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に係る費用の額を規定するものである。また、個々の特定福 に係る費用の額を規定するものである。また、個々の特定福

祉用具の販売費用の額等については、その額の設定方式及び 祉用具の販売費用の額等については、その額の設定方式及び

目録（居宅基準第216条で準用する第204条第２項に規定する 目録（居宅基準第216条で準用する第204条第２項に規定する

目録をいう ）に記載されている旨を記載すれば足りるもの 目録をいう ）に記載されている旨を記載すれば足りるもの。 。

とし、運営規定には必ずしも額自体の記載を要しないもので とし、運営規定には必ずしも額自体の記載を要しないもので

あること。 あること。

第四 介護予防サービス 第四 介護予防サービス

一 介護予防サービスに関する基準について 一 介護予防サービスに関する基準について

介護予防サービスに関する基準については 「指定介護予防サービ 介護予防サービスに関する基準については 「指定介護予防サービ、 、

ス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に ス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」において 係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」において

定められているところであるが、このうち、三に記載する「介護予 定められているところであるが、このうち、三に記載する「介護予

防のための効果的な支援のための基準」については、指定介護予防 防のための効果的な支援のための基準」については、指定介護予防

サービスの提供に当たっての基本的な指針となるべき基準である 基 サービスの提供に当たっての基本的な指針となるべき基準である 基（ （

準の性格等については、第一及び第二を参照されたい 。介護予防 準の性格等については、第一及び第二を参照されたい 。介護予防。） 。）

サービスの事業の運営に当たっては、当該基準に従った適正な運営 サービスの事業の運営に当たっては、当該基準に従った適正な運営

を図られたい。 を図られたい。

なお、①人員、②設備及び③運営に関する基準については、二に なお、①人員、②設備及び③運営に関する基準については、二に

記載する事項を除き、その取扱いについては、基本的には、第三に 記載する事項を除き、その取扱いについては、基本的には、第三に

記載した介護サービスに係る取扱いと同様であるので、第三の該当 記載した介護サービスに係る取扱いと同様であるので、第三の該当

部分を参照されたい。 部分を参照されたい。

二 介護サービスとの相違点 二 介護サービスとの相違点

１ 介護予防訪問介護 １ 介護予防訪問介護

介護予防サービス費の支給を受けるための援助（予防基準第15 介護予防サービス費の支給を受けるための援助（介護保険法施

条） 行規則等の一部を改正する省令（平成27年厚生労働省令第４号）

附則第２条第３号及び第４条第３号の規定によりなおその効力を

有するものとされた同令第５条の規定による改正前の指定介護予

防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ

ービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準（以下「旧予防基準」という ）第15条）。

予防給付においては、予防基準第15条は、施行規則第83条の９ 予防給付においては、旧予防基準第15条は、施行規則第83条の

各号のいずれにも該当しない利用者は、提供を受けようとしてい ９各号のいずれにも該当しない利用者は、提供を受けようとして

る指定介護予防訪問介護に係る介護予防サービス費の支給を受け いる指定介護予防訪問介護に係る介護予防サービス費の支給を受

ることができないことを踏まえ 指定介護予防訪問介護事業者は けることができないことを踏まえ、指定介護予防訪問介護事業者、 、

施行規則第83条の９各号のいずれにも該当しない利用申込者又は は、施行規則第83条の９各号のいずれにも該当しない利用申込者
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その家族に対し、指定介護予防訪問介護に係る介護予防サービス 又はその家族に対し、指定介護予防訪問介護に係る介護予防サー

費の支給を受けるための要件の説明、介護予防支援事業者に関す ビス費の支給を受けるための要件の説明、介護予防支援事業者に

る情報提供その他の介護予防サービス費の支給を受けるために必 関する情報提供その他の介護予防サービス費の支給を受けるため

要な援助を行わなければならないこととしたものである。 に必要な援助を行わなければならないこととしたものである。

２ 介護予防訪問入浴介護 ２ 介護予防訪問入浴介護

人員に関する基準（予防基準第47条第１項、第58条第１項） 人員に関する基準（予防基準第47条第１項、第58条第１項）

訪問入浴介護（基準該当訪問入浴介護も含む ）では、介護職 訪問入浴介護（基準該当訪問入浴介護も含む ）では、介護職。 。

員を２人以上配置することとなっているが、介護予防訪問入浴介 員を２人以上配置することとなっているが、介護予防訪問入浴介

護（基準該当介護予防訪問入浴介護も含む ）では、介護職員を 護（基準該当介護予防訪問入浴介護も含む ）では、介護職員を。 。

１人以上配置することとしていること。 １人以上配置することとしていること。

３ 介護予防通所介護 ３ 介護予防通所介護

利用料の受領（予防基準第100条第３項） 利用料の受領（旧予防基準第100条第３項）

通所介護では、利用料以外に「その他の費用の額」として「指 通所介護では、利用料以外に「その他の費用の額」として「指

定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用 定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用

