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第１章 介護保険について 
 

 

（１）介護保険法 

(平成九年十二月十七日) 

(法律第百二十三号) 

 

第一章 総  則 

（目的） 

第一条 

  この法律は，加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり，入浴，排

せつ，食事等の介護，機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について，こ

れらの者が尊厳を保持し，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，必要な

保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため，国民の共同連帯の理念に基づき介護保険

制度を設け，その行う保険給付等に関して必要な事項を定め，もって国民の保健医療の向上及び福祉

の増進を図ることを目的とする。 

 

（介護保険） 

第二条 介護保険は，被保険者の要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態に関し，必要な           

保険給付を行うものとする。 

2.   前項の保険給付は，要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資

するよう行われるとともに，医療との連携に十分配慮して行われなければならない。  

3． 第一項の保険給付は，被保険者の心身の状況，その置かれている状況等に応じて，被保険者の選

択に基づき，適切な保健医療サービス及び福祉サービスが，多様な事業者又は施設から，総合的かつ

効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。  

４． 第一項の保険給付の内容及び水準は，被保険者が要介護状態となった場合においても，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に配慮され

なければならない。 

 

※下線は介護ケア推進課によるもの 
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（２）介護保険制度における基本理念 

 

１）尊厳を持って自立した生活 

    介護保険法第１条に「尊厳を保持し，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」とあります。尊厳を保持するとは，人間らしく生きる

権利を保障することであり，加齢に伴って生じた心身の変化，疾病等によって介

護や支援が必要となっても，利用者がその人らしく望む生活ができるようにして

いくことが重要であり，介護保険法の目的となります。 

 

２）自立支援 

    自立支援は「その有する能力」に応じて行われるものであり，支援を行う者は

現状だけでなく生活歴や価値観なども踏まえて，「ありたい姿」や「望む生活」

がどのようなものであるかを把握し，その実現のためには何が必要であるか分析

することが大切です。また，利用者が主体的に取り組めるように，そして状態だ

けでなく生活の質（QOL）の向上に繋がるように支援する必要があります。 

 

    自立支援にあたっては，次のような視点が重要です。 

   ① ありたい姿や望む生活について，自ら選択し，自己決定することで「存在意

義」や「自己効力感」を感じることができるようにする。 

（利用者が主役） 

      利用者の意向が消極的である場合は留意する必要があります。自立に向け

ての意欲が喪失している場合はその理由を解明し，真の思いを引き出して意

欲を高める方法等を検討する必要があります。 

     ※「被保険者の選択に基づき」（介護保険法第 2 条第 3 項） 

   ② ありたい姿，望む生活を実現するために，幅広い視野での検討を行う 

    （目標志向型の支援） 

      検討にあたっては，利用者や家族との信頼関係や協働関係を大切にし，医

療をはじめとした関係機関（多職種）との連携によって，介護保険サービス

にとらわれず，利用者が生き甲斐をもって生活できるように総合的な支援に

繋がるようにすることが重要です。 

     ※「被保険者の心身の状況，その置かれている環境等に応じて，（中略）総

合的かつ効率的に提供されるように配慮して行わなければならない。」 

（介護保険法第 2 条第 3項） 
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③ 重度化防止の視点 

   状態の軽減や悪化の防止のためには，健康管理における医療連携，環境や

メンタル面での配慮なども大切です。そのためには，利用者が主体的に取り

組めるように支援することが必要となります。 

※ 「要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに，

医療との連携に十分配慮して行わなければならない。」（介護保険法第 2

条第 2 項） 

④ 地域との繋がりの視点 

   住み慣れた地域での生活を続けられるよう，また人や地域との関わりにお

ける可能性を検討し，「自己効力感」を感じることができるように支援する

ことが大切です。また，緊急時対応や災害時対応などの体制の検討も必要と

なります。 

  ※「要介護状態となった場合においても，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生活を営むことができるように配慮され

なければならない。」（介護保険法第 2 条第 4 項） 
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（３）介護支援専門員の義務 

 
介護保険法（平成九・一二・一七 法律一二三） 

第 5章 介護支援専門員並びに事業者及び施設 

第 1節 介護支援専門員  

第３款 義務等 

 

第 69 条の 34 介護支援専門員は，その担当する要介護者等の人格を尊重し，

常に当該要介護者等の立場に立って，当該要介護者等に提供される居宅サー

ビス，地域密着型サービス，施設サービス，介護予防サービス若しくは地域

密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業が特定の

種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう，公正かつ

誠実にその業務を行わなければならない。 

 

２ 介護支援専門員は，厚生労働省令で定める基準に従って，介護支援専門員

の業務を行わなければならない。 

 

３ 介護支援専門員は，要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助

に関する専門的知識及び技術の水準を向上させ，その他その資質の向上を図

るよう努めなければならない。 
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（４）介護支援専門員 倫理綱領 

 

前 文 

私たち介護支援専門員は，介護保険法に基づいて，利用者の自立した日常生活を支

援する専門職です。よって，私たち介護支援専門員は，その知識・技能と倫理性の向

上が，利用者はもちろん社会全体の利益に密接に関連していることを認識し，本倫理

綱領を制定し，これを遵守することを誓約します。 

条 文 

（自立支援） 

１．私たち介護支援専門員は，個人の尊厳の保持を旨とし，利用者の基本的人権を擁

護し，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，利用者

本位の立場から支援していきます。 

 

（利用者の権利擁護） 

２．私たち介護支援専門員は，常に最善の方法を用いて，利用者の利益と権利を擁護

していきます。 

 

（専門的知識と技術の向上） 

３．私たち介護支援専門員は，常に専門的知識・技術の向上に努めることにより，介

護支援サービスの質を高め，自己の提供した介護支援サービスについて，常に専門

職としての責任を負います。また，他の介護支援専門員やその他専門職と知識や経

験の交流を行い，支援方法の改善と専門性の向上を図ります。 

 

（公正・中立な立場の堅持） 

４．私たち介護支援専門員は，利用者の利益を最優先に活動を行い，所属する事業

所・施設の利益に偏ることなく，公正・中立な立場を堅持します。 

 

（社会的信頼の確立） 

５．私たち介護支援専門員は，提供する介護支援サービスが，利用者の生活に深い関

わりを持つものであることに鑑み，その果たす重要な役割を自覚し，常に社会の信

頼を得られるよう努力します。 
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（秘密保持） 

６．私たち介護支援専門員は，正当な理由なしに，その業務に関し知り得た利用者や

関係者の秘密を漏らさぬことを厳守します。 

 

(法令遵守) 

７．私たち介護支援専門員は，介護保険法及び関係諸法令・通知を遵守します。 

 

（説明責任） 

８．私たち介護支援専門員は，専門職として，介護保険制度の動向及び自己の作成し

た介護支援計画に基づいて提供された保健・医療・福祉のサービスについて，利用

者に適切な方法・わかりやすい表現を用いて，説明する責任を負います。 

 

(苦情への対応) 

９．私たち介護支援専門員は，利用者や関係者の意見・要望そして苦情を真摯に受け

止め，適切かつ迅速にその再発防止及び改善を行います。 

 

（他の専門職との連携） 

10．私たち介護支援専門員は，介護支援サービスを提供するにあたり，利用者の意向

を尊重し，保健医療サービス及び福祉サービスその他関連するサービスとの有機的

な連携を図るよう創意工夫を行い，当該介護支援サービスを総合的に提供します。 

 

（地域包括ケアの推進） 

11．私たち介護支援専門員は，利用者が地域社会の一員として地域での暮らしができ

るよう支援し，利用者の生活課題が地域において解決できるよう，他の専門職及び

地域住民との協働を行い，よって地域包括ケアを推進します。 

 

（より良い社会づくりへの貢献） 

12．私たち介護支援専門員は，介護保険制度の要として，介護支援サービスの質を高

めるための推進に尽力し，より良い社会づくりに貢献します。 

 

 

 

 

 

※日本介護支援専門員協会介護支援専門員倫理綱領より 
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第２章 ケアマネジメントの実施にあたって 

 

（１）ケアマネジメントについて 

介護保険におけるサービスを利用する際には，介護支援専門員によるケアマネジメン

トの実施が必要です。 

 

ケアマネジメントの実施に当たっては，利用者の「目標」をケアチームで共有し，目

標達成に向けて主体的に取り組むことができるよう支援し，心身の機能の改善だけでな

く，生きがいや役割を持って生活できるよう，「心身機能」「精神面」「活動や社会参加」

にバランスよくアプローチすることが重要です。  

  そのため，ケアプランの作成において，「目標志向型ケアプラン」を自立支援・重度化

防止の視点で検討することが大切です。利用者の実現可能な「ありたい姿」や「望む生

活」を「目標」とし，その目標の実現に向けて利用者が何に取り組むか，どのような支

援が必要かアセスメントします。その時にセルフケアや家族支援，地域との繋がり，イ

ンフォーマルサービスも含めて総合的に検討します（介護保険サービスは目標達成のた

めの手段の一つです）。これらのことがケアプランを通して具体的にわかるようにするこ

とで，個別性のあるケアプランとなり，利用者が主体的に取り組むことが可能となりま

す。 

なお，この検討にあたっては，サービス担当者会議等の機会に，主治医をはじめとし

たケアチームで行うことが重要です。それぞれの専門的見地からケアプラン原案に対す

る意見を聴取すると共に，ケアチームで支援の方向性や留意点を共有します。そのため

には，日頃から医療との連携や地域のネットワークにおける関係機関との連携が重要と

なります。 

 

ケアマネジメントの一連の流れを適切に行っていくためには，利用者やその家族及び

支援者との信頼関係や協働関係の構築が必要であり，介護保険における基本理念の理解

が必要です。ケアプランはこれらのケアマネジメントのプロセスを「見える化」したも

のと言えます。 

 

利用者が「生きがい」や自己実現による「自己効力感」を得られるように（消極的な

意向については「本人の自己決定だから」と全てを受け入れるのではなく，意欲が消失

している理由を解明することで「想い」を引き出し），介護保険の理念と利用者が主役で

あることを念頭に置いたケアマネジメントにより，住み慣れた地域で生活を続けていく

ための総合的支援をお願い致します。 
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（２）ケアマネジメントの実施手順 
   

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（H11.3.31）（厚令三八）におい

て，第 13 条「指定居宅介護支援の具体的取扱方針」の第 2 号～第 4 号に次のように記載さ

れています。 

第 2 号  指定居宅介護支援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，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。 

第 3 号  介護支援専門員は，居宅サービス計画の作成に当たっては，利用者の自立した

日常生活の支援を効果的に行うため，利用者の心身又は家族の状況等に応じ，継

続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならな

い。 

第 4 号  介護支援専門員は，居宅サービス計画の作成に当たっては，利用者の日常生活

全般を支援する観点から，介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は

福祉サービス，当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含

めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 

  

支援を行う際には，これらのことに留意していただき，下記の手順における留意事項を参考に

してください。（留意事項及び関係帳票を整理したものですが，「～を活用するなどして，」と記載

している帳票は，使用が義務付けられているものではありません。しかし，これらの帳票を使用

しない場合でも，これらの帳票に係るプロセスは行う必要があります。） 

※なお，左の欄に「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」（H11.3.31）（厚令

三八）の根拠を掲載しています。また，文中に「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準について」（通知）の根拠を示している箇所があり，「解釈通知」と表しています。 

プロセス 留意事項 帳票及び 

参考資料等 

1．インテーク 

 情報収集 

〇 被保険者及びその家族の日頃の心身の状態や生活状況，

生活の困りごと等を聞き取るとともに，被保険者及びその

家族の様子，生活の場等を観察する。 

〇 聞き取り及び観察を行う時は，課題分析標準項目【P17】

の内容を網羅できるように行う。 

〇 聞き取り及び観察を行う時は，被保険者の「できていな

い・問題がある」というネガティブな部分だけでなく，「で

きている・頑張っている」というポジティブな部分も把握で

きるように行う。 

〇 「興味・関心チェックシート」を活用するなどして，被保

険者の望む生活（できれば～してみたい，ADL・IADL，趣味

活動等）の内容を具体的に聞き取る。 

〇 被保険者又はその家族が，利用を希望するサービスがあ

れば聞き取る。 

・主治医意見書 

・訪問調査票 

・興味・関心チ

ェックシー

ト【P36】 

・居宅介護支

援計画連絡

票(京都府医

師会様式）

【P37】 
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〇 重度化防止の視点で，医療情報について聞き取る。 

・定期的に受診しているか。 

・服薬管理の状況（お薬手帳や残薬の確認） 

・治療中の疾患の症状等（お薬手帳の確認に併せ，検査結果を

把握するなど方法を工夫する。）  

・被保険者及び家族の病識（病気の理解度や思い） 

・療養生活上の留意点（医療連携） 

1．インテーク 

  意識共有 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 13条第2号 

第13条第5号 

〇 ケアマネジメントを開始するに当たって，被保険者本人

及びその家族に次のことを説明して理解を得る。 

・介護保険法の理念である効果的なケアマネジメントと自立

支援に向けたサービス展開により，状態改善や重症化防止

を進めていくものであること。 

・ケアマネジメントの中で被保険者自身が目標を立て，その

達成に向けてサービスを利用しながら一定期間取り組み，

達成後は，より自立や重度化防止に向けた次のステップに

移っていくこと。（例：介護保険サービスから，地域資源を

利用した社会参加等への移行など。） 

・被保険者はケアマネジャーに対し，複数の指定事業者等を

紹介するよう求めることができること。 

・被保険者が，病院又は診療所に入院する必要が生じた場合

には，担当ケアマネジャーの氏名及び連絡先を当該病院又は

診療所に伝えること。 

・居宅サービ

ス計画依頼

届出書【P38】 

・重要事項説

明書【資料編

参照】 

 

