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また、同条第四項では、宿泊サービスの提供により事故が発

生した場合も同様の対応を行うこととしたものである。

⑽ 準用 ⑾ 準用

基準第61条の規定により、基準第３条の７から第３条の11ま 基準第61条の規定により、基準第３条の７から第３条の11ま

、 、 、 、 、 、 、 、で 第３条の13から第３条の16まで 第３条の18 第３条の20 で 第３条の13から第３条の16まで 第３条の18 第３条の20

第３条の26、第３条の32から第３条の36まで、第３条の38、第 第３条の26、第３条の32から第３条の36まで、第３条の38、第

３条の39及び第12条までの規定は、指定認知症対応型通所介護 ３条の39及び第12条までの規定は、指定認知症対応型通所介護

、 、 、 、の事業について準用されるものであるため 第三の一の４の⑴ の事業について準用されるものであるため 第三の一の４の⑴

⑵から⑼まで、⑾、⒀、⒄、 から まで、 及び 並びに第 ⑵から⑼まで、⑾、⒀、⒄、 から まで及び 並びに第三の(23) (25) (27) (28) (23) (25) (28)

三の二の４の⑶を参照されたい。 二の４の⑶を参照されたい。

四 小規模多機能型居宅介護 四 小規模多機能型居宅介護

１ 基本方針（基準第62条） １ 基本方針（基準第62条）

⑴ 指定小規模多機能型居宅介護は、通いを中心として、利用者 ⑴ 指定小規模多機能型居宅介護は、通いを中心として、利用者

の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービ の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービ

スを提供することにより、利用者の居宅における生活の継続を スを提供することにより、利用者の居宅における生活の継続を

支援するものである。 支援するものである。

⑵ 指定通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所が ⑵ 指定通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所が

、 、自主事業で宿泊サービスも行うようなサービス形態については 自主事業で宿泊サービスも行うようなサービス形態については

小規模多機能型居宅介護の創設に伴い、行うことができなくな 小規模多機能型居宅介護の創設に伴い、行うことができなくな

ることはないものであり、こうしたサービス形態は引き続き可 ることはないものであり、こうしたサービス形態は引き続き可

能であることに留意すること。 能であることに留意すること。

⑶ 既存の指定通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事 ⑶ 既存の指定通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事

業所が小規模多機能型居宅介護事業所となる場合に、これまで 業所が小規模多機能型居宅介護事業所となる場合に、これまで

指定通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所を利 指定通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所を利

用していた他市町村の被保険者が小規模多機能型居宅介護を利 用していた他市町村の被保険者が小規模多機能型居宅介護を利

用し続けることができるようにするためには、他市町村からも 用し続けることができるようにするためには、他市町村からも

小規模多機能型居宅介護事業所の指定を受ける必要があるが、 小規模多機能型居宅介護事業所の指定を受ける必要があるが、

従来からの利用者のために継続的なサービス利用を確保する観 従来からの利用者のために継続的なサービス利用を確保する観

点から、従来の利用者からの希望に基づき、当該他市町村から 点から、従来の利用者からの希望に基づき、当該他市町村から

指定の同意の申し出があった場合には、原則として、事業所所 指定の同意の申し出があった場合には、原則として、事業所所

在の市町村は、他市町村の従来からの利用者の利用について、 在の市町村は、他市町村の従来からの利用者の利用について、

法第78条の２第４項第４号に係る同意を行うこととし、当該同 法第78条の２第４項第４号に係る同意を行うこととし、当該同

意に基づき他市町村は指定を行うこと又は同条第九項に係る同 意に基づき他市町村は指定を行うこと又は同条第九項に係る同

意をあらかじめ行うことが求められる。 意をあらかじめ行うことが求められる。

なお、他市町村が指定を行う際には、既に事業所所在の市町 なお、他市町村が指定を行う際には、既に事業所所在の市町
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村において事業所が遵守すべき基準の適合性について審査して 村において事業所が遵守すべき基準の適合性について審査して

いることから、地域密着型サービス運営委員会において、事前 いることから、地域密着型サービス運営委員会において、事前

に「他市町村に所在する事業所の指定に限り、運営委員会を開 に「他市町村に所在する事業所の指定に限り、運営委員会を開

催することなく指定することができる」といったことを決めて 催することなく指定することができる」といったことを決めて

おくことにより、円滑に事業所指定が行われるように工夫する おくことにより、円滑に事業所指定が行われるように工夫する

ことは可能である。 ことは可能である。

⑷ 障害者を受け入れる共生型の指定小規模多機能型居宅介護事 ⑷ 障害者を受け入れる共生型の指定小規模多機能型居宅介護事

業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた 業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく基準該当サービス及び構造改革特区として認 めの法律に基づく基準該当サービス及び構造改革特区として認

めており、受け入れの形態に応じて各制度の規定に従うことが めており、受け入れの形態に応じて各制度の規定に従うことが

必要となる。 必要となる。

２ 人員に関する基準 ２ 人員に関する基準

⑴ 従業者の員数等（基準第63条） ⑴ 従業者の員数等（基準第63条）

① サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の実施要 ① サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の実施要

件基準第63条第７項の規定によるサテライト型小規模多機能 件基準第63条第７項の規定によるサテライト型小規模多機能

型居宅介護事業所（以下「サテライト事業所」という ）の 型居宅介護事業所（以下「サテライト事業所」という ）の。 。

実施に当たっては、次の要件を満たす必要があること。 実施に当たっては、次の要件を満たす必要があること。

イ サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所に係る指定 イ サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所に係る指定

小規模多機能型居宅介護事業者は、指定居宅サービス事業 小規模多機能型居宅介護事業者は、指定居宅サービス事業

等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以 等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以

上の経験を有するものである必要があるが、この場合、指 上の経験を有するものである必要があるが、この場合、指

定小規模多機能型居宅介護以外の事業の経験についても当 定小規模多機能型居宅介護以外の事業の経験についても当

該経験に算入できることに留意すること。また 「３年以 該経験に算入できることに留意すること。また 「３年以、 、

上の経験」については、当該指定日において満たしている 上の経験」については、当該指定日において満たしている

必要があり、休止等、事業を運営していない期間は除いて 必要があり、休止等、事業を運営していない期間は除いて

計算すること。 計算すること。

ロ サテライト事業所は、本体事業所（指定小規模多機能型 ロ サテライト事業所は、本体事業所（指定小規模多機能型

居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所であって、 居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業

当該事業所に対する支援機能を有する事業所をいう 以下 所であって、当該事業所に対する支援機能を有する事業所。 、

この号において同じ ）を有する必要があるが、ここでい をいう。以下、この号において同じ ）を有する必要があ。 。

、 「 」 、う「支援機能を有する事業所」については、当該本体事業 るが ここでいう 支援機能を有する事業所 については

所が次のいずれかに該当することを指すものであること。 当該本体事業所が次のいずれかに該当することを指すもの

ａ 事業開始以降１年以上の実績を有すること であること。

ｂ 当該本体事業所の登録者数が、当該本体事業所におい ａ 事業開始以降１年以上の実績を有すること

て定められた登録定員の100分の70を超えたことがある ｂ 当該本体事業所の登録者数が、当該本体事業所におい
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こと て定められた登録定員の100分の70を超えたことがある

こと

ハ サテライト事業所は、本体事業所との密接な連携を確保 ハ サテライト事業所は、本体事業所との密接な連携を確保

しつつ、運営するものであるため、次に掲げる要件をいず しつつ、運営するものであるため、次に掲げる要件をいず

れも満たす必要があること。 れも満たす必要があること。

ａ 本体事業所とサテライト事業所の距離は、自動車等に ａ 本体事業所とサテライト事業所の距離は、自動車等に

よる移動に要する時間が概ね20分以内の近距離であるこ よる移動に要する時間が概ね20分以内の近距離であるこ

と と

ｂ １の本体事業所に係るサテライト事業所の数は２箇所 ｂ １の本体事業所に係るサテライト事業所の数は２箇所

までとすること までとすること

ニ 本体事業所とサテライト事業所は、同一の日常生活圏域 ニ 本体事業所とサテライト事業所は、同一の日常生活圏域

内に所在することが望ましいが、隣接する市町村における 内に所在することが望ましいが、隣接する市町村における

指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービ 指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多

ス事業所を本体事業所とすることも差し支えないものであ 機能型居宅介護事業所とすることも差し支えないものであ

る。 る。

ホ なお、市町村長は、サテライト事業所の指定に当たって ホ なお、市町村長は、サテライト事業所の指定に当たって

は、他の地域密着型サービスの指定の場合と同様、あらか は、他の地域密着型サービスの指定の場合と同様、あらか

じめ市町村に設置される地域密着型サービス運営委員会等 じめ市町村に設置される地域密着型サービス運営委員会等

の意見を聴き、必要があると認められる場合は、指定の際 の意見を聴き、必要があると認められる場合は、指定の際

に条件を付す等により、事業の適正な運営に当たっての措 に条件を付す等により、事業の適正な運営に当たっての措

置を講ずること。 置を講ずること。

② 小規模多機能型居宅介護従業者 ② 小規模多機能型居宅介護従業者

イ 小規模多機能型居宅介護従業者については、介護福祉士 イ 小規模多機能型居宅介護従業者については、介護福祉士

や訪問介護員の資格等は必ずしも必要としないが、介護等 や訪問介護員の資格等は必ずしも必要としないが、介護等

に対する知識、経験を有する者であることを原則とする。 に対する知識、経験を有する者であることを原則とする。

なお、これ以外の小規模多機能型居宅介護従業者にあって なお、これ以外の小規模多機能型居宅介護従業者にあって

も研修の機会を確保することなどにより質の向上を図るも も研修の機会を確保することなどにより質の向上を図るも

のとする。 のとする。

ロ 夜間及び深夜の時間帯は、それぞれの事業所ごとに、宿 ロ 夜間及び深夜の時間帯は、それぞれの事業所ごとに、宿

泊サービスの利用者の生活サイクル等に応じて設定するも 泊サービスの利用者の生活サイクル等に応じて設定するも

のとし、これに対応して、夜間及び深夜の時間帯以外の指 のとし、これに対応して、夜間及び深夜の時間帯以外の指

定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な小規模多機能型 定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な小規模多機能型