者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内におい 者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内におい

て、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超 て、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超

える費用」を利用者から受け取ることができるが、介護予防通所 える費用」を利用者から受け取ることができるが、介護予防通所

介護では、受け取ることができないので留意すること （基準該 介護では、受け取ることができないので留意すること （基準該。 。

当介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションにおいて 当介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションにおいて

も同趣旨 ） も同趣旨 ）。 。

４ 指定介護予防短期入所生活介護 ４ 指定介護予防短期入所生活介護

身体的拘束等の禁止（予防基準第136条） 身体的拘束等の禁止（予防基準第136条）

予防基準第136条については、内容としては、居宅基準第128条 予防基準第136条については、内容としては、居宅基準第128条

（指定短期入所生活介護の取扱方針）第４項及び第５項と同様で （指定短期入所生活介護の取扱方針）第４項及び第５項と同様で

あるので、第三の八の３の⑷の③を参照されたい （ユニット型 あるので、第三の八の３の⑷の③を参照されたい （ユニット型。 。

指定介護予防短期入所生活介護及び基準該当介護予防短期入所生 指定介護予防短期入所生活介護及び基準該当介護予防短期入所生

活介護においても同趣旨 ） 活介護においても同趣旨 ）。 。

５ 指定介護予防短期入所療養介護 ５ 指定介護予防短期入所療養介護

身体的拘束等の禁止（予防基準第191条） 身体的拘束等の禁止（予防基準第191条）

予防基準第191条については、内容としては、居宅基準第146条 予防基準第191条については、内容としては、居宅基準第146条

（指定短期入所療養介護の取扱方針）第４項及び第５項と同様で （指定短期入所療養介護の取扱方針）第４項及び第５項と同様で

あるので、第三の九の２の⑵の②を参照されたい （ユニット型 あるので、第三の九の２の⑵の②を参照されたい （ユニット型。 。

指定介護予防短期入所療養介護においても同趣旨 ） 指定介護予防短期入所療養介護においても同趣旨 ）。 。

三 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 三 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

１ 介護予防訪問介護 １ 介護予防訪問介護
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⑴ 指定介護予防訪問介護の基本取扱方針 ⑴ 指定介護予防訪問介護の基本取扱方針

予防基準第38条にいう指定介護予防訪問介護の基本取扱方針 旧予防基準第38条にいう指定介護予防訪問介護の基本取扱方

について、特に留意すべきところは、次のとおりである。 針について、特に留意すべきところは、次のとおりである。

① 介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護予防とは、単 ① 介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護予防とは、単

に高齢者の運動機能や栄養改善といった特定の機能の改善だ に高齢者の運動機能や栄養改善といった特定の機能の改善だ

けを目指すものではなく、これらの心身機能の改善や環境調 けを目指すものではなく、これらの心身機能の改善や環境調

整等を通じて、一人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態 整等を通じて、一人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態

にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援 にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援

することを目的として行われるものであることに留意しつつ することを目的として行われるものであることに留意しつつ

行うこと。 行うこと。

② 介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体 ② 介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体

的な取組が不可欠であることから、サービスの提供に当たっ 的な取組が不可欠であることから、サービスの提供に当たっ

ては、利用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り ては、利用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り

方をはじめ、様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう 方をはじめ、様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう

努めること。 努めること。

③ サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に ③ サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に

補う形でのサービス提供は、かえって利用者の生活機能の低 補う形でのサービス提供は、かえって利用者の生活機能の低

下を引き起こし、サービスへの依存を生み出している場合が 下を引き起こし、サービスへの依存を生み出している場合が

あるとの指摘を踏まえ 「利用者の自立の可能性を最大限引 あるとの指摘を踏まえ 「利用者の自立の可能性を最大限引、 、

き出す支援を行う」ことを基本として、利用者のできる能力 き出す支援を行う」ことを基本として、利用者のできる能力

を阻害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮す を阻害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮す

