又はその従業者から、当該共同生活住居からの退居者を紹介
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
てはならない旨を規定したものである。
⑿ 準用
基準第108条の規定により、基準第３条の７、第３条の８、第
３条の10、第３条の11、第３条の20、第３条の26、第３条の32
から第３条の34まで、第３条の36、第３条の38、第３条の39、
第53条、第58条、第80条、第82条の２、第84条及び第85条第１
項から第４項までの規定は、指定認知症対応型共同生活介護の
事業に準用されるものであるため 、第三の一の４の⑴ 、⑵ 、⑷ 、
⑸、⒀、⒄、 (23)、 (25)、 (27)及び (28)、第三の三の３の⑷及び⑻並び
に第三の四の４の⑿、⒂、⒄及び⒅の①から④までを参照され
たい。
六 地域密着型特定施設入居者生活介護
１ 人員に関する基準
⑴ 生活相談員（基準第110条第７項）
サテライト型特定施設（ 本体施設と密接な連携を確保しつつ 、
本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型特定施設を
いう。また、本体施設とは、サテライト型特定施設と同じ法人
により設置され、当該施設に対する支援機能を有する介護老人
保健施設又は病院若しくは診療所をいう。この場合において、
本体施設と密接な連携を確保する具体的な要件は、本体施設と
サテライト型特定施設は、自動車等による移動に要する時間が
おおむね20分以内の近距離であることをいう。以下、この号に
おいて同じ 。）の生活相談員については、本体施設（介護老人
保健施設に限る 。）の支援相談員によるサービス提供が、当該
本体施設の入所者及びサテライト型特定施設の入居者に適切に
行われると認められるときは、これを置かないことができる。
⑵ 看護職員及び介護職員
基準第110条第１項第２号ハの「常に１以上の指定地域密着型
特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員の確保 」とは 、
介護サービスの提供内容に応じて介護職員の勤務体系を適切に
定めることであり、宿直時間帯を含めて適切な介護を提供でき
るようにするものとする。
⑶ 主として指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当