 

 

 

2．アセスメント 

（課題分析） 

 

第13条第6号 

    第7号 

 

〇 課題分析標準項目を参考に，聞き取り及び観察して得た

情報を整理し，フェイスシートに記入する。アセスメントシ

ートを活用するなどして，収集した情報を整理する。 

〇 被保険者の「できている・頑張っている」というポジティ

ブな部分が，役割等で発揮できないかを検討する。 

〇 被保険者の望む生活（＝「したい」）（目標）と現状の生活

（＝「うまくできていない」）のギャップを明らかにして，

「なぜ，うまくできていないのか」という要因を分析する。 

 （解決すべき課題の把握）これは生活全般について行うこと

が重要である。 

〇 課題分析にあたっては，利用者やその家族との信頼関係

や協働関係の構築が重要。（そのために，面接技法等の研鑽

に努めることが大切。） 

〇 アセスメントシート等により抽出された課題について，

「課題整理総括表」を活用するなどして，生活機能の「どこ

・課題整理標

準項目【P17】 

・アセスメン

トシート(任

意様式) 

・課題整理総

括表【P39】 
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に」「どのような」「どの程度の」問題があるために困った状

況になっているのかを検討する。 

〇 地域との繋がりについて検討する。 

・本人ができることを奪わず，「強み」に着目した検討（セ

ルフケア等）。 

・地域の特性やインフォーマルな地域支援の状況をアセス

メントする。 

・介護保険サービスを利用することで，被保険者と地域と

の関係が分断されないように注意する。 

・緊急時対応（災害時対応を含む）を検討する。 

 アセスメント 支援 

専

門

職

の

視

点 

・リスクの評価 

・将来的な変化の見通し 

・制度，サービスに関する情報 

・医療，保健など関連分野との

連携 

・専門知識，技術に裏付け

られたサービス 

・安定性，継続性 

住

民

の

視

点 

・地域のインフォーマルな資源

に関する情報 

・本人の生活ぶりや家族の関係 

・同じ地域で暮らしてきた時間

の中で蓄積された情報 

・閉じこもりや孤立の防止 

・つながりによる安心感の

提供 

・地域での居場所の創出 

・日常の中での変化の気づ

き，ニーズの早期発見 

出典：(福)全国社会福祉協議会「専門的援助と住民主体の福祉活動の協

働を進めるために～新しい総合事業における要支援者等への支援を

考える～」 

  

 

 

3．ケアプラ

ン 原 案 作

成 ／ ア セ

ス メ ン ト

結果作成 

(目標等の設

定) 

 

第 13 条第 8

号 

〇 アセスメント結果に基づいて，ケアプラン原案を作成する。 

〇 被保険者自身のこのような生活を送れるようになりたいと

いう「望む生活」や「ありたい姿」を「目標」として設定する。

（被保険者が主体的に取組むためのモチベーションとなる。） 

○ 消極的・拒否的意向の場合は特に留意し，生活意欲が喪失し

ている理由を解明し，被保険者の「想い」を引き出すように

する。（過去の生活歴等も参考にする。） 

〇 長期目標及び長期目標の実現に向けた各段階の短期目標に

ついて，それぞれの達成時期を期間として設定する。 

〇 「目標」については，利用者が主体的に取組んで，達成可能

なものとし，達成されたかどうかを具体的にモニタリング・評

・居宅サービス

計画書【P29

～】 
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価できるものとする。（被保険者自身にもわかるように具体的

に記載する。） 

〇 「目標」を達成するために，次の事項を具体的に定める。 

・「どのように改善を図るのか」（実現可能かを検討し，最も効

果的な方法の選択に繋げる） 

・「どこで，誰がアプローチするとよいのか」（最も効果的な手

段の選択を行うが，介護保険サービスに限らず幅広い視野で

行えるようにする） 

・「いつ頃までに」（目標の達成時期，期限） 

〇 被保険者の「できている・頑張っている」というポジティブ

な部分が，「役割」などで発揮できる場合は，それを目標に設

定することで，自己効力感を高め，より「やりがい」や「生き

がい」のある生活を促す効果が期待できる。 

〇 解釈通知第 13条第 8号には，次のように記されている。 

※下線は介護ケア推進課によるもの 

 

介護支援専門員は，居宅サービス計画が利用者の生活の

質に直接影響する重要なものであることを十分に認識

し，居宅サービス計画原案を作成しなければならない。し

たがって，居宅サービス計画原案は，利用者の希望及び利

用者についてのアセスメントの結果による専門的見地に

基づき，利用者の家族の希望及び当該地域における指定

居宅サービス等が提供される体制を勘案した上で，実現

可能なものとする必要がある。 

 また，当該居宅サービス計画原案には，利用者及びその

家族の生活に対する意向及び総合的な援助の方針並びに

生活全般の解決すべき課題を記載した上で，提供される

サービスについて，その長期的な目標及びそれを達成す

るための短期的な目標並びにそれらの達成時期等を明確

に盛り込み，当該達成時期には居宅サービス計画及び各

指定居宅サービス等の評価を行い得るようにすることが

重要である。 

 さらに，提供されるサービスの目標とは，利用者がサー

ビスを受けつつ到達しようとする目標を指すものであ

り，サービス提供事業者側の個別のサービス行為を意味

するものではないことに留意する必要がある。 
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4．サービス

担 当 者 会

議 

（意識共有） 

 

第 13 条第 9

号 

〇 サービス担当者会議は， 

①ケアプランを作成（変更）する場合 

 更新認定を受けた場合 

 区分変更の認定を受けた場合 

に，必ず開催しなければならない。 

〇 サービス担当者会議では，各ケアチームメンバーにそれぞ

れ専門的見地からの意見を求め，調整を行い，支援の方向性

を共有する。 

〇 適切な目標設定及びサービス・支援の選定のためには，ア

セスメントによる心身の状況（特に ADL，IADL）の正確な把

握が欠かせないことから，アセスメントシートによって抽出

された課題を「課題整理総括表」を活用するなどして，被保

険者及びその家族を含む関係者間（ケアチームメンバー）で

共有する。 

〇 被保険者及びその家族を含む関係者全員が，被保険者の

「目標」やその実現時期，それを実現するまでの各段階での

「短期目標」等を共有し，「目標」の達成に効果的なプログラ

ムの実施方法を協議する。 

〇 医学的見地からの意見を得るため，主治医に参加を依頼す

る。主治医が参加できない場合は，「居宅介護支援計画連絡

票」等によって意見照会する。 

なお，医療系サービスの利用の有無に関わらず，重度化防

止の視点から，療養上の留意点を確認し，ケアチームで共有

することが重要である。 

解釈通知第 13条第 20 号には，次のように記されている。 

○ 地域との繋がりも検討・考慮する。 

〇 被保険者やその家族，非専門職であるサービス担当者，地

域の支援者等がサービス担当者会議に参加することがあり

得ることから，専門用語はできるだけ避け，平易な言葉を使

う。 

医療サービス以外の指定居宅サービス等を居宅サービス計

画に位置付ける場合にあって，当該指定居宅サービス等に係

る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されてい

るときは，介護支援専門員は，当該留意点を尊重して居宅介

護支援を行うものとする。 

・居宅サービ

ス計画書 

（原案） 

【P29～】 

・サービス担

当者会議の

要点【P32】 

・課題整理総

括表【P39】 

・居宅介護支

援計画連絡

票(京都府

医 師 会 様

式）【P37】 
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5．利用者への

説明・同意 

（意識共有） 

 

第 13条第 10号 

〇 ケアプラン原案の内容について，専門用語はできるだけ

避け，平易な言葉を使い，具体的に説明する。 

〇 「課題整理総括表」を活用するなどして，生活機能の「ど

こに」「どのような」「どの程度の」問題があるために困っ

た状況になっているのか，生活機能を維持・改善するため

にどのような「維持・改善すべき課題」があるのかをわか

りやすく説明する。 

〇 被保険者及びその家族と 

 被保険者の「目標」（ありたい姿，望む生活）のイメージ

を共有 

 「目標」を実現するために「維持・改善すべき課題」の

解決（目標の達成）を図る 

 目標が達成されたら，生活機能を維持し，さらに高める 

ことが大切であることを説明する。 

〇 文書により同意を得る。 

・居宅サービ

ス計画書 

【P29～】 

・課題整理総

括表【P39】 

 

 

 

 

６．ケアプラン確定・交付 

※意見を聞いた主治医等にもケアプランを交付する 

 

 

 

 

７．サービス利用開始 

 

 

 

 

8.モニタリン

グ（評価） 

 

第13条第13号 

  

 

 

 

 

 

〇 モニタリングの目的は，ケアプランの実施状況を把握し，

目標の達成状況，支援内容の適否，新たな課題の有無等を

確認することである。 

 ※被保険者及びその家族を含む関係者が，目標の達成状況，

支援内容の適否，新たな課題の有無等に関する認識を共有

する。 

〇 目標を達成した場合は，速やかに再課題分析を行う。課

題が解決されている場合は次へのステップアップを検討す

る。（例：介護保険サービスから社会参加への移行など。） 

〇 新たな課題が見つかった場合や目標達成が困難な場合

・支援経過記

録 

【P33】 

・モニタリン

グ（評価）シ

ート(任意

様式) 
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第 13 条 

第 13 号の

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は，ケアプランを見直すことになる。その際も必要に応じ

てサービス担当者会議等で専門的見地からの意見を聴取

し，維持・改善の可能性を追求することが望まれる。 

〇 解釈通知第 13条第 13 号の２には，次のように記されて

いる。 

（「主治の医師」とは，要介護認定の申請のために主治医意

見書を記載した医師に限定されない。） 

〇 服薬管理だけでなく，口腔や栄養に関することも重度化

防止の視点では重要であり，各専門職等に確認することが

望ましい。 

〇 新たな課題がみつかった場合や目標達成が困難な場合

は，ケアプランを見直すことになる。その際も必要に応じ

利用者の解決すべき課題の変化は，利用者に直接サービ

スを提供する指定居宅サービス事業者等により把握される

ことも多いことから，介護支援専門員は，当該指定居宅サ

ービス事業者等のサービス担当者と緊密な連携を図り，利

用者の解決すべき課題の変化が認められる場合には，円滑

に連絡が行われる体制の整備に努めなければならない。 

また，利用者の服薬状況，口腔機能その他の利用者の心

身又は生活の状況に係る情報は，主治の医師若しくは歯科

医師又は薬剤師が医療サービスの必要性等を検討するにあ

たり有効な情報である。このため，指定居宅介護支援の提

供に当たり，例えば， 

・薬が大量に余っている又は複数回分の薬を一度に服用し

ている 

・薬の服用を拒絶している 

・使いきらないうちに新たに薬が処方されている 

・口臭や口腔内出血がある  

・体重の増減が推測される見た目の変化がある 

・食事量や食事回数に変化がある 

・下痢や便秘が続いている  

・皮膚が乾燥していたり湿疹等がある  

・リハビリテーションの提供が必要と思われる状態にある

にも関わらず提供されていない状況 

等の利用者の心身又は生活状況に係る情報を得た場合は，

それらの情報のうち，主治の医師若しくは歯科医師又は薬

剤師の助言が必要であると介護支援専門員が判断したもの

について，主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供

するものとする。 

※下線は介護ケア推進課によるもの 
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第 13条第14号 

てサービス担当者会議等で各専門職等の意見を聴取し，維

持・改善の可能性を追求することが望まれる。 

〇 ケアプランの見直しにあたっては，サービス担当者会議

を必ず開催しなければならないものではないが，評価の結

果，ケアプランを変更する場合はサービス担当者会議を開

催する必要がある。 

※介護支援専門員等が軽微な変更と判断する場合はこの限

りではないが，専門的見地からの意見聴取を行うことは

ケアプランを変更するにあたって非常に重要である。 

〇 特別な事情が無い限り，少なくとも 1 月に 1回は被保険

者の居宅を訪問してモニタリングを行い，その結果を記録

することが必要。 

・1 月に 1回とは，歴月のことである。 

・特別な事情とは，被保険者の事情によって居宅の訪問及

び面接が出来ない場合のことであり，介護支援専門員に

起因する事情は含まれない。 

 ・特別な事情があった場合は，その具体的な内容を記録し

ておくことが必要である。 

〇 目標志向型ケアプランの考え方から，目標が達成できな

かった場合，実現可能な目標の再検討が必要である。 

〇 モニタリング（評価）結果について，被保険者及びその

家族を含む関係者間（ケアチーム）で共有する。 

 （支援の方向性の一致） 
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（３） 
居宅介護支援事業所におけるケアマネジメントプロセスの概略 

