資源の発見と地域へのアプローチ

・入退院時に必要な利用者・家族の協力体制

・医師、看護師以外の、その他の医療職との連携の視点

・救急と介護の連携に必要な情報共有の視点

・連携が取りにくい医療職に対するアプローチの方法

・医療との連携を実践の場で学ぶための、現場での実地指導の仕組み作り など

・各地域で抱える課題を共有し、自分の地域へのアプローチの具体的対応策を検討できる。

・インフォーマルサービスを含めた社会資源を活用したケアマネジメントの実践

【項目のポイント】
・自己の経験による地域医療機関とのネットワークを通じて、介護支援専門員が医療と連携しやすい

環境づくりへのソーシャルアクションが必要であることを伝えることができる。

（４）ケアマネジメントの各プロセスの指導における留意点
＊退院にむけて 新規相談を受けた場合を想定

①インテーク

（ア）退院にむけて入院先の医療機関と情報の交換をしながら、退院に向けて準備をしていくことなど、介護支

援専門員の役割を伝え、利用者・家族に退院に向けて不安がない関わりができたか確認する。

（イ）介護保険制度や他制度等を説明し理解してもらえたか確認する。

②アセスメント

（ア）入院前情報

（ａ）かかりつけ医療機関情報

（ｂ）かかりつけ医療機関以外の情報

（ｃ）入院履歴の確認

（ｄ）かかりつけ歯科医師等多職種の情報

（ｅ）入院前の生活状況

（イ）入院中情報

（ａ）病気の治療経過

（ｂ）リハビリの状況

（ウ）退院にむけて

（ａ）退院後の主治医

（ｂ）退院後の通院等の有無

（ｃ）退院後の生活上の留意点・禁忌事項

（ｄ）リハビリ・生活機能の改善の見通し

（ｅ）看護・介護体制の有無

（ｆ）退院後の生活環境

（ｇ）緊急時における対応 等

＊入院中に医療機関を訪問し、担当医師、病棟看護師、ＭＳＷ等の情報を得ているか。

＊入院中、定期的に医療機関の連携担当者等と、情報共有ができているか。

③ケアプラン原案作成
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・退院後の利用者・家族の生活に対する意向と、医療連携の必要性の確認ができたか。

・予防、悪化防止（再発防止含む）の視点を踏まえ、予後予測をしながらケアプラン原案が作成できているか。

・退院後の生活を支える医療の視点が、ケアプラン原案に反映できているか。

・医療と他サービス提供事業者との連携を意識したケアプラン原案が作成できているか。

・退院後のかかりつけ医と退院前の医療機関の役割分担の確認、連絡先、緊急時の対応方法が記載されて

いるか。

④サービス担当者会議

（ア）退院前カンファレンスへの参加

・医療機関から招集があった場合、参加できるよう調整が図れているか。

・主治医や病棟看護師に、確認すべき内容を整理したうえで、参加できているか。

・治療経過、看護状況、今後の見立て等、まず医療機関側からの情報を最初に確認しているか。

・自宅の家屋状況、家族状況等を、事前に医療機関側に情報提供できているか。

・退院後の生活において、医療的な心配や不安を、要点を押さえて質問ができているか。

・かかりつけ医が参加できない場合は、事前に意見を聴取できているか

・退院前カンファレンスの内容を踏まえ、退院後にサービス担当者会議の開催を予定できているか。

・退院時に必要な情報提供書や看護サマリー等を依頼することができているか。

≪コラム≫

最近では効果的効率的な方法として、予め相互に理解し、カンファレンスとサービス担当者会議の合同開催

をすることも増えている。

（イ）サービス担当者会議の開催

・退院前カンファレンスの情報を踏まえた、サービス担当者会議の、開催目的は明確になっているか。

・参加できなかったかかりつけ医やサービス提供事業者に、退院前カンファレンスの情報を伝えることができるか。

・緊急時の対応方法が、かかりつけ医とサービス提供事業者と介護支援専門員と利用者・家族間で共有され

ているか。

・かかりつけ医、病院医、事業者の役割、連絡方法、連絡の優先順位等、確認し、共有されているか。

⑤サービス提供や介入

・退院後２週間程度を目安に、退院した医療機関に近況報告ができているか。

・緊急時は、サービス提供事業者が判断し動ける体制を構築できているか。

・受診や入院が必要になる場合、その状態になった経過をサービス提供事業者と確認し共有できているか。

・かかりつけ医に速やかに情報提供ができる体制を整えているか。

・かかりつけ医を無視して、介護支援専門員や事業者が勝手な判断で動いていないか。

⑥モニタリング

・病状変化の有無、病状に伴う生活上の変化が確認できているか。

・予後予測を踏まえた再アセスメントができているか。

・タイミングを逃さず、かかりつけ医に連絡をすることができているか。

⑦終結・フォローアップ

・再入院の場合、医療機関に速やかに情報提供ができているか。

・長期入院になる場合でも最初の１ヶ月程度は、入院先の医療機関と連携をとる体制を整えているか。

・終結になる判断は、入院先の医療機関側、在宅側、利用者・家族の意向を確認して決定しているか。

・長期入院、死亡等で終結になる場合、かかりつけ医やサービス提供事業者に、終結になった経過と結果の

情報をフィードバックできているか。

（５）地域包括ケアシステムへの展開
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（ア）入退院時におけるスムーズな入院退院への地域づくりにむけた課題を把握しているか確認する

（イ）スムーズな入退院ができる地域づくりにむけての地域課題に対して解決の方法を検討できているか確認す

る

（ウ）スムーズな入退院ができる地域づくりにむけて展開できているか確認する

５．科目のポイント

（１）入退院時等における医療連携の実践事例を通し、主任介護支援専門員としての自己の実践を振り返る。

（２）意見交換等を通じて、ケアマネジメントにおける医療連携の課題や、不足している視点を明確にする。

（３）主任介護支援専門員として、介護支援専門員に対し、医療との連携に係る指導や支援に必要な知識・技

術を修得する。

（４）入退院時における医療連携の課題を認識し、分析する手法及び改善・指導に関する講義を行う。

（５）入退院時における支援を検討する上で、インフォーマルサービスを含め地域の社会資源を活用したケア

マネジメントの実践ができているかどうか、客観的に捉える。

（６）社会資源の開発など地域づくりを含め、課題や不足している視点を認識し、分析する手法及び改善指導

に関する講義を行う。
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利用者・患者に対する介護・医療連携 （平成30年度改訂後）

退院

介護支援専門員 ～介護保険（介護報酬）～

医療機関 （医師，看護師，社会福祉士，OT・PT等） ～医療保険（診療報酬）～

入院時・情報連携加算
・3日以内（200単位）
・7日以内（100単位）
生活,介護情報等提供

介護支援連携指導料（400点）
・保険医療機関に入院中の患者に対して,当該患者の同意を得て,医師又は医 師の指示を受けた看護師,社会福祉士等が介護支援専
門員と共同して,患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス等や退院後に利用可能な介護サービス等について説
明及び指導を行った場合に,入院中２回に限り算定（退院時共同指導料２加算時には算定不可）

・指導の内容を踏まえ作成されたケアプラン等については,患者の同意を得た上で,当該介護支援専門員に情報提供を求める
退院前訪問指導料（580点） 在宅生活指導(OT･PT)

退院退所加算 退院後の生活支援の準備,病院職員と面接しアセスメント情報収集
・担当医等とカンファレンス参加（1回600単位, 2回750単位, 3回900単位）
・カンファレンス参加なし（1回450単位, 2回600単位）
※ケアプランに反映させ，医療機関の求めによりケアプランを提出する

診療情報提供料(1) （250点） B009
・患者の同意を得て,居宅介護支援事業者
等に対して,診療状況を示す文書を添えて,
当該患者に係る保健福祉サービスに必要
な情報を提供した場合に算定（月１回限り）

※介護支援連携指導料等を算定していない医療
機関でもこの提供書で情報を得ることができる。

・ケアプラン策定・見直し
➤医療系サービス利用の意見を求めた主治医
等に対してケアプランを交付する（義務）

➤利用者の状態等について,主治医等に必要な
情報伝達を行う（義務）

退院時共同指導料２（400点） 多機関共同指導加算（2,000点）
・在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等,保険医である歯科医師若しくはその 指示を受けた歯科衛生士,保険薬局の保険
薬剤師,訪問看護ステーションの看護師等（准看除く）,理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士,介護支援専門員のうちいずれか
３者以上と共同して指導を行った場合に,多機関共同指導加算を算定

2018.04.17.宮城県ケアマネジャー協会

入退院支援加算１（一般600点，療養1200点） 3日以内退院困難抽出,7日以内に本人･家族と面談,7日以内にカンファレンス実施
・20以上の医療機関または介護サービス事業所等と転院・退院体制についてあらかじめ協議し,連携を図っている ・連携医療機関介
護サービス事業所等の職員と退院支援・地域連携職員が年３回以上の頻度で面会し，転院・退院体制について情報の共有等を実施

・加算の算定対象病床100床当たり年間15回以上（療養病棟等は10回以上）
入退院支援加算２(一般190点，療養635点） 7日以内退院困難抽出,早急に本人･家族と面談,カンファレンス実施

入院

【入退院支援加算の施設基準】

入退院支援部門
・専従１名 (看護師または社会福祉士)

病棟配置,連携，
入退院支援計画
・予約入院者の入院前情報収集
・退院困難要因,問題,課題
・退院に向けた目標,支援概要等】

利用者・患者

緊急時等居宅カンファレンス加算（200単位） 病院等の求めにより月２回まで
特定事業所加算Ⅳ（125単位） 退院・退所加算の算定に医療機関等と連携を年間３５回以上行い,ターミナルケアマネジメント加算を年間５回以上算定
ターミナルケアマネジメント加算（400単位） 末期癌で在宅で死亡した利用者が対象
①24時間連絡がとれる居宅介護支援体制を確保 ②14日以内に２日以上在宅を訪問，主治医の助言を得て支援を実施 ③利用者状況把握と記録，主治医及びサービス事業者へ情報提供
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入 院 時 情 報 提 供 書（医療連携） 

 御中

利用者名 様
性

別
生年月日   年  月  日

住  所 電話番号

  心身の状況（入院前） 要介護度 

Ａ

Ｄ

Ｌ

自立状況 具体的状況

移動 自 立 ・ 一部介助 ・ 全介助 

食事 自 立 ・ 一部介助 ・ 全介助

排泄 自 立 ・ 一部介助 ・ 全介助

入浴 自 立 ・ 一部介助 ・ 全介助

更衣 自 立 ・ 一部介助 ・ 全介助 

整容 自 立 ・ 一部介助 ・ 全介助

認 知

行 動

  生 活 環 境 

【家族の状況】 その他

サービス利用状況

サービス種別 頻 度 サービス種別 頻 度

訪問介護 通所介護

訪問看護 通所リハビリ

訪問入浴 短期入所

訪問リハビリ

福祉用具

～備考～

上記のとおり情報提供いたします。

 年  月  日

○○○○居宅介護支援事業所

○○市○○△△00 TEL 0000-00－0000

  担当介護支援専門員 ○○ ○○ 印
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退院・退所情報記録書 

情報収集先の医療機関・施設名 

電話番号 

面談日 平成  年  月  日 面談日 平成  年  月  日 

所属（職種） 所属（職種） 

ふりがな 

利用者氏名    （男・女） 

生年月日（明・大・昭） 年 月  日（  歳）  

入院期間  入院日 年  月  日 ～ 退院（予定）日 年 月 日 

・手術  有（手術名 ）・無 

要介護度 

未申請・区分変更中・新規申請中・非該当 

要支援 １・２  要介護 １・２・３・４・５ 

認定日 年 月 日 有効期間 年 月 日～ 年 月 日 

入院・入所中の状況 （特記事項） 

疾病の状態 

主病名 

副病名 

主症状 

既往歴 

服薬状況 無・有 

（内服：介助されていない・一部介助・全介助）

（感染症、投薬の注意事項（薬剤名、薬

剤の剤形、投与経路等）等） 

特別な医療 

点滴の管理  中心静脈栄養   透析 

ストーマ（人工肛門）の処置  酸素療法 

気管切開の処置  疼痛管理 経管栄養 

褥瘡の処置  カテーテル 喀痰吸引 

その他（   ）

（導入予定の医療系サービス等） 

食事摂取 

介助されていない・見守り等・一部介助・全介助

嚥下状況（良・不良）咀嚼状況（良・不良） 

（ペースト・刻み・ソフト食・普通／経管栄養）

・制限 無・有（塩分・水分・その他（ ））

（制限の内容等） 

口腔清潔 介助されていない・一部介助・全介助 

移動 

介助されていない・見守り等・一部介助・全介助

（見守り・手引き・杖・歩行器・ 

シルバーカー・車椅子・ストレッチャー）

（独自の方法・転倒危険・住宅改修の必

要性等） 

洗身 

介助されていない・一部介助・全介助・不可・ 

行っていない 

・入浴の制限 無・有（シャワー・清拭・その他）

排泄 
介助されていない・見守り等・一部介助・全介助

オムツ・リハビリパンツ（常時・夜間のみ）

（留置カテーテル等） 

夜間の状態 良眠・不眠（状態：  ） 

認知・精神面 
・認知症高齢者の日常生活自立度（ ）

・精神状態（疾患） 無・有（ ） 

（認知症の原因疾患等） 

リハビリ等
・リハビリテーション 無・有（頻度： ）

・運動制限 無・有

（リハビリ・運動制限の内容、導入予定

のサービス等） 

療養上の留意する事項 

※診療報酬の退院時共同指導料二の注三の対象となる会議（カンファレンス）に参加した場合は、本様式ではなく、当該会議

（カンファレンス）の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービス計画等に記録すること。
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平成 30 年度 診療報酬点数 

Ａ２４６ 入退院支援加算（退院時１回） 

１ 入退院支援加算１ 

イ）一般病棟入院基本料等の場合 600 点

ロ）療養病棟入院基本料等の場合 1,200 点

２ 入退院支援加算２ 

イ）一般病棟入院基本料等の場合 190 点

ロ）療養病棟入院基本料等の場合 635 点

３ ～略～ 

注 

１ 入退院支援加算１は，別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地 

方厚生局長等に届け出た保険医療機関が，次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合 

に，退院時１回に限り，所定点数に加算する。 

イ 退院困難な要因を有する入院中の患者であって，在宅での療養を希望するもの（第１

節の入院基本料（特別入院基本料等を除く。）又は第３節の特定入院料のうち，入退院 

支援加算１を算定できるものを現に算定している患者に限る。）に対して入退院支援を 

行った場合 

ロ 連携する他の保険医療機関において当該加算を算定した患者（第１節の入院基本料

（特別入院基本料等を除く。）又は第３節の特定入院料のうち，入退院支援加算１を算 

定できるものを現に算定している患者に限る。）の転院（１回の転院に限る。）を受け 

入れ，当該患者に対して入退院支援を行った場合 

２ 入退院支援加算２は，別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地 

方厚生局長等に届け出た保険医療機関が，退院困難な要因を有する入院中の患者であっ 

て，在宅での療養を希望するもの（第１節の入院基本料（特別入院基本料等を除く。）又 

は第３節の特定入院料のうち，入退院支援加算２を算定できるものを現に算定している患 

者に限る。）に対して，入退院支援を行った場合に，退院時１回に限り，所定点数に加算 

する。 

３ ～略～ 

４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出 

た保険医療機関が，次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に，地域連携診療計画 

加算として，退院時１回に限り，300 点を更に所定点数に加算する。ただし，区分番号 B0 

03 に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)，区分番号 B005 に掲げる退院時共同指導料 
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２，区分番号 B005-1-2 に掲げる介護支援等連携指導料及び区分番号 B009 に掲げる診療情

報提供料(Ⅰ)は別に算定できない。 

イ 当該保険医療機関において入退院支援加算の届出を行っている病棟に入院している患

者（あらかじめ地域連携診療計画を作成し，当該計画に係る疾患の治療等を担う他の保 

険医療機関又は介護サービス事業者等と共有するとともに，当該患者の同意を得た上 

で，入院時に当該計画に基づく当該患者の診療計画を作成及び説明し，文書により提供 

したものに限る。）について，退院時又は転院時に当該他の保険医療機関又は介護サー 

ビス事業者等に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合 

ロ 他の保険医療機関からの転院（１回の転院に限る。）患者（当該他の保険医療機関に

おいて当該加算を算定したものであって，当該患者の同意を得た上で，入院時にあらか 

じめ作成した地域連携診療計画に基づき当該患者の診療計画を作成及び説明し，文書に 

より提供したものに限る。）について，退院時又は転院時に当該他の保険医療機関に当 

該患者に係る診療情報を文書により提供した場合 

５ 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機 

関であって，別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 

等に届け出たものについては，注２に規定する届出の有無にかかわらず，注２に規定する 

加算の点数に代えて，入退院支援加算（特定地域）として，それぞれ 95点又は 318 点を所 

定点数に加算することができる。 

通知 

(１）入退院支援加算は，患者が安心・納得して退院し，早期に住み慣れた地域で療養や生活

を継続できるように，施設間の連携を推進した上で，入院早期より退院困難な要因を有す

る患者を抽出し，入退院支援を実施することを評価するものである。なお，第２部通則５ 

に規定する入院期間が通算される入院については，１入院として取り扱うものである。 

(２）入退院支援加算１にあっては，入退院支援及び地域連携業務に専従する職員（以下「入

退院支援職員」という。）を各病棟に専任で配置し，原則として入院後３日以内に患者の

状況を把握するとともに退院困難な要因を有している患者を抽出する。また，入退院支援

加算２にあっては，患者の入院している病棟等において，原則として入院後７日以内に退

院困難な要因を有している患者を抽出する。なお，ここでいう退院困難な要因とは，以下

のものである。 

ア 悪性腫瘍，認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかであること

イ 緊急入院であること

ウ 要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること（介護保険法施行

令（平成 10 年政令第 412 号）第２条各号に規定する特定疾病を有する 40歳以上 65歳 

未満の者及び 65 歳以上の者に限る。） 

エ 家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること

オ 生活困窮者であること

カ 入院前に比べＡＤＬが低下し，退院後の生活様式の再編が必要であること（必要と推

測されること。） 
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キ 排泄に介助を要すること

ク 同居者の有無に関わらず，必要な養育又は介護を十分に提供できる状況にないこと

ケ 退院後に医療処置（胃瘻等の経管栄養法を含む。）が必要なこと

コ 入退院を繰り返していること

サ その他患者の状況から判断してアからコまでに準ずると認められる場合

(３）退院困難な要因を有する患者について，入退院支援加算１の「イ 一般病棟入院基本料

等の場合」にあっては原則として７日以内，「ロ 療養病棟入院基本料等の場合」にあって

は原則として 14 日以内に患者及び家族と病状や退院後の生活も含めた話合いを行うととも

に，関係職種と連携し，入院後７日以内に退院支援計画の作成に着手する。また，入退院

支援加算２を算定する場合においても，できるだけ早期に患者及び家族と話合いを行うと

ともに，入院後７日以内に退院支援計画の作成に着手する。 

(４）ここでいう退院支援計画の内容は，以下の内容を含むものとする。

ア 患者氏名，入院日，退院支援計画着手日，退院支援計画作成日

イ 退院困難な要因

ウ 退院に関する患者以外の相談者

エ 退院支援計画を行う者の氏名（病棟責任者，病棟に専任の入退院支援職員及び入退院

支援部門の担当者名をそれぞれ記入） 

オ 退院に係る問題点，課題等

カ 退院へ向けた目標設定，支援期間，支援概要，予想される退院先，退院後の利用が予

測される福祉サービスと担当者名 

(５）退院支援計画を実施するに当たって，入退院支援加算１にあっては，入院後７日以内に

病棟の看護師及び病棟に専任の入退院支援職員並びに入退院支援部門の看護師及び社会福

祉士等が共同してカンファレンスを実施する。また，入退院支援加算２にあっても，でき

るだけ早期に病棟の看護師及び入退院支援部門の看護師並びに社会福祉士等が共同してカ

ンファレンスを実施する。なお，カンファレンスの実施に当たっては，必要に応じてその

他の関係職種が参加すること。 

(６）退院支援計画については，文書で患者又は家族に説明を行い，交付するとともに，その

内容を診療録に貼付又は記載する。また，当該計画に基づき，患者又は家族に退院後の療

養上必要な事項について説明するとともに，必要に応じて退院・転院後の療養生活を担う

保険医療機関等との連絡や調整，介護サービス又は障害福祉サービス，地域相談支援若し

くは障害児通所支援の導入に係る支援を行う。なお，当該計画を患者又は家族に交付した

後，計画内容が変更となった場合は，患者又は家族に説明を行い，必要時，変更となった

計画を交付する。 

(７）入退院支援加算１については，当該病棟又は入退院支援部門の入退院支援職員が，他の

保険医療機関や介護サービス事業所等を訪れるなどしてこれらの職員と面会し，転院・退 

院体制に関する情報の共有等を行う。 

（８）～略～ 

（９）～略～ 

（10）～略～ 
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（11）当該加算と退院時共同指導料を同時に算定する場合には，在宅療養を担う保険医療機

関等と患者が在宅療養に向けて必要な準備を確認し，患者に対して文書により情報提供

する。  

（12）退院先については，診療録に記載する。 

（13）死亡による退院については算定できない。また，入退院支援加算１の「ロ」又は２の

「ロ」の療養病棟入院基本料等の場合については，他の病院又は診療所に入院するため

に転 院した患者については算定できない。 

（14）入退院支援加算１の「ロ」又は２の「ロ」の療養病棟入院基本料等の場合について， 

当該加算を算定する病棟に転棟後，当該病棟から退院する場合にあっては，転棟後 14 日 

以上入院していた場合に限り算定できる。 

（15）「注４」において，地域連携診療計画は，疾患ごとに作成され，一連の治療を担う複 

数の保険医療機関，介護保険法に定める居宅サービス事業者，地域密着型サービス事業

者，居宅介護支援事業者，施設サービス事業者，障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律，児童福祉法に規定する指定障害児相談支援事業者等（以下

「A246」において「連携保険医療機関等」という。）との間であらかじめ共有して活用さ

れるものであり，病名，入院時の症状，予定されている診療内容，標準的な転院までの期

間，転院後の診療内容，連携する保険医療機関を退院するまでの標準的な期間，退院に当

たり予想される患者の状態に関する退院基準，その他必要な事項が記載されたものである

こと。また，地域連携診療計画は，患者の状態等により，異なる連携が行われることが想

定されることから，あらかじめ複数の地域連携診療計画を作成しておき，患者の状態等に

応じて最も適切な地域連携診療計画を選択することは差し支えない。 

（16）地域連携診療計画加算の算定に当たっては，地域連携診療計画の対象疾患の患者に対

し，地域連携診療計画に沿って治療を行うことについて患者の同意を得た上で，入院後７

日以内に地域連携診療計画に基づく個別の患者ごとの診療計画を作成し，文書で家族等に

説明 を行い交付するとともに診療録に貼付又は記載する。 

(17）地域連携診療計画加算について，当該患者に対して連携保険医療機関等において引き続 

き治療等が行われる場合には，連携保険医療機関等に対して，当該患者に係る診療情報や

退院後の診療計画等を文書により提供する。また，当該患者が転院前の保険医療機関にお

いて当該加算を算定した場合には，退院時に，当該転院前の保険医療機関に対して当該患

者に係る診療情報等を文書により提供する。  

(18）「注５」に規定する点数は，「基本診療料の施設基準等」別表第６の２に掲げる地域に 

所在する保険医療機関（特定機能病院，許可病床数が 400 床以上の病院，ＤＰＣ対象病院 

及び一般病棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料１のみを届け出ている病院

を除く。）の一般病棟及び療養病棟等において，算定可能である。なお，「基本診療料の

施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添２「入院基本料等の施設

基準等」第５の６の規定により看護配置の異なる病棟ごとに一般病棟入院基本料の届出を

行っている保険医療機関においては，一般病院入院基本料（急性期一般入院料１を除

く。）を算定する病棟で当該点数を算定できる。 

(19) 「注５」に規定する点数を算定する場合は，入退院支援を行う看護師及び社会福祉士

が， 退院支援計画に基づき実施した支援内容を全て診療録に記載すること。 
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平成 30 年度 診療報酬点数 

Ｂ００４ 退院時共同指導料１ 

１ 在宅療養支援診療所（地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に主たる責任 

を有する診療所であって，別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして 

地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。）の場合 1,500 点 

２ １以外の場合 900 点 

注 

１ 保険医療機関に入院中の患者について，地域において当該患者の退院後の在宅療養を担 

う保険医療機関（以下この区分番号及び区分番号 B005 において「在宅療養担当医療機関」 

という。）の保険医又は当該保険医の指示を受けた保健師，助産師，看護師，准看護師

（以下この区分番号及び区分番号 B005 において「看護師等」という。），薬剤師，管理栄

養士，理学療法士，作業療法士，言語聴 覚士若しくは社会福祉士が，当該患者の同意を得

て，退院後の在宅での療養上必 要な説明及び指導を，入院中の保険医療機関の保険医又は

看護師等，薬剤師，管 理栄養士，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士若しくは社会福祉

士と共同して 行った上で，文書により情報提供した場合に，当該入院中１回に限り，在宅

療養 担当医療機関において算定する。ただし，別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に

ついては，在宅療養担当医療機関の保険医又は当該保険医の指示を受けた看護師等が，当

該患者が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等と１回以上共同して行う場合

は，当該入院中２回に限り算定できる。 

２ 注１の場合において，当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等 

にあるときは，特別管理指導加算として，所定点数に 200 点を加算する。 

３ 区分番号 A000 に掲げる初診料，区分番号 A001 に掲げる再診料，区分番号 A002 に掲げる 

外来診療料，区分番号 A003 に掲げるオンライン診療料， 区分番号 B002 に掲げる開放型病 

院共同指導料(Ⅰ)，区分番号 C000 に掲げる 往診料，区分番号 C001 に掲げる在宅患者訪問 

診療料(Ⅰ)又は区分番号 C001-2 に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない｡ 

通知 

Ｂ００４ 退院時共同指導料１，Ｂ００５ 退院時共同指導料２ 

（１）退院時共同指導料１又は退院時共同指導料２は，保険医療機関に入院中の患者につい

て，地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関（以下この区分にお

いて「在宅療養担当医療機関」という。）の保険医又は当該保険医の指示を受けた当該

保険 医療機関の保健師，助産師，看護師若しくは准看護師（以下この区分において「看

護師等」という。），薬剤師，管理栄養士，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士若し

くは社会福祉士が，患者の同意を得て，退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導

を，入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等，薬剤師，管理栄養士，理学療法士，
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作業療法士，言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で，文書により情報提

供した場合に，当該入院中１回に限り，それぞれの保険医療機関において算定するもの

である。ただし，特掲診療料の施設基準等別表第三の一の二に掲げる「退院時共同指導

料１及び退院時共同指導料２を二回算定できる疾病等の患者」であって，当該入院中に

２回算定する場合は，当該２回中１回はそれぞれの保険医療機関の保険医，看護師又は

准看護師が共同して指導すること。なお，当該患者の在宅療養担当医療機関の准看護師

と当該患者が入院中の保険医療機関の准看護師が共同して在宅での療養上必要な説明及

び指導を行う場合には，それぞれの保険医療機関の医師又は看護師の指示を受けて行う

ものであること。また，ここでいう入院とは，第１章第２部通則５に定める入院期間が

通算される入院のことをいう。 

（２）退院時共同指導料は，患者の家族等退院後に患者の看護を担当する者に対して指導を

行った場合にも算定できる。 

（３）行った指導の内容等について，要点を診療録に記載するとともに，患者又はその家族

等に提供した文書の写しを診療録に添付する。 

（４）退院時共同指導料１の「１」は，在宅療養支援診療所の医師が当該患者に対して，そ

の退院後に往診及び訪問看護により 24時間対応できる体制等を確保し，在宅療養支援診

療所において，24時間連絡を受ける医師又は看護師等の氏名，連絡先電話番号等，担当

日，緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について，文書

により提供した場合に限り算定できる。 

（５）退院時共同指導料は，退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり，他の保険

医療機関，社会福祉施設，介護老人保健施設，介護老人福祉施設に入院若しくは入所す 

る患者又は死亡退院した患者については，対象とはならない。ただし，退院時共同指導 

料２の「注４」は，本文の規定にかかわらず，退院後在宅で療養を行う患者に加え，退 

院後に介護老人保健施設，介護医療院，介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施 

設を含む。），特定施設（地域密着型特定施設を含む。）又は障害者支援施設（生活介 

護を行う施設又は自立訓練（機能訓練）を行う施設に限る。），福祉型障害児入所施設 

若しくは医療型障害児入所施設（以下この区分において「介護施設等」という。）に入 

所する患者も対象となる。なお，当該患者が当該保険医療機関に併設する介護施設等に 

入所する場合は算定することはできない。 

（６）退院時共同指導料１の「注２」に規定する加算は，当該患者が厚生労働大臣の定める

特別な管理を必要とする者であった場合，１人の患者に対して入院中１回に限り算定で

きる。ただし，厚生労働大臣が定める疾病等の患者については当該入院中に２回に限り

算定できる。 

（７）退院時共同指導料２の「注１」は，退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を，

当該患者が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等，薬剤師，管理栄養士，理 

学療 法士，作業療法士，言語聴覚士若しくは社会福祉士と在宅療養担当医療機関の保険 

医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等，薬剤師，管理栄養士，理学療法士，作

業療法士，言語聴覚士若しくは社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を

受けた訪 問看護ステーションの保健師，助産師，看護師，理学療法士，作業療法士若し

くは言語聴 覚士が共同して行った場合に算定する。 
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（８）退院時共同指導料１の「注１」においては当該患者の在宅療養担当医療機関又は入院

  中の保険医療機関のいずれか，退院時共同指導料２の「注１」においては当該患者の在

宅療養担当医療機関，在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーシ

ョン又は入院中の保険医療機関のいずれかが，「基本診療料の施設基準等及びその届出

に関する 手続きの取扱いについて（平成 30 年３月５日保医発 0305 第２号）」の「別

添３」の「別紙２」に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する保険

医療機関（特定機能病院，許可病床数が 400 床以上の病院，ＤＰＣ対象病院及び一般病

棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料１のみを届け出ている病院を除

く。）又は訪問看護ステーションであって，やむを得ない事情により，在宅療養担当医

療機関の保険医若しくは看護師等，薬剤師，管理栄養士，理学療法士，作業療法士，言

語聴覚士若しくは社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看

護ステーションの保健師，助産 師，看護師，理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚

士が入院中の保険医療機関に赴くことができないときは，リアルタイムでの画像を介し

たコミュニケーション（以下この区分において「ビデオ通話」という。）が可能な機器

を用いて共同指導した場合でも算定可能である。 

（９）退院時共同指導料２の「注３」に規定する加算は，退院後の在宅での療養上必要な説

明及び指導を，当該患者が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等が，在宅療

養担当医療機関の保険医若しくは看護師等，保険医である歯科医師若しくはその指示を

受けた 歯科衛生士，保険薬局の保険薬剤師，訪問看護ステーションの保健師，助産師，

看護師， 理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士，介護支援専門員又は相談支援専

門員のいず れかのうち３者以上と共同して行った場合に算定する。 

（10）（９)における共同指導は，当該患者が入院している保険医療機関と在宅療養担当医療

機関等の関係者全員が，患者が入院している保険医療機関において共同指導することが

原則であるが，やむを得ない事情により在宅療養担当医療機関等の関係者のいずれか

が，患者が入院している保険医療機関に赴くことができない場合に限り，ビデオ通話が

可能な機器を用いて参加したときでも算定可能である。ただし，この場合であっても，

在宅療養担当医療機関等のうち２者以上は，患者が入院している保険医療機関に赴き共

同指導していること。 

（11）退院時共同指導料２の「注３」に規定する指導と同一日に行う「注２」に規定する指

導に係る費用及び区分番号「B005-1-2」介護支援等連携指導料は，「注３」に規定 する

加算に含まれ，別に算定できない。 

（12）退院時共同指導料２の「注４」は，地域連携診療計画と同等の事項（当該医療機関の

退院基準，退院後に必要とされる診療等）に加えて退院後の在宅又は介護施設等での療

養上必要な指導を行うために必要な看護及び栄養管理の状況等の情報を当該患者及び家

族に別紙様式 50 を参考に文書で説明し，退院後の治療等を担う他の保険医療機関のほ

か，訪問看護ステーション，介護施設等と共有すること。 

（13）(８)及び(10)において，患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は，

患者の同意を得ていること。また，保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報シス
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テムと共通のネットワーク上の端末において共同指導を実施する場合には，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」に対応していること。 

（14）退院時共同指導料２については，入院中の保険医療機関の理学療法士，作業療法士又

は 言語聴覚士が指導等を行った場合は，同一日に区分番号「B006-3」退院時リハビリ 

テーション指導料は別に算定できない。また，入院中の保険医療機関の薬剤師が指導等

を行った場合は，同一日に区分番号「B014」退院時薬剤情報管理指導料は別に算定でき

ない。 

（15）同一日に退院時共同指導料２と区分番号「B006-3」退院時リハビリテーション指導料

又は区分番号「B014」退院時薬剤情報管理指導料を算定した場合は，診療報酬明 細書の

摘要欄に，共同指導を行った者の職種及び年月日を記載すること。 

Ｂ００５ 退院時共同指導料２ 400 点

注 

１ 保険医療機関に入院中の患者について，当該保険医療機関の保険医又は看護師等，薬剤

師，管理栄養士，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士若しくは社会福 祉士が，入院中の

患者に対して，当該患者の同意を得て，退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を，

在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等，薬剤師，管

理栄養士，理学療法士，作業療法士，言語聴 覚士若しくは社会福祉士又は在宅療養担当医

療機関の保険医の指示を受けた訪問 看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。），

理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士と共同して行った上で，文書により情報提供

した場合に，当該患者が入院している保険医療機関において，当該入院中１回に限り算定

する。ただし，別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については，当該患者が入院して

いる保険医療機関の保険医又は看護師等が，在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当該

保険医の指示を受けた看護師等又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看

護ステーションの看護師等（准看護師を除く。）と１回以上，共同して行う場合は，当該

入院中２回に限り算定できる。 

２ 注１の場合において，入院中の保険医療機関の保険医及び在宅療養担当医療機関の保険 

医が共同して指導を行った場合に，300 点を所定点数に加算する。ただし，注３に規定する

加算を算定する場合は，算定できない。 

３ 注１の場合において，入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が，在宅療養担当医  

療機関の保険医若しくは看護師等，保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科

衛生士，保険薬局の保険薬剤師，訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除

く。），理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士，介護支援専門員（介護保険法第７

条第５項に規定する介護支援専門員をいう。以下同 じ。）又は相談支援専門員（障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の

