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■手引きで使用する表記■ 
 

表 記          正 式 名 称 

 

条 例   横須賀市市指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する 

基準等を定める条例(平成24年条例第71号)を指します。 

 

施行規則  横須賀市指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する 

基準等を定める条例施行規則(平成25年規則第45号)を指します。 

 

条例解釈  横須賀市指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する 

      基準等を定める条例について(平成27年7月1日横福指第100号)を指します。 
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Ⅰ 条例の性格等 
 

１．条例の性格 〈条例解釈第1〉 

 

◎ 条例は、指定地域密着型サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定め

たものであり、指定地域密着型サービス事業者は、常にその事業の運営の向上に努めなければなりま

せん。 

 

● 指定地域密着型サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場合

には、指定地域密着型サービスの指定又は更新は受けられず、また、基準に違反することが明らかに

なった場合には、 

① 相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、 

② 相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対

応等を公表し、 

③ 正当な理由が無く、当該勧告に係る措置を採らなかったときは、相当の期間を定めて当該勧告に

係る措置を採るよう命令することができます(命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯等

を公示しなければなりません)。 

なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は取消しを行う前に相当の期間

を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(不適正なサービスが行われていることが判

明した場合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止させること)ができます。 

● 次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定を取り消

すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止することができます。 

① 次に掲げるときその他事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき 

ア 指定地域密着型サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受けなかったと 

 き 

イ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利

用させることの代償として、金品その他財産上の利益を供与したとき 

ウ 居宅介護支援事業者又はその従業者から、事業所の退去者を紹介することの対償として、金品

その他の財産上の利益を収受したとき 

② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 

○ 指定地域密着型サービスの事業の多くの分野においては、基準に合致することを前提に自由に事業

への参入を認めていること等に鑑み、基準違反に対しては、厳正に対応すべきであるとされています。 

 

 

２．指定地域密着型サービスの事業の一般原則 〈条例第3条〉 

 

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

サービスの提供に努めなければなりません。 

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

との結び付きを重視し、市町村、地域包括支援センター、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サ

ービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければなり

ません。 

 

３．定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本方針 〈条例第５条〉 

 

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りません。 
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４．定期巡回・随時対応型訪問介護看護 〈条例第6条〉〈条例解釈第3･1･(1)〉 

 
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、随時対応サービス及び随時訪問サー

ビス並びに訪問看護サービスを適宜適切に組み合わせて、利用者にとって必要なサービスを必要なタイ

ミングで提供し、総合的に利用者の在宅生活の継続を支援するものです。 

 

①  定期巡回サービスについて、「定期的」とは原則として１日複数回の訪問を行うことを想定して

いますが、訪問回数及び訪問時間等については適切なアセスメント及びマネジメントに基づき、利

用者との合意の下に決定されるべきものであり、利用者の心身の状況等に応じて訪問を行わない日

があることを必ずしも妨げるものではありません。 

また、訪問時間については短時間に限らず、必要なケアの内容に応じ柔軟に設定してください。 

 

② 随時対応サービスについては、利用者のみならず利用者家族等からの相談等にも適切に対応してく

ださい。 

また、随時の訪問の必要性が同一時間帯に頻回に生じる場合には、利用者の心身の状況を適切に把

握し、定期巡回サービスに組み替える等の対応をしてください。なお、通報の内容によっては、必要

に応じて看護師等からの助言を得る等、利用者の生活に支障がないよう努めてください。 

 

③ 随時訪問サービスについては、通報があってから、概ね30分以内に駆けつけられるような体制確保

に努めてください。 

同時に複数の利用者に対して随時訪問の必要性が生じた場合の対応方法についてあらかじめ定めてお 

くとともに、緊急性の高い利用者を優先して訪問する場合があり得ること等について、あらかじめ利

用者に対する説明を行い、サービス内容について理解を得てください。 

 

④  訪問看護サービスについては、医師の指示に基づき実施されるものであり、全ての利用者が対象

となるものではありません。また、訪問看護サービスには定期的に行うもの及び随時行うもののい

ずれも含まれます。 

 

⑤  指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が指定訪問介護、指定訪問看護及び指定夜間対応

型訪問介護の指定を併せて受けることは差し支えありません。 

 

⑥ 指定定期巡回･随時対応型訪問介護看護事業所は１つの事務所であることが原則ですが、地域の実情 

に応じて、「サテライト拠点」を設けることは差し支えありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Ⅱ 人員基準について 

 
１．オペレーター 〈条例第７条〉〈条例解釈第3･1･(2)・ア・(ア)〉 

・サービス提供時間帯を通じて１以上配置 

※事業所に常駐している必要はなく、定期巡回サービスを行う訪問介護員等に同行し、地域を巡回 

しながら利用者からの通報に対応することも差し支えありません。 

○資格要件 

看護師・介護福祉士・医師・保健師・准看護師・社会福祉士・介護支援専門員 

※利用者の処遇に支障がなく、当該サービスを提供する時間帯を通じて、上記資格所有者との連 

携を確保しているときは、３年以上サービス提供責任者の業務に従事した経験を有する者で差 

し支えない(経験年数にはヘルパーとしての経験は含まないこと)。 

○配置要件 

   オペレーターのうち１人以上は常勤でなければならない。 

○兼務の範囲  

・定期巡回サービス、随時訪問サービス(18時～翌8時のみ)、訪問看護サービス、管理者 

・同一敷地内の訪問介護、訪問看護、夜間対応型訪問介護 

・同一敷地内又は道路を隔てて隣接する施設・事業所の夜勤職員(18時～翌8時のみ) 

 

【ポイント】 

平成27年4月から、18時～翌8時に限り、特別養護老人ホーム等の夜勤職員がオペレーターを兼務す 

ることが可能となりました。この場合、勤務時間はそれぞれのサービスに算入(ダブルカウント)す 

ることができます。 

  施設等の夜勤職員が定期定期巡回サービス、随時訪問サービス又は訪問看護サービスに従事する

場合は、当該勤務時間を当該施設等の勤務時間に算入できません。 

 

２．訪問介護員等 〈条例第7条〉〈条例解釈第3･1･(2)・ア・(イ)〉 

(１)定期巡回サービスを行う訪問介護員等 

・サービス利用の状況や利用者数及び業務量を考慮し、適切な員数を配置してください。 

※随時訪問サービスを行う訪問介護員等やオペレーターが兼務することができます。 

 

・結果として定期巡回サービスが存在しない時間帯が存在する場合、当該時間帯に配置しないこと

も可能です。 

 

(２)随時訪問サービスを行う訪問介護員等 

・サービス提供時間帯を通じて専従の訪問介護員等を１以上配置 

※利用者の処遇に支障がない場合は、定期巡回サービスに従事することができます。 

※18時～翌8時は、オペレーターが兼務することができます。 

 

○資格要件 

・介護福祉士 

・介護職員初任者研修修了者など(次ページ「訪問介護員の具体的範囲について」に該当する者) 

 

【ポイント】 

・8時～18時はオペレーターは随時訪問サービスを行う訪問介護員等を兼務できません。 

・介護職員初任者研修修了者とは、研修修了証明書の交付を受けた者です(介護保険法施行令第３ 

条)。したがって、研修を受講中であって、修了証明書の交付を受けていない者は、訪問介護員等 

としてサービスを提供することはできません。 
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訪問介護員の具体的範囲について 

