
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
サービスについて 

～在宅生活を２４時間支えるサービスの普及促進～ 

 

奈良県健康福祉部長寿社会課 



奈良県の現状について 



要介護認定者数の将来推計 

（奈良県高齢者福祉計画及び第6期奈良県介護保険事業支援計画より） 

要支援・要介護者は今後も増加する見込みであり、いわゆる団塊の世代が75歳
以上になる平成37年度には10万人以上の高齢者が要支援・要介護状態となるこ
とが見込まれる。 



どこで最後を迎えたいか 

（高齢者の生活・介護等に関する県民調査結果報告書 図表633） 

自身が最後を迎えたい場所 



自身に介護が必要になったときに希望する介護 

（高齢者の生活・介護等に関する県民調査結果報告書 図表638） 

介護が必要になったときにどのような生活・介
護を望むか 



自身に介護が必要になっときに日常的に受けたい支援（複数回答） 

日常的に受けたいと思う支援 

（高齢者の生活・介護等に関する県民調査結果報告書 図表639） 



介護保険施設に入所したい主な理由 

（高齢者の生活・介護等に関する県民調査結果報告書 図表278） 

※要介護者対象に調査 

介護保険施設に入所したい主な理由は何か 



在宅でも安心の介護を提供できるサービスが必要とされ
ている！！ 

多くの県民が自宅での介護を望む 

県民調査からわかること 

○自宅で介護を受けたい 
 者や、自宅で最後を迎 
 えたい者が多い 

 
○日常的に受けたい支援 
 についても居宅サービ 
 スで可能 

症状が進み在宅での介護
が困難になってきたこと
や、施設の方が安心であ
るといった認識から、施
設への入所を希望する者
が多い 

一方で 



定期巡回・随時対応型 
訪問介護看護とは 



  

近年においては、訪問介護などの在宅サービスが増加しているものの、重度者を
始めとした要介護高齢者の在宅生活を２４時間支える仕組みが不足していることに
加え、医療ニーズが高い高齢者に対して医療と介護の連携が不足しているといった
問題がある。 

 このような問題を解決するため、①日中・夜間を通じて、②訪問介護と訪問看護
の両方を提供し、③定期巡回と随時の対応を行う「定期巡回・随時対応型訪問介護
看護」が平成２４年４月に創設された。 

オペレーター 

定期巡回型訪問 

定期巡回型訪問 

＜定期巡回・随時対応サービスのイメージ＞ 訪問介護と訪問看護が一体的又は
密接に連携しながら、 
定期巡回型訪問を行う 

利用者からの通報により、 
電話やICT機器等による
応対・訪問などの随時対
応を行う 

定期巡回・随時対応サービス創設の背景 

通報 

随時対応 



定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、重度者をはじめとした要介護高
齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護
とが密接に連携しながら、サービスを提供する。 

事業所の類型としては、一つの事業所が訪問介護と訪問看護を一体的に
提供する「一体型事業所」と、事業所が訪問看護事業所と緊密な連携を
図ってサービスを提供する「連携型事業所」の二つがある。 

定期巡回・随時対応サービス事業所の類型 



具体的なサービスの内容としては、以下の①～④のサービスを提供する。 
 
①定期巡回サービス 
訪問介護員等が一日に複数回利用者の居宅を巡回し、入浴・排泄・食事等の介護などの日常生活の
世話を行う。回数については目安や下限・上限等は定められておらず、訪問介護のように概ね２時
間の間隔を空けるという制限はない。 
 
②随時対応サービス 
利用者・家族等から通報をうけ、通報内容をもとに相談援助や訪問介護員等による訪問、看護師等
による対応の要否を判断する。 
 
③随時訪問サービス 
②による対応の要否の判断に基づき、必要がある場合には訪問介護員等が利用者の居宅を訪問し、
日常生活上の世話を行う。 
 
④訪問看護サービス 
看護師等が利用者の居宅を訪問し、療養上の世話・必要な診療の補助を行う。 
「一体型事業所」においては、①～④のサービスを提供し、「連携型事業所」においては①～③を
自ら提供し、④は連携する訪問看護事業所において提供する。 

