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介護サービス事業に係る基準条例の改正について 

 

介護サービス事業に係る人員、設備、運営等の基準は、厚生労働省の基準省令を基としてそれぞれの 

自治体が条例で定めていることとなっている。 

今回の制度改正に伴い、平成３０年４月に向けてこれらの基準条例の改正が必要となる。 

条例改正については、厚生労働省令がそのまま反映されたものであるが、概要を報告する。 

なお、同様に、今回の制度改正において、新たに「介護医療院」が創設されたため、その基準条例に

ついても制定する。 

 

制度改正に伴う条例改正の主な内容（厚生労働省令をそのまま反映） 

 改正内容 該当サービス 

１ サービス提供責任者等の役割

や任用要件等の明確化 

訪問介護のサービス提供責任者から居宅

介護支援事業者等のサービス関係者に服

薬状況等の情報共有することを責務とす

ることや、居宅介護支援事業所のケアマ

ネに対し、自身の事業所のサービス利用

に係る不当な働きかけを行ってはならな

いことの明確化。 

訪問介護 

２ オペレーターに係る基準の見

直し 

日中のオペレーターと同一敷地内の事業

所職員との兼務とすることやオペレータ

ーの集約を認めるもの。 

定期巡回・随時対応

型訪問介護看護 

オペレーターに係る訪問介護のサービス

提供責任者の経験について「１年以上」

とする。（従前は「３年以上」） 

定期巡回・随時対応

型訪問介護看護、夜

間対応型訪問介護 

３ 介護・医療連携推進会議の開催

頻度の緩和 

開催頻度について年４回から年２回とす

る。 

定期巡回・随時対応

型訪問介護看護 

４ 地域へのサービス提供の推進 地域の利用者に対してもサービスを提供

しなければならないことの明確化。 

定期巡回・随時対応

型訪問介護看護 

５ 専任の常勤医師の配置の必須

化 

リハビリテーション計画作成にあたり医

師の診療が必要であるため、常勤医師の

配置を求めるもの。 

（介護予防）訪問リ

ハビリテーション 



６ 看護職員による居宅療養管理

指導の廃止 

看護職員による居宅療養管理指導につい

て一定の経過措置期間を設け、廃止する。 

（介護予防）居宅療

養管理指導 

７ 離島や中山間地域等の要支

援・要介護者に対する居宅療養

管理指導の提供 

運営規程に通常事業の実施区域を定める

こととする。 

（介護予防）居宅療

養管理指導 

８ 定員数の見直し 療養通所介護事業所の定員数を９人から

１８人に引き上げる。（地域共生社会実現

に向けた取組推進） 

療養通所介護 

ユニット型地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護の利用定員を「１施設当

たり３人以下」から「１ユニット当たり

ユニットの入居者と合わせて１２人以

下」とする。（共用型認知症対応型通所介

護の普及促進） 

（介護予防）認知症

対応型通所介護 

９ 施設設備基準（食堂）の緩和 一般病床の有床診療所が短期入所療養介

護を提供する場合の食堂に関する基準を

緩和するもの。 

（介護予防）短期入

所療養介護 

１０ 指定基準の緩和 診療所については宿泊室１病床の確保と

して届けられることとするもの。（診療所

からの参入促進） 

看護小規模多機能

型居宅介護 

１１ サテライト型事業所の創設 サテライト型看護小規模多機能型居宅介

護事業所の基準を創設するもの。（サービ

ス供給量増、効率化） 

看護小規模多機能

型居宅介護所 

１２ 福祉用具貸与に関する複数商

品の提示等 

利用者が適切な福祉用具を選択できるよ

う、福祉用具相談専門員に、全国平均貸

与価格の説明や複数商品の提示などを義

務付けるもの。 

（介護予防）福祉用

具貸与 

１３ 入院時の医療機関との連携促

進 

居宅介護支援の提供開始の際、入院先医

療機関に、担当ケアマネの氏名等を提供

するよう依頼することを義務付けるも

の。（介護医療連携） 

（介護予防）居宅介

護支援 

１４ 平時からの医療機関との連携

促進 

医療系サービス希望時に意見を求めた医

師等に対して、ケアプランを交付するこ

とや、ケアマネが把握した利用者の状態

について主治医等に必要な情報伝達を行

うことを義務付けるもの。（介護医療連

携） 

 