居宅介護従業者及び宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務（夜 居宅介護従業者及び宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務（夜

間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く ） 間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く ）。 。

をいう。以下同じ ）を行わせるために必要な小規模多機 をいう。以下同じ ）を行わせるために必要な小規模多機。 。
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能型居宅介護従業者を確保するものとする。 能型居宅介護従業者を確保するものとする。

例えば、通いサービスの利用定員を15名とし、日中の勤 例えば、通いサービスの利用定員を15名とし、日中の勤

務帯を午前６時から午後９時までの15時間、常勤の職員の 務帯を午前６時から午後９時までの15時間、常勤の職員の

勤務時間を８時間とした場合、常勤換算方法で通いの利用 勤務時間を８時間とした場合、常勤換算方法で通いの利用

者３人に対して１名の小規模多機能型居宅介護従業者を配 者３人に対して１名の小規模多機能型居宅介護従業者を配

置すればよいことから、通いの利用者が15名の場合、日中 置すればよいことから、通いの利用者が15名の場合、日中

の常勤の小規模多機能型居宅介護従業者は５名となり、日 の常勤の小規模多機能型居宅介護従業者は５名となり、日

中の15時間の間に、８時間×５人＝述べ40時間分のサービ 中の15時間の間に、８時間×５人＝述べ40時間分のサービ

スが提供されていることが必要である。それに加え、日中 スが提供されていることが必要である。それに加え、日中

については、常勤換算方法で１名以上に訪問サービスの提 については、常勤換算方法で１名以上に訪問サービスの提

供を行わせ、夜間については、夜勤１名＋宿直１名に宿泊 供を行わせ、夜間については、夜勤１名＋宿直１名に宿泊

サービス及び夜間の訪問サービスに当たらせるために必要 サービス及び夜間の訪問サービスに当たらせるために必要

な小規模多機能型居宅介護従業者を、指定小規模多機能型 な小規模多機能型居宅介護従業者を、指定小規模多機能型

居宅介護事業所全体として確保することが必要となる。 居宅介護事業所全体として確保することが必要となる。

具体的には、通いサービスに要する時間（延べ40時間 、 具体的には、通いサービスに要する時間（延べ40時間 、） ）

日中の訪問サービスに要する時間（８時間 、夜勤及び宿 日中の訪問サービスに要する時間（８時間 、夜勤及び宿） ）

直職員の勤務時間を合計した指定小規模多機能型居宅介護 直職員の勤務時間を合計した指定小規模多機能型居宅介護

において必要となる延べサービス時間を確保することがで において必要となる延べサービス時間を確保することがで

きるよう、有給休暇、研修時間、常勤・非常勤の別、サー きるよう、有給休暇、研修時間、常勤・非常勤の別、サー

ビス提供のあり方など、各事業所で定める諸条件を踏まえ ビス提供のあり方など、各事業所で定める諸条件を踏まえ

た上で、実際に配置しなければならない職員数を確保する た上で、実際に配置しなければならない職員数を確保する

ことが必要である。 ことが必要である。

夜間及び深夜の時間帯の設定に当たっては 「社会福祉 夜間及び深夜の時間帯の設定に当たっては 「社会福祉、 、

施設における宿直勤務の取扱いについて （昭和49年８月2 施設における宿直勤務の取扱いについて （昭和49年８月2」 」

0日社施第160号社会局施設課長、児童家庭局企画課長連名 0日社施第160号社会局施設課長、児童家庭局企画課長連名

通知）に準じて適切に行うこと。 通知）に準じて適切に行うこと。

なお、基準第63条第１項は小規模多機能型居宅介護従事 なお、基準第63条第１項は小規模多機能型居宅介護従事

者の必要数の算出基準を示したものであるので、日中であ 者の必要数の算出基準を示したものであるので、日中であ

れば通いサービスを行うために３：１以上、訪問サービス れば通いサービスを行うために３：１以上、訪問サービス

を行うために１以上をそれぞれのサービスに固定しなけれ を行うために１以上をそれぞれのサービスに固定しなけれ

ばならないという趣旨ではなく、日中勤務している小規模 ばならないという趣旨ではなく、日中勤務している小規模

多機能型居宅介護従事者全体で通いサービス及び訪問サー 多機能型居宅介護従事者全体で通いサービス及び訪問サー

ビスを行うこととなるものである。 ビスを行うこととなるものである。

ハ 日々の通いサービスの実際の職員配置については、その ハ 日々の通いサービスの実際の職員配置については、その

日ごとの状況に応じて判断する必要があるが、単に通いサ 日ごとの状況に応じて判断する必要があるが、単に通いサ
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ービスの利用者がいないからといって職員を配置しないと ービスの利用者がいないからといって職員を配置しないと

いうことではなく、通いサービスを利用しない者に対する いうことではなく、通いサービスを利用しない者に対する

訪問サービスも含め、利用者に何らかの形で関わることが 訪問サービスも含め、利用者に何らかの形で関わることが

できるような職員配置に努めるものとする。 できるような職員配置に努めるものとする。

ニ サテライト事業所においては、訪問サービスを行う小規 ニ サテライト事業所においては、訪問サービスを行う小規

模多機能型居宅介護従業者を常勤換算方法で１以上ではな 模多機能型居宅介護従業者を常勤換算方法で１以上ではな

、 。 、 、 。 、く １名以上配置することで足りることとしている なお く １名以上配置することで足りることとしている なお

本体事業所とサテライト事業所における訪問サービスは一 本体事業所とサテライト事業所における訪問サービスは一

体的に提供することが可能であり、本体事業所小規模多機 体的に提供することが可能であり、本体事業所小規模多機

能型居宅介護従業者はサテライト事業所の登録者に対し、 能型居宅介護従業者はサテライト事業所の登録者に対し、

サテライト事業所の小規模多機能型居宅介護従業者は本体 サテライト事業所の小規模多機能型居宅介護従業者は本体

事業所及び当該本体事業所に係る他のサテライト事業所の 事業所及び当該本体事業所に係る他のサテライト事業所の

登録者に対し、それぞれ訪問サービスを提供できるもので 登録者に対し、それぞれ訪問サービスを提供できるもので

あること。また、訪問サービスの提供に当たる小規模多機 あること。また、訪問サービスの提供に当たる小規模多機

能型居宅介護従業者、指定小規模多機能型居宅介護事業所 能型居宅介護従業者、指定小規模多機能型居宅介護事業所

から離れた特別養護老人ホーム等の職員が行う形態は認め から離れた特別養護老人ホーム等の職員が行う形態は認め

られない。特別養護老人ホーム等における職員が非常勤で られない。特別養護老人ホーム等における職員が非常勤で

ある場合には、非常勤として勤務する以外の時間帯に指定 ある場合には、非常勤として勤務する以外の時間帯に指定

小規模多機能型居宅介護事業所に勤務し、通いサービスや 小規模多機能型居宅介護事業所に勤務し、通いサービスや

宿泊サービスも含めた業務を行うことは差し支えない。 宿泊サービスも含めた業務を行うことは差し支えない。

ホ 小規模多機能型居宅介護従業者のうち１以上の者は、看 ホ 小規模多機能型居宅介護従業者のうち１以上の者は、看

、 、護師又は准看護師でなければならないこととされているが 護師又は准看護師でなければならないこととされているが

看護師又は准看護師は、常勤を要件としておらず、毎日配 看護師又は准看護師は、常勤を要件としておらず、毎日配

。 。置していなければいけないということではないものである 置していなければいけないということではないものである

また、サテライト事業所においては、本体事業所の看護師 また、サテライト事業所においては、本体事業所の看護師

又は准看護師が適切にサテライト事業所の登録者に対する 又は准看護師が適切にサテライト事業所の登録者に対する

健康管理等を行うことができる場合、小規模多機能型居宅 健康管理等を行うことができる場合、小規模多機能型居宅

介護従業者のうち、看護師又は准看護師を置かないことが 介護従業者のうち、看護師又は准看護師を置かないことが

できる。 できる。

ヘ 宿泊サービスの利用者が１人であっても、訪問サービス ヘ 宿泊サービスの利用者が１人であっても、訪問サービス

対応のため、夜間及び深夜の時間帯を通じて、夜勤１名と 対応のため、夜間及び深夜の時間帯を通じて、夜勤１名と

宿直１名の計２名が最低必要となるものである。また、宿 宿直１名の計２名が最低必要となるものである。また、宿

泊サービスの利用者がいない場合であって、夜間及び深夜 泊サービスの利用者がいない場合であって、夜間及び深夜

の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供する の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供する

ために必要な連絡体制を整備している時は、宿直及び夜勤 ために必要な連絡体制を整備している時は、宿直及び夜勤
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を行う従業者を置かないことができることとしたものであ を行う従業者を置かないことができることとしたものであ

る。なお、宿泊サービスの利用者のための夜勤職員に加え る。なお、宿泊サービスの利用者のための夜勤職員に加え

て配置される宿直職員は、主として登録者からの連絡を受 て配置される宿直職員は、主として登録者からの連絡を受

けての訪問サービスに対応するために配置されるものであ けての訪問サービスに対応するために配置されるものであ

ることから、連絡を受けた後、事業所から登録者宅へ訪問 ることから、連絡を受けた後、事業所から登録者宅へ訪問

するのと同程度の対応ができるなど、随時の訪問サービス するのと同程度の対応ができるなど、随時の訪問サービス

に支障がない体制が整備されているのであれば、必ずしも に支障がない体制が整備されているのであれば、必ずしも

事業所内で宿直する必要はないものである。また、サテラ 事業所内で宿直する必要はないものである。また、サテラ

イト事業所においては、本体事業所の宿直職員が、当該サ イト事業所においては、本体事業所の宿直職員が、当該サ

テライト事業所の登録者からの訪問サービスの要請に適切 テライト事業所の登録者からの訪問サービスの要請に適切

に対応できるときは、宿直職員を配置しないこともできる に対応できるときは、宿直職員を配置しないこともできる

ものであること。 ものであること。

ト サテライト事業所の登録者の処遇に支障がない場合は、 ト サテライト事業所の登録者の処遇に支障がない場合は、

本体事業所において宿泊サービスを提供することができる 本体事業所において宿泊サービスを提供することができる

こととされているが、本体事業所においてサテライト事業 こととされているが、本体事業所においてサテライト事業

所の登録者を宿泊させる際は、当該本体事業所との行事等 所の登録者を宿泊させる際は、当該本体事業所との行事等

の共同実施や、本体事業所の小規模多機能型居宅介護従業 の共同実施や、本体事業所の小規模多機能型居宅介護従業

者による訪問サービスの提供により、当該本体事業所の従 者による訪問サービスの提供により、当該本体事業所の従

。 、 。 、業者とのなじみの関係の構築を行うよう努めること なお 業者とのなじみの関係の構築を行うよう努めること なお

本体事業所の登録者がサテライト事業所の宿泊サービスを 本体事業所の登録者がサテライト事業所の宿泊サービスを

受けることは認められていないことに留意すること。 受けることは認められていないことに留意すること。

チ 基準第63条第６項は、指定小規模多機能型居宅介護事業 チ 基準第63条第６項は、指定小規模多機能型居宅介護事業

所と「居住」の事業所双方に、それぞれの人員に関する基 所と同項の表の中欄に掲げる事業所双方に、それぞれの人

準を満たす従業者を置いているときは、従業者はそれぞれ 員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、従業

