
 

 

 

1．訪問介護（介護予防訪問介護についても同様） 

サービス提供責任者の配置に関する規定を以下のとおり改正する。 

・常勤の訪問介護員等のうち、利用者（前３月の平均値（新規指定の場合は推定数））が４０人又はその端

数を増す毎に１人以上の者をサービス提供責任者としなければならないこと（平成25年3月末までは従前

の配置で可）。  

・サービス提供責任者は、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員１級

課程修了者又は訪問介護員２級課程修了者（介護等の業務に３年以上従事した者に限る。）であって、専

ら指定訪問介護の職務に従事するもの（原則、常勤の者）を充てなければならないこと。 

 

２．訪問看護 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所が、訪問看護事業所の指定を併せて受

け、かつ、両事業が一体的に運営されている場合には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合

型サービス事業所に必要な看護師等を配置していることをもって訪問看護事業所に必要な看護師等の配置

基準を満たしているとみなすこと。 

 

３．訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーションについても同様） 

サテライト型訪問リハビリテーション事業所の設置を可能とすること。 

 

４．通所介護（介護予防通所介護についても同様）  

生活相談員及び介護職員等について、通所介護の単位ごとに提供時間帯を通じた人員配置から、サービス提

供時間数に応じた人員配置に見直すこと。ただし、介護職員は、提供時間帯を通じて１以上配置しなければ

ならないこと。 

 

５．療養通所介護  

療養通所介護については、人材の効率的な活用という観点から、利用定員（8人から 9人）について見直し

を行う。 

 

６．短期入所生活介護 （介護予防短期入所生活介護についても同様） 

基準該当短期入所生活介護の基準を以下のとおり改正する。  

・ 医師の配置義務を廃止すること。  

・ 利用者１人当たりの床面積を７．４３㎡以上とすること。 

 

～平成 24年度介護報酬改定の概要～ 各サービス報酬・基準の見直し内容 

指定基準に係る主な見直しの内容 



７．福祉用具貸与及び福祉用具販売 

（介護予防福祉用具貸与及び介護予防福祉用具販売についても同様） 

福祉用具サービス計画の作成に係る規定を新設する。  

・ 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、福祉用具貸与の

目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具サービス計画を作成しな

ければならないこと。  

・ 福祉用具サービス計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、その計画の内容に沿って作

成しなければならないこと。  

・ 福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画の作成に当たり、その内容について利用者又はその家族

に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。  

・ 福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画を作成した際には、当該福祉用具サービス計画を利用者

に交付しなければならないこと。  

・ 福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画の作成後、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うこと。  

 

８．介護老人保健施設 

介護療養病床からの転換支援策として実施している各種施策を平成 30年 3月 31日まで延長すること。 

 

９．介護療養型医療施設（経過型介護療養型医療施設） 

医療法施行規則第五十一条又は第五十二条の規定の適用を受ける指定介護療養型医療施設に適用される施

設基準の緩和措置の期限については、平成 24年３月 31日時点において当該緩和措置を受ける介護療養型医

療施設に限り、平成 30年３月 31日まで延長すること。 

 

10．介護予防支援 

介護予防支援の業務の委託について、一の居宅介護支援事業者に委託することができる件数（現行は、居宅

介護支援事業所の介護支援専門員 1人あたり８件以内）の制限を廃止すること。 

 

 

 

 

 

 

 



11．定期巡回・随時対応型訪問介護看護（新規） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る規定を新設する。  

 

（基本方針）  

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業は、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い、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あること。 

（提供するサービス） 

①� 定期巡回サービス  

訪問介護員等が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話 

② 随時対応サービス  

あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者又はその家族等

からの通報を受け、通報内容等を基に相談援助又は訪問介護員等の訪問若しくは看護師等による対応の要

否等を判断するサービス  

③ 随時訪問サービス 

  随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して行う

日常生活上の世話  

④ 訪問看護サービス  

看護師等が医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して行う療養上の世話又は必要な診療の補助  

（注）一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業は、①から④までのサービスを提供する事業であり、