（介護予防）居宅介

護支援 



１５ 末期の悪性腫瘍の利用者に対

するケアマネジメント 

主治医等の助言を前提にサービス担当者

会議の招集を不要とする。（簡素化） 

居宅介護支援 

１６ ケアマネジメントの質の向上 居宅介護支援事業所の管理者の要件とし

て、主任ケアマネージャーであることと

する。 

居宅介護支援 

１７ 公正中立なケアマネジメント

の確保 

利用者やその家族が複数の事業所の紹介

を求めることが可能であることであるこ

とを説明することを義務付けるもの。 

居宅介護支援 

１８ 訪問回数の多い利用者への対

応 

訪問回数の多いケアプランについて一定

の回数以上の訪問介護を位置づける際に

は市町村に届け出ること。 

（一定の回数については、今後、国が提

示。周知期間を設け、１０月からの施行

予定。） 

居宅介護支援 

１９ 障害福祉制度の相談支援専門

員との連携 

指定介護事業者が特定相談支援事業者と

の連携に努める旨を明確にしたもの。（障

害と介護の連携） 

（介護予防）居宅介

護支援 

２０ 身体拘束等の適正化 既に市独自基準で身体拘束等を行う場合

の手続き等規定しているが、加えて、検

討委員会の開催頻度や指針整備などを定

めたもの。 

（介護予防）特定施

設入居者生活介護、

地域密着型特定施

設入居者生活介護、

（介護予防）認知症

対応型共同生活介

護、介護老人福祉施

設、地域密着型介護

老人福祉施設入居

者生活介護、介護老

人保健施設、介護療

養型医療施設、特別

養護老人ホーム、養

護老人ホーム、軽費

老人ホーム 

２１ 療養病床等から医療機関併設

型の特定施設へ転換時の特例 

介護療養型医療施設又は医療療養病床か

ら「特定施設入居者生活介護と医療機関

の併設型」に転換する場合の職員配置基

準や設備基準に特例を設けたもの。 

（介護予防）特定施

設入居者生活介護、

（介護予防）地域密

着型特定施設入居

者生活介護 

 



 

２２ 入所者の医療ニーズへの対応 あらかじめ配置医師による対応方針を定

めることを義務付けるもの。 

介護老人福祉施設、

地域密着型介護老

人福祉施設入居者

生活介護、特別養護

老人ホーム 

２３ 共生型サービスの基準設定 障害福祉制度の指定を受けた事業所につ

いて共生型として介護サービス事業の指

定を受けられることとする。（それぞれ事

業の種別あり。） 

訪問介護、通所介

護、地域密着通所介

護、（介護予防）短

期入所生活介護 

２４ 介護医療院の創設 別紙参照。  

２５ 介護医療院の創設に伴う、サー

ビス提供 

介護療養型医療施設での提供可能だった

サービスについて、介護医療院でもサー

ビス提供を可能とするもの。 

（介護予防）訪問リ

ハビリテーション、

（介護予防）通所リ

ハビリテーション、

（介護予防）短期入

所療養介護 
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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（案）について 

 

 １ 制定趣旨及び内容 

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成 29 

年法律第 52号。以下「地域包括ケア強化法」という。)では、第１条（平成 30年４月

１日施行）において介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。）を改

正し、主として長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、療養上の管理、看護、 

医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話 

を行うことを目的とする施設である介護医療院を創設することとしている（法第８条 

第 29項）。介護医療院が有すべき人員、施設及び設備並びに運営に関する事項につい 

ては、厚生労働省令で定めることとされており（法第 111条第１項から第４項）、当 

該事項について、厚生労働省令（以下「基準省令」という。）を基準にして八王子市 

において新たに定める。 

 