、 。の事業所の業務に従事できるということであり 「居住」 者はそれぞれの事業所の業務に従事できるものであること

に移行してからもなじみの関係を保てるよう、指定小規模 従業者のうち介護職員については 「居住」に移行してか、

多機能型居宅介護事業所と「居住」の事業所は、人員とし らもなじみの関係を保てるよう、指定小規模多機能型居宅

ては一体のものとして、運営することを認めたものである 介護事業所と「居住」の事業所は、人員としては一体のも

（基準第90条第４項、第110条第８項及び第131条第16項に のとして、運営することを認めたものである（基準第90条

ついても同趣旨 。 第４項、第110条第８項及び第131条第16項についても同趣）

旨 。また、看護職員については、同項の表の当該指定小）

規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいず

れかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等が、

同一敷地内又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所

の看護職員の業務に支障がないと認められる範囲内にある
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場合に、当該他の施設等の職務に従事することができるこ

ととしたものである。

③ 介護支援専門員等 ③ 介護支援専門員等

イ 介護支援専門員は、指定を受ける際（指定を受けた後に イ 介護支援専門員は、指定を受ける際（指定を受けた後に

介護支援専門員の変更の届出を行う場合を含む ）に、113 介護支援専門員の変更の届出を行う場合を含む ）に、113。 。

号告示第３号に規定する研修を修了しているものとする。 号告示第３号に規定する研修を修了しているものとする。

なお、当該研修は具体的には地域密着研修通知２の⑴の① なお、当該研修は具体的には地域密着研修通知２の⑴の①

の「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」を指 の「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」を指

すものである。 すものである。

ロ 介護支援専門員は利用者の処遇に支障がない場合は、管 ロ 介護支援専門員は利用者の処遇に支障がない場合は、管

理者との兼務もできるものである。また、非常勤でも差し 理者との兼務もできるものである。また、非常勤でも差し

支えない。 支えない。

ハ 介護支援専門員は、基本的には、①登録者の小規模多機 ハ 介護支援専門員は、基本的には、①登録者の小規模多機

能型居宅介護以外の居宅サービスを含めた「居宅サービス 能型居宅介護以外の居宅サービスを含めた「居宅サービス

計画」の作成、②法定代理受領の要件である小規模多機能 計画」の作成、②法定代理受領の要件である小規模多機能

型居宅介護の利用に関する市町村への届出の代行、③小規 型居宅介護の利用に関する市町村への届出の代行、③小規

模多機能型居宅介護の具体的なサービス内容等を記載した 模多機能型居宅介護の具体的なサービス内容等を記載した

「小規模多機能型居宅介護計画」の作成の業務に従事する 「小規模多機能型居宅介護計画」の作成の業務に従事する

ものである。 ものである。

ニ 施行規則第65条の４第２号に基づく市町村への届出につ ニ 施行規則第65条の４第２号に基づく市町村への届出につ

いては、居宅サービスにおける例にならい、別紙１のよう いては、居宅サービスにおける例にならい、別紙１のよう

な標準様式とすること。 な標準様式とすること。

ホ サテライト事業所においては、介護支援専門員を配置せ ホ サテライト事業所においては、介護支援専門員を配置せ

ず、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了 ず、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了

した者（以下「研修修了者」という ）を配置することが した者（以下「研修修了者」という ）を配置することが。 。

できることとされているが、研修修了者はサテライト事業 できることとされているが、研修修了者はサテライト事業

所の登録者に係る小規模多機能型居宅介護計画の作成に従 所の登録者に係る小規模多機能型居宅介護計画の作成に従

事するものであり、ハの①の居宅サービス計画の作成及び 事するものであり、ハの①の居宅サービス計画の作成及び

②の市町村への届出の代行については、本体事業所の介護 ②の市町村への届出の代行については、本体事業所の介護

支援専門員が行わなければならないこと。なお、平成25年 支援専門員が行わなければならないこと。なお、平成25年

３月31日までの間は、研修修了者は、平成25年３月31日ま ３月31日までの間は、研修修了者は、平成25年３月31日ま

でに、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修 でに、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修

了する予定の者で差し支えないこと。 了する予定の者で差し支えないこと。

⑵ 管理者（基準第64条） ⑵ 管理者（基準第64条）

、 、① 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は常勤であり ① 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は常勤であり
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かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの

である。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業 である。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業

務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるもの 務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるもの

とする。 とする。

イ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能 イ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能

型居宅介護従業者としての職務に従事する場合 型居宅介護従業者としての職務に従事する場合

ロ 事業所に併設する基準第63条第６項各号に掲げる施設等 ロ 事業所に併設する基準第63条第６項各号に掲げる施設等

の職務に従事する場合 の職務に従事する場合

ハ 同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事 ハ 同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の職務に従事する場合（当該事業所が、指定夜間対応 業所の職務に従事する場合（当該事業所が、指定夜間対応

型訪問介護、指定訪問介護又は指定訪問看護の事業を一体 型訪問介護、指定訪問介護又は指定訪問看護の事業を一体

的に運営している場合の当該事業に係る職務を含む ） 的に運営している場合の当該事業に係る職務を含む ）。 。

② 管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンタ ② 管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンタ

、 、 、 、 、 、ー 介護老人保健施設 指定小規模多機能型居宅介護事業所 ー 介護老人保健施設 指定小規模多機能型居宅介護事業所

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス 指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス

事業所等の職員又は訪問介護員等として、三年以上認知症高 事業所等の職員又は訪問介護員等として、三年以上認知症高

齢者の介護に従事した経験を有する者であることが必要であ 齢者の介護に従事した経験を有する者であることが必要であ

る。さらに、管理者としての資質を確保するために、指定を る。さらに、管理者としての資質を確保するために、指定を

受ける際（指定を受けた後に管理者の変更の届出を行う場合 受ける際（指定を受けた後に管理者の変更の届出を行う場合

を含む ）に、113号告示第２号に規定する研修を修了してい を含む ）に、113号告示第２号に規定する研修を修了してい。 。

るものとする。なお、当該研修は具体的には地域密着研修通 るものとする。なお、当該研修は具体的には地域密着研修通

知１の⑴の「認知症対応型サービス事業管理者研修」を指す 知１の⑴の「認知症対応型サービス事業管理者研修」を指す

ものである。 ものである。

③ サテライト事業所の管理者は本体事業所の管理者を充てる ③ サテライト事業所の管理者は本体事業所の管理者を充てる

ことができることとされているが、当該本体事業所が指定複 ことができることとされているが、当該本体事業所が指定看

合型サービス事業所である場合であって、当該事業所の管理 護小規模多機能型居宅介護事業所である場合であって、当該

者が保健師又は看護師であるときは、当該保健師又は看護師 事業所の管理者が保健師又は看護師であるときは、当該保健

は認知症対応型サービス事業管理者研修を修了している必要 師又は看護師は認知症対応型サービス事業管理者研修を修了

があること。なお、平成25年３月31日までの間は、当該本体 している必要があること。なお、平成25年３月31日までの間

事業所である指定複合型サービス事業所の管理者であって、 は、当該本体事業所である指定複合型サービス事業所の管理

平成25年３月31日までに認知症対応型サービス事業管理者研 者であって、平成25年３月31日までに認知症対応型サービス

修を修了する予定の者を、サテライト事業所の管理者として 事業管理者研修を修了する予定の者を、サテライト事業所の

充てることは差し支えないこと。 管理者として充てることは差し支えないこと。

⑶ 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者（基準第65条） ⑶ 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者（基準第65条）

① 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者とは、基本的 ① 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者とは、基本的
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には、運営している法人の代表者であり、理事長や代表取締 には、運営している法人の代表者であり、理事長や代表取締

役が該当するが、法人の規模によって、理事長や代表取締役 役が該当するが、法人の規模によって、理事長や代表取締役

をその法人の地域密着型サービス部門の代表者として扱うの をその法人の地域密着型サービス部門の代表者として扱うの

は合理的でないと判断される場合においては、地域密着型サ は合理的でないと判断される場合においては、地域密着型サ

。 。ービスの事業部門の責任者などを代表者として差し支えない ービスの事業部門の責任者などを代表者として差し支えない

したがって、指定小規模多機能型居宅介護事業所の指定申請 したがって、指定小規模多機能型居宅介護事業所の指定申請

書に記載する代表者と異なることはあり得る。なお、管理者 書に記載する代表者と異なることはあり得る。なお、管理者

とは、各事業所の責任者を指すものであり、各法人の代表者 とは、各事業所の責任者を指すものであり、各法人の代表者

とは異なるが、例えば、法人が一つの介護サービス事業所の とは異なるが、例えば、法人が一つの介護サービス事業所の

みを運営している場合は、代表者と管理者が同一であること みを運営している場合は、代表者と管理者が同一であること

もあるものである。 もあるものである。

② 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護 ② 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護

、 、 、 、 、 、老人ホーム 老人デイサービスセンター 介護老人保健施設 老人ホーム 老人デイサービスセンター 介護老人保健施設

指定認知症対応型共同生活介護事業所等の職員又は訪問介護 指定認知症対応型共同生活介護事業所等の職員又は訪問介護

員等として認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者又 員等として認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者又