ること。 ること。

④ 提供された介護予防サービスについては、介護予防訪問介 ④ 提供された介護予防サービスについては、介護予防訪問介

護計画に定める目標達成の度合いや利用者及びその家族の満 護計画に定める目標達成の度合いや利用者及びその家族の満

足度等について常に評価を行うなど、その改善を図らなけれ 足度等について常に評価を行うなど、その改善を図らなけれ

ばならないものであること。 ばならないものであること。

⑵ 指定介護予防訪問介護の具体的取扱方針 ⑵ 指定介護予防訪問介護の具体的取扱方針

① 予防基準第39条第１号及び第２号は、サービス提供責任者 ① 旧予防基準第39条第１号及び第２号は、サービス提供責任

は、介護予防訪問介護計画を作成しなければならないことと 者は、介護予防訪問介護計画を作成しなければならないこと

したものである 介護予防訪問介護計画の作成に当たっては としたものである。介護予防訪問介護計画の作成に当たって。 、

利用者の状況を把握・分析し、介護予防訪問介護の提供によ は、利用者の状況を把握・分析し、介護予防訪問介護の提供

って解決すべき問題状況を明らかにし（アセスメント 、こ によって解決すべき問題状況を明らかにし（アセスメント 、） ）

れに基づき、支援の方向性や目標を明確にし、担当する訪問 これに基づき、支援の方向性や目標を明確にし、担当する訪

介護員等が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程 問介護員等が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日

等を明らかにするものとする。なお、介護予防訪問介護計画 程等を明らかにするものとする。なお、介護予防訪問介護計
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の様式については 事業所ごとに定めるもので差し支えない 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な、 。

い。

② 同条第３号は、介護予防訪問介護計画は、介護予防サービ ② 同条第３号は、介護予防訪問介護計画は、介護予防サービ

ス計画（法第８条の２第18項に規定する介護予防サービス計 ス計画（法第８条の２第16項に規定する介護予防サービス計

画をいう。以下同じ ）に沿って作成されなければならない 画をいう。以下同じ ）に沿って作成されなければならない。 。

こととしたものである。なお、介護予防訪問介護計画の作成 こととしたものである。なお、介護予防訪問介護計画の作成

後に介護予防サービス計画が作成された場合は、当該介護予 後に介護予防サービス計画が作成された場合は、当該介護予

防訪問介護計画が介護予防サービス計画に沿ったものである 防訪問介護計画が介護予防サービス計画に沿ったものである

か確認し、必要に応じて変更するものとする。 か確認し、必要に応じて変更するものとする。

③ 同条第４号から第７号は、サービス提供に当たっての利用 ③ 旧予防基準第39条第４号から第７号は、サービス提供に当

者又はその家族に対する説明について定めたものである。即 たっての利用者又はその家族に対する説明について定めたも

ち、介護予防訪問介護計画は、利用者の日常生活全般の状況 のである。即ち、介護予防訪問介護計画は、利用者の日常生

及び希望を踏まえて作成されなければならないものであり、 活全般の状況及び希望を踏まえて作成されなければならない

その内容について説明を行った上で利用者の同意を得ること ものであり、その内容について説明を行った上で利用者の同

を義務づけることにより、サービス内容等への利用者の意向 意を得ることを義務づけることにより、サービス内容等への

の反映の機会を保障しようとするものである。サービス提供 利用者の意向の反映の機会を保障しようとするものである。

責任者は、介護予防訪問介護計画の目標や内容等について、 サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画の目標や内容

利用者又はその家族に、理解しやすい方法で説明を行うとと 等について、利用者又はその家族に、理解しやすい方法で説

もに その実施状況や評価についても説明を行うものとする 明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行、 。

また、介護予防訪問介護計画を作成した際には、遅滞なく利 うものとする。また、介護予防訪問介護計画を作成した際に

用者に交付しなければならず 当該介護予防訪問介護計画は は、遅滞なく利用者に交付しなければならず、当該介護予防、 、

予防基準第37条第２項の規定に基づき、２年間保存しなけれ 訪問介護計画は、旧予防基準第37条第２項の規定に基づき、

ばならないこととしている。 ２年間保存しなければならないこととしている。

④ 同条第８号は 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては ④ 旧予防基準第39条第８号は、指定介護予防訪問介護の提供、 、