又はその従業者から、当該共同生活住居からの退居者を紹介
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
てはならない旨を規定したものである。
⑿ 準用
基準第108条の規定により、基準第３条の７、第３条の８、第
３条の10、第３条の11、第３条の20、第３条の26、第３条の32
から第３条の34まで、第３条の36、第３条の38、第３条の39、
第53条、第58条、第80条、第82条の２、第84条及び第85条第１
項から第４項までの規定は、指定認知症対応型共同生活介護の
事業に準用されるものであるため 、第三の一の４の⑴ 、⑵ 、⑷ 、
⑸、⒀、⒄、 (23)、 (25)、 (27)及び (28)、第三の三の３の⑷及び⑻並び
に第三の四の４の⑿、⒂、⒄の①及び③から⑥まで並びに⒅の
①から④までを参照されたい。
六 地域密着型特定施設入居者生活介護
１ 人員に関する基準
⑴ 生活相談員（基準第110条第７項）
サテライト型特定施設（ 本体施設と密接な連携を確保しつつ 、
本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型特定施設を
いう。また、本体施設とは、サテライト型特定施設と同じ法人
により設置され、当該施設に対する支援機能を有する介護老人
保健施設又は病院若しくは診療所をいう。この場合において、
本体施設と密接な連携を確保する具体的な要件は、本体施設と
サテライト型特定施設は、自動車等による移動に要する時間が
おおむね20分以内の近距離であることをいう。以下、この号に
おいて同じ 。）の生活相談員については、本体施設（介護老人
保健施設に限る 。）の支援相談員によるサービス提供が、当該
本体施設の入所者及びサテライト型特定施設の入居者に適切に
行われると認められるときは、これを置かないことができる。
⑵ 看護職員及び介護職員
基準第110条第１項第２号ハの「常に１以上の指定地域密着型
特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員の確保 」とは 、
介護サービスの提供内容に応じて介護職員の勤務体系を適切に
定めることであり、宿直時間帯を含めて適切な介護を提供でき
るようにするものとする。
⑶ 主として指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当
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たる看護職員及び介護職員
基準第110条第４項の「主として指定地域密着型特定施設入居
者生活介護の提供に当たる」看護職員又は介護職員は、指定地
域密着型特定施設の利用者に対するサービス提供に従事するこ
とを基本とするものである。ただし、当該要介護者のサービス
利用に支障のないときに、併設事業所等の要介護者等に対する
サービス提供を行うことは差し支えない。
指定時においては、前記の趣旨が運営規程において明示され
ていることを確認する必要がある。
また 、「主として指定地域密着型特定施設入居者生活介護の
提供に当たる」看護職員及び介護職員のうち、それぞれ１人以
上は、常勤の職員でなければならない。ただし、サテライト型
特定施設の場合にあっては、これらの職員は、それぞれ常勤換
算方法で１以上の基準を満たしていれば非常勤の者であっても
差し支えない。
⑷ 機能訓練指導員（基準第110条第５項及び第７項）
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を
防止するための訓練を行う能力を有する者とされたが 、この「 訓
練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師
の資格を有する者とする。
また、サテライト型特定施設の機能訓練指導員については、
本体施設（診療所を除く 。）の理学療法士又は作業療法士によ
るサービス提供が、本体施設の入所者又は入院患者及びサテラ
イト型特定施設の入居者に適切に行われると認められるときは 、
これを置かないことができる。
⑸ 計画作成担当者（基準第110条第７項）
サテライト型特定施設の計画作成担当者については、本体施
設（介護老人保健施設又は病院（指定介護療養型医療施設に限
る 。）に限る 。）の介護支援専門員によるサービス提供が、本体
施設の入所者又は入院患者及びサテライト型特定施設の入居者
に適切に行われると認められるときは、これを置かないことが
できる。
⑹ 基準第110条第８項の規定は、指定小規模多機能型居宅介護に
係る第63条第６項の規定と同趣旨であるため、第三の四の２の
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たる看護職員及び介護職員
基準第110条第４項の「主として指定地域密着型特定施設入居
者生活介護の提供に当たる」看護職員又は介護職員は、指定地
域密着型特定施設の利用者に対するサービス提供に従事するこ
とを基本とするものである。ただし、当該要介護者のサービス
利用に支障のないときに、併設事業所等の要介護者等に対する
サービス提供を行うことは差し支えない。
指定時においては、前記の趣旨が運営規程において明示され
ていることを確認する必要がある。
また 、「主として指定地域密着型特定施設入居者生活介護の
提供に当たる」看護職員及び介護職員のうち、それぞれ１人以
上は、常勤の職員でなければならない。ただし、サテライト型
特定施設の場合にあっては、これらの職員は、それぞれ常勤換
算方法で１以上の基準を満たしていれば非常勤の者であっても
差し支えない。
⑷ 機能訓練指導員（基準第110条第５項及び第７項）
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を
防止するための訓練を行う能力を有する者とされたが 、この「 訓
練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師
の資格を有する者とする。
また、サテライト型特定施設の機能訓練指導員については、
本体施設（診療所を除く 。）の理学療法士又は作業療法士によ
るサービス提供が、本体施設の入所者又は入院患者及びサテラ
イト型特定施設の入居者に適切に行われると認められるときは 、
これを置かないことができる。
⑸ 計画作成担当者（基準第110条第７項）
サテライト型特定施設の計画作成担当者については、本体施
設（介護老人保健施設又は病院（指定介護療養型医療施設に限
る 。）に限る 。）の介護支援専門員によるサービス提供が、本体
施設の入所者又は入院患者及びサテライト型特定施設の入居者
に適切に行われると認められるときは、これを置かないことが
できる。
⑹ 基準第110条第８項の規定は、指定小規模多機能型居宅介護に
係る第63条第６項の規定と同趣旨であるため、第三の四の２の