は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった

経験を有する者であることが必要である。さらに、代表者と 経験を有する者であることが必要である。さらに、代表者と

しての資質を確保するために、指定を受ける際（指定を受け しての資質を確保するために、指定を受ける際（指定を受け

た後に代表者の変更の届出を行う場合を含む ）に、113号告 た後に代表者の変更の届出を行う場合を含む ）に、113号告。 。

示第４号に規定する研修を修了しているものとする。なお、 示第４号に規定する研修を修了しているものとする。なお、

当該研修は具体的には地域密着研修通知３の⑴の「認知症対 当該研修は具体的には地域密着研修通知３の⑴の「認知症対

応型サービス事業開設者研修」を指すものである。 応型サービス事業開設者研修」を指すものである。

③ 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老 ③ 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老

人保健施設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知 人保健施設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知

症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等 症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等

の職員又は訪問介護員等として認知症高齢者の介護に従事し の職員又は訪問介護員等として認知症高齢者の介護に従事し

た経験又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に た経験又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に

携わった経験とは、特別養護老人ホーム、老人デイサービス 携わった経験とは、特別養護老人ホーム、老人デイサービス

センター、介護老人保健施設、指定小規模多機能型居宅介護 センター、介護老人保健施設、指定小規模多機能型居宅介護

事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型 事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型

サービス事業所等の職員か訪問介護員等として認知症高齢者 サービス事業所等の職員か訪問介護員等として認知症高齢者

の介護に携わった経験や、あるいは、保健医療サービスや福 の介護に携わった経験や、あるいは、保健医療サービスや福

祉サービスの経営に直接携わったことがあればよく、一律の 祉サービスの経営に直接携わったことがあればよく、一律の

経験年数の制約は設けていない。なお、経験の有無について 経験年数の制約は設けていない。なお、経験の有無について

は個々のケースごとに判断するものとする。また、これらの は個々のケースごとに判断するものとする。また、これらの
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サービスは、高齢者に対して直接ケアを行っているものを想 サービスは、高齢者に対して直接ケアを行っているものを想

定しており、医療系サービスとしては医療機関や訪問看護ス 定しており、医療系サービスとしては医療機関や訪問看護ス

テーションなど、福祉サービスとしては特別養護老人ホーム テーションなど、福祉サービスとしては特別養護老人ホーム

などが考えられるものである （基準第92条及び第173条につ などが考えられるものである （基準第92条及び第173条につ。 。

いても同趣旨） いても同趣旨）

④ サテライト事業所の代表者は本体事業所の代表者であるこ ④ サテライト事業所の代表者は本体事業所の代表者であるこ

とが望ましいが、当該本体事業所が指定複合型サービス事業 とが望ましいが、当該本体事業所が指定看護小規模多機能型

所である場合であって、当該本体事業所の代表者が保健師又 居宅介護事業所である場合であって、当該本体事業所の代表

は看護師であり、認知症対応型サービス事業開設者研修を修 者が保健師又は看護師であり、認知症対応型サービス事業開

了していないときは、当該代表者と別の当該研修の修了者を 設者研修を修了していないときは、当該代表者と別の当該研

サテライト事業所の代表者とする必要があること。なお、平 修の修了者をサテライト事業所の代表者とする必要があるこ

成25年３月31日までの間は、当該本体事業所である指定複合 と。なお、平成25年３月31日までの間は、当該本体事業所で

型サービス事業所の代表者であって、平成25年３月31日まで ある指定複合型サービス事業所の代表者であって、平成25年

に認知症対応型サービス事業開設者研修を修了する予定の者 ３月31日までに認知症対応型サービス事業開設者研修を修了

を、サテライト事業所の代表者として差し支えないこと。 する予定の者を、サテライト事業所の代表者として差し支え

ないこと。

３ 設備に関する基準 ３ 設備に関する基準

⑴ 登録定員（基準第66条） ⑴ 登録定員（基準第66条）

① 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員を25 ① 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員を29

人（サテライト事業所にあっては、18人）以下としなければ 人（サテライト事業所にあっては、18人）以下としなければ

ならないとしたものである。指定小規模多機能型居宅介護に ならないとしたものである。指定小規模多機能型居宅介護に

おいては、利用者と従業者のなじみの関係を築きながらサー おいては、利用者と従業者のなじみの関係を築きながらサー

ビスを提供する観点から、利用者は一か所の指定小規模多機 ビスを提供する観点から、利用者は一か所の指定小規模多機

能型居宅介護事業所に限って利用者登録を行うことができる 能型居宅介護事業所に限って利用者登録を行うことができる

ものであり、複数の指定小規模多機能型居宅介護事業所の利 ものであり、複数の指定小規模多機能型居宅介護事業所の利

用は認められないものである。 用は認められないものである。

② 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その通いサービス ② 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その通いサービス

の利用定員を登録定員の２分の１から15人（サテライト事業 の利用定員を登録定員の２分の１から15人（登録定員が25人

所にあっては、12人）までと、宿泊サービスの利用定員を通 を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登

、 、いサービスの利用定員の３分の１から９人（サテライト事業 録定員に応じて 基準第66条第２項第１号の表中に定める数

所にあっては、６人）までとしなければならないとしたもの サテライト事業所にあっては、12人）までと、宿泊サービス

である。この場合における利用定員については、当該指定小 の利用定員を通いサービスの利用定員の３分の１から９人 サ（

規模多機能型居宅介護事業所において一日当たりの同時にサ テライト事業所にあっては、６人）までとしなければならな

。 、ービスの提供を受ける者の上限を指すものである。なお、基 いとしたものである この場合における利用定員については

準第82条の規定により、特に必要と認められる場合は、当該 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所において一日当たり
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、利用定員を超えるサービス提供も差し支えないこととされて の同時にサービスの提供を受ける者の上限を指すものであり

いるので、指定小規模多機能型居宅介護が利用者の心身の状 １日当たりの延べ人数ではないことに留意すること。なお、

況に応じ、柔軟に通いサービス、訪問サービス、宿泊サービ 基準第82条の規定により、特に必要と認められる場合は、当

スを組み合わせて提供されるものであることを踏まえ、適切 該利用定員を超えるサービス提供も差し支えないこととされ

なサービス提供を行うこと。 ているので、指定小規模多機能型居宅介護が利用者の心身の

状況に応じ、柔軟に通いサービス、訪問サービス、宿泊サー

ビスを組み合わせて提供されるものであることを踏まえ、適

切なサービス提供を行うこと。

③ 指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設している有料老 ③ 指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設している有料老

人ホームの入居者が指定小規模多機能型居宅介護を利用する 人ホームの入居者が指定小規模多機能型居宅介護を利用する

ことは可能である（ただし、特定施設入居者生活介護を受け ことは可能である（ただし、特定施設入居者生活介護を受け

ている間は、介護報酬は算定できない ）が、養護老人ホー ている間は、介護報酬は算定できない ）が、養護老人ホー。 。

ムの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用することに ムの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用することに

ついては、養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとし ついては、養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとし

て基礎的な生活支援が行われているところであり、養護老人 て基礎的な生活支援が行われているところであり、養護老人

ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用するこ ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用するこ

とは想定していないものである。 とは想定していないものである。

⑵ 設備及び備品等（基準第67条） ⑵ 設備及び備品等（基準第67条）

① 基準第67条第１項にいう「事業所」及び「消火設備その他 ① 基準第67条第１項にいう「事業所」及び「消火設備その他

の非常災害に際して必要な設備」は、指定認知症対応型通所 の非常災害に際して必要な設備」は、指定認知症対応型通所

介護に係る第44条第１項の規定と同趣旨であるため、第三の 介護に係る第44条第１項の規定と同趣旨であるため、第三の

二の２の⑴の⑤のイ及びロを参照されたい。 二の２の⑴の⑤のイ及びロを参照されたい。

② 居間及び食堂 ② 居間及び食堂

、 、 、 、イ 居間及び食堂は同一の室内とする場合であっても 居間 イ 居間及び食堂は同一の室内とする場合であっても 居間

食堂のそれぞれの機能が独立していることが望ましい。ま 食堂のそれぞれの機能が独立していることが望ましい。ま

た、その広さについても原則として利用者及び小規模多機 た、その広さについても原則として利用者及び小規模多機

能型居宅介護従業者が一堂に会するのに充分な広さを確保 能型居宅介護従業者が一堂に会するのに充分な広さを確保

するものとする。 するものとする。

ロ 居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを ロ 居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを

確保することが必要である。 確保することが必要である。

なお、基準第66条第２項第１号の規定により通いサービ

スの利用定員について15人を超えて定める指定小規模多機

能型居宅介護事業所にあっては、居間及び食堂を合計した

面積は、利用者の処遇に支障がないと認められる十分な広

さ（１人当たり３㎡以上）を確保することが必要である。
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③ 宿泊室 ③ 宿泊室

イ 民家等の既存施設を活用した効率的なサービス提供等を イ 民家等の既存施設を活用した効率的なサービス提供等を

可能とする観点から、宿泊専用の個室がない場合であって 可能とする観点から、宿泊専用の個室がない場合であって

も、宿泊室についてプライバシーが確保されたしつらえに も、宿泊室についてプライバシーが確保されたしつらえに

なっていれば差し支えない。プライバシーが確保されたも なっていれば差し支えない。プライバシーが確保されたも

のとは、例えば、パーティションや家具などにより利用者 のとは、例えば、パーティションや家具などにより利用者

同士の視線の遮断が確保されるようなものである必要があ 同士の視線の遮断が確保されるようなものである必要があ

るが、壁やふすまのような建具まで要するということでは るが、壁やふすまのような建具まで要するということでは

ない。ただし、カーテンはプライバシーが確保されたもの ない。ただし、カーテンはプライバシーが確保されたもの

とは考えにくいことから認められないものである。 とは考えにくいことから認められないものである。

ロ 利用者が泊まるスペースは、基本的に一人当たり7.43㎡ ロ 利用者が泊まるスペースは、基本的に一人当たり7.43㎡

程度あり、かつ、その構造がプライバシーが確保されたも 程度あり、かつ、その構造がプライバシーが確保されたも

のであることが必要であることから、例えば、６畳間であ のであることが必要であることから、例えば、６畳間であ

れば、基本的に１人を宿泊させることになる。ただし、利 れば、基本的に１人を宿泊させることになる。ただし、利

用者の希望等により、６畳間で一時的に２人を宿泊させる 用者の希望等により、６畳間で一時的に２人を宿泊させる

という状態があったとしても、そのことをもって直ちに基 という状態があったとしても、そのことをもって直ちに基

準違反となるものではないことに留意すること。 準違反となるものではないことに留意すること。

ハ 他の利用者が通らない宿泊室と連続した縁側等について ハ 他の利用者が通らない宿泊室と連続した縁側等について

は、宿泊室の面積に含めて差し支えない。 は、宿泊室の面積に含めて差し支えない。

④ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の居間を指定小規模 ④ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の居間を指定小規模