相談・ケアプラン作成依頼受付 

＜居宅サービス事業所＞ 

ケアプランおよび 

サービス提供票受取 

個別サービス計画作成 

＜利用者＞ 

ケアプランおよび 

サービス利用票受取 

モニタリング 

・状態，課題，意欲等の変化の把握 

・サービス実施状況等の把握 

・目標達成状況の確認＜評価＞ 

 

ケアプランに基づく 

サービス提供事業所の調整 

（サービスの実施） 

ケアプラン確定 

（利用者同意） 

サービス担当者会議 

専門的見地からの意見聴取 

情報収集（課題分析標準項目参照） 

ケアプラン作成説明 

 重要事項説明・契約等 

ケアプラン原案作成 

・目標 

・セルフケア，家族支援 

・インフォーマルサービス 

・介護保険サービス（内容・種別・頻度） 

・期間（目標の達成時期） 

アセスメント 

ありたい姿・望む生活の把握 

利用者及び家族の強みの確認 

生活全般における課題の抽出・分析 

地域力の分析 

居宅サービス計画作成依頼

届出書を提出 

必要に応じて 

評価及び 

再アセスメント 

ケアプランの見直し 

交付 

＜利用者・家族＞ 

相談 
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（４）課題分析標準項目 

１）課題分析標準項目とは 

課題分析標準項目は，以下の通り「基本情報に関する項目」と「課題

分析（アセスメント）に関する項目」で構成される 

①基本情報に関する項目 

基本情報（受付，利用者等基本情報），生活状況，利用者の被保険者

情報，現在利用しているサービスの状況等 

②課題分析（アセスメント）に関する項目 

健康状態，ＡＤＬ，ＩＡＤＬ，認知，等 

 

２）課題分析標準項目のうち「アセスメント」に関する項目 

（左：項目，右：記載する内容） 

健康状態： 利用者の健康状態（既往歴，主傷病，症状，痛み等） 

ＡＤＬ：  寝返り，起きあがり，移乗，歩行，着衣，入浴，排泄等 

ＩＡＤＬ： 調理，掃除，買物，金銭管理，服薬状況等 

認知： 日常の意思決定を行うための認知能力の程度 

コミュニケーション能力：  

意思の伝達，視力，聴力などのコミュニケーション能力 

社会との関わり： 

社会的活動への参加意欲，社会との関わりの変化，喪失感や孤独感等 

排尿・排便：  

失禁の状況，排尿排泄後の後始末，コントロール方法，頻度等 

じょく瘡・皮膚の問題： じょく瘡の程度，皮膚の清潔状況等 

口腔衛生： 歯・口腔内の状態や口腔衛生 

食事摂取： 栄養，食事回数，水分量等 

問題行動： 

暴言暴行，徘徊，介護の抵抗，収集癖，火の後始末，不潔行為 

異食行動等 

介護力： 利用者の介護力（介護者の有無，介護者の介護意思，介護負担 

主な介護者に関する情報等） 

居住環境： 住宅改修の必要性，危険箇所等の現在の居住環境 

特別な状況： 虐待，ターミナルケア等 

厚生労働省 介護給付費分科会（H29.10.25）資料 

より抜粋 
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（５）居宅サービス計画書記載要領 

 

 

 本様式は，当初の介護サービス計画原案を作成する際に記載し，その後，介護サービス

計画の一部を変更する都度，別葉を使用して記載するものとする。但し，サービス内容へ

の具体的な影響がほとんど認められないような軽微な変更については，当該変更記録の箇

所の冒頭に変更時点を明記しつつ，同一用紙に継続して記載することができるものとす

る。 

 

１． 第１表：「居宅サービス計画書（１）」 

 

① 「利用者名」 

当該居宅サービスの利用者名を記載する。 

② 「生年月日」 

当該利用者の生年月日を記載する。 

③ 「住所」 

当該利用者の住所を記載する。 

④ 「居宅サービス計画作成者氏名」 

当該居宅サービス計画作成者（介護支援専門員）の氏名を記載する。 

⑤ 「居宅介護支援事業者・事業所名及び所在地」 

当該居宅サービス計画作成者の所属する居宅介護支援事業者・事業所名及び所在

地を記載する。 

⑥ 「居宅サービス計画作成（変更）日」 

当該居宅サービス計画を作成または変更した日を記載する。 

⑦ 「初回居宅サービス計画作成日」 

当該居宅介護支援事業所において当該利用者に関する居宅サービス計画を初めて

作成した日を記載する。 

⑧ 「初回・紹介・継続」 

当該利用者が，当該居宅介護支援事業所において初めて居宅介護支援を受ける場

合は「初回」に，他の居宅介護支援事業所（同一居宅介護支援事業者の他の事業所

を含む。以下同じ。）又は介護保険施設から紹介された場合は「紹介」に，それ以

外の場合は「継続」に○を付す。 

なお，「紹介」とは，当該利用者が他の居宅介護支援事業所又は介護保険施設に

おいて既に居宅介護支援等を受けていた場合を指す。 

また，「継続」とは，当該利用者が既に当該居宅介護支援事業所から居宅介護支

平成 11 年 11 月 12 日 老企第 29 号 
（最終改正：平成 20 年 7 月 29 日） 

老計発第 0729001 号 
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援を受けている場合を指す。 

おって，当該居宅介護支援事業所において過去に居宅介護支援を提供した経緯が

ある利用者が一定期間を経過した後に介護保険施設から紹介を受けた場合には，

「紹介」及び「継続」の両方を○印で囲むものとする。 

⑨ 「認定済・申請中」 

「新規申請中」（前回「非該当」となり，再度申請している場合を含む。），「区分

変更申請中」，「更新申請中であって前回の認定有効期間を超えている場合」は，

「申請中」に○を付す。それ以外の場合は「認定済」に○を付す。 

⑩ 「認定日」 

「要介護状態区分」が認定された日（認定の始期であり，初回申請者であれば申

請日）を記載する。 

 「申請中」の場合は，申請日を記載する。認定に伴い当該居宅サービス計画を変

更する必要がある場合には，作成日の変更を行う。 

⑪ 「認定の有効期間」 

被保険者証に記載された「認定の有効期間」を転記する。 

⑫ 「要介護状態区分」 

被保険者証に記載された「要介護状態区分」を転記する。 

⑬ 「利用者及び家族の生活に対する意向」 

利用者及びその家族が，どのような内容の介護サービスをどの程度の頻度で利用

しながら，どのような生活をしたいと考えているのかについて課題分析の結果を記

載する。 

なお，利用者及びその家族の介護に対する意向が異なる場合には，各々の主訴を

区別して記載する。 

⑭ 「認定審査会の意見及びサービス種別の指定」 

被保険者証を確認し，「認定審査会意見及びサービス種類の指定」が記載されて

いる場合には，これを転記する。 

⑮ 「総合的な援助の方針」 

課題分析により抽出された，「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」に対応し

て，当該居宅サービス計画を作成する介護支援専門員をはじめ各種のサービス担当

者が，どのようなチームケアを行おうとするのか，総合的な援助の方針を記載す

る。 

あらかじめ発生する可能性が高い緊急事態が想定されている場合には，対応機関

やその連絡先等について記載することが望ましい。 

⑯ 「生活援助中心型の算定理由」 

介護保険給付対象サービスとして，居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介

護を位置付けることが必要な場合に記載する。 
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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成 12年 2月 10

日厚生省告示第 19号）別表の 1の注 3 に規定する「単身の世帯に属する利用者」

の場合は，「1.一人暮らし」に，「家族若しくは親族（以下「家族等」という。）と

同居している利用者であって，当該家族等の障害，疾病等の理由により，当該利用

者または当該家族等が家事を行うことが困難であるもの」の場合は，「2.家族等が

障害，疾病等」に○を付す。また，家族等に障害，疾病がない場合であっても，同

様にやむをえない事情により，家事が困難な場合等については，「3.その他」に○

を付し，その事情の内容について簡潔明瞭に記載する。 

 

 

２． 第２表：「居宅サービス計画書（２）」 

 

① 「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」 

利用者の自立を阻害する要因等であって，個々の解決すべき課題（ニーズ）につ

いてその相互関係をも含めて明らかにし，それを解決するための要点がどこにある

かを分析し，その波及する効果を予測して原則として優先度合いが高いものから順

に記載する。 

② 「目標（長期目標・短期目標）」 

「長期目標」は，基本的には個々の解決すべき課題に対応して設定するものであ

る。 

ただし，解決すべき課題が短絡的に解決される場合やいくつかの課題が解決され

て初めて達成可能な場合には，複数の長期目標が設定されることもある。 

「短期目標」は，解決すべき課題及び長期目標に段階的に対応し，解決に結びつ

けるものである。緊急対応が必要になった場合には，一時的にサービスは大きく変

動するが，目標として確定しなければ「短期目標」を設定せず，緊急対応が落ち着

いた段階で，再度，「長期目標」・「短期目標」の見直しを行い記載する。 

なお，抽象的な言葉ではなく誰にもわかりやすい具体的な内容で記載することと

し，かつ目標は，実際に解決が可能と見込まれるものでなくてはならない。 

③ （「長期目標」及び「短期目標」に付する）「期間」 

「長期目標」の「期間」は，「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」を，いつま

でに，どのレベルまで解決するのかの期間を記載する。 

「短期目標」の「期間」は，「長期目標」の達成のために踏むべき段階として設

定した「短期目標」の達成期限を記載する。 

また，原則として開始時期と終了時期を記入することとし，終了時期が特定でき

ない場合等にあっては，開始時期のみ記載する等として取り扱って差し支えないも

のとする。 
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なお，期間の設定においては「認定の有効期間」も考慮するものとする。 

④ 「サービス内容」 

「短期目標」の達成に必要であって最適なサービスの内容とその方針を明らかに

し，適切・簡潔に記載する。 

この際，できるだけ家族による援助も明記し，また，当該居宅サービス計画作成

時において既に行われているサービスについても，そのサービスがニーズに反せ

ず，利用者及びその家族に定着している場合には，これも記載する。 

なお，生活援助中心型の訪問介護を必要とする場合には，その旨を記載する。 

⑤ 「保険給付の対象かどうかの区分」 

「サービス内容」中，保険給付対象内サービスについて○印を付す。 

⑥ 「サービス種別」 

「サービス内容」及びその提供方針を適切に実行することができる居宅サービス

事業者等を選定し，具体的な「サービス種別」及び当該サービス提供を行う「事業

所名」を記載する。 

家族が担う介護部分についても，誰が行うのかを明記する。 

⑦ 「頻度」・「期間」 

「頻度」は，「サービス内容」に掲げたサービスをどの程度の「頻度（一定期間

内での回数，実施曜日等）」で実施するかを記載する。 

「期間」は，「サービス内容」に掲げたサービスをどの程度の「期間」にわたり

実施するかを記載する。 

なお，「期間」の設定においては「認定の有効期間」も考慮するものとする。 

⑧ 福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のサービスを必要とする理由 

福祉用具貸与又は特定福祉用具販売を居宅サービス計画に位置付ける場合におい

ては，「生活全般の解決すべき課題」・「サービス内容」等に当該サービスを必要と

する理由が明らかになるように記載する。 

なお，理由については，別の用紙（別葉）に記載しても差し支えない。 

 

 

３． 第３表：「週間サービス計画表」 

 

① 「主な日常生活上の活動」 

利用者の起床や就寝，食事，排泄などの平均的な一日の過ごし方について記載す

る。 

なお，当該様式については，時間軸，曜日軸の縦横をどちらにとってもかまわな

い。 
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４． 第４表：「サービス担当者会議の要点」 

  サービス担当者会議を開催した場合に，当該会議の要点について記載する。また，サ

ービス担当者会議を開催しない場合や会議に出席できない場合に，サービス担当者に対

して行った照会の内容等についても，記載する。 

 

① 「利用者名」 

第１表から転記する。 

② 「生年月日」 

第１表から転記する。 

③ 「住所」 

第１表から転記する。 

④ 「居宅サービス計画作成者氏名」 

第１表から転記する。 

⑤ 「開催日」 

当該会議の開催日を記載する。 

⑥ 「開催場所」 

当該会議の開催場所を記載する。 

⑦ 「開催時間」 

当該会議の開催時間を記載する。 

⑧ 「開催回数」 

当該会議の開催回数を記載する。 

⑨ 「会議出席者」 

当該会議の出席者の「所属（職種）」及び「氏名」を記載する。本人又はその家

族が出席した場合には，その旨についても記入する。また，当該会議に出席できな

いサービス担当者がいる場合には，その者の「所属（職種）」及び「氏名」を記載

するとともに，当該会議に出席できない理由についても記入する。なお，当該会議

に出席できないサービス担当者の「所属（職種）」，「氏名」又は当該会議に出席で

きない理由について他の書類等により確認することができる場合は，本表への記載

を省略して差し支えない。 

⑩ 「検討した項目」 

当該会議において検討した項目について記載する。当該会議に出席できないサー

ビス担当者がいる場合には，その者に照会（依頼）した年月日，内容及び回答を記

載する。また，サービス担当者会議を開催しない場合には，その理由を記載すると

ともに，サービス担当者の氏名，照会（依頼）年月日，照会（依頼）した内容及び

回答を記載する。なお，サービス担当者会議を開催しない理由又はサービス担当者
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の氏名，照会（依頼）年月日若しくは照会（依頼）した内容及び回答について他の