連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業は、①から③までのサービスを提供する事業である。 

人員基準  

オペレーター ・提供時間帯を通じて１以上 

・１人は常勤の看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護

支援専門員で あること。  

・その他は、利用者の処遇に支障がない場合、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とすることが可能。  

・専従（利用者の処遇に支障がない場合は兼務可能、また、夜間、深夜、早朝は、施

設等が併設されている場合に当該施設の職員をオペレーターとすることが可能。）

であること。 

定期巡回サービス 必要数 

随時訪問サービス 提供時間帯を通じて１以上 

訪問看護サービス

（※） 

【保健師、看護師又は准看護師】  

常勤換算方法で2.5人以上（うち、１以上は、常勤の保健師又は看護師）  

【理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 】 

適当数  

管理者 専従かつ常勤であること（利用者の処遇に支障がない場合は兼務可能。）。 

（注）訪問看護サービスの人員基準については、一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業を実施する

場合にのみ適用する。 



（設備基準） 

・必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に必要な設

備及び備品等を備えなければならない。  

・次の機器等を備え、必要に応じてオペレーターに携帯させなければならない。  

*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（ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者が、適切に利用者の心身の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレータ

ーが当該情報を常時閲覧できるときは不要。）  

*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  

*利用者が適切にオペレーターに通報できる端末機器（ただし、利用者が適切にオペレーターに随時の通

報を行うことができる場合はこの限りでない。） 

（運営基準） 

①� 基本取扱方針  

・ 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われるととも

に、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あること。  

・ 事業者は、提供する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者

による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならないこと。 

②具体的取扱方針  

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに

必要な援助を行うものとすること。  

・ 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーターは、計画作成責任者、定期巡回サービスを行う訪問

介護員等と密接に連携し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又

はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとすること。  

・ 随時訪問サービスの提供に当たっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者から

の随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものとすること。  

・ 訪問看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び定期巡回・随時対応型訪問介護

看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとすること。  

・ 訪問看護サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的

確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導等を行うこと。  

・ 特殊な看護等を行ってはならないこと。  

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行い、利用者又はその家族に対し、

サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとすること。  

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、介護技術及び医学の進歩に対応し、適切な介

護技術及び看護技術をもってサービスの提供を行うものとすること。  

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重

に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付す

るものとすること。 

 

 

 

 

  



③ 主治の医師との関係  

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の常勤の保健師又は看護師は、主治の医師の指示に基づき適

切な訪問看護サービスが行われるよう必要な管理をしなければならないこと。 

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、訪問看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師によ

る指示を文書で受けなければならないこと。  

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、主治の医師に定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及

び訪問看護報告書を提出し、訪問看護サービスの提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなけれ

ばならないこと。  

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が定期巡回・随時対応型訪問介護看護を担当する医療機関で

ある場合にあっては、上記にかかわらず、主治の医師の文書による指示並びに定期巡回・随時対応型訪問

介護看護計画及び訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録への記載をもって代えるこ

とができること。  

※訪問看護サービス利用者のみ適用 

④ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成 

・ 計画作成責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及び随時訪問

サービスの目標、当該目標を達成するための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

知る載した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しなければならないこと。  

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画

の内容に沿って作成しなければならないこと。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画における

定期巡回・随時対応型訪問介護を提供する日時等については、当該居宅サービス計画に位置付けられた定

期巡回・随時対応型訪問介護看護が提供される日時にかかわらず、当該居宅サービス計画の内容及び利用

者の心身の状況を踏まえ、計画作成責任者が決定することができる。  

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、保健師、看護師又は准看護師が利用者の居宅を定期的に訪

問して行うアセスメントの結果を踏まえ、作成しなければならないこと。  

・ 常勤看護師等は、訪問看護サービスに係る記載について、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定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の説明を行う際には、計画作成責任者に対