多機能型居宅介護の居間として共用することは、指定認知症 多機能型居宅介護の居間として共用することは、指定認知症

対応型共同生活介護事業所の居間は入居者の生活空間である 対応型共同生活介護事業所の居間は入居者の生活空間である

ことから、基本的に指定小規模多機能型居宅介護の居間との ことから、基本的に指定小規模多機能型居宅介護の居間との

共用は認められないものである。ただし、事業所が小規模で 共用は認められないものである。ただし、事業所が小規模で

ある場合（指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービ ある場合（指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービ

スと指定認知症対応型共同生活介護事業所の定員の合計が15 スと指定認知症対応型共同生活介護事業所の定員の合計が15

名以下である場合）などで、指定認知症対応型共同生活介護 名以下である場合）などで、指定認知症対応型共同生活介護

事業所の居間として必要なものが確保されており、かつ、指 事業所の居間として必要なものが確保されており、かつ、指

定小規模多機能型居宅介護の居間として機能を十分に発揮し 定小規模多機能型居宅介護の居間として機能を十分に発揮し

うる適当な広さを有している場合は、共通としても差し支え うる適当な広さを有している場合は、共通としても差し支え

ない。また、指定小規模多機能型居宅介護の居間及び食堂を ない。また、指定小規模多機能型居宅介護の居間及び食堂を

指定通所介護等の機能訓練室及び食堂として共用することは 指定通所介護等の機能訓練室、食堂及び法第115条の45第１

認められないが、浴室、トイレ等を共用することは差し支え 項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の交流スペー

ない。なお、指定通所介護事業所等の浴室を活用する場合、 スとして共用することは認められないが、浴室、トイレ等を

当該指定通所介護事業所等の利用者が利用している時間帯に 共用することは差し支えない。なお、指定通所介護事業所等
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指定小規模多機能型居宅介護事業所の利用者が利用できない の浴室を活用する場合、当該指定通所介護事業所等の利用者

取扱いとするなど画一的な取扱いは行わないこと。 が利用している時間帯に指定小規模多機能型居宅介護事業所

の利用者が利用できない取扱いとするなど画一的な取扱いは

行わないこと。

⑤ 事業所の立地 ⑤ 事業所の立地

指定小規模多機能型居宅介護事業所の立地については、利 指定小規模多機能型居宅介護事業所の立地については、利

用者に対して、家庭的な雰囲気によるサービスを提供するこ 用者に対して、家庭的な雰囲気によるサービスを提供するこ

と、また、地域との交流を図ることによる社会との結びつき と、また、地域との交流を図ることによる社会との結びつき

を確保することなどのため、住宅地の中にあること又は住宅 を確保することなどのため、住宅地の中にあること又は住宅

地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地 地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地

域の中にあることを、市町村が確認することを求めたもので 域の中にあることを、市町村が確認することを求めたもので

ある。開設及び指定申請時においては、都市計画法（昭和43 ある。開設及び指定申請時においては、都市計画法（昭和43

年法律第百号）その他の法令の規定により一律に判断するの 年法律第百号）その他の法令の規定により一律に判断するの

ではなく、事業所を開設しようとする場所の現地調査等によ ではなく、事業所を開設しようとする場所の現地調査等によ

り、周辺の環境を踏まえ、地域の実情に応じて適切に判断さ り、周辺の環境を踏まえ、地域の実情に応じて適切に判断さ

れるべきものである（基準第93条第６項についても同趣旨 。 れるべきものである（基準第93条第６項についても同趣旨 。） ）

なお、指定小規模多機能型居宅介護が、利用者と職員とのな なお、指定小規模多機能型居宅介護が、利用者と職員とのな

じみの関係を構築しながらサービスを提供するものであるこ じみの関係を構築しながらサービスを提供するものであるこ

とに鑑み 他の事業所及び施設等との併設の可否については とに鑑み、指定小規模多機能型事業所と他の施設・事業所と、 、

次のとおりとする。 の併設については、指定小規模多機能型居宅介護として適切

なサービスが提供されることを前提に認められるものである

ことに留意すること。

併設する事業所 ①職員の ②同一建物 ③同じ法人が （削除）

行き来可能 に併設 別棟に併設

○ ○ ○
地域密着型の

４施設等（※１）

× ○ ○
居宅サービス

事業所等（※２）

広域型の特別養護

老人ホーム、老人 × × ○

保健施設等

※１ 地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設、認知症対応

型共同生活介護事業所、介護療養型医療施設（療養病床を有する診

療所であるものに限る ）をいう。。
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※２ 居宅サービス事業所、※１以外の地域密着型サービス事業所、入

所定員29人以下の小規模な介護老人保健施設をいう。

４ 運営に関する基準 ４ 運営に関する基準

⑴ 居宅サービス事業者等との連携 ⑴ 居宅サービス事業者等との連携

基準第69条第一項は、指定小規模多機能型居宅介護事業所 基準第69条第一項は、指定小規模多機能型居宅介護事業所

の介護支援専門員が登録者の居宅サービス計画を作成し、指 の介護支援専門員が登録者の居宅サービス計画を作成し、指

定小規模多機能型居宅介護以外の指定訪問看護等の指定居宅 定小規模多機能型居宅介護以外の指定訪問看護等の指定居宅

サービス等について給付管理を行うこととされていることか サービス等について給付管理を行うこととされていることか

ら、利用者が利用する指定居宅サービス事業者とは連携を密 ら、利用者が利用する指定居宅サービス事業者とは連携を密

にしておかなければならないとしたものである。 にしておかなければならないとしたものである。

⑵ 身分を証する書類の携行 ⑵ 身分を証する書類の携行

基準第70条は、利用者が安心して指定小規模多機能型居宅 基準第70条は、利用者が安心して指定小規模多機能型居宅

介護の訪問サービスの提供を受けられるよう、指定小規模多 介護の訪問サービスの提供を受けられるよう、指定小規模多

機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護 機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所の訪問サービスの提供に当たる者に身分を明らかにす 事業所の訪問サービスの提供に当たる者に身分を明らかにす

る証書や名札等を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその る証書や名札等を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその

家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しな 家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しな

ければならないこととしたものである。この証書等には、当 ければならないこととしたものである。この証書等には、当

該指定小規模多機能型居宅介護事業所の名称、当該訪問サー 該指定小規模多機能型居宅介護事業所の名称、当該訪問サー

ビスの提供に当たる者の氏名を記載するものとし、当該訪問 ビスの提供に当たる者の氏名を記載するものとし、当該訪問

サービスの提供に当たる者の写真の貼付や職能の記載を行う サービスの提供に当たる者の写真の貼付や職能の記載を行う

ことが望ましい。 ことが望ましい。

⑶ 利用料等の受領 ⑶ 利用料等の受領

① 基準第71条第１項、第２項及び第５項の規定は、指定定 ① 基準第71条第１項、第２項及び第５項の規定は、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る基準第３条の19第 期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る基準第３条の19第

１項、第２項及び第４項の規定と同趣旨であるため、第三 １項、第２項及び第４項の規定と同趣旨であるため、第三

の一の４の⑿の①、②及び④を参照されたい。 の一の４の⑿の①、②及び④を参照されたい。

② 基準第71条第３項は、指定小規模多機能型居宅介護事業 ② 基準第71条第３項は、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関して、 者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に関して、

イ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域 イ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域

に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用 に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

ロ 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域 ロ 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域

の居宅において訪問サービスを提供する場合は、それに の居宅において訪問サービスを提供する場合は、それに

要した交通費の額 要した交通費の額

ハ 食事の提供に要する費用 ハ 食事の提供に要する費用
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ニ 宿泊に要する費用 ニ 宿泊に要する費用

ホ おむつ代 ホ おむつ代

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、指定小規模多機能 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、指定小規模多機能

型居宅介護の提供において提供される便宜のうち、日常 型居宅介護の提供において提供される便宜のうち、日常

生活においても通常必要となるものに係る費用であって、 生活においても通常必要となるものに係る費用であって、

その利用者に負担させることが適当と認められるものに その利用者に負担させることが適当と認められるものに

ついては、前２項の利用料のほかに利用者から支払を受 ついては、前２項の利用料のほかに利用者から支払を受

けることができることとし、保険給付の対象となってい けることができることとし、保険給付の対象となってい

るサービスと明確に区分されないあいまいな名目による るサービスと明確に区分されないあいまいな名目による

費用の支払を受けることは認めないこととしたものであ 費用の支払を受けることは認めないこととしたものであ

る。なお、ハ及びニの費用については、指針の定めると る。なお、ハ及びニの費用については、指針の定めると

ころによるものとし、ヘの費用の具体的な範囲について ころによるものとし、ヘの費用の具体的な範囲について

は、別に通知するところによるものである。 は、別に通知するところによるものである。

⑷ 指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針 （削除）

① 基準第72条第２項は、指定小規模多機能型居宅介護事業

者は、まず自ら提供する指定小規模多機能型居宅介護の質

の評価を行った上で、各都道府県が選定した評価機関の実

施するサービス評価を受け、その評価結果を踏まえて総括

的な評価を行い、常にその提供する指定小規模多機能型居

宅介護の質の改善を図らなければならないことを規定した

ものである。

② 自己評価は、各事業所が、自ら提供するサービスを評価

・点検することにより、サービスの改善及び質の向上を目

的として実施するものであり、事業所の開設から概ね六か

月を経過した後に実施するものである。自己評価結果の公

表については、利用者並びに利用者の家族へ提供するほか、

事業所内の外部の者にも確認しやすい場所に掲示する方法

や、市町村窓口、地域包括支援センターに置いておく方法、

インターネットを活用する方法などが考えられる。

③ 外部評価については、現在指定認知症対応型共同生活介

護事業所において実施されている外部評価と同様に、都道

府県が指定する外部評価機関が、事業所が行った自己評価

結果に基づき、第三者の観点から、サービスの評価を行う

ことを想定しており、自己評価を行った後、事業所の開設

後一年以内に実施することとなっている。外部評価結果の



- 81 -

公表については、事業所内で自己評価結果の公表と同様の

扱いのほか、外部評価機関がＷＡＭ―ＮＥＴ上に公表する

等が考えられる。

⑸ 指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針（基準第73 ⑷ 指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針（基準第73

