（従業者の員数）
第二百三十一条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指
定介護予防特定施設ごとに置くべき指定介護予防特定施設入居者
生活介護の提供に当たる従業者（以下「介護予防特定施設従業者
」という。）の員数は、次のとおりとする。
一 （略）
二 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」
という。）又は介護職員
イ 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用
者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。

第二百三十条 （略）
２ （略）
（削除）

（準用）
第二百十条 第百八十九条、第百九十一条、第百九十四条及び第百
九十五条（第百二十条の二の準用に係る部分を除く。）の規定は
、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用
する。この場合において、第百九十四条第二項第二号及び第四号
から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第二百十条におい
て準用する次条」と、第百九十五条中「第百九十二条」とあるの
は「第二百七条」と読み替えるものとする。

準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているも
のとみなすことができる。

（従業者の員数）
第二百三十一条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指
定介護予防特定施設ごとに置くべき指定介護予防特定施設入居者
生活介護の提供に当たる従業者（以下「介護予防特定施設従業者
」という。）の員数は、次のとおりとする。
一 （略）
二 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」
という。）又は介護職員
イ 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用
者のうち要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び

第二百三十条 （略）
２ （略）
３ 養護老人ホームが指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業
を行う場合については、第六節に規定する外部サービス利用型指
定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行うこととする。

（準用）
第二百十条 第百八十九条、第百九十一条、第百九十四条及び第百
九十五条（第百二条の準用に係る部分を除く。）の規定は、ユニ
ット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。
この場合において、第百九十四条第二項第二号及び第四号から第
六号までの規定中「次条」とあるのは「第二百十条において準用
する次条」と、第百九十五条中「第百九十二条」とあるのは「第
二百七条」と読み替えるものとする。

する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たして
いるものとみなすことができる。
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ロ・ハ （略）
三・四 （略）
２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入
居者生活介護事業者（指定居宅サービス等基準第百七十四条第二
項に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同
じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防特定施設入居者
生活介護の事業及び指定特定施設入居者生活介護（指定居宅サー
ビス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設入居者生
活介護をいう。以下同じ。）の事業が同一の施設において一体的
に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、介
護予防特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。
一 （略）
二 看護職員又は介護職員
イ 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、居宅
サービスの利用者の数及び利用者の数に十分の三を乗じて得
た数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であるこ
と。

ロ・ハ （略）
三・四 （略）
３～８

判定の基準等に関する省令（平成十一年厚生省令第五十八号
。以下「認定省令」という。）第二条第一項第二号に規定す
る要支援状態区分に該当する者の数が三又はその端数を増す
ごとに一及び利用者のうち認定省令第二条第一項第一号に規
定する要支援状態区分に該当する者の数が十又はその端数を
増すごとに一以上であること。
ロ・ハ （略）
三・四 （略）
２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入
居者生活介護事業者（指定居宅サービス等基準第百七十四条第二
項に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同
じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防特定施設入居者
生活介護の事業及び指定特定施設入居者生活介護（指定居宅サー
ビス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設入居者生
活介護をいう。以下同じ。）の事業が同一の施設において一体的
に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、介
護予防特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。
一 （略）
二 看護職員又は介護職員
イ 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用
者のうち認定省令第二条第一項第二号に規定する要支援状態
区分に該当する者及び居宅サービスの利用者の数が三又はそ
の端数を増すごとに一以上並びに利用者のうち認定省令第二
条第一項第一号に規定する要支援状態区分に該当する者の数
が十又はその端数を増すごとに一以上であること。
ロ・ハ （略）
三・四 （略）
３～８
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（内容及び手続の説明及び契約の締結等）
第二百三十四条 （略）
２・３ （略）
４ 第四十九条の二第二項から第六項までの規定は、第一項の規定
による文書の交付について準用する。

第二百三十六条 削除

（記録の整備）
第二百四十四条 （略）
２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対す
る指定介護予防特定施設入居者生活介護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

（内容及び手続の説明及び契約の締結等）
第二百三十四条 （略）
２・３ （略）
４ 第八条第二項から第六項までの規定は、第一項の規定による文
書の交付について準用する。