人員及び運営に関する基準（平成 24 年厚生労働省令第 28号）第３条第１項又は児童福祉

法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成 24 年厚生労働省
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令第 29 号）第３条 第１項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。）のうちいずれ

か３者以上と共同して指導を行った場合に，多機関共同指導加算として，2,000 点を所定点 

数に加算する。 

４ 注１の規定にかかわらず，区分番号 A246 に掲げる入退院支援加算を算定する患者にあっ 

ては，当該保険医療機関において，疾患名，当該保険医療機関の退 院基準，退院後に必要 

とされる診療等の療養に必要な事項を記載した退院支援計画を策定し，当該患者に説明 

し，文書により提供するとともに，これを在宅療養担当医療機関と共有した場合に限り算 

定する。 

５ 区分番号 B003 に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)は別に算定できない。 

通知 

（１）退院時共同指導料１又は退院時共同指導料２は，保険医療機関に入院中の患者につい

て，地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関（以下この区分にお

いて「在宅療養担当医療機関」という。）の保険医又は当該保険医の指示を受けた当該

保険医療機関の保健師，助産師，看護師若しくは准看護師（以下この区分において「看

護師等」という。），薬剤師，管理栄養士，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士若し

くは社会福祉士が，患者の同意を得て，退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導

を，入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等，薬剤師，管理栄養士，理学療法士，

作業療法士，言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で，文書により情報提

供した場合に，当該入院中１回に限り，それぞれの保険医療機関において算定するもの

である。ただし，特掲診療料の施設基準等別表第三の一の二に掲げる「退院時共同指導

料１及び退院時共同指導料２を二回算定できる疾病等の患者」であって，当該入院中に

２回算定する場合は，当該２回中１回はそれぞれの保険医療機関の保険医，看護師又は

准看護師が共同して指導すること。なお，当該患者の在宅療養担当医療機関の准看護師

と当該患者が入院中の保険医療機関の准看護師が共同して在宅での療養上必要な説明及

び指導を行う場合には，それぞれの保険医療機関の医師又は看護師の指示を受けて行う

ものであること。また，ここでいう入院とは，第１章第２部通則５に定める入院期間が

通算される入院のことをいう。 

（２）退院時共同指導料は，患者の家族等退院後に患者の看護を担当する者に対して指導を

行った場合にも算定できる。 

（３）行った指導の内容等について，要点を診療録に記載するとともに，患者又はその家族

等に提供した文書の写しを診療録に添付する。 

（４）退院時共同指導料１の「１」は，在宅療養支援診療所の医師が当該患者に対して，そ

の退院後に往診及び訪問看護により 24 時間対応できる体制等を確保し，在宅療養支援

診療所において，24 時間連絡を受ける医師又は看護師等の氏名，連絡先電話番号等，担

当日，緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について，文

書により提供した場合に限り算定できる。 

（５）退院時共同指導料は，退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり，他の保険

医 療機関，社会福祉施設，介護老人保健施設，介護老人福祉施設に入院若しくは入所す

る患 者又は死亡退院した患者については，対象とはならない。ただし，退院時共同指導
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料２の「注４」は，本文の規定にかかわらず，退院後在宅で療養を行う患者に加え，退

院後に介 護老人保健施設，介護医療院，介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施

設を含む。），特定施設（地域密着型特定施設を含む。）又は障害者支援施設（生活介

護を行う施設 又は自立訓練（機能訓練）を行う施設に限る。），福祉型障害児入所施設

若しくは医療型 障害児入所施設（以下この区分において「介護施設等」という。）に入

所する患者も対象 となる。なお，当該患者が当該保険医療機関に併設する介護施設等に

入所する場合は算定 することはできない。 

（６）退院時共同指導料１の「注２」に規定する加算は，当該患者が厚生労働大臣の定める

特別な管理を必要とする者であった場合，１人の患者に対して入院中１回に限り算定で

きる。ただし，厚生労働大臣が定める疾病等の患者については当該入院中に２回に限り

算定できる。 

（７）退院時共同指導料２の「注１」は，退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を，

当該患者が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等，薬剤師，管理栄養士，理

学療法士，作業療法士，言語聴覚士若しくは社会福祉士と在宅療養担当医療機関の保険

医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等，薬剤師，管理栄養士，理学療法士，作

業療法士，言語聴覚士若しくは社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を

受けた訪問看護ステーションの保健師，助産師，看護師，理学療法士，作業療法士若し

くは言語聴覚士が共同して行った場合に算定する。 

（８）退院時共同指導料１の「注１」においては当該患者の在宅療養担当医療機関又は入院

中の保険医療機関のいずれか，退院時共同指導料２の「注１」においては当該患者の在

宅療養担当医療機関，在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーシ

ョン又は入院中の保険医療機関のいずれかが，「基本診療料の施設基準等及びその届出

に関する手続きの取扱いについて（平成 30 年３月５日保医発 0305 第２号）」の「別

添３」の「別紙２」に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する保険

医療機関（特定機能病院，許可病床数が 400 床以上の病院，ＤＰＣ対象病院及び一般病

棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料１のみを届け出ている病院を除

く。）又は訪問看護ステーションであって，やむを得ない事情により，在宅療養担当医

療機関の保険医若しくは看護師等，薬剤師，管理栄養士，理学療法士，作業療法士，言

語聴覚士若しくは社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看

護ステーションの保健師，助産師，看護師，理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚

士が入院中の保険医療機関に赴くことができないときは，リアルタイムでの画像を介し

たコミュニケーション（以下この区分において「ビデオ通話」という。）が可能な機器

を用いて共同指導した場合でも算定可能である。 

（９）退院時共同指導料２の「注３」に規定する加算は，退院後の在宅での療養上必要な説

明及び指導を，当該患者が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等が，在宅療

養担当医療機関の保険医若しくは看護師等，保険医である歯科医師若しくはその指示を

受けた歯科衛生士，保険薬局の保険薬剤師，訪問看護ステーションの保健師，助産師，

看護師，理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士，介護支援専門員又は相談支援専

門員のいずれかのうち３者以上と共同して行った場合に算定する。 
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（10）（９）における共同指導は，当該患者が入院している保険医療機関と在宅療養担当医

療機関等の関係者全員が，患者が入院している保険医療機関において共同指導すること

が原則であるが，やむを得ない事情により在宅療養担当医療機関等の関係者のいずれか

が，患者が入院している保険医療機関に赴くことができない場合に限り，ビデオ通話が

可能な機器を用いて参加したときでも算定可能である。ただし，この場合であっても，

在宅療養担当医療機関等のうち２者以上は，患者が入院している保険医療機関に赴き共

同指導している こと。 

（11）退院時共同指導料２の「注３」に規定する指導と同一日に行う「注２」に規定する指

導に係る費用及び区分番号「Ｂ００５－１－２」介護支援等連携指導料は，「注３」に

規定 する加算に含まれ，別に算定できない。 

（12）退院時共同指導料２の「注４」は，地域連携診療計画と同等の事項（当該医療機関の

退院基準，退院後に必要とされる診療等）に加えて退院後の在宅又は介護施設等での療

養上必要な指導を行うために必要な看護及び栄養管理の状況等の情報を当該患者及び家

族に別紙様式 50 を参考に文書で説明し，退院後の治療等を担う他の保険医療機関のほ

か，訪問看護ステーション，介護施設等と共有すること。 

（13）（８）及び(10)において，患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際

は，患者の同意を得ていること。また，保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報

システムと共通のネットワーク上の端末において共同指導を実施する場合には，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」に対応していること。 

（14）退院時共同指導料２については，入院中の保険医療機関の理学療法士，作業療法士又

は言語聴覚士が指導等を行った場合は，同一日に区分番号「Ｂ００６－３」退院時リハ

ビリテーション指導料は別に算定できない。また，入院中の保険医療機関の薬剤師が指

導等を行った場合は，同一日に区分番号「Ｂ０１４」退院時薬剤情報管理指導料は別に

算定できない。 

（15）同一日に退院時共同指導料２と区分番号「Ｂ００６－３」退院時リハビリテーション

指導料又は区分番号「Ｂ０１４」退院時薬剤情報管理指導料を算定した場合は，診療報

酬明細書の摘要欄に，共同指導を行った者の職種及び年月日を記載すること。 
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平成 30 年度 診療報酬点数 

Ｂ００５－１－２ 介護支援連携指導料 400 点

注 

当該保険医療機関に入院中の患者に対して，当該患者の同意を得て，医師又は医師の指示

を受けた看護師，社会福祉士等が介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して，患者の心

身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害福祉サービス等や退院後に利用

可能な介護サービス又は障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合に，当該入

院中２回に限り算定する。この場合において，同一日に，区分番号Ｂ００５の注３に掲げる

加算（介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して指導を行った場合に限る。）は，別に

算定できない。 

通知 

（１）介護支援等連携指導料は，入院の原因となった疾患・障害や入院時に行った患者の心

身の状況等の総合的な評価の結果を踏まえ，退院後に介護サービス又は障害福祉サービ

ス， 地域相談支援若しくは障害児通所支援（以下この区分において「介護等サービス」

という。）を導入することが適当であると考えられ，また，本人も導入を望んでいる患

者が， 退院後により適切な介護等サービスを受けられるよう，入院中から居宅介護支援

事業者等 の介護支援専門員（ケアマネジャー）又は指定特定相談支援事業者若しくは指

定障害児相 談支援事業者（以下この区分において「指定特定相談支援事業者等」とい

う。）の相談支 援専門員と連携し退院後のケアプラン又はサービス等利用計画若しくは

障害児支援利用計画（以下この区分において「ケアプラン等」という。）の作成につな

げることを評価する ものである。 

（２）介護支援等連携指導料は，医師又は医師の指示を受けた看護師，社会福祉士，薬剤

師，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，その他，退院後に導入が望ましい介護等サー

ビスから考え適切な医療関係職種が，患者の入院前からケアマネジメントを担当していた

介護支援専門員若しくは相談支援専門員又は退院後のケアプラン等の作成を行うため患者

が選択した居宅介護支援事業者，介護予防支援事業者，介護保険施設等の介護支援専門員

若しくは指定特定相談支援事業者等の相談支援専門員と共同して，患者に対し，患者の心

身の状況等を踏まえ導入が望ましいと考えられる介護等サービスや，当該地域において提

供可能な介護等サービス等の情報を提供した場合に入院中２回に限り算定できるものであ

る。 

（３）ここでいう介護保険施設等とは，介護保険の給付が行われる保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する施設であって，次の施設をいうものとする。 

ア 介護老人福祉施設（介護保険法第８条第 22 項に規定する地域密着型介護老人福祉

施設 及び同条第 27 項に規定する介護老人福祉施設のことをいう。） 

イ 介護保険法第８条第 28 項に規定する介護老人保健施設

ウ 健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 83 号）附則第 130 条の２

69



第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第 26 条の規定による改  

正前の介護保険法第８条第 26 項に規定する介護療養型医療施設 

エ 介護保険法第８条第 29 項に規定する介護医療院

オ 特定施設（介護保険法（平成９年法律第 123 号）第８条第 11 項に規定する特定施

設，同条第 21 項に規定する地域密着型特定施設及び第８条の２第９項に規定する介  

護予防特定施設入居者生活介護を提供する施設のことをいい，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 年厚生省令第 37 号)第 192 条の２ 

に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を受けている患者が入居 

する施設を含む。） 

カ 認知症対応型グループホーム（介護保険法（平成９年法律第 123 号）第８条第 20

項に規定する認知症対応型共同生活介護及び同条の２第 15 項に規定する介護予防認 

知症対応型共同生活介護を提供する施設のことをいう。） 

キ 小規模多機能居宅介護事業所（介護保険法（平成９年法律第 123 号）第８条第 19

項に規定する小規模多機能型居宅介護及び同条の２第 14 項に規定する介護予防小規

模多機能型居宅介護を提供する施設のことをいう。） 

ク 複合型サービス事業所（介護保険法（平成９年法律第 123 号）第８条第 23 項に規

定する複合型サービスを提供する施設のことをいう。） 

（４）初回の指導は，介護等サービスの利用の見込みがついた段階で，退院後の生活を見越

し，当該地域で導入可能な介護等サービスや要介護認定の申請の手続き等の情報につい

て，患者や医療関係者と情報共有することで，適切な療養場所の選択や手続きの円滑化

に資するものであり，２回目の指導は，実際の退院を前に，退院後に想定されるケアプ

ラン等の原案の作成に資するような情報の収集や退院後の外来診療の見込み等を念頭に

置いた指導を行うこと等を想定したものである。 

（５）行った指導の内容等について，要点を診療録に記載するとともに，患者又はその家族

等に提供した文書の写しを診療録に添付する。また，指導の内容を踏まえ作成されたケ

アプラン等については，患者の同意を得た上で，当該介護支援専門員又は相談支援専門

員に情報提供を求めることとし，ケアプラン等の写しを診療録に添付すること。 

（６）介護支援等連携指導料を算定するに当たり共同指導を行う介護支援専門員又は相談支

援専門員は，介護等サービスの導入を希望する患者の選択によるものであり，患者が選

択した場合には，当該医療機関に併設する居宅介護事業所の介護支援専門員又は指定特

定相談支援事業者等の相談支援専門員であっても介護支援等連携指導料の算定を妨げる

ものではない。ただし，当該医療機関に併設する介護保険施設等の介護支援専門員と共

同指導を行った場合については介護支援等連携指導料を算定することはできない。 

（７）同一日に区分番号「Ｂ００５」退院時共同指導料２の「注３」に掲げる加算を算定す

べき介護支援専門員又は相談支援専門員を含めた共同指導を行った場合には，介護支援

等連携指導料あるいは退院時共同指導料２の「注３」に掲げる加算の両方を算定するこ

とはできない。 
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平成 30 年度 診療報酬点数 

Ｂ００９ 診療情報提供料（Ⅰ） 250 点

注 

２ 保険医療機関が，診療に基づき患者の同意を得て，当該患者の居住地を管轄する市町村

又は介護保険法第 46 条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者，同法 第 58条第１項に

規定する指定介護予防支援事業者，障害者の日常生活及び社会生 活を総合的に支援するた

めの法律第 51条の 17 第１項第 １号に規定する指定特定相談支援事業者，児童福祉法第 24

条の 26 第１項第１号に 規定する指定障害児相談支援事業者等に対して，診療状況を示す

文書を添えて， 当該患者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に，患者１

人につ き月１回に限り算定する。 

通知 

（１）診療情報提供料(Ⅰ)は，医療機関間の有機的連携の強化及び医療機関から保険薬局又

は保健・福祉関係機関への診療情報提供機能の評価を目的として設定されたものであ

り，両者の患者の診療に関する情報を相互に提供することにより，継続的な医療の確

保，適切な医療を受けられる機会の増大，医療・社会資源の有効利用を図ろうとするも

のである。 

（２）保険医療機関が，診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め，患者に説明し，

その同意を得て当該機関に対して，診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場

合に算定する。 

（３）紹介に当たっては，事前に紹介先の機関と調整の上，下記の紹介先機関ごとに定める

様式又はこれに準じた様式の文書に必要事項を記載し，患者又は紹介先の機関に交付す

る。また，交付した文書の写しを診療録に添付するとともに，診療情報の提供先からの

当該患 に係る問い合わせに対しては，懇切丁寧に対応するものとする。 

ア イ及びウ以外の場合 別紙様式 11

イ 市町村又は指定居宅介護支援事業者等 別紙様式 12 から別紙様式 12 の４まで

ウ 介護老人保健施設又は介護医療院 別紙様式 13

（11）「注２」に掲げる・・・・また，「保健福祉サービスに必要な情報」とは，当該患者

に係る健康教育，健康相談，機能訓練，訪問指導等の保健サービス又はホームヘルプサ

ービス，ホームケア促進事業，ショー トステイ，デイサービス，日常生活用具の給付等

の介護保険の居宅サービス若しくは福祉 サービスを有効かつ適切に実施するために必要

な診療並びに家庭の状況に関する情報をいう。 

（12）「注２」に掲げる「市町村」又は「指定居宅介護支援事業者等」に対する診療情報提  

供は，入院患者については，退院時に患者の同意を得て退院の日の前後２週間以内の期

間に診療情報の提供を行った場合にのみ算定する。ただし，退院前に算定する場合，介

護支援等連携指導料を算定した患者については算定できない。また，「市町村」又は

「指定居宅介護支援事業者等」に対する診療情報提供においては，自宅に復帰する患者
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が対象であり，別の保険医療機関，社会福祉施設，介護老人保健施設等に入院若しくは

入所する患者又は死亡退院した患者についてその診療情報を市町村又は指定居宅介護支

援事業者等に提供しても，区分番号「Ｂ００９」診療情報提供料(Ⅰ)の算定対象とはな

らない。 
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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通所・入所

介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

通院・入院

入院 外来・在宅

退院後も住み慣れた地域で生活するための支援として、
○ 外来や入院時から退院後の地域生活を見据えた支援が必要

○ 地域と入院医療機関等との連携、外来部門と入院部門（病棟）と
の連携が重要

切れ目のない支援

外来・在宅

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

地域包括ケアシステムの構築～入退院支援

退院
訪問診療

25

入院前に行う支援内容（例）
・入院生活に関する説明
・入院前のサービス利用、
持参薬等の確認 等
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患者が安心・納得して退院するための退院支援等の充実 

施設間の 
連携等の推進 

高度急性期
医療機関 

診療所 

地域に密着した 
 入院医療機関 

   訪問看護 
ステーション等

在宅復帰の推進 

自宅 

○ 退院支援に関する以下の取組みを評価
・病棟への退院支援職員の配置
・連携する施設の職員との定期的な面会
・介護支援専門員との連携
・多職種による早期のカンファレンス 等 

○ 在宅療養への円滑な移行を支援するための、
退院直後の看護師等による訪問指導を評価

○ 高い在宅復帰機能を持つ有床診療所に
対する評価の新設

○ 7対1病棟等における在宅復帰率の基準
の引上げと指標の見直し

○ 療養病棟（在宅復帰機能強化加算算定病
棟）における、急性期等からの在宅復帰を
適切に評価するための指標の見直し

在宅復帰機能が高い医療機関の評価 退院支援の充実 

平成28年度診療報酬改定 

患者が安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるように、積極的な退
院支援に対する評価の充実や在宅復帰機能が高い医療機関に対する評価の見直し等を実施。 

8 
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主任介護支援専門員 更新研修 講義・演習 

②－５ 家族への支援の視点が必要な事例

（目的） 

 家族への支援の視点が特に必要な事例を用いて主任介護支援専門員としての実践の振り

返りを行うことにより，家族への支援の視点も踏まえた実践上の課題や不足している視点等

を認識し分析する手法を深める。 

 また，分析結果を踏まえた資質向上に必要な取組と実践における改善策を講じることがで

きる知識・技術を修得する。 

（内容） 

・各自が担当している家族支援が特に必要なケースに関する主任介護支援専門員としての実

践事例について振り返り，意見交換等を通じて，課題や不足している視点を認識し分析す

る。

 分析に必要な根拠を明確にすることにより改善策を講じ，資質向上に向けた介護支援専 

門員に対する指導及び支援を実践することができる知識・技能を修得する。 

・家族に対する支援に当たり重要となる関係機関や地域住民をはじめとする多職種との連携

方法等ネットワークづくりの実践について，課題や不足している視点を認識し分析する手

法及び改善指導に関する講義を行う。

・家族支援が必要なケースを検討するに当たり，インフォーマルサービスも含めた地域の社

会資源を活用したケアマネジメントの実践において，社会資源の開発など地域づくりの視

点を含め，課題や不足している視点を認識し分析する手法及び改善指導に関する講義を行

う。

形態 時間 内 容 備考 

講義 90 分 

・家族への支援のために必要な知識及びケアマネジャ

ーへの支援方法

・地域包括ケアシステムへの展開

演習 90 分 

・実践指導事例の発表と共有

・実践指導の振り返り

休憩 60 分 

演習 90 分 
・実践指導事例から把握された地域課題及び介護支援

専門員の課題の検討

演習 60 分 ・実践指導上の課題解決策の検討

グループ 30 分 

・振り返りと評価

・意見交換
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主任介護支援専門員 更新研修

6 各科目のガイドライン

１．目的

家族への支援の視点が特に必要な事例を用いて主任介護支援専門員としての実践の振り返りを行うことによ

り、家族への支援の視点も踏まえた実践上の課題や不足している視点等を認識し分析する手法を深める。

また、分析結果を踏まえた資質向上に必要な取組と実践における改善策を講じることができる知識・技術を修

得する。

２．概要

・各自が担当している家族支援が特に必要なケースに関する主任介護支援専門員としての実践事例について振

り返り、意見交換等を通じて、課題や不足している視点等を認識し分析する。分析に必要な根拠を明確にする

ことにより改善策を講じ、資質向上に向けた介護支援専門員に対する指導及び支援を実践することができる知

識・技能を修得する。

・家族に対する支援にあたり重要となる関係機関や地域住民をはじめとする多職種との連携方法等ネットワーク

づくりの実践について、課題や不足している視点を認識しと分析する方法及び改善に関する講義を４月中旬に

行う。

・家族支援が必要なケースを検討するに当たり、インフォーマルサービスも含めた地域の社会資源を活用したケ

アマネジメントの実践について、社会資源の開発など地域づくりの視点を含め、課題や不足している視点を認

識し分析する手法及び改善指導に関する講義を行う。

３．関連科目と修得目標

(１)関連科目 研修体系において、本科目に関連性の高い科目は以下の通りである。

実務研修

専門研修課程Ⅰ ⑥-5 ケアマネジメント演習「家族への支援の視点が必要な事例」

専門研修課程Ⅱ
②-5 ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表

「家族への支援の視点が必要な事例」

主任介護支援専門員

研修
⑨個別事例を通じた介護支援専門員に対する指導・支援の展開

主任介護支援専門員

更新研修

主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践

②-5 家族への支援の視点が必要な事例
講義・演習

４時間
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主任介護支援専門員 更新研修

6 各科目のガイドライン

（２）修得目標

修得目標
修得分野 対応する研修内容

※次項の番号に対応しています知識 技術 態度

①実践事例の意見交換・振り返りから、課題や

不足している視点を認識し分析できる。
● ● ● （２）（４）

②分析に必要な根拠を明確にし、改善策を講

じ、介護支援専門員に対する指導及び支援を

実践 できる。

● ● ● （２）

③家族に対する支援にあたり重要となる関係

機関、地域住民をはじめとする多職種、地域

住民との連携方法等ネットワークづくりを

指導できる。

● ● ● （１）（３）（４）

④連携やネットワークづくりにおいての課題

や不足している視点を認識し分析する手法

及び改善方法の指導ができる。

● ● ● （３）

⑤家族支援が必要なケースを検討するにあた

り、インフォーマルサービスも含めた地域の

社会資源を活用したケアマネジメントを指

導できる。

● ● ● （２）（４）

⑥ケアマネジメントの実践において、社会資源

の開発など地域づくりを含め、課題や不足し

ている視点を認識し分析する手法及び改善

方法の指導ができる。

● ● ● （３）

⑦家族支援の視点が必要な事例の指導をする

上で、必要な情報を収集できる。
● ● ● （１）（２）（４）

４．内容 修得目標を踏まえ、本科目で研修すべき主な内容は以下の通りである。

（１）家族支援に関する知識の修得・基本理解

①家族と歴史・文化

（ア)利用者らしさを家族の歴史からアセスメントする。

・利用者が生きてきた歴史は、毎日の家族との生活の積み重ねにある。家族の歴史的な経緯を抜きに利用者

の理解は不可能である。

・家族の歴史は、利用者からみた家族歴と利用者以外の家族成員から見た歴史は異なる捉え方をしているこ

とがある。

・現状に対する理解や共感だけでなく、利用者と家族の歴史そのものに共感する。

（イ）文化へ目を配る

・人の生活、社会は、文化と密接に関係している。

・文化とは、人間の生活様式の全体。人類がみずからの手で築き上げてきた有形・無形の成果の総体。それ

ぞれの民族・地域・社会に固有の文化があり、学習によって伝習されるとともに、相互の交流によって発展し

てきたものである。
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主任介護支援専門員 更新研修

6 各科目のガイドライン

・人は社会の文化、家族の文化の中で暮らしているため、その地域、その家族の文化は多様性があるものとし

て価値を認め、理解を深める。

②家族の支援と地域社会

（ア）個人と家族と地域社会の関係

個人は、家族と地域社会を通してより広い社会に属している。

地域社会とは次の二つである。

・地域性・・・地理的な境界（県、市町村、介護保険広域連合、包括圏域、行政サービス圏域、医療圏、生活

圏、住宅地、団地等）

・共同性・・・共通の価値観や関心による集団

（イ）家族が所属する地域風土の理解

利用者や家族は、所属する地域の風土の中で暮らしている。以下について利用者や家族が所属する地域の

状況をアセスメントし、理解する。

・地域の風土を理解する。

文化、地域性、風習、地域のならわし、生活様式、冠婚葬祭のマナー等）

・地域ごとの健康や介護問題に対する意識特性。

・生活環境の理解として、地理的条件、気候、医療機関、自宅周辺の公共施設・スーパー等、交通機関の利

便性、道路の状況、騒音等。

・地域の住民活動、自治会、サークル、助け合いの度合い。

（ウ）地域社会と家族の相互交流

・家族の集合が地域社会を形成しており地域社会は家族の上位システムに位置づけられる。

・家族は地域社会の最小の単位であり、家族の下位システムである家族成員は、地域社会とのつながりがある。

・人は生まれた家庭内での相互作用、成長に伴い複数の所属集団における交流を重ねて、その人らしさを形

成する。また、複数の所属集団の影響が家族にももたらされる。家族は地域社会との相互交流がある。

・地域の中にいることと、地域と交流することは同義ではなく、最小単位の家族との交流、かつてからあった地

域住民との人間関係があることが前提である。

・地域社会とのつながりにおいても過去と未来の時間軸に着目し、家族と地域社会との関係性をサポートする

視点が必要である。

（エ）地域と家族・利用者の相互作用を引き起こすケアマネジメント

・要介護者のケアマネジメントが公的サービスのみによって提供され、高齢化や介護によって利用者や家族がそ

れまで築きあげてきた地域社会との関係が分断されているのであれば、介護支援専門員は、介護サービスや地

域の支援を導入することによって、地域と家族・利用者の相互作用を引き起こすアプローチがもとめられる。

（オ）コミュニティケアと家族の支援

・コミュニティケアの二つの解釈として、ノーマライゼーションの考えである地域でケアを受けながら暮らすことと地

域がケアを担うことが挙げられる。地域がケアを担う解釈で、地域の下位システムである家族がケアを担うことが

前提の家族の支援ではなく、利用者も家族もその人らしさを保つことができる考えと支援が重要である。

【項目のポイント】

・家族を理解するためには、家族の歴史、地域の文化や風習、地域と家族の関係を理解する必要があ

るため、アセスメントや支援の視点を持つこと。また介護支援専門員は、家族内のみならず、家族

と地域との関係において、相互作用を引き起こす介入を試みる視点について指導する。

（２）ケアマネジメントの各プロセスにおける留意点

①インテーク

・誰からの相談か。
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・相談者と利用者の関係性について確認できているか。

・主介護者とキーパーソンの把握はできているか。

②アセスメント

・家族の文化のアセスメント。

・家族成員の欲求充足のアセスメント。

・家族（的）関係の欠如、社会生活と家族生活の不調和、家族生活基盤の不備。

・家族成員の犠牲がないか、犠牲によって成り立つ生活は循環せず、破たんする。

・家族情報の収集から、利用者のニーズを考え直す。

・家族成員に支援を要する者の把握。

・地域の中の家族としてのアセスメント。

・子育てや就労（仕事と介護の両立）等、介護以外の負担。

・地域の風土、文化や社会資源のアセスメント。

＊上記のような内容がアセスメントにふくまれているか確認する。

③ケアプラン原案作成

・家族情報の収集と分析からニーズを考え直すことができているか。

・家族の情緒的なかかわりや役割遂行を阻害するプランになっていないか確認する。

④サービス担当者会議

・地域における『連携』とは、単なるサービス調整ではなく、各専門職の業務を手段として何を援助するのか、

『利用者の何を援助するのか』という援助目標を共有することである。その共有すべき内容は、利用者の『人

生』や『生き方』であり、その人らしく生きていけるよう自己実現を支えることである。

＊上記の内容が、担当者会議において、実行されているか確認する。

⑤サービスの提供や介入

（ア）介護支援専門員や多職種による家族への働きかけ

・家族を労う

・家族の不安や悩みを話し解決する態度

・家族のエンパワメント

・家族のレジリエンス

・対象となる家族へのアプローチ

・パートナーシップと交渉

・家族と利用者の情緒的結びつきを支える

・必要な資源とつなぐ

＊上記内容がサービス提供や介入時に適切におこなわれているか確認する。

≪コラム≫

レジリエンス(resilience)は「精神的回復力」「抵抗力」「復元力」「耐久力」と訳され心理学用語

≪コラム≫

１）パートナーとは次の意味がある。

①仲間、同伴者、相棒

②競技・遊戯・ダンスなどで二人一組となる場合の相手

③配偶者

２）パートナーシップとは、同等の力を責任、共通の目標をもった両者の上下関係のない対等な関係を意味する
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（イ）サービス担当者会議の開催

・退院前カンファレンスの情報を踏まえた、サービス担当者会議の、開催目的は明確になっているか。

・参加できなかったかかりつけ医やサービス提供事業者に、退院前カンファレンスの情報を伝えることができるか。

・緊急時の対応方法が、かかりつけ医とサービス提供事業者と介護支援専門員と利用者・家族間で共有され

ているか。

・かかりつけ医、病院医、事業者の役割、連絡方法、連絡の優先順位等、確認し、共有されているか。

⑥モニタリング・再評価

・家族の負担感、介護への意欲の度合

・家族の健康・精神・社会とのつながりの状態

・サービス利用による家族の生活の状況、達成度や負担感

・サービス利用に伴う家族の相互作用の変化

＊上記内容がモニタリング時適切におこなわれ、再評価されているか確認する。

⑦終結・フォローアップ

・自立したのち、予防的な観点での生活の提案ができているか確認する。

・施設へ入所した後、家族の介護への振り返りができているか確認する。

（３）地域包括ケアシステムへの展開

・家族と地域の関係性のアセスメント、分析から、地域の課題を抽出し、地域包括支援センターや関係機関と

共有する。

・地域と家族のつながり、地域と利用者のつながりをつくることによる在宅生活の継続性について。

・地域が生活上の課題を抱える家族をサポートする視点について。

・多職種による家族支援の視点の共有と連携体制の整備について。

（４）指導支援への展開

・家族のアセスメントを通して、利用者の自立を支援する視点を介護支援専門員に適切に伝える。

・家族のアセスメントの視点、項目、分析方法を介護支援専門員が実践し常に知見を深められるよう指導する。

【項目のポイント】

・指導対象である介護支援専門員のケアマネジメントプロセスの過程において、家族の特性や利用者

との関係性を把握し支援する視点があるかについて主任介護支援専門員が介護支援専門員のアセス

メントを行い、支援する視点を持つことを指導する。

５．科目のポイント

（１）家族の文化と歴史から分析する利用者らしさや、利用者が住んでいる地域の風土のアセスメントが、利用

者のみのアセスメントだけで作られたケアプランのニーズや援助目標等の見直しに活かされるように関連性を

強調して介護支援専門員へ伝える。

（２）利用者アセスメントによって得られた利用者らしさや利用者の生き方をサービス担当者間で共有し、そこへ

向けた援助は何を行うのかという視点で具体的サービス内容が検討されるよう、家族アセスメントを活かした

課題抽出とケアプラン立案、連携のプロセスを関連して思考できるよう介護支援専門員へ指導支援できる講

義を行う。

（３）利用者・家族・地域社会が分断されないよう包括した視点でアセスメントから支援までの視点を持てるよう

に講義する。

（４）知識・技術の基本的理解を主任介護支援専門員が自己の実践（地域や事業所の介護支援専門員に対
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する個別指導・支援・地域や事業所における人材育成の実施、ネットワークづくりや社会資源の開発など地

域づくり）で振り返るとともに、事業所内、地域における介護支援専門員の指導・助言の視点に展開できるよう

講義し、演習を通して理解を深める。
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②－６ 社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例