⑴の②のチを参照されたい。
管理者（基準第111条）
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所の管理者は常
勤であり、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。
① 当該地域密着型特定施設の他の職務に従事する場合
② 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
者又は従業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わないが、例えば、併設さ
れる訪問系サービスの事業所のサービス提供を行う従業者と
の兼務は一般的には管理業務に支障があると考えられるが、
訪問系サービス事業所における勤務時間が極めて限られてい
る職員の場合には、例外的に認められる場合もありうる 。）。
③ 当該指定地域密着型特定施設がサテライト型特定施設であ
って、本体施設の職務に従事する場合（本体施設が病院又は
診療所の場合にあっては、管理者としての職務を除く 。）
２ 設備に関する基準（基準第112条）
⑴ 基準第112条第４項第１号イの「利用者の処遇上必要と認めら
れる場合」とは、例えば、夫婦で居室を利用する場合などであ
って、事業者の都合により一方的に２人部屋とすることはでき
ない。なお、基準附則第九条により、既存の指定特定施設で平
成18年４月１日から地域密着型特定施設とみなされるものにお
ける定員４人以下の介護居室については、個室とする規定を適
用しないものとする。
⑵ 基準第112条第４項において、介護居室、一時介護室、食堂及
び機能訓練室についていう「適当な広さ」については、面積に
よる基準を定めることはせず、利用者の選択に委ねることとす
る。このため、具体的な広さについては、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であり、利用申込者に
対する文書を交付しての説明及び掲示が必要となる。また、機
能訓練室については、他に適当な場所が確保されている場合に
⑺
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⑴の②のチを参照されたい。
管理者（基準第111条）
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所の管理者は常
勤であり、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。
① 当該地域密着型特定施設の他の職務に従事する場合
② 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
者又は従業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わないが、例えば、併設さ
れる訪問系サービスの事業所のサービス提供を行う従業者と
の兼務は一般的には管理業務に支障があると考えられるが、
訪問系サービス事業所における勤務時間が極めて限られてい
る職員の場合には、例外的に認められる場合もありうる 。）。
③ 当該指定地域密着型特定施設がサテライト型特定施設であ
って、本体施設の職務に従事する場合（本体施設が病院又は
診療所の場合にあっては、管理者としての職務を除く 。）
２ 設備に関する基準（基準第112条）
⑴ 基準第112条第４項第１号イの「利用者の処遇上必要と認めら
れる場合」とは、例えば、夫婦で居室を利用する場合などであ
って、事業者の都合により一方的に２人部屋とすることはでき
ない。なお、基準附則第九条により、既存の指定特定施設で平
成18年４月１日から地域密着型特定施設とみなされるものにお
ける定員４人以下の介護居室については、個室とする規定を適
用しないものとする。
⑵ 基準第112条第４項において、介護居室、一時介護室、食堂及
び機能訓練室についていう「適当な広さ」については、面積に
よる基準を定めることはせず、利用者の選択に委ねることとす
る。このため、具体的な広さについては、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であり、利用申込者に
対する文書を交付しての説明及び掲示が必要となる。また、機
能訓練室については、他に適当な場所が確保されている場合に
⑺