書類等により確認することができる場合は，本表への記載を省略して差し支えな

い。 

⑪ 「検討内容」 

当該会議において検討した項目について，それぞれ検討内容を記載する。 

⑫ 「結論」 

    当該会議における結論について記載する。 

⑬ 「残された課題（次回の開催時期等）」 

必要があるにもかかわらず社会資源が地域に不足しているため未充足となった場

合や，必要と考えられるが本人の希望等により利用しなかった居宅サービスや次回

の開催時期，開催方針等を記載する。 

 

 

５． 第５表：「居宅介護支援経過」 

モニタリングを通じて把握した，利用者やその家族の意向・満足度等，目標の達成

度，事業者との調整内容，居宅サービス計画の変更の必要性等について記載する。 

漫然と記載するのではなく，項目毎に整理して記載するように努める。 

 

 

６． 第６表：サービス利用票（兼居宅サービス計画） 

「居宅サービス計画原案」に位置付けられたサービスをもとに，月単位で作成する。 

 

① 「認定済・申請中の区分」 

「認定済」・「申請中」の区分のどちらかを○で囲む。「新規申請中」，「区分変更

申請中」及び「更新申請中に当該認定有効期間を超えた場合」については「申請

中」となり，その他の場合が「認定済」となる。 

② 「対象年月」 

居宅サービス計画の対象となる年月を和暦で記載する。 

③ 「保険者番号」 

被保険者証または資格者証に記載された内容を転記する。 

④ 「保険者名」 

被保険者証または資格者証に記載された内容を転記する。 

⑤ 「被保険者番号」 

被保険者証または資格者証に記載された内容を転記する。 

⑥ 「被保険者氏名」 

被保険者証または資格者証に記載された内容を転記する。 
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⑦ 「生年月日」 

被保険者証または資格者証に記載された内容を転記する。 

⑧ 「性別」 

被保険者証または資格者証に記載された内容を転記する。 

⑨ 「要介護状態区分」 

「認定済」の場合は，被保険者証に記載された要介護状態区分を○で囲む。「申

請中」の場合は，居宅サービス計画作成に当たって前提とした要介護状態区分を○

で囲む。 

⑩ 「変更後要介護状態区分・変更日」 

月の途中で要介護状態区分に変更があった場合に，変更後の要介護状態区分を○

で囲み，変更日を記載する。 

⑪ 「居宅介護支援事業者事業所各担当者名」 

    居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業所の名称及び担当者名を記載す

る。ただし，利用者が作成した場合は記載する必要はない。 

⑫ 「作成年月日」 

居宅サービス計画からサービス利用票を作成し，利用者の同意を得た日付を記載

する。居宅サービス計画の変更を行った場合は，変更後の居宅サービス計画に基づ

いてサービス利用票を作成し，利用者の同意を得た日付を記載する。ただし，利用

者が作成した場合は，記載する必要はない。 

⑬ 「利用者確認」 

居宅介護支援事業者が保存するサービス利用票（控）に，利用者の確認を受け 

る。ただし，利用者が作成した場合は，記載する必要はない。 

⑭ 「保険者確認印」 

利用者が自ら作成した居宅サービス計画に基づきサービス利用票を作成した場合

に，その受付を行った市町村が確認印を押印する。ただし，居宅介護支援事業者が

作成したサービス利用票を受け付けた場合は，押印する必要はない。 

⑮ 「届出年月日」 

利用者が自ら作成した居宅サービス計画に基づきサービス利用票を作成した場合

に，その受付を行った市町村が市町村に届け出た年月日を記載する。ただし，居宅

介護支援事業者が作成したサービス利用票を受け付けた場合は，記載する必要はな

い。 

⑯ 「区分支給限度基準額」 

被保険者証に記載された支給限度基準額（単位数）を記載する。「申請中」の場

合は，居宅サービス計画作成に当たって前提とした要介護状態区分に応じた一月間

当たりの支給限度基準額（単位数）（月途中の変更がある場合には，重い方の「要
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介護状態区分」に対応した額と一致する。）を記載する。 

⑰ 「限度額適用期間」 

被保険者証に記載された限度額適用期間を記載する。 

⑱ 「前月までの短期入所利用日数」 

計画対象月までの短期入所日数を記載する。新規認定申請中の場合は，「０」と

記載する。 

⑲ 「曜日」 

対象月における日付に対応する曜日を記載する。 

⑳ 「提供時間帯」 

サービス提供開始から終了までの予定時刻を 24時間制で記載する。サービス提

供時間帯が決まっているものは，提供時間帯の早い順（0:00～24:00）に記載す

る。ただし，福祉用具貸与及び短期入所サービスの場合は，記載する必要はない。 

  「サービス内容」 
      適用するサービスコードに対応するサービスの名称（「介護給付費単位数・サービスコー

ド表」の省略名称）を記載する。 

     「サービス事業者事業所名」 

      サービス提供を行う事業所の名称を記載する。 

  「予定」 
該当するサービスの提供回数（通常は「１」）を記載する。ただし，福祉用具貸与の場合

は，記載する必要はない。 

  「実績」 
サービスを提供した事業所が実績を記載する。計画を作成する時点での記載は，必要

ない。 
  「合計回数」 

各行の「予定」欄に記載された提供回数の合計を記載する。ただし，福祉用具貸与の場

合は，記載する必要はない。 

 

 
７． 第７表：「サービス利用票別表」 

（１）  
    第７〔６〕表「サービス利用票」の各行から，支給限度管理の対象となるサービスを全て転記

する。記載は，サービス提供事業所毎に記載することとし，同一事業所で複数のサービスを

提供する場合は，サービスコード毎に記載する。また，事業所又はサービス種類（サービスコ

ードの上２桁）が変わる毎に，その事業所又はサービス種類毎の集計値を記載するための

集計行を１行ずつ挿入する。（１つのサービス種類について１つしかサービスコードがない場

合は，集計行は不要。） 
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① 「事業所名」  

第７〔６〕表「サービス利用票」の 「サービス事業者事業所名」欄から転記する。集

計行にも対象事業所名を記載する。 

② 「事業所番号」 

上記①「事業所名」に対応する事業所番号を WAM NET の『介護報酬情報提供システ

ム』等により確認して記載する。集計行にも対象事業所の事業所番号を記載する。 

③ 「サービス内容/種類」 

第７〔６〕表「サービス利用票」の 「サービス内容」欄から転記する。集計行

には，サービス種類の名称を記載する。 

④ 「サービスコード」 

上記②「サービス内容/種類」に対応するサービスコードを『介護給付費単位数

サービスコード表』により確認して記載する。集計行には，記載する必要はない。 

⑤ 「単位数」 

上記④「サービスコード」に対応する１回当たりの単位を『介護給付費単位数サ

ービスコード表』により確認して記載する。ただし，福祉用具貸与の場合は，記載

する必要はない。また，集計行には，記載する必要はない。 

⑥ 「割引後率（％）」 

料金割引を行っている場合には，上記②「サービス内容/種類」に対応する割引

率を確認し，割引後の率（割引後率＝100％－割引率（％））を WAM NET の『介護

報酬情報提供システム』等の活用により確認し記載する。 

⑦ 「割引後単位数」 

上記⑥の記載を行っている場合（料金割引を行っている場合）には，上記⑤「単

位数」に上記⑥「割引後率」を乗じて算出した割引後の単位数（小数点以下四捨五

入）を記載する。 

⑧ 「回数」 

第７〔６〕表「サービス利用票」の 「予定」欄から１月間分の合計回数（同表

の 「合計回数」欄）を転記する。ただし，福祉用具貸与の場合は，記載する必要

はない。また，集計行には，記載する必要はない。 

⑨ 「サービス単位/金額」 

上記⑤「単位数」（料金割引を行っている場合は，上記⑦「割引後単位数」）に上

記⑧「回数」を乗じて算出した結果を，集計行を識別できるよう括弧書き等により

記載する。区分支給限度管理対象外のサービス（特別地域加算等）については，合

計には含めないため，識別できるよう記載する。福祉用具貸与の場合は，実際の費

用額を単位数当たり単価で除した結果（小数点以下四捨五入）を記載する。 

⑩ 「種類支給限度基準額（単位）」※「種類別支給限度管理」表 
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市町村が種類支給限度基準を定めている場合には，「被保険者証」から，種類別

の支給限度額を転記する。 

⑪ 「合計単位数」※「種類別支給限度管理」表 

市町村が種類支給限度基準を定めている場合には，上記⑨「サービス単位/金

額」欄から，サービス種類別に単位数を合計し記載する。 

⑫ 「種類支給限度基準を超える単位数」※「種類別支給限度管理」表 

上記⑩及び⑪の記載を行った場合（市町村が種類支給限度基準を定めている場

合）には，上記⑪「合計単位数」から上記⑩「種類支給限度基準額（単位）」を差

引き，種類別に支給限度基準を超える単位数を算出する。 

⑬ 「種類支給限度基準を超える単位数」 

市町村が種類支給限度基準を定めている場合には，上記⑫の「種類支給限度基準

を超える単位数」の合計に等しくなるように単位数を種類別に振り分ける。 

⑭ 「種類支給限度基準内単位数」 

市町村が種類支給限度基準を定めている場合には，上記⑨「サービス単位/金

額」から上記⑬「種類支給限度基準を超える単位数」で割り振られた単位数を差し

引いた単位数を記載する。 

⑮ 「区分支給限度基準額（単位）」 

「被保険者証」から，区分支給限度基準額を転記する。 

⑯ 「区分支給限度基準を超える単位数」 

種類支給限度基準が設定されていない場合は，上記⑮から上記⑨「サービス単位

/金額」欄の合計欄の単位数を越える単位数を記載する。 

種類支給限度基準が設定されている場合は，上記⑮から上記⑭「種類支給限度基

準内単位数」欄の合計欄を越える単位数を記載する。内訳については，合計欄に等

しくなるように単位数を割り振る。 

⑰ 「区分支給限度基準内単位数」 

種類支給限度基準が設定されていない場合は，上記⑨「サービス単位/金額」か

ら，上記⑯で割り振られた単位を差し引いた単位数を記載する。 

種類支給限度基準が設定されている場合は，上記⑩「種類支給限度基準内単位」

から，上記⑯で割り振られた単位数を差し引いた単位数を記載する。 

⑱ 「単位数単価」 

各事業所の所在地におけるサービス種類に対応する単位数当たりの単価を，

WAM NET の「介護報酬情報提供システム」等の活用により確認し記載する。 

⑲ 「費用総額（保険対象分）」 
上記⑰「区分支給限度基準内単位数」に上記⑱「単位数単価」を乗じて算出した額（円

未満切り捨て）を記載する。 

⑳ 「給付率（％）」 
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介護給付費の基準額のうち保険給付を行う率を百分率で記載する。利用者負担の

減額対象者，保険給付額の減額対象者は，被保険者証，減額証等を参考にして記載

する。 

  「保険給付額」 

上記⑲「費用総額（保険対象分）」に上記⑳「給付率」を乗じて算出した額（円

未満切り捨て）を記載する。 

  「利用者負担（保険対象分）」 

上記⑲「費用総額（保険対象分）」から上記 「保険給付額」を差し引いて算出

した額を記載する。 

なお，端数処理の関係で，実際の事業者の徴収方法（毎回徴収するか，まとめて

徴収するか）や，公費負担医療の適用によっては利用者負担が異なる場合があるの

で注意すること。 

  「利用者負担（全額負担分）」 

上記⑯「区分支給限度基準を超える単位数」に上記⑱「単位数単価」を乗じて算

出した額（円未満切り捨て）を記載する。 

 

 

（２）要介護認定期間中の短期入所利用日数 

① 「前月までの利用日数」 

サービス利用票の前月までの短期入所利用日数の合計を転記する。 

② 「当月の計画利用日数」 

当月中に計画に位置付けた短期入所サービスの利用日数のうち，限度額内の単位

数に相当する日数を記載する。 

③ 「累計利用日数」 

①と②の累計日数を記載する。 
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興味・関心チェックシート 

 

氏名：               年齢：   歳 性別（男・女）記入日：  年  月  日 

 

 表の生活行為について、現在しているものには「している」の列に、現在していないがしてみたい 

ものには「してみたい」の列に、する・しない、できる・できないにかかわらず、興味があるものに 

は「興味がある」の列に○を付けてください。どれにも該当しないものは「している」の列に×をつ 

けてください。リスト以外の生活行為に思いあたるものがあれば、空欄を利用して記載してください。 

 