（１） 介護医療院等の定義  

「介護医療院」とは、主として長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、 

療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療 

並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、（3）の都道府県知事

の許可を受けたものをいい、「介護医療院サービス」とは、介護医療院に入所する要

介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的

管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をい

うものとすること。（介護保険法第８条第 29 項関係） 

 

（２） 施設サービスへの追加  

施設サービスに介護医療院サービスを追加し、介護医療院サービスを受けたとき

は、施設介護サービス費を支給するものとすること。（介護保険法第８条第26項及

び第48条関係）  

 

（３） 開設許可  

介護医療院を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道 

府県知事の許可を受けなければならないものとすること（介護保険法第107条関係) 

（八王子市は中核市のため、権限が移譲されていることにより許可は八王子市長に

なる。） 

 

（４） 介護医療院の管理  

介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管 

理させなければならないものとすること。（介護保険法第109条関係） 
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（５） 介護医療院の基準  

ア 介護医療院の開設者は、介護医療院の設備及び運営に関する基準に従い、要介   

護者の心身の状況等に応じて適切なサービスを提供するとともに、自らサービス

の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常にサービスを受ける者

の立場に立ってこれを提供するように努めなければならないものとすること。（介

護保険法第110条関係）  

(ァ) 介護医療院は、療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都

道府県の条例で定める施設を有しなければならないものとすること。（介護

保険法第111条第１項関係）  

(ィ) 介護医療院は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道

府県の条例で定める員数の従業者を有しなければならないものとすること。

（介護保険法第111条第２項関係）  

(ゥ) (ァ)及び(ィ)のほか、介護医療院の設備及び運営に関する基準は、都道府

県の条例で定めることとすること。（介護保険法第111条第３項関係） 

（八王子市は中核市のため、権限が移譲されていることにより条例制定は八王

子市になる。） 

 

イ 介護療養病床（療養機能強化型）相当のサービス（Ⅰ型）と、介護老人保健施

設相当以上のサービス（Ⅱ型）の２つサービスが提供されることとされているが、

この人員・設備・運営基準等については以下のとおりとする。 

(ァ) サービス提供単位 

介護医療院のⅠ型とⅡ型のサービスについては、介護療養病床において病棟 

単位でサービスが提供されていることに鑑み、療養棟単位で提供できることと

する。 

ただし、規模が小さい場合については、これまでの介護療養病床での取扱い 

と同様に、療養室単位でのサービスを可能とする。（基準省令第３条、第５条

等） 

(ィ) 人員配置 

開設に伴う人員基準については、日中・夜間を通じ長期療養を主目的とした 

サービスを提供する観点から、介護療養病床と介護療養型老人保健施設の基準

を参考に、 

ⅰ 医師、薬剤師、看護職員及び介護職員は、Ⅰ型とⅡ型に求められる医療・

介護ニーズを勘案して設定し、（基準省令第４条第１項第１号から第４号まで） 

ⅱ リハビリテーション専門職、栄養士、放射線技師及びその他の従業者は施

設全体として配置をすることを念頭に設定することとする。（基準省令第４条

第１項第５号から第９号まで） 

(ゥ) 設備 

療養室については、定員４名以下、１人あたり床面積を 8.0 ㎡/人以上とし、 
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療養環境をより充実する観点から、４名以下の多床室であってもプライバシー 

に配慮した環境になるよう努めることとする。（基準省令第５条第２項第１号） 

また、療養室以外の設備基準については、介護療養型医療施設で提供される 

医療水準を提供する観点から、診察室、処置室、機能訓練室、臨床検査設備、

エックス線装置等を求めることとする。その際、医療設備については、医療法 

（昭和 23 年法律第 205 号）等において求められている衛生面での基準との整合

性を図ることとする。（基準省令第５条第２項第２号から第 10 号まで） 

(ェ) 運営 

運営基準については、介護療養型医療施設の基準と同様としつつ、他の介護 

保険施設との整合性や長期療養を支えるサービスという観点も鑑みて設定する

こととする。（基準省令第４章） 

なお、これまで病院として求めていた医師の宿直については引き続き求める 

こととするが、一定の条件を満たす場合等に一定の配慮を行うこととする。（基

準省令第 27 条第３項） 

(ォ) 医療機関との併設の場合の取扱い 

医療機関と併設する場合については、医療資源の有効活用の観点から、宿直

の医師を兼任できるようにする等の人員基準の緩和や設備の共用を可能とする。

（基準省令第４条第７項及び第８項並びに第５条第３項） 

(ヵ) ユニットケア 

他の介護保険施設でユニット型を設定していることから、介護医療院でもユ 

ニット型を設定することとする。（基準省令第５章） 

 