（目的） 

 社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例を用いて主任介護支援専門員と

しての実践の振り返りを行うことにより，利用者が活用することができる制度に関する知識

及び関係機関等との連携に係る実践上の課題や不足している視点等を認識し分析する手法

を深める。 

 また，分析結果を踏まえた資質向上に必要な取組と実践における改善策を講じることがで

きる知識・技術を修得する。 

（内容） 

・各自が担当している他の制度（生活保護制度，成年後見制度等）を活用している主任介護

支援専門員としての実践事例について振り返り，意見交換等を通じて，課題や不足してい

る視点を認識し分析する。分析に必要な根拠を明確にすることにより改善策を講じ，資質

向上に向けた介護支援専門員に対する指導及び支援を実践することができる知識・技能を

修得する。

・他の制度を活用するに当たり重要となる関係機関や多職種との連携方法等ネットワークづ

くりの実践について，課題や不足している視点を認識し分析する手法及び改善指導に関す

る講義を行う。

・他の制度を活用するに当たり，効果的なものとなるようインフォーマルサービスも含めた

地域の社会資源を活用したケアマネジメントの実践において，社会資源の開発など地域づ

くりの視点を含め，課題や不足している視点を認識し分析する手法及び改善指導に関する

講義を行う。

形態 時間 内 容 備考 

講義 90 分 

・社会資源の活用に向けた関係機関との連携のために

必要な知識及びケアマネジャーへの支援方法

・地域包括ケアシステムへの展開

演習 90 分 

・実践指導事例の発表と共有

・実践指導の振り返り

休憩 60 分 

演習 90 分 
・実践指導事例から把握された地域課題及び介護支援

専門員の課題の検討

演習 60 分 ・実践指導上の課題解決策の検討

グループ 30 分 

・振り返りと評価

・意見交換
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１．目的

社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例を用いて主任介護支援専門員としての実践の振り

返りを行うことにより、利用者が活用することができる制度に関する知識及び関係機関等との連携に係る実践上

の課題や不足している視点等を認識し分析する手法を深める。また、分析結果を踏まえた資質向上に必要な取

組と実践における改善策を講じることができる知識・技術を修得する。

２．概要

・各自が担当している他制度（生活保護制度、成年後見制度等）を活用している主任介護支援専門員としての実

践事例（地域や事業所の介護支援専門員に対する個別指導・支援、地域や事業所における人材育成の実施、

ネットワークづくりや社会資源の開発など地域づくり）について振り返り、意見交換等を通じて、課題や不足して

いる視点等を認識し分析する。分析に必要な根拠を明確にすることにより改善策を講じ、資質向上に向けた介

護支援専門員に対する指導及び支援を実践することができる知識・技能を修得する。

・他の制度を活用するに当たり重要となる関係機関、多職種との連携方法等ネットワークづくりの実践について、

課題や不足している視点を認識し、分析及び改善に関する講義を行う。

・他の制度を活用するあたり、効果的なものとなるようインフォーマルサービスも含めた地域の社会資源を活用し

たケアマネジメントの実践について、社会資源の開発など地域づくりの視点を含め、課題や不足している視点を

認識し分析する手法及び改善に関する講義を行う。

３．関連科目と修得目標

(１)関連科目 研修体系において、本科目に関連性の高い科目は以下の通りである。

実務研修 ⑨地域包括ケアシステム及び社会資源

専門研修課程Ⅰ
③対人個別援助技術及び地域援助技術

⑥-6 ケアマネジメント演習「社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例」

専門研修課程Ⅱ
②-6 ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表

「社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例」

主任介護支援専門員

研修

⑥地域援助技術

⑨個別事例を通じた介護支援専門員に対する指導・支援の展開

主任介護支援専門員

更新研修

主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践

②-6 社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例
講義・演習

６時間
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（２）修得目標

修得目標
修得分野 対応する研修内容

※次項の番号に対応しています知識 技術 態度

①実践事例の意見交換・振り返りから、課題や

不足している視点を分析できる。
● ● ● （１）（２）

②分析に必要な根拠を明確し、改善策を講じ、

介護支援専門員に対する指導及び支援を実

践できる。

● ● ● （２）

③他の制度を活用するにあたり重要となる関

係機関、多職種との連携方法等ネットワーク

づくりを指導できる。

● ● ● （３）

④連携やネットワークづくりにおいての課題

や不足している視点を認識し分析する手法

及び改善方法の指導ができる。

● ● ● （３）

⑤他の制度を活用するにあたり、インフォーマ

ルサービスも含めた地域の社会資源を活用

したケアマネジメントを指導できる。

● ● ● （２）

⑥ケアマネジメントの実践において、社会資源の

開発など地域づくりを含め、課題や不足してい

る視点を認識し分析する手法及び改善方法の

指導ができる。

● ● ● （３）

⑦各自が担当している、他制度を活用している

事例や支援困難事例に対して、適切な助言や

介護支援専門員への気づきへの後方支援を

実施できる。

● ● ● （２）

⑧社会資源の活用にむけた関係機関との連携

に係る事例の実践の指導をする上で、必要な

情報の収集を実施できる

● ● ● （１）

４．内容 修得目標を踏まえ、本科目で研修すべき主な内容は以下の通りである。

（１）知識の修得・基本的理解
①法令遵守

（ア）介護保険制度、生活保護制度、成年後見制度等、他法の理解

（イ）高齢者虐待防止法、障がい者虐待防止法等の理解とマニュアル作成への指導

②関連機関との連携

・地域住民との連携の必要性と活用について

・地域のサービス事業所との連携の必要性と活用について

・地域包括支援センターとの連携の必要性と活用について

・医療機関、医療職との連携の必要性と活用について

③利用者の尊厳の保持（権利擁護）、自立支援の視点

・介護保険法第１条
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・介護保険法第４条

・介護保険法第５条第３項

【項目のポイント】
・最新の情報を解釈し、介護支援専門員や地域住民へ発信することができる。自身の実践の振り返り。

（２）ケアマネジメントの各プロセスにおける指導上の留意点
①インテーク

（ア）虐待の疑いのある利用者に関しての留意点

（例）

（ⅰ）いつから虐待の疑いを感じたのか

（ⅱ）虐待を疑うことに対する根拠について（虐待予防・発見チェックシート等の活用）

（ⅲ）利用者の状況（五感）、家族の状況（生活環境含め、仕事をしているのかどうなのかなど）

（ⅳ）どこの機関と連携するのか（公的機関に限らず、地域住民や配達等を行う民間事業者など）

（ⅴ）要援護者に対する支援機関（包括、保健所、警察、措置施設など）

（ⅵ）誰と訪問するのか（複数での対応）

（ⅶ）要介護施設従事者等による虐待が疑われる場合の対応についても相談助言を行う

（ⅷ）被虐待者への支援方法（精神科、生活支援として生活保護、生活困窮者自立支援法、障がい、保健

所、地域包括支援センター地域活動支援センターなど）

（イ）認知症（若年性認知症含む）のある利用者に関しての留意点

（ウ）キーパーソンがいない利用者に関しての留意点

（エ）精神疾患のある利用者及び家族と同居している利用者に関しての留意点

（オ）サービスを拒否する利用者に関しての留意点

（カ）共依存傾向のある利用者及び家族等に関しての留意点

【項目のポイント】
・介護支援専門員が利用者に対して生活が前向きになれるような動機付けができる視点を持って関わ

れるよう指導支援する。また、適切な社会資源をピックアップでき、連携に向けた方法が修得でき

るよう助言できる。

また、消費者被害等その他利用者の権利を阻害する要因についても合わせて指導をする。

②アセスメント（課題分析）

（ア）虐待の疑いのある利用者に関して

（例）

（ⅰ）セルフ能力の把握

（ⅱ）家族力の把握

（ⅲ）生活力の把握

（ⅳ）地域力の把握

（ⅴ）連携機関の役割の再確認

（ⅵ）受け入れ施設状況確認

（ⅶ）成年後見制度の活用の可能性

（ⅷ）コアメンバーでの会議開催の可能性

（イ）認知症（若年性認知症含む）のある利用者に関して

（ウ）キーパーソンがいない利用者に関して

（エ）精神疾患のある利用者及び家族と同居している利用者に関して

（オ）サービスを拒否する利用者に関して

（カ）共依存傾向のある利用者及び家族家族に関して
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主任介護支援専門員 更新研修

6 各科目のガイドライン

【項目のポイント】
・地域との関わりの中で現在と過去との違いなどの情報収集ができるかどうか。どの方々からの情報

を得ればいいのか。自立支援となるケアプラン原案作成に向かうための指導支援をする。

③ケアプラン原案作成

（ア）虐待の疑いのある利用者に関して

（例）

（ⅰ）セルフ能力を活かす

（ⅱ）介護負担軽減、家族支援

（ⅲ）地域の協力体制（近隣住民、駐在所、配達等を行う事業者等）

（ⅳ）住まいの選定

（ⅴ）（成年後見制度を活用した場合）代理人の役割

（ⅵ）医療機関の役割

（ⅶ）地域包括支援センターとの連携

（ⅷ）行政との連携

（ⅸ）コアメンバー会議での役割のすり合わせ（虐待対応支援計画の作成含む）

（イ）認知症（若年性認知症含む）のある利用者に関して

（ウ）キーパーソンがいない利用者に関して

（エ）精神疾患のある利用者及び家族と同居している利用者に関して

（オ）サービスを拒否する利用者に関して

（カ）共依存傾向のある利用者及び家族に関して

④サービス担当者会議

（ア）多職種（関係機関、地域の関係者）からの助言と提案、役割分担ができているか。

（イ）活用できる社会資源の検討ができているか。

（ウ）インフォーマルサービスを含めた社会資源の活用にむけた関係機関との連携ができているか。

（エ）他制度（生活保護制度、成年後見人制度等）の担当者との連携ができているか。

（オ）利用者と家族支援が明確化されているか。

⑤サービス提供・介入

（ア）個別サービス計画の確認、具体的サービスの確認、なじみの関係、適切な環境作りがでできているか。

（イ）インフォーマルサービスを含めた地域の社会貢献の活用の展開ができているか。

（ウ）他制度の活用ができているか。

⑥モニタリング・再評価

（ア）虐待の疑いのある利用者に関して

（例）

（ⅰ）セルフ能力の把握

（ⅱ）生活状況の変化、改善

（ⅲ）家族状況の変化、改善

（ⅳ）地域見守り体制の状況

（ⅴ）成年後見制度の活用状況

（ⅵ）関係機関および関係者からの情報提供、異常に対する連絡状況

（ⅶ）終結の可能性の検討

（イ）認知症（若年性認知症含む）のある利用者に関して

（ウ）キーパーソンがいない利用者に関して

（エ）精神疾患のある利用者及び家族と同居している利用者に関して

（オ）サービス拒否する利用者に関して
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主任介護支援専門員 更新研修

6 各科目のガイドライン

（カ）共依存のある利用者及び家族に関して

＊上記（ア）から（カ）の利用者に対してモニタリングをおこなう。

（キ）インフォーマルサービスをふくめた地域の社会資源の活用を展開した結果の評価及び必要な資源の確

認ができたか。

⑦終結

（ア）安定した生活の継続への提案ができたか。

（イ）施設入所した場合の利用者支援と家族支援ができたか。

（ウ）死亡した場合の原因についての振り返りと家族への支援ができたか。

（エ）地域資源の開発への支援ができたか。

（オ）虐待に至った経過の検証および家族支援ができたか。

【項目のポイント】
・利用者のＡＤＬ、症状の改善に対しての指導支援をする。

・生活課題への支援および問題解決への支援ができる。

社会資源の活用の目的および必要性を指導・支援および理解してもらう（適切な社会資源の組み合

わせへの指導）。

その他介護支援専門員が積極的に支援ができない利用者の対応について確認および検討を行う。ま

た、介護支援専門員が見落としている課題への介入・支援を行う。

・介護支援専門員が自主的に行動できるよう支援する。

課題整理総括表および評価表等をの活用し指導できる。

主任介護支援専門員自身のケアマネジメントについて振り返りができる。

（３）地域包括ケアシステムへの展開
①地域の社会資源を把握し、さまざまな利用者にあった社会資源を活用できる。

・さまざまなデータの活用や地域状況の把握の視点

・地域課題の抽出や地域ケア会議等への提案

②個別の事例から地域の社会資源について共通の地域課題を抽出し、地域包括支援センターや関係機関と共

有して、地域課題への解決に取り組めるよう、介護支援専門員へ指導支援できる。

・地域ケア会議での介護支援専門員としての役割の指導支援

・介護支援専門員への動機付け（自主的行動への支援）

③さまざまな利用者に活用できる社会資源について把握し活用の指導支援ができる。

・虐待の疑いがある事例に活用できる社会資源

（例）

≪フォーマル≫ ・高齢者虐待防止法

・生活保護法

・保健所

・行政（高齢者虐待マニュアル）

・法テラス（弁護士事務所等）

・公証役場

・社会福祉協議会

・警察（駐在所）

・医療機関

・措置施設

（特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム等、女性相談所）

・地域包括支援センター

・在宅介護支援センター

・居宅介護支援事業所
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主任介護支援専門員 更新研修

6 各科目のガイドライン

≪インフォーマル≫ ・親戚

・近隣住民（地域の活動団体含む）

・新聞配達員

・ヤクルト配達員

・郵便配達員

・その他配達業を行っている事業者

・コンビニエンスストア

・認知症（若年性含む）利用者に活用できる社会資源

・キーパーソンがいない利用者に活用できる社会資源

・精神疾患の方の利用者及び家族と同居している利用者に活用できる社会資源

・サービス拒否する利用者に活用できる社会資源

・共依存傾向にある利用者に活用できる社会資源

【項目のポイント】
・各事例その他介護支援専門員が積極的に支援できない利用者に対しての支援について多種多様な社

会資源があることを介護支援専門員に知ってもらい、地域の社会資源を活用して支援できるように

指導支援していく。

・地域の課題を抽出し、その解決まで導きだせる取り組み方法を学べるよう演習を行う。

・介護支援専門員が課題に気づけるような指導及び分析をする（予後予測できるように）。

・消費者被害等の権利侵害のある利用者への支援の視点

５．科目のポイント

（１）さまざまなケースに対する社会資源の組み立てや利用者のニーズに合わせて、住んでいる地域に必要な

社会資源の把握や開発への提案ができるよう指導支援する（地域特性の課題も含む）。

（２）各事例ともに状況把握をするためのチームアプローチ体制作りに対しての指導支援が必要である。また、

虐待の疑いがある場合は介入前後の状況について関係機関への情報提供のもととなるため、いつ、どこで、

だれが、どのようになどしっかり記録しておくことが重要となる。管理者や地域包括支援センターへの報告に

ついての指導もする。

（３）施設においては施設職員による身体拘束、行動抑制、言葉による暴力等について指導支援するともにマ

ニュアル作成への指導を行う。ＯＪＴ、ＯＦＦ-ＪＴの活用指導を行う。また、施設においても地域との交流が求め

られていること、社会資源としての役割があるということも含め、地域住民の受け入れ体制を整えられるよう指

導支援する。

（４）主任介護支援専門員としての役割を再確認でき、自身の指導について振り返りができるよう指導する。

（５）指導実践の成功例、失敗例から多角的な視点の考察が出来る。
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『相談支援をする人，制度』等 

 ふくし＠ＪＭＩ 

 社会福祉士 小 湊 純 一 
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「福祉サービスの基本」 

１ 自立支援 

（１）自己決定の尊重

利用者の選択可能な，個人を尊重した個別的サービスを事前に提案して知らせ，利

  用者自らの決定を尊重してサービスを提供します。自己決定能力を評価し，必要に応 

  じて後見人（家族等）によって決定する場合もあります。 

（２）残存能力の活用（能力の発揮）

利用者の能力を評価して個々のニーズの客観的な把握・分析を行い，自立を援助及

  び促進する目的でサービスを提供します。利用者は，能力を維持・開発し，日常生活 

  に活用することが求められます。 

（３）生活の継続性（継続性の尊重）

居宅サービスと施設サービスの継続性や，広く福祉保健・医療全般にわたる連携に基 

  づく対応を積極的に進めます。利用者の心身の機能に障害があってケアを受ける状況 

  でも，その人の生活を維持・継続していけるよう，利用者の生活の継続性を尊重した 

サービスを提供します。

２ 運営基準等 

（１）指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準（抜粋）

(介護) 

第十三条 介護は，入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう，入所者の心身 

の状況に応じて，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，一週間に二回以上，適切な方法により，入所者を入浴させ， 

又は清しきしなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，その心身の状況に応じて，適切な方法によ 

り，排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は，おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り 

替えなければならない。 

５ 指定介護老人福祉施設は，褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行うととも 

に，その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

６ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，前各項に規定するもののほか，離床，着替 

え，容等の介護を適切に行わなければならない。 

７ 指定介護老人福祉施設は，常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければ 

ならない。 
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８ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，その負担により，当該指定介護老人福祉施 

設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

 (食事) 

第十四条 指定介護老人福祉施設は，栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮し 

 た食事を，適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，入所者が可能な限り離床して，食堂で食事を摂ることを支 

援しなければならない。 

 (相談及び援助) 

第十五条 指定介護老人福祉施設は，常に入所者の心身の状況，その置かれている環境等 

の的確な把握に努め，入所者又はその家族に対し，その相談に適切に応じるとともに， 

 必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

(社会生活上の便宜の提供等) 

第十六条 指定介護老人福祉施設は，教養娯楽設備等を備えるほか，適宜入所者のための 

レクリエーション行事を行わなければならない。

２ 指定介護老人福祉施設は，入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手 

続について，その者又はその家族において行うことが困難である場合は，その者の同意 

 を得て，代わって行わなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，常に入所者の家族との連携を図るとともに，入所者とその 

家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は，入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。 

 (機能訓練) 

第十七条 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，その心身の状況等に応じて，日常生 

活を営むのに必要な機能を改善し，又はその減退を防止するための訓練を行わなければ 

 ならない。 

(健康管理) 

第十八条 指定介護老人福祉施設の医師又は看護職員は，常に入所者の健康の状況に注意 

し，必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。 

（２）課題分析で収集すべき標準項目

① ケアアセスメントは介護支援専門員の個人的な考え方や手法のみによって行われて

  はならない。 

② アセスメント方式については，この｢標準課題分析項目｣を具備することをもって通

  知に代える。 

課題分析（アセスメント）に関する項目 

№ 基準項目名 項目の主な内容(例) 

10 健康状態 利用者の健康状態(既往症，主傷病，症状，痛み等)について記載す

る項目 
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11 ＡＤＬ ＡＤＬ(寝返り，起き上がり，移乗，歩行，着衣，入浴，排泄等)に関する

項目 

12 ＩＡＤＬ ＩＡＤＬ(調理，掃除，買い物，金銭管理，服薬状況等)に関する項目 

13 認知 日常の意思決定を行うための認知能力の程度に関する項目 

14 コミュニケーショ

ン能力

意思の伝達，視力，聴力等のコミュニケーションに関する項目 

15 社会とのかかわ

り 

社会との関わり(社会的活動への参加意欲，社会との関わりの変化，

喪失感や孤独感等)に関する項目 

16 排尿・排便 失禁の状況・排尿排泄後の後始末，コントロール方法や頻度などに関

する項目 

17 褥瘡・皮膚の状

態 

褥瘡の程度，皮膚の清潔状況等に関する項目 

18 口腔衛生 歯・口腔内の状態や口腔衛生に関する項目 

19 食事摂取 食事摂取(栄養，食事回数，水分量等)に関する項目 

20 問題行動 問題行動(暴言暴行，徘徊，介護の抵抗，収集癖，火の不始末，不潔

行為，異食行動等)に関する項目 

21 介護力 利用者の介護力(介護者の有無，介護者の介護意思，介護負担，主

な介護者に関する情報等)に関する項目 

22 住環境 住宅改修の必要性，危険箇所等の現在の住環境について記載する

項目 

23 特別な状況 特別な状況(虐待，ターミナルケア等)に関する項目 

（民生委員） 

第一条 民生委員は，社会奉仕の精神をもつて，常に住民の立場に立つて相談に応じ，及び 

必要な援助を行い，もつて社会福祉の増進に努めるものとする。 

第二条 民生委員は，常に，人格識見の向上と，その職務を行う上に必要な知識及び技術の 

修得に努めなければならない。 

第十四条 民生委員の職務は，次のとおりとする。 

一 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。 

二 援助を必要とする者が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 

  ように生活に関する相談に応じ，助言その他の援助を行うこと。 

三 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その 

  他の援助を行うこと。 

四 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接 
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  に連携し，その事業又は活動を支援すること。 

 五 福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること。 

２ 民生委員は，前項の職務を行うほか，必要に応じて，住民の福祉の増進を図るための活 

動を行う。 

（児童委員） 

第十七条 児童委員は，次に掲げる職務を行う。 

一 児童及び妊産婦につき，その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。 

二 児童及び妊産婦につき，その保護，保健その他福祉に関し，サービスを適切に利用す 

  るために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。 

三 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな 

  育成に関する活動を行う者と密接に連携し，その事業又は活動を支援すること。 

四 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。 

五 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。 

六 前各号に掲げるもののほか，必要に応じて，児童及び妊産婦の福祉の増進を図るため 

  の活動を行うこと。 

２ 主任児童委員は，前項各号に掲げる児童委員の職務について，児童の福祉に関する機関 

と児童委員（主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。）との連絡調整を行 

うとともに，児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。 

３ 前項の規定は，主任児童委員が第一項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げる 

ものではない。 

４ 児童委員は，その職務に関し，都道府県知事の指揮監督を受ける。 

第十八条 市町村長は，前条第一項又は第二項に規定する事項に関し，児童委員に必要な状況 

の通報及び資料の提供を求め，並びに必要な指示をすることができる。 

２ 児童委員は，その担当区域内における児童又は妊産婦に関し，必要な事項につき，その 

担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し，併せて意見を述べな 

ければならない。 

３ 児童委員が，児童相談所長に前項の通知をするときは，緊急の必要があると認める場合 

を除き，市町村長を経由するものとする。 

４ 児童相談所長は，その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。 

（地域包括支援センター） 

１ 地域包括支援センターは次の基本機能を担う 
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① 介護予防事業及び改正後の介護保険法に基づく新たな予防給付（以下「新予防給

付」という。）に関する介護予防ケアマネジメント業務 

② 多様なネットワークを活用した地域の高齢者の実態把握や虐待への対応などを含

む総合的な相談支援業務及び権利擁護業務 

③ 高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なケアマネジメントの後方支援を行う

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

④ 介護保険における予防給付の対象となる要支援者の介護予防支援

（１）チームアプローチによる運営 地域包括支援センターの業務は，上記①については保

  健師等，②については社会福祉士等，③については主任ケアマネジャー等が主として担 

  当することになるが，いず れの業務についても，主たる担当職種のみで行うのではな 

  く，各職種が地域包括支援センターの業務全体を十分に理解し，相互に連携・協働しな 

  がら，チームとして実 施できるよう，情報の共有や業務の実施体制に特に配慮するも 

  のとする。 

（２）地域における様々な資源の活用

① 地域包括支援センターの運営に当たっては，保健・福祉・医療の専門職やボランテ

ィアなどさまざまな関係者がそれぞれの能力を生かしながら相互に連携することに 

より，介護サービス，医療サービス，ボランティア活動，近隣住民同士の助け合いま 

で，地域の様々な社会資源を活用した継続的かつ包括的なケアが行われるよう総合的 

なケアマネジメントを行うことが不可欠である。 

② このため，地域包括支援センターが中心となり，こうした地域の様々な関係者と連

携を図る場を設けるほか，同一市町村内の他の地域包括支援センターとの連携を図り， 

情報の共有化，事例の分析を行うなど，地域包括支援センターの担当圏域を越えたネ 

ットワーク形成に努める。 

（３）個人情報の取扱いについて 地域包括支援センターの運営上，多くの個人情報を取り

  扱うこととなるため，次に掲げる事項に留意しなければならない。 

① 地域包括支援センターにおける各事業の実施に当たり，各業務の担当者が互いに情

報を共有し，その活用を図ることが重要であることにかんがみ，予め本人から個人情 

報を目的の範囲内で利用する旨の了解を得ておくこと。 

② 個人情報の取り扱いについては，関係法令（ガイドライン等を含む。）を遵守し，

厳重に取り扱うこととし，その保護に遺漏のないよう十分に留意すること。 

２ 地域包括支援センター３職種の責務 

保健師 『介護予防ケアマネジメント』 

（１）予防ケアマネジメントの実施 二次予防事業の対象者（主として要介護状態等となる

  おそれの高い状態にあると認められる 65 歳以上の者）が要介護状態等になることを予 

  防するため，その心身の状況等に応じて，対象者自らの選択に基づき，介護予防事業そ 

  の他の適切な事業が包括的 かつ効率的に実施されるよう必要な援助を行う。 
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主任ケアマネジャー 『ケアマネジメント支援』 

（１）ケアマネジャーの相談窓口設置

① ケアプラン作成技術指導の相談・助言

② 支援困難事例等への指導・助言

（２）ケアマネジメントのネットワークづくり

① ケアマネジャーのネットワーク化実践及び指導・助言

② 医療との連携実践

③ 専門職との連携実践

④ サービス事業所との連携実践

⑤ ボランティア等との連携実践

⑥ その他関係機関との連携実践

⑦ 総合的な連携実践

社会福祉士 『総合相談や支援』『権利擁護』 

（１）地域の総合的な福祉相談窓口設置

（２）地域生活支援のための関係者ネットワーク化実践

（３）ネットワークを通じた高齢者の心身状況や家庭環境等の実態把握

（４）高齢者虐待・権利侵害への対応

① 成年後見制度の活用

ア 利用アドバイス

イ 市町村長申立

ウ 成年後見推薦団体との調整・紹介

② 老人福祉施設等への措置

③ 虐待への対応

④ 対応拒否者等への対応

⑤ 立ち入り調査

⑥ 加害養護者への対応

⑦ 消費者被害への対応

３ 権利擁護・虐待対応 権利擁護事業は，地域の住民や民生委員，介護支援専門員などの 

支援だけでは十分に問題が解決できない，適切なサービス等につながる方法が見つからな 

い等の困難な状況にある高齢者が，地域において，安心して尊厳のある生活を行うことが 

できるよう，専門的・ 継続的な視点からの支援を行うものである。 

  事業の内容としては，成年後見制度の活用促進，老人福祉施設等への措置の支援，高齢 

者虐待への対応，困難事例への対応，消費者被害の防止に関する諸制度を活用し，高齢者 

の生活の維持を図るものである。 
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～権利擁護～ 

 実態把握や総合相談の過程で，特に権利擁護の観点からの支援が必要と判断した場合には，

次のような諸制度を活用する。 

（１）成年後見制度の活用 高齢者の判断能力の状況等を把握し，成年後見制度の利用が必

  要なケースであれば，以下の業務を行う。 

① 高齢者に親族がいる場合には，当該親族に成年後見制度を説明し，親族からの申立

てが行われるよう支援する。 

② 申立てを行える親族がないと思われる場合や，親族があっても申立てを行う意思が

ない場合で，成年後見制度の利用が必要と認めるときは，速やかに市町村の担当部局 

に当該高齢者の状況等を報告し，市町村申立てにつなげる。 

（２）成年後見制度の円滑な利用

① 市町村や地方法務局と連携し，成年後見制度を幅広く普及させるための広報等の取

組を行う。 

② 鑑定又は診断書の作成手続きに速やかに取り組めるよう，地域の医療機関との連携

を確保する。 

③ 高齢者にとって適切な成年後見人を選任できるよう，地域で成年後見人となるべき

者を推薦する団体等を，高齢者又はその親族に対して紹介する。なお，地域包括支援 

センターの業務として，担当職員自身が成年後見人となることは想定していない。

（３）老人福祉施設等への措置

虐待等の場合で，高齢者を老人福祉施設等へ措置入所させることが必要と判断した場

  合は，市町村の担当部局に当該高齢者の状況等を報告し，措置入所の実施を求める。 

また，措置入所後も当該高齢者の状況を把握し，できる限り速やかに，成年後見制度 

  の利用など必要なサービス等の利用を支援する。 

（４）虐待への対応

虐待の事例を把握した場合には，速やかに当該高齢者を訪問して状況を確認し，事例

  に即した適切な対応をとる。 

（５）困難事例への対応 高齢者やその家庭に重層的に課題が存在している場合，高齢者自

  身が支援を拒否している場合等の困難事例を把握した場合には，他の職種と連携し，地 

  域包括支援センター全体で対応を検討する。 

（６）消費者被害の防止 訪問販売によるリフォーム業者などによる消費者被害を未然に防

  止するため，消費生活センター（又は市町村の消費者行政担当部局）と定期的な情報交 

  換を行うとともに，民生委員，介護支援専門員，訪問介護員等に情報提供を行う。 

～総合相談支援～ 

 総合相談支援事業は，地域の高齢者が，住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継

続していくことができるようにするため，どのような支援が必要かを把握し，地域における

適切なサービス，関係機関及び制度の利用につなげる等の支援を行うものである。 
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 事業の内容としては，初期段階での相談対応及び専門的・継続的な相談支援，その実施に

当たって必要となるネットワークの構築，地域の高齢者の状況の実態の把握を行うものであ

る。 

１ 総合相談支援の基本的視点 

（１）総合相談・支援及び権利擁護の業務（以下「総合相談支援等業務」という。）は，地

  域の高齢者が，住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができ 

  るようにするために，どのような支援が必要かを把握し，地域における適切なサービス， 

  機関又は制度の利用につなげる等の支援を行うものである。 

（２）本業務は，社会福祉士が中心となって実施することとなるが，地域包括支援センター

  の他の職種をはじめ，地域の関係機関等との連携にも留意しなければならない。 

２ 業務内容 

（１）地域におけるネットワーク構築業務

① 効率的・効果的に実態把握業務を行い，支援を必要とする高齢者を見出し，総合相

談につなげるとともに，適切な支援，継続的な見守りを行い，更なる問題の発生を防 

止するため，地域における様々な関係者のネットワークの構築を図る。そのため，サ 

ービス提供機関や専門相談機関等のマップの作成等により活用可能な機関，団体等の 

把握などを行う。地域に必要な社会資源がない場合は，その開発に取り組む。 

② 地域の様々なニーズに応じ，これらのネットワークを有効活用していくこととなる

が，特に，高齢者の虐待防止については，「高齢者虐待防止ネットワーク」を早急に 

構築することが必要である。 

（２）実態把握業務

① 総合相談支援業務を適切に行う前提として，（１）のネットワークを活用するほか， 

様々な社会資源との連携，高齢者への戸別訪問，同居していない家族や近隣住民から 

の情報収集等により，高齢者の心身の状況や家族の状況等についての実態把握を行う。 

（３）総合相談業務

総合相談業務として，次の業務を行う。

① 初期段階での相談対応

ア 本人，家族，近隣の住民，地域のネットワーク等を通じた様々な相談を受けて，

的確な状況把握等を行い，専門的又は緊急の対応が必要かどうかを判断する。 

イ 適切な情報提供を行えば相談者自身により解決が可能と判断した場合には，相談

内容に即したサービス又は制度に関する情報提供，関係機関の紹介等を行う。 

② 継続的・専門的な相談支援

ア 初期段階の相談対応で，専門的・継続的な関与又は緊急の対応が必要と判断した

場合には，当事者への訪問，当事者に関わる様々な関係者からのより詳細な情報収 

集を行い，当事者に関する課題を明確にし，個別の支援計画を策定する。 

イ 支援計画に基づき，適切なサービスや制度につなぐとともに，当事者や当該関係

機関から，定期的に情報収集を行い，期待された効果の有無を確認する。 
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～包括的・継続的ケアマネジメント支援～ 

 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業は，地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らすこ

とができるよう，主治医と介護支援専門員との連携はもとより他の様々な職種との多職種協

働や地域の関係機関との連携を図るとともに，介護予防ケアマネジメント，指定介護予防支

援及び介護給付におけるケアマネジメントとの相互の連携を図ることにより，個々の高齢者

の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実現するため，介護支援専門員

に対する後方支援を行うものである。事業の内容としては，包括的・継続的なケア体制の構

築，地域における介護支援専門員のネットワークの構築・活用，介護支援専門員に対する日

常的個別指導・相談，地域の介 護支援専門員が抱える支援困難事例等への指導・助言を行う

ものである。 

（市町村社会福祉協議会） 

 市町村社会福祉協議会は，次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを

目的とする団体であつて，その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び

社会福祉に関する活動を行う者が参加するもの。 

一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

三 社会福祉を目的とする事業に関する調査，普及，宣伝，連絡，調整及び助成 

四 ほか，社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 

 社会福祉協議会は，それぞれの都道府県，市区町村で，地域に暮らす皆様のほか，民生委

員・児童委員，社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者，保健・医療・教育な ど関

係機関の参加・協力のもと，地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活すること のでき

る「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動をおこなっています。 

たとえば，各種の福祉サービスや相談活動，ボランティアや市民活動の支援，共同募金 運動

への協力など，全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで，さまざまな場面 で地域

の福祉増進に取り組んでいます。 

（福祉活動専門員） 市区町村社会福祉協議会に設置される職員で，民間社会福祉活動の推進

方策の調査，企画， 

連絡調整，広報，指導，その他実践活動の推進に従事します。 

（コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）） コミュニティソーシャルワークとは，コミ

ュニティに焦点をあてた社会福祉活動・業務 

の進め方で，地域において，支援を必要とする人々の生活圏や人間関係等環境面を重視し た
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援助を行うとともに，地域を基盤とする支援活動を発見して支援を必要とする人に結び つけ

たり，新たなサービスを開発したり，公的制度との関係を調整したりすることをめざ すもの

です。コミュニティソーシャルワーカーとは，このコミュニティソーシャルワーク を行う者

のことです。 

（都道府県社会福祉協議会） 

第百十条 都道府県社会福祉協議会は，都道府県の区域内において次に掲げる事業を行う こと

により地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて，その区域内における 市町村社

会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半 数が参加す

るものとする。 

一 前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うこと 

  が適切なもの 

二 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修 

三 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言 

四 市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整 

（公的扶助（生活保護）） 

 生活保護制度は，生活に困窮する方に対し，その困窮の程度に応じて必要な保護を行い， 

健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに，自立を助長することを目的としてい ま

す。 

（保健師） 

 市町村保健師は乳幼児や妊婦，成人，高齢者，障害者など幅広い年齢層を対象とし，市 町

村保健センターなどで住民に身近な保健・福祉・サービスを担っている。虐待や男女共 同参

画，職員へのメンタルヘルス教育など幅広い活動が行われており，保健・医療・福祉 の橋渡

し的な役割を担う。 

（介護支援専門員（ケアマネジャー）） 
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１ 要介護状態となった場合においても，その利用者が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に配慮して行われるもので 