  
定期巡
回 

  
随時訪
問 

  
訪問看
護 

・日中・夜間を通じてサービスを受 

 けることが可能 

・訪問介護と訪問看護を一体的に受 

 けることが可能 

・定期的な訪問だけではなく、必要 

 なときに随時サービスを受けるこ 

 とが可能 

＜サービス提供の例＞ 

月                                                                                                                                               

火                                                                                                       

水                                                                                                                                               

木                                                                                                           

金                                                                                                                                               

土                                                                                                                                               

日                                                                                                                                                 

6時 

水分補給 
更衣介助 

排せつ介助 
食事介助 
体位交換 

排せつ介助 
食事介助 

0時 2時 4時 8時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 

通所介護 

通所介護 

体位変換 
水分補給 

具体的サービス内容 



職種 資格等 必要な員数等 

訪問介護員等 

定期巡回サービスを行

う訪問介護員等 
介護福祉士 

実務者研修修了者 

介護職員基礎研修 

訪問介護員１級 

訪問介護員２級 

・交通事情、訪問頻度等を勘案し適切に定期巡回サービスを 
 提供するために必要な数以上 

随時訪問サービスを行

う訪問介護員等 

・提供時間帯を通じて、専従１以上 
 ※利用者の処遇に支障がない場合、定期巡回サービス 
  に従事することができる。 
・夜間・深夜・早朝の時間帯についてはオペレーターが 
 随時訪問サービスを行う訪問介護員等を兼務可能。 

看護師等 

 うち１名以上は、 

 常勤の保健師又は 

 看護師 

保健師、看護師、准看護師 

・常勤換算２．５以上 

 （オペレーター業務や併設訪問看護事業所と合算可能） 

・提供時間を通じて連絡がとれる体制を確保 

PT、OT、ST ・適当数 

オペレーター 

看護師、介護福祉士等(※) 

のうち、常勤の者１人以上 

     ＋ 

３年以上訪問介護のサー 

ビス提供責任者として従 

事した者 

・提供時間帯を通じて１以上 

・利用者の処遇に支障がない場合は、当該事業所の他職種及び同一

敷地内の他の事業所・施設等（特養・老健等の夜勤職員、訪問介

護、訪問看護、夜間対応型訪問介護の介護・看護職員やオペレー

ター）との兼務可能 

上記の従業者のうち、１人以上 

計画作成責任者 

看護師、介護福祉士等(※) 

のうち、１人以上 

・３年以上訪問介護のサービス提供責任者として従事した者に 
 ついては左記の資格を有しない場合、不可 

管理者 
・常勤・専従の者（当該事業所の職務や併設事業所の管理等との兼 
 務可。） 

（注）   ･･･介護・看護一体型にのみ配置が必要となる職種（介護･看護連携型の場合は連携先の訪問看護事業所に配置される） 

（※）・・・看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員 

定期巡回･随時対応サービスの人員基準の概要 



必要な設備 具体的内容等 

通信機器等 

①利用者の心身の状況等の情報を蓄積できる 
 機器等 
 ※事業者が適切に利用者の心身の情報等を蓄積す 
  るための体制を確保し、オペレーターがその情 
  報を常時閲覧できるときは不要。 
 
②随時利用者から通報を受けることができる 
 通信機器等 
 利用者に対しては、援助が必要となった際に適切 
 にオペレーターに通報できる端末機器を配布。 
 ※利用者が適切にオペレーターに随時の通報 
  ができる場合には不要。 
 