設けないことができることとしたが、この場合には、同一敷地
内にある若しくは道路を隔てて隣接する又は当該指定地域密着
型特定施設の付近にある等機能訓練の実施に支障のない範囲内
にある施設の設備を利用する場合も含まれるものである。
⑶ 基準第112条第５項の「利用者が車椅子で円滑に移動すること
が可能な空間と構造」とは、段差の解消、廊下の幅の確保等の
配慮がなされていることをいうものである。
⑷ 基準第112条第６項の「消火設備その他の非常災害に際して必
要な設備」とは、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、第三の三の２の⑴の⑤のロを参
照されたい。
⑸ 療養病床転換による基準緩和の経過措置
一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有
する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設
者が、当該病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾
患療養病棟又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成3
0年３月31日までの間に転換を行ってサテライト型特定施設であ
る指定地域密着型特定施設を開設する場合にあっては、機能訓
練室は 、本体施設の機能訓練室を利用すれば足りることとする 。
３ 運営に関する基準
⑴ 内容及び手続の説明及び契約の締結等
基準第113条第１項は、利用者に対し適切な指定地域密着型特
定施設入居者生活介護を提供するため、入居申込者又はその家
族に対し、入居申込者のサービス選択に資すると認められる重
要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書
を交付して懇切丁寧に説明を行い、同意を得なければならない
こととしたものである。
「 入居申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項 」
とは、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、介護居室、一時
介護室、浴室、食堂及び機能訓練室の概要、要介護状態区分に
応じて当該事業者が提供する標準的な介護サービスの内容、利
用料の額及びその改定の方法並びに事故発生時の対応等である 。
また、契約書においては、少なくとも、介護サービスの内容
及び利用料その他費用の額、契約解除の条件を記載するものと
する。
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設けないことができることとしたが、この場合には、同一敷地
内にある若しくは道路を隔てて隣接する又は当該指定地域密着
型特定施設の付近にある等機能訓練の実施に支障のない範囲内
にある施設の設備を利用する場合も含まれるものである。
⑶ 基準第112条第５項の「利用者が車椅子で円滑に移動すること
が可能な空間と構造」とは、段差の解消、廊下の幅の確保等の
配慮がなされていることをいうものである。
⑷ 基準第112条第６項の「消火設備その他の非常災害に際して必
要な設備」とは、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、第三の三の２の⑴の⑤のロを参
照されたい。
⑸ 療養病床転換による基準緩和の経過措置
一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有
する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設
者が、当該病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾
患療養病棟又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成3
0年３月31日までの間に転換を行ってサテライト型特定施設であ
る指定地域密着型特定施設を開設する場合にあっては、機能訓
練室は 、本体施設の機能訓練室を利用すれば足りることとする 。
３ 運営に関する基準
⑴ 内容及び手続の説明及び契約の締結等
基準第113条第１項は、利用者に対し適切な指定地域密着型特
定施設入居者生活介護を提供するため、入居申込者又はその家
族に対し、入居申込者のサービス選択に資すると認められる重
要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書
を交付して懇切丁寧に説明を行い、同意を得なければならない
こととしたものである。
「 入居申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項 」
とは、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、介護居室、一時
介護室、浴室、食堂及び機能訓練室の概要、要介護状態区分に
応じて当該事業者が提供する標準的な介護サービスの内容、利
用料の額及びその改定の方法並びに事故発生時の対応等である 。
また、契約書においては、少なくとも、介護サービスの内容
及び利用料その他費用の額、契約解除の条件を記載するものと
する。

⑵

指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等
⑵ 指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等
基準第114条第２項は、入居者が当該指定地域密着型特定施設
基準第114条第２項は、入居者が当該指定地域密着型特定施設
入居者生活介護事業者から指定地域密着型特定施設入居者生活
入居者生活介護事業者から指定地域密着型特定施設入居者生活
介護を受けることに同意できない場合もあること等から設けた
介護を受けることに同意できない場合もあること等から設けた
ものである。
ものである。
⑶ 法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意
（削除）
基準第115条は、有料老人ホーム等において、介護保険制度の
施行前に既に入居し、介護費用を一時金等により前払いで支払
った場合に、介護保険の給付対象部分との調整が必要であるこ
と等から、利用者の同意をもって法定代理受領サービスの利用
が可能となることとしたものである。
また、施行規則第65条の４第４号の規定に基づき、指定地域
密着型特定施設入居者生活介護事業者は、市町村（又は国民健
康保険団体連合会）に対して、法定代理受領サービスの利用に
ついて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
書類を提出することが必要であるが、これについては別途通知
するものである。
⑷ サービスの提供の記録
⑶ サービスの提供の記録
① 基準第116条第１項は、指定地域密着型特定施設入居者生活
① 基準第116条第１項は、指定地域密着型特定施設入居者生活
介護の提供を受けている者が居宅療養管理指導以外の居宅サ
介護の提供を受けている者が居宅療養管理指導以外の居宅サ
ービス、地域密着サービス及び施設サービスについて保険給
ービス、地域密着サービス及び施設サービスについて保険給
付を受けることができないことを踏まえ、他の居宅サービス
付を受けることができないことを踏まえ、他の居宅サービス
事業者等が当該利用者が指定地域密着型特定施設入居者生活
事業者等において当該利用者が指定地域密着型特定施設入居
介護の提供を受けていることを確認できるよう、指定地域密
者生活介護の提供を受けていることを確認できるよう、指定
着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定
地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に対して、指定地
施設入居者生活介護の開始に際しては当該開始の年月日及び
域密着型特定施設入居者生活介護の開始に際しては当該開始
入居している指定地域密着型特定施設の名称を、指定地域密
の年月日及び入居している指定地域密着型特定施設の名称を 、
着型特定施設入居者生活介護の終了に際しては当該終了の年
指定地域密着型特定施設入居者生活介護の終了に際しては当
月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならないこと
該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければな
としたものである。
らないこととしたものである。
② 同条第２項は、サービスの提供日、サービスの内容、利用
② 同条第２項は、サービスの提供日、サービスの内容、利用
者の状況その他必要な事項を記録しなければならないことと
者の状況その他必要な事項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128条第２項の規定に基づき、
したものである。なお、基準第128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。
当該記録は、２年間保存しなければならない。
⑸ 利用料等の受領
⑷ 利用料等の受領
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①