なければならない。 

２ 指定居宅介護支援の事業は，利用者の心身の状況，その置かれている環境等に応じて， 

利用者の選択に基づき，適切な保健医療サービス及び福祉サービスが，多様な事業者か ， 

総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援の提供に当たっては，利用者の意思及び 

人格を尊重し，常に利用者の立場に立って，利用者に提供される指定居宅サービス等が特 

定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう，公正中立に行わ 

れなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は，事業の運営に当たっては，市町村，地域包括支援センタ ， 

老人介護支援センター，他の指定居宅介護支援事業者，指定介護予防支援事業者，介護保 

険施設等との連携に努めなければならない。 

生活困窮者自立支援法 （抜粋） 

（目的） 

第一条 この法律は，生活困窮者自立相談支援事業の実施，生活困窮者住居確保給付金の支 

給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより，生活困窮者 

 の自立の促進を図ることを目的とする。  

（定義） 

第二条 この法律において「生活困窮者」とは，現に経済的に困窮し，最低限度の生活を維 

持することができなくなるおそれのある者をいう。 

２ この法律において「生活困窮者自立相談支援事業」とは，次に掲げる事業をいう。 

一 就労の支援その他の自立に関する問題につき，生活困窮者からの相談に応じ，必要な 

  情報の提供及び助言を行う事業  

二 生活困窮者に対し，認定生活困窮者就労訓練事業の利用についてのあっせんを行う事 

  業  

三 生活困窮者に対し，当該生活困窮者に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省 

  令で定める事項を記載した計画の作成その他の生活困窮者の自立の促進を図るための 

  支援が一体的かつ計画的に行われるための援助として厚生労働省令で定めるものを行 

  う事業  

３ この法律において「生活困窮者住居確保給付金」とは，生活困窮者のうち離職又はこれ 

 に準ずるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し，居住する住宅の所 

有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い，又は現に賃借して居住する住宅の家 

賃を支払うことが困難となったものであって，就職を容易にするため住居を確保する必要 

があると認められるものに対し支給する給付金をいう。  

４ この法律において「生活困窮者就労準備支援事業」とは，雇用による就業が著しく困難 
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な生活困窮者に対し，厚生労働省令で定める期間にわたり，就労に必要な知識及び能力の 

 向上のために必要な訓練を行う事業をいう。  

５ この法律において「生活困窮者一時生活支援事業」とは，一定の住居を持たない生活困 

窮者に対し，厚生労働省令で定める期間にわたり，宿泊場所の供与，食事の提供その他当 

該宿泊場所において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を 

供与する事業をいう。  

６ この法律において「生活困窮者家計相談支援事業」とは，生活困窮者の家計に関する問 

題につき，生活困窮者からの相談に応じ，必要な情報の提供及び助言を行い，併せて支出 

の節約に関する指導その他家計に関する継続的な指導及び生活に必要な資金の貸付けの 

あっせんを行う事業をいう。  

（市及び福祉事務所を設置する町村等の責務） 

第三条市及び福祉事務所は，この法律の実施に関し，公共職業安定所その他の職業安定機関， 

教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ，適切に生活困窮者自立相談支援事 

 業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行う責務を有する。  

２ 都道府県は，この法律の実施に関し，次に掲げる責務を有する。 

一 市等が行う生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給並び 

  に生活困窮者就労準備支援事業，生活困窮者一時生活支援事業，生活困窮者家計相談支 

  援事業その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に行わ 

  れるよう，市等に対する必要な助言，情報の提供その他の援助を行うこと。  

二 関係機関との緊密な連携を図りつつ，適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困 

  窮者住居確保給付金の支給を行うこと。  

３ 国は，都道府県及び市等が行う生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給 

付金の支給並びに生活困窮者就労準備支援事業，生活困窮者一時生活支援事業，生活困窮 

者家計相談支援事業その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ 

円滑に行われるよう，都道府県等に対する必要な助言，情報の提供その他の援助を行わな 

ければならない。  

（生活困窮者自立相談支援事業） 

第四条 都道府県等は，生活困窮者自立相談支援事業を行うものとする。  

２ 都道府県等は，生活困窮者自立相談支援事業の事務の全部又は一部を当該都道府県等以 

 外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。  

３ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であ 

った者は，その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（一部抜粋） 

（目的） 

第一条 この法律は，障害者基本法の基本的な理念にのっとり，身体障害者福祉法，知的 
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障害者福祉法，精神保健及び精神障害者福祉に関する法律，児童福祉法その他障害者及び 

障害児の福祉に関する法律と相まって，障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人と 

しての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう，必要な障害福祉 

サービスに係る給付，地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い，もって障害者及び

障害児の福祉の増進を図るとともに，障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を 

 尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。  

（基本理念）  

第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は，全ての国民が， 

障害の有無にかかわらず，等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重さ 

れるものであるとの理念にのっとり，全ての国民が，障害の有無によって分け隔てられる 

ことなく，相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため，全ての障 

害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営 

むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と 

生活するかについての選択の機会が確保され，地域社会において他の人々と共生すること 

を妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で 

障壁となるような社会における事物，制度，慣行，観念その他一切のものの除去に資する 

ことを旨として，総合的かつ計画的に行わなければならない。  

（市町村等の責務）  

第二条 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は，この法律の実施に関し，次に掲げる責務 

を有する。 

一 障害者が自ら選択した場所に居住し，又は障害者若しくは障害児が自立した日常生活 

  又は社会生活を営むことができるよう，当該市町村の区域における障害者等の生活の実 

  態を把握した上で，公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する 

  機関，教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ，必要な自立支援給付及び 

  地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。  

二 障害者等の福祉に関し，必要な情報の提供を行い，並びに相談に応じ，必要な調査及 

  び指導を行い，並びにこれらに付随する業務を行うこと。 

三 意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用すること 

  ができるよう必要な便宜を供与すること，障害者等に対する虐待の防止及びその早期発 

  見のために関係機関と連絡調整を行うことその他障害者等の権利の擁護のために必要 

  な援助を行うこと。  

２ 都道府県は，この法律の実施に関し，次に掲げる責務を有する。 

一 市町村が行う自立支援給付及び地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われるよう，市 

  町村に対する必要な助言，情報の提供その他の援助を行うこと。 

二 市町村と連携を図りつつ，必要な自立支援医療費の支給及び地域生活支援事業を総合 

  的に行うこと。 

三 障害者等に関する相談及び指導のうち，専門的な知識及び技術を必要とするものを行 

  うこと。 

四 市町村と協力して障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うとともに，市町村 

  が行う障害者等の権利の擁護のために必要な援助が適正かつ円滑に行われるよう，市町 
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  村に対する必要な助言，情報の提供その他の援助を行うこと。  

３ 国は，市町村及び都道府県が行う自立支援給付，地域生活支援事業その他この法律に基 

づく業務が適正かつ円滑に行われるよう，市町村及び都道府県に対する必要な助言，情報 

 の提供その他の援助を行わなければならない。  

４ 国及び地方公共団体は，障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができる 

よう，必要な障害福祉サービス，相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に努め 

なければならない。  

（国民の責務）  

第三条 すべての国民は，その障害の有無にかかわらず，障害者等が自立した日常生活又は 

 社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。  

（定義）  

第四条 この法律において「障害者」とは，身体障害者福祉法第四条 に規定する身体障害 

者，知的障害者福祉法 にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精 

神障害者福祉に関する法律第五条 に規定する精神障害者（発達障害者支援法第二条第二 

項に規定する発達障害者を含み，知的障害者福祉法 にいう知的障害者を除く。以下「精 

神障害者」という。）のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病そ 

の他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める 

程度である者であって十八歳以上であるものをいう。  

第五条 この法律において「障害福祉サービス」とは，居宅介護，重度訪問介護，同行援護， 

行動援護，療養介護，生活介護，短期入所，重度障害者等包括支援，施設入所支援，自立 

訓練，就労移行支援，就労継続支援及び共同生活援助をいい，「障害福祉サービス事業」 

とは，障害福祉サービスを行う事業をいう。  

２ この法律において「居宅介護」とは，障害者等につき，居宅において入浴，排せつ又は 

食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。 

３ この法律において「重度訪問介護」とは，重度の肢体不自由者その他の障害者であって 

常時介護を要するものとして厚生労働省令で定めるものにつき，居宅における入浴，排せ 

つ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護 

を総合的に供与することをいう。  

４ この法律において「同行援護」とは，視覚障害により，移動に著しい困難を有する障害 

者等につき，外出時において，当該障害者等に同行し，移動に必要な情報を提供するとと 

もに，移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。  

５ この法律において「行動援護」とは，知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を 

有する障害者等であって常時介護を要するものにつき，当該障害者等が行動する際に生じ 

得る危険を回避するために必要な援護，外出時における移動中の介護その他の厚生労働省 

令で定める便宜を供与することをいう。  

６ この法律において「療養介護」とは，医療を要する障害者であって常時介護を要するも 

のとして厚生労働省令で定めるものにつき，主として昼間において，病院その他の厚生労 

働省令で定める施設において行われる機能訓練，療養上の管理，看護，医学的管理の下に 

おける介護及び日常生活上の世話の供与をいい，「療養介護医療」とは，療養介護のうち 

医療に係るものをいう。  
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７ この法律において「生活介護」とは，常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定 

める者につき，主として昼間において，障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施 

設において行われる入浴，排せつ又は食事の介護，創作的活動又は生産活動の機会の提供 

その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。  

８ この法律において「短期入所」とは，居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理 

由により，障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設への短期間の入所を必要と 

する障害者等につき，当該施設に短期間の入所をさせ，入浴，排せつ又は食事の介護その 

他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。  

９ この法律において「重度障害者等包括支援」とは，常時介護を要する障害者等であって， 

その介護の必要の程度が著しく高いものとして厚生労働省令で定めるものにつき，居宅介 

護その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供することをいう。  

１０ この法律において「施設入所支援」とは，その施設に入所する障害者につき，主とし 

て夜間において，入浴，排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与 

することをいう。  

１１ この法律において「障害者支援施設」とは，障害者につき，施設入所支援を行うとと 

もに，施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設（のぞみの園及び第一項の厚 

生労働省令で定める施設を除く。）をいう。  

１２ この法律において「自立訓練」とは，障害者につき，自立した日常生活又は社会生活 

を営むことができるよう，厚生労働省令で定める期間にわたり，身体機能又は生活能力の 

向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。  

１３ この法律において「就労移行支援」とは，就労を希望する障害者につき，厚生労働省 

令で定める期間にわたり，生産活動その他の活動の機会の提供を通じて，就労に必要な知 

識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するこ 

とをいう。  

１４ この法律において「就労継続支援」とは，通常の事業所に雇用されることが困難な障 

害者につき，就労の機会を提供するとともに，生産活動その他の活動の機会の提供を通じ 

て，その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供 

与することをいう。  

１５ この法律において「共同生活援助」とは，障害者につき，主として夜間において，共 

同生活を営むべき住居において相談，入浴，排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の 

援助を行うことをいう。  

１６ この法律において「相談支援」とは，基本相談支援，地域相談支援及び計画相談支援 

をいい，「地域相談支援」とは，地域移行支援及び地域定着支援をいい，「計画相談支援」 

とは，サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい，「一般相談支援事業」とは， 

基本相談支援及び地域相談支援のいずれも行う事業をいい，「特定相談支援事業」とは， 

基本相談支援及び計画相談支援のいずれも行う事業をいう。  

１７ この法律において「基本相談支援」とは，地域の障害者等の福祉に関する各般の問題 

につき，障害者等，障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ，必要 

な情報の提供及び助言を行い，併せてこれらの者と市町村及び指定障害福祉サービス事業 

者等との連絡調整（サービス利用支援及び継続サービス利用支援に関するものを除く。） 
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その他の厚生労働省令で定める便宜を総合的に供与することをいう。 

１８ この法律において「地域移行支援」とは，障害者支援施設，のぞみの園若しくは第一 

項若しくは第六項の厚生労働省令で定める施設に入所している障害者又は精神科病院に 

入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必 

要とする者であって厚生労働省令で定めるものにつき，住居の確保その他の地域における 

生活に移行するための活動に関する相談その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する 

ことをいう。 

１９ この法律において「地域定着支援」とは，居宅において単身その他の厚生労働省令で 

定める状況において生活する障害者につき，当該障害者との常時の連絡体制を確保し，当 

害者に対し，障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の厚生労働省令で定める場合 

に相談その他の便宜を供与することをいう。  

２０ この法律において「サービス利用支援」とは，障害者の心身の状況，その置かれてい 

る環境，当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に 

関する意向その他の事情を勘案し，利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及 

び内容その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画を作成し，支給決定，支給決定の 

変更の決定，地域相談支援給付決定地域相談支援給付決定の変更の決定が行われた後に， 

指定障害福祉サービス事業者等，指定一般相談支援事業者その他の者との連絡調整その他 

の便宜を供与するとともに，当該支給決定等に係る障害福祉サービス又は地域相談支援の 

種類及び内容，これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画を 

作成することをいう。  

２１ この法律において「継続サービス利用支援」とは，支給決定を受けた障害者若しくは 

障害児の保護者又は地域相談支援給付決定を受けた障害者，支給決定の有効期間又は地域 

相談支援給付決定の有効期間内において継続して障害福祉サービス又は地域相談支援を 

適切に利用することができるよう，当該支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害 

者に係るサービス等利用計画が適切であるかどうかにつき，厚生労働省令で定める期間ご 

とに，当該支給決定障害者等の障害福祉サービス又は当該地域相談支援給付決定 障害者 

の地域相談支援の利用状況を検証し，その結果及び当該支給決定に係る障害者等又は当該 

地域相談支援給付決定に係る障害者の心身の状況，その置かれている環境，当該障害者等 

又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の 

事情を勘案し，サービス等利用計画の見直しを行い，その結果に基づき，次のいずれかの 

便宜の供与を行うことをいう。  

一 サービス等利用計画を変更するとともに，関係者との連絡調整その他の便宜の供与を

  行うこと。 

二 新たな支給決定若しくは地域相談支援給付決定又は支給決定の変更の決定若しくは 

  地域相談支援給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において，当該支給 

  決定等に係る障害者又は障害児の保護者に対し，支給決定等に係る申請の勧奨を行うこ 

  と。  

２２ この法律において「自立支援医療」とは，障害者等につき，その心身の障害の状態の 

軽減を図り，自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定め 

るものをいう。  

106



２３ この法律において「補装具」とは，障害者等の身体機能を補完し，又は代替し，かつ， 

長期間にわたり継続して使用されるものその他の厚生労働省令で定める基準に該当する 

ものとして，義肢，装具，車いすその他の厚生労働大臣が定めるものをいう。  

２４ この法律において「移動支援事業」とは，障害者等が円滑に外出することができるよ 

う，障害者等の移動を支援する事業をいう。 

２５ この法律において「地域活動支援センター」とは，障害者等を通わせ，創作的活動又 

する施設をいう。 

２６ この法律において「福祉ホーム」とは，現に住居を求めている障害者につき，低額な 

料金で，居室その他の設備を利用させるとともに，日常生活に必要な便宜を供与する施設 

 をいう。  

（指定一般相談支援事業者の指定）  

第五十一条の十九 第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定は，厚生労働 

省令で定めるところにより，一般相談支援事業を行う者の申請により，地域相談支援の種 

類及び一般相談支援事業を行う事業所ごとに行う。  

（指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の責務）  

第五十一条の二十二 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者は，障害者等が 

自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，障害者等の意思決定の支援に配 

慮するとともに，市町村，公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施 

する機関，教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ，相談支援を当該障害者 

等の意向，適性，障害の特性その他の事情に応じ，常に障害者等の立場に立って効果的に 

行うように努めなければならない。  

２ 指定相談支援事業者は，その提供する相談支援の質の評価を行うことその他の措置を講 

 ずることにより，相談支援の質の向上に努めなければならない。  

３ 指定相談支援事業者は，障害者等の人格を尊重するとともに，この法律又はこの法律に 

 基づく命令を遵守し，障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。  

（市町村の地域生活支援事業）  

第七十七条 市町村は，厚生労働省令で定めるところにより，地域生活支援事業として，次

に掲げる事業を行うものとする。  

一 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓 

  発を行う事業 

二 障害者等，障害者等の家族，地域住民等により自発的に行われる障害者等が自立した 

  日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための活動に対する支援を行う 

  事業  

三 障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ，自立した日常生活又は 

  社会生活を営むことができるよう，地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき， 

  障害者等，障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ，必要な情報 

  の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに，障害者等に対 

  する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の 

  権利の擁護のために必要な援助を行う事業（次号に掲げるものを除く。）  

四 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認 
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  められる障害者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年 

  後見制度の利用が困難であると認められるものにつき，当該費用のうち厚生労働省令で 

  定める費用を支給する事業  

五 障害者に係る民法に規定する後見，保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人 

  材の育成及び活用を図るための研修を行う事業 

六 聴覚，言語機能，音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害 

  者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき，意思疎通支援を行う者の 

  派遣，日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付又 

  は貸与その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業  

七 意思疎通支援を行う者を養成する事業 

八 移動支援事業 

九 障害者等につき，地域活動支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ， 

  創作的活動又は生産活動の機会の提供，社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定 

  める便宜を供与する事業  

２ 都道府県は，市町村の地域生活支援事業の実施体制の整備の状況その他の地域の実情を 

勘案して，関係市町村の意見を聴いて，当該市町村に代わって前項各号に掲げる事業の一 

部を行うことができる。  

３ 市町村は，第一項各号に掲げる事業のほか，現に住居を求めている障害者につき低額な 

料金で福祉ホームその他の施設において当該施設の居室その他の設備を利用させ，日常生 

活に必要な便宜を供与する事業その他の障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営 

むために必要な事業を行うことができる。  

（基幹相談支援センター）  

第七十七条の二  基幹相談支援センターは，地域における相談支援の中核的な役割を担う 

機関として，前条第一項第三号及び第四号に掲げる事業並びに身体障害者福祉法第九条第 

五項第二号及び第三号，知的障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号並びに精神保健 

及び精神障害者福祉に関する法律第四十九条第一項に規定する業務を総合的に行うこと 

を目的とする施設とする。  

２ 市町村は，基幹相談支援センターを設置することができる。 

３ 市町村は，一般相談支援事業を行う者その他の厚生労働省令で定める者に対し，第一項 

の事業及び業務の実施を委託することができる。 

４ 前項の委託を受けた者は，第一項の事業及び業務を実施するため，厚生労働省令で定め 

るところにより，あらかじめ，厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て，基幹相 

談支援センターを設置することができる。  

５ 基幹相談支援センターを設置する者は，第一項の事業及び業務の効果的な実施のために， 

指定障害福祉サービス事業者等，医療機関，民生委員法に定める民生委員，身体障害者福 

祉法第十二条の三第一項又は第二項の規定により委託を受けた身体障害者相談員，知的障 

害者福祉法第十五条の二第一項又は第二項の規定により委託を受けた知的障害者相談員， 

意思疎通支援を行う者を養成し，又は派遣する事業の関係者その他の関係者との連携に努 

めなければならない。  

６ 第三項の規定により委託を受けて第一項の事業及び業務を実施するため基幹相談支援 
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センターを設置する者若しくはその職員又はこれらの職にあった者は，正当な理由なしに， 

 その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  

（都道府県の地域生活支援事業）  

第七十八条 都道府県は，厚生労働省令で定めるところにより，地域生活支援事業として， 

第七十七条第一項第三号，第六号及び第七号に掲げる事業のうち，特に専門性の高い相談 

支援に係る事業及び特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成し，又は派遣する事業， 

意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他の広域的な対応が必 

要な事業として厚生労働省令で定める事業を行うものとする。  

２ 都道府県は，前項に定めるもののほか，障害福祉サービス又は相談支援の質の向上のた 

めに障害福祉サービス若しくは相談支援を提供する者又はこれらの者に対し必要な指導 

を行う者を育成する事業その他障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために 

必要な事業を行うことができる。  

矯正施設退所者の地域生活定着支援 

 矯正施設（刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院）入所者の中には、高齢又は障害により自

立した生活を送ることが困難であるにもかかわらず、過去に必要とする福祉的支援を受けて

きていない人が少なくなく、また、親族等の受入先を確保できないまま矯正施設を退所する

高齢者、障害者も数多く存在していることが指摘されています。 

このため、厚生労働省では、平成２１年度に「地域生活定着支援事業」を創設し、高齢又は障

害を有するため福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者について、退所後直ちに福祉サー

ビス等（障害者手帳の発給、社会福祉施設への入所など）につなげるための準備を、保護観察

所と協働して進める「地域生活定着支援センター」を各都道府県に整備することにより、そ

の社会復帰の支援を推進することとしています。（平成 23 年度末、全都道府県に開設されま

した） 

 なお、平成24年度からは矯正施設退所後のフォローアップ、相談支援まで支援を拡大・拡

充し、入所中から退所後まで一貫した相談支援を行う「地域生活定着促進事業」を実施して

います。  

成年後見制度Ⅰ 

１ 成年後見制度 

 成年後見制度とは，認知症や知的障害，精神障害などで判断能力が不十分になった人の社

会生活を支援する仕組みです。 

判断能力が衰えてきても，そのことでその人の尊厳が損なわれるわけではありません。そ
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こで，本人に残っている能力，もしくは持っている能力を最大限に活かし，不足している部

分を補うことで，本人を支援・保護していくべきとの考え方で作られたのが成年後見制度で

す。 

 人は，社会生活をするとき，意識するとしないにかかわらず，様々な契約をしています。買

い物をするときの売買契約，お金を借りるときの金銭消費貸借契約，銀行に預金するときの

契約，介護サービスをうけるときの契約，施設入所のときの契約などなどです。そのとき，判

断能力が衰えた，もしくは十分でないことで不利な契約を結んでしまわないように，その人

に合った安全な契約ができるようにその手伝いをする者を付ける。これが成年後見制度の基

本的な考え方です。その手伝いをする人を後見人といい，本人と一緒に契約に問題がないか

を判断したり，間違って結んでしまった契約を取り消したり，本人の代わりに契約を行った

りします。 

 介護護保険制度が，身体的能力が不十分になった場合の社会的支援の仕組みであるのに対

し，成年後見制度は精神的能力が衰えた場合に，これを支えるというもので，両者は車の両

輪のように互いに必要なものです。制度の開始も同日，平成１２年４月１日です。 

成年後見制度の理念は，だれでも普通の生活ができるように支援すること（ノーマライゼ

イション）を目指し，自分のことは自分で決めるという人の尊厳にかかわる権利を尊重し（自

己決定の尊重），残存能力，もしくは持ってる能力を最大限活かして（残存能力の活用），判断

能力が不足している人々を支えていくことです。 

２ 法定後見制度と３類型 

 成年後見制度は，大きく２つに分けることができます。１つが家庭裁判所に後見人などを

決めてもらう法定後見制度であり，もう１つが元気なうちに自分で後見人を決めておく任意

後見制度です。 

 法定後見制度として，後見・保佐・補助という３つの類型があります。いずれの制度も，判

断能力が不十分となった人たちの人権や利益を守るために用意されたものです。 

（後見類型） 

 後見類型の対象となるのは，自分の財産を管理したり処分したりすることが全くできない

人です。具体的には，重度の知的障害者・精神障害者・認知症高齢者などで，常に判断能力が

なく，自分だけで物事を決定することが難しく，日常的な買い物も１人ではできない人とい

うことになります。家庭裁判所がこの類型に該当すると判断し，後見開始の審判をすると，

後見がスタートし，成年後見人が付けられます。成年後見人は，後見を受ける人に代わって

契約を結ぶなどの法律行為を行います。また後見を受ける人が不利益な契約を結んでしまっ

た場合には，その契約を取り消して，白紙に戻すことができます。 

 後見が必要となるのは，後見を必要とする人が関係する相続に関する遺産分割，不動産の

売却，施設などへの入所契約が必要な場合などです。 
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（保佐類型） 

 保佐類型の対象となるのは，簡単な契約はできるけれども重要な財産（土地や車など高額

な物）を管理したり処分したりするには，常に援助が必要な人です。具体的には，知的・精神

的障害のある人，認知症がある程度進行している高齢者など，判断能力が著しく不十分で，

日常的な買い物くらいは自分でできるけれど，重要な契約などは無理という人が該当します。

この類型に該当する人には，保佐人という援助者が付きます。保佐人には，不動産を処分し

たりお金を借りたりするなどの重要な法律行為について，後見人同様，不利益な契約を取り

消すことができる権限が与えられます。また保佐を受ける人が同意し，裁判所が認めた事項

については，本人に代わって契約を行うこともできます。 

 保佐類型では，保佐人が不利益な契約を取り消すことができるというのが最も重要な点で

あり，訪問販売などで高額な商品を買わされる一人暮らしの高齢者の保護などで大きな効果

があります。 

（補助類型） 

 補助類型の対象となるのは，判断能力が不十分ながら自分で契約などができるけれども，

誰かに手伝ってもらったり代わってもらうほうがよいと思われるような人（軽度の知的障害

者・精神障害者・初期の認知症の人）などです。補助を必要とする人には，補助人が付きま

す。補助人は，裁判所が認めた事項について契約を取り消す権限，補助を受ける人に代わっ

て契約を行う権限が与えられます。 

 必要な事柄について，必要な程度で，補助人は補助を受ける人を援助します。自分ででき

ることは自分で行い，不足しているところを補うことを目的としており，自己決定権の尊重，

ノーマライゼーションという制度の理念が生かされた類型といえます。したがって，

この類型は，補助を受ける人の同意が必要です。本人の生活・療養看護，介護支援契約，不

動産の処分など重要な判断を求められる様々な場面があります。 

３ 成年後見制度と地域包括支援センター 

 地域包括支援センターがおこなう実態把握や総合相談の過程で，特に権利擁護の観点から

の支援が必要と判断した場合に活用します。 

（成年後見制度の活用） 

 高齢者の判断能力の状況等を把握し，成年後見制度の利用が必要なケースであれば，以下

の業務を行います。  

（１）高齢者に親族がいる場合には，当該親族に成年後見制度を説明し，親族からの申立

  てが行われるよう支援します。 

（２）申立てを行える親族がないと思われる場合や，親族があっても申立てを行う意思が
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  ない場合で，成年後見制度の利用が必要と認めるときは，速やかに市町村の担当部局 

  に当該高齢者の状況等を報告し，市町村申立てにつなげます。  

（成年後見制度の円滑な利用） 

（１）市町村や地方法務局と連携し，成年後見制度を幅広く普及させるための広報等の取

  組を行います。 

（２）鑑定又は診断書の作成手続きに速やかに取り組めるよう，地域の医療機関との連携

  を確保します。 

（３）高齢者にとって適切な成年後見人を選任できるよう，地域で成年後見人となるべき

  者を推薦する団体等を，高齢者又はその親族に対して紹介します。 

しかし，地域包括援センターの業務として，担当職員自身が成年後見人となること 

  は想定していません。  

成年後見制度Ⅱ 

１ 成年後見制度の活用 

（１）成年後見制度の利用に関する判断(スクリーニング)

本人や家族，関係機関等からの相談によって，権利擁護の観点から支援が必要な高齢

者を発見した場合，その高齢者の判断能力や生活状況等を把握し，成年後見制度を利用

する必要があるかどうかの判断(スクリーニング)を行う。 

成年後見制度(法定後見)の申立てには，高齢者の判断能力に応じて，次の 3つの類型

がある。 

① 補助 ほとんどの事は，自分の判断でできる。しかし，契約や預貯金の管理等を自

分でできるかどうか不安がある。本人の利益のためには，他の人の援助があ

った方がいいと思われる状態。 

② 保佐 日常生活では，何とか自分で判断ができて，簡単な財産管理や契約は自分で

できる。しかし，不動産の売買や，重要な契約を単独で行うことは，無理な

状態。 

③ 後見 日常生活に関することを除き，常に，本人に代わって他の人が判断する必要

があり，本人に判断することを期待しても，無理だと思われる状態。 

成年後見制度が必要と考えられる例として，次のような場合が考えられる。 

※世帯内に適切な意思決定できる人がいない独居等の認知症高齢者などで，医療

機関の受診や福祉サービス利用等について契約支援が必要な場合

※悪徳商法や消費者金融などの経済的被害を未然に防止する場合

※預貯金管理等の財産管理や遺産相続等，法律行為を支援する場合
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なお，高齢者が家族等から経済的搾取を受けているなど緊急性がある場合は，法律関

係者等の権利擁護に関する団体と連携して，審判前の財産保全処分や緊急事務管理等

を検討する必要がある。 

（２）成年後見制度の利用が必要な場合の申立て支援

スクリーニングにより，成年後見制度の利用が必要と判断した場合は申立ての支援

を行う。高齢者に申し立てを行える親族がある場合は，その親族に対して成年後見制度

や手続き方法等について説明し，親族による申立てが行われるよう支援する。 

申立てを行える親族がいないと思われる場合や，親族があっても申立ての意思がな

い場合は，速やかに市町村の担当部局に経過や状況を報告し，市町村長申立て手続きが

行われるよう協力する。 

～市町村長申立てについて～ 

市町村長は，６５歳以上の者につき，その福祉を図るために特に必要があると認める

ときは，後見開始等の審判を請求することができる。(老人福祉法第３２条) 

また，市町村による親族調査は，基本的には２親等内の親族の意思を確認することに

なっている。ただし，虐待等の場合は，仮に２親等内の親族が申立てに反対しても，本

人の保護を図るため，市町村長申立てが必要となる場合がある。 

（３）診断書の作成や鑑定に関する地域の医療機関との連携

成年後見の申立てに必要な医師の診断書の作成や，保佐，後見の場合に必要な鑑定が

スムーズに行われるよう，地域の医療機関との連携を図ることが必要である。

（４）成年後見人等となるべき者を推薦できる団体等との連携

高齢者にとって適切な成年後見人等を選ぶ事ができるように，地域において成年後

  見人等の候補者を推薦することができる団体等と連携を図り，高齢者やその親族に情 

  報提供を行う。 

～成年後見人等候補者の推薦団体～ 

家庭裁判所に候補者名簿を提出している団体には，次の専門職団体がある。 

※都道府県弁護士会(弁護士)

※リーガルサポート都道府県支部(司法書士)

※都道府県社会福祉士会「ぱあとなあ」(社会福祉士)，等

また，地域において第三者の後見人候補者養成に取り組んでいる自治体もある。 

しかし，宮城県において第三者後見人として受任できる受け皿が磐石かというと，否

である。このことについての基盤整備が急務である。 

２ 地域福祉権利擁護事業(福祉サービス利用援助事業)の活用 
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（１）事業の概要

地域福祉権利擁護事業は，都道府県社会福祉協議会が実施主体となり，判断能力の不

十分な痴呆性高齢者等に対して，利用者本人と社会福祉協議会との契約により，①福祉

サービスの利用援助，② 日常的金銭管理サービス，③書類等の預かリサービス等を行

うものである。 

（２）地域福祉権利擁護事業と成年後見制度との関係

地域福祉権利擁護事業は，成年後見制度と同様，痴呆性高齢者，知的障害者，精神障

害者等判断能力が十分でない人を対象としており，その権利擁護の理念や援助内容に

共通する面はあるものの，一方では，両制度の間にはいくつかの相違点があり，その特

徴を踏まえた活用が必要である。 

成年後見制度には補助，保佐，後見の３類型があるが，地域福祉権利擁護事業の利用

対象者は，このうちの補助類型の対象者とほぼ重なる。また，補助類型にも当たらない

軽度の人も対象にしている。保佐類型の一部についても対象となりうるが，契約締結能

力があるかどうかの判断には慎重を要する。 

しかし，社協と利用者の契約に基づくこの制度，利用者の枠も認知症でない高齢者，

身体障害者の利用も可能であり，施設入所者，病院入院者も対象となり得る。事業の実

施者である社協の裁量次第であることを考えると，地域にニーズの高まりによってよ

り現在より柔軟に事業展開が出来るものと思う。 

（３）援助の方法と内容

成年後見制度が，成年後見人等に代理権，同意権・取消権を付与することにより，財

産管理及び身上監護に関する法律行為を援助するのに対し，地域福祉権利擁護事業は，

利用者と社会福祉協議会との契約により，それに伴う日常的な金銭管理等を援助する。

任意の契約という点で，裁量次第での事業の拡充が出来ることに留意したい。 

例えば，成年後見人と社協との契約によって，重度の認知症の高齢者や障害者のサ 

ービス利用が行われていることが挙げられる。 

（４）援助の方法

地域福祉権利擁護事業では代行が主となり，代理権の付与は限定的に行われる。代理

権は，成年後見制度では法定代理権であるが，地域福祉権利擁護事業の場合は，利用者

と社会福祉協議会との間で結ばれた任意代理の委任契約により付与される任意代理権

である。 

（５）地域福祉権利擁護事業の限界とその克服

利用者が判断能力を喪失した場合，地域福祉権利擁護事業を利用している間に，利用

者が判断能力を喪失した場合は，地域福祉権利擁護事業の利用契約は終了することと

なる。契約を終了するさいは，成年後見制度への移行や利用者の生活にふさわしい他の

援助の利用につなげることが必要である。 

日常的な生活援助の範囲を超える場合，不動産の売却等の財産管理に関する法律行
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為や，施設入所の代理契約等は，地域福祉権利擁護事業の範囲を超える事柄となる。 