生活行為 

し
て
い
る 

し
て
み
た
い 

興
味
が
あ
る 

生活行為 

し
て
い
る 

し
て
み
た
い 

興
味
が
あ
る 

自分でトイレへ行く    生涯学習・歴史    

一人でお風呂に入る    読書    

自分で服を着る    俳句    

自分で食べる    書道・習字    

歯磨きをする    絵を描く・絵手紙    

身だしなみを整える    パソコン・ワープロ    

好きなときに眠る    写真    

掃除・整理整頓    映画・観劇・演奏会    

料理を作る    お茶・お花    

買い物    歌を歌う・カラオケ    

家や庭の手入れ・世話    音楽を聴く・楽器演奏    

洗濯・洗濯物たたみ    将棋・囲碁・ゲーム    

自転車・車の運転    体操・運動    

電車・バスでの外出    散歩    

孫・子供の世話    ゴルフ・グラウンドゴルフ・ 

水泳・テニスなどのスポーツ 
   

動物の世話    ダンス・踊り    

友達とおしゃべり・遊ぶ    野球・相撲観戦    

家族・親戚との団らん    競馬・競輪・競艇・パチンコ    

デート・異性との交流    編み物    

居酒屋に行く    針仕事    

ボランティア    畑仕事    

地域活動 

（町内会・老人クラブ） 
   賃金を伴う仕事    

お参り・宗教活動    旅行・温泉    

        

        

（出典）「平成 25年度老人保健健康増進等事業 医療から介護保険まで一貫した生活行為の自立支援に

向けたリハビリテーションの効果と質に関する評価研究」 

一般社団法人 日本作業療法士協会（2014.3） 

 

（2） その他様式 
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□ 居宅サービス計画 
□ 介護予防サービス計画作成 
□ 介護予防ケアマネジメント 

依頼（変更）届出書 
区分 

新規・変更・廃止 

被保険者番号 個人番号 

―             

被保険者氏名 生年月日 性別 

フリガナ 
明・大 

昭・西暦     年   月   日 
□男 □女  

 

介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント又は居宅サービス計画の作成を依頼（変更）する事業者 

事業者の事業所名  事業所の所在地 〒     － 

 

 

 

事業所 
番 号 

          

介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業者 

※居宅介護支援事業者が介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを受託する場合のみ記入してください。 

居宅介護支援事業所名  居宅介護支援事業所の所在地 〒   － 

 

 

 

 

     事業所 
番 号 

          

介護予防支援事業所若しくは地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所を変更する場合の理由等 

※事業所を変更する場合のみ記入してください。（介護予防支援を受託する居宅介護支援事業者の変更を含む。） 

                      変更年月日 

  （      年   月   日付） 

（宛先）京都市長 

上記の □指定介護予防支援事業者（地域包括支援センター）に 

     介護予防サービス計画の作成又は介護予防ケアマネジメントを  

     □指定居宅介護支援事業者に居宅サービス計画の作成を     依頼することを届け出します。 

   

      年   月   日 

被保険者 

住 所 

 

氏 名 

                 

電話番号    (    ) 

１この届出書は，居宅サービス計画若しくは介護予防サービス計画の作成又は介護予防ケアマネジメントを依頼する事業所が決まり次

第，速やかに京都市介護認定給付事務センターへ提出してください。 

２居宅サービス計画，介護予防サービス計画の作成若しくは介護予防ケアマネジメントを依頼する事業所又は介護予防支援若しくは介

護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業所を変更するときは，変更年月日を記入のうえ，必ず京都市介護認定給付事務

センターに届け出てください。届出がない場合は，サービスに係る費用を一旦，全額自己負担していただくことがあります。 

３非該当（自立）と認定された場合及び認定有効期間が終了した場合は，この届出書は無効となります。 

 京都市使用欄（記入しないでください。） 

□本人住所又は送付先に郵送  □その他送付先及び理由（                ） 

□被保険者資格  □届出の重複 

電話番号   （    ）  

電話番号   （    ）  
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利用者名 作成日

① ③

④ ⑥

現在　※２ 要因※３ 改善/維持の可能性※４ 備考（状況・支援内容等）
生活全般の解決すべき課題

（ニーズ）　【案】
※６

移動 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

食事 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

食事摂取 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

調理 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

排泄 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

排泄動作 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

口腔 口腔衛生 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化

口腔ケア 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　改善　　　維持　　　悪化

※1　本書式は総括表でありアセスメントツールではないため、必ず別に詳細な情報収集・分析を行うこと。なお「状況の事実」の各項目は課題分析標準項目に準拠しているが、必要に応じて追加して差し支えない。

※2　介護支援専門員が収集したた客観的事実を記載する。選択肢に○印を記入。

※3　現在の状況が「自立」あるいは「支障なし」以外である場合に、そのような状況をもたらしている要因を、様式上部の「要因」欄から選択し、該当する番号（丸数字）を記入する（複数の番号を記入可）。

※4　今回の認定有効期間における状況の改善/維持/悪化の可能性について、介護支援専門員の判断として選択肢に○印を記入する。

介護力（家族関係含む)

居住環境

買物

認知

室内移動

②

⑤

金銭管理

※5　「要因」および「改善/維持の可能性」を踏まえ、要因を解決するための援助内容と、それが提供されることによって見込まれ

る事後の状況（目標）を記載する。

※6　本計画期間における優先順位を数字で記入。ただし、解決が必要だが本計画期間に取り上げることが困難な課題には「－」

印を記入。

行動・心理症状(BPSD)

褥瘡・皮膚の問題

社会との関わり

見　通　し　※５

入浴

課題整理総括表

自立した日常生活の
阻害要因

(心身の状態、環境等)

屋外移動

食事内容

排尿・排便

殿

状況の事実　※１

/　　　　　　　/

利用者及び家族の
生活に対する意向

更衣

掃除

洗濯

コミュニケーション能力

服薬

整理・物品の管理
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平成１８年４月２４日 
改正 平成２９年４月２４日 
改正 平成３０年４月１日  

 
居宅介護支援事業所管理者 様 

地域包括支援センター長 様 

 

京都市保健福祉局健康長寿のまち 

・京都推進室介護ケア推進課長  

（認定給付担当 電話 213－5871） 

 

 

暫定ケアプランの取扱いについて（総合事業対応版） 

 

 

 標記の件については，平成１８年３月２７日付け介護制度改革インフォメーション

vol.８０「平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.２）について」の問５２（以下，「国

Ｑ＆Ａ」といいます。）において，その取扱いが示されています。 

本来は，利用者が認定区分に関わらず安定的・継続的に支援が受けられるよう，居宅

介護支援事業所と地域包括支援センターが連携して暫定ケアプランを作成し，認定結果

が想定した認定区分と異なった場合においても，居宅介護支援事業所又は地域包括支援

センターが作成した暫定ケアプランに基づき利用したサービスが保険給付又は第１号

事業支給費の対象となるようにすることが重要です。 

平成１８年４月以降，国Ｑ＆Ａに基づく暫定ケアプランの運用がなされる中で，「認

定結果が想定した認定区分と異なった場合は，ケアプランを自己作成扱いにすることが

正しい取扱いである」との誤解も一部で生じていますが，居宅介護支援事業所と地域包

括支援センターが連携し，利用者の認定区分に応じて，居宅介護支援事業所又は地域包

括支援センターが作成した暫定ケアプランに基づいて，サービスが利用されることこそ

が本来想定されている取扱いです。自己作成扱いとするのは，利用者の認定区分に応じ

て，居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターが暫定ケアプランを作成していない

ことについて，やむを得ない事情（例：月末に医療機関から居宅介護支援事業所に連絡

が入り，急に退院になって，居宅介護支援事業所と地域包括支援センターの間であらか

じめ連携する時間的余裕がなかったケース等）がある場合に限られることに御留意願い

ます。 

今一度，国Ｑ＆Ａの趣旨を御確認いただいたうえで，別紙の暫定ケアプランの取扱い

に係るＱ＆Ａ（総合事業対応版）を参考としていただき，サービスの円滑かつ適正な利

用に特段の御配慮をお願いします。 

 

 

第４章 関係通知等  
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平成１８年３月２７日付け介護制度改革インフォメーションｖｏｌ.８０ 

「平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ（ｖｏｌ.２）について」問５２（国Ｑ＆Ａ） 

 

５２ 要介護・要支援認定の新規申請，区分変更申請など，認定申請後に要介護度（要支

援度）が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランについては，どこが作成し，ま

た，その際には，介護給付と予防給付のどちらを位置付ければよいのか。 

 

（答）  

いわゆる暫定ケアプランについては，基本的にはこれまでと同様とすることが考えら

れる。したがって，要介護認定又は要支援認定を申請した認定前の被保険者は，市町村

に届出の上で，居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者に暫定ケアプランを作成し

てもらい，又は自ら作成し，当該暫定ケアプランに基づきサービスを利用することが考

えられる。 

  その際，居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）は，依頼のあった被保険者が明

らかに要支援者（要介護者）であると思われるときには，介護予防支援事業者（居宅介

護支援事業者）に作成を依頼するよう当該被保険者に介護予防支援事業者（居宅介護支

援事業者）を推薦することが考えられる。また，仮に居宅介護支援事業者において暫定

ケアプランを作成した被保険者が，認定の結果，要支援者となった場合については，当

該事業者の作成した暫定ケアプランについては，当該被保険者自らが作成したものとみ

なし，当該被保険者に対して給付がなされないことがないようにすることが望ましい。  

なお，いずれの暫定ケアプランにおいても，仮に認定の結果が異なった場合でも利用

者に給付がなされるよう介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定

を受けている事業者をケアプラン上は位置付けることが考えられる。 
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暫定ケアプランの取扱いに係るＱ＆Ａ（総合事業対応版） 

 

問１ 介護給付の訪問介護との間で置き換えられる総合事業の訪問型サービスはどれか。

また，介護給付の通所介護との間で置き換えられる総合事業の通所型サービスはどれ

か。 

 

答 置き換えパターンは，次のとおりです。 

◆ 予想「要介護」 ⇒ 認定結果「要支援」「自立（事業対象者に該当）」 

暫定ケアプランに位置付けている介護給付のサービス 置き換える総合事業のサービス 

訪問介護（身体介護） 介護型ヘルプサービス 

訪問介護（生活援助） 生活支援型ヘルプサービス ＊１ 

通所介護（３時間以上） 介護予防型デイサービス 

通所介護（３時間未満 減算適用） 短時間型デイサービス ＊２ 

＊１ 生活支援型ホームヘルプサービスの供給が不足している場合は，介護型ホームヘル

プサービスへの置き換えを認める。 

＊２ 短時間型デイサービスの供給が不足している場合は，介護予防型デイサービスへの

置き換えを認める。 

◆ 予想「要支援」 ⇒ 認定結果「要介護」 

暫 定 ケ ア プ ラ ン に 位 置 付 け て い る 総 合 事 業 の サ ー ビ ス 置き換える介護給付のサービス 

介護型ヘルプサービス 訪問介護（身体介護又は生活援助） 

生活支援型ヘルプサービス △１ 

支え合い型ヘルプサービス × 

介護予防型デイサービス 通所介護 

短時間型デイサービス △２ 

短期集中運動型デイサービス × 

△１ 介護型ヘルプサービスと生活支援型ヘルプサービスの両方の指定を受けている事業

所については，訪問介護（生活援助）への置き換えを認める。生活支援型ヘルプサー

ビスのみ指定を受けている事業所については，訪問介護（生活援助）への置き換えは

認めない。 

△２ 介護予防型デイサービスと短時間型デイサービスの両方の指定を受けている事業所

については，通所介護への置き換えを認める（老企第３６号第２の７（２）の条件を

満たしていることが前提）。短時間型デイサービスのみ指定を受けている事業所につい

ては，通所介護への置き換えは認めない。 

 

 

問２ 予想「要支援（包括作成）」 ⇒ 認定結果「要介護」 

 地域包括支援センターに介護予防支援（介護予防ケアマネジメント）を依頼し，「介

護予防サービス計画作成依頼届」（介護予防ケアマネジメント依頼届出書）を保険者

に提出したうえで，地域包括支援センターが作成した暫定ケアプランに基づいてサー

ビスを利用していましたが，その後，認定結果が「要介護１」と出ました。 

   この場合，これまでのサービス利用は保険給付の対象となりますか。また，地域包

置き換えられない場合の対応について

は，問７をご覧ください。 

同上 
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括支援センターは介護予防支援費（介護予防ケアマネジメント費）を請求できますか。 

答 認定結果が出た後に，別の法人が運営する指定居宅介護支援事業所に居宅介護支援を

改めて依頼し，「居宅サービス計画作成依頼届」を新たに提出しても，その適用日を暫定

ケアプランの開始日に遡ることはできません。このため，地域包括支援センターが作成

した暫定ケアプランに基づき利用したサービスは，介護保険の給付対象となりません。

また，地域包括支援センターは介護予防支援費（介護予防ケアマネジメント費）を請求

できません。 

  しかしながら，国Ｑ＆Ａによる運用のほか，同一の法人が運営する地域包括支援セン

ターと指定居宅介護支援事業所に兼務する介護支援専門員が暫定ケアプランを作成した

場合には，認定結果が出た後に兼務している指定居宅介護支援事業所に居宅介護支援を

依頼する旨の「居宅サービス計画作成依頼届」を保険者に提出し，その適用日を暫定ケ

アプランの開始日まで遡ることは差し支えありません。この場合，利用したサービスを

居宅サービスに置き換える（暫定ケアプランに基づいて利用していた訪問型サービス又

は通所型サービスの事業者が，訪問介護又は通所介護の事業者指定を受けている場合に

限る。以下同じ。）ことができれば，保険給付を受けることができます。 

  なお，介護支援専門員が兼務している指定居宅介護支援事業所は居宅介護支援費を請

求できます。 

※ 「兼務」とは地域包括支援センターと指定居宅介護支援事業所の兼務辞令を受けて

いる場合だけでなく，地域包括支援センターから同一法人内の指定居宅介護支援事業

所の介護支援専門員に指定介護予防支援の実施を依頼していて，実質的に兼務してい

ると認められる場合も含みます。 

なお，実質的に兼務していると認められる事情がなく，単に介護支援専門員が所属

している指定居宅介護支援事業所が地域包括支援センターと同一法人の運営であるこ

とだけでは，「兼務」には当たりません。 

 