条） 条）

① 制度上は週１回程度の利用でも所定点数の算定は可能で ① 制度上は週１回程度の利用でも所定点数の算定は可能で

あるが、利用者負担等も勘案すれば、このような利用は必 あるが、利用者負担等も勘案すれば、このような利用は必

ずしも合理的ではなく、運営推進会議に通いサービスの回 ずしも合理的ではなく、運営推進会議に通いサービスの回

数等を報告し、適切なサービス提供であるかどうかの評価 数等を報告し、適切なサービス提供であるかどうかの評価

を受けることが必要となるものである。 を受けることが必要となるものである。

指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスを中心と 指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスを中心と

して、利用者の様態や希望に応じて、訪問サービスや宿泊 して、利用者の様態や希望に応じて、訪問サービスや宿泊

サービスを組み合わせてサービスを提供するという弾力的 サービスを組み合わせてサービスを提供するという弾力的

なサービス提供が基本であり、宿泊サービスの上限は設け なサービス提供が基本であり、宿泊サービスの上限は設け

ず、重度の者であれば、運営推進会議に対し報告し、評価 ず、重度の者であれば、運営推進会議に対し報告し、評価

を受けることを前提として、ほぼ毎日宿泊する形態も考え を受けることを前提として、ほぼ毎日宿泊する形態も考え

られる。しかしながら、ほぼ毎日宿泊するような者が増え、 られる。しかしながら、ほぼ毎日宿泊するような者が増え、

他の利用者の宿泊に対応できないような状況になれば、他 他の利用者の宿泊に対応できないような状況になれば、他

の利用者が適切にサービスが利用できるよう調整を行うこ の利用者が適切にサービスが利用できるよう調整を行うこ

とが必要となるものである。 とが必要となるものである。

② 同条第４号で定める「サービスの提供等」とは、小規模 ② 同条第４号で定める「サービスの提供等」とは、小規模

多機能型居宅介護計画の目標及び内容や行事及び日課等も 多機能型居宅介護計画の目標及び内容や行事及び日課等も

含むものである。 含むものである。

③ 同条第５号及び第６号は、当該利用者又は他の利用者等 ③ 同条第５号及び第６号は、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 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ず、緊急やむを得ない場 き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場

合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時 合に身体的拘束等を行う場合にあっても、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 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こととしたものである。な 理由を記録しなければならないこととしたものである。な

お、基準第87条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年 お、基準第87条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年

間保存しなければならない。 間保存しなければならない。

④ 基準第73条第７号に定める「通いサービスの利用者が登 ④ 基準第73条第７号に定める「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」とは、登録定員のおおむね 録定員に比べて著しく少ない」とは、登録定員のおおむね

３分の１以下が目安となる。登録定員が25人の場合は通い ３分の１以下が目安となる。登録定員が25人の場合は通い

サービスの利用者が８人以下であれば、著しく少ない状態 サービスの利用者が８人以下であれば、著しく少ない状態
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といえる。 といえる。

⑤ 同条第８号に定める「適切なサービス」とは、１の利用 ⑤ 同条第８号に定める「適切なサービス」とは、１の利用

者に対して、通いサービス、宿泊サービス及び訪問サービ 者に対して、通いサービス、宿泊サービス及び訪問サービ

スを合わせて概ね週４回以上行うことが目安となるもので スを合わせて概ね週４回以上行うことが目安となるもので

ある。指定小規模多機能型居宅介護事業者は、通いサービ ある。指定小規模多機能型居宅介護事業者は、通いサービ

ス、宿泊サービス及び訪問サービスを提供しない日であっ ス、宿泊サービス及び訪問サービスを提供しない日であっ

ても、電話による見守りを含め、利用者に何らかの形で関 ても、電話による見守りを含め、利用者に何らかの形で関

わることが望ましい。なお、指定小規模多機能型居宅介護 わることが望ましい。なお、指定小規模多機能型居宅介護

の訪問サービスは身体介護に限られないため、利用者宅を の訪問サービスは身体介護に限られないため、利用者宅を

適宜訪問し、見守りの意味で声かけ等を行った場合でも訪 適宜訪問し、見守りの意味で声かけ等を行った場合でも訪

問サービスの回数に含めて差し支えない。 問サービスの回数に含めて差し支えない。

⑹ 居宅サービス計画の作成 ⑸ 居宅サービス計画の作成

① 基準第74条第１項は、登録者の居宅サービス計画は、指 ① 基準第74条第１項は、登録者の居宅サービス計画は、指

定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員に作成 定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員に作成

させることとしたものである。このため、指定小規模多機 させることとしたものである。このため、指定小規模多機

能型居宅介護の利用を開始した場合には、介護支援専門員 能型居宅介護の利用を開始した場合には、介護支援専門員

は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門 は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門

員に変更することとなる。 員に変更することとなる。

② 指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員は、 ② 指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員は、

指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が通常行ってい 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が通常行ってい

る業務を行わなければならないものである。具体的な事務 る業務を行わなければならないものである。具体的な事務

の流れは別紙２のとおりである。なお、作成した居宅サー の流れは別紙２のとおりである。なお、作成した居宅サー

ビス計画は、基準第87条第２項の規定に基づき、２年間保 ビス計画は、基準第87条第２項の規定に基づき、２年間保

存しなければならない。 存しなければならない。

③ サテライト事業所に研修修了者を配置する場合の居宅サ ③ サテライト事業所に研修修了者を配置する場合の居宅サ

ービス計画の作成については、本体事業所の介護支援専門 ービス計画の作成については、本体事業所の介護支援専門

員が行う必要があること。 員が行う必要があること。

⑺ 法定代理受領サービスに係る報告 ⑹ 法定代理受領サービスに係る報告

基準第75条は、地域密着型介護サービス費又は居宅介護サ 基準第75条は、地域密着型介護サービス費又は居宅介護サ

ービス費を利用者に代わり当該指定小規模多機能型居宅介護 ービス費を利用者に代わり当該指定小規模多機能型居宅介護

事業者又は当該指定居宅サービス事業者に支払うための手続 事業者又は当該指定居宅サービス事業者に支払うための手続

きとして、指定小規模多機能型居宅介護事業者に、市町村（国 きとして、指定小規模多機能型居宅介護事業者に、市町村（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）に対して、居宅サービス計画におい 民健康保険団体連合会）に対して、居宅サービス計画におい

て位置づけられている指定小規模多機能型居宅介護又は指定 て位置づけられている指定小規模多機能型居宅介護又は指定
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居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置づけ 居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置づけ

たものに関する情報を記載した文書（給付管理票）を毎月提 たものに関する情報を記載した文書（給付管理票）を毎月提

出することを義務づけたものである。 出することを義務づけたものである。

⑻ 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付 ⑺ 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付

基準第76条は、登録者が指定小規模多機能型居宅介護事業 基準第76条は、登録者が指定小規模多機能型居宅介護事業

者を変更した場合に、変更後の指定小規模多機能型居宅介護 者を変更した場合に、変更後の指定小規模多機能型居宅介護

事業者が滞りなく給付管理票の作成・届出等の事務を行うこ 事業者が滞りなく給付管理票の作成・届出等の事務を行うこ

とができるよう、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登 とができるよう、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登

録者が他の指定小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望 録者が他の指定小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望

する場合その他登録者からの申し出があった場合には、当該 する場合その他登録者からの申し出があった場合には、当該

登録者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に 登録者に対し、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こととしたものである。 関する書類を交付しなければならないこととしたものである。

⑼ 小規模多機能型居宅介護計画の作成 ⑻ 小規模多機能型居宅介護計画の作成

① 当該計画の作成及びその実施に当たっては、いたずらに ① 当該計画の作成及びその実施に当たっては、いたずらに

これを利用者に強制することとならないように留意するも これを利用者に強制することとならないように留意するも

のとする。 のとする。

② 基準第77条第２項に定める「多様な活動」とは、地域の ② 基準第77条第２項に定める「多様な活動」とは、地域の

特性や利用者の生活環境に応じたレクリエーション、行事、 特性や利用者の生活環境に応じたレクリエーション、行事、

園芸、農作業などの利用者の趣味又は嗜好に応じた活動等 園芸、農作業などの利用者の趣味又は嗜好に応じた活動等
し し

をいうものである。 をいうものである。

③ 小規模多機能型居宅介護計画は、利用者の心身の状況、 ③ 小規模多機能型居宅介護計画は、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作成されなけれ 希望及びその置かれている環境を踏まえて作成されなけれ

ばならないものであり、サービス内容等への利用者の意向 ばならないものであり、サービス内容等への利用者の意向

の反映の機会を保障するため、介護支援専門員又はサテラ の反映の機会を保障するため、介護支援専門員又はサテラ

イト事業所の研修修了者は、小規模多機能型居宅介護計画 イト事業所の研修修了者は、小規模多機能型居宅介護計画

の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の

同意を得なければならず、また、当該小規模多機能型居宅 同意を得なければならず、また、当該小規模多機能型居宅

介護計画を利用者に交付しなければならない。なお、交付 介護計画を利用者に交付しなければならない。なお、交付

した小規模多機能型居宅介護計画は、基準第87条第２項の した小規模多機能型居宅介護計画は、基準第87条第２項の

規定に基づき、２年間保存しなければならない。 規定に基づき、２年間保存しなければならない。

（新設） ④ 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

第13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、
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小規模多機能型居宅介護事業所において短期利用居宅介護