取消権を必要とする場合地域福祉権利擁護事業では，悪徳商法などの財産侵害に対

しては，成年後見制度の同意権・取消権に相当するものはない。定期的に日常的な金銭

管理を行うことが予防的な効果をもつことはあり，また預金通帳から多額の支出があ

ることへの気づきから，クーリングオフ等への対応をとることもできるが，自ずと限界

があり，こうした事態が予想されたり，生じた場合は，成年後見制度へと移行すること

が必要となる。 

しかし，前述したように成年後見制度と地域福祉権利擁護事業のコラボレーション

も現に進んでいることに，本制度の限界を克服していく取り組みが行われているに注

目する必要がある。 

地域福祉権利擁護事業での援助に限界がある場合は，成年後見制度につなげること

を的確に行うことが重要であるし，その一方で，利用者本人の判断能力が低下したため，

地域福祉権利擁護事業の利用ができない場合であっても，成年後見人等が本人に代わ

って社会福祉協議会と契約を取り交わし，福祉サービスの利用や日常的な金銭管理な

どの援助を利用することが可能となる。 

法定後見(後見・保佐・補助)開始の申立てに必要なもの 

申立書 1通 無料 各家庭裁判所 

戸籍謄本]通(本人，申立

人) 
市町村毎に異なる 本籍地の市町村役場 

戸籍附票 1通(本人) 市町村毎に異なる 本籍地の市町村役場 

成年後見登記事項証明書]

通 

(本人) 

1,000円(1通につき

登記印紙) 

法務局・地方法務局戸籍課 

（仙台法務局で直接取れます） 

診断書 1通(本人) 
医師により異なる 補助'任意後見監督人選任の場合は，

家庭裁判所の様式を使う 

住民票１通 市町村毎に異なる 市町村役場 

身分証明書１通 市町村毎に異なる 本籍地の市町村役場 

成年後見候補者の成年後見

に関する登記がなされてい

ないことの証明書１通 

500円(1通につき登

記印紙) 

法務局・地方法務局戸籍課 

（仙台法務局で直接取れます） 

申立手数料 800 円の収入印紙 裁判所内 

財産についての資料(登記

簿 

謄本，預金通帳写し等) 

成年後見登記の手数料 

4,000 円の登記印紙

(任意後見監督人の

選任は 2,000 円) 

裁判所内 

115



郵便切手 
4,000 円～5,000 円 

(各家裁で異なる) 

鑑定費用 

5～ 25万円(平均10

万円程度だが，最近

は5万円程度のケー

スが増え，次第に低

額化している)程度

を予納する。 

医師，病院等。後見・保佐の場合は，

家庭裁判所が原則として，本人の精

神状況の鑑定を医師に依頼する。申

立てに必要な費用は，原則として申

立人の負担となるが，事情によって

は，裁判所の決定で本人の負担とす

ることもできる。 

※費用については，変更される場合があるので，そのつど確認ください

表の１－ 補助・保佐・後見の制度の概要 

補助開始の審判 保佐開始の審判 後見開始の審判 

要

件 

＜対象者＞ 

（判断能

力） 

精神上の障害（痴

呆・知的障害・精神

障害等）により，事

理を弁識する能力が

不充分な者。 

精神上の障害によ

り，事理を弁識する

能力が著しく不十分

な者。 

精神上の障害によ

り，事理を弁識する

能力を欠く常況に在

る者。 

開

始

の

手

続 

申 立 権 者     E 

本人，配偶者，四親等内の親族，検察官等。 

任意後見受任者，任意後見人，任意後見監督人 

市町村長 

本人の同意 必  要 不  要 不  要 

機

関

の

名

称 

本   人 被補助人 被保佐人 成年被後見人 

後 見 人 補助人 保佐人 成年後見人 

A監 督 人     E 補助監督人 保佐監督人 成年後見監督人 

同

意

権

・ 

取

消

権 

付与の対象 

申立ての範囲内で家

庭裁判所が定める

「特定の法律行為」 

民法 12 条 1 項各号所

定の行為 

日常生活に関する行

為以外の行為 

付与の手続 

補助開始の審判 

＋同意権付与の審判 

＋本人の同意 

保佐開始の審判 後見開始の審判 

A取 消 権 者     E 本人・補助人 本人・保佐人 
本人 

成年後見人 

代 

理 

付与の対象 

申立ての範囲内で家

庭裁判所が定める 

「特定の法律行為」 

同  左 
財産に関するすべて

の法律行為 
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権 付与の手続 

補助開始の審判 

＋代理権付与の審判 

＋本人の同意 

保佐開始の審判 

＋代理権付与の審判 

＋本人の同意 

後見開始の審判 

本人の同意 必  要 必  要 不  要 

責

務 

身上配慮義

務 

本人の心身の状態お

よび生活の状況に配

慮する義務 

同  左 同  左 

任意後見制度 

要件 対象となる人 

今は，判断能力のある人(本人の判断能力が，少なくと

も補助に該当する程度以上に不十分になった場合に開

始) 

自己決定権と後見人等の権限 自己決定権は大 後見人等の権限は小 

開始の手続 
請求できる人 本人，配偶者，四親等内の親族，任意後見受任者 

本人の同意 必要 

機関の名称 

本人 本人 

援助者 任意後見人（開始までは任意後見受任者） 

監督人 任意後見監督人 

同意権・取消

権 

付与の対象 なし 

付与の手続 なし 

取消権者 なし 

代理権 

付与の対象 任意後見契約で定められた行為 

付与の手続 任意後見監督人の選任後 

本人の同意 必要 

援助者の責務 
職務 

財産に関する事務，生活や療養に関する事務(本人の希

望に応じて自由に委任できる) 

身上配慮義務 本人の心身の状態および生活の状況に配慮する義務 

2016.08.12. 文責：小湊 純一。

117



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（抜粋）

 (基本方針) 
第一条の二 指定居宅介護支援の事業は、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

 ができるように配慮して行われるものでなければならない。

２ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、

利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者か

ら、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及

び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等

が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立

に行われなければならない。

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センタ

ー，老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、

介護保険施設等との連携に努めなければならない。

 (提供拒否の禁止) 
第五条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んでは

ならない。

(サービス提供困難時の対応)
第六条 指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域(当該指定居宅介

護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案 
し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認め

た場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければなら

ない。

(要介護認定の申請に係る援助) 
第八条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申

 込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、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。

３ 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受け

ている要介護認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう、必要な援助を行わ

 なければならない。

(指定居宅介護支援の基本取扱方針) 
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第十二条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われる

 とともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、

 常にその改善を図らなければならない。

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針) 
第十三条 指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定す

る基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

一 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に

  関する業務を担当させるものとする。

二 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は

  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。

三 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常

  生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ

  計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。

四 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般

  を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サー 

  ビス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サー

  ビス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

五 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサ

  ービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサ 

  ービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものと

  する。

六 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利

  用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置

  かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が

  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しな

  ければならない。

七 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」と 
いう。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わな 

  ければならない。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びそ

  の家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

八 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づ

  き、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制

  を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最

  も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、 
  総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びそ

  の達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意

  事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければならない。

九 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成 
  のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位
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置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集 
して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当 

  者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、

  専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合

  については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

十 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等につ

  いて、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案

  の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得な

  ければならない。

十一 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画

  を利用者及び担当者に交付しなければならない。

十二 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に

  対して、訪問介護計画等指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の

  提出を求めるものとする。

十三 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の

把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて居宅サー 
  ビス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う

  ものとする。

十四 介護支援専門員は、前号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。) 
  に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に

  行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならな

  い。

イ 少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。

ロ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。

十五 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催によ

  り、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意

  見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に

  対する照会等により意見を求めることができるものとする。

イ 要介護認定を受けている利用者が法要介護更新認定を受けた場合

ロ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

十六 第三号から第十二号までの規定は、第十三号に規定する居宅サービス計画の変更

  について準用する。

十七 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率

  的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困

  難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合

  には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。

十八 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から

  依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居

  宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。

十九 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービ
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スの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師

又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を求めなければならない。

二十 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の

  医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の 

  指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等

  を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的

  観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこれを行うものと

  する。

二十一 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介

  護」を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に

  十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場

  合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有

  効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。

二十二 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっ

  ては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載する

  とともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を

  受ける必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場

  合にはその理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。

二十三 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合に

  あっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を

  記載しなければならない。

二十四 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第七十三条第二項に規

  定する認定審査会意見又は法第三十七条第一項の規定による指定に係る居宅サービス

  若しくは地域密着型サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣

旨(同条第一項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種 
類については、その変更の申請ができることを含む。)を説明し、理解を得た上で、そ 

  の内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。

二十五 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合

  には、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を

  図るものとする。

二十六 指定居宅介護支援事業者は、法第百十五条の二十三第三項の規定に基づき、指

  定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、そ

  の業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が

  適正に実施できるよう配慮しなければならない。

二十七 指定居宅介護支援事業者は、法第百十五条の四十八第四項の規定に基づき、同

  条第一項に規定する会議から、同条第二項の検討を行うための資料又は情報の提供、

  意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなけ

  ればならない。

(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付) 
第十五条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望す
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る場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者からの

申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況

に関する書類を交付しなければならない。

 (利用者に関する市町村への通知) 
第十六条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次のいず

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。

一 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等に

  より、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

二 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。

 (管理者の責務) 
第十七条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援 

専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実 

 施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

２ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員 

 その他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程) 
第十八条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)として次に掲げる事 
項を定めるものとする。

一 事業の目的及び運営の方針

二 職員の職種、員数及び職務内容

三 営業日及び営業時間

四 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額

五 通常の事業の実施地域

六 その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保) 
第十九条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供でき

るよう、指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を

 定めておかなければならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介護支援 

事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければならない。ただ

し、介護支援専門員の補助の業務についてはこの限りでない。

３ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員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。

(設備及び備品等) 
第二十条 指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとと

 もに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(従業者の健康管理) 
第二十一条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態につ
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 いて、必要な管理を行わなければならない。

(掲示) 
第二十二条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運

営規程の概要、介護支援専門員の勤務の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掲示しなければならない。

(秘密保持) 
第二十三条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由が

なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理

由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必

 要な措置を講じなければならない。

３ 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用

いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、 
あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告) 
第二十四条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をする場

 合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等) 
第二十五条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サー

ビス計画の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対し

て特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行っては

ならない。

２ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関

し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示

 等を行ってはならない。

３ 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、 
利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償と

して、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 
(苦情処理) 
第二十六条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅

サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(第六項において「指定居宅介護支援等」

という。)に対す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しなければなら

ない。

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の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。

３ 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第二十三条の

規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の

職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査

に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は

助言に従って必要な改善を行わなければならない。
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４ 指定居宅介護支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容

を市町村に報告しなければならない。

５ 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた法第四十一条第一

項に規定する指定居宅サービス又は法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型

サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必

要な援助を行わなければならない。

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対す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法第百七十六条第一項第三号の調査に協力するとともに、 
自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助

言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければなら

ない。

７ 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、

前項の改善の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。

 (事故発生時の対応) 
第二十七条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により

事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族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。

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の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。

３ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべ

き事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。

 (会計の区分) 
第二十八条 指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居

 宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

(記録の整備) 
第二十九条 指定居宅介護支援事業者は、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。

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

一 第十三条第十三号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録

二 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳

イ 居宅サービス計画

ロ 第十三条第七号に規定するアセスメントの結果の記録

ハ 第十三条第九号に規定するサービス担当者会議等の記録

ニ 第十三条第十四号に規定するモニタリングの結果の記録

三 第十六条に規定する市町村への通知に係る記録

四 第二十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録

五 第二十七条第二項に規定する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
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高齢者虐待対応専門職チーム研修 

演習事例 

「高齢者虐待防止法活用ハンドブック」（民事法研究会）から引用 
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事例１ 

 公営団地に住んでいるＡ子さんは、７５歳、もともとは一人暮らしであり、収入は遺族

年金のみである。認知症などはなく、理解力はしっかりしているが、最近は、足腰が弱っ

て、歩行などが不便になり、自力での外出もなかなか困難になっていた（要介護度１）。

数ヶ月前から、娘夫婦がＡ子さんの家に住みつくようになった。失業したために家賃が支

払えず、明渡しを迫られて転がり込んできたらしい。同居してからは、Ａ子さんの遺族年

金を巻き上げて、生活費に使ったり、また夫婦はパチンコに興じているようである。この

ような事実が団地の自治会長の耳に入った。ゴミ出しもしなくなり、同じ公団の住民らが

全くＡ子さんの姿を見かけなくなったという情報からであった。たまたまＡ子さんの家の

玄関が開いていたので、隣の方が心配して部屋の中をのぞいてみたところ、奥の部屋はゴ

ミの山になっていた。そして、そのゴミの山の片隅で、Ａ子さんは汚れた下着姿で、しか

も非常に痩せた感じで座っていた。 

Ｑ１ 「虐待行為」の基準判断 

高齢者虐待防止法 2 条には、虐待行為について定義が書いてありますが、実際の行為が

虐待に当たるかどうかは、どのように判断するのですか。この事例のようなことがあれば、

虐待と考えてよいのでしょうか。判断の視点や基準を教えてください。

Ｑ２ 虐待の早期発見のためのサイン 

 私は、介護支援専門員（ケアマネジャー）をしています。事例１で自治会長さんから相

談を受けたのですが、確かに虐待を疑ってみる情報があり、早期の対応が必要です。こう

いった早期発見のために、私たちは普段の仕事において、どのようなことに気を付けてお

くべきでしょうか。

Ｑ３ 虐待の通報 

 事例１の自治会長さんは、最初は誰に相談すべきかどうか迷ったうえ、どこに相談して

よいかわからず、警察などに相談しましたが、うまくいかなかったそうです。高齢者虐待

については、どのような場合に、どこに相談や通報をするべきなのでしょうか。

Ｑ４ 被虐待者の分離・保護の方法 

私は、事例１の自治会長さんから相談を受けた市の高齢者虐待通報受付窓口の担当者で
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す。その後、保健師に家庭訪問してもらって調査した情報からすると、A 子さんからは悪

臭が漂い、また部屋の中を這って移動していたことがわかりました。また、一見したとこ

ろでは、やせ細った体になっていたということです。早急に A 子さんを保護したいのです

が、どのように行うべきでしょうか。

Ｑ５ 被虐待者による世帯分離 

事例１では、養護者もショートステイの利用をしぶしぶ承諾したので、施設を 1 週間利

用しました。ショートステイの間に、A 子さんと施設職員や担当職員が何度も話をして今

後の生活を相談したところ、本人は虐待をしている娘夫婦との同居を拒み、単身での生活

を希望しています。このような場合、どのような方策がありますか。

Ｑ６ 経済的虐待の救済手段 

事例１で、A 子さんは、特別養護老人ホームに入所したいということになりました。し

かし、依然として、A 子さんが受け取っている遺族年金を、娘夫婦が勝手に使ってしまっ

ています。このような場合、どのような方法で、財産の侵奪を防ぐことができますか。
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事例２ 

 Ｂ子さん（８０歳代）は、一人息子（５０歳代）との二人暮らし。かなり認知症が進ん

できており、人とのコミュニケーションも難しい様子である。要介護度４で、２年前から、

デイサービス週２回、ホームヘルパー週１回のサービスを受けている。収入は本人の老齢

厚生年金のみである。息子はリストラにあった後は無職であり、精神的な疾患も抱えてい

るようである。最近、デイサービスを利用する際、しばしば体にアザをつくってくること

が多く、また昼食もむさぼるように食べるようになった。先週のデイサービスの利用のと

き、大きなアザがあったので嘱託医に受診させたところ、骨折していた。どうしたか尋ね

ても、本人からの回答は要領を得ない。

Ｑ７ 虐待についての記録と証明手段 

 私は、事例２のＢ子さんの通うデイサービスのスタッフですが、以前から、ご本人の様

子や体のアザなどから、自宅で虐待があるのではないかと疑っていました。そういう場合

には、私が見たことを記録に付けたほうがよいのでしょうか。それから、骨が折れていた

ので、今後は具体的な対応をしていくことになりますが、虐待を証明するために、どのよ

うな証拠や資料が求められるのでしょうか。 

Ｑ８ 虐待対応のための集団的検討―個別ケース会議 

私は、デイサービスを実施している施設で働いている職員ですが、B 子さんへの虐待の

疑いについて、早急に何か対応すべきだと思っていますが、初めてのケースで、どのよう

にしていけばよいかわかりません。どうすればよいでしょうか。

Ｑ９ 「やむを得ない措置」の活用 

早速、B 子さんを医師に受診させて治療をするとともに、デイサービスの職員から包括

支援センターの職員に連絡をとり、個別ケース会議を開催してもらいました。医師の診断

では、骨折については通院治療で十分とのことでしたが、やはり危険な状態なので、一時

分離が必要という結論になりました。ただ、行政担当者の方が、息子さんが暴力を振るっ

たとは限らないから、「やむを得ない措置」はできないのではないかと言います。どのよ

うな場合に「やむを得ない措置」が活用できるのでしょうか。

Ｑ１０ 高齢者虐待対応の中核機関 
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 再度、個別ケース会議で検討した結果、行政担当者にも理解していただいたようで「や

むを得ない措置」でショートステイできるようになったのですが、息子さんがデイサービ

スの職員に文句を言ってきました。「虐待だと誰が決めたのか。その責任者を出せ」とい

うのです。児童虐待では児童相談所が虐待であることを認定し、親権停止などのために動

きますが、高齢者虐待の場合はどのようになっているのでしょうか。

Ｑ１１ サービス利用を拒否する世帯への対応―立入調査権も含めて 

今回はうまくショートステイでの措置までいきましたが、もし B 子さんが骨折したこと

が発覚することを息子が恐れて、その後デイサービスもホームヘルパーも、一切のサービ

スの提供を拒否し、「自分が親の世話をするから関係ない」として家に閉じ込もってしま

った場合、あるいはそもそも最初からサービスを利用しておらず、保健師などの訪問でサ

ービス利用を勧めても頑なに拒否するような世帯には、どのように対応していけばよいの

でしょうか。

Ｑ１２ 虐待する養護者に対する面会の制限 

私はこの B 子さんを受け入れたショートステイ先の特別養護老人ホームの職員です。先

日、どうしてわかったのか、虐待をしていた息子さんが面会を求めてきました。ここにご

本人がいるかどうかも答えずに帰ってもらいましたが、その後も何度か来ます。やはり息

子さんなので、ここにいるかどうかを答えなければいけないのでしょうか。また、面会を

させるべきですか。

Ｑ１３ 成年後見制度の活用 

 事例２では、ショートステイについて「やむを得ない措置」をしましたが、今後、新し

い生活場所をそうするのか、自宅に戻れるのか、特別養護老人ホームに入所するのかなど

について、ご本人は判断能力がないので、それを決めることのできる方が必要です。年金

などの管理も息子さんに任せるわけにはいきません。高齢者虐待についても、成年後見制

度の活用や保全処分としての財産管理人の選任が効果的だと聞いたことがあります。ただ、

どうもイメージがわかないので、具体的な活用方法を教えてください。
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事例３ 

 Ｃ夫（７０歳代）は、脳梗塞の後遺症により歩行に介助が必要で、認知症により要介護

度３の状態である。娘・孫と同居しているが、娘が、突然認知症による徘徊や奇行を繰り

返すようになった父への対応にパニックとなり、週２回のデイサービスの利用以外は C

夫を１階の部屋に閉じ込め、食事はつくって部屋に運ぶだけで、半ば放置していた。孫は

仕事で夜遅くまで帰宅せず、本人の介護には全く無関心。最近になって、１階の部屋に板

を打ち付けて外に出られないようにしているのを、地域の民生委員が知った。そこで、こ

の民生委員が、Ｃ夫を担当しているケアマネジャーに相談し、一緒にこの娘への対応に取

り組んだところ、娘には父の認知症への不安やそれによるストレスがあることがわかっ

た。そこで、娘を地域住民の集まりや介護者の家族会などに誘い、孤立感を徐々に取り除

いていった。一方、父へはヘルパー派遣やデイサービスの利用を増やすことで、自宅から

の分離をせずに娘への支援を継続し、見守っている。

Ｑ１４ 虐待の発見の端緒 

 私は学生で、福祉の勉強の一環で虐待のことを学んでいるのですが、この事例のように

民生委員さんが虐待を発見することはよくあるのでしょうか。具体的に、在宅の高齢者虐

待はどのようなところで発見されることが多いのでしょうか。

Ｑ１５ 虐待の状況に応じた対応方法 

 高齢者への虐待への対応としては、直ちに分離して保護するということになるのですか。

事例３では同居のまま対応していったようですが、事案によっていろいろな対応があり得

るのでしょうか。

Ｑ１６「養護者」への見方と養護者支援の方法 

 事例３もそうなのですが、高齢者虐待のあった家庭の親族について、「虐待者」として

扱うことに抵抗があります。認知症の症状にパニックになった娘さんの気持ちもわかりま

す。また、他の例でも、養護者に精神障害があったり、経済的困窮があるなどの状況があ

ります。高齢者虐待防止法には、「養護者の支援」ということが明記されていますが、具

体的にはどうすべきということでしょうか。

Ｑ１７分離・保護から在宅復帰への支援 
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 高齢者虐待への対応として、本人を虐待していた親族から分離して、安全な環境での生

活を確保することがありますが、その後は自宅に戻ることができないケースが多くなって

います。それでよいのだろうかと、いつも気になっています。事例３は、部屋に閉じ込め

たという、一見かなり緊急性が高い事案のようにも思えますが、自宅から分離せずに、地

域の中で暮らしていけるようにしたところに感心しました。高齢者が自宅に戻って暮らせ

るようにするには、どのような視点で実践にあたればよいでしょうか？

Ｑ１８ 高齢者虐待への対応と個人情報保護 

 事例３の虐待を発見した民生委員です。私が「娘さんによる虐待かな」と思った情報に

ついて、ご本人や家族の了解なく、デイサービスの方や高齢福祉課の職員さんに話をした

り、個別ケース会議にかけてもらうように働きかけてもよかったのでしょうか。個人情報

保護法との関係で気になります。また、デイサービスの職員の方がご本人の心身の状況に

ついて、かかりつけ医に情報を聞こうとしたのですが、「家族の了解がなければ教えない」

と言われました。このような場合、どうすればよいのでしょうか。
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「宮城県高齢者・障害者虐待対応専門職チーム」

１ 高齢者虐待の実態と問題点 

 若くて（若くなくても）元気な人は，自分を殴ろうとする人に対抗できるし，殴った人

を自分で訴えることができます。元気な人は，自分の土地，建物，預金等の財産を自分で

管理できるし，万一盗られたとしても自分で訴えることができます。元気な人は，自分で

出かけたり，考えて判断したりして自分自身を守ることができます。元気な人は，自分の

意見を人に伝えたり訴えることができます。また，周りも耳を傾けて聞いてくれます。要

するに，元気な人は“当たり前の生活を当たり前に送ることができる”ということです。

 しかし，歳をたくさん重ねると，どうしても様々な障害を持つことが多くなります。認

知症，脳梗塞と後遺症，転倒による骨折と後遺症，持病の悪化，生活不活発病等々です。

認知症が原因で考えたり判断することができない，脳梗塞後遺症骨折後遺症のために自由

に活動できなかったり暴力に抵抗できない，人の手を借りないと生活できない，介護が必

要になり負い目を感じたりする場合等があります。

 高齢者虐待という言い方をしますが“高齢者だから”ということではありません。高齢

になると心身の障害を持つ確率が高くなり、それが原因で虐待を受けてしまう危険性があ

るということです。

 高齢者虐待は様々で複合的です。殴る・蹴る・抓る・閉じ込める等の身体的虐待，暴言・

辱め・無視等の心理的虐待，介護してもらえない・ご飯を食べさせられない・病院に連れ

ていってくれない等の介護放棄（ネグレクト），性的辱め・オムツ一つで寝かせられる等

の性的虐待，預金年金を勝手に使われる・勝手に土地等を処分される等の経済的虐待，不

当に高額な品物を購入させられる等の消費被害…等が挙げられます。介護疲れが発端で身

体的虐待とネグレクトと経済的虐待が同時に行われている複合的なケースや，同居家族に

も複雑な問題を抱えている場合もあり，対応や連携も複雑になり，簡単に解決できるもの

ではありません。

２ 「宮城県高齢者虐待対応専門職チーム」の立ち上げのきっかけと趣旨 

 平成１８年４月１日，「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法

律」が施行されると同時に「地域包括支援センター」が全国の市町村に設置されました。

高齢者権利擁護・虐待防止の責任を負うのは市町村ですが，直接的な役割を担うのは「地

域包括支援センター」です。しかし，地域包括支援センターを設置したからといって，始

めから高齢者虐待解決の経験と対応のノウハウを持っているはずがありません。

 この状況を踏まえ，日本弁護士連合会と日本社会福祉士会とで協議検討の上「高齢者虐

待対応専門職チーム」の設置が進められたものです。

 活動趣旨は「高齢者虐待対応及び予防について，法律・福祉の専門性をもって，対応の

適正性，介入方法，保護の後の対処法などの相談に応じ，アドバイス，訪問等により，地

域包括支援センターが有効に機能できるよう支援する。」としています。

宮城県では，宮城福祉オンブズネット『エール』による権利擁護活動の実績と，活動を
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通して培われた法律と福祉・医療の連携ができていたという下地がありました。そのため，

宮城県高齢者虐待対応専門職チームは，全国に先駆けて設立し活動を開始することができ

ました。

３ 活動内容と利用の仕方 

 宮城県高齢者虐待対応専門職チームは，仙台弁護士会、宮城県社会福祉士会により設置

された「高齢者虐待対応連絡協議会」が運営しています。 

（１）支援の内容

・対応の適正性の確認

・介入方法のアドバイス

・地域ケア会議への出席

・同行訪問

・予防・救済のための活動支援

・関係機関団体との連携支援

・地域包括支援センター職員のスキルアップ支援 等

（２）手続き

・アセスメント表に記入し、ＥメールかＦＡＸで連絡を受ける（緊急時は直接電話）

４ 高齢者の権利擁護と地域包括支援センターの関わり，地域包括支援センターに期待さ

れる役割等 

 地域包括支援センターは，「地域の高齢者が，住み慣れた地域で安心してその人らしい

生活を継続していくことができるようにするために，どのような支援が必要かを把握し，

地域における適切なサービス，機関又は制度の利用につなげる等の支援を行うものであ

る。」という役割があります。この仕事は社会福祉士が中心となって職員間，専門職種間，

地域の関係機関等と連携を取りながら実施することになっています。

 特に，高齢者の虐待防止については，「高齢者虐待防止ネットワーク」を具体的で現実

的に構築することです。また，権利擁護に関する役割は，成年後見制度の活用，成年後見

制度の円滑な利用，老人福祉施設等への措置，虐待への対応，困難事例への対応，消費者

被害の防止となっています。

５ 「宮城県高齢者・障害者虐待対応専門職チーム」の問合せ先

（受付窓口） 担当：及川由佳（社会福祉士）

981-0955 仙台市青葉区三条町 10-19 PROP 三条館 宮城県社会福祉士会内

TEL022-233-0296 FAX022-393-6296 E ﾒｰﾙ:mail@macsw.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.macsw.jp/
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高齢者・障害者虐待対応連絡協議会

仙台弁護士会・宮城県社会福祉士会 高齢者･障害者虐待対応専門職チーム 対応の流れ

県市町村・地域包括支援センター

受
理
通
知

虐待対応アセスメントシートに整理して依頼
を受ける（フォーマットを使用し、原則Ｅ
メールで受ける。）

連
絡
・対
応

依
頼

相談受付窓口 宮城県社会福祉士会
連絡先 Email：mail@macsw.jp FAX022-393-6296 TEL022-233-0296

送
る

虐待対応アセスメントシート内容の不備を
チェックし協議会委員全員に送る。

協 議 会  （弁護士会・社会福祉士会）

支
援

報
告

通
知

協議、担当者選任調整

登録弁護士、権利擁護担当社会福祉士
（養成研修・対応事例研究…）担 当 者 （弁護士１名、社会福祉士１名）

2012.10.01.134



高齢者・障害者虐待対応アセスメントシート 

年 月 日 平成  年  月  日

被 害 者 歳 男 ・ 女

加 害 者 関係：

場 所

虐 待 の 種 類 身体的 ・ 放棄 ・ 心理的 ・ 性的 ・ 経済的 ・ 消費

虐 待 の 具 体 的 状 況

虐 待 の 原 因

本 人 の 意 向

今後の危険性・緊急性

対 応 の 方 針 ・ 目 標

高齢者・障害者虐待対
応専門職チームに依
頼したい内容と理由

担 当 者 所属   職名   氏名

連 絡 先

電話 FAX 

E メール 

※ このシートに事案を整理して記入した上でＦＡＸし、こちらからの連絡を待ってください。

※ 緊急性の高い場合は直接電話下さい。その他は遅くとも翌日には連絡します。（土日祝日を除く）

受付窓口：宮城県社会福祉士会

平日１０時～１５時 ＦＡＸ ０２２－３９３－６２９６ （緊急ＴＥＬ ０２２－２３３－０２９６） 

仙台弁護士会・宮城県社会福祉士会 「高齢者・障害者虐待対応専門職チーム」 
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高齢者・障害者虐待対応アセスメントシート 記入要領 

高齢者，障害者の『虐待防止法』を読み、理解した上で整理記入すること。

 また、私たちは“被害者の保護と生活支援”を最優先するのが責務です。“正義の味方”になって、

加害者を懲らしめることが役割ではありません。

① 年月日

本シートを作成した年月日を書く。

② 被害者

虐待被害者の氏名、年齢、性別を書く。

③ 加害者

虐待の加害者すべての名と関係を書く。

④ 場所

自宅、施設、通所先等、虐待が行われて

いる場所を書く。

⑤ 虐待の種類

該当する虐待の種類すべてに○をつける。

⑥ 虐待の具体的状況

確認した虐待の具体的状況を書くこと。いつからのことか、程度、頻度、本人に与えている状況等

を書く。

⑦ 虐待の原因

介護疲れ、相性、障害、無知、恨み等の理由を書く。経済的、消費被害は記載不要。

⑧ 本人の意向

被害者が助けを求めているか、困っているか、悩んでいるか等を書く。認知症等により、意向が確

認できなければその状況を書く。

⑨ 今後の危険性・緊急性

予測される危険性、被害拡大の恐れ、緊急性と、その判断した理由を書く。

⑩ 対応の方針・目標

危険性や被害拡大の可能性に対して、どのように解決しようとしているのか、その具体的な対応方

法、時期を書く。

  また、介入後に被害者がどうなってほしいのか、目標（期待される効果）を書く。

⑪ 高齢者･障害者虐待対応専門職チームに依頼する理由

対応の適正性の確認、介入の方法のアドバイス、保護の後の対処法、会議への出席、同行訪問等、 
対応チームに依頼したい内容とその理由を書く。

⑫ 担当者

本シートを作成した人の所属、職名、氏名を書く。

⑬ 連絡先

確実に連絡がとれる連絡先を書く。

2007.11.20，2014.04.01. 