 
平成１３年３月２７日適用 

一部改正 平成１７年４月 １日適用 

一部改正 平成１８年６月２０日適用 

一部改正 平成２２年４月 １日適用 

一部改正 平成２５年４月 １日適用 

神奈川県保健福祉局福祉部地域福祉課 

 

神奈川県における訪問介護員の具体的範囲については、平成２４年３月２８日付け老振発0328第９号厚生

労働省老健局振興課長通知「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修関係)」及び平成１２

年３月１日付け老企第３６号厚生省老人保健福祉局企画課長通知「指定居宅サービスに要する費用の額の算

定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援

に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」に基づき、次のとおりとし

ます。                  

        

 資格・要件等  証明書

等 

 研修等実施者 

(証明を所管する機関) 

研修等の実施時期 旧課程

相当級 

1 介護職員初任者研修修了者 修了証明書 ・都道府県 

・都道府県の指定を受けた養

成研修事業者 

平成25年度～ 

 

 

2 社会福祉士法及び介護福祉

士法に基づく 

実務者研修修了者 

修了証明書 

 
・厚生労働大臣の指定を受け 

た介護福祉士実務者養成 

施設 

平成24年度～ １級 

 

3 訪問介護員養成研修課程修

了者 

(１級、２級) 

修了証明書 

 
・都道府県 

・都道府県の指定を受けた養 

成研修事業者 

 

平成12年度～ 

平成24年度 
(平成24年度中に開講し

25年度に終了した研修を

含む) 

該当す

る各研

修課程 

 

4 介護職員基礎研修課程修了

者 

修了証明書 ・都道府県 

・都道府県の指定を受けた養 

成研修事業者 

 

平成18年10月～平

成24年度(平成24年度

中に開講し25年度に終了

した研修を含む) 

 

5 ホームヘルパー養成研修修

了者(１級、２級) 
※平成3年6月27日厚生省通知「ホ

ームヘルパー養成研修事業の実施

について」、平成7年7月31日付け 

厚生省通知「ホームヘルパー養成

研修事業の実施について」 

修了証書 

 
・都道府県 

・指定都市 

・都道府県、指定都市及び厚 

生省から指定を受けた養成 

研修事業者 

 

平成3年度～ 

平成11年度 
(平成11年度中に指定を

受け平成12年度に実施し

た研修を含む) 

 

該当す

る各研

修課程 

 

6 家庭奉仕員講習会修了者 
※昭和62年６月26日付け厚生省通

知「家庭奉仕員講 

習会推進事業の実施について」 

修了証書 

 

・都道府県 

・指定都市 

 

昭和62年度～ 

平成2年度 

 

１級 

 

7 家庭奉仕員採用時研修修了者 

※昭和57年9月8日付け厚生省通知

「家庭奉仕員の 

採用時研修について」 

修了証書等 

 

・市町村 

・都道府県 

 

昭和57年度～ 

昭和61年度 

 

１級 

 

8 昭和57年以前に県内で家庭奉仕員

として活動していた者 

 

家庭奉仕員

として市町

村で従事し

ていた旨の

証明書 

・県内市町村 ～昭和57年度  ２級 

 

9 神奈川県立紅葉ヶ丘高等職業技術

校、同小田原高等職業技術校及び

横浜市中央職業訓練校の介護に関

する訓練科の昭和57年度～平成3年

度の修了者 

 

修了証書 ・各高等職業技術校等 

 

昭和57年度～ 

平成3年度 

 

１級 
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  資格・要件等 証明書等 
 

研修等実施者 

(証明を所管する機関) 

研修等の 

実施時期 

旧課程 

相当級 

10 看護師 免許状 ・厚生労働省  １級 

11 准看護師 免許状 ・都道府県  １級 

12 保健師 免許状 ・厚生労働省  １級 

13 居宅介護職員初任者研修修

了者 
※「指定居宅介護等の提供に当たる

者として厚生労働大 

臣が定めるもの」(平成18年９月29

日厚生労働省告示 

第538号) 

修了証明書 

 
・都道府県の指定を受けた

養 

成研修事業者 
 

平成25年度～ 
 

 

14 居宅介護従業者養成研修修

了者 

(１級、２級) 
※「指定居宅介護等の提供に当たる

者として厚生労働大 

臣が定めるもの」(平成18年９月29

日厚生労働省告示 

第538号) 

「指定居宅介護等の提供に当たる者

として厚生労働 

大臣が定めるもの」(平成18年３月

31日厚生労働省令 

告示第209号) 

「指定居宅介護及び基準該当居宅介

護の提供に当た 

る者として厚生労働大臣が定めるも

の」(平成15年３月 

24日厚生労働省告示第110号) 

 

修了証明書 

 
・都道府県 

・指定都市、中核市(平成17 

年度まで) 

・都道府県、指定都市及び

中 

核市の指定を受けた養成研 

修事業者(指定都市・中核 

市指定は平成18年９月まで) 
 

平成15年度～ 

平成24年度 
(平成24年度中に開講 

し平成25年度中に修 

了した研修を含む) 

該当す

る 

各研修

課程 
 

15 障害者(児)ホームヘルパー

養成研修修了者 

(１級、２級) 
※平成13年６月20日付け障発第263

号厚生労働省通知 

「障害者(児)ホームヘルパー養成研

修事業の実施につ 

いて」 

修了証明書 

 
・都道府県 

・指定都市 

・都道府県の指定を受けた

養 

成研修事業者 
 

平成13年度～ 

平成14年度 
 

該当す

る 

各研修

課程 
 

◆訪問介護に従事する場合の証明書は、各資格、要件等に係る上記の証明書等を持って替えることができるものとしま

す。 

◆介護福祉士も「訪問介護」サービス及び「介護予防訪問介護」サービスを提供できる者にあたります。 

【参考】神奈川県ホームページ 

訪問介護員（ホームヘルパー）のページ 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f3840/p11473.html 
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３．訪問看護サービスを行う看護師等 〈条例第７条〉〈条例解釈第3･1･(2)ア(エ)〉 

・看護職員（保健師、看護師又は准看護師）は、常勤換算方法で２．５人以上配置。理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士はこの中に含まれません。 

※常時の配置は必要ありませんが、利用者の看護ニーズに適切に対応するため、常時、当該看護職員

のうち１人以上の者との連絡体制を確保しなければなりません。 

・看護職員のうち１人以上は常勤の保健師又は看護師でなければなりません。 

※当該事業者が指定訪問看護の指定を併せて受け、それぞれの事業が一体的に運営されている場合、 

双方の基準を満たしていることになります。 

・利用者の処遇に支障がないと認められる場合、当該事業所のオペレーター、定期巡回サービスや随 

時訪問サービスを行う訪問介護員等を兼務することができます。 

※定期巡回サービスや随時訪問サービスを行う訪問介護員等として兼務する場合は、あくまでも訪 

問介護員等としての配置であるため、診療補助や療養上の世話などの業務はできません。 

○資格要件 

・保健師、看護師、准看護師 

・看護業務の一環としてのリハビリテーションを行う場合は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚 

士（必要数を配置） 

○勤務日及び勤務時間が不定期な看護職員についての勤務時間数の算定の仕方 

 ・提供実績がある場合は、前年度の週あたりの平均稼働時間とする。 
・提供実績がない又は極めて短期の実績しかない等のため上記の算定が適当でない場合は、勤務表に

明記されている時間のみを勤務時間数に参入する。 

○看護職員の勤務延時間数の考え方 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の看護職員が、オペレーターとして従事するとき及び定