費を算定する場合で、居宅介護支援事業所の介護支援専門

員が作成した居宅サービス計画に基づきサービスを提供し

ている小規模多機能型居宅介護事業者は、当該居宅サービ

ス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から小規模

多機能型居宅介護計画の提供の求めがあった際には、当該

小規模多機能型居宅介護計画を提供することに協力するよ

う努めるものとする。

⑽ 介護等 ⑼ 介護等

① 基準第78条第１項で定める介護サービスの提供に当たっ ① 基準第78条第１項で定める介護サービスの提供に当たっ

ては、利用者の心身の状況に応じ、利用者がその自主性を ては、利用者の心身の状況に応じ、利用者がその自主性を

保ち、意欲的に日々の生活を送ることが出来るように介護 保ち、意欲的に日々の生活を送ることが出来るように介護

サービスを提供し又は必要な支援を行うものとする。その サービスを提供し又は必要な支援を行うものとする。その

際、利用者の人格に十分に配慮しなければならない。 際、利用者の人格に十分に配慮しなければならない。

② 同条第２項は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、 ② 同条第２項は、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サービスを事業所の従業者 指定小規模多機能型居宅介護のサービスを事業所の従業者

に行わせなければならないことを定めたものであり、例え に行わせなければならないことを定めたものであり、例え

ば、利用者の負担によって指定小規模多機能型居宅介護の ば、利用者の負担によって指定小規模多機能型居宅介護の

一部を付添者等に行わせることがあってはならない。 一部を付添者等に行わせることがあってはならない。

③ 同条第３項は、利用者が小規模多機能型居宅介護従業者 ③ 同条第３項は、利用者が小規模多機能型居宅介護従業者

と食事や清掃、洗濯、買物、園芸、農作業、レクリエーシ と食事や清掃、洗濯、買物、園芸、農作業、レクリエーシ

ョン、行事等を可能な限り共同で行うことによって良好な ョン、行事等を可能な限り共同で行うことによって良好な

人間関係に基づく家庭的な生活環境の中で日常生活が送れ 人間関係に基づく家庭的な生活環境の中で日常生活が送れ

るようにすることに配慮したものである。 るようにすることに配慮したものである。

⑾ 社会生活上の便宜の提供等 ⑽ 社会生活上の便宜の提供等

① 基準第79条第１項は、指定小規模多機能型居宅介護事業 ① 基準第79条第１項は、指定小規模多機能型居宅介護事業

者は画一的なサービスを提供するのではなく、利用者の外 者は画一的なサービスを提供するのではなく、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 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ることとしたものである。 の継続のための支援に努めることとしたものである。

② 同条第２項は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、 ② 同条第２項は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

郵便、証明書等の交付申請等、利用者が必要とする手続等 郵便、証明書等の交付申請等、利用者が必要とする手続等

について、利用者又はその家族が行うことが困難な場合は、 について、利用者又はその家族が行うことが困難な場合は、

原則としてその都度、その者の同意を得た上で代行しなけ 原則としてその都度、その者の同意を得た上で代行しなけ

ればならないこととするものである。特に金銭にかかるも ればならないこととするものである。特に金銭にかかるも

のについては書面等をもって事前に同意を得るとともに、 のについては書面等をもって事前に同意を得るとともに、
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代行した後はその都度本人に確認を得るものとする。 代行した後はその都度本人に確認を得るものとする。

③ 同条第３項は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、 ③ 同条第３項は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

利用者の家族に対し、当該指定小規模多機能型居宅介護事 利用者の家族に対し、当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所の会報の送付、当該事業者が実施する行事への参加の 業所の会報の送付、当該事業者が実施する行事への参加の

呼びかけ等によって利用者とその家族が交流できる機会等 呼びかけ等によって利用者とその家族が交流できる機会等

を確保するよう努めなければならないこととするものであ を確保するよう努めなければならないこととするものであ

る。 る。

⑿ 緊急時等の対応 ⑾ 緊急時等の対応

基準第80条は、小規模多機能型居宅介護従業者が現に指定 基準第80条は、小規模多機能型居宅介護従業者が現に指定

小規模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に 小規模多機能型居宅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、運営規程に定 病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規程に定

められた緊急時の対応方法に基づき速やかに主治医又はあら められた緊急時の対応方法に基づき速やかに主治医又はあら

かじめ当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力 かじめ当該指定小規模多機能型居宅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 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

ないこととしたものである。協力医療機関については、次の ないこととしたものである。協力医療機関については、次の

点に留意するものとする。 点に留意するものとする。

① 協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にあることが ① 協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にあることが

望ましいものであること。 望ましいものであること。

② 緊急時において円滑な協力を得るため、当該協力医療機 ② 緊急時において円滑な協力を得るため、当該協力医療機

関との間であらかじめ必要な事項を取り決めておくこと。 関との間であらかじめ必要な事項を取り決めておくこと。

⒀ 運営規程 ⑿ 運営規程

基準第81条は、指定小規模多機能型居宅介護の事業の適正 基準第81条は、指定小規模多機能型居宅介護の事業の適正

な運営及び利用者に対する適切な指定小規模多機能型居宅介 な運営及び利用者に対する適切な指定小規模多機能型居宅介

護の提供を確保するため、同条第１号から第10号までに掲げ 護の提供を確保するため、同条第１号から第10号までに掲げ

る事項を内容とする規程を定めることを指定小規模多機能型 る事項を内容とする規程を定めることを指定小規模多機能型

居宅介護事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次の点 居宅介護事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次の点

に留意するものとする。 に留意するものとする。

① 営業日及び営業時間（第３号） ① 営業日及び営業時間（第３号）

指定小規模多機能型居宅介護事業所は、365日利用者の居 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、365日利用者の居

宅生活を支援するものであり、休業日を設けることは想定 宅生活を支援するものであり、休業日を設けることは想定

、 。 、 、 。 、していないことから 営業日は365日と記載すること また していないことから 営業日は365日と記載すること また

訪問サービスは、利用者からの随時の要請にも対応するも 訪問サービスは、利用者からの随時の要請にも対応するも

のであることから、24時間と、通いサービス及び宿泊サー のであることから、24時間と、通いサービス及び宿泊サー

ビスは、それぞれの営業時間を記載すること。 ビスは、それぞれの営業時間を記載すること。

② 通常の事業の実施地域（第６号） ② 通常の事業の実施地域（第６号）
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基準第81条第６号は、指定定期巡回・随時対応型訪問介 基準第81条第６号は、指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護に係る基準第３条の29第５号の規定と同趣旨である 護看護に係る基準第３条の29第５号の規定と同趣旨である

ため、第三の一の４の⒇の④を参照されたい。 ため、第三の一の４の⒇の④を参照されたい。

③ 非常災害対策（第９号） ③ 非常災害対策（第９号）

⒂の非常災害に関する具体的計画を指すものであること ⒂の非常災害に関する具体的計画を指すものであること

（基準第102条第６号についても同趣旨 。 （基準第102条第６号についても同趣旨 。） ）

⒁ 定員の遵守 ⒀ 定員の遵守

基準第82条に定める「特に必要と認められる場合」として 基準第82条に定める「特に必要と認められる場合」として

は、登録者の介護者が急病等のため事業所においてサービス は、例えば、以下のような事例等が考えられるが 「一時的」、

を提供する必要が生じた場合や登録者全員を集めて催しを兼 とは、こうした必要と認められる事情が終了するまでの間を

ねたサービスを提供する場合などが考えられるが 「一時的」 いうものである。、

とは、こうした必要と認められる事情が終了するまでの間を

いうものである。

（特に必要と認められる場合の例）

・ 登録者の介護者が急病のため、急遽、事業所において通

いサービスを提供したことにより、当該登録者が利用した

時間帯における利用者数が定員を超える場合

・ 事業所において看取りを希望する登録者に対し、宿泊室

においてサービスを提供したことにより、通いサービスの

提供時間帯における利用者数が定員を超える場合

・ 登録者全員を集めて催しを兼ねたサービスを提供するた

め、通いサービスの利用者数が定員を超える場合

・ 上記に準ずる状況により特に必要と認められる場合

⒂ 非常災害対策 ⒁ 非常災害対策

基準第82条の２は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、 基準第82条の２は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通 非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通

報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万 報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万

全を期さなければならないこととしたものである。関係機関 全を期さなければならないこととしたものである。関係機関

への通報及び連携体制の整備とは、火災等の災害時に、地域 への通報及び連携体制の整備とは、火災等の災害時に、地域

の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知 の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知

徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図 徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図

り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体 り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体

制作りを求めることとしたものである。なお「非常災害に関 制作りを求めることとしたものである。なお「非常災害に関

する具体的計画」とは、消防法施行規則第三条に規定する消 する具体的計画」とは、消防法施行規則第三条に規定する消

防計画（これに準ずる計画を含む ）及び風水害、地震等の災 防計画（これに準ずる計画を含む ）及び風水害、地震等の災。 。
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害に対処するための計画をいう。この場合、消防計画の策定 害に対処するための計画をいう。この場合、消防計画の策定

及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第八条の規定に 及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第八条の規定に

より防火管理者を置くこととされている指定小規模多機能型 より防火管理者を置くこととされている指定小規模多機能型

居宅介護事業所にあってはその者に行わせるものとする。ま 居宅介護事業所にあってはその者に行わせるものとする。ま

た、防火管理者を置かなくてもよいこととされている指定小 た、防火管理者を置かなくてもよいこととされている指定小

規模多機能型居宅介護事業所においても、防火管理について 規模多機能型居宅介護事業所においても、防火管理について

責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業 責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業

務を行わせるものとする。 務を行わせるものとする。

同条第２項は、指定小規模多機能型居宅介護事業所が前項 同条第２項は、指定小規模多機能型居宅介護事業所が前項

に規定する避難、救出その他の訓練の実施に当たって、でき に規定する避難、救出その他の訓練の実施に当たって、でき

るだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたもの るだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたもの

であり、そのためには、地域住民の代表者等により構成され であり、そのためには、地域住民の代表者等により構成され

る運営推進会議を活用し、日頃から地域住民との密接な連携 る運営推進会議を活用し、日頃から地域住民との密接な連携

体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づく 体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づく

りに努めることが必要である。訓練の実施に当たっては、消 りに努めることが必要である。訓練の実施に当たっては、消

防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効 防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効