基準第117条第１項、第２項及び第４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。
② 基準第117条第３項は、指定地域密着型特定施設入居者生活
介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提
供に関して、
イ 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上
の便宜に要する費用
ロ おむつ代
ハ 前２号に掲げるもののほか、指定地域密着型特定施設入
居者生活介護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、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３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る。なお、ハ
の費用の具体的な範囲については、別途通知するところによ
るものである。
⑹ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の取扱方針
基準第118条第４項及び第５項は、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。
なお、基準第128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。
⑺ 地域密着型特定施設サービス計画の作成
基準第119条は、地域密着型特定施設サービス計画の作成及び
変更の留意点及び方法について定めたものであるが、利用者に
対するサービスが総合的に提供されるよう、当該計画は、介護
保険給付の対象とならない介護サービスに関する事項をも含め
たものとする。なお、当該計画の作成及び実施に当たっては、
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①

基準第117条第１項、第２項及び第４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。
② 基準第117条第３項は、指定地域密着型特定施設入居者生活
介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提
供に関して、
イ 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上
の便宜に要する費用
ロ おむつ代
ハ 前２号に掲げるもののほか、指定地域密着型特定施設入
居者生活介護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、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３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る。なお、ハ
の費用の具体的な範囲については、別途通知するところによ
るものである。
⑸ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の取扱方針
基準第118条第４項及び第５項は、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。
なお、基準第128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。
⑹ 地域密着型特定施設サービス計画の作成
基準第119条は、地域密着型特定施設サービス計画の作成及び
変更の留意点及び方法について定めたものであるが、利用者に
対するサービスが総合的に提供されるよう、当該計画は、介護
保険給付の対象とならない介護サービスに関する事項をも含め
たものとする。なお、当該計画の作成及び実施に当たっては、

利用者の希望を十分勘案するものとする。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 、計画作成担当者は 、
当該計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で文書
によって利用者の同意を得なければならず、また、当該計画を
利用者に交付しなければならない。なお、交付した特定施設サ
ービス計画は、基準第128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。