する必要な協力を行わなければならないこと。  

・ 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、利用者の同意を得なければならないこと。  

・ 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を作成した際には、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護計画を利用者に交付しなければならないこと。  

・ 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、計画の実施状況の把握を行い、

必要に応じて計画の変更を行うものとすること。  

・ 看護師等は、訪問看護サービスについて、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作

成しなければならないこと。  

・ 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わなければならないこと。  

 

 

 

 

 

 



⑤ 管理者等の責務  

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならないこと。  

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の従業者に基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとすること。  

・ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に対する定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の利用の申込みに係る調整、サービスの内容の管理を行うものとすること。 

⑥ 勤務体制の確保等  

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し適切な定期巡回・随時対応型訪問介護看護

を提供できるよう、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者の勤務の体制を定めておかなければならないこと。  

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者によって定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければ

ならない。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、適切に定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の提供を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所又は指定夜間対応型訪問介

護事業所との密接な連携を図ることにより当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の効果的な

運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、市町村長が地域の実情を

勘案し適切と認める範囲内において、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の事業

の一部を、他の訪問介護事業所等との契約に基づき、訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる

こと。  

・ 上記にかかわらず、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については、市町村長

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、当該複数の指定定期巡回・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る。  

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の資質の向上

のために、その研修の機会を確保しなければならない。  

⑦ 地域との連携  

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者、家族、地域住民

の代表者、医療関係者、地域包括支援センターの職員、有識者等により構成される「介護・医療連携推進

会議」を設置し、サービス提供状況等を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会

を設けなければならない。  

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護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サービ

スを提供する場合は、当該住居に居住する利用者以外のものに対しサービスの提供を行うよう努めるもの

とする。  

⑧ その他  

・ 上記の他、運営に関する基準について、地域との連携、内容及び手続きの説明及び同意、提供拒否の禁

止等について、夜間対応型訪問介護等と同様の規定を設ける。  

（注）訪問看護サービスに関する運営基準については、一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業を実

施する場合にのみ適用する。 

 

 

 



（連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者と訪問看護事業者との連携）  

・ 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所ごとに、当該連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する指定訪問看

護の提供を行う指定訪問看護事業者と連携をしなければならないこと。  

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は前項の規定に基づき連携を行う指定訪問看護事業所（以下

「連携指定訪問看護事業者」という。）との契約に基づき、当該連携指定訪問看護事業者から、以下の事

項について必要な協力を得なければならない  

①�  利用者に対するアセスメント  

② 随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保  

③ 医療・介護連携推進会議への参加  

④ その他必要な指導及び助言  

（地方公共団体が介護サービスの指定基準を条例で制定する際の基準） 

・ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成23

年法律第37号）（以下「地方分権法」という。）に基づき、地方公共団体が介護サービスの指定基準を条

例で制定する際の基準は以下のとおりとする  

① 従業者及び従業者の員数、サービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に

密接に関連する事項 従うべき基準  

② その他の基準 参酌すべき基準 

 

12．夜間対応型訪問介護 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の創設を踏まえ、夜間対応型訪問介護事業所のオペレーター、訪問介

護員等が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において兼務を可能にすること。 

 

13．認知症対応型通所介護 

生活相談員及び看護職員又は介護職員の配置基準について、通所介護と同様に見直すこと。  

共用型指定認知症対応型通所介護の事業実施要件を緩和すること。  

（改正前）  

・ 事業の開始又は施設の開設後３年以上経過している指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは指定

介護予防認知症対応型共同生活介護事業所又は指定地域密着型特定施設若しくは指定地域密着型介護老

人福祉施設  

（改正後）  

・ 介護サービスの指定又は許可を初めて受けた日から起算して３年以上の期間が経過している指定認知症

対応型共同生活介護事業所若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所又は指定地域密着型

特定施設若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設 

 

 

 

 

 

 