（６） 設備の使用制限等  

都道府県知事は、介護医療院が、療養室、診察室、処置室及び機能訓練室並びに都

道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき、又は設備及び運営に関する基準に

適合しなくなったときは、開設者に対し、その使用を制限等することができるものと

すること。（介護保険法第 114条の３関係）  

（八王子市は中核市のため、権限が移譲されています。） 

 

（７）介護医療院に関する経過措置  

この法律の施行の日の前日において現に病院又は診療所を開設しており、その名称

中に病院等に類する文字を用いている者が、当該病院若しくは診療所を廃止し、又は

その病床数を減少させて介護医療院を開設した場合において、当該介護医療院の名称

中に介護医療院という文字を用いること等の要件に該当するものである間は、当該介

護医療院の名称中に病院等に類する文字を引き続き用いることができるものとするこ

と。（改正法附則第 14条関係） 
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（８）身体的拘束の適正化 

身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、運営基準に以下のとおり定める。 

（基準内容） 

身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じなければならないこととする。 

・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

・身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

（基準省令第 16条及び第 47条） 

 

（９）八王子市の独自基準 

ア 勤務体制の確保等 

研修について「外部研修その他適切な研修の機会を確保しなければならない」  

とする。 

  職員に対する虐待防止研修等の実施を義務付ける。（共通独自基準１） 

 

イ 相談及び援助  

  必要があると認められる場合には、関係機関と連携し、成年後見制度の活用に 

向け必要な支援を行わなければならないとする。（共通独自基準２） 

 

ウ 障害者の雇用促進等  

   障害者雇用の促進と安定を図るよう努めることを規定する。（共通独自基準３） 

  障害者就労施設等からの物品・役務の優先調達の推進について規定する。（共通

独自基準４） 

 

エ 運営規程  

  運営規程に「身体的拘束等を行う場合の手続に関する事項」を追加する。 

 

オ 内容及び手続の説明及び同意  

    サービス提供開始時に行う重要事項の説明及び同意について、文書による 

同意を義務付ける。 

 

カ 要介護認定の申請に係る援助  

  更新申請をより円滑に行うために、余裕をもった更新申請期間を明記する。 
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キ 協力病院等  

  協力病院のほか、協力歯科医療機関についても定めることを義務付ける。 

 

ケ 秘密保持等  

  居宅介護支援事業者に対して、入所者や家族の個人情報を提供する際には、あ 

らかじめ文書により同意を得ておかなければならないことを明記する。 

 

コ 事故発生の防止及び発生時の対応  

  損害賠償が速やかに行える措置を講ずるよう求める。 

 

サ 非常災害対策  

  非常災害時の地域との連携体制を整備するよう求める。 

 

シ 看護及び医学的管理の下における介護  

  ユニット型施設においては個別ケアを重視する観点から入浴回数が規定され 

ていませんが、入居者の清潔を保持する観点から、従来型施設と同様に、１週 

間に２回以上入浴機会を提供しなければならないことを規定する。 

 

３ その他 根拠法令  

地域包括ケア強化法による改正後の介護保険法第 111条第１項から第４項まで  

 

４ 施行期日  

平成３０年４月１日 
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開設許可に係る手数料 

 

  介護医療院の開設許可及び変更許可の申請に対する審査手数料を八王子市手数料条例

に定めます。 

１ 理由 

介護老人保健施設同様広域型施設のため、東京都と同額を徴収します。 

 

２ 金額 

（1）開設許可申請手数料  1 件につき 63,000 円 

（2）変更許可申請手数料  1 件につき 33,000 円 

 