性のあるものとすること。 性のあるものとすること。

⒃ 協力医療機関等 ⒂ 協力医療機関等

① 基準第83条第１項及び第２項の協力医療機関及び協力歯 ① 基準第83条第１項及び第２項の協力医療機関及び協力歯

科医療機関は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所か 科医療機関は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所か

ら近距離にあることが望ましい。 ら近距離にあることが望ましい。

② 同条第３項は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、 ② 同条第３項は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等 サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等

のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等の のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等の

バックアップ施設との間の連携及び支援の体制を整えなけ バックアップ施設との間の連携及び支援の体制を整えなけ

ればならない旨を規定したものである。これらの協力医療 ればならない旨を規定したものである。これらの協力医療

機関やバックアップ施設から、利用者の入院や休日夜間等 機関やバックアップ施設から、利用者の入院や休日夜間等

における対応について円滑な協力を得るため、当該協力医 における対応について円滑な協力を得るため、当該協力医

療機関等との間であらかじめ必要な事項を取り決めておく 療機関等との間であらかじめ必要な事項を取り決めておく

ものとする。 ものとする。

⒄ 調査への協力等 ⒃ 調査への協力等

基準第84条は、指定小規模多機能型居宅介護の事業が小規 基準第84条は、指定小規模多機能型居宅介護の事業が小規

模であること等から、利用者からの苦情がない場合にも、市 模であること等から、利用者からの苦情がない場合にも、市

町村が定期的又は随時に調査を行うこととし、指定小規模多 町村が定期的又は随時に調査を行うこととし、指定小規模多

機能型居宅介護事業者は、市町村の行う調査に協力し、市町 機能型居宅介護事業者は、市町村の行う調査に協力し、市町
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村の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 村の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

いこととしたものである。市町村は、妥当適切な指定小規模 いこととしたものである。市町村は、妥当適切な指定小規模

多機能型居宅介護が行われているか確認するために定期的又 多機能型居宅介護が行われているか確認するために定期的又

は随時に調査を行い、基準を満たさない点などを把握した場 は随時に調査を行い、基準を満たさない点などを把握した場

合には、相当の期限を定めて基準を遵守するよう勧告を行う 合には、相当の期限を定めて基準を遵守するよう勧告を行う

など適切に対応するものとする。指定小規模多機能型居宅介 など適切に対応するものとする。指定小規模多機能型居宅介

護事業者は、市町村の求めに応じ、当該事業所の運営規程の 護事業者は、市町村の求めに応じ、当該事業所の運営規程の

概要や勤務体制、管理者及び介護支援専門員等の資格や研修 概要や勤務体制、管理者及び介護支援専門員等の資格や研修

の履修状況、利用者が負担する料金等の情報について提出す の履修状況、利用者が負担する料金等の情報について提出す

るものとする。さらに、指定小規模多機能型居宅介護事業者 るものとする。さらに、指定小規模多機能型居宅介護事業者

は、当該情報について自ら一般に公表するよう努めるものと は、当該情報について自ら一般に公表するよう努めるものと

する。 する。

⒅ 地域との連携等 ⒄ 地域との連携等

① 基準第85条第１項に定める運営推進会議は、指定小規模 ① 基準第85条第１項に定める運営推進会議は、指定小規模

多機能型居宅介護事業所が、利用者、市町村職員、地域住 多機能型居宅介護事業所が、利用者、市町村職員、地域住

民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明ら 民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明ら

かにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」 かにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」

を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービ を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービ

スの質の確保を図ることを目的として設置するものであり、 スの質の確保を図ることを目的として設置するものであり、

各事業所が自ら設置すべきものである。この運営推進会議 各事業所が自ら設置すべきものである。この運営推進会議

は、事業所の指定申請時には、既に設置されているか、確 は、事業所の指定申請時には、既に設置されているか、確

実な設置が見込まれることが必要となるものである。また、 実な設置が見込まれることが必要となるものである。また、

地域の住民の代表者とは、町内会役員、民生委員、老人ク 地域の住民の代表者とは、町内会役員、民生委員、老人ク

ラブの代表等が考えられる。 ラブの代表等が考えられる。

なお、指定小規模多機能型居宅介護事業所と指定認知症 なお、指定小規模多機能型居宅介護事業所と指定認知症

対応型共同生活介護事業所等を併設している場合において 対応型共同生活介護事業所等を併設している場合において

は、１つの運営推進会議において、両事業所の評価等を行 は、１つの運営推進会議において、両事業所の評価等を行

うことで差し支えない。 うことで差し支えない。

（新設） ② 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、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、運営推進会議に

おいて第三者の観点からサービスの評価（外部評価）を行

うこととし、実施にあたっては以下の点に留意すること。

イ 自己評価は、①事業所の全ての従業者が自ら提供する
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サービス内容について振り返りを行い、②その上で他の

従業者の振り返り結果を当該事業所の従業者が相互に確

認しながら、現状の課題や質の向上に向けて必要となる

取組等について話し合いを行うことにより、小規模多機

能型居宅介護事業所として提供するサービスについて個

々の従業者の問題意識を向上させ、事業所全体の質の向

上につなげていくことを目指すものである。

ロ 外部評価は、運営推進会議において、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、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ある。

ハ このようなことから、運営推進会議において当該取組

を行う場合には、市町村職員又は地域包括支援センター

職員、指定小規模多機能型居宅介護に知見を有し公正・

中立な第三者の立場にある者の参加が必要であること。

ニ 自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者

の家族へ提供するとともに 「介護サービスの情報公表制、

度」に基づく介護サービス情報公表システムを活用し公

表することが考えられるが、法人のホームページへの掲

載、事業所内の外部の者にも確認しやすい場所への掲示、

市町村窓口や地域包括支援センターへの掲示等により公

表することも差し支えない。

ホ 指定小規模多機能型居宅介護の特性に沿った自己評価

及び外部評価の在り方については、平成25年度老人保健

健康増進等事業「運営推進会議等を活用した小規模多機

能型居宅介護の質の向上に関する調査研究事業 （特定非」

営利活動法人全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会）

を参考に行うものとし、サービスの改善及び質の向上に

資する適切な手法により行うこと。

② 運営推進会議における報告等の記録は、基準第87条第２項 ③ 運営推進会議における報告等の記録は、基準第87条第２項

の規定に基づき、２年間保存しなければならない。 の規定に基づき、２年間保存しなければならない。

③ 基準第85条第３項は、指定小規模多機能型居宅介護の事業 ④ 基準第85条第３項は、指定小規模多機能型居宅介護の事業

が地域に開かれた事業として行われるよう、指定小規模多機 が地域に開かれた事業として行われるよう、指定小規模多機
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能型居宅介護事業者は、地域の住民やボランティア団体等と 能型居宅介護事業者は、地域の住民やボランティア団体等と

の連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければなら の連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければなら

ないこととしたものである。 ないこととしたものである。

④ 基準第85条第４項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護 ⑤ 基準第85条第４項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

、 、看護に係る基準第３条の37第３項の規定と同趣旨であるため 看護に係る基準第３条の37第３項の規定と同趣旨であるため

第三の一の４の同の③を参照されたい。 第三の一の４の同の③を参照されたい。

⑤ 基準第85条第５項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護 ⑥ 基準第85条第５項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

、 、看護に係る基準第３条の37第４項の規定と同趣旨であるため 看護に係る基準第３条の37第４項の規定と同趣旨であるため

第三の一の４の同の④を参照されたい。 第三の一の４の同の④を参照されたい。

⒆ 居住機能を担う併設施設等への入居 ⒅ 居住機能を担う併設施設等への入居

基準第86条は、指定小規模多機能型居宅介護は、重度になっ 基準第86条は、指定小規模多機能型居宅介護は、重度になっ

たら居住機能を担う施設へ移行することを前提とするサービス たら居住機能を担う施設へ移行することを前提とするサービス

ではなく、可能な限り利用者が在宅生活を継続できるよう支援 ではなく、可能な限り利用者が在宅生活を継続できるよう支援

するものであることから、指定小規模多機能型居宅介護事業者 するものであることから、指定小規模多機能型居宅介護事業者

は、利用者が併設施設等へ入所等を希望した場合は、円滑にそ は、利用者が併設施設等へ入所等を希望した場合は、円滑にそ

れらの施設への入所等が行えるよう努めなければならないとし れらの施設への入所等が行えるよう努めなければならないとし

たものである。 たものである。

⒇ 準用 ⒆ 準用

基準第88条の規定により、基準第３条の７から第３条の11ま 基準第88条の規定により、基準第３条の７から第３条の11ま

で、第３条の18、第３条の20、第３条の26、第３条の32から第 で、第３条の18、第３条の20、第３条の26、第３条の32から第

３条の36まで、第３条の38、第３条の39、第53条、第55条及び ３条の36まで、第３条の38、第３条の39、第53条、第55条及び

第58条の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について 第58条の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について

、 、 、 、 、 、準用されるものであるため 第三の一の４の⑴から⑸まで ⑾ 準用されるものであるため 第三の一の４の⑴から⑸まで ⑾

⒀、⒄、 から まで、 及び 並びに第三の三の３の⑷、⑹ ⒀、⒄、 から まで、 及び 並びに第三の三の３の⑷、⑹(22) (25) (27) (28) (22) (25) (27) (28)

及び⑻を参照されたい。 及び⑻を参照されたい。

五 認知症対応型共同生活介護 五 認知症対応型共同生活介護

１ 基本方針（基準第89条） １ 基本方針（基準第89条）

認知症対応型共同生活介護は、認知症高齢者が、家庭的な環境 認知症対応型共同生活介護は、認知症高齢者が、家庭的な環境

と地域住民との交流の下、住み慣れた環境での生活を継続できる と地域住民との交流の下、住み慣れた環境での生活を継続できる

ようにすることを目指すものである。 ようにすることを目指すものである。

指定認知症対応型共同生活介護の対象者は、法第８条第18項の 指定認知症対応型共同生活介護の対象者は、法第８条第18項の

規定に規定されるとおり、認知症の原因となる疾患が急性の状態 規定に規定されるとおり、認知症の原因となる疾患が急性の状態

にある者は、共同生活住居において共同生活を送ることに支障が にある者は、共同生活住居において共同生活を送ることに支障が

あると考えられることから、指定認知症対応型共同生活介護の対 あると考えられることから、指定認知症対応型共同生活介護の対

象とはならないものである。 象とはならないものである。