14．小規模多機能型居宅介護 

サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所の設置を可能にすること。  

（事業所要件）  

・ 介護保険その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の実績を有する事業者  

・ 小規模多機能型居宅介護事業所又は複合型サービス事業所について、本体事業所となることが可能とす

る。 

（人員基準、登録定員） 

  本体事業所  サテライト型事業所 

日中（通い）  常勤換算方法で３：１  常勤換算方法で３：１ 

日中（訪問）  常勤換算方法で1以上  1以上  

夜間（夜勤職員）  時間帯を通じて1以上  時間帯を通じて1以上 

夜間（宿直職員）  時間帯を通じて1以上  本体事業所の適切な支援を受け

ることができる場合は不要  

看護職員  従業者のうち1以上  本体事業所の適切な支援を受け

ることができる場合は不要 

介護支援専門員  配置が必要  介護支援専門員に代えて、小規模

多機能型居宅介護計画の作成に

専ら従事する厚生労働大臣が定

める研修を修了している者の配

置が可能  

管理者  専従かつ常勤で配置  本体事業所の管理者が兼務可 

登録定員  ２５人以下  １８人以下  

通いサービス  登録定員の1/2から１５人   登録定員の1/2から１２人 

宿泊サービス  通いサービスの1/3から９人  通いサービスの1/3から６人 

（注）本体事業所及びサテライト型小規模多機能型居宅介護事業所は、相互の登録者に訪問サービスを可能

とし、また、サテライト型小規模多機能型居宅介護事業者の登録者の処遇に支障がない場合には、本体

事業所での宿泊サービスを可能とする。 

 

小規模多機能型居宅介護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、小規模多機能型居宅

介護を提供する場合は、当該住居に居住する利用者以外の者に対し小規模多機能型居宅介護を提供するよう

努めるものとすること。 

 

15．認知症対応型共同生活介護 

夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者について、利用者の処遇に支障がない場合は、併設の他の共同生活住

居又は小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるとしていた規定を廃止すること。 

 

 

 

 

 



16．複合型サービス（新規） 

複合型サービスに係る規定を新設する。 

（基本方針）  

・ 地域密着型サービスに該当する複合型サービスの事業は、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の基本

方針を踏まえ行うものでなければならないこと。 

 

人員基準、定員  

日中（通い）  常勤換算方法で３：１(1以上は保健師、看護師又は

准看護師) 

日中（訪問） 常勤換算方法で２以上(1以上は保健師、看護師又は

准看護師) 

夜間（夜間職員） 時間帯を通じて1以上 

夜間（宿直職員） 時間帯を通じて1以上 

看護職員 常勤換算方法で2.5人以上(1以上は常勤の保健師又

は看護師) 

介護支援専門員 配置が必要 

管理者 専従かつ常勤で配置 

登録定員 ２５人以下 

通いサービス 登録定員の1/2から１５人 

宿泊サービス 通いサービスの1/3から９人 

 

（設備基準） 

○事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他複

合型サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならないこと。 

○居間及び食堂は、適当な広さを有すること。 

○宿泊室 

・ １の宿泊室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、２人とすること

ができるものとすること。  

・ １の宿泊室の床面積は、7.43平方メートル（指定複合型サービス事業所が病院又は診療所である場合は、

6.4平方メートルとし、この場合の宿泊室の定員は、１人とする。）以上としなければならないこと。  

・ 上記の２つを満たす宿泊室（以下「個室」という。）以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室

の面積を合計した面積は、おおむね7.43平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減

じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものでな

ければならないこと。  

・ 居間はプライバシーが確保されたものであれば、個室以外の宿泊室の面積に含めて差し支えないものと

すること。 

○設備は、専ら当該複合型サービスの事業の用に供するものでなければならないこと。  

○事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地

と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならな

いこと。 

 



