
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の活用のポイント

株式会社 エイプレイス
執行役員 和田篤昌



本社

エイプレイス川口

▶定期巡回・随時対応型訪問介護看護
▶夜間対応型訪問介護
▶訪問介護

エイプレイス兵庫西宮

▶定期巡回・随時対応型訪問介護看護
▶夜間対応型訪問介護



〇老人保健健康増進等事業 厚労省からの調査研究事業の受託
〇各都道府県からの定期巡回サービス普及促進事業の受託
〇会員向け情報交換会＆交流会の開催 等



令和元年度埼玉県定期巡回・随時対応サービス
普及促進マニュアル作成事業

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/teikijunkai/

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/teikijunkai/


〇自立支援〇

介護サービスの質の評価・自立支援に向けた
事業者へのインセンティブ（厚労省）

・サービス提供体制強化加算 等
・効果的な介護の在り方の構造化・標準化
・自立支援を後押しする報酬体系
（高齢者の要介護度を改善すると介護報酬が
下がってしまう。現行の制度を改める）

・科学的介護の実現（データベースの活用等）
・効率化→限られた人員でも自立支援に資する
質の高い介護を実現
※介護給付費分科会 平成29年8月 資料より

（自立支援に向け）

科学的な根拠を
持った介護
（介助➡自立支援）

総合的な確保方策（厚労省）

・「まんじゅう型」から「富士山型」へ
（人材の確保、質の向上、キャリアパス充実）
・処遇改善
・国家資格取得方法見直し
・サービス産業の活性化・生産性向上
（ICTやロボット活用）

〇人材不足解消〇

※介護人材確保地域戦略会議 平成27年8月 資料より

（人材確保のため）

専門性の向上、
生産性向上

制度の持続可能性を踏まえた保険給付範囲としていく（財務省）

・軽度者へのサービスの地域支援事業への移行
・ケアマネジメントの質の向上と利用者負担について
・頻回のサービス利用についてのケアプランチェック
とサービスの標準化

・介護保険の利用者負担について
※財政制度分科会 平成30年4月 資料より

（給付費を抑え、
サービスの質を
高める為）

標準化、適正化、
効率化

〇給付費の増大抑制〇

●業界を取り巻く現状・背景●

制度としての定期巡回・随時対応型訪問介護看護について



定期巡回・随時対応型訪問介護看護の役割

①介護給付費の抑制
②自立支援に向けたサービス計画
③介護職の専門性の向上と生産性の向上

課題解決に向けた取り組みができるサービス

①介護給付費の抑制

〇1日に複数回所定の報酬を算定可能な現行の報酬体系（積上げ式）は、必要以上のサービス提供を招きやすい構造的な
課題を抱えている ※予算進行調査資料（財務省） 平成29年6月資料より

➡定期巡回・随時対応型訪問介護看護や小規模多機能居宅介護、看護小規模居宅介護の様な包括報酬の場合、報酬単価が
決まっている結果として給付費が抑制される。

②自立支援に向けたサービス計画

〇事業者は過剰なサービス提供を行うと事業者としての利益が下がるため過剰なサービス提供に対しての抑止力が働くが、
その一方で過少提供を招きかねない一面もある。
➡介護サービス計画は計画作成責任者とケアマネジャーが双方の視点から共同で作成するものである事から、偏った計画
になる事を防ぐ事ができる。自立に向けより深いアセスメントを実施し計画を立てた結果、サービス提供量も適正化される。

③介護職の専門性の向上と生産性の向上

〇介護福祉士による週間スケジュールの作成が行われる
➡計画作成責任者の多くは介護福祉士が担う事業所が多くを占める。他の介護保険サービスでは介護スケジュールは
ケアマネジャーの専門的な視点から立案されているが、当サービスは介護福祉士もその権限を持つ。
週間スケジュールの作成には生活アセスメントをきちんととることが必須なため、介護専門職の高い能力（アセス
メント力）が求められる。また、時間の縛りが無いサービスである事や事業所の事情（人員配置）等も考慮する事が
できるので生産性の向上を図ることができる。



出典：平成２８年３月 地域包括ケア研究会報告書より

●地域包括ケアシステムの構築●

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態と
なっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることが
できるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地
域包括ケアシステムの構築を実現していきます。
今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域で

の生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要です。
人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増

加は緩やかだが人口は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域
差が生じています。
地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性
や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要です。
※厚生労働省HPより