期巡回・随時対応型訪問介護看護計画作成等において必要なアセスメントのための訪問を行うときの勤務時

間については、常勤換算を行う際の訪問看護サービスの看護職員の勤務時間として算入できる。ただし、訪

問介護員等として定期巡回サービス及び随時訪問サービスを行うときの勤務時間については、当該常勤換

算の時間として参入することはできません。 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看護の事業が同じ事業所で一体的に運営されている場

合は、常勤換算方法で2.5以上配置されていることで、双方の基準を満たすこととする。なお、これに加えて

指定複合型サービス事業者の指定を併せて受け、一体的に運営する場合は、さらに常勤換算方法で2.5以上の

看護職員の配置が必要であることに留意する。 

 

４．計画作成責任者 〈条例第7条〉〈条例解釈第3･1･(2)ア・(オ)〉 

・従業者から１以上を選任 

○資格要件 

看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員 

 

５．管理者 〈条例第8条〉〈条例解釈第3･１･(2)イ〉 

・常勤専従で１以上 

・管理業務に支障がないと認められる場合、以下のとおり、他の職務を兼ねることができます。 

ア 当該事業所のオペレーター、定期巡回サービスや随時訪問サービスを行う訪問介護員等、訪問 

看護サービス行う看護師等の職務に従事する場合 

イ 当該事業者が指定訪問介護、指定訪問看護又は指定夜間対応型訪問介護の指定を併せて受け、 

それぞれの事業が一体的に運営されている場合の、当該併設事業所の職務に従事する場合 

ウ 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認 

められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従事 

者としての職務に従事する場合 

※ この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問いませんが、例えば、管理すべき事業所数 

が過剰であると判断される場合や、併設の入所施設において入所者に対しサービス提供を行う 

看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があると考えられます(施設等におけ 

る勤務時間が極めて限られている場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合もあります)。 

 



7 

 

【ポイント】 

・他の場所にある事業所の職務と兼務することはできません。 

・同一敷地内にあっても、別の法人の事業所に勤務することはできません。 

 

○訪問看護の事業を一体的に行う場合の取扱いについて 

・事業所全体で常勤換算２．５人以上の看護職員が配置されていれば、一体型定期巡回・随時対応型

訪問介護看護と訪問看護のいずれの事業の基準も満たします。 

・一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者が保健師又は看護師である場合は、訪問

看護事業所の管理者を兼ねることができますが、そうでない場合、それぞれ管理者を配置してくだ

さい。 

・一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、健康保険法の訪問看護事業所としてのみなし

指定を受ける場合の基準等は次のとおりです。 

 

 実施する事業 管理者 

 

健康保険法の 

みなし指定 

事業所全体で確保すべき 

看護職員数(常勤換算方法) 

事業所Ａ 

 

一体型定期巡回・随時 

対応型訪問介護看護 

保健師又は 

看護師 

○ ２．５人以上 

 

事業所Ｂ 

 

一体型定期巡回・随時 

対応型訪問介護看護 

保健師又は 

看護師以外 

× 

 

２．５人以上 

 

訪問看護(介護保険) 

 

保健師又は 

看護師 

○ 

 

 

 

職務の兼務は、あくまでも「業務に支障のない範囲」や「利用者の処遇に支障の 

ない範囲」で認められているものです。 

兼務により、時間外労働が常態化したり、サービスの質が低下したりする場合 

は、ただちに兼務の在り方を見直し、適切な人員配置にしてください。 

また、夜間の勤務を伴うサービスについては、従業者の身体的負担にも配慮して 

ください。 

 

 

６．用語の定義 〈条例解釈第2･2〉 

 

『常勤換算方法』 

従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(１週間に勤務すべき 

時間が、32時間を下回る場合は32時間を基本とする)で除することにより、当該事業所の従業者の員数 

を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。 

 

『勤務延時間数』 

勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間として明確に位置付けられている時間の合 

計数をいいます。なお、従業者１人につき、勤務延時間に算入することができる時間数は、当該事業所 

において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とします。 

 

『常勤』 

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

数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)に達していることをいうものです。ただし、育児休業、 

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成３年法律第76号)第23条第１項に規 

定する所定労働時間の短縮措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業 

所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことを 

可能とします。 
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また、同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同 

時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計 

が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとします。例 

えば、一の事業者によって行われる指定認知症対応型通所介護事業所と指定認知症対応型共同生活介護 

事業所が併設されている場合、指定認知症対応型通所介護事業所の管理者と指定認知症対応型共同生活 

介護事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件 

を満たすこととなる。 

 

『専ら従事する』 

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

この場合のサービス提供時間帯とは、当該従事者の当該事業所における勤務時間をいうものであり、当 

該従事者の常勤・非常勤の別を問いません。 
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Ⅲ 設備基準について 

 
１．設備及び備品等 〈条例第9条〉〈条例解釈第3･1･(3) 

(１)事業所 

①事務室 

専用の事務室を設けることが望ましいですが、他の事業所と同一の事務室でも明確に区分されて 

いれば可能です。 

②相談室 

利用申込みの受付、相談等に対応する相談室を設ける必要があります。別室を設けることが難し 

い場合は、プライバシーを確保するようパーテーション等で対応しても構いません。 

③その必要な設備及び備品 

・手指を洗浄、消毒するための設備等感染症予防に必要な設備 

・鍵付き書庫等個人情報を保護するための設備 

 

(２)オペレーターが使用する機器等 

利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、事業所ごとに次の機器等を備え、 

必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければなりません。 

①� 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等 

・利用者に係る情報を蓄積する機器等については、オペレーターが所有する端末機から常時利用

者の情報にアクセスできる体制が確保されていれば、必ずしも当該事業所に機器を保有する必

要はありません。 

・常時利用者の情報にアクセスできる体制とは、情報通信技術の活用だけでなく、随時更新され

る紙媒体が一元的に管理されていることも含まれます。 

②随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等 

・通報を受ける機器は、必ずしも事業所に設置・固定されている必要はなく、地域を巡回するオ

ペレーターが携帯することもできます(携帯電話等でも可)。 

 

(３)利用者に配布するケアコール端末 

・利用者に対しては、当該利用者が援助を必要とする状態となった時に適切にオペレーターに通報

できる端末機器(ケアコール端末)を配布しなければなりません。 

・ケアコール端末は、利用者がボタンを押すなどにより、簡単にオペレーターに通報できるもので

なければなりませんが、利用者の心身の状況によって、随時の通報を適切に行うことが可能な場

合は一般の家庭用電話や携帯電話でも可能です。 

・ケアコール端末等は、オペレーターからの通報を受診する機能や、相互に対話できるテレビ電話

等が望ましいとされています。 

 

【ポイント】 

事業所が夜間対応型訪問介護を併せて行っている場合は、設備を双方の事業で共用できます。 
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Ⅳ 運営基準について 

 
１．内容及び手続の説明及び同意 〈条例第10条〉〈条例解釈第3･1･(4)〉 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(＝サービス)の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者 

又はその家族に対し、運営規程の概要や従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等、利 

用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提 

供の開始について利用申込者の同意を書面により、得なければなりません。 

 

  運営規程の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※重要事項を記した文書を説明した際には、内容に同意した旨及び交付したことがわかる旨の署名を得

てください。 

※重要事項説明書の内容と運営規程の内容に齟齬がないようにしてください。 

※サービス提供開始についての同意は、利用申込者及びサービス事業者双方を保護する観点から、書面 

(契約書等)により確認することが望ましいとされています。 

 