介護技術の進歩に対応した適切なサービスが提供できるよう に当たっては、介護技術の進歩に対応した適切なサービスが、

常に新しい技術を習得する等、研鑽を行うべきものであるこ 提供できるよう、常に新しい技術を習得する等、研鑽を行う

ととしたものである。 べきものであることとしたものである。

⑤ 同条第９号から第11号は、事業者に対して介護予防サービ ⑤ 同条第９号から第11号は、事業者に対して介護予防サービ

スの提供状況等について介護予防支援事業者に対する報告の スの提供状況等について介護予防支援事業者に対する報告の

義務づけを行うとともに、介護予防訪問介護計画に定める計 義務づけを行うとともに、介護予防訪問介護計画に定める計

画期間終了後の当該計画の実施状況の把握（モニタリング） 画期間終了後の当該計画の実施状況の把握（モニタリング）

を義務づけるものである。介護予防支援事業者に対する実施 を義務づけるものである。介護予防支援事業者に対する実施

状況等の報告については、サービスが介護予防サービス計画 状況等の報告については、サービスが介護予防サービス計画

に即して適切に提供されているかどうか、また、当該計画策 に即して適切に提供されているかどうか、また、当該計画策

定時から利用者の状態等が大きく異なることとなっていない 定時から利用者の状態等が大きく異なることとなっていない
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か等を確認するために行うものであり、毎月行うこととして か等を確認するために行うものであり、毎月行うこととして

いる。また、併せて、事業者は介護予防訪問介護計画に定め いる。また、併せて、事業者は介護予防訪問介護計画に定め

る計画期間が終了するまでに１回はモニタリングを行い、利 る計画期間が終了するまでに１回はモニタリングを行い、利

用者の介護予防訪問介護計画に定める目標の達成状況の把握 用者の介護予防訪問介護計画に定める目標の達成状況の把握

等を行うこととしており、当該モニタリングの結果により、 等を行うこととしており、当該モニタリングの結果により、

解決すべき課題の変化が認められる場合等については、担当 解決すべき課題の変化が認められる場合等については、担当

する介護予防支援事業者等とも相談の上、必要に応じて当該 する介護予防支援事業者等とも相談の上、必要に応じて当該

介護予防訪問介護計画の変更を行うこととしたものである。 介護予防訪問介護計画の変更を行うこととしたものである。

（新設） ⑥ 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準第30条第12号において 「担当職員は、介護予防サ、

ービス計画に位置付けた指定介護予防サービス事業者に対し

て、指定介護予防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、介護予防サービス計画に基づきサービスを提供してい

る指定介護予防支援事業者から介護予防訪問介護計画の提供

の求めがあった際には、当該介護予防訪問計画を提出するこ

とに協力するよう努めるものとする。

２ 介護予防訪問入浴介護 ２ 介護予防訪問入浴介護

⑴ 指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針及び具体的取扱方 ⑴ 指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針及び具体的取扱方

針 針

指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針及び具体的取扱方 指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針及び具体的取扱方

針については、予防基準第56条及び第57条に定めるところによ 針については、予防基準第56条及び第57条に定めるところによ

るほか、次の点に留意するものとする。 るほか、次の点に留意するものとする。

① 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、一人ひと ① 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、一人ひと

りの高齢者ができる限り要介護状態にならないで自立した日 りの高齢者ができる限り要介護状態にならないで自立した日

常生活を営むことができるよう支援することを目的として行 常生活を営むことができるよう支援することを目的として行

われるものであることに留意しつつ、利用者ごとに目標を設 われるものであることに留意しつつ、利用者ごとに目標を設

定の上、計画的に行うこと。 定の上、計画的に行うこと。

② サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に ② サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に

補う形でのサービス提供は、かえって利用者の生活機能の低 補う形でのサービス提供は、かえって利用者の生活機能の低

下を引き起こし、サービスへの依存を生み出している場合が 下を引き起こし、サービスへの依存を生み出している場合が

あるとの指摘を踏まえ 「利用者の自立の可能性を最大限引 あるとの指摘を踏まえ 「利用者の自立の可能性を最大限引、 、

き出す支援を行う」ことを基本として、利用者のできる能力 き出す支援を行う」ことを基本として、利用者のできる能力

を阻害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮す を阻害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮す