〇要介護1～要介護5が対象（要支援は利用不可）

〇市町村内に住所がある利用者が対象（住所地特例施設は可）

〇平成24年4月 スタート

★一体型と連携型
◆必ず看護が関わるサービス

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護の概要●



★定期巡回事業所は2種類ある

【一体型】
事業所に看護師を配置している、又は訪問看護事業所と一体的に運用している※

【連携型】
定期巡回事業所と訪問看護事業所が事業所間で連携契約を結び協力してサービス提供を行う
※訪問看護を併設している場合でも「連携型」である場合もある事から確認が必要



◆看護師の関わり方

【アセスメント】
療養生活を支えるサービスである事から看護サービスが必要無い場合でも定期巡回サービスを実施する
上での医療的視点からのアドバイスを行う。
アセスメントは正看護師、准看護師、保健師。

【介護保険サービス＋アセスメント】
定期巡回サービスを利用する対象者が訪問看護を希望する場合、一体型の場合は所属する看護師、もしくは
併設する訪問看護ステーションがサービスを提供する。連携型の場合定期巡回事業所と訪問看護ステーショ
ンが事前に連携契約を結んでおく必要がある。
注意点として定期巡回事業所と訪問看護事業所が連携契約を行った場合、訪問看護事業所は管轄する都道府
県に変更届を前月の15日までに提出する必要がある。変更届がなされていない場合、報酬を算定できない点
はご留意ただきたい

【医療保険サービス＋アセスメント】
訪問看護が医療保険でサービスを提供する場合は連携している必要はない。ただし、アセスメントは実施す
る必要はある。



●制度の違いで見る訪問介護と定期巡回●

【訪問介護】
①積上げ式の報酬体系
②20分ルール、2時間ルール
③身体介護と生活援助の区分け
④サービス提供責任者
（正・准看護師、保健師、介護福祉士、実務者研修等）

⑤サービス提供責任者の役割
外部との調整、介護士の育成、事業所内マネジメント

【定期巡回】
①包括報酬（月途中の開始・終了の場合日割り）
②1回のサービス提供時間に縛り無し
③身体介護と生活援助の区分け無し
④計画作成責任者
（医師、正・准看護師、保健師、介護福祉士、社会福祉士、ケアマネ等）

⑤サービス提供責任者の役割
外部との調整、介護士の育成、事業所内マネジメント、
サービスの週間スケジュール作成



●訪問介護か定期巡回か。サービス選択の考え方●～サービスの特徴を捉えた選択～

ー大枠での捉え方ー

【訪問介護】
デイサービス、ショートステイ等 他の介護保険サービスを組み合わせる場合に適している。
【定期巡回】
自宅での生活を整える事を目的とする場合に適している。



ー自立支援に向けたサービス計画の違いでの捉え方ー

【訪問介護】
自立支援のための見守り的援助について老計10号が改正され、明文化された。「共に行う」がポイント。
例）介護士と一緒に調理を行う、介護士と一緒に掃除を行う等
【定期巡回】
利用者の出来る事を見極め、最低限の支援が必要な場合。「自分で行ってもらう」がポイント。
例）認知症高齢者に対して声掛けのみの訪問、失敗した時の対応等



ーサービス組み立て方の違いでの捉え方ー



●計画変更（回数変更）からみる訪問介護と定期巡回の違い●

【訪問介護】

利用者情報の把握
（アセスメント）

課題（ニーズ）の
特定

アセスメント
ケアプラン
担当者会議

訪問介護計画の
作成

利用者・家族への
説明と同意

サービスの提供

訪問介護計画の
評価

利用者情報の把握
（アセスメント）

計画変更
事由発生

アセスメント
ケアプラン
担当者会議

ケアマネへの報告

【定期巡回】

利用者情報の把握
（アセスメント）

課題（ニーズ）の
特定

アセスメント
ケアプラン
担当者会議

訪問介護計画の
作成

利用者・家族への
説明と同意

サービスの提供

訪問介護計画の
評価

利用者情報の把握
（アセスメント）

計画変更
事由発生 ケアマネへの報告

回数変更等の手続きが定期巡回の場合簡素化される

アセスメント
ケアプラン
担当者会議



役割分担・機能強化、そして連携

定期巡回サービス上手な利用のカギはケアマネジャーにあり

明確な役割分担
【メリット】
〇やるべき事の明確化
〇業務効率化
〇責任の所在の明確化
〇専門性の強化
【デメリット】
〇行動の制限
〇責任の押し付け合い

ケアマネジャーに当てはめると…
チーム内マネジメントにおいて1表・2表の作成が重要

組織（チーム）マネジメント（一般論）

組織（チーム）結成
〇適材適所を意識

明確な全体として
の目標設定

チーム内コミュニケーション強化
チーム協同を意識した
目標達成に向けてチーム内のマネジメント
〇連携を強化しチーム内でサポートし合え
る関係
〇モチベーションアップ
〇生産性の向上 等