⑻

介護
① 基準第120条の規定による介護サービスの提供に当たって
は、当該指定地域密着型特定施設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、適切な技術
をもって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。なお、介護サービス等の実施に当たっては、利用者
の人格を十分に配慮して実施するものとする。
② 同条第２項の規定による入浴の実施に当たっては、自ら入
浴が困難な利用者の心身の状況や自立支援を踏まえて、特別
浴槽を用いた入浴や介助浴等適切な方法により実施するもの
とする。なお、健康上の理由等で入浴の困難な利用者につい
ては、清しきを実施するなど利用者の清潔保持に努めるもの
とする。
③ 同条第３項の規定による排せつの介助に当たっては、利用
者の心身の状況や排せつ状況などを基に自立支援を踏まえて 、
トイレ誘導や排せつ介助等について適切な方法により実施す
るものとする。
④ 同条第４項は、地域密着型特定施設入居者生活介護事業者
は、入居者の心身の状況や要望に応じて、１日の生活の流れ
に沿って、食事、離床、着替え、整容などの日常生活上の世
話を適切に行うべきことを定めたものである。
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利用者の希望を十分勘案するものとする。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 、計画作成担当者は 、
当該計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で文書
によって利用者の同意を得なければならず、また、当該計画を
利用者に交付しなければならない。なお、交付した特定施設サ
ービス計画は、基準第128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。
地域密着型特定施設入居者生活介護事業所において短期利用
地域密着型特定施設入居者生活介護費を算定する場合で、居宅
サービス計画に基づきサービスを提供している地域密着型特定
施設入居者生活介護事業者については、第三の４の⑻④を準用
する。この場合において 、「小規模多機能型居宅介護計画」と
あるのは「地域密着型特定施設サービス計画」と読み替えるも
のとする。
⑺ 介護
① 基準第120条の規定による介護サービスの提供に当たって
は、当該指定地域密着型特定施設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、適切な技術
をもって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。なお、介護サービス等の実施に当たっては、利用者
の人格を十分に配慮して実施するものとする。
② 同条第２項の規定による入浴の実施に当たっては、自ら入
浴が困難な利用者の心身の状況や自立支援を踏まえて、特別
浴槽を用いた入浴や介助浴等適切な方法により実施するもの
とする。なお、健康上の理由等で入浴の困難な利用者につい
ては、清しきを実施するなど利用者の清潔保持に努めるもの
とする。
③ 同条第３項の規定による排せつの介助に当たっては、利用
者の心身の状況や排せつ状況などを基に自立支援を踏まえて 、
トイレ誘導や排せつ介助等について適切な方法により実施す
るものとする。
④ 同条第４項は、地域密着型特定施設入居者生活介護事業者
は、入居者の心身の状況や要望に応じて、１日の生活の流れ
に沿って、食事、離床、着替え、整容などの日常生活上の世
話を適切に行うべきことを定めたものである。

⑼

相談及び援助
基準第123条の規定による相談及び援助については、常時必要
な相談及び社会生活に必要な支援を行いうる体制をとることに
より、積極的に入居者の生活の向上を図ることを趣旨とするも
のである。なお、社会生活に必要な支援とは、入居者自らの趣
味又は嗜好に応じた生きがい活動、各種の公共サービス及び必
要とする行政機関に対する手続き等に関する情報提供又は相談
である。
⑽ 利用者の家族との連携等基準第124条は、指定地域密着型特定
施設入居者生活介護事業者は、利用者の生活及び健康の状況並
びにサービスの提供状況を家族に定期的に報告する等常に利用
者と家族の連携を図るとともに、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。
⑾ 運営規程
基準第125条は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事
業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定地域密着型特定
施設入居者生活介護の提供を確保するため、同条第１号から第
９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地
域密着型特定施設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。
① 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容（第４号）
「指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容」につい
ては、入浴の介護の１週間における回数等のサービスの内容
を指すものであること。
② 非常災害対策（第８号）
基準第125条第８号は、指定認知症対応型通所介護に係る第
54条第９号の規定と同趣旨であるため、第三の二の３の⑸の
⑥を参照されたい。
③ その他運営に関する重要事項（第９号）
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に身体的拘束等を行う際の手続について
定めておくことが望ましい。
⑿ 勤務体制の確保等
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⑻

相談及び援助
基準第123条の規定による相談及び援助については、常時必要
な相談及び社会生活に必要な支援を行いうる体制をとることに
より、積極的に入居者の生活の向上を図ることを趣旨とするも
のである。なお、社会生活に必要な支援とは、入居者自らの趣
味又は嗜好に応じた生きがい活動、各種の公共サービス及び必
要とする行政機関に対する手続き等に関する情報提供又は相談
である。
⑼ 利用者の家族との連携等基準第124条は、指定地域密着型特定
施設入居者生活介護事業者は、利用者の生活及び健康の状況並
びにサービスの提供状況を家族に定期的に報告する等常に利用
者と家族の連携を図るとともに、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。
⑽ 運営規程
基準第125条は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事
業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定地域密着型特定
施設入居者生活介護の提供を確保するため、同条第１号から第
９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地
域密着型特定施設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。
① 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容（第４号）
「指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容」につい
ては、入浴の介護の１週間における回数等のサービスの内容
を指すものであること。
② 非常災害対策（第８号）
基準第125条第８号は、指定認知症対応型通所介護に係る第
54条第９号の規定と同趣旨であるため、第三の二の３の⑸の
⑥を参照されたい。
③ その他運営に関する重要事項（第９号）
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に身体的拘束等を行う際の手続について
定めておくことが望ましい。
⑾ 勤務体制の確保等