その他 専用の区画、サービス提供に必要な設備・備品等 

定期巡回･随時対応サービスの設備基準の概要 



要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制に対する加算・減算 

利用開始日から30日以内の期間
【初期加算】  （30単位／日） 

介護職員の賃金改善の取り組む事業
所に加算【介護職員処遇改善加算】    
(Ⅰ) 所定単位数×8.6％ 
(Ⅱ) 所定単位数×4.8％ 
(Ⅲ) (Ⅱ)の90％ (Ⅳ) (Ⅱ)の80％ 

死亡日及び死亡日前14日以内に実
施したターミナルケアを評価 
【ターミナルケア加算】 

（2,000単位/死亡月） 

介護福祉士や常勤職員等の割合や職
員研修の実施等の要件を満たす場合
【サービス提供体制強化加算】 
(Ⅰ)イ 640単位/月 (Ⅰ)ロ 500単位/月 
(Ⅱ)(Ⅲ)350単位/月 

退院退所時、医師等と共同指導した
場合【退院時共同指導加算】 

（600単位／回） 

緊急時の訪問看護サービスの提供
【緊急時訪問看護加算】       
（290単位／月） 

※点線枠の加算は、区分支給限度基準額の算定対象外     は、一体型事業所のみ算定。 

通所系サービス又は短期入所系サービスを利用した場合の減算 
  通所系サービス利用１日当たり△62単位～△322単位 
      短期入所系ｻｰﾋﾞｽ利用時は、短期入所系ｻｰﾋﾞｽの利用日数に応じて日割り計算 

医師の指示に基づく看護を受ける者に算定される部
分（看護職員による療養上の世話又は診療の補助） 
 ※訪問看護を利用しない者・医療保険適用者は算定し 
  ない 

利用者の要介護度に応じた基本サービス費 

                            一体型事業所 

介護・看護利用者 介護利用者 

要介護１ ８，２５５単位 ５，６５８単位 

要介護２ １２，８９７単位 １０，１００単位 

要介護３ １９，６８６単位 １６，７６９単位 

要介護４ ２４，２６８単位 ２１，２１２単位 

要介護５ ２９，３９９単位 ２５，６５４単位 

連携型事業所 

介護分を評価 

５，６５８単位 

１０，１００単位 

１６，７６９単位 

２１，２１２単位 

２５，６５４単位 

２，９３５単位 

３，７３５単位 

連携先訪問看護事業所を 
利用する場合の訪問看護費 

（連携先で算定） 

基本報酬は事業所の形態及び 
訪問看護の利用の有無により異なる 

（下図参照） 

要介護度に応じて全ての者に算定される部
分 
 ○定期巡回サービス 
 ○随時の対応サービス 
 ○看護職員による定期的なアセスメント 

※加算・減算は主なものを記載 
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護のイメージ（1月あたり） 

他職種との連携体制構築の取組を
行っている場合 
【総合マネジメント加算】 

（1000単位／月） 

定期巡回･随時対応サービスの介護報酬 



介護サービス・事業所 (定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 16 平成28年1月1日現在 

事業所番号 法人名 事業所名 郵便番号 所在地 電話番号 

2970102576 株式会社ひまわりの会 ぽれぽれ登美ヶ丘 631-0004 奈良県奈良市登美ケ丘2-2-15 0742-30-5102 

2990100162 社会福祉法人 協同福祉会 
あすならホーム富雄 安心ケアシステ
ム 

631-0065 奈良県奈良市鳥見町３丁目１１－１ 0742-53-1165 

2990100170 社会福祉法人楽慈会 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護ら
くじ苑 

630-8141 奈良県奈良市南京終町19番地の1 0742-23-4165 

2990100220 株式会社スーパー・コート 
スーパー・コートＪＲ奈良駅前定期巡
回随時対応型訪問介護看護事業所 

630-8115 奈良県奈良市大宮町一丁目3番32号 0742-30-4852 

2990100246 有限会社ナイスケアサポート 安心サポートダイヤル「桜」 631-0012 奈良県奈良市中山町1324番地1 0742-52-6399 

2990100279 社会福祉法人協同福祉会 あすならハイツあやめ池安心システム 631-0033 奈良県奈良市あやめ池南二丁目2番16 0742-45-1165 