（運営基準） 

①� 基本取扱方針  

・ 複合型サービスは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計

画的に行われなければならないこと。  

・ 事業者は、自らその提供する複合型サービスの質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評

価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならないこと。 

② 具体的取扱方針  

・ 複合型サービスは、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、利用者の病状、

心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービス

を柔軟に組み合わせることにより、療養上の管理の下で妥当適切に行うものとすること。  

・ 複合型サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び複合型サービス計画書に基づき

適切な看護技術をもってこれを行うこととし、特殊な看護等については、これを行ってはならないこと。  

・ 複合型サービスの提供に当たっては、複合型サービス計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回

復を図るとともに、漫然かつ画一的にならないよう利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことが

できるよう必要な援助を行うものとすること。  

・ 従業者は、複合型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、利用者又はその家族

に対し、療養上必要な事項その他サービスの提供等について、理解しやすいように説明又は必要に応じて

指導を行うものとすること。  

・ 事業者は、複合型サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘

束等」という。）を行ってはならないこと。  

・ 事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。  

・ 複合型サービスは、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続いてはならない

こと。  

・ 登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡

による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければな

らないこと。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③ 主治の医師との関係  

・ 事業所の常勤の保健師又は看護師は、主治の医師の指示に基づき適切な複合型サービス（保健師、看

護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「看護師等」という。）が利用者に対し

て行う療養上の世話又は必要な診療の補助に限る。以下「看護サービス」という。）が提供されるよう、

必要な管理をしなければならないこと。  

・ 事業者は、看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない

こと。  

・ 事業者は、主治の医師に複合型サービス計画書及び複合型サービス報告書を提出し、看護サービスの

提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならないこと。  

・ 事業所が病院又は診療所である場合にあっては、主治の医師の文書による指示及び複合型サービス報

告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録への記載をもって代えることができること。  

④ 複合型サービス計画書及び複合型サービス報告書の作成  

・ 事業所の管理者は、介護支援専門員に、複合型サービス計画書の作成に関する業務を、看護師等（准

看護師を除く。）に複合型サービス報告書の作成に関する業務を担当させるものとすること。  

・ 複合型サービス計画書の作成に当たり、介護支援専門員は、看護師等と密接な連携を図りつつ複合型

サービス計画書の作成を行わなければならないこと。  

・ 複合型サービス計画書の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用

者の多様な活動の確保に努めなければならないこと  

・ 介護支援専門員は、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、他の複合型サ

ービス従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した

複合型サービス計画書を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、

随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなくてはならないこ

と。  

・ 介護支援専門員は、複合型サービス計画書の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家

族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。  

・ 介護支援専門員は、複合型サービス計画書を作成した際には、当該複合型サービス計画書を利用者に

交付しなければならないこと。  

・ 介護支援専門員は、複合型サービス計画書の作成後においても、常に複合型サービス計画書の実施状

況及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じて複合型サービス計画書の変更を行うこと。  

・ 看護師等（准看護師を除く。）は、訪問日、提供した看護内容等を記載した複合型サービス報告書を

作成しなければならないこと。  

⑤ 緊急時等の対応  

従業者は、現に複合型サービス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、臨時応急の手当を行う（看護師等である場合に限る。）とともに、速やかに主治の医師又はあら

かじめ当該事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならないこと。  

⑥ その他  

その他、運営に関する基準について、心身の状況等の把握、居宅サービス事業者等との連携、利用料等の

受領、居宅サービス計画の作成、法定代理受領サービスに係る報告、利用者に対する居宅サービス計画等

の書類の交付、社会生活上の便宜の提供、運営規定、定員の遵守、災害対策、協力医療機関、調査への協

力、地域との連携等の規定について、小規模多機能型居宅介護と同様の規定を設ける。 

 

  



（地方公共団体が介護サービスの指定基準を条例で制定する際の基準） 

・地方分権法に基づき、地方公共団体が介護サービスの指定基準を条例で制定する際の基準は以下のとお

りとすること。  

① 従業者及び従業者の員数、居室の面積及びサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに

秘密の保持等に密接に関連する事項 従うべき基準  

② 利用定員 標準とすべき基準  

③ その他の基準 参酌すべき基準 