２．提供拒否の禁止 〈条例第11条〉〈条例解釈第3･1･(4)･イ〉 

原則として、利用申込に対して応じなければなりません。特に要介護度や所得の多寡を理由にサービ 

スの提供を拒否することは禁じられています。 

提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、 

①  業所の現員では、利用申込に応じきれない場合 

② 利用申込者の居住地が通常の事業の実施地域外である場合 

③ 利用申込者に対し自ら適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供することが困難な場合、

とされています。 

 

３．サービス提供困難時の対応 〈条例第12条〉 

利用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、利用申込者に係 

る居宅介護支援事業者への連絡や適当な他の事業者等の紹介その他必要な措置を速やかに行わなければ 

なりません。 

 

４．受給資格等の確認 〈条例第13条〉 

利用の申込みがあった場合は、その者の介護保険被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の 

有無及び要介護認定の有効期間を確認します。 

また、被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、これに配慮してサービスを提供する 

よう努めなければなりません。 

 

５．要介護認定の申請に係る援助 〈条例第14条〉 

要介護認定を受けていない者から利用申込があった場合には、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、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りません。 

ア 事業の目的及び運営の方針 

イ 従業者の職種、員数及び職種の内容 

ウ 営業日、営業時間 

エ 利用料その他費用の額 

オ 通常の事業の実施地域 

カ 緊急時における対応方法 

キ 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 

ク その他運営に関する重要事項 
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また、居宅介護支援事業者を利用していない利用者に対しては、継続して保険給付を受けるためには、 

要介護認定の更新が必要となりますので、遅くとも要介護認定の有効期間満了日の30日前には更新申請 

が行われるよう、必要な援助を行わなければなりません。 

 

６．心身の状況等の把握 〈条例第15条〉 

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りません。 

 

７．居宅介護支援事業者等との連携 〈条例第16条〉 

サービスを提供するに当たっては、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター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りません。 

また、サービスの提供の終了に当たっては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、 

当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び地域包括支援センター又は保健医療サー 

ビス若しく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りません。 

 

８．居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 〈条例第18条〉 

居宅介護支援事業者が居宅サービス計画を作成している場合には、当該計画に沿ったサービスを提供 

しなければなりません。随時の訪問を行う場合や、定期巡回サービスの訪問時間帯又は内容等の変更を

行った場合は、介護支援専門員に適宜報告を行う等、適切な連携を図らなければなりません。 

 

【ポイント】 

居宅サービス計画に基づかない定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスについては、介護報酬 

を算定することができません。 

 

９．居宅サービス計画等の変更の援助 〈条例第19条〉 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業者は利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合

は、居宅介護支援事業者への連絡等を行わなければなりません。 

 

10．身分を証する書類の携行 〈条例第20条〉 

従業者に身分を証する書類を携行させ、面接時、初回訪問時や利用者又はその家族から求められたと 

きは、提示するように指導しなければなりません。 

 

【ポイント】 

事業所名、氏名が記載された名札を携行してください。写真の貼付や職能の記載があるものが望ま 

しいとされています。 

 

11．サービス提供の記録 〈条例第21条〉 

サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容(サービスの提供日、時間、サービスの内

容（定期巡回サービス及び随時訪問サービスの別）、利用者の状況、保険給付の額、その他必要な事項)を利

用者の居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記録しなければなりません。 

 

【ポイント】 

・サービスを提供した際の記録は、施設への入所等により、利用者へのサービス提供が完結した日 

から５年間保存してください。 

・サービス提供の記録は、介護報酬請求の根拠となる書類です。記録によりサービス提供の事実が 

確認できない場合には、報酬返還になることもありますので、管理者はサービス提供記録をチェ 

ックし、不備があれば、担当者への確認や指導を行ってください。 
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12．利用料等の受領 〈条例第22条〉〈条例解釈第3･1･(4)シ〉 

・利用者負担として、１割又は２割相当額の支払いを受けなければなりません。 

・利用者から支払いを受けた費用については、それぞれ個別の費用に区分した上で、領収書を交付しな 

ければなりません。 

・事業者は、利用料のほか、「通常の事業実施地域以外で行う場合の交通費(移動に要する実費)」を利 

用者から受けることができます。 

・ケアコール端末についての費用徴収はできません(通信料は利用者負担)。 

 

【ポイント】 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

※領収書の様式は「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除等の取扱いについて」(平 

成25年1月25日付事務連絡 厚生労働省老健局総務課)を参照してください。 

 

・介護保険給付の対象となる指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービスと明確に区分されるサ

ービスについては、次のような方法により別の料金設定をすることができます。  

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

ービスが介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得ること。  

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

規程とは別に定められていること。  

㋒ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の会計と区分していること。 

 

13．保険給付の請求のための証明書の交付 〈条例第23条〉 

償還払いを選択している利用者から費用の支払い(10割全額)を受けた場合は、提供したサービスの内 

容、費用の額その他利用者が保険給付を保険者に対して請求する上で必要と認められる事項を記載した 

サービス提供証明書を利用者に交付しなければなりません。 

 

14．指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針 〈条例第24条〉 

・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のた 

めに、その目標を設定し、計画的に行わなければなりません。 

・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わ 

れるものとし、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ものでなければなりませ 

ん。 

・自らその提供する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りません。 

 

15．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 〈条例第25条〉 

１ 目標達成の度合い及びその効果等や利用者等の満足度について常に評価を行うとともに計画の修正

を行いその改善を図らなければなりません。 

２ 定期巡回サービスの提供や看護職員の行うアセスメント等により、利用者の心身の状況の把握に努

めるとともに、利用者とのコミュニケーションを図り利用者が通報を行い易い環境づくりに努める

こと。 

３ 主治医との密接な連携のもとに計画に沿って行うこと。 

４ サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨として、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りません。 

・利用者負担を免除することは、重大な基準違反とされています。 

・従業者が使用する使い捨て手袋等は事業者負担です。利用者に別途負担を求めてはなりません。 

・サービスの内容及び費用について、利用者又は家族に対し、あらかじめ説明を行い、利用者の同 

意を得なければなりません(「同意」は文書により確認できるようにしてください)。 

・領収書には、利用者負担分とその他費用の額を区分して記載する必要があります。その他費用の 

額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければなりません。また、領収書又は 

請求書にはサービスを提供した日や利用者負担の算出根拠である請求単位等、利用者にとって支 

払う利用料の内訳がわかるようにしてください。 
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５ 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こ

と。 

６ 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してください。 

(１)定期巡回サービス 

・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います。 

・オペレーターは、計画作成責任者や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、利用者又は家族に対し、適切な相談 

及び助言を行ってください。 

(２)随時対応サービス 

オペレーターが利用者又はその家族等からの通報に対応します。 

(３)随時訪問サービス 

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 

な援助を行います。 

(４)訪問看護サービス 

・主治の医師との密接な連携及び定期巡回・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います。 

・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、適切な指導等を行ってください。 

・特殊な看護等については、行ってはならないものとされています。 

 

○理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問について 

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

リハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させるという位置付 

けのものです。 

なお、言語聴覚士による訪問において提供されるものは、看護業務の一部として提供するもので 

あるため、言語聴覚士の業務のうち保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定にかかわ 

らず業とすることができるとされている診療の補助行為(言語聴覚士法(平成９年法律第132号)第42 

条第１項)に限られます。 

 