2990100295 社会福祉法人協同福祉会 
あすならホーム今小路安心ケアシステ
ム 

630-8207 奈良県奈良市今小路町29番1 0742-26-1165 

2990100311 社会福祉法人協同福祉会 
あすならホーム西の京安心ケアシステ
ム 

630-8043 奈良県奈良市六条二丁目20-67 0742-45-6541 

2990100329 株式会社八重桜 デイ＆ナイト訪問サービス八重桜 630-8113 奈良県奈良市法蓮町410番地の2 0742-20-7205 

2990100337 
株式会社けいはんなヘルパーステー
ション 

けいはんな定期巡回・随時対応型訪問
介護看護 

631-0072 奈良県奈良市二名三丁目952-1 0742-52-6570 

2990100360 有限会社あんしん 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護あ
んしん 

631-0012 奈良県奈良市中山町１２５０番地の７ 0742-45-0115 

2990300093 社会福祉法人協同福祉会 あすなら苑安心ケアシステム 639-1126 奈良県大和郡山市宮堂町青木160-7 0743-57-1180 

2990300101 社会福祉法人協同福祉会 あすならホーム郡山安心ケアシステム 639-1021 奈良県大和郡山市新木町361-1 0743-51-1165 

2990300119 社会福祉法人功有会 
大和園平和定期巡回・随時対応型訪問
介護看護 

639-1103 奈良県大和郡山市美濃庄町236-1 0743-58-2700 

2990900090 社会福祉法人協同福祉会 あすならホーム菜畑安心ケアシステム 630-0263 奈良県生駒市中菜畑2-1129-1 0743-75-1141 

2991500048 NPO法人ライフケア王寺 ライフケア王寺 636-0811 奈良県生駒郡三郷町勢野東4-3-20 0745-31-5799 

奈良県内の定期巡回・随時対応サービス事業所 
の整備状況 



定期巡回・随時対応型 
訪問介護看護の普及が 
進まない理由 



三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「アンケート結果から見る「定期巡回・随時対応サービス」」より 

参入事業所と未参入事業所の認識のギャップ 



三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「アンケート結果から見る「定期巡回・随時対応サービス」」より 

参入事業所と未参入事業所の認識のギャップ 



三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「アンケート結果から見る「定期巡回・随時対応サービス」」より 

参入事業所と未参入事業所の認識のギャップ 



三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「アンケート結果から見る「定期巡回・随時対応サービス」」より 

参入障壁の認識 



三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「アンケート結果から見る「定期巡回・随時対応サービス」」より 

参入障壁の認識 



三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「アンケート結果から見る「定期巡回・随時対応サービス」」より 

参入障壁の認識 



定期巡回サービスに対する保険者のイメージ 

厚生労働省主催 第104回市町村職員を対象とするセミナー「定期巡回、随時対応型サービス・高齢者向け住まいと居宅サービスの関 
わり方」配布資料より 



まとめ 

定期巡回・随時対応サービスへの理解を深め、有効活用し
ていくことが重要！！ 

・定期巡回・随時対応サービスは従来の在宅サービスと比較し、在宅におい 
   て回数や時間に縛られない柔軟な介護サービスの提供を受けることが可能 
 なサービスである。 
 
・定期巡回・随時対応サービスの職員については、同一敷地内の事業所の他 
 のサービスの職員等と兼務が可能となっており、職員の柔軟な配置が可能。 
 
・一方、定期巡回・随時対応サービスは、事業者・保険者・利用者の間で認 
 知度が低いことや、正確な理解が進んでいないこと等から、サービスを提 
 供する事業者や実際にサービスを受ける利用者が少ないことが課題となっ 
 ている。 