 

問３ 予想「要支援（居宅委託）」 ⇒ 認定結果「要介護」 

 地域包括支援センターに介護予防支援（介護予防ケアマネジメント）を依頼し，「介

護予防サービス計画作成依頼届」を保険者に提出したうえで，地域包括支援センター

からケアマネジメント業務の委託を受けた指定居宅介護支援事業所が作成した暫定

ケアプランに基づいてサービスを利用していましたが，その後，認定結果が「要介護

１」と出ました。 

   この場合，これまでのサービス利用は保険給付の対象となりますか。また，ケアマ

ネジメント業務を委託した地域包括支援センターは介護予防支援費（介護予防ケアマ

ネジメント費）を請求できますか。 

 

答 設問の場合，業務委託を受けた指定居宅介護支援事業所が作成した暫定ケアプランに

基づき利用したサービスは，介護保険の給付対象とはなりません。また，当該地域包括

支援センターは介護予防支援費（介護予防ケアマネジメント費）を請求できません。 

  しかしながら，国Ｑ＆Ａによる運用のほか，地域包括支援センターからケアマネジメ

ント業務の委託を受けた指定居宅介護支援事業所において，暫定ケアプランを作成した

介護支援専門員が正式なケアプランを作成する場合には，認定結果が出た後に当該指定

居宅介護支援事業所に居宅介護支援を依頼する旨の「居宅サービス計画作成依頼届」を
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保険者に提出し，その適用日を暫定ケアプランの開始日まで遡ることは差し支えありま

せん。この場合，利用したサービスを居宅サービスに置き換えることができれば，保険

給付を受けることができます。 

  なお，この場合，当該指定居宅介護支援事業所は居宅介護支援費を請求できます。 

 

 

問４ 予想「要介護」 ⇒ 認定結果「要支援」 

 指定居宅介護支援事業所に居宅介護支援を依頼し，「居宅サービス計画作成依頼届」

を保険者に提出したうえで，暫定ケアプランに基づいてサービスを利用していました

が，その後，認定結果が「要支援１（又は２）」と出ました。 

   この場合，これまでのサービス利用は保険給付又は第１号事業支給費の対象となり

ますか。また，指定居宅介護支援事業所は居宅介護支援費を請求できますか。 

 

答 認定結果が出た後に，別の法人が運営する地域包括支援センターに介護予防支援（介

護予防ケアマネジメント）を改めて依頼し，「介護予防サービス計画作成依頼届」を新た

に提出しても，その適用日を暫定ケアプランの開始日に遡ることはできません。このた

め，暫定ケアプランに基づき利用したサービスは，介護保険の給付又は第１号事業支給

費の対象となりません。また，指定居宅介護支援事業所は居宅介護支援費を請求できま

せん。 

  しかしながら，国Ｑ＆Ａによる運用（総合事業の訪問型・通所型サービスを含まない

場合）のほか， 

① 暫定ケアプランを作成した介護支援専門員が同一法人の運営する指定居宅介護支

援援事業所と（利用者の日常生活圏域を担当する）地域包括支援センターに兼務し

ていた場合 

② 暫定ケアプランを作成した介護支援専門員の勤務する指定居宅介護支援事業所が

（利用者の日常生活圏域を担当する）地域包括支援センターとケアマネジメント業

務の委託契約を締結しており，当該利用者に係るケアマネジメント業務の委託につ

いて当該地域包括支援センターと合意ができた場合 

 には，認定結果が出た後に当該地域包括支援センターに介護予防支援（介護予防ケアマ

ネジメント）を依頼する旨の「介護予防サービス計画作成依頼届」を保険者に提出し，

その適用日を暫定ケアプランの開始日まで遡ることは差し支えありません。この場合，

利用したサービスを介護予防サービス又は総合事業の訪問型サービス若しくは通所型サ

ービスに置き換えることができれば，保険給付又は第１号事業支給費の支給を受けるこ

とができます。 

  なお，当該地域包括支援センターは介護予防支援費（介護予防ケアマネジメント費）

を請求できます。②の場合，業務委託契約を締結していた指定居宅介護支援事業所は当

該地域包括支援センターから委託料の支払いを受けることになります。 

※ 「事業対象者」については，区役所・支所又は地域包括支援センターでの介護予防

ケアマネジメント依頼届出書の受付日から「事業対象者」になることから，制度上，

認定申請の場合のような暫定ケアプランは生じません。認定結果が「自立」だった場

合の取扱いについては，問７のとおりです。 
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問５ 暫定ケアプランに位置付けていた居宅サービスが，要支援１（又は２）の方の利用

できる介護予防サービスに置き換えられない場合，そのサービスの介護報酬は請求で

きないのですか。 

 

答 設問の場合は介護報酬が請求できません。国Ｑ＆Ａに記載されているとおり，暫定ケ

アプランにおいては，仮に認定結果が異なった場合でも利用者に給付がなされるよう，

介護予防サービス又は総合事業の訪問型・通所型サービスと居宅サービスの両方の指定

を受けている事業者をケアプラン上に位置付けるとともに，暫定ケアプランの作成時に

利用者に対し十分な説明を行う必要があります。 

 

 

問６ 予想「要介護」 ⇒ 認定結果「要支援」 

   総合事業ではケアプランの自己作成が想定されていないとのことだが，認定結果が

「要介護」になることを想定して，暫定ケアプランで介護サービスを利用していたが，

認定結果が「要支援」だった場合に，ケアプランの自己作成とみなして，暫定ケアプ

ランに位置付けていた訪問介護又は通所介護を総合事業の訪問型サービス又は通所

型サービスに置き換える取扱いはできないのか。 

 

答 国保連合会のシステムの仕様上，総合事業の訪問型サービス又は通所型サービスを含

む給付管理票を，作成区分「自己作成」として，国保連に提出しても，返戻になります。 

  そのため，認定区分に応じた支援事業者が暫定ケアプランを作成していないことにつ

いて，やむを得ない事情（例：月末に医療機関から居宅介護支援事業所に連絡が入り，

急に退院になって，居宅介護支援事業所と地域包括支援センターの間であらかじめ連携

する時間的余裕がなかったケース等）がある場合には，適用日を暫定ケアプランの開始

日に遡って介護予防サービス計画作成依頼届を保険者に提出し，地域包括支援センター

から，作成区分「地域包括支援センター」の給付管理票を提出することにより，第１号

事業支給費の支給を受けることを認めます。 

ただし，この場合，居宅介護支援費，介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメント

費のいずれも請求できません。 

 ※ 「事業対象者」については，区役所・支所又は地域包括支援センターでの介護予防

ケアマネジメント依頼届出書の受付日から「事業対象者」になることから，制度上，

認定申請の場合のような暫定ケアプランは生じません。認定結果が「自立」だった場

合の取扱いについては，問７のとおりです。 

 

 

問７ 暫定ケアプランでサービスを利用する必要があるが，認定結果が「自立」だった場

合に備え，要支援認定申請と「介護予防ケアマネジメント依頼届出書」を同時に提出

してもよいか。 

 

答 認定申請中も暫定ケアプランでサービスを利用することができることから，本市では，

原則として，要支援認定申請と「介護予防ケアマネジメント依頼届出書」を同時に提出

することは認めておりません。 
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  しかしながら，要支援認定申請時に基本チェックリストが添付されていて，事業対象

者に該当している場合は，「自立」の認定結果が出た後に，「介護予防ケアマネジメント

依頼届出書」を保険者に提出し，その適用日を認定申請日まで遡ることは差し支えあり

ません。この場合，利用したサービスを総合事業の訪問型サービス又は通所型サービス

に置き換えることができれば，第１号事業支給費の支給を受けることができます。 

なお，当該地域包括支援センターは介護予防ケアマネジメント費を請求できます。 

 ※ この取扱いについては，認定結果が「自立」になった場合に限ったものです。認定

結果が「要介護」であった場合に，「介護予防ケアマネジメント依頼届出書」の遡及適

用を認めるものではありません。 

 

 

問８ 予想「要支援（包括作成・居宅委託）」 ⇒ 認定結果「要介護」 

 地域包括支援センターに介護予防支援（介護予防ケアマネジメント）を依頼し，「介

護予防サービス計画作成依頼届」（介護予防ケアマネジメント依頼届出書）を保険者

に提出したうえで，地域包括支援センターが作成した暫定ケアプランに基づいてサー

ビスを利用していましたが，その後，認定結果が「要介護１」と出ました。 

   生活支援型ヘルプサービスを利用していたため，訪問介護に置き換えることができ

ません。その場合，総合事業の報酬は請求できないのですか。 

 

答 要介護認定は申請日に遡って認定有効期間が開始することから，総合事業のサービス

を利用した事業対象者が要介護１以上の認定となったことにより全額自己負担となるこ

とを避けるため，介護給付によるサービス利用を開始するまでの間は総合事業のサービ

スを引き続き利用できる制度が設けられています。 

  そのため，介護給付によるサービスに置き換えられないものがある場合，要支援認定

申請時に既に「事業対象者」の被保険者証の交付を受けていれば，以下のいずれかによ

って対応することになります。 

    認定有効期間の開始日から要介護者として取り扱う。この場合，介護給付を受け

ることはできるが，総合事業のサービスについては，第１号事業支給費の支給対象

にならないため，全額自己負担になる。 

    居宅介護支援費の取扱いについては，問２及び問３と同様である。 

    要支援認定申請時に既に「事業対象者」の被保険者証の交付を受けている場合は，

認定有効期間の開始日から介護給付によるサービス利用を開始する日の前日までの

間を事業対象者として取り扱う。この場合，当該期間中は，総合事業のサービスに

ついては，第１号事業支給費の支給を受けることができる。しかし，介護給付によ

るサービスについては，介護給付を受けることができないため，全額自己負担にな

る。 

    介護給付によるサービス利用を開始した日以降については，居宅介護支援費を算

定できる。介護給付によるサービス利用を開始した日が属する月の前月以前につい

ては，地域包括支援センターが給付管理票を提出する月は介護予防ケアマネジメン

ト費を算定できる。 

   ＊ 「介護給付によるサービス利用を開始する日」については，居宅サービス計画

作成依頼届出書の事業所の「変更年月日」になる。 
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暫定ケアプランに関するQA早見表

暫定ケアプラン
作成事業所

予想 結果 給付の可否
居宅介護支援費
介護予防支援費　　　　　　　　　　　　　　　　　可否
介護予防ケアマネジメント費

QANo.