明確な役割分担
（ケアプラン2表もしくは
的確な個別援助計画作成の
補助）

組織（チーム）
結成
〇ニーズに応じた
フォーマル・イン
フォーマルサービス
（事業者等）を選択
（ケアプラン2表）

利用者が向かうべき
（向かいたい）未来に
向けた目標設定
（ケアプラン1表～2表）

チーム内コミュニケーション強化
チーム協同を意識した
目標達成に向けてチーム内のマネジメント



★計画作成責任者の育成

地域のために育成が必要

介護人員が不足していく一途をたどる中、定期巡回サービスは限られた人員でより多くの利用
者を抱える事ができる唯一のサービスであり、今後地域にとって必要不可欠なサービスとなっ
てくる。しかし、現状当サービスの要となる計画作成責任者のレベルは残念ながら高くはない。
計画作成責任者が高度なアセスメント力を身に着けていく為にはケアマネジャーの協力が必要
不可欠である。
地域の高齢者がその地域で生活を続けていく為に計画作成責任者のレベルアップが必要で、計
画作成責任者のレベルを上げる事は結果として地域の人材不足を解消（とまではいかないが）
する大きなポイントとなる。ケアマネジャーは計画作成責任者その教育係としての役割を担っ
ていただけるとありがたい。



定期巡回サービスに合う利用者像

●複数回の服薬介助が必要

●排泄や体交のニーズがある

●夜間のニーズがある

●転倒が多い

●日内変動がある

●ターミナル

●退院直後（アセスメントサービスとして）

●拒否が強い方
等…



●ケアプラン作成時のポイント●

１表から2表のサービス選択までの流れは他の介護保険サービスと同じ。

●サービスの頻度は「適宜」を使用。もしくは事前に頻度が決まっている場合はその頻度を記載しても間違いではない。
●「随時対応・随時訪問」がそもそも備わっているサービスの為、緊急時に想定されるケア内容を計画作成責任者と相談して
記載する事が望ましい。



●ケアプラン作成時のポイント●

24時間対応している事がわかる記載方法にする

当サービスは「訪問時だけ」サービス提供が発生する訳ではなく、常に利用者からの通報を受けられる体制にあるため、24時間365
日切れ目なくサービスを提供しているという考え方となる。そのため、第3表にはすでに時間や曜日が決まっているサービス（通所介
護等）を記載し、それ以外の時間は上記の例のとおり、24時間サービス提供していることがわかるような記載方法が望ましい。
前述のとおり、具体的な週間スケジュールは計画作成責任者が作成し、ケアマネジャーに提出する。週間スケジュールが確定した場
合またはその後変更になった場合でも、ケアマネジャーはケアプラン第3表を作り直す必要はない。



●個別援助計画例●



●提供表の記載方法●

【訪問介護】

【定期巡回】



●単位数●

【単位数】

【単位数の考え方】



◆基本情報

◆病歴

事例①

・大正9年生まれ (97 歳・女性・要介護5)
・息子様（要支援２）と二人暮らし
・地域包括ケア病棟へ入院中
・認知症＆障害 日常生活自立度 最重度
・褥瘡・拘縮有

・褥瘡
・認知症
・左大腿骨頸部骨折



◆話し合った内容

・褥瘡が悪化し、入退院を繰り返している
・食事、水分摂取量も低下。息子様も
きちんとした介助が難しいであろうこと
から担当Ｄｒ、担当Ｎｓ等病院関係者
は「退院は難しいであろう」との見解。
息子様はどうしても退院させたい

・認定看護師より食事介助の方法を教わる
・4～5時間に１度の訪問が必要



初期プラン



◆経過

・食事、水分摂取量共に安定
・褥瘡がほぼ完治
・体調面で安定

・訪問回数を変更



現在のプラン



◆基本情報

・昭和3年 88歳 男性 要介護3
・マンションに一人暮らし
・週3回透析に通われている
・視力が弱いが、トイレ等は何とか自分で行けている
・薬の飲み忘れがある

◆病歴

・腎疾患
・心筋梗塞
・網膜色素変性症

事例②



初期プラン



体調の急激な変化

転倒 朝8時のケアで訪問

バイタル測定
外傷確認等実施

変化なし

自力歩行困難
「目が全く見えなくなった」
と訴え

当日
プラン変更

CMへ報告



プラン変更（ケアプランの変更も必要）



体調回復後プラン



24時間対応可能なサービスを使った3表を作成してみましょう。









ご清聴ありがとうございました。