《緊急性の判断》 
 緊急性があると判断した場合は， 直ちに保護を行う必要

があります。 

 生命の危険性，医療の必要性，加害者との分離の必要性，

虐待の程度と高齢者の健康状態，介護者の心身の状態等から

総合的に判断します。 

① 本人が保護救済を強く求めている。

② 生命に危険な状態。（重度の火傷や外傷・褥そう，栄

養失調，衰弱，脱水症状，肺炎等）→ 医師に判断を依

頼することが有効

③ 生命に危険な行為が行われている。（頭部打撃，顔面

打撃，首締め・揺さぶり，戸外放置，溺れさせる等）

④ 確認できないが，上記に該当する可能性が高い。
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家族
問題 等

財産
管理

遺産
相続

消費者
トラブル

借金

住宅
ローン

福祉の相談を

弁護士がサポート

します！

高齢者・障害者からの相談…

これは法律問題かなあ～ と思う時

気軽に弁護士に相談できるよう

ネットワークを作りました。

宮城県高齢者･障害者権利擁護連携協議会「サポネットみやぎ」
会長 大橋洋介（弁護士）

~事務局~
仙台市青葉区三条町10-19 PROP三条館 宮城県社会福祉士会内

TEL022-233-0296 FAX022-393-6296 Email : mail@macsw.jp

サポネットみやぎ

高齢者・障害者相談機関の相談支援担当者

地域担当社会福祉士に電話・ＦＡＸで相談
（担当者・連絡先➡裏面記載）

地域担当社会福祉士と地域担当弁護士が
共同してサポート

サポート内容：①電話相談 ②事務所への来所相談 ③出張相談

④ケース会議等への出席 ⑤個別事件の受任等

2015.12.08～
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主任介護支援専門員 更新研修 講義・演習 

②－７ 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス，施設サービス等） 

の活用に関する事例 

（目的） 

 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス，施設サービス等）の活用に関する事

例を用いて主任介護支援専門員としての実践の振り返りを行うことにより，多様なサービス

の活用に係る実践上の課題や不足している視点を認識し分析する手法を深める。 

 また，分析結果を踏まえた資質向上に必要な取組と実践における改善策を講じることがで

きる知識・技術を修得する。 

（内容） 

・各自が担当している地域密着型サービス等の多様なサービスを活用している主任介護支援

専門員としての実践事例について振り返り，意見交換等を通じて，課題や不足している視

点を認識し分析する。分析に必要な根拠を明確にすることにより改善策を講じ，資質向上

に向けた介護支援専門員に対する指導及び支援を実践することができる知識・技能を修得

する。

・状態に応じて多様なサービスを活用するに当たり重要となる関係機関や介護サービス事業

者との連携方法等ネットワークづくりの実践について，課題や不足している視点を認識し

分析する手法及び改善指導に関する講義を行う。

・状態に応じて多様なサービスを活用するに当たり，効果的なものとなるようインフォーマ

ルサービスも含めた地域の社会資源を活用したケアマネジメントの実践において，社会資

源の開発など地域づくりの視点を含め，課題や不足している視点を認識し分析する手法及 

び改善指導に関する講義を行う。 

形態 時間 内 容 備考 

講義 90 分 

・状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス， 

施設サービス等）の活用のために必要な知識及びケ

アマネジャーへの支援方法

・地域包括ケアシステムへの展開

演習 90 分 

・実践指導事例の発表と共有

・実践指導の振り返り

休憩 60 分 

演習 90 分 
・実践指導事例から把握された地域課題及び介護支援

専門員の課題の検討

演習 60 分 ・実践指導上の課題解決策の検討

グループ 30 分 
・振り返りと評価

・意見交換
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主任介護支援専門員 更新研修

6 各科目のガイドライン

１．目的

状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス、施設サービス等）の活用に関する事例を用いて主任介

護支援専門員としての実践の振り返りを行うことにより、多様なサービスの活用に係る実践上の課題や不足して

いる視点を認識し分析する手法を深める。

また、分析結果を踏まえた資質向上に必要な取組と実践における改善策を講じることができる知識・技術を修

得する。

２．概要

・各自が担当している地域密着型サービス等の多様なサービスを活用している主任介護支援専門員としての実

践事例について振り返り、意見交換等を通じて、課題や不足している視点を認識し分析する。分析に必要な根

拠を明確にすることにより改善策を講じ、資質向上に向けた介護支援専門員に対する指導及び支援を実践す

ることができる知識・技能を修得する。

・状態に応じた多様なサービスを活用するにあたり重要となる関係機関、介護サービス事業者との連携方法等ネ

ットワークづくりの実践について、課題や不足している視点を認識し分析する手法及び改善指導に関する講義

を行う。

・状態に応じて多様なサービスを活用するに当たり、効果的なものとなるようインフォーマルサービスも含めた地

域のケアマネジメントの実践において、社会資源の開発など地域づくりの視点、課題や不足している視点を認

識し分析する手法及び改善指導に関する講義を行う。

３．関連科目と修得目標

(１)関連科目 研修体系において、本科目に関連性の高い科目は以下の通りである。

実務研修

専門研修課程Ⅰ
⑥-7 ケアマネジメントの演習

「状態に応じた多様なｻｰﾋﾞｽ（地域密着型ｻｰﾋﾞｽ、施設ｻｰﾋﾞｽ等）の活用に関する事例」

専門研修課程Ⅱ
②-7 ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表

「状態に応じた多様なｻｰﾋﾞｽ（地域密着型ｻｰﾋﾞｽ、施設ｻｰﾋﾞｽ等）の活用に関する事例」

主任介護支援専門員

研修
⑨個別事例を通じた介護支援専門員に対する指導・支援の展開

主任介護支援専門員

更新研修

主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践

②-7 状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス、

施設サービス等）の活用に関する事例

講義・演習

６時間
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主任介護支援専門員 更新研修

6 各科目のガイドライン

（２）修得目標

修得目標
修得分野 対応する研修内容

※次項の番号に対応しています知識 技術 態度

①実践事例の意見交換・振り返りから、課題や

不足している視点の分析できる。
● ● ● （２）

②分析に必要な根拠を明確にすることにより、

改善策を講じ、介護支援専門員に対する指導

及び支援を実践できる。

● ● ● （１）（２）

③状態に応じた多様なサービスを活用するに

あたり重要となる関係機関、介護サービス事

業所との連携方法等ネットワークづくりを

指導できる。

● ● ● （３）

④連携やネットワークづくりにおいての課題

や不足している視点を認識し分析する手法

及び改善方法の指導ができる。

● ● ● （３）

⑤状況に応じた多様なサービスを活用したケ

アマネジメントを指導できる。
● ● ● （１）（２）

⑥ケアマネジメントの実践において、社会資源

の開発など地域づくりを含め、課題や不足し

ている視点を認識し分析する手法及び改善

方法の指導ができる。

● ● ● （３）

⑦状態に応じた多様なサービス（地域密着型サ

ービスや施設サービスなど）の活用に係る事

例の実践の指導をする上で、必要な情報を収

集できる。

● ● ● （１）（２）

４．内容 修得目標を踏まえ、本科目で研修すべき主な内容は以下の通りである。

（１）知識の修得・基本的理解
①「状態に応じた多様なサービス」の状態とは

（ア）身体・家族・環境全てを含めた利用者の状態と捉える。

（イ）ICF の視点の捉え方を参考に捉える。

②多様なサービスの活用には、利用者の個別性等を捉えることにより適切に選択されることが必要である。

（ア）利用者・家族の状況を踏まえる。

（イ）地域特性を踏まえる。

（ウ）さまざまなサービスの機能・体制・役割の理解。

③多様なサービス

（ア）施設サービス

（ａ）介護保険施設

・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

・介護老人保健施設（老人保健施設）
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主任介護支援専門員 更新研修

6 各科目のガイドライン

・介護療養型医療施設（療養病床など）

（ｂ）その他の入所サービス

（ⅰ）有料老人ホーム

・介護付有料老人ホーム

・住宅型有料老人ホーム

・健康型有料老人ホーム

（ⅱ）高齢者向け住宅

・高齢者集合住宅

・民間シニア住宅

・サービス付高齢者住宅

（ⅲ）軽費老人ホーム

・軽費老人ホーム

・ケアハウス

（ⅳ）養護老人ホーム

（イ）地域密着型サービス

（ａ）定期巡回・随時対応型訪問介護看護

（b）夜間対応型訪問介護

（c）地域密着型通所介護

（d）認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

（e）小規模多機能型居宅介護施設・介護予防小規模多機能型居宅介護

（f）看護小規模多機能型居宅介護

（g）認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

（h）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

（i）看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）

（ウ）居宅サービス

（ａ）訪問介護

（ｂ）訪問入浴介護

（ｃ）訪問看護

（ｄ）訪問リハビリテーション

（ｅ）居宅療養管理指導

（ｆ）通所介護

（ｇ）通所リハビリテーション

（ｈ）短期入所生活介護

（ｉ）短期入所療養介護

（ｊ）特定施設入居者生活介護

（ｋ）福祉用具貸与

（ｌ）福祉用具購入

（エ）その他支援（サービス）

（ａ）フォーマル（保険給付以外の公的サービス）又は（保険給付以外の行政の事業等）

（ⅰ）高齢者住宅福祉サービス（市町村によって違う）

・ホームヘルプサービス事業

・日常生活用具給付事業

・入浴サービス

・給食サービス
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主任介護支援専門員 更新研修

6 各科目のガイドライン

・紙おむつなどの支給

・理美容サービス

・ふとん乾燥・丸洗いサービス

・緊急通報システム

・福祉電話（電話の貸与と安否確認）

など

（ｂ）インフォーマル

・老人クラブ・女性部

・老人福祉センター

・教養講座・スポーツ教室

・囲碁・将棋クラブ、ダンスサークルなど趣味に関すること

・市民センターの活動

・認知症カフェ

・認知症の人の家族のつどい

など

【項目のポイント】
・利用者の状態だけにとらわれず、生活をとりまく環境を含め状況把握ができているかの指導支援を

行う。また、サービスの機能等について振り返る。

・多様なサービスとは、介護保険におけるサービスだけでなく、社会資源の中から利用者の課題の解

決のために適切に活用されることが必要である。

・利用者の課題の解決を多様なサービス単独で考えるのではなく、多様なサービスから広く、そして

複数の支援を組み合わせることにより効果的な場合もあることも踏まえ検討することが必要であ

る。

・介護保険サービスの種類だけで多様なサービスを捉えるのではなく、サービス事業所ごとの体制や

特徴（加算算定状況、環境、事業所の特徴等）も踏まえ活用することが必要である。

（２）ケアマネジメントの各プロセスにおける指導上の留意点
①インテーク

（ア）地域資源の把握（地域密着型サービス、介護保険施設等の整備状況）をしているか。

（イ）緊急性、切迫性の確認をしているか。

（ウ）医療における支援の優先の必要性の確認（治療、手術、入院等）をしているか。

（エ）利用者における受給資格等の確認をしているか。

②アセスメント

（ア）利用者の状態像の特徴を把握できているか・。

・医療依存度の高い状態像

・認知症の状態像

・家族の支援が困難な状態像

・虐待を受けている、もしくは虐待が疑われる状態像

・課題が複数ある状態像

など

（イ）多職種によるアセスメントができているか

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護における看護職員によるアセスメント

・状態像に応じた多職種によるアセスメント

・関係機関の専門職によるアセスメント

（ウ）情報収集から課題分析ができているか。
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主任介護支援専門員 更新研修

6 各科目のガイドライン

③ケアプラン作成

・利用者における課題に対する支援の方法が検討できているか。

・利用者の生活課題に対応したサービスとなっているか。

・地域における社会資源の活用が出来ているか。

・複数の支援の必要性が検討され、プランに位置づけられているか。

・多様なサービス活用による複数の対応策が検討されているか。

・環境が変わる中での生活の継続性（居宅から施設、施設から居宅、施設から他の施設）の視点でプラン作成

がされているか。

④サービス担当者会議

・インフォーマルサービスを含めた社会資源の活用にむけた関係機関との連携の確認ができているか。

・関係機関やサービス担当者との連携の確認ができているか。

・居宅サービスによる対応が困難となった場合の施設との連携が検討されているか。

・関係機関やサービス事業者、地域住民等がチームとなり、利用者の社会参加の機会が作られるための検討

ができているか。

・状態や状況の変化に伴う早期発見、柔軟な対応ができる体制作りが検討されたか。

⑤サービス提供や介入

・個別サービス計画の連動性の確認、社会参加の機会つくりができているか。

・なじみの関係による社会参加の機会つくりと利用者の意欲向上へのアプローチができているか。

・関わる全ての支援者による目標の共有と一体的な支援ができているか。

⑥モニタリング・再評価

・支援を受けることによる利用者の変化を確認し、変化が認められた時はその対応ができているか。

・支援の内容や量、頻度の検証ができているか。

・状態変化に臨機応変に対応できるための状況把握が適切にできているか。

・新たな課題への早期発見ができているか。

・他の支援による効果的な支援の可能性の検討ができているか。

・利用者・家族の満足度の把握ができているか。

⑦終結・フォローアップ

（ア）生活の継続への提案（施設、居宅共に）ができているか。

（イ）入院入所・退院退所に伴う利用者支援と家族支援、関係機関との連携ができているか。

（ウ）地域資源課題の把握と地域において不足している社会資源の開発への提案ができているか。

（エ）看取りの際の利用者、家族への支援ができているか。

【項目のポイント】
・各プロセスの再確認できるよう指導する。施設に入所している利用者に対し、適切なマネジメント

が出来ているかどうかの確認をすること。

・月額報酬制のサービスの場合、その報酬体系から、サービスの中身が検討されない、もしくは利用

者の状態像や必要性に応じたサービスの活用がされていない場合も想定されるので、利用者の状態

像にあったサービスが過不足なく提供されているのか確認すること。

・小規模多機能型居宅介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護において、そのサービス特性により、

利用者の状況や状態の変化に臨機応変かつ柔軟な対応ができているのかどうか確認。

・利用者の課題の解決において、他のサービスの活用や社会資源の活用による課題の解決など、支援

の代替えの可能性の検討がされているのか確認すること。

・施設の利用の場合、継続的な利用が必要なのか、緊急性、切迫性に伴い、一時的な利用が必要なの

か把握することの重要性を確認すること。

・各ケアマネジメントプロセスにおけるサービス事業者や社会資源の担い手等との連携、そしてサー

ビス事業所間における連携のポイントについて確認する。

・上記の視点を持ち、適切なケアマネジメント実施への指導支援を行う。
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主任介護支援専門員 更新研修

6 各科目のガイドライン

（３）地域包括ケアシステムへの展開

・地域特性を把握し、地域の体制が整っていない場合等への対応策の検討ができる

・住み慣れた地域での生活を継続するため、地域密着型サービス等検討ができる

・地域の拠点機能としての施設の役割を踏まえたサービス利用ができる。

・施設、居宅など支援の場所を限定するのではなく、多様なサービスによる支援により利用者の意向に沿った

生活が施設、居宅どちらでも継続できるよう検討できる。

・不足している社会資源の開発に向けた提言をするとともに、不足している社会資源の代替の可能性を探るこ

とができる。

・介護保険サービスだけでなく、フォーマル、インフォーマルを含めた多様なサービスの検討により、状態の改

善に伴う場合の多様なサービスの活用につなげることができる。

【項目のポイント】
・地域によっては多様なサービスが整っていない場合がある。その場合は地域ケア会議等を活用し、

地域特性からの課題についての検討が出来るよう体制作りへの提言を行う。

・サービス事業所として課題の解決をするだけでなく、地域の住民やボランティア団体等による支援

等社会資源の開発の視点を持つ指導する。

５．科目のポイント

・利用者の状態（身体・環境等）に応じたサービスを活用するには、地域特性、地域にあるサービスの状況把

握をし、今あるサービスのみにとらわれず必要なサービスについては、地域における開発が進むように提言

することが必要である。

・利用者の状態に応じたサービス提供をするためには、常に利用者の状態把握を行い、その状態の変化に応

じて、サービス提供内容だけでなく、多様なサービスのなかで課題の解決に向けた支援にはどのサービスが

適切かといったサービスの変更の視点を持つことも重要である。

・利用者の課題について、その達成状況に応じ、必要な支援の内容（量、回数、提供の時間帯等）を適切に変

更することが重要であることを伝える。

・利用者の課題の解決に向けた支援が、介護支援専門員の知識や経験などによるバイアスによって利用者の

課題に向けた支援内容が適切に選ばれていないということにならないよう、常に多職種と連携し、多様なサー

ビスから支援の必要性や代替えサービスでの支援の可能性を検討する視点が必要である。

・地域密着型サービスの特性を活かし、地域の社会資源の活用や地域における活動への参加の視点を持て

るよう指導する。

・施設でのサービスにおいても、在宅復帰の可能性を検討すると共に、在宅復帰における阻害要因を明らか

にし、その解決に向けた地域の社会資源開発へとつなげる視点も重要である。

・利用者の課題の解決のためには、ただサービスの整備が進むだけではなく、サービスにおける提供内容に

ついても検討し、さまざまな状態に応じたサービスが地域に開発されていくよう支援することが必要である。
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Ⅰ 施設サービス 

○指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準

(基本方針) 

第一条の二 指定介護老人福祉施設は，施設サービス計画に基づき，可能な限り，居宅に

おける生活への復帰を念頭に置いて，入浴，排せつ，食事等の介護，相談及び援助，社会

生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話，機能訓練，健康管理及び療養上の世話を

行うことにより，入所者が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

うにすることを目指すものでなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，入所者の意思及び人格を尊重し，常にその者の立場に立っ

て指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，明るく家庭的な雰囲気を有し，地域や家庭との結び付きを

重視した運営を行い，市町村，居宅介護支援事業者，居宅サービス事業者，他の介護保険

施設その他の保健医療サービス又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。 

(入退所) 

第七条 指定介護老人福祉施設は，身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護

を必要とし，かつ，居宅においてこれを受けることが困難な者に対し，指定介護福祉施設

サービスを提供するものとする。

２ 指定介護老人福祉施設は，入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数

を超えている場合には，介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し，指定介護福祉施設

サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めな

ければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，入所申込者の入所に際しては，その者に係る居宅介護支援

事業者に対する照会等により，その者の心身の状況，生活歴，病歴，指定居宅サービス等

の利用状況等の把握に努めなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は，入所者の心身の状況，その置かれている環境等に照らし，

その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなけ

ればならない。 

５ 前項の検討に当たっては，生活相談員，介護職員，看護職員，介護支援専門員等の従

業者の間で協議しなければならない。 

６ 指定介護老人福祉施設は，その心身の状況，その置かれている環境等に照らし，居宅

において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し，その者及びその家族の

希望，その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し，その者の円滑な退所のため

に必要な援助を行わなければならない。 

７ 指定介護老人福祉施設は，入所者の退所に際しては，居宅サービス計画の作成等の援

助に資するため，居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか，保健医療サービ

ス又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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(指定介護福祉施設サービスの取扱方針) 

第十一条 指定介護老人福祉施設は，施設サービス計画に基づき，入所者の要介護状態の

軽減又は悪化の防止に資するよう，その者の心身の状況等に応じて，その者の処遇を妥当

適切に行わなければならない。 

２ 指定介護福祉施設サービスは，施設サービス計画に基づき，漫然かつ画一的なものと

ならないよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設の従業者は，指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては，

懇切丁寧を旨とし，入所者又はその家族に対し，処遇上必要な事項について，理解しやす

いように説明を行わなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は，指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては，当該入所

者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的

拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはなら

ない。 

５ 指定介護老人福祉施設は，前項の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，

その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 指定介護老人福祉施設は，自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を

行い，常にその改善を図らなければならない。 

(介護) 

第十三条 介護は，入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう，入所者の心身

の状況に応じて，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，一週間に二回以上，適切な方法により，入所者を入浴さ

せ，又は清しきしなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，その心身の状況に応じて，適切な方法によ

り，排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は，おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り

替えなければならない。 

５ 指定介護老人福祉施設は，褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに，

その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

６ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，前各項に規定するもののほか，離床，着替

え，整容等の介護を適切に行わなければならない。 

７ 指定介護老人福祉施設は，常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければ

ならない。 

８ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，その負担により，当該指定介護老人福祉施

設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

(食事) 

第十四条 指定介護老人福祉施設は，栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮し

た食事を，適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，入所者が可能な限り離床して，食堂で食事を摂ることを支

援しなければならない。 

(相談及び援助) 
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第十五条 指定介護老人福祉施設は，常に入所者の心身の状況，その置かれている環境等

の的確な把握に努め，入所者又はその家族に対し，その相談に適切に応じるとともに，必

要な助言その他の援助を行わなければならない。 

(社会生活上の便宜の提供等) 

第十六条 指定介護老人福祉施設は，教養娯楽設備等を備えるほか，適宜入所者のための

レクリエーション行事を行わなければならない。

２ 指定介護老人福祉施設は，入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手

続について，その者又はその家族において行うことが困難である場合は，その者の同意を

得て，代わって行わなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，常に入所者の家族との連携を図るとともに，入所者とその

家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は，入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならな

い。 

(機能訓練) 

第十七条 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，その心身の状況等に応じて，日常生

活を営むのに必要な機能を改善し，又はその減退を防止するための訓練を行わなければな

らない。 

(健康管理) 

第十八条 指定介護老人福祉施設の医師又は看護職員は，常に入所者の健康の状況に注意

し，必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。 

(入所者の入院期間中の取扱い) 

第十九条 指定介護老人福祉施設は，入所者について，病院又は診療所に入院する必要が

生じた場合であって，入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるとき

は，その者及びその家族の希望等を勘案し，必要に応じて適切な便宜を供与するととも

に，やむを得ない事情がある場合を除き，退院後再び当該指定介護老人福祉施設に円滑に

入所することができるようにしなければならない。 

○介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準

(基本方針) 

第一条の二 介護老人保健施設は，施設サービス計画に基づいて，看護，医学的管理の下

における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより，

入所者が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にすることとと

もに，その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。 

２ 介護老人保健施設は，入所者の意思及び人格を尊重し，常に入所者の立場に立って介

護保健施設サービスの提供に努めなければならない。 

３ 介護老人保健施設は，明るく家庭的な雰囲気を有し，地域や家庭との結び付きを重視

した運営を行い，市町村，居宅介護支援事業者，居宅サービス事業者，他の介護保険施設

その他の保健医療サービス又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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(入退所) 

第八条 介護老人保健施設は，その心身の状況及び病状並びにその置かれている環境に照

らし看護，医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると

認められる者を対象に，介護保健施設サービスを提供するものとする。 

２ 介護老人保健施設は，入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超

えている場合には，医学的管理の下における介護及び機能訓練の必要性を勘案し，介護保

健施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう

努めなければならない。 

３ 介護老人保健施設は，入所申込者の入所に際しては，その者に係る居宅介護支援事業

者に対する照会等により，その者の心身の状況，生活歴，病歴，指定居宅サービス等(法

第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の利用状況等の把

握に努めなければならない。 

４ 介護老人保健施設は，入所者の心身の状況，病状，その置かれている環境等に照ら

し，その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討

し，その内容等を記録しなければならない。 

５ 前項の検討に当たっては，医師，薬剤師，看護・介護職員，支援相談員，介護支援専

門員等の従業者の間で協議しなければならない。 

６ 介護老人保健施設は，入所者の退所に際しては，その者又はその家族に対し，適切な

指導を行うとともに，居宅サービス計画の作成等の援助に資するため，居宅介護支援事業

者に対する情報の提供に努めるほか，退所後の主治の医師に対する情報の提供その他保健

医療サービス又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。 

(介護保健施設サービスの取扱方針) 

第十三条 介護老人保健施設は，施設サービス計画に基づき，入所者の要介護状態の軽減

又は悪化の防止に資するよう，その者の心身の状況等を踏まえて，その者の療養を妥当適

切に行わなければならない。 

２ 介護保健施設サービスは，施設サービス計画に基づき，漫然かつ画一的なものとなら

ないよう配慮して行われなければならない。 

３ 介護老人保健施設の従業者は，介護保健施設サービスの提供に当たっては，懇切丁寧

を旨とし，入所者又はその家族に対し，療養上必要な事項について，理解しやすいように

指導又は説明を行わなければならない。 

４ 介護老人保健施設は，介護保健施設サービスの提供に当たっては，当該入所者又は他

の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束その

他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。 

５ 介護老人保健施設は，前項の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その

際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 介護老人保健施設は，自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行い，常

にその改善を図らなければならない。 

(診療の方針) 

第十五条 医師の診療の方針は，次に掲げるところによるものとする。 
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一 診療は，一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して，的確な

診断を基とし，療養上妥当適切に行う。 

二 診療に当たっては，常に医学の立場を堅持して，入所者の心身の状況を観察し，要介

護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して，心理的な効果をもあげることができるよ

う適切な指導を行う。 

三 常に入所者の病状，心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努め，入

所者又はその家族に対し，適切な指導を行う。 

四 検査，投薬，注射，処置等は，入所者の病状に照らして妥当適切に行う。 

五 特殊な療法又は新しい療法等については，別に厚生労働大臣が定めるもののほか行っ

てはならない。 

六 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し，又は処方してはな

らない。 

(必要な医療の提供が困難な場合等の措置等) 

第十六条 介護老人保健施設の医師は，入所者の病状からみて当該介護老人保健施設にお

いて自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは，協力病院その他適当な

病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ，又は他の医師の対診を求める等診療に

ついて適切な措置を講じなければならない。 

２ 介護老人保健施設の医師は，不必要に入所者のために往診を求め，又は入所者を病院

若しくは診療所に通院させてはならない。 

３ 介護老人保健施設の医師は，入所者のために往診を求め，又は入所者を病院若しくは

診療所に通院させる場合には，当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し，当該入所

者の診療状況に関する情報の提供を行わなければならない。 

４ 介護老人保健施設の医師は，入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者

が通院した病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情

報の提供を受けるものとし，その情報により適切な診療を行わなければならない。 

(機能訓練) 

第十七条 介護老人保健施設は，入所者の心身の諸機能の維持回復を図り，日常生活の自

立を助けるため，理学療法，作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行わな

ければならない。 

(看護及び医学的管理の下における介護) 

第十八条 看護及び医学的管理の下における介護は，入所者の自立の支援と日常生活の充

実に資するよう，入所者の病状及び心身の状況に応じ，適切な技術をもって行われなけれ

ばならない。 

２ 介護老人保健施設は，一週間に二回以上，適切な方法により，入所者を入浴させ，又

は清しきしなければならない。 

３ 介護老人保健施設は，入所者の病状及び心身の状況に応じ，適切な方法により，排せ

つの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 介護老人保健施設は，おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替え

なければならない。 
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５ 介護老人保健施設は，褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに，その

発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

６ 介護老人保健施設は，前各項に定めるほか，入所者に対し，離床，着替え，整容その

他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

７ 介護老人保健施設は，その入所者に対して，入所者の負担により，当該介護老人保健

施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

(食事の提供) 

第十九条 入所者の食事は，栄養並びに入所者の身体の状況，病状及び嗜し好を考慮した

ものとするとともに，適切な時間に行われなければならない。 

２ 入所者の食事は，その者の自立の支援に配慮し，できるだけ離床して食堂で行われる

よう努めなければならない。 

(相談及び援助) 

第二十条 介護老人保健施設は，常に入所者の心身の状況，病状，その置かれている環境

等の的確な把握に努め，入所者又はその家族に対し，その相談に適切に応じるとともに，

必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

(その他のサービスの提供) 

第二十一条 介護老人保健施設は，適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう

努めるものとする。 

２ 介護老人保健施設は，常に入所者の家族との連携を図るとともに，入所者とその家族

との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 
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Ⅱ 地域密着型サービス 

○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

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

(基本方針) 

第三条の二 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・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

な巡回又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。 

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 

第三条の三 前条に規定する援助等を行うため，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

においては，次の各号に掲げるサービスを提供するものとする。 

一 訪問介護員等(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士又

は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。)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(以下この章において「定期巡回サ

ービス」という。) 

二 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

用者又は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又は訪問介護員

等の訪問若しくは看護師等(保健師，看護師，准看護師，理学療法士，作業療法士又は言

語聴覚士をいう。以下この章において同じ。)による対応の要否等を判断するサービス(以

下この章において「随時対応サービス」という。) 

三 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(以下この章において「随時訪問サービス」という。) 

四 法第八条第十五項第一号に該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部と

して看護師等が利用者の居宅を訪問して行う療養上の世話又は必要な診療の補助(以下こ

の章において「訪問看護サービス」という。) 

(心身の状況等の把握) 

第三条の十二 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

応型訪問介護看護の提供に当たっては，計画作成責任者による利用者の面接によるほか，

利用者に係る指定居宅介護支援事業者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又は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。 

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針) 
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第三条の二十一 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は，定期巡回サービス及び訪問

看護サービスについては，利用者の要介護状態の軽減又は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

は，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。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，自らその提供する指定定期巡回・

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。 

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針) 

第三条の二十二 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行う指定定期巡回・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ものとする。 

一 定期巡回サービスの提供に当たっては，第三条の二十四第一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。 

二 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，利用者又はその家族に対し，適切な相談及び助言を行うものと

する。 

三 随時訪問サービスの提供に当たっては，第三条の二十四第一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。 

四 訪問看護サービスの提供に当たっては，主治の医師との密接な連携及び第三条の二十

四第一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，利用者の心身の機

能の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとする。 

五 訪問看護サービスの提供に当たっては，常に利用者の病状，心身の状況及びその置か

れている環境の的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，適切な指導等を行うもの

とする。 

六 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。 

七 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを

旨とし，利用者又はその家族に対し，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。 

八 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては，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。 

九 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当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) 

第三条の二十三 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。 
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２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，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で受けなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，主治の医師に次条第一項に規定す

る定期巡回・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。)及び同条第十一項に規定する訪問看護報告書を提出し，訪問看護サービスの提供に

当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。 

４ 医療機関が当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を運営する場合にあっ

ては，前二項の規定にかかわらず，第二項の主治の医師の文書による指示並びに前項の定

期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び次条第十一項に規定する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」という。)への記載をもって代え

ることができる。 

夜間対応型訪問介護 

(基本方針) 

第四条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護(以下「指定夜間対応型

訪問介護」という。)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，夜間において，定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し，排せつの介

護，日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において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ものでなければならない。 

(指定夜間対応型訪問介護) 

第五条 前条に規定する援助を行うため，指定夜間対応型訪問介護においては，定期的に

利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において「定期巡回サービ

ス」という。)，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，利用者からの通報を受け，通報内容等を基に訪問介護員等の訪問の要否等を判

断するサービス及びオペレーションセンター等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応

型訪問介護(以下この章において「随時訪問サービス」という。)を提供するものとする。 

２ オペレーションセンターは，通常の事業の実施地域内に一か所以上設置しなければな

らない。ただし，定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けることに

より適切にオペレーションセンターサービスを実施することが可能であると認められる場

合は，オペレーションセンターを設置しないことができる。 

(指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針) 

第九条 指定夜間対応型訪問介護は，定期巡回サービスについては，利用者の要介護状態

の軽減又は悪化の防止に資するよう，その目標を設定し，計画的に行われるとともに，オ

ペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスについては，利用者からの随時の通

報に適切に対応して行われるものとし，利用者が夜間において安心してその居宅において

生活を送ることができるものでなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は，自らその提供する指定夜間対応型訪問介護の質の

評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 
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(指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針) 

第十条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の方針は，次に掲げる

ところによるものとする。 

一 定期巡回サービスの提供に当たっては，夜間対応型訪問介護計画に基づき，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。 

二 随時訪問サービスを適切に行うため，オペレーションセンター従業者は，利用者の面

接及び一月ないし三月に一回程度の利用者の居宅への訪問を行い，随時利用者の心身の状

況，その置かれている環境等の的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，適切な相

談及び助言を行うものとする。 

三 随時訪問サービスの提供に当たっては，夜間対応型訪問介護計画に基づき，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。 

四 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者

又はその家族に対し，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。 

五 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介護

技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

六 夜間対応型訪問介護従業者は，利用者からの連絡内容や利用者の心身の状況を勘案

し，必要があると認めるときは，利用者が利用する指定訪問看護ステーションへの連絡を

行う等の適切な措置を講ずるものとする。 

七 指定夜間対応型訪問介護の提供に当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。 

地域密着型通所介護 

(基本方針) 

第十九条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着

型通所介護」という。)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

よう生活機能の維持又は向上を目指し，必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと

により，利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的

及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

(心身の状況等の把握) 

第二十三条 指定地域密着型通所介護事業者は，指定地域密着型通所介護の提供に当たっ

ては，利用者に係る指定居宅介護支援事業者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又は福祉サービスの

利用状況等の把握に努めなければならない。 

(指定地域密着型通所介護の基本取扱方針) 

第二十五条 指定地域密着型通所介護は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資

するよう，その目標を設定し，計画的に行われなければならない。 
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２ 指定地域密着型通所介護事業者は，自らその提供する指定地域密着型通所介護の質の

評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

(指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針) 

第二十六条 指定地域密着型通所介護の方針は，次に掲げるところによるものとする。 

一 指定地域密着型通所介護は，利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができ

るよう，地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ，利用者の心身の状況を踏ま

え，妥当適切に行うものとする。 

二 指定地域密着型通所介護は，利用者一人一人の人格を尊重し，利用者がそれぞれの役

割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。 

三 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては，次条第一項に規定する地域密着型通所

介護計画に基づき，漫然かつ画一的にならないように，利用者の機能訓練及びその者が日

常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。 

四 指定地域密着型通所介護従業者は，指定地域密着型通所介護の提供に当たっては，懇

切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその家族に対し，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。 

五 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介護

技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

六 指定地域密着型通所介護事業者は，常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ，相

談援助等の生活指導，機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供

する。特に，認知症(法第五条の二に規定する認知症をいう。以下同じ。)である要介護者

に対しては，必要に応じ，その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えるもの

とする。 

指定療養通所介護 

(この節の趣旨) 

第三十八条 第一節から第四節までの規定にかかわらず，指定療養通所介護(指定地域密

着型通所介護であって，難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって，サービ

ス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし，第四十条の九に規定す

る療養通所介護計画に基づき，入浴，排せつ，食事等の介護その他の日常生活上の世話及

び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。)の事業の基本方針並びに人員，設備及び運営

に関する基準については，この節に定めるところによる。 

(基本方針) 

第三十九条 指定療養通所介護の事業は，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

できるよう生活機能の維持又は向上を目指し，必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行

うことにより，利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の

身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 
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２ 指定療養通所介護の事業を行う者(以下「指定療養通所介護事業者」という。)は，指

定療養通所介護の提供に当たっては，利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している

訪問看護事業者等との密接な連携に努めなければならない。 

(心身の状況等の把握) 

第四十条の六 指定療養通所介護事業者は，指定療養通所介護の提供に当たっては，利用

者に係る指定居宅介護支援事業者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又は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。 

２ 指定療養通所介護事業者は，体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよ

う，特に利用者の主治の医師及び当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携

を図り，利用者の心身の状況等の把握に努めなければならない。 

(指定療養通所介護の具体的取扱方針) 

第四十条の八 指定療養通所介護の方針は，次に掲げるところによるものとする。 

一 指定療養通所介護の提供に当たっては，次条第一項に規定する療養通所介護計画に基

づき，利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う

ものとする。 

二 療養通所介護従業者は，指定療養通所介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うこと

を旨とし，利用者又はその家族に対し，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。 

三 指定療養通所介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介護技術を

もってサービスの提供を行うものとする。 

四 指定療養通所介護事業者は，利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供で

きるよう，利用者の主治の医師や当該利用者の利用する訪問看護事業者等との密接な連携

を図り，サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に図るものとする。 

五 指定療養通所介護事業者は，常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ，相談援助

等の生活指導，機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供するも

のとする。 

認知症対応型通所介護 

（基本方針） 

第四十一条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護(以下「指定認知

症対応型通所介護」という。)の事業は，要介護状態となった場合においても，その認知

症である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同

じ。)が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

とができるよう生活機能の維持又は向上を目指し，必要な日常生活上の世話及び機能訓練

を行うことにより，利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家

族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

(指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針) 
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第五十条 指定認知症対応型通所介護は，利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよ

う，その目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，自らその提供する指定認知症対応型通所介護の

質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

(指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針) 

第五十一条 指定認知症対応型通所介護の方針は，次に掲げるところによるものとする。 

一 指定認知症対応型通所介護は，利用者が住み慣れた地域での生活を継続することがで

きるよう，地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ，利用者の心身の状況を踏ま

え，妥当適切に行うものとする。 

二 指定認知症対応型通所介護は，利用者一人一人の人格を尊重し，利用者がそれぞれの

役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。 

三 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては，認知症対応型通所介護計画に基づ

き，漫然かつ画一的にならないように，利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むこ

とができるよう必要な援助を行うものとする。 

四 認知症対応型通所介護従業者(第四十二条第一項又は第四十五条第一項の従業者をい

う。以下同じ。)は，指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うこ

とを旨とし，利用者又はその家族に対し，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。 

五 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介

護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

六 指定認知症対応型通所介護は，常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ，相談援

助等の生活指導，機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する

ものとする。 

小規模多機能型居宅介護 

（基本方針） 

第六十二条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護(以下「指定小

規模多機能型居宅介護」という。)の事業は，要介護者について，その居宅において，又

はサービスの拠点に通わせ，若しくは短期間宿泊させ，当該拠点において，家庭的な環境

と地域住民との交流の下で，入浴，排せつ，食事等の介護その他の日常生活上の世話及び

機能訓練を行うことにより，利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日

常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 

(心身の状況等の把握) 