○末期の悪性腫瘍の患者等の取扱いについて 

末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等(厚生労働大臣が定める基準に適合する利用 

者等(平成27年厚生労働省告示第94号。以下｢利用者等告示｣という)第４号を参照)の患者について 

は、医療保険の給付の対象となるものであり、訪問看護サービス利用者に係る定期巡回・随時対応 

型訪問介護看護費(Ⅰ)は算定できません。 

なお、月途中から医療保険の給付の対象となる場合又は月途中から医療保険の給付の対象外とな 

る場合には、医療保険の給付の対象となる期間に応じて日割り計算を行うこととされています(具 

体的な計算方法については、「主治の医師の特別な指示があった場合の取扱い」に準じる)。 

なお、医療保険の給付の対象となる期間については、主治の医師による指示に基づくものとします。 

 

○居宅サービス計画上、准看護師の訪問が予定されている場合に准看護師以外の看護師等により訪問 

看護サービスが行われた場合の取扱い 

居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、事業所の事情により准看護 

師以外の看護師等が訪問する場合については、所定単位数に100分の98を乗じて得た単位数を算定 

してください。 

また、居宅サービス計画上、准看護師以外の看護師等が訪問することとされている場合に、准看 

護師が訪問する場合については、准看護師が訪問する場合の単位数(所定単位数の100分の98)を算 

定してください。 

 

平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成24年3月16日） 

(問１３３) 
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Ｑ 定期巡回サービスは、20分未満などの短時間のサービスに限られるのか。また訪問介護のように、 そ

れぞれのサービスごとに概ね２時間の間隔を空ける必要があるのか。 

Ａ 定期巡回サービスは短時間のサービスに限るものではない。適切なアセスメントに基づき、１回当たり

のサービス内容に応じて柔軟に時間設定をする必要がある。また、それぞれのサービスごとの間隔の制限

はない。 

 

(問１４４) 

Ｑ 月に１度でも准看護師が訪問看護サービスを提供した場合、所定単位数の100分の98の単位数を算定 

するのか。 

Ａ 100分の 98の単位数を算定する。 

 

(問１３４) 

Ｑ 定期巡回サービスにおいて提供すべきサービスの具体的な内容は、どのように定められるのか。 

Ａ 定期巡回サービスは、居宅サービス計画において位置付けられた利用者の目標及び援助内容において 

定められた、利用者が在宅の生活において定期的に必要となるサービスを提供するものである。 

また、利用者の心身の状況に応じて日々のサービスの提供時間や内容を定期巡回・随時対応サービス事

業所において変更し、利用者のニーズに応じて必要なサービスを柔軟に提供することを可能としている。 

なお、こうした変更に当たっては、居宅サービス計画の内容を踏まえて行うとともに、介護支援専門 

員と必要な連携を図る必要がある。 

 

(問１３５) 

Ｑ 定期巡回サービスは、「１日複数回の訪問を行うことを想定している」とあるが、１日当たりの訪問 

回数の目安若しくは上限や下限はあるのか。 

Ａ １日当たりの訪問回数の目安等は定めていないが、適切なアセスメントに基づき、利用者にとって必 

要な回数が設定されるものである。 

例えば、利用者が外出している場合や他のサービスを利用している場合等は訪問を行わない日があっ 

ても差し支えなく、退院直後や利用者の体調が悪くなった場合等は訪問回数が通常よりも増加する場合 

も想定されるものであり、利用者の心身の状況に応じて適切な回数・内容のサービスを柔軟に提供する 

必要がある。 

 

(問１３６) 

Ｑ 定期巡回サービス及び随時訪問サービスにおいて提供するサービスの内容は、訪問介護の身体介護と 

生活援助と同様か。 

Ａ 定期巡回サービス及び随時訪問サービスは、身体介護を中心とした１日複数回の定期訪問と、それら 

に付随する生活援助を組み合わせて行うものであり、具体的なサービスについては、既存の訪問介護の 

内容・提供方法にとらわれず、適切なアセスメントにより利用者個々の心身の状況に応じて、１日の生 

活の中で真に必要となる内容のものとされたい。 

なお、定期巡回サービス等における、１回の訪問の内容が安否確認、健康チェック、見守りのみであ 

っても差し支えない。 

 

(問１３７) 

Ｑ 定期巡回サービスを提供しない時間帯を設けることは可能か。また、この場合、定期巡回サービスの 

提供に当たる訪問介護員等を配置しないことはできるか。 

Ａ 事業所としては、利用者のニーズに対し24時間対応が可能な体制を確保する必要があるが、全ての利 

用者に全ての時間帯においてサービスを提供しなければならないわけではなく、例えば適切なアセスメ 

ントの結果、深夜帯の定期巡回サービスが１回もないといった計画となることもあり得るものである。 

また、定期巡回サービスの提供に当たる訪問介護員等は「必要数」配置することとしており、結果として 

定期巡回サービスが存在しない時間帯が存在する場合、当該時間帯に配置しないことも可能である。 

 

(問１３８) 

Ｑ 利用者からの随時の通報があった場合、必ず随時訪問サービスを提供しなければならないのか。 

Ａ 随時対応サービスは、オペレーターが利用者の心身の状況を適切に把握し、適切なアセスメントの結 

果に基づき随時訪問サービスを提供すべきか等を判断するものであり、通報内容に応じて通話による相 

談援助を行うのみの対応や、医療機関への通報を行う等の対応となることも十分に想定されるものであ 
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る。また、事業者はこうしたサービス内容について、利用者等に対し十分に説明する必要がある。 

 

 

(問１４０) 

Ｑ 定期巡回・随時対応サービスの利用者の全てが医師の指示に基づく訪問看護サービスを利用しないこ 

とはあり得るのか。 

Ａ あり得る。なお、医師の指示に基づく訪問看護サービスを利用しない者であっても、定期巡回・随時 

対応サービス計画の作成の際は、看護職員による定期的なアセスメント及びモニタリングの実施は必要 

である。 

 

16．主治の医師との関係 〈条例第26条〉〈条例解釈第3･1･(4)･ソ〉 

・常勤看護師等は、主治医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、主治医との連絡調

整、訪問看護サービスの提供を行う看護師等との監督等必要な管理をしなければなりません。 

・事業者は、訪問看護サービスを提供する場合、主治医による指示を文書で受けなければなりません。 

※主治医以外の複数の医師から指示書の交付を受けることはできません。 

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

のに限る)」及び「訪問看護報告書」を提出しなければなりません。 

・保険医療機関が定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者である場合には、主治医の指示は診療録に 

記載されるもので差し支えありません。また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護 

報告書についても看護記録等の診療記録に記載されるもので差し支えありません。 

 

【ポイント】 

主治医による指示書の有効期限に注意してください。なお、有効期限外に提供したサービスに係る 

介護報酬の算定はできません。 

 

17．定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成 〈条例第27条〉〈条例解釈第3･1･(4)･タ〉 

（１) 計画作成責任者の業務 

①計画作成責任者は、具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した定期巡

回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しなければなりません。 

ア 計画の作成に当たっては、アセスメント(利用者の心身の状況を把握・分析し、解決すべき課題

を把握すること）を行ってください。これに基づき、a 援助の方向性や目標を明確にし、b 担当す

る従業者の氏名、c 提供するサービスの具体的内容、d 所要時間、e 日程、ｆ その他必要事項を明ら

かにしてください。 

イ 計画の様式については、事業所ごとに定めるもので差し支えありません。 

②計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、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、交付しなければなりません。 