（法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意）
第二百三十六条 老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人
ホームである指定介護予防特定施設において指定介護予防特定施
設入居者生活介護を提供する指定介護予防特定施設入居者生活介
護事業者は、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護を法定代
理受領サービスとして提供する場合は、利用者の同意がその条件
であることを当該利用者に説明し、その意思を確認しなければな
らない。
２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定介護
予防特定施設入居者生活介護を法定代理受領サービスとして提供
する場合は、前項に規定する利用者の同意を得た旨及びその者の
氏名等が記載された書類を作成し、当該書類を市町村（法第四十
一条第十項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保
険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険
団体連合会とする。）に提出しなければならない。

（記録の整備）
第二百四十四条 （略）
２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対す
る指定介護予防特定施設入居者生活介護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
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（趣旨）
第二百五十三条 第一節から前節までの規定にかかわらず、外部サ
ービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護（指定介護予
防特定施設入居者生活介護であって、当該指定介護予防特定施設
の従業者により行われる介護予防特定施設サービス計画の作成、
利用者の安否の確認、利用者の生活相談等（以下この節において
「基本サービス」という。）及び当該指定介護予防特定施設の事

（準用）
第二百四十五条 第四十九条の五、第四十九条の六、第五十条の二
から第五十二条まで、第五十三条の四から第五十三条の十一まで
、第百二十条の四及び第百三十九条の二の規定は、指定介護予防
特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合にお
いて、第五十一条及び第五十三条の四中「介護予防訪問入浴介護
従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、同条「第五
十三条」とあるのは「第二百四十条」と読み替えるものとする。

ならない。
一 （略）
（削除）
二～四 （略）
五 次条において準用する第五十条の三に規定する市町村への通
知に係る記録
六 次条において準用する第五十三条の八第二項に規定する苦情
の内容等の記録
七 次条において準用する第五十三条の十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

（趣旨）
第二百五十三条 第一節から前節までの規定にかかわらず、外部サ
ービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護（指定介護予
防特定施設入居者生活介護であって、当該指定介護予防特定施設
の従業者により行われる介護予防特定施設サービス計画の作成、
利用者の安否の確認、利用者の生活相談等（以下この節において
「基本サービス」という。）及び当該指定介護予防特定施設の事

（準用）
第二百四十五条 第十一条、第十二条、第二十一条、第二十三条、
第三十条から第三十六条まで、第五十一条、第五十二条、第百四
条及び第百五条の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護
の事業について準用する。この場合において、第三十条中「第二
十六条」とあるのは「第二百四十条」と、「訪問介護員等」とあ
るのは「介護予防特定施設従業者」と、第五十一条中「介護予防
訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と
読み替えるものとする。

ならない。
一 （略）
二 第二百三十六条第二項に規定する利用者の同意等に係る書類
三～五 （略）
六 次条において準用する第二十三条に規定する市町村への通知
に係る記録
七 次条において準用する第三十四条第二項に規定する苦情の内
容等の記録
八 次条において準用する第三十五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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（内容及び手続きの説明及び契約の締結等）
第二百五十八条 （略）
２・３ （略）
４ 第四十九条の二第二項から第六項までの規定は、第一項の規定
による文書の交付について準用する。

業者が委託する事業者（以下この節において「受託介護予防サー
ビス事業者」という。）により、当該介護予防特定施設サービス
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
生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話（以下この節において
「受託介護予防サービス」という。）をいう。）の事業を行うも
のの基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果
的な支援の方法に関する基準についてはこの節に定めるところに
よる。

３ 受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービス
の種類は、指定介護予防訪問介護、指定介護予防訪問入浴介護、
指定介護予防訪問看護、指定介護予防訪問リハビリテーション、
指定介護予防通所介護、指定介護予防通所リハビリテーション、

（内容及び手続きの説明及び契約の締結等）
第二百五十八条 （略）
２・３ （略）
４ 第八条第二項から第六項までの規定は、第一項の規定による文
書の交付について準用する。

業者が委託する指定介護予防サービス事業者（以下この節におい
て「受託介護予防サービス事業者」という。）により、当該介護
予防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支援、機能訓練及び療養上の世話
（以下この節において「受託介護予防サービス」という。）をい
う。）の事業を行うものの基本方針、人員、設備及び運営並びに
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準についてはこ
の節に定めるところによる。

（受託介護予防サービス事業者への委託）
第二百六十条 （略）
２ 受託介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービス事業者
又は指定地域密着型介護予防サービス事業者（法第五十四条の二
第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう
。）でなければならない。