基準第126条は、利用者に対する適切な指定地域密着型特定施
設入居者生活介護の提供を確保するため、職員の勤務体制等を
規定したものであるが 、このほか次の点に留意するものとする 。
① 地域密着型特定施設従業者の日々の勤務時間、常勤・非常
勤の別 、管理者との兼務関係 、機能訓練指導員との兼務関係 、
計画作成担当者との兼務関係等を勤務表上明確にすること。
② 同条第２項の規定により、指定地域密着型特定施設入居者
生活介護に係る業務の全部又は一部を他の事業者（以下「受
託者」という 。）に行わせる指定地域密着型特定施設入居者
生活介護事業者（以下「委託者」という 。）は、当該受託者
に対する当該業務の管理及び指揮命令の確実な実施を確保す
るため、当該委託契約において次に掲げる事項を文書により
取り決めなければならない。この場合において、委託者は受
託者に委託した業務の全部又は一部を再委託させてはならな
い。なお、給食、警備等の指定地域密着型特定施設入居者生
活介護に含まれない業務については、この限りでない。
イ 当該委託の範囲
ロ 当該委託に係る業務（以下「委託業務」という 。）の実
施に当たり遵守すべき条件
ハ 受託者の従業者により当該委託業務が基準第６章第４節
の運営基準に従って適切に行われていることを委託者が定
期的に確認する旨
ニ 委託者が当該委託業務に関し受託者に対し指示を行い得
る旨
ホ 委託者が当該委託業務に関し改善の必要を認め、所要の
措置を講じるよう前号の指示を行った場合において、当該
措置が講じられたことを委託者が確認する旨
ヘ 受託者が実施した当該委託業務により入居者に賠償すべ
き事故が発生した場合における責任の所在
ト その他当該委託業務の適切な実施を確保するために必要
な事項
③ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は②のハ及
びホの確認の結果の記録を作成しなければならないこと。
④ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が行う②の
ニの指示は、文書により行わなければならないこと。
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⑤

指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、基準第1
28条第２項の規定に基づき、②のハ及びホの確認の結果の記
録を２年間保存しなければならないこと。
⒀ 協力医療機関等
① 基準第127条第１項及び第２項は、指定認知症対応型共同生
活介護に係る第105条第１項及び第２項と同趣旨であるので、
第三の五の４の⑽の①を参照されたい。
② 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、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、協力医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決
めておくものとする。
⒁ 準用
基準第129条の規定により、基準第３条の10、第３条の11、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57条、第58条、第80条及び第8
5条第１項から第４項までの規定は、指定地域密着型特定施設入
居者生活介護の事業に準用されるものであるため、第三の一の
４の⑷、⑸、⒀、⒄及び (23)から (25)まで、 (27)、 (28)、第三の三の３
の⑷、⑺及び⑻並びに第三の四の４の⑿及び⒅の①から④まで
を参照されたい。
七 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
１ 基本方針
⑴ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービ
ス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念
頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社
会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、
健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有
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にす
ることを目指すものであり、常にその運営の向上に努めなけれ
ばならないこと。
⑵ 指定地域密着型介護老人福祉施設の形態は、次のようなもの
が考えられる。
・単独の小規模の介護老人福祉施設
・本体施設のあるサテライト型居住施設
・居宅サービス事業所（通所介護事業所、短期入所生活介護事

指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、基準第1
28条第２項の規定に基づき、②のハ及びホの確認の結果の記
録を２年間保存しなければならないこと。
⑿ 協力医療機関等
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⑤