給付対象とならない 請求不可

＜例外的に可能な場合＞
①自己作成とみなす（国Q＆A）（総合事業の訪問型・通
所型サービスを含まない場合に限る）
②暫定プラン作成者が同一法人の居宅と包括を兼務の
場合（含：みなし兼務）
 居宅が包括と委託契約を締結している場合
※上記②③の場合，サ計提出において適用日を遡るこ
とが可能

①請求不可
② 介護予防支援費（介護予防ケアマネジメント
費）の請求可能
 の場合，委託居宅は包括からの委託料を受ける
ことが可能

2 居宅 要介護 要支援

＜置き換えが出来ない場合＞
・居宅サービス，総合事業の訪問型・通所型サービスの
両方の指定を受けている事業所をプラン上に位置付ける
とともに，予め利用者に対して,認定結果が予想と異なっ
ていた時は全額自己負担になることの十分な説明が必
要

請求不可 問５

3 居宅 要介護 要支援

＜置き換えが出来る場合＞
・総合事業において自己作成は認められていない
・やむを得ない事情がある場合，包括が給付管理票を提
出することにより，総合事業の支給を受けることが可能
（サ計提出において適用日を遡ることを認める）

居宅介護支援費
介護予防支援費　　　　　　　　　　　　　　　　　不可
介護予防ケアマネジメント費

問６

給付対象とならない
介護予防支援費
介護予防ケアマネジメント費　　　　　　不可

＜例外的に可能な場合＞
①自己作成とみなす（国Q＆A)
②暫定プラン作成者（委託居宅）が正式なプランを作成
する場合，サ計提出において適用日を遡ること可能（置
き換えが出来る場合）

①請求不可
②居宅介護支援費請求可能

問４

問１
問３

1 居宅 要介護 要支援

4 委託居宅 要支援 要介護
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給付対象とならない
介護予防支援費
介護予防ケアマネジメント費　　　　　　不可

＜例外的に可能な場合＞
①自己作成とみなす（国Q＆A)
②暫定プラン作成者が同一法人の居宅と包括を兼務の
場合，サ計提出において適用日を遡ること可能（含：み
なし兼務）（置き換えが出来る場合）

①請求不可
②居宅介護支援費請求可能

6
包括

委託居宅
要支援 要介護

＜サービスの置き換えが出来ない場合＞
①認定有効期間開始日から要介護者として取り扱う
　　　　　　　　　　　↓
　総合事業の訪問型・通所型サービスは全額自己負担

②認定有効期間の開始日から介護給付によるサービス
利用開始日の前日までの間を事業対象者として取り扱
う（要支援認定申請時に既に「事業対象者」の被保険者
証の交付を受けている場合）
　　　　　　　　　　　↓
当該期間中，総合事業の訪問型・通所型サービスにつ
いて支給可能であるが，介護給付によるサービス（福祉
用具等）については全額自己負担

①プラン作成者が包括と同一法人の居宅を兼務して
いる場合（含：みなし兼務）や，委託を受けている居
宅の暫定プラン作成者が正式なプラン作成をする場
合は，居宅介護支援費請求可能

②変更年月日後，居宅介護支援費請求可能
（変更年月日の属する月の前月以前について，地域
包括支援センターが給付管理を行っている月は，介
護予防ケアマネジメント費請求可能）

問８

7 包括 要支援 自立

要支援認定時に基本チェックリストが添付されていて事
業対象者に該当している場合，サ計提出において適用
日を遡ることが可能（置き換えが出来る場合）
※要支援認定申請と「介護予防ケアマネジメント依頼届
出書」の同時提出は不可

介護予防ケアマネジメント費請求可能
問６
問７

5 包括 要支援 要介護
問１
問２

Q 窓口で認定申請を受け付け，その後，包括が訪問して「自立」にな

るかもしれないと，基本チェックリストの提出をしてきた場合，認定結果

が出るまでの間であれば，受理は可能か。

A 申請後，追加提出された基本チェックリストを受理することは可能

だが，介護予防ケアマネジメント依頼届出書の適用日は，当該基本

チェックリストを区役所・支所又は地域包括支援センターで受け付け

た日までしか遡及できない。
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平成 29 年 6 月 5 日 
改正 平成 30 年 4 月 2 日 

 
 地域包括支援センター長様 
 指定訪問型サービス事業所管理者様 
 

京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室 
介護ケア推進課長 

 
 
介護型ヘルプサービスの対象となる「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」

の取扱いについて 
 
 平素は，本市介護保険事業の運営及び高齢者保健福祉施策の推進に御支援，御協力を賜

り，厚く御礼申し上げます。 
 京都市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第３条第１項第１号ア（ア）に規定す

る介護型ヘルプサービスについては，身体介護又は身体介護と併せて提供する生活援助と

しており，身体介護及び生活援助の区分は，平成１２年３月１７日厚生省老人保健福祉局

老人福祉計画課長通知老計第１０号（以下「老計 10 号」とする。）「訪問介護におけるサー

ビス行為ごとの区分等について」の例によることとしております。この老計 10 号について

は，平成 30 年 3 月 30 日に例示を追加した一部改正の通知が発出されていますので，改め

てお知らせいたします。（平成 30 年 4 月 1 日から適用） 
 介護型ヘルプサービスの対象となる「自立生活支援のための見守り的援助」は「自立生

活支援・重度化防止のための見守り的援助」となり，その取扱いは下記のとおりですので，

適正に取り扱っていただきますようお願いします。 
 

記 
 
 介護型ヘルプサービスの対象となる「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」

については，身体介護として評価すべき援助である必要があり，「安全を確保しつつ常時介

助できる状態で行う見守り」又はそれに類するものが該当する。例えば，利用者と訪問介

護員が同じ部屋で掃除を一緒に行う場合でも，それぞれが異なる部分を掃除する等，「常時

介助できる状態」とは評価できないものについては，介護型ヘルプサービスの対象である

「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」には該当しない。 
 このため，身体機能や認知機能等が高く，当該行為を行う時に，訪問介護員が「常時介

助できる状態」をとる必要性がない利用者に対して，利用者と訪問介護員が当該行為を一
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緒に行うことのみを理由として，介護型ヘルプサービスを位置付けることは適切ではない。 
 また，「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」は，自立支援，ＡＤＬ・ＩＡ

ＤＬ・ＱＯＬ向上の観点から行うものであり，利用者が在宅で自立した日常生活を送れる

よう，当該行為を自分でできるようになることを目的とするもので，利用者と訪問介護員

が当該行為を一緒に行うことにより，利用者の意欲の向上が期待できることが必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64



 

＜参考＞厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.637（平成 30 年 3 月 30 日） 
「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の一部改正についてより抜粋 
（網掛け部分は今回新しく追記・変更となった部分） 
 
１．身体介護  
 身体介護とは 
①利用者の身体に直接接触して行う介助サービス（そのために必要となる準備，後片               

づけ等の一連の行為を含む） 
②利用者の ADL・IADL・QOL や意欲向上のために利用者と共に行う自立支援・重度化防

止のためのサービス 
③その他専門的知識・技術（介護を要する状態となった要因である心身の障害や疾病等に

伴って必要となる特段の専門的配慮）をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上の

ためのサービスをいう。（仮に，介護等を要する状態が解消されたならば不要となる行為

であるということができる。） 
１－０ サービス準備・記録 
１－１ 排泄・食事介助 
１－２ 清拭・入浴，身体整容 
１－３ 体位変換，移動・移乗介助，外出介助 
１－４ 起床及び就寝介助 
１－５ 服薬介助 
１－６ 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助（自立支援，ADL・IADL・ 
    QOL 向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等） 
 
２．生活援助 
 生活援助とは，身体介護以外の訪問介護であって，掃除，洗濯，調理などの日常生活の

援助（そのために必要な一連の行為を含む）であり，利用者が単身，家族が障害・疾病な

どのため，本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいう。（生活援助は，

本人の代行的なサービスとして位置づけることができ，仮に，介護等を要する状態が解消

されたとしたならば，本人が自身で行うことが基本となる行為であるということができる。） 
２－０ サービス準備等 
２－１ 掃除 
２－２ 洗濯 
２－３ ベッドメイク 
２－４ 衣類の整理・被服の補修 
２－５ 一般的な調理，配下膳 
２－６ 買い物・薬の受け取り 
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１－６ 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助（自立支援，ADL・IADL・ 
    QOL 向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等） 
・ベッド上からポータブルトイレ等（いす）へ利用者が移乗する際に，転倒等の防止のため付き

添い，必要に応じて介助を行う。 
・認知症等の高齢者がリハビリパンツやパット交換を見守り・声かけを行うことにより，一人で

出来るだけ交換し後始末が出来るように支援する。 
・認知症等の高齢者に対して，ヘルパーが声かけと誘導で食事・水分摂取を支援する。 
・入浴，更衣等の見守り（必要に応じて行う介助，転倒防止のための声かけ，気分の確認などを

含む） 
・移動時，転倒しないように側について歩く(介護は必要時だけで,事故がないように常に見守る) 
・ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ（声かけや見守り中心で必要な時だけ介助） 
・本人が自ら適切な服薬ができるよう，服薬時において，直接介助は行わずに，側で見守り，服

薬を促す。 
・利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う掃除，整理整頓（安全確認の声かけ，

疲労の確認を含む） 
・ゴミの分別が分からない利用者と一緒に分別をしてゴミ出しのルールを理解してもらう又は思

い出してもらうよう援助 
・認知症の高齢者の方と一緒に冷蔵庫のなかの整理等を行うことにより，生活歴の喚起を促す。 
・洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに，転倒予防等のた

めの見守り・声かけを行う。 
・利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行うベッドでのシーツ交換，布団カバーの

交換等 
・利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う衣類の整理・被服の補修 
・利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う調理，配膳，後片付け（安全確認の声

かけ，疲労の確認を含む） 
・車イス等での移動介助を行って店に行き，本人が自ら品物を選べるよう援助 
・上記のほか，安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うもの等であって，利用者と訪問介護

員等がともに日常生活に関する動作を行うことが，ADL・IADL・QOL 向上の観点から，利

用者の自立支援・重度化防止に資するものとしてケアプランに位置付けられたもの 
 
＜参考＞厚生労働省「人員・設備及び運営基準」及び「報酬算定基準」等に関する Q&A 

Q 自立生活支援のための見守り的援助の具体的な内容について 

A「身体介護として区分される『自立生活支援のための見守り的援助』とは自立支援，ADL 向上の観点か

ら安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守りをいう。単なる見守り・声かけは含まない。 

・・・・・中略（「自立生活支援のための見守り的援助」同様の内容）・・・・・・ 

要件に該当しない単なる見守り・声かけは訪問介護として算定できない。 

66



介護サービス関係Ｑ＆Ａ集 （厚生労働省） 

 

No 394（R2.9 月末時点） 

＜種 別＞11 訪問介護 

＜基準種別＞3運営 

＜項 目＞「身体介護」及び「生活援助」の区分 

＜質 問＞自立生活支援のための見守り的援助の具体的内容について 

＜回 答＞ 

身体介護として区分される「自立生活支援のための見守り的援助」とは自立支援，ＡＤＬ

向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守りをいう。単なる見守り・

声かけは含まない。 

例えば，掃除，洗濯，調理などの日常生活の援助に関連する行為であっても， 

・利用者と一緒に手助けしながら調理を行うとともに，安全確認の声かけや疲労の確   

認をする 

・洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに，転倒防止予

防などのための見守り・声かけを行う 

・認知症高齢者の方と一緒に冷蔵庫の中の整理などを行うことにより生活歴の喚起を促す 

・車イスの移動介助を行って店に行き，本人が自ら品物を選べるように援助する 

という，利用者の日常生活動作能力（ＡＤＬ）や意欲の向上のために利用者と共に行う自立

支援のためのサービス行為は身体介護に区分される。掃除，洗濯，調理をしながら単に見守

り・声かけを行う場合は生活援助に区分される。 

また，利用者の身体に直接接触しない，見守りや声かけ中心のサービス行為であっても， 

・入浴，更衣などの見守りで，必要に応じた介助，転倒予防のための声かけ，気分の確認を

行う 

・ベッドの出入り時など自立を促すための声かけなど，声かけや見守り中心で必要な時だけ

介助を行う。 

・移動時，転倒しないようにそばについて歩き，介護は必要時だけで、事故がないように常

に見守る 

という介助サービスは自立支援，ＡＤＬ向上の観点から身体介護に区分される。そうした要

件に該当しない単なる見守り・声かけは訪問介護として算定できない。 

 

＜ＱＡ発出時期，文書番号等＞ 

15.5.30 

事務連絡 

介護保険最新情報vol.151 

介護報酬に係るQ&A 

      ※下線は介護ケア推進課によるもの 
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保 健 介 第 ３ １ ４ 号 

平成３０年９月２１日 

 指定居宅介護支援事業所 管理者様 

 

                   京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室 

                                介護ケア推進課長 

 

生活援助中心型訪問介護に係る居宅サービス計画の区役所への届出について 

 
 平素は，本市介護保険事業の円滑な運営のために，多大な御支援，御協力をいただき誠にありがとう

ございます。 
 平成３０年４月の介護報酬改定に伴い，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１８号の２において，訪問介護（指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基

準（平成１２年厚生省告示第１９号）別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の１ 訪問介護費

の注３に規定する生活援助が中心である指定訪問介護に限る。以下同じ。）の回数が一定回数（基

準第１３条第１８号の２により厚生労働大臣が定める回数をいう。以下同じ。）以上の訪問介護を

居宅サービス計画に位置付ける場合は，市町村に対して，居宅サービス計画の届出を行い，ケアプ

ランチェック（京都市では，「ケアプラン支援事業」と言います。）を受けることとされたところで

す。 

当該居宅サービス計画の届出について，下記のとおり各区・支所において受付を行いますので，

必要に応じて届出をお願いいたします。また，届出いただいた居宅サービス計画については，ケア

プラン支援事業等の対象として，御連絡する場合がありますので，連絡があった場合は，あらため

て御協力をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 届出対象となる居宅サービス計画について 

 平成３０年１０月１日より施行されるため，平成３０年１０月以降に作成又は変更された居宅

サービス計画の内，訪問介護（生活援助）の利用回数が要介護度に応じて，下表の回数以上，位

置付けられたものが届出対象となります。 

＜厚生労働大臣が定める回数（１月につき）＞ 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

２７回 ３４回 ４３回 ３８回 ３１回 

 

２ 届出期限について 

  居宅サービス計画の作成又は変更をした日の翌月末までが届出期限となります。 
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３ 届出先について 

 利用者の被保険者証に記載された区役所・支所の健康長寿推進課高齢介護保険担当（京北地域

の方は京北出張所保健福祉第一担当）までお届けください。 

 