第六十八条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，指定小規模多機能型居宅介護の提供

に当たっては，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又は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。 

(指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針) 
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第七十二条 指定小規模多機能型居宅介護は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止

に資するよう，その目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，自らその提供する指定小規模多機能型居宅介

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。 

(指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針) 

第七十三条 指定小規模多機能型居宅介護の方針は，次に掲げるところによるものとす

る。 

一 指定小規模多機能型居宅介護は，利用者が住み慣れた地域での生活を継続することが

できるよう，地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ，利用者の心身の状況，希

望及びその置かれている環境を踏まえて，通いサービス，訪問サービス及び宿泊サービス

を柔軟に組み合わせることにより，妥当適切に行うものとする。 

二 指定小規模多機能型居宅介護は，利用者一人一人の人格を尊重し，利用者がそれぞれ

の役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものと

する。 

三 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては，小規模多機能型居宅介護計画に基

づき，漫然かつ画一的にならないように，利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営む

ことができるよう必要な援助を行うものとする。 

四 小規模多機能型居宅介護従業者は，指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たって

は，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその家族に対し，サービスの提供等につい

て，理解しやすいように説明を行うものとする。 

五 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっ

ては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き，身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)

を行ってはならない。 

六 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，前項の身体的拘束等を行う場合には，その態

様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければ

ならない。 

七 指定小規模多機能型居宅介護は，通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少

ない状態が続くものであってはならない。 

八 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，登録者が通いサービスを利用していない日に

おいては，可能な限り，訪問サービスの提供，電話連絡による見守り等を行う等登録者の

居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。 

(介護等) 

第七十八条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充実

に資するよう，適切な技術をもって行わなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，その利用者に対して，利用者の負担により，

利用者の居宅又は当該サービスの拠点における小規模多機能型居宅介護従業者以外の者に

よる介護を受けさせてはならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他の家事等は，可能な

限り利用者と小規模多機能型居宅介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。 
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(社会生活上の便宜の提供等) 

第七十九条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，利用者の外出の機会の確保その他の

利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関

に対する手続等について，その者又はその家族が行うことが困難である場合は，その者の

同意を得て，代わって行わなければならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図るとともに利

用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

認知症対応型共同生活介護 

（基本方針） 

第八十九条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護(以下「指定

認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は，要介護者であって認知症であるものに

ついて，共同生活住居において，家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴，排せつ，

食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより，利用者がその有

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にするものでなければならな

い。 

(入退居) 

第九十四条 指定認知症対応型共同生活介護は，要介護者であって認知症であるもののう

ち，少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，入居申込者の入居に際しては，主治の医師

の診断書等により当該入居申込者が認知症である者であることの確認をしなければならな

い。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，入居申込者が入院治療を要する者であるこ

と等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は，

適切な他の指定認知症対応型共同生活介護事業者，介護保険施設，病院又は診療所を紹介

する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，入居申込者の入居に際しては，その者の心

身の状況，生活歴，病歴等の把握に努めなければならない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者の退居の際には，利用者及びその家

族の希望を踏まえた上で，退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し，退居に必要な援助

を行わなければならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者の退居に際しては，利用者又はその

家族に対し，適切な指導を行うとともに，指定居宅介護支援事業者等への情報の提供及び

保健医療サービス又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。 

(指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針) 
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第九十七条 指定認知症対応型共同生活介護は，利用者の認知症の症状の進行を緩和し，

安心して日常生活を送ることができるよう，利用者の心身の状況を踏まえ，妥当適切に行

われなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護は，利用者一人一人の人格を尊重し，利用者がそれぞ

れの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行われな

ければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護は，認知症対応型共同生活介護計画に基づき，漫然か

つ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 

４ 共同生活住居における介護従業者は，指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっ

ては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその家族に対し，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わなければならない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，指定認知症対応型共同生活介護の提供に当

たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，前項の身体的拘束等を行う場合には，その

態様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ

ばならない。 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，自らその提供する指定認知症対応型共同生

活介護の質の評価を行うとともに，定期的に外部の者による評価を受けて，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。 

(介護等) 

第九十九条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充実

に資するよう，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，その利用者に対して，利用者の負担によ

り，当該共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

３ 利用者の食事その他の家事等は，原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努

めるものとする。 

(社会生活上の便宜の提供等) 

第百条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者の趣味又は嗜し好に応じた活動

の支援に努めなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者が日常生活を営む上で必要な行政機

関に対する手続等について，その者又はその家族が行うことが困難である場合は，その者

の同意を得て，代わって行わなければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図るとともに

利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

（基本方針） 
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第百九条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下

「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)の事業は，地域密着型特定施設サ

ービス計画に基づき，入浴，排せつ，食事等の介護その他の日常生活上の世話，機能訓練

及び療養上の世話を行うことにより，当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供

を受ける入居者が指定地域密着型特定施設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にするものでなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型特定

施設入居者生活介護事業者」という。)は，安定的かつ継続的な事業運営に努めなければ

ならない。 

(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の開始等) 

第百十四条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，正当な理由なく入居者に

対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，入居者が指定地域密着型特定施設

入居者生活介護に代えて当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提

供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，入居申込者又は入居者(以下「入

居者等」という。)が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービ

スを提供することが困難であると認めた場合は，適切な病院又は診療所の紹介その他の適

切な措置を速やかに講じなければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，指定地域密着型特定施設入居者生

活介護の提供に当たっては，利用者の心身の状況，その置かれている環境等の把握に努め

なければならない。 

(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針) 

第百十八条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，利用者の要介護状態の軽

減又は悪化の防止に資するよう，認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて，日常生

活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護は，地域密着型特定施設サービス計画に基づ

き，漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 

３ 地域密着型特定施設従業者は，指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当た

っては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその家族から求められたときは，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わなければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，指定地域密着型特定施設入居者生

活介護の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，前項の身体的拘束等を行う場合に

は，その態様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録

しなければならない。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，自らその提供する指定地域密着型

特定施設入居者生活介護の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

(介護) 
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第百二十条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充実

に資するよう，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，自ら入浴が困難な利用者につい

て，一週間に二回以上，適切な方法により，入浴させ，又は清しきしなければならない。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，利用者の心身の状況に応じ，適切

な方法により，排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，前三項に定めるほか，利用者に対

し，食事，離床，着替え，整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

(機能訓練) 

第百二十一条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，利用者の心身の状況等

を踏まえ，必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能

訓練を行わなければならない。 

(健康管理) 

第百二十二条 指定地域密着型特定施設の看護職員は，常に利用者の健康の状況に注意す

るとともに，健康保持のための適切な措置を講じなければならない。 

(相談及び援助) 

第百二十三条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，常に利用者の心身の状

況，その置かれている環境等の的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，その相談

に適切に応じるとともに，利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。 

(利用者の家族との連携等) 

第百二十四条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，常に利用者の家族との

連携を図るとともに，利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければな

らない。 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

(基本方針) 

第百三十条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地

域密着型介護老人福祉施設は，地域密着型施設サービス計画に基づき，可能な限り，居宅

における生活への復帰を念頭に置いて，入浴，排せつ，食事等の介護，相談及び援助，社

会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話，機能訓練，健康管理及び療養上の世話

を行うことにより，入所者が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

ようにすることを目指すものでなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者の意思及び人格を尊重し，常にその者の

立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなけ

ればならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，明るく家庭的な雰囲気を有し，地域や家庭との

結び付きを重視した運営を行い，市町村，居宅介護支援事業者，居宅サービス事業者，地
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域密着型サービス事業者，他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービス

を提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

(入退所) 

第百三十四条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，身体上又は精神上著しい障害がある

ために常時の介護を必要とし，かつ，居宅においてこれを受けることが困難な者に対し，

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するものとする。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差

し引いた数を超えている場合には，介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し，指定地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受ける必要性が高いと認められる入所申込者

を優先的に入所させるよう努めなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所申込者の入所に際しては，その者に係る指

定居宅介護支援事業者に対する照会等により，その者の心身の状況，生活歴，病歴，指定

居宅サービス等の利用状況等の把握に努めなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者の心身の状況，その置かれている環境等

に照らし，その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に

検討しなければならない。 

５ 前項の検討に当たっては，生活相談員，介護職員，看護職員，介護支援専門員等の従

業者の間で協議しなければならない。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，その心身の状況，その置かれている環境等に照

らし，居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し，その者及び

その家族の希望，その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し，その者の円滑な

退所のために必要な援助を行わなければならない。 

７ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者の退所に際しては，居宅サービス計画の

作成等の援助に資するため，指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか，

保健医療サービス又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。 

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針) 

第百三十七条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，地域密着型施設サービス計画に基づ

き，入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，その者の心身の状況等に応

じて，その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は，地域密着型施設サービス計画に

基づき，漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は，指定地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，入所者又はその家族に対

し，処遇上必要な事項について，理解しやすいように説明を行わなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護の提供に当たっては，当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 
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５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，前項の身体的拘束等を行う場合には，その態様

及び時間，その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

(介護) 

第百三十九条 介護は，入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう，入所者の

心身の状況に応じて，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，一週間に二回以上，適切な方法により，入所者

を入浴させ，又は清しきしなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対し，その心身の状況に応じて，適切

な方法により，排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを

適切に取り替えなければならない。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行う

とともに，その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対し，前各項に規定するもののほか，

離床，着替え，整容等の介護を適切に行わなければならない。 

７ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，常時一人以上の介護職員を介護に従事させなけ

ればならない。 

８ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対し，その負担により，当該指定地域

密着型介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

(食事) 

第百四十条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜
し好を考慮した食事を，適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者が可能な限り離床して，食堂で食事を摂

ることを支援しなければならない。 

(相談及び援助) 

第百四十一条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，常に入所者の心身の状況，その置か

れている環境等の的確な把握に努め，入所者又はその家族に対し，その相談に適切に応じ

るとともに，必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

(社会生活上の便宜の提供等) 

第百四十二条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，教養娯楽設備等を備えるほか，適宜

入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等

に対する手続について，その者又はその家族において行うことが困難である場合は，その

者の同意を得て，代わって行わなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，常に入所者の家族との連携を図るとともに，入

所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 
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４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者の外出の機会を確保するよう努めなけれ

ばならない。 

(機能訓練) 

第百四十三条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対し，その心身の状況等に

応じて，日常生活を営むのに必要な機能を改善し，又はその減退を防止するための訓練を

行わなければならない。 

(健康管理) 

第百四十四条 指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は看護職員は，常に入所者の健

康の状況に注意し，必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。 

(入所者の入院期間中の取扱い) 

第百四十五条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者について，病院又は診療所に

入院する必要が生じた場合であって，入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに

見込まれるときは，その者及びその家族の希望等を勘案し，必要に応じて適切な便宜を供

与するとともに，やむを得ない事情がある場合を除き，退院後再び当該指定地域密着型介

護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。 

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

(この節の趣旨) 

第百五十八条 第一節，第三節及び前節の規定にかかわらず，ユニット型指定地域密着型

介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共

同生活室(当該居室の入居者が交流し，共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同

じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生

活が営まれ，これに対する支援が行われる指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下

同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については，この節に定めるところ

による。 

(基本方針) 

第百五十九条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者一人一人の意思及

び人格を尊重し，地域密着型施設サービス計画に基づき，その居宅における生活への復帰

を念頭に置いて，入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配

慮しながら，各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き，自律的な日常生活を

営むことを支援しなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，地域や家庭との結び付きを重視した

運営を行い，市町村，居宅介護支援事業者，居宅サービス事業者，地域密着型サービス事

業者，介護保険施設その他の保健医療サービス又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。 

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針) 

第百六十二条 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は，入居者が，その有す

る能力に応じて，自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことがで

きるようにするため，地域密着型施設サービス計画に基づき，入居者の日常生活上の活動
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について必要な援助を行うことにより，入居者の日常生活を支援するものとして行われな

ければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は，各ユニットにおいて入居者がそ

れぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は，入居者のプライバシーの確保に

配慮して行われなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は，入居者の自立した生活を支援す

ることを基本として，入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，その者の

心身の状況等を常に把握しながら，適切に行われなければならない。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は，指定地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護の提供に当たって，入居者又はその家族に対し，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わなければならない。 

６ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，指定地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護の提供に当たっては，当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，前項の身体的拘束等を行う場合に

は，その態様及び時間，その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録

しなければならない。 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，自らその提供する指定地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならな

い。 

(介護) 

第百六十三条 介護は，各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き，自律的な

日常生活を営むことを支援するよう，入居者の心身の状況等に応じ，適切な技術をもって

行われなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者の日常生活における家事を，

入居者が，その心身の状況等に応じて，それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しな

ければならない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者が身体の清潔を維持し，精神

的に快適な生活を営むことができるよう，適切な方法により，入居者に入浴の機会を提供

しなければならない。ただし，やむを得ない場合には，清しきを行うことをもって入浴の

機会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者の心身の状況に応じて，適切

な方法により，排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，おむつを使用せざるを得ない入居者

については，排せつの自立を図りつつ，そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な

介護を行うとともに，その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，前各項に規定するもののほか，入居

者が行う離床，着替え，整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 
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８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，常時一人以上の介護職員を介護に従

事させなければならない。 

９ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者に対し，その負担により，当

該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせて

はならない。 

(食事) 

第百六十四条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，栄養並びに入居者の心身

の状況及び嗜し好を考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者の心身の状況に応じて，適切

な方法により，食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者の生活習慣を尊重した適切な

時間に食事を提供するとともに，入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食

事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者が相互に社会的関係を築くこ

とができるよう，その意思を尊重しつつ，入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援し

なければならない。 

(社会生活上の便宜の提供等) 

第百六十五条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者の嗜し好に応じた

趣味，教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに，入居者が自律的に行うこれら

の活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者が日常生活を営む上で必要な

行政機関等に対する手続について，その者又はその家族が行うことが困難である場合は，

その者の同意を得て，代わって行わなければならない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，常に入居者の家族との連携を図ると

ともに，入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者の外出の機会を確保するよう

努めなければならない。 

看護小規模多機能型居宅介護 

(基本方針) 

第百七十条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(施行規則第十七条の十

二に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。以下この章において「指定看護小規模

多機能型居宅介護」という。)の事業は，指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する

訪問看護の基本方針及び第六十二条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏ま

えて行うものでなければならない。 

(指定看護小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針) 

第百七十六条 指定看護小規模多機能型居宅介護は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化

の防止に資するよう，その目標を設定し，計画的に行われなければならない。 
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２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，自らその提供する指定看護小規模多機能

型居宅介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。 

(指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針) 

第百七十七条 指定看護小規模多機能型居宅介護の方針は，次に掲げるところによるもの

とする。 

一 指定看護小規模多機能型居宅介護は，利用者が住み慣れた地域での生活を継続するこ

とができるよう，利用者の病状，心身の状況，希望及びその置かれている環境を踏まえ

て，通いサービス，訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより，療

養上の管理の下で妥当適切に行うものとする。 

二 指定看護小規模多機能型居宅介護は，利用者一人一人の人格を尊重し，利用者がそれ

ぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うも

のとする。 

三 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては，看護小規模多機能型居宅介護

計画に基づき，漫然かつ画一的にならないように，利用者の機能訓練及びその者が日常生

活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。 

四 看護小規模多機能型居宅介護従業者は，指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当

たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその家族に対し，療養上必要な事項

その他サービスの提供の内容等について，理解しやすいように説明又は必要に応じた指導

を行うものとする。 

五 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，指定看護小規模多機能型居宅介護の提供

に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

六 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，前号の身体的拘束等を行う場合には，そ

の態様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけ

ればならない。 

七 指定看護小規模多機能型居宅介護は，通いサービスの利用者が登録定員に比べて著し

く少ない状態が続くものであってはならない。 

八 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，登録者が通いサービスを利用していない

日においては，可能な限り，訪問サービスの提供，電話連絡による見守り等を行う等登録

者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。 

九 看護サービス(指定看護小規模多機能型居宅介護のうち，保健師，看護師，准看護

師，理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士(以下この章において「看護師等」という。)

が利用者に対して行う療養上の世話又は必要な診療の補助であるものをいう。以下この章

において同じ。)の提供に当たっては，主治の医師との密接な連携により，及び第百七十

九条第一項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき，利用者の心身の機能の

維持回復が図られるよう妥当適切に行わなければならない。 

十 看護サービスの提供に当たっては，医学の進歩に対応し，適切な看護技術をもって，

サービスの提供を行わなければならない。

十一 特殊な看護等については，これを行ってはならない。 
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(主治の医師との関係) 

第百七十八条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の常勤の保健師又は看護師は，主

治の医師の指示に基づき適切な看護サービスが提供されるよう，必要な管理をしなければ

ならない。 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，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で受けなければならない。 

３ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，主治の医師に看護小規模多機能型居宅介

護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書を提出し，看護サービスの提供に当たって

主治の医師との密接な連携を図らなければならない。 

４ 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が病院又は診療所である場合にあって

は，前二項の規定にかかわらず，第二項の主治の医師の文書による指示及び前項の看護小

規模多機能型居宅介護報告書の提出は，診療記録への記載をもって代えることができる。 
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Ⅲ 居宅サービス 

○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

訪問介護 

(基本方針) 

第四条 指定居宅サービスに該当する訪問介護(以下「指定訪問介護」という。)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，入浴，排せつ，食事の介

護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。 

(心身の状況等の把握) 

第十三条 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護の提供に当たっては，利用者に係る居宅

介護支援事業者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又は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。 

(指定訪問介護の基本取扱方針) 

第二十二条 指定訪問介護は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，

その目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は，自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い，常にその

改善を図らなければならない。 

(指定訪問介護の具体的取扱方針) 

第二十三条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は，次に掲げるところによるものと

する。 

一 指定訪問介護の提供に当たっては，次条第一項に規定する訪問介護計画に基づき，利

用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。 

二 指定訪問介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその家

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。 

三 指定訪問介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介護技術をもっ

てサービスの提供を行う。 

四 常に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，利用者又は

その家族に対し，適切な相談及び助言を行う。 

訪問入浴介護 

(基本方針) 

第四十四条 指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護(以下「指定訪問入浴介護」とい

う。)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，居宅におけ
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る入浴の援助を行うことによって，利用者の身体の清潔の保持，心身機能の維持等を図る

ものでなければならない。 

(指定訪問入浴介護の基本取扱方針) 

第四十九条 指定訪問入浴介護は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよ

う，利用者の状態に応じて，適切に行われなければならない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は，自らその提供する指定訪問入浴介護の質の評価を行い，

常にその改善を図らなければならない。 

(指定訪問入浴介護の具体的取扱方針) 

第五十条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は，次に掲げるところによ

るものとする。 

一 指定訪問入浴介護の提供に当たっては，常に利用者の心身の状況，希望及びその置か

れている環境を踏まえ，必要なサービスを適切に提供する。 

二 指定訪問入浴介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はそ

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。 

三 指定訪問入浴介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介護技術を

もってサービスの提供を行う。 

四 指定訪問入浴介護の提供は，一回の訪問につき，看護職員一人及び介護職員二人をも

って行うものとし，これらの者のうち一人を当該サービスの提供の責任者とする。ただ

し，利用者の身体の状況が安定していること等から，入浴により利用者の身体の状況等に

支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては，主治の医師の意見を確認した上

で，看護職員に代えて介護職員を充てることができる。 

五 指定訪問入浴介護の提供に当たっては，サービスの提供に用いる設備，器具その他の

用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し，特に利用者の身体に接触する設備，器

具その他の用品については，サービスの提供ごとに消毒したものを使用する。ばならな

い。 

訪問看護 

(基本方針) 

第五十九条 指定居宅サービスに該当する訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)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，その療養生活を支援

し，心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならな

い。 

(指定訪問看護の基本取扱方針) 

第六十七条 指定訪問看護は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，

療養上の目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は，自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い，常にその

改善を図らなければならない。 

(指定訪問看護の具体的取扱方針) 
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第六十八条 看護師等の行う指定訪問看護の方針は，次に掲げるところによるものとす

る。 

一 指定訪問看護の提供に当たっては，主治の医師との密接な連携及び第七十条第一項に

規定する訪問看護計画書に基づき，利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に

行う。 

二 指定訪問看護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその家

族に対し，療養上必要な事項について，理解しやすいように指導又は説明を行う。 

三 指定訪問看護の提供に当たっては，医学の進歩に対応し，適切な看護技術をもって，

これを行う。 

四 指定訪問看護の提供に当たっては，常に利用者の病状，心身の状況及びその置かれて

いる環境の的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，適切な指導を行う。 

五 特殊な看護等については，これを行ってはならない。 

(主治の医師との関係) 

第六十九条 指定訪問看護事業所の管理者は，主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問

看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は，指定訪問看護の提供の開始に際し，主治の医師による指示を

文書で受けなければならない。 

３ 指定訪問看護事業者は，主治の医師に次条第一項に規定する訪問看護計画書及び訪問

看護報告書を提出し，指定訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らな

ければならない。 

４ 当該指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては，

前二項の規定にかかわらず，第二項の主治の医師の文書による指示並びに前項の訪問看護

計画書及び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」という。)への記載をもって代えることができる。 

訪問リハビリテーション 

(基本方針) 

第七十五条 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション(以下「指定訪問リハ

ビリテーション」という。)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

きるよう生活機能の維持又は向上を目指し，利用者の居宅において，理学療法，作業療法

その他必要なリハビリテーションを行うことにより，利用者の心身の機能の維持回復を図

るものでなければならない。 

(指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針) 

第七十九条 指定訪問リハビリテーションは，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止

に資するよう，リハビリテーションの目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は，自らその提供する指定訪問リハビリテーショ

ンの質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。

(指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針) 
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第八十条 指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士

が行うものとし，その方針は，次に掲げるところによるものとする。 

一 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては，医師の指示及び次条第一項に規定

する訪問リハビリテーション計画に基づき，利用者の心身機能の維持回復を図り，日常生

活の自立に資するよう，妥当適切に行う。 

二 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利

用者又はその家族に対し，リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項につい

て，理解しやすいように指導又は説明を行う。 

三 常に利用者の病状，心身の状況，希望及びその置かれている環境の的確な把握に努

め，利用者に対し，適切なサービスを提供する。 

四 それぞれの利用者について，次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に従

ったサービスの実施状況及びその評価について，速やかに診療記録を作成するとともに，

医師に報告する。 

五 指定訪問リハビリテーション事業者は，リハビリテーション会議(次条第一項に規定

する訪問リハビリテーション計画又は第百十五条第一項に規定する通所リハビリテーショ

ン計画の作成のために，利用者及びその家族の参加を基本としつつ，医師，理学療法士，

作業療法士，言語聴覚士，介護支援専門員，居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居

宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その

他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議をいう。以下同じ。)の開催

により，リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構

成員と共有するよう努め，利用者に対し，適切なサービスを提供する。 

居宅療養管理指導 

(基本方針) 

第八十四条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指

導」という。)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，医

師，歯科医師，薬剤師，看護職員，歯科衛生士又は管理栄養士が，通院が困難な利用者に

対して，その居宅を訪問して，その心身の状況，置かれている環境等を把握し，それらを

踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより，その者の療養生活の質の向上を図るも

のでなければならない。 

(指定居宅療養管理指導の基本取扱方針) 

第八十八条 指定居宅療養管理指導は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資す

るよう，計画的に行われなければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は，自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価

を行い，常にその改善を図らなければならない。 

(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針) 

第八十九条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は，次に掲げるところ

によるものとする。 
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一 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，訪問診療等により常に利用者の病状及び

心身の状況を把握し，計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて，居

宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又

はその家族に対し，居宅サービスの利用に関する留意事項，介護方法等についての指導，

助言等を行う。 

二 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，利用者又はその家族からの介護に関する

相談に懇切丁寧に応ずるとともに，利用者又はその家族に対し，療養上必要な事項等につ

いて，理解しやすいように指導又は助言を行う。 

三 前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については，療養上必要な

事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。 

四 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，療養上適切な居宅サービスが提供される

ために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から

求めがあった場合は，居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し，居宅サービス

計画の作成，居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。 

五 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助

言については，原則として，サービス担当者会議に参加することにより行わなければなら

ない。 

六 前号の場合において，サービス担当者会議への参加によることが困難な場合について

は，居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して，原則として，情報提供又は助

言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。 

七 それぞれの利用者について，提供した指定居宅療養管理指導の内容について，速やか

に診療録に記録する。 

２ 薬剤師，歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は，次に掲げ

るところによるものとする。 

一 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師

による指定居宅療養管理指導にあっては，医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が

策定した薬学的管理指導計画)に基づき，利用者の心身機能の維持回復を図り，居宅にお

ける日常生活の自立に資するよう，妥当適切に行う。 

二 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又

はその家族に対し，療養上必要な事項について，理解しやすいように指導又は説明を行

う。 

三 常に利用者の病状，心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め，利用

者に対し適切なサービスを提供する。 

四 それぞれの利用者について，提供した指定居宅療養管理指導の内容について，速やか

に診療記録を作成するとともに，医師又は歯科医師に報告する。 

３ 看護職員の行う指定居宅療養管理指導の方針は，次に掲げるところによるものとす

る。 

一 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，居宅介護支援事業者等に対する居宅サー

ビス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者に対する療養上の相談及び支援を行うこ

と。 

174



二 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又

はその家族に対し，療養上必要な事項について，理解しやすいように指導又は助言を行う

こと。 

三 それぞれの利用者について，提供した指定居宅療養管理指導の内容について，速やか

に記録を作成するとともに，医師又は居宅介護支援事業者等に報告すること。 

通所介護 

(基本方針) 

第九十二条 指定居宅サービスに該当する通所介護(以下「指定通所介護」という。)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生活機能の維持又は向上

を目指し，必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより，利用者の社会的孤立

感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る

ものでなければならない。 

(指定通所介護の具体的取扱方針) 

第九十八条 指定通所介護の方針は，次に掲げるところによるものとする。 

一 指定通所介護の提供に当たっては，次条第一項に規定する通所介護計画に基づき，利

用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。 

二 通所介護従業者は，指定通所介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨と

し，利用者又はその家族に対し，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。 

三 指定通所介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介護技術をもっ

てサービスの提供を行う。 

四 指定通所介護は，常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ，相談援助等の生活指

導，機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に，認知

症である要介護者に対しては，必要に応じ，その特性に対応したサービスの提供ができる

体制を整える。 

通所リハビリテーション 

(基本方針) 

第百十条 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション(以下「指定通所リハビ

リテーション」という。)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

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

るよう生活機能の維持又は向上を目指し，理学療法，作業療法その他必要なリハビリテー

ションを行うことにより，利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならな

い。 

(指定通所リハビリテーションの基本取扱方針) 
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第百十三条 指定通所リハビリテーションは，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止

に資するよう，その目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は，自らその提供する指定通所リハビリテーショ

ンの質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。

(指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針) 

第百十四条 指定通所リハビリテーションの方針は，次に掲げるところによるものとす

る。 

一 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては，医師の指示及び次条第一項に規定

する通所リハビリテーション計画に基づき，利用者の心身の機能の維持回復を図り，日常

生活の自立に資するよう，妥当適切に行う。 

二 通所リハビリテーション従業者は，指定通所リハビリテーションの提供に当たって

は，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその家族に対し，リハビリテーションの観

点から療養上必要とされる事項について，理解しやすいように指導又は説明を行う。 

三 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては，常に利用者の病状，心身の状況及

びその置かれている環境の的確な把握に努め，利用者に対し適切なサービスを提供する。

特に，認知症である要介護者に対しては，必要に応じ，その特性に対応したサービス提供

ができる体制を整える。 

四 指定通所リハビリテーション事業者は，リハビリテーション会議の開催により，リハ

ビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有す

るよう努め，利用者に対し，適切なサービスを提供する。 

短期入所生活介護 

(基本方針) 

第百二十条 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護(以下「指定短期入所生活介

護」という。)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，入

浴，排せつ，食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより，利

用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るもので

なければならない。 

(指定短期入所生活介護の開始及び終了) 

第百二十六条 指定短期入所生活介護事業者は，利用者の心身の状況により，若しくはそ

の家族の疾病，冠婚葬祭，出張等の理由により，又は利用者の家族の身体的及び精神的な

負担の軽減等を図るために，一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対

象に，指定短期入所生活介護を提供するものとする。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は，居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者との密接な連携により，指定短期入所生活介護の提供の開始前か

ら終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよ

う必要な援助に努めなければならない。 

(指定短期入所生活介護の取扱方針) 
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第百二十八条 指定短期入所生活介護事業者は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防

止に資するよう，認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて，日常生活に必要な援助

を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護は，相当期間以上にわたり継続して入所する利用者について

は，次条第一項に規定する短期入所生活介護計画に基づき，漫然かつ画一的なものとなら

ないよう配慮して行われなければならない。 

３ 短期入所生活介護従業者は，指定短期入所生活介護の提供に当たっては，懇切丁寧を

旨とし，利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいよう

に説明を行わなければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業者は，指定短期入所生活介護の提供に当たっては，当該利

用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体

的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはな

らない。 

５ 指定短期入所生活介護事業者は，前項の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び

時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

６ 指定短期入所生活介護事業者は，自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価

を行い，常にその改善を図らなければならない。 

(介護) 

第百三十条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充実

に資するよう，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は，一週間に二回以上，適切な方法により，利用者を入

浴させ，又は清しきしなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護事業者は，利用者の心身の状況に応じ，適切な方法により，排

せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業者は，おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切

に取り替えなければならない。 

５ 指定短期入所生活介護事業者は，前各項に定めるほか，利用者に対し，離床，着替

え，整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

６ 指定短期入所生活介護事業者は，常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければ

ならない。 

７ 指定短期入所生活介護事業者は，その利用者に対して，利用者の負担により，当該指

定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

(食事) 

第百三十一条 指定短期入所生活介護事業者は，栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜し

好を考慮した食事を，適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は，利用者が可能な限り離床して，食堂で食事を摂るこ

とを支援しなければならない。 

(機能訓練) 
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第百三十二条 指定短期入所生活介護事業者は，利用者の心身の状況等を踏まえ，必要に

応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなけれ

ばならない。 

(健康管理) 

第百三十三条 指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は，常に利用者の健康の

状況に注意するとともに，健康保持のための適切な措置をとらなければならない。 

(相談及び援助) 

第百三十四条 指定短期入所生活介護事業者は，常に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，利用者又はその家族に対し，その相談に適切に応じると

ともに，必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

(その他のサービスの提供) 

第百三十五条 指定短期入所生活介護事業者は，教養娯楽設備等を備えるほか，適宜利用

者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければ

ならない。 

短期入所療養介護 

(基本方針) 

第百四十一条 指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護(以下「指定短期入所療養

介護」という。)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，

看護，医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世

話を行うことにより，療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽

減を図るものでなければならない。 

(指定短期入所療養介護の取扱方針) 

第百四十六条 指定短期入所療養介護事業者は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防

止に資するよう，認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて，当該利用者の療養を妥

当適切に行わなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護は，相当期間以上にわたり継続して入所する利用者について

は，次条第一項に規定する短期入所療養介護計画に基づき，漫然かつ画一的なものとなら

ないよう配意して行わなければならない。 

３ 短期入所療養介護従業者は，指定短期入所療養介護の提供に当たっては，懇切丁寧を

旨とし，利用者又はその家族に対し，療養上必要な事項について，理解しやすいように指

導又は説明を行わなければならない。 

４ 指定短期入所療養介護事業者は，指定短期入所療養介護の提供に当たっては，当該利

用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体

的拘束等を行ってはならない。 
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５ 指定短期入所療養介護事業者は，前項の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び

時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

６ 指定短期入所療養介護事業者は，自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価

を行い，常にその改善を図らなければならない。 

(診療の方針) 

第百四十八条 医師の診療の方針は，次に掲げるところによるものとする。 

一 診療は，一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して，

的確な診断を基とし，療養上妥当適切に行う。 

二 診療に当たっては，常に医学の立場を堅持して，利用者の心身の状況を観察し，要介

護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して，心理的な効果をもあげることができるよ

う適切な指導を行う。 

三 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な

把握に努め，利用者又はその家族に対し，適切な指導を行う。 

四 検査，投薬，注射，処置等は，利用者の病状に照らして妥当適切に行う。 

五 特殊な療法又は新しい療法等については，別に厚生労働大臣が定めるもののほか行っ

てはならない。 

六 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し，又は処方してはな

らない。 

七 入院患者の病状の急変等により，自ら必要な医療を提供することが困難であると認め

たときは，他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。 

(機能訓練) 

第百四十九条 指定短期入所療養介護事業者は，利用者の心身の諸機能の維持回復を図

り，日常生活の自立を助けるため，必要な理学療法，作業療法その他必要なリハビリテー

ションを行わなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護) 

第百五十条 看護及び医学的管理の下における介護は，利用者の自立の支援と日常生活の

充実に資するよう，利用者の病状及び心身の状況に応じ，適切な技術をもって行われなけ

ればならない。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は，一週間に二回以上，適切な方法により，利用者を入

浴させ，又は清しきしなければならない。 

３ 指定短期入所療養介護事業者は，利用者の病状及び心身の状況に応じ，適切な方法に

より，排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定短期入所療養介護事業者は，おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切

に取り替えなければならない。 

５ 指定短期入所療養介護事業者は，前各項に定めるほか，利用者に対し，離床，着替

え，整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

６ 指定短期入所療養介護事業者は，その利用者に対して，利用者の負担により，当該指

定短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならな

い。 
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(食事の提供) 