※計画作成責任者が常勤看護師等でない場合には、常勤看護師等は必要な指導及び管理を行うととも 

に、利用者又はその家族に対する当該計画の説明を行う際には、計画作成責任者に対し、必要な協 

力を行わなければなりません。 

※事業所が保険医療機関である場合は、主治医への定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の提出は、 

診療記録への記載をもって代えることができることとされているため、「訪問看護計画書及び訪問 

看護報告書等の取扱いについて」(平成12年3月30日老企第55号)に定める訪問看護計画書を参考に 

事業所ごとに定めるものを交付することで差し支えありません。 

③計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成後、当該計画の実施状況の把握

を行い、必要に応じて当該計画の変更を行ってください。 

(２)計画作成にあたっての留意事項 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、すで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りません。 

ただし、サービスを提供する日時等については、計画作成責任者が決定することができます。この 

場合、計画作成責任者は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を、担当の介護支援専門員

に提出してください。 

②定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、保健師、看護師、准看護士（以下看護職員という）が利用
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者の居宅を定期的（概ね月に１日が目安）に訪問し、アセスメントを行いその結果を踏まえて、作成

してください。 

ア 訪問看護サービスを利用しない者であっても、看護職員による定期的（概ね月に１日が目安）なア

セスメント及びモニタリングを行わなければなりません。 

イ  訪問看護サービスの利用者に対する定期的なアセスメント及びモニタリングについては、日々

の訪問看護サービス提供時に併せて行うことで足ります。 

ウ  アセスメント及びモニタリングを担当する看護職員については、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者であることが望ましいですが、同一法人が実施する他の事業に従事する看護職員で

も差し支えありません。この場合、要介護高齢者の在宅生活に関する十分な知見を持ち、利用者

の当該地域における生活の課題を十分に把握できる者でなければなりません。なお、アセスメン

ト及びモニタリングに従事した時間については、当該他の事業における勤務時間とはみなされま

せん。 

③訪問看護サービスの利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画については、（１）①アのa～

fに規定する事項に加え、Ａ当該利用者の希望、Ｂ主治の医師の指示、Ｃ看護目標、Ｄ具体的なサービス

の内容等を記載しなければなりません。 

（３）計画の変更について 

（１）～（２）に沿った計画変更を行ってください。 

（４）訪問看護サービスを提供する場合 

    訪問看護サービスを行う看護師等(准看護師を除く)は、訪問を行った日、提供した看護内容、サ

ービス提供結果等を記載した訪問看護報告書を作成しなければなりません。この場合、常勤看護

師等は、訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行ってください。 

※主治医に定期的に提出するものは、計画書と訪問看護報告書です。当該報告書の記載と、先に主

治医に提出した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(診療記録の記載をもって代えた場合を

含む)の記載において重複する箇所がある場合は、当該報告書における重複箇所の記載を省略す

ることができます。 

＊訪問看護報告書に記載する内容は訪問を行った日、提供した看護内容、サービス提供結果等です。 

＊横須賀市指定居宅介護支援等の事業の人員等に関する基準等を定める条例(平成26年横須賀市条

例第56号)第16条第12号において、「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、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」と規定していることを踏まえ、居宅サービス計画に基づきサービスを提供

している定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該居宅サービス計画を作成している居

宅介護支援事業者から定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の提供の求めがあった際には、当

該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を提供することに協力してください。 

 

【ポイント】 

・介護支援専門員が作成する居宅サービス計画が変更になった場合は、定期巡回・随時対応型訪問 

介護看護計画も見直し、必要な変更をしてください。 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しないままサービスを提供したとしても、介護報 

酬を算定することはできません。 

 

18．同居家族に対するサービス提供の禁止 〈条例第28条〉 

従業者に、その同居の家族である利用者に対するサービスの提供をさせてはなりません。 

 

19．利用者に関する市町村への通知 〈条例第29条〉 

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 

ばなりません。 

①正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させ 

たと認められるとき。 

②偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 

20．緊急時等の対応 〈条例第30条〉 

・従業者は、サービス提供時に利用者に病状の急変が生じた等の場合には、速やかに主治医への連絡を 
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行う等の必要な措置を講じなくてはなりません。 

・従業者が看護職員である場合は、必要に応じて臨時応急の手当てを行わなければなりません。 

 

【ポイント】 

・緊急時の主治医等の連絡先を従業者が把握していることが必要です。 

・事業所への連絡方法についてルールを決めて、従業者に周知してください。 

 

21．管理者等の責務 〈条例第31条〉 

・管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならず、従業者に対して運営に関する基準 

を遵守させるため、必要な指揮命令を行わなければなりません。 

・計画作成責任者は利用の申し込みに係る調整等のサービスの内容の管理を行わなければなりません。 

 

22．運営規程 〈条例第32条〉〈条例解釈第3・1・(4)ト〉 

事業者は、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を定めなければなりません。 

ア 事業の目的、運営の方針 

イ 事業所の名称、所在地 

ウ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

エ 営業日及び営業時間 

オ サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

カ 通常の事業の実施地域 

キ 緊急時等における対応方法 

ク 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 

ケ 事故発生時の対応 

コ 秘密保持に関する事項(退職後の秘密保持も含む) 

サ 苦情・相談体制 

シ 従業者の研修 

ス その他市長が必要と認める事項 

 

【ポイント】 

・従業者の員数欄は、実人員数を記載してください。 

 

23．勤務体制の確保等 〈条例第33条〉〈条例解釈第3･1･(4)・ナ〉 

① 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業員の勤務の体制

を定めておかなければなりません。 

② 事業者は、自らの事業所の従業者によってサービスを提供しなければなりません。 

③ ②にかかわらず、他の訪問介護事業所、夜間対応型訪問介護事業所又は訪問看護事業所との密接

な連携を図ることにより効果的な運営を期待でき、利用者の処遇に支障がないときは、事業の一部を

当該他の事業所の従業者に委託することができます。 

④ 「事業の一部」の範囲については市町村長が判断することとなりますが、同一時間帯において、

全ての利用者に対する定期巡回サービス、随時対応サービス、随時訪問サービス及び訪問看護サー

ビスの全てを委託してはなりません(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所による、いずれの

サービスも提供しない時間帯が生じることは認められない)。 

⑤ 事業の一部委託に当たっては契約に基づくこととし、委託料、利用者情報の取扱い方法、委託す

るサービスの具体的な実施方法、事故発生時等の責任の所在、緊急時等の対応方法等について定める

とともに、利用者に対して当該契約の内容についての説明を十分に行わなければなりません。 
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(一部委託の例) 

ア 利用者50 人を担当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、事業所の所在地と一定以上 

の距離を有する地域に居住する利用者10 人に係る定期巡回サービス、随時対応サービス及び随時訪 

問サービスを当該利用者が居住する地域に所在する訪問介護事業所に委託 

イ 深夜帯における随時対応サービス及び随時訪問サービスを、夜間対応型訪問介護事業所に委託(定 

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は定期巡回サービスを実施) 

⑥ 午後６時から午前８時までの間に行われる随時対応サービス(利用者等からの通報への対応)につい 

ては、市長が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内において、複数の定期巡回・随時対応型訪問 

介護看護事業所の間の契約に基づき、当該複数の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な 

連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができます。 

※全国の利用者に対する随時対応サービスを１か所の事業所に集約する形態は認められません。 

⑦ 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を計画的に確保しなければなりません。 

 