４ 届出に必要な書類について 

 （１） 生活援助中心型訪問介護に係る居宅サービス計画届出書 

 （２） ケース概要（（１）届出書の裏面です。） 

 ケアプラン支援事業の参考とするために利用者の方の状況を把握するためのものです。

届出の際に併せて御記載をお願いします。 

 （３） 居宅サービス計画 

   ① アセスメントツール等によるアセスメント結果がわかる記録 

   ② 第１表 居宅サービス計画書(1) 

   ③ 第２表 居宅サービス計画書(2) 

   ④ 第３表 週間サービス計画表 

   ⑤ 第４表 サービス担当者会議の要点 

   ⑥ サービス担当者に対する照会内容及びそれに代わる FAX 等による照会回答記録 

   ⑦ 居宅介護支援計画連絡票（主治医に対する照会内容及びそれに代わる FAX 等による照会

回答記録） 

   ⑧ 第５表 居宅介護支援経過（モニタリング記録を含む。） 

   ⑨ 第６表 サービス利用票 

   ⑩ 第７表 サービス利用票別表 

   ⑪ 課題整理総括表 

   ⑫ 訪問介護計画書 

※ 上記①～④は直近のもの 

※ ⑤は②～④を作成したときの会議記録及びそれ以降のものすべて 

※ ⑥，⑦及び⑫はある場合のみ 

※ ⑧は過去１年間分 

※ ⑨，⑩は直近から過去３箇月分の実績を記入したもの 

 

５ 届出書等の様式について 

 同封の「生活援助中心型訪問介護に係る居宅サービス計画届出書」については，京都市の独自様

式となりますので，他都市では利用できません。また，下記のＵＲＬから様式のダウンロードが

可能です。 

  https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000275476.html 
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 生活援助中心型訪問介護に係る居宅サービス計画 届出書 
 

（宛先）京都市長 年    月    日    

被保険者氏名  被保険者番号      ―      

届出者氏名  届出事業所番号  

届出事業所名                       （連絡先）     －     

要介護度  利用回数  計画作成日       年  月  日 

 
 上記の利用者への居宅サービス計画について，訪問介護（指定居宅サービスに要する費用の額の算定

に関する基準（平成１２年厚生省告示第１９号）別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の１訪問介

護費の注３に規定する生活援助が中心である指定訪問介護に限る。）の利用回数を一定回数（基準第１３

条第１８号の２により厚生労働大臣が定める回数。）以上位置付けましたので，別添のとおり当該居宅介

護サービス計画を添えて届け出ます。 
 
○ 厚生労働大臣が定める回数（１月につき） 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

２７回 ３４回 ４３回 ３８回 ３１回 

 

※以下，提出前に必要書類のチェックをお願いします。 
○ 添付書類チェック欄（居宅サービス計画等） 
 □ アセスメントツール等によるアセスメント結果がわかる記録 

 □ 第１表 居宅サービス計画書(1) 

 □ 第２表 居宅サービス計画書(2) 

 □ 第３表 週間サービス計画表 

 □ 第４表 サービス担当者会議の要点 

 □ サービス担当者に対する照会内容及びそれに代わる FAX 等による照会回答記録（※） 

 □ 居宅介護支援計画連絡票（主治医への照会内容及びそれに代わる FAX 等による照会回答記録）（※） 

 □ 第５表 居宅介護支援経過（モニタリング記録を含む。）（過去 1年分） 

 □ 第６表 サービス利用票（直近から過去 3カ月分の実績を記入したもの） 

 □ 第７表 サービス利用票別表（直近から過去 3カ月分の実績を記入したもの） 

 □ 課題整理総括表 

 □ 訪問介護計画書（※） 

   （※は，ある場合のみ提出してください） 

（裏面のケース概要も御記載ください。） 

70



   

寝たきり

認知症

本人との関係

同居家族について

　年齢　（　　　　　　歳）

　要介護認定　 　　　　要支援（　　　）・要介護（　　　）

　障害 　　　（　　　　　　　　　　　　　　）　

　就労　　　

　その他状況

エレベーターの有無

有の場合

有の場合

　診断時期　　　　　　　　　　年　　　　　月

　症状　　

 　 （ 　            ）

手帳の有無

ケース概要

年齢 　　　　　　　　　歳 性別 男　　・　　女

日常生活自立度

自立　・　J1　・　J2　・　A1　・　A2　・　B1　・　B2　・　C１　・　C2

自立　・　I　・　Ⅱa　・　Ⅱb　・　Ⅲa　・　Ⅲb　・　Ⅳ　・　Ｍ　　　

　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

家族関係

住宅環境

集合住宅の場合

認知症（診断）の有無

疾患

経済状況

（裏面）

生活援助で実施しているサービ
ス内容

その他の利用サービス

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

一戸建て

集合住宅 サービス付き高齢者住宅

有料老人ホーム

養護老人ホーム

有

無
身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

有

無

同居家族あり

親族なし 親族あり

国民年金 厚生年金

障害年金

掃除

洗濯

ベッドメイク

衣類の整理・被服の補修

一般的な調理・配下膳

その他（ ）

その他

生活保護

買い物・薬の受け取り

独居

配偶者 子 孫 その他

ありなし

なし あり

なし あり

公営住宅 マンション・アパート

あり なし

生活援助以外の介護保険サービス

障害福祉サービス

民間サービス

その他

医療保険サービス
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寝たきり

認知症

本人との関係

同居家族について

　年齢　（　　　７３　　歳）

　要介護認定　 　　　　要支援（　　）・要介護（　３　）

　障害 　　　（　　　　　　　　　　　　　）　

　就労　　　

　その他状況

エレベーターの有無

有の場合

有の場合

　診断時期　　　　　平成２８年　８月

 （           ）   

（裏面）

手帳の有無

　

　　　妻も認知症と診断されており，家事が十分にできない。
　

ケース概要

年齢 　　　　　　７５　　　歳 性別 男　　・　　女

日常生活自立度

自立　・　J1　・　J2　・　A1　・　A2　・　B1　・　B2　・　C１　・　C2

自立　・　I　・　Ⅱa　・　Ⅱb　・　Ⅲa　・　Ⅲb　・　Ⅳ　・　Ｍ　　　

家族関係

住宅環境

集合住宅の場合

認知症（診断）の有無

疾患
アルツハイマー型認知症，腰部脊柱管狭窄症，高血圧，
胃がん（平成２７年に診断，手術済。現在経過観察中）

経済状況

生活援助で実施しているサービ
ス内容

その他の利用サービス

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　）　

（配食サービス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

一戸建て

集合住宅 サービス付き高齢者住宅

有料老人ホーム

養護老人ホーム

有

無
身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

有

無

同居家族あり

親族なし 親族あり

国民年金 厚生年金

障害年金

掃除

洗濯

ベッドメイク

衣類の整理・被服の補修

一般的な調理・配下膳

その他（ ）

その他

生活保護

買い物・薬の受け取り

独居

配偶者 子 孫 その他（ ）

ありなし

なし あり

なし あり

公営住宅 マンション・アパート

あり なし

生活援助以外の介護保険サービス

障害福祉サービス

民間サービス

その他

医療保険サービス

複数の同居家族がいる場合は，

主介護者について記載してくだ

さい。

記入例
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高齢者虐待防止及び身体拘束廃止について 

 
 
 
 
１ 高齢者虐待防止法の成立 
  近年，我が国においては，介護保険制度の普及，活用が進む中，一方では高齢者に対

する身体的・心理的虐待，介護や世話の放棄・放任等が，家庭や介護施設などで表面化し，

社会的な問題となっています。 
  平成１７年１１月１日に国会において「高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する

支援等に関する法律」（以下「高齢者虐待防止法」という。）が議員立法で可決，成立し，

平成１８年４月１日から施行されています。 
 
２ 「高齢者虐待」の捉え方 

  高齢者虐待防止法では，「高齢者」を６５歳以上の者※と定義（法第２条第１項）し，

「高齢者虐待」を養護者による高齢者虐待と養介護施設従事者等による高齢者虐待（同条

第３項）と分けて定義しています。 
 ※ 養介護施設・事業所を利用する６５歳未満の障害者については高齢者とみなし，養介護施設従事者

等による高齢者虐待に関する規定が適用される。（平成２４年１０月１日一部法改正） 
  
■ 養護者による高齢者虐待 

  養護者とは「高齢者を現に養護する者であって，養介護施設従事者等以外のもの」と

されており，高齢者の世話をしている家族，親族，同居人等が該当すると考えられます。 
  養護者による高齢者虐待とは，養護者が養護する高齢者に対して行う次の行為です。 
＜表１＞ 

身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ，又は生じるおそれのある暴行を加えること。 
介護・世話の 
放棄・放任 

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置，養護者以外の同居

人による放置等，養護を著しく怠ること。 

心理的虐待 
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい

心理的外傷を与える言動を行うこと。 

性的虐待 
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせ

ること。 

経済的虐待 
養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当

該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 

  

Ⅰ 高齢者虐待の基本 

介護サービス事業者等集団指導資料より抜粋 
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１ 養護者による高齢者虐待に係る対応について 
  京都市では，高齢者虐待防止法第９条第１項に基づき，高齢者の生命や身体の安全を

迅速に確認するため，高齢者虐待に係る通報又は届出を受けた場合は，以下のとおり対応

します。 

＜高齢者虐待への対応の流れ＞ 

通報等受付→基本情報の確認 →初動対応方針の確定 →安否確認→事実確認→虐待判定会議 

 

 

２ 各介護保険サービス事業所における御協力のお願い 

   通報・届出受付後，初動対応方針を検討するに当たり，被虐待者世帯に係る基本

情報を把握する必要があります。そのため，介護支援専門員の皆様には，介護保険

サービスの利用状況をはじめとした当該世帯の生活状況等について，確認させてい

ただくことがあります。 

   保健福祉センターで高齢者虐待に係る通報・届出内容を把握してから，原則とし

て４８時間以内に目視による安否確認（生命・身体に危険が生じていないかどうか

の確認）を実施します。安否確認は，保健福祉センター職員又は地域包括支援セン

ター職員が実施しますが，高齢者や養護者に可能な限り心理的負担を生じさせない

よう，業務上（介護サービス提供時等）可能な範囲で，安否確認を依頼させていた

だくことがあります。 

 

 【安否確認による確認事項】 

生命・身体に危険が生じていないかを目視で確認することを目的としています。 

○ 暴力等により生命の危険性の有無 等 
（例：重度の火傷，骨折，頭部外傷，首絞め，揺さぶり，身体拘束） 
○ 食事が与えられないことによる重度の低栄養・脱水状態，十分な介護が受けられな

いことによる重度のじょくそう，肺炎，戸外放置 の有無 等 

 

 【虐待対応と個人情報の取扱いについて】 

 ○ 高齢者虐待対応については，個人情報保護法の利用目的による制限，第三者提供

の制限に係る規定の例外が認められており，介護事業者などが，高齢者本人の同意

なく個人情報を取り扱うことや，市町村等に情報提供をすることが認められていま

す。 

 ○ また，市町村職員及び地域包括支援センター職員に対しては，高齢者虐待防止法

により，守秘義務が課せられていますので，情報提供者を特定する情報等を外部に

漏らすことはありません。 

   （参考：社団法人日本社会福祉士会 養護者による高齢者虐待対応の手引き） 

保健福祉センターが通報内容を把握してから， 
原則として４８時間以内に安否確認を行います。 

Ⅱ 養護者による高齢者虐待について 
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１ 身体拘束禁止の対象となる具体的な行為 
 〇 介護保険指定基準において禁止の対象となっている行為は，「身体的拘束その他 

入所者（利用者）の行動を制限する行為」で，具体的には次のような行為。 

・徘徊しないように，車いすやいす，ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

・転落しないように，ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

・自分で降りられないように，ベッドを柵（サイドレール）で囲む。 

・点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように，四肢をひも等で縛る。 

・点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように，または皮膚をかきむしらないよう

に，手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。 

・車いすやいすからずり落ちたり，立ち上がったりしないように，Ｙ時型拘束帯や腰

ベルト，車いすテーブルをつける。 

・立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。 

・脱衣やおむつはずしを制限するために，介護衣（つなぎ服）を着せる。 

・他人への迷惑行為を防ぐために，ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。 

・行動を落ち着かせるために，向精神薬を過剰に服用させる。 

・自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。 

 

２ 身体拘束がもたらす多くの弊害 

◆身体的弊害 

・関節の拘縮，筋力の低下といった身体機能の低下や圧迫部位の褥瘡の発生などの外

的弊害 

・食欲の低下，心肺機能や感染症への抵抗力の低下などの内的弊害 

・転倒や転落事故，窒息などの大事故を発生させる危険性 

◆精神的弊害 

・不安，怒り，屈辱，あきらめなどの精神的苦痛，認知症の進行やせん妄の頻発 

・家族に与える精神的苦痛，罪悪感や後悔 

◆社会的弊害 

・看護・介護スタッフ自身の士気の低下を招くこと。また，介護保険施設等に対する

社会的な不信，偏見を引き起こすおそれがあること。 

・身体的拘束による高齢者の心身機能の低下は，その人のＱＯＬを低下させるだけで

なく，さらなる医療的処置を生じさせ，経済的にも影響をもたらす。 

 

 

 

Ⅲ 身体拘束廃止に関する定義について 
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３ 身体拘束禁止規定 
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