第百五十一条 利用者の食事は，栄養並びに利用者の身体の状況，病状及び嗜し好を考慮

したものとするとともに，適切な時間に行われなければならない。 

２ 利用者の食事は，その者の自立の支援に配慮し，できるだけ離床して食堂で行われる

よう努めなければならない。 

(その他のサービスの提供) 

第百五十二条 指定短期入所療養介護事業者は，適宜利用者のためのレクリエーション行

事を行うよう努めるものとする。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければ

ならない。 

特定施設入居者生活介護 

(基本方針) 

第百七十四条 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護(以下「指定特定施

設入居者生活介護」という。)の事業は，特定施設サービス計画に基づき，入浴，排せ

つ，食事等の介護その他の日常生活上の世話，機能訓練及び療養上の世話を行うことによ

り，要介護状態となった場合でも，当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居

者が当該指定特定施設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

るようにするものでなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定特定施設入居者生活介護事

業者」という。)は，安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。 

(指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等) 

第百七十九条 指定特定施設入居者生活介護事業者は，正当な理由なく入居者に対する指

定特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，入居者が指定特定施設入居者生活介護に代え

て当該指定特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用するこ

とを妨げてはならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，入居申込者又は入居者(以下「入居者等」と

いう。)が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供す

ることが困難であると認めた場合は，適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を

速やかに講じなければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっ

ては，利用者の心身の状況，その置かれている環境等の把握に努めなければならない。 

(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針) 

第百八十三条 指定特定施設入居者生活介護事業者は，利用者の要介護状態の軽減又は悪

化の防止に資するよう，認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて，日常生活に必要

な援助を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護は，次条第一項に規定する特定施設サービス計画に基づ

き，漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 
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３ 指定特定施設の特定施設従業者は，指定特定施設入居者生活介護の提供に当たって

は，懇切丁寧を旨とし，利用者又はその家族から求められたときは，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わなければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっ

ては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

５ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，前項の身体的拘束等を行う場合には，その態

様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければ

ならない。 

６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，自らその提供する指定特定施設入居者生活介

護の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

(介護) 

第百八十五条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充

実に資するよう，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，自ら入浴が困難な利用者について，一週間に

二回以上，適切な方法により，入浴させ，又は清しきしなければならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，利用者の心身の状況に応じ，適切な方法によ

り，排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，前三項に定めるほか，利用者に対し，食事，

離床，着替え，整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

(健康管理) 

第百八十六条 指定特定施設の看護職員は，常に利用者の健康の状況に注意するととも

に，健康保持のための適切な措置を講じなければならない。 

(相談及び援助) 

第百八十七条 指定特定施設入居者生活介護事業者は，常に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，利用者又はその家族に対し，その相談に適切に応

じるとともに，利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。 

(利用者の家族との連携等) 

第百八十八条 指定特定施設入居者生活介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図る

とともに，利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護 

(この節の趣旨) 

第百九十二条の二 第一節から前節までの規定にかかわらず，外部サービス利用型指定特

定施設入居者生活介護及び当該指定特定施設の事業者が委託する指定居宅サービス事業者

(以下「受託居宅サービス事業者」という。)により，当該特定施設サービス計画に基づき

行われる入浴，排せつ，食事等の介護その他の日常生活上の世話，機能訓練及び療養上の

世話(以下「受託居宅サービス」という。)をいう。)の事業を行うものの基本方針，人員

並びに設備及び運営に関する基準については，この節に定めるところによる。 
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(基本方針) 

第百九十二条の三 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業は，特定施設

サービス計画に基づき，受託居宅サービス事業者による受託居宅サービスを適切かつ円滑

に提供することにより，利用者が要介護状態になった場合でも，当該指定特定施設におい

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にするものでなければ

ならない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「外部サービ

ス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)は，安定的かつ継続的な事業運

営に努めなければならない。 

(受託居宅サービスの提供) 

第百九十二条の八 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，特定施設

サービス計画に基づき，受託居宅サービス事業者により，適切かつ円滑に受託居宅サービ

スが提供されるよう，必要な措置を講じなければならない。

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，受託居宅サービス事業者

が受託居宅サービスを提供した場合にあっては，提供した日時，時間，具体的なサービス

の内容等を文書により報告させなければならない。 

(受託居宅サービス事業者への委託) 

第百九十二条の十 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が，受託居宅

サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは，受託居宅サービス事業所

ごとに文書により行わなければならない。 

２ 受託居宅サービス事業者は，指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事

業者でなければならない。 

３ 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種類は，指定訪問介護，指定

訪問入浴介護，指定訪問看護，指定訪問リハビリテーション，指定通所介護，指定通所リ

ハビリテーション，第百九十三条に規定する指定福祉用具貸与，指定地域密着型サービス

基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護及び指定地域密着型サービス基準第四十

一条に規定する指定認知症対応型通所介護とする。 

４ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，事業の開始に当たって

は，次の各号に掲げる事業を提供する事業者と，第一項に規定する方法によりこれらの提

供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。 

一 指定訪問介護 

二 指定訪問看護 

三 指定通所介護又は指定地域密着型通所介護 

５ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，第三項に規定する受託居

宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスのうち，前項の規定により事業の開始に当

たって契約を締結すべき受託居宅サービス以外のものについては，利用者の状況に応じ

て，第一項に規定する方法により，これらの提供に関する業務を委託する契約を締結する

ものとする。 

６ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，第三項の指定認知症対応

型通所介護の提供に関する業務を受託居宅サービス事業者に委託する契約を締結する場合
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にあっては，指定特定施設と同一の市町村の区域内に所在する指定認知症対応型通所介護

の事業を行う受託居宅サービス事業所において受託居宅サービスが提供される契約を締結

しなければならない。 

７ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，受託居宅サービス事業者

に，業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。 

８ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，受託居宅サービスに係る

業務の実施状況について定期的に確認し，その結果等を記録しなければならない。 

福祉用具貸与 

(基本方針) 

第百九十三条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与(以下「指定福祉用具貸与」と

いう。)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，利用者の

心身の状況，希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第八条第十二

項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選

定の援助，取付け，調整等を行い，福祉用具を貸与することにより，利用者の日常生活上

の便宜を図り，その機能訓練に資するとともに，利用者を介護する者の負担の軽減を図る

ものでなければならない。 

(指定福祉用具貸与の基本取扱方針) 

第百九十八条 指定福祉用具貸与は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利

用者を介護する者の負担の軽減に資するよう，その目標を設定し，計画的に行わなければ

ならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は，常に，清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸

与しなければならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は，自らその提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い，

常にその改善を図らなければならない。 

(指定福祉用具貸与の具体的取扱方針) 

第百九十九条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は，次に掲げるところ

によるものとする。 

一 指定福祉用具貸与の提供に当たっては，次条第一項に規定する福祉用具貸与計画に基

づき，福祉用具が適切に選定され，かつ，使用されるよう，専門的知識に基づき相談に応

じるとともに，目録等の文書を示して福祉用具の機能，使用方法，利用料等に関する情報

を提供し，個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。 

二 指定福祉用具貸与の提供に当たっては，貸与する福祉用具の機能，安全性，衛生状態

等に関し，点検を行う。 

三 指定福祉用具貸与の提供に当たっては，利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調

整を行うとともに，当該福祉用具の使用方法，使用上の留意事項，故障時の対応等を記載

183



した文書を利用者に交付し，十分な説明を行った上で，必要に応じて利用者に実際に当該

福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。 

四 指定福祉用具貸与の提供に当たっては，利用者等からの要請等に応じて，貸与した福

祉用具の使用状況を確認し，必要な場合は，使用方法の指導，修理等を行う。 

五 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置づけられる場合には，当該計画に指定福

祉用具貸与が必要な理由が記載されるとともに，当該利用者に係る介護支援専門員によ

り，必要に応じて随時その必要性が検討された上で，継続が必要な場合にはその理由が居

宅サービス計画に記載されるように必要な措置を講じるものとする。 

特定福祉用具販売 

(基本方針) 

第二百七条 指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売の事業は，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，利用者の心身の状況，希望及びその置かれてい

る環境を踏まえた適切な特定福祉用具の選定の援助，取付け，調整等を行い，特定福祉用

具を販売することにより，利用者の日常生活上の便宜を図り，その機能訓練に資するとと

もに，利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。 

(指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針) 

第二百十四条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は，次に掲げると

ころによるものとする。 

一 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては，次条第一項に規定する特定福祉用具販売

計画に基づき，特定福祉用具が適切に選定され，かつ，使用されるよう，専門的知識に基

づき相談に応じるとともに，目録等の文書を示して特定福祉用具の機能，使用方法，販売

費用の額等に関する情報を提供し，個別の特定福祉用具の販売に係る同意を得るものとす

る。 

二 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては，販売する特定福祉用具の機能，安全性，

衛生状態等に関し，点検を行う。 

三 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては，利用者の身体の状況等に応じて特定福祉

用具の調整を行うとともに，当該特定福祉用具の使用方法，使用上の留意事項等を記載し

た文書を利用者に交付し，十分な説明を行った上で，必要に応じて利用者に実際に当該特

定福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。 

四 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置づけられる場合には，当該計画に特

定福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講じるものとする。 

2016.06.23.小湊。 
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訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハ 通所介護 通所リハ 短期生活 福祉用具 

基本方

針 

第四条 指定居宅サービ

スに該当する訪問介護の

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、入浴、排せつ、

食事の介護その他の生活

全般にわたる援助を行う

ものでなければならな

い。

第四十四条 指定居宅サ

ービスに該当する訪問入浴

介護の事業は、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、居宅における入浴

の援助を行うことによって、

利用者の身体の清潔の保

持、心身機能の維持等を

図るものでなければならな

い。 

第五十九条 指定居宅サ

ービスに該当する訪問看護

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、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。 

第七十五条 指定居宅サ

ービスに該当する訪問リハ

ビリテーションの事業は、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、利用者の居宅

において、理学療法、作業

療法その他必要なリハビリ

テーションを行うことにより、

利用者の心身の機能の維

持回復を図るものでなけれ

ばならない。

第九十二条 指定居宅サ

ービスに該当する通所介護

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、必

要な日常生活上の世話及

び機能訓練を行うことによ

り、利用者の社会的孤立感

の解消及び心身の機能の

維持並びに利用者の家族

の身体的及び精神的負担

の軽減を図るものでなけれ

ばならない 

第百十条 指定居宅サー

ビスに該当する通所リハビ

リテーションの事業は、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、理学療法、作業

療法その他必要なリハビリ

テーションを行うことにより、

利用者の心身の機能の維

持回復を図るものでなけれ

ばならない。

第百二十条 指定居宅サ

ービスに該当する短期入所

生活介護の事業は、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、入浴、排せつ、食

事等の介護その他の日常

生活上の世話及び機能訓

練を行うことにより、利用者

の心身の機能の維持並び

に利用者の家族の身体的

及び精神的負担の軽減を

図るものでなければならな

い。 

第百九十三条  指定居宅

サービスに該当する福祉用

具貸与の事業は、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、利用者の心身の状

況、希望及びその置かれて

いる環境を踏まえた適切な

福祉用具の選定の援助、

取付け、調整等を行い、福

祉用具を貸与することによ

り、利用者の日常生活上の

便宜を図り、その機能訓練

に資するとともに、利用者を

介護する者の負担の軽減

を図るものでなければなら

ない。

心身の

状況等

の把握 

第十三条 指定訪問介護

事業者は、指定訪問介護

の提供に当たっては、利用

者に係る居宅介護支援事

業者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

療サービス又は福祉サービ

スの利用状況等の把握に

努めなければならない。

第十三条 指定訪問入浴

介護事業者は、指定訪問

入浴介護の提供に当たっ

ては、利用者に係る居宅介

護支援事業者が開催する

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

又は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。

第十三条 指定訪問看護

事業者は、指定訪問看護

の提供に当たっては、利用

者に係る居宅介護支援事

業者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

療サービス又は福祉サービ

スの利用状況等の把握に

努めなければならない。

第十三条 指定訪問リハビ

リテーション事業者は、指

定訪問リハビリテーションの

提供に当たっては、利用者

に係る居宅介護支援事業

者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

サービス又は福祉サービス

の利用状況等の把握に努

めなければならない。

第十三条 指定通所介護

事業者は、指定通所介護

の提供に当たっては、利用

者に係る居宅介護支援事

業者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

療サービス又は福祉サービ

スの利用状況等の把握に

努めなければならない。

第十三条 指定通所リハビ

リテーション事業者は、指

定通所リハビリテーションの

提供に当たっては、利用者

に係る居宅介護支援事業

者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

サービス又は福祉サービス

の利用状況等の把握に努

めなければならない。

第十三条 指定短期入所

生活介護事業者は、指定

短期入所生活介護の提供

に当たっては、利用者に係

る居宅介護支援事業者が

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

ビス又は福祉サービスの利

用状況等の把握に努めな

ければならない。 

第十三条 指定福祉用具

貸与事業者は、指定短期

入所生活介護の提供に当

たっては、利用者に係る居

宅介護支援事業者が開催

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

又は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。 

基本取

扱方針 

第二十二条 指定訪問介

護は、利用者の要介護状

態の軽減又は悪化の防止

に資するよう、その目標を

設定し、計画的に行われな

ければならない。 

第四十九条 指定訪問入

浴介護は、利用者の要介

護状態の軽減又は悪化の

防止に資するよう、利用者

の状態に応じて、適切に行

われなければならない。 

第六十七条 指定訪問看

護は、利用者の要介護状

態の軽減又は悪化の防止

に資するよう、療養上の目

標を設定し、計画的に行わ

れなければならない。 

第七十九条 指定訪問リハ

ビリテーションは、利用者の

要介護状態の軽減又は悪

化の防止に資するよう、リハ

ビリテーションの目標を設

定し、計画的に行われなけ

ればならない。 

第九十七条 指定通所介

護は、利用者の要介護状

態の軽減又は悪化の防止

に資するよう、その目標を

設定し、計画的に行われな

ければならない。 

第百十三条 指定通所リハ

ビリテーションは、利用者の

要介護状態の軽減又は悪

化の防止に資するよう、そ

の目標を設定し、計画的に

行われなければならない。 

第百二十八条  指定短期

入所生活介護事業者は、

利用者の要介護状態の軽

減又は悪化の防止に資す

るよう、認知症の状況等利

用者の心身の状況を踏ま

えて、日常生活に必要な援

助を妥当適切に行わなけ

ればならない。 

第百九十八条  指定福祉

用具貸与は、利用者の要

介護状態の軽減又は悪化

の防止並びに利用者を介

護する者の負担の軽減に

資するよう、その目標を設

定し、計画的に行わなけれ

ばならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業

者は、常に、清潔かつ安全

で正常な機能を有する福

祉用具を貸与しなければな

らない。 

３ 指定福祉用具貸与事業

者は、自らその提供する指

定福祉用具貸与の質の評

価を行い、常にその改善を

図らなければならない。 

具体的

取扱方

針 

第二十三条 訪問介護員

等の行う指定訪問介護の

方針は、次に掲げるところ

第五十条 訪問入浴介護

従業者の行う指定訪問入

浴介護の方針は、次に掲

第六十八条 看護師等の

行う指定訪問看護の方針

は、次に掲げるところによる

第八十条 指定訪問リハビ

リテーションの提供は理学

療法士、作業療法士又は

第九十八条 指定通所介

護の方針は、次に掲げると

ころによるものとする。 

第百十四条 指定通所リハ

ビリテーションの方針は、次

に掲げるところによるものと

(介護) 

第百三十条 介護は、利用

者の心身の状況に応じ、利

第百九十九条  福祉用具

専門相談員の行う指定福

祉用具貸与の方針は、次

居宅サービス事業内容（運営基準）の比較 2016.10.12. 

185



によるものとする。 

一 指定訪問介護の提供

に当たっては、次条第一項

に規定する訪問介護計画

に基づき、利用者が日常生

活を営むのに必要な援助

を行う。 

二 指定訪問介護の提供

に当たっては、懇切丁寧に

行うことを旨とし、利用者又

はその家族に対し、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。

三 指定訪問介護の提供

に当たっては、介護技術の

進歩に対応し、適切な介護

技術をもってサービスの提

供を行う。

四 常に利用者の心身の

状況、その置かれている環

境等の的確な把握に努め、

利用者又はその家族に対

し、適切な相談及び助言を

行う。

げるところによるものとす

る。 

一 指定訪問入浴介護の

提供に当たっては、常に利

用者の心身の状況、希望

及びその置かれている環

境を踏まえ、必要なサービ

スを適切に提供する。

二 指定訪問入浴介護の

提供に当たっては、懇切丁

寧に行うことを旨とし、利用

者又はその家族に対し、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。

三 指定訪問入浴介護の

提供に当たっては、介護技

術の進歩に対応し、適切な

介護技術をもってサービス

の提供を行う。

四 指定訪問入浴介護の

提供は、一回の訪問につ

き、看護職員一人及び介

護職員二人をもって行うも

のとし、これらの者のうち一

人を当該サービスの提供の

責任者とする。ただし、利

用者の身体の状況が安定

していること等から、入浴に

より利用者の身体の状況等

に支障を生ずるおそれがな

いと認められる場合におい

ては、主治の医師の意見を

確認した上で、看護職員に

代えて介護職員を充てるこ

とができる。

五 指定訪問入浴介護の

提供に当たっては、サービ

スの提供に用いる設備、器

具その他の用品の使用に

際して安全及び清潔の保

持に留意し、特に利用者の

身体に接触する設備、器具

その他の用品については、

サービスの提供ごとに消毒

したものを使用する。

(緊急時等の対応)

第五十一条 訪問入浴介

護従業者は、現に指定訪

問入浴介護の提供を行っ

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

主治の医師又はあらかじめ

ものとする。 

一 指定訪問看護の提供

に当たっては、主治の医師

との密接な連携及び第七

十条第一項に規定する訪

問看護計画書に基づき、利

用者の心身の機能の維持

回復を図るよう妥当適切に

行う。 

二 指定訪問看護の提供

に当たっては、懇切丁寧に

行うことを旨とし、利用者又

はその家族に対し、療養上

必要な事項について、理解

しやすいように指導又は説

明を行う。 

三 指定訪問看護の提供

に当たっては、医学の進歩

に対応し、適切な看護技術

をもって、これを行う。 

四 指定訪問看護の提供

に当たっては、常に利用者

の病状、心身の状況及び

その置かれている環境の的

確な把握に努め、利用者

又はその家族に対し、適切

な指導を行う。 

五 特殊な看護等について

は、これを行ってはならな

い。 

(主治の医師との関係) 

第六十九条 指定訪問看

護事業所の管理者は、主

治の医師の指示に基づき

適切な指定訪問看護が行

われるよう必要な管理をし

なければならない。 

２  指定訪問看護事業者

は、指定訪問看護の提供

の開始に際し、主治の医師

による指示を文書で受けな

ければならない。 

３  指定訪問看護事業者

は、主治の医師に次条第

一項に規定する訪問看護

計画書及び訪問看護報告

書を提出し、指定訪問看護

の提供に当たって主治の

医師との密接な連携を図ら

なければならない。 

４ 当該指定訪問看護事業

所が指定訪問看護を担当

する医療機関である場合に

あっては、前二項の規定に

言語聴覚士が行うものとし、

その方針は、次に掲げると

ころによるものとする。 

一 指定訪問リハビリテー

ションの提供に当たって

は、医師の指示及び次条

第一項に規定する訪問リハ

ビリテーション計画に基づ

き、利用者の心身機能の維

持回復を図り、日常生活の

自立に資するよう、妥当適

切に行う。

二 指定訪問リハビリテー

ションの提供に当たって

は、懇切丁寧に行うことを

旨とし、利用者又はその家

族に対し、リハビリテーショ

ンの観点から療養上必要と

される事項について、理解

しやすいように指導又は説

明を行う。

三 常に利用者の病状、心

身の状況、希望及びその

置かれている環境の的確な

把握に努め、利用者に対

し、適切なサービスを提供

する。

四 それぞれの利用者につ

いて、次条第一項に規定

する訪問リハビリテーション

計画に従ったサービスの実

施状況及びその評価につ

いて、速やかに診療記録を

作成するとともに、医師に

報告する。

一 指定通所介護の提供

に当たっては、次条第一項

に規定する通所介護計画

に基づき、利用者の機能訓

練及びその者が日常生活

を営むことができるよう必要

な援助を行う。 

二 通所介護従業者は、指

定通所介護の提供に当た

っては、懇切丁寧に行うこと

を旨とし、利用者又はその

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。 

三 指定通所介護の提供

に当たっては、介護技術の

進歩に対応し、適切な介護

技術をもってサービスの提

供を行う。 

四 指定通所介護は、常に

利用者の心身の状況を的

確に把握しつつ、相談援助

等の生活指導、機能訓練

その他必要なサービスを利

用者の希望に添って適切

に提供する。特に、認知症

である要介護者に対して

は、必要に応じ、その特性

に対応したサービスの提供

ができる体制を整える。 

する。 

一 指定通所リハビリテー

ションの提供に当たって

は、医師の指示及び次条

第一項に規定する通所リハ

ビリテーション計画に基づ

き、利用者の心身の機能の

維持回復を図り、日常生活

の自立に資するよう、妥当

適切に行う。

二 通所リハビリテーション

従業者は、指定通所リハビ

リテーションの提供に当た

っては、懇切丁寧に行うこと

を旨とし、利用者又はその

家族に対し、リハビリテーシ

ョンの観点から療養上必要

とされる事項について、理

解しやすいように指導又は

説明を行う。

三 指定通所リハビリテー

ションの提供に当たって

は、常に利用者の病状、心

身の状況及びその置かれ

ている環境の的確な把握

に努め、利用者に対し適切

なサービスを提供する。特

に、認知症である要介護者

に対しては、必要に応じ、

その特性に対応したサービ

ス提供ができる体制を整え

る。

用者の自立の支援と日常

生活の充実に資するよう、

適切な技術をもって行われ

なければならない。 

２ 指定短期入所生活介護

事業者は、一週間に二回

以上、適切な方法により、

利用者を入浴させ、又は清

しきしなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護

事業者は、利用者の心身

の状況に応じ、適切な方法

により、排せつの自立につ

いて必要な援助を行わなけ

ればならない。 

４ 指定短期入所生活介護

事業者は、おむつを使用

せざるを得ない利用者のお

むつを適切に取り替えなけ

ればならない。 

５ 指定短期入所生活介護

事業者は、前各項に定める

ほか、利用者に対し、離

床、着替え、整容その他日

常生活上の世話を適切に

行わなければならない。 

６ 指定短期入所生活介護

事業者は、常時一人以上

の介護職員を介護に従事

させなければならない。 

７ 指定短期入所生活介護

事業者は、その利用者に

対して、利用者の負担によ

り、当該指定短期入所生活

介護事業所の従業者以外

の者による介護を受けさせ

てはならない。 

 (食事) 

第百三十一条  指定短期

入所生活介護事業者は、

栄養並びに利用者の心身

の状況及び嗜し好を考慮し

た食事を、適切な時間に提

供しなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護

事業者は、利用者が可能

な限り離床して、食堂で食

事を摂ることを支援しなけ

ればならない。 

(機能訓練) 

第百三十二条  指定短期

入所生活介護事業者は、

利用者の心身の状況等を

踏まえ、必要に応じて日常

に掲げるところによるものと

する。 

一 指定福祉用具貸与の

提供に当たっては、次条第

一項に規定する福祉用具

貸与計画に基づき、福祉用

具が適切に選定され、か

つ、使用されるよう、専門的

知識に基づき相談に応じる

とともに、目録等の文書を

示して福祉用具の機能、使

用方法、利用料等に関する

情報を提供し、個別の福祉

用具の貸与に係る同意を

得るものとする。 

二 指定福祉用具貸与の

提供に当たっては、貸与す

る福祉用具の機能、安全

性、衛生状態等に関し、点

検を行う。 

三 指定福祉用具貸与の

提供に当たっては、利用者

の身体の状況等に応じて

福祉用具の調整を行うとと

もに、当該福祉用具の使用

方法、使用上の留意事項、

故障時の対応等を記載し

た文書を利用者に交付し、

十分な説明を行った上で、

必要に応じて利用者に実

際に当該福祉用具を使用

させながら使用方法の指導

を行う。 

四 指定福祉用具貸与の

提供に当たっては、利用者

等からの要請等に応じて、

貸与した福祉用具の使用

状況を確認し、必要な場合

は、使用方法の指導、修理

等を行う。 

五 居宅サービス計画に指

定福祉用具貸与が位置づ

けられる場合には、当該計

画に指定福祉用具貸与が

必要な理由が記載されると

ともに、当該利用者に係る

介護支援専門員により、必

要に応じて随時その必要

性が検討された上で、継続

が必要な場合にはその理

由が居宅サービス計画に

記載されるように必要な措

置を講じるものとする。 
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当該指定訪問入浴介護事

業者が定めた協力医療機

関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。 

かかわらず、第二項の主治

の医師の文書による指示並

びに前項の訪問看護計画

書及び訪問看護報告書の

提出は、診療録その他の

診療に関する記録への記

載をもって代えることができ

る。 

生活を送る上で必要な生

活機能の改善又は維持の

ための機能訓練を行わなけ

ればならない。 

(健康管理) 

第百三十三条  指定短期

入所生活介護事業所の医

師及び看護職員は、常に

利用者の健康の状況に注

意するとともに、健康保持 

のための適切な措置をとら

なければならない。 (相談

及び援助) 

第百三十四条  指定短期

入所生活介護事業者は、

常に利用者の心身の状

況、その置かれている環境

等の的確な把握に努め、利

用者又はその家族に対し、

その相談に適切に応じると

ともに、必要な助言その他

の援助を行わなければなら

ない。 

(その他のサービスの提供) 

第百三十五条  指定短期

入所生活介護事業者は、

教養娯楽設備等を備える

ほか、適宜利用者のための

レクリエーション行事を行わ

なければならない。

２ 指定短期入所生活介護

事業者は、常に利用者の

家族との連携を図るよう努

めなければならない。

介護計

画の作

成 

第二十四条 サービス提供

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、指定訪問介護

の目標、当該目標を達成

するための具体的なサービ

スの内容等を記載した訪問

介護計画を作成しなければ

ならない。

２ 訪問介護計画は、既に

居宅サービス計画が作成さ

れている場合は、当該計画

の内容に沿って作成しなけ

ればならない。

３  サービス提供責任者

は、訪問介護計画の作成

に当たっては、その内容に

ついて利用者又はその家

族に対して説明し、利用者

の同意を得なければならな

第七十条 看護師等(准看

護師を除く。以下この条に

おいて同じ。)は、利用者の

希望、主治の医師の指示

及び心身の状況等を踏ま

えて、療養上の目標、当該

目標を達成するための具

体的なサービスの内容等を

記載した訪問看護計画書

を作成しなければならな

い。 

２ 看護師等は、既に居宅

サービス計画等が作成され

ている場合は、当該計画の

内容に沿って訪問看護計

画書を作成しなければなら

ない。

３ 看護師等は、訪問看護

計画書の作成に当たって

は、その主要な事項につい

第八十一条 医師及び理

学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士は、当該医

師の診療に基づき、利用者

の病状、心身の状況、希望

及びその置かれている環

境を踏まえて、当該サービ

スの目標、当該目標を達成

するための具体的なサービ

スの内容等を記載した訪問

リハビリテーション計画を作

成しなければならない。

２ 訪問リハビリテーション

計画は、既に居宅サービス

計画が作成されている場合

は、当該計画の内容に沿っ

て作成しなければならな

い。

３ 医師又は理学療法士、

作業療法士若しくは言語聴

第九十九条 指定通所介

護事業所の管理者は、利

用者の心身の状況、希望

及びその置かれている環

境を踏まえて、機能訓練等

の目標、当該目標を達成

するための具体的なサービ

スの内容等を記載した通所

介護計画を作成しなければ

ならない。

２ 通所介護計画は、既に

居宅サービス計画が作成さ

れている場合は、当該居宅

サービス計画の内容に沿っ

て作成しなければならな

い。

３ 指定通所介護事業所の

管理者は、通所介護計画

の作成に当たっては、その

内容について利用者又は

第百十五条 医師及び理

学療法士、作業療法士そ

の他専ら指定通所リハビリ

テーションの提供に当たる

通所リハビリテーション従業

者(以下「医師等の従業者」

という。)は、診療又は運動

機能検査、作業能力検査

等を基に、共同して、利用

者の心身の状況、希望及

びその置かれている環境を

踏まえて、リハビリテーショ

ンの目標、当該目標を達成

するための具体的なサービ

スの内容等を記載した通所

リハビリテーション計画を作

成しなければならない。

２ 通所リハビリテーション

計画は、既に居宅サービス

計画が作成されている場合

第百二十九条  指定短期

入所生活介護事業所の管

理者は、相当期間以上に

わたり継続して入所すること

が予定される利用者につい

ては、利用者の心身の状

況、希望及びその置かれて

いる環境を踏まえて、指定

短期入所生活介護の提供

の開始前から終了後に至る

までの利用者が利用するサ

ービスの継続性に配慮し

て、他の短期入所生活介

護従業者と協議の上、サー

ビスの目標、当該目標を達

成するための具体的なサ

ービスの内容等を記載した

短期入所生活介護計画を

作成しなければならない。 

２ 短期入所生活介護計画

第百九十九条の二  福祉

用具専門相談員は、利用

者の希望、心身の状況及

びその置かれている環境を

踏まえ、指定福祉用具貸与

の目標、当該目標を達成

するための具体的なサービ

スの内容等を記載した福祉

用具貸与計画を作成しな

ければならない。この場合

において、指定特定福祉

用具販売の利用があるとき

は、第二百十四条の二第

一項に規定する特定福祉

用具販売計画と一体のもの

として作成されなければな

らない。

２ 福祉用具貸与計画は、

既に居宅サービス計画が

作成されている場合は、当
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い。 

４  サービス提供責任者

は、訪問介護計画を作成し

た際には、当該訪問介護

計画を利用者に交付しなけ

ればならない。 

５  サービス提供責任者

は、訪問介護計画の作成

後、当該訪問介護計画の

実施状況の把握を行い、必

要に応じて当該訪問介護

計画の変更を行うものとす

る。 

６ 第一項から第四項まで

の規定は、前項に規定する

訪問介護計画の変更につ

いて準用する。 

て利用者又はその家族に

対して説明し、利用者の同

意を得なければならない。 

４ 看護師等は、訪問看護

計画書を作成した際には、

当該訪問看護計画書を利

用者に交付しなければなら

ない。 

５ 看護師等は、訪問日、

提供した看護内容等を記

載した訪問看護報告書を

作成しなければならない。 

６ 指定訪問看護事業所の

管理者は、訪問看護計画

書及び訪問看護報告書の

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。 

７ 前条第四項の規定は、

訪問看護計画書及び訪問

看護報告書の作成につい

て準用する。 

覚士は、訪問リハビリテー

ション計画の作成に当たっ

ては、その内容について利

用者又はその家族に対し

て説明し、利用者の同意を

得なければならない。

４ 医師又は理学療法士、

作業療法士若しくは言語聴

覚士は、訪問リハビリテー

ション計画を作成した際に

は、当該訪問リハビリテー

ション計画を利用者に交付

しなければならない。

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。 

４ 指定通所介護事業所の

管理者は、通所介護計画

を作成した際には、当該通

所介護計画を利用者に交

付しなければならない。 

５ 通所介護従業者は、そ

れぞれの利用者について、

通所介護計画に従ったサ

ービスの実施状況及び目

標の達成状況の記録を行

う。 

は、当該計画の内容に沿っ

て作成しなければならな

い。 

３ 医師等の従業者は、通

所リハビリテーション計画の

作成に当たっては、その内

容について利用者又はそ

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。 

４ 医師等の従業者は、通

所リハビリテーション計画を

作成した際には、当該通所

リハビリテーション計画を利

用者に交付しなければなら

ない。

５ 通所リハビリテーション

従業者は、それぞれの利用

者について、通所リハビリテ

ーション計画に従ったサー

ビスの実施状況及びその

評価を診療記録に記載す

る。

は、既に居宅サービス計画

が作成されている場合は、

当該計画の内容に沿って

作成しなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護

事業所の管理者は、短期

入所生活介護計画の作成

に当たっては、その内容に

ついて利用者又はその家

族に対して説明し、利用者

の同意を得なければならな

い。 

４ 指定短期入所生活介護

事業所の管理者は、短期

入所生活介護計画を作成

した際には、当該短期入所

生活介護計画を利用者に

交付しなければならない。 

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。 

３  福祉用具専門相談員

は、福祉用具貸与計画の

作成に当たっては、その内

容について利用者又はそ

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。 

４  福祉用具専門相談員

は、福祉用具貸与計画を

作成した際には、当該福祉

用具貸与計画を利用者に

交付しなければならない。 

５  福祉用具専門相談員

は、福祉用具貸与計画の

作成後、当該福祉用具貸

与計画の実施状況の把握

を行い、必要に応じて当該

福祉用具貸与計画の変更

を行うものとする。 

６ 第一項から第四項まで

の規定は、前項に規定する

福祉用具貸与計画の変更

について準用する。 

定員の

遵守 

第百二条 指定通所介護

事業者は、利用定員を超え

て指定通所介護の提供を

行ってはならない。ただし、

災害その他のやむを得な

い事情がある場合は、この

限りではない。 

第百二条 指定通所介護

事業者は、利用定員を超え

て指定通所介護の提供を

行ってはならない。ただし、

災害その他のやむを得な

い事情がある場合は、この

限りではない。 

（短期生活） 

第百三十八条 指定短期入所生活介護事業者は、次に

掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期

入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待そ

の他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定

居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援等基準第二条

第一項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。）の

介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護を受

けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画にお

いて位置付けられていない指定短期入所生活介護を提

供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処

遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわら

ず、前項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室におい

て指定短期入所生活介護を行うことができるものとする。 

（短期療養） 

第百五十四条 指定短期入所療養介護事業者は、次に

掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短

期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、

虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限

りでない。 
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