【ポイント】 

・勤務体制が勤務表(原則として月ごと)により日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理

者との兼務関係等を明確にされていなければなりません。 

・事業所ごとに、雇用契約の締結等(派遣契約を含む)により、事業所の管理者の指揮命令下にある 

訪問介護員等がサービス提供をしなければばなりません。 

 

＊一体的実施ができる範囲については、それぞれの事業所における利用者情報等、随時対応サービ

スを行うための必要な情報が随時把握されていれば市町村を越えての一体的実施を妨げるもので

はないですが、全国の利用者に対するサービスを１か所の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所に集約するような業務形態は想定していません。 

一体的実施に当たっては同一法人の事業所間に限らず、別法人の事業所間でも認められますが、こ

の場合、契約に基づくこととし、当該契約において、当該業務に要する委託料及び当該委託業務に要

する委託料並びに利用者に関する情報の取扱い方法、随時訪問サービスの具体的な実施方法、事故発

生時等の責任の所在及び緊急時等の対応方法等について定めるとともに、利用者に対して当該契約の

内容についての説明を十分に行うこと。なお随時対応サービスの一体的実施により、随時対応サービ

スを行わない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、当該時間帯における定期巡回サービ

ス、随時訪問サービス及び訪問看護サービスについては、実施しなければなりません。 

 

24．衛生管理等 〈条例第34条〉 

訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う必要があります。また、設備及 

び備品等について、衛生的な管理に努める必要があります。 

 

【ポイント】 

・訪問介護員等に対し健康診断等を実施し、健康状態について把握してください。 

・事業所の責務として、訪問介護員等が感染源となることを予防し、また、感染の危険から守るた 

め、使い捨ての手袋や携帯用手指消毒液などを持参させてください(事業者負担により用意して 

ください)。 

・利用者の健康状態等を訪問介護員等が把握するようにしてください(アセスメントの内容の把握) 

・衛生マニュアル、健康マニュアルを作成し、訪問介護員等に周知してください。 

※採用時には必ず感染症対策に係る研修等を実施することが重要です。また、研修を実施した際 

は、その実施内容について記録を作成してください。 

 

25．掲示 〈条例第35条〉 

事業所の利用者が見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料その他のサービス 
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の選択に資すると認められる重要事項(苦情処理の概要等)を掲示しなければなりません。 

【ポイント】 

・掲示すべき内容は重要事項説明書に網羅されていますので、重要事項説明書を掲示用に加工して 

掲示しても構いません。 

・重要事項説明書や運営規程の全てを掲示する必要はありません(概要版で可)。 

 

26．秘密保持等 〈条例第36条〉 

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りませ

ん。 

 

【ポイント】 

・過去に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 

密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければなりません。 

※「必要な措置」とは、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を従 

業者の雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めを置くなどの措置を講ずるべきと 

されています。 

・サービス担当者会議等において、居宅介護支援事業者や他のサービス事業者に対して利用者に 

関する情報を提供することが想定されます。このことについて、あらかじめ、利用者に説明を 

行い、文書により利用者から同意を得ておかなければなりません。この同意は、サービス提供 

開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで構いません。 

→ 利用開始時に個人情報使用同意書をもらうなど 

・個人情報保護法の遵守について、介護保険事業者の個人情報保護法に関するガイドラインが厚 

生労働省から出されています。 

→ 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」 

⇒ 厚生労働省のホームページ http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/ 

 

27．広告 〈条例第37条〉 

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としてはなりません。 

 

28．指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 〈条例第38条〉 

居宅介護支援事業者による居宅サービス事業者等の紹介が公正中立に行われるよう、居宅介護支援事 

業者又はその従業者に対し、要介護等被保険者に対して当該事業所を紹介することの対償として、金品 

その他の財産上の利益を供与することは禁じられています。 

 

【ポイント】 

このような行為は、指定の取消等を直ちに検討すべきとされる重大な基準違反です。 

 

29．苦情処理 〈条例第39条〉 

提供したサービスに関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するために、苦情 

を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければなりません。 

○事業所が利用者等から直接苦情を受ける場合 

○利用者等が国保連、市町村に苦情を申し出た場合 

【ポイント】 

＜利用者からの苦情に対応するための必要な措置＞ 

「必要な措置」とは、苦情を受け付けるための窓口を設置することのほか、相談窓口、苦情処 

理の体制及び手順等、当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明ら 

かにし、これを利用者又はその家族にサービスの内容を説明する文書(重要事項説明書等)に記載 

するとともに、事業所に掲示すること等です。 

→ Ｐ10「１．内容及び手続の説明及び同意」、Ｐ18「25．掲示」参照 
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【ポイント】 

＜事業所が苦情を受けた場合＞ 

・利用者及びその家族からの苦情を受け付けた場合は、苦情に対し事業所が組織として迅速かつ 

適切に対応するため、当該苦情の受付日、内容を記録しなければなりません(５年間保存)。 

＜市町村に苦情があった場合＞ 

・市町村から文書その他の物件の提出・提示の求めがあった場合や、市町村の職員からの質問・ 

照会があった場合は、その調査に協力しなければなりません。 

・市町村から指導・助言を受けた場合は、必要な改善を行い、その内容を市町村に報告しなけれ 

ばなりません。 

＜国保連に苦情があった場合＞ 

・利用者からの苦情に関して、国保連が行う調査に協力するとともに、指導・助言を受けた場合 

は、必要な改善を行い、その内容を国保連に報告しなければなりません。 

＜苦情に対するその後の措置＞ 

・事業所は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の 

内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組みを自ら行わなければなりません。 

 

30．地域との連携等 〈条例第40条〉〈条例解釈第3･1･(4)ハ〉 

(１)介護・医療連携推進会議の開催 

①構 成 員：利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、市の職員又は当該指 

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援 

センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等 

※地域住民の代表者とは、自治会役員、民生委員、老人クラブの代表等が、地域の医療 

関係者とは、地方医師会の医師等、地域の医療機関の医師や医療ソーシャルワーカー 

等が考えられます。 

②開催時期：おおむね３月に１回以上 

③内 容 等：サービスの提供状況等の報告、当該会議による評価、必要な要望、助言等 

④記録・公表：事業者は、報告、評価、要望、助言等についての記録を作成、公表するとともに、そ 

の記録を５年間保存しなければなりません。 

(２)自己評価・外部評価の実施 

ア 自己評価・外部評価の目的 

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

サービスについて評価・点検(自己評価)を行うとともに、当該自己評価結果について、介護・医療連 

携推進会議において第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を行うこととされています。 

１）自己評価は、事業所が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い、提供するサービスに 

ついて個々の従業者の問題意識を向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指すも 

のです。 

２）外部評価は、介護・医療連携推進会議において、当該事業所が行った自己評価結果に基づき、当 

該事業所で提供されているサービスの内容や課題等について共有を図るとともに、利用者、地域の 

医療関係者、市町村職員、地域住民の代表者等が第三者の観点から評価を行うことにより、新たな 

課題や改善点を明らかにすることが必要です。 

イ 外部評価会議出席者 

このようなことから、介護・医療連携推進会議の中で行う外部評価には、市町村職員又は地域包括

支援センター職員、サービスに知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必要です。

（(１)①の構成員の参加も可能） 

ウ 外部評価結果公表 

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

スの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムを活用や、法人のホームページへの掲 

載、事業所内への掲示、市町村窓口や地域包括支援センターへの掲示等により公表してください。 

エ 自己評価の取扱いについて 

市のホームページ「申請届出関係」→「自己評価外部評価の取扱いについて」をご覧ください。
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http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3020/shoshiki/jikohyoukagaibuhyouka.html 