（受託介護予防サービス事業者への委託）
第二百六十条 （略）
２ 受託介護予防サービス事業者は、指定居宅サービス事業者（法
第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。）
、指定介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防
サービス事業者（法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密
着型介護予防サービス事業者をいう。）又は法第百十五条の四十
五の三第一項に規定する指定事業者（次項において「指定事業者
」という。）でなければならない。
３ 受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービス
の種類は、指定訪問介護（指定居宅サービス等基準第四条に規定
する指定訪問介護をいう。以下同じ。）、指定通所介護（指定居
宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。以
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５～８

第二百六十五条に規定する指定介護予防福祉用具貸与及び指定地
域密着型介護予防サービス基準第四条に規定する指定介護予防認
知症対応型通所介護とする。

下同じ。）、指定介護予防訪問入浴介護、指定介護予防訪問看護
、指定介護予防訪問リハビリテーション、指定介護予防通所リハ
ビリテーション、第二百六十五条に規定する指定介護予防福祉用
具貸与及び指定地域密着型介護予防サービス基準第四条に規定す
る指定介護予防認知症対応型通所介護並びに法第百十五条の四十
五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業（指定事業者により
行われるものに限る。以下「指定第一号訪問事業」という。）に
係るサービス及び同号ロに規定する第一号通所事業（指定事業者
により行われるものに限る。以下「指定第一号通所事業」という
。）に係るサービスとする。
４ 外部サービス利用型指定介護予防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 指定訪問介護又は指定第一号訪問事業に係るサービス
二 指定通所介護又は指定第一号通所事業（機能訓練を行う事業
を含むものに限る。）に係るサービス
三 指定介護予防訪問看護
５～８ （略）

（記録の整備）
第二百六十一条 （略）
２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業
者は、利用者に対する外部サービス利用型指定介護予防特定施設
入居者生活介護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。
一～三 （略）
四 次条において準用する第二十三条に規定する市町村への通知

（略）

４ 外部サービス利用型指定介護予防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、指定介護予防訪問介護、指定介
護予防訪問看護及び指定介護予防通所介護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。

（記録の整備）
第二百六十一条 （略）
２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業
者は、利用者に対する外部サービス利用型指定介護予防特定施設
入居者生活介護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。
一～三 （略）
四 次条において準用する第五十条の三に規定する市町村への通
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知に係る記録
五 次条において準用する第五十三条の八第二項に規定する苦情
の内容等の記録
六 次条において準用する第五十三条の十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
（削除）
七～九 （略）
（準用）
第二百六十二条 第四十九条の五、第四十九条の六、第五十条の二
から第五十二条まで、第五十三条の四から第五十三条の十一まで
、第百二十条の四、第百三十九条の二、第二百三十五条から第二
百三十九条まで及び第二百四十一条から第二百四十三条までの規
定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護
の事業について準用する。この場合において、第五十一条中「介
護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設
の従業者」と、第五十三条の四中「第五十三条」とあるのは「第
二百五十九条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは
「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第五十三条
の六中「指定介護予防訪問入浴介護事業所」とあるのは「指定介
護予防特定施設及び受託介護予防サービス事業所」と、第二百三
十七条第二項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」とあ
るのは「基本サービスを」と、第二百四十一条中「指定介護予防
特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替
えるものとする。
（適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び

に係る記録
五 次条において準用する第三十四条第二項に規定する苦情の内
容等の記録
六 次条において準用する第三十五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
七 次条において準用する第二百三十六条第二項に規定する利用
者の同意等に係る書類
八～十 （略）

（準用）
第二百六十二条 第十一条、第十二条、第二十一条、第二十三条、
第三十条から第三十六条まで、第五十一条、第五十二条、第百四
条、第百五条、第二百三十五条から第二百三十九条まで及び第二
百四十一条から第二百四十三条までの規定は、外部サービス利用
型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する
。この場合において、第三十条中「第二十六条」とあるのは「第
二百五十九条」と、「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス
利用型介護予防特定施設従業者」と、第三十二条中「指定介護予
防訪問介護事業所」とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託
介護予防サービス事業所」と、第五十一条中「介護予防訪問入浴
介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、
第二百三十七条第二項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護
を」とあるのは「基本サービスを」と、第二百四十一条中「指定
介護予防特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」
と読み替えるものとする。

（適切な研修の機会の確保）
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