オ その他 

自己評価及び外部評価の在り方については、平成２４年度老人保健健康増進等事業「定期巡回・ 

随時対応サービスにおける自己評価・外部評価の在り方に関する調査研究事業」(一般社団法人二 

十四時間在宅ケア研究会)を参考に行うものとされています。 

(３)市町村事業への協力 

事業者は、利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市 

町村が実施する事業に協力するよう努めなければなりません。「市町村が実施する事業」には、介護 

相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行 

う事業が含まれるものです。 

(４)「囲い込み」の制限 

事業者は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサービスを提供する場合 

には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提 

供を行うよう努めなければなりません。これは、いわゆる「囲い込み」による閉鎖的なサービス提供 

が行われないよう、地域包括ケア推進の観点から地域の利用者にもサービス提供を行うことに努める 

よう定めたものです。 

 

※市町村は、地域の実情に応じて条例等を定める場合や、地域密着型サービス運営委員会等の意見を踏 

まえて指定の際に条件を付す場合において、例えば、当該事業所の利用者のうち、一定割合以上を当 

該集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の規定を設けることがで 

きるものとされています。 

 

31．事故発生時の対応 〈条例第41条〉〈条例解釈第3･1･(4)ヒ〉 

＜実際に事故が起きた場合＞ 

・ 市町村、家族、居宅介護支援事業者等へ連絡を行うなどの必要な措置を講じてください。 

・ 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、５年間保存してください。 

・ サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行ってください。 

＜事故になるのを未然に防ぐ＞ 

・ 事故原因を解明し、再発防止のための対策を講じてください。 

・ 事故に至らなかったが介護事故が発生しそうになった場合(ヒヤリ・ハット事例)や現状を放置して 

おくと介護事故に結びつく可能性が高いものについて事前に情報を収集し、未然防止策を講じてくだ 

さい。 

 

【ポイント】 

○事故が起きた場合の連絡先・連絡方法について、事業所で定め、従業者に周知してください。 

○どのような事故が起きた場合に報告が必要となるのかを把握しておく必要があります。 

○事業所における損害賠償の方法(保険加入している場合にはその内容)について把握しておく必要 

があります。 

(具体的に想定されること) 

・介護事故等について報告するための様式を整備する。 

・介護職員等その他の従業者は、介護事故等の発生又は発見ごとに、その状況、背景等を記録す 

るとともに、市町村報告に関する様式に従い介護事故等について報告すること。 

・報告された事例を集計し、分析すること。なお、事例の分析に当たっては、介護事故等の発生 

時の状況等を分析し、発生原因、結果等をとりまとめ、防止策を検討すること。 

・報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底すること。 

・防止策を講じた後に、その効果について評価し必要に応じて改善すること。 

 

(研修の実施) 

管理者は、研修の機会などを通じて事故事例について伝達するなど、従業者にも周知徹底する 

ようにしてください。 
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32．会計の区分 〈条例第42条〉 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の会計とその他の事業の会計を区分してください。 
 

(参考)具体的な会計処理等の方法について 

→介護保険の給付対象事業における会計の区分について(平成13年3月28日老振発第18号)参照 

 

33．記録の整備 〈条例第43条〉〈条例解釈第3･1･(4)ヘ〉 

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、次の記録を整備し、次に掲げる期

間の保存が必要です。 

 

記 録 保存期間 

(１)定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 

(２)具体的なサービスの内容等の記録 

(３)主治の医師による指示の文書 

(４)訪問看護報告書 

(５)市町村への通知に係る記録 

(６)苦情の内容等の記録 

(７)事故に係る記録 

(８)介護給付費の請求、受領等に係る書類 

(９)利用者又は入所者から支払を受ける利用料 

の請求、受領等に係る書類 

(10)従業者の勤務の実績に関する記録 

(11)その他市長が特に必要と認める記録 

 

 

 

 

 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の 

完結の日から5年間 

 

※ 提供の完結の日とは、契約終了、契約解除及び施設への入所等により利用者へのサービス提供が 

終了した日のことです。 

 

34．連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基準 〈条例第44条〉 

連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所においては、訪問看護サービスの提供を行わず、連 

携先の訪問看護事業所が行うこととなります。したがって、訪問看護サービスに係る基準は適用され

ず、、一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る基準が適用されます。 

 

35．指定訪問看護事業者との連携 〈条例第45条〉〈条例解釈第3･1･(5)イ〉 

(１) 留意事項 

連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を実施する場合は、地域の訪問看護事業所との

連携を図ることとされています。 

① 連携先の訪問看護事業所は、緊急時訪問看護加算の要件を満たしていなければなりません。 

② 指定申請時においては地域の訪問看護事業所から任意に選定することになります。 

③ 連携先の訪問看護事業所は、必ずしも同一市町村名に設置されている必要はありませんが、可能 

な限り近距離に設置されている事業所としてください。 

④ 連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と同一法人が運営する訪問看護事業所と連携す 

ることも可能です。 

⑤ 当該連携に要する経費については、連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携訪問

看護事業所との間の契約に基づく委託料として、両者の合意の下、適切に定めてください。 

(２) 利用者が選択する訪問看護事業所との連携について 

事業開始以降、利用者が(１)②で選定した訪問看護事業所からのサービス提供を受けることを選

択しない場合は、当該利用者が選択した訪問看護事業所との連携が必要となります。 

(３)連携先の訪問看護事業所との契約内容について  

連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、連携訪問看護事業所との契約に基づき、次

に掲げる事項について必要な協力を得なければなりません。 

ア）定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっての、看護職員によるアセスメント及

びモニタリングの実施 

イ）随時対応サービスの提供に当たって、看護職員による対応が必要と判断された場合に確実に連
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絡が可能な体制の確保 

ウ）介護・医療連携推進会議への参加 

エ）その他必要な指導及び助言 

(４) 連携先が複数ある場合 

連携する訪問看護事業所が複数ある場合、(３)ア～エのすべての業務を、連携するすべての事業所

に委託する必要はなく、必要に応じてこれらの協力をいずれかの事業所から受ける体制を確保してく

ださい。 

(５)看護職員によるアセスメント等について 

 (３)アについては、連携訪問看護事業所の利用者に関しては、訪問看護の提供時に把握した利用

者の心身の状況について情報共有を図ることで足ります。 

また、連携訪問看護事業所の利用者以外に関しても、連携訪問看護事業所の職員が必ず行わなけれ 

ばならないものではなく、連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所のオペレーターとして従 

事する保健師、看護師又は准看護師や、当該事業者が実施する他の事業に従事する保健師、看護師又 

は准看護師により実施することも差し支えありません。この場合において、当該アセスメント及びモ 

ニタリングの結果については連携訪問看護事業所に情報提供を行わなければなりません。 

(６) 一体型の事業と連携型の事業を併せて行う場合 

 ひとつの事業所が、次の点に留意して、一体型の事業と連携型の事業を併せて行うことができま

す。 

ア）当該事業所における指定申請は複数必要とはならないこと。 

イ）人員及び設備基準については、一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る基準を満たす

ことで、いずれの事業の基準も満たすこと。 

ウ）利用者に対し十分に説明を行った上で、いずれの事業によるサービスを受けるか選択させる

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


