看護小規模多機能 かしの木
（指定看護小規模多機能型居宅介護 ）

運

営

規

程

（目 的 ）
第１条

この 規程 は、大 和メデ ィカル 株式 会社が 設 置運営す る指 定地域 密着型 サービ
スに該当 する 指定看 護小規 模多機 能型 居宅介 護 サービス

看 護小規 模多機 能 か

しの木（ 以下 「事業 所」と 言う。 ）の 適正な 運 営を確保 する ための 人員及 び管
理運営に 関す る事項 を定め 、要 介護 状 態にあ る 者（以 下「利 用者」と言 います 。）
に対して 適切 なサー ビスを 提供す るこ とを目 的 と する。
（事業の 目的 ）
第２条

利用 者が 可能な 限り、 住み慣 れた 地域で そ の人らし い暮 らしが 実現で きるよ
う、療 養上の 管理の 下で 通い・訪問・宿 泊等を 柔軟に組 み合 わせる ことに より、
家庭的な 環境 と地域 住民と の交流 を通 じ、必 要 な日常生 活上 の援助 を行い 、利
用者がそ の有 する能 力に応 じ 、心 身の 機能の 維 持回復を 図る ととも に、機 能訓
練および居宅において自立した日常生活を営むことができることを目的とする。

（運営方 針）
第３条

当 事業所 におい て提供 する 看護小 規 模多機能 型居 宅介護 サービ ス は 、介 護保険
法並びに 関係 する厚 生労働 省令 、告示 の主旨 及 び内容 に 従い 、利用 者の 意思及 び
人格を尊 重し、看護小 規模多 機能型 居宅 介護 計 画に基づ き、通 い・訪問・宿泊を
組み合わ せて 、要 介護状 態の軽 減若 しくは 悪化 の防止に 資す るよう 目標を 設定し
てサービ スを 提供す ること により 、利用者 の居 宅におけ る機 能訓練 および 日常生
活または 療養 生活 の 支援を 行う。

２

事 業の 実施に あたっ ては、山形市 、地域 包括支援 セン ター、地 域の 保健医 療 及
び福祉サ ービ スとの 綿密な 連携を 図り、総合的 なサービ スの 提供に 努める ものと
する。

（事業所 の名 称等）
第４条

事業 を行う 事業 所の名 称及び 所在地 は、次の とお りとす る。
（ １）

名称

看護 小規 模多機 能 かしの木

（ ２）

所在地

山形 県山 形市上 町 四丁目６ 番２ ４号

（職員の 職種 、員数 及び職 務内容 ）
第５条

事業 所に勤 務す る従業 員の職 種、員 数及び職 務内 容は次 のとお りと す る。
（１）管 理者 １人
・事業所 の従 事者の 管理及 び業務 の管 理
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（２）介 護支 援専門 員 １ 人
・利 用者の 居宅サ ービス 計画 及び 看 護小規 模多 機能型居 宅介 護 サー ビス計 画
等の作成
・法定代 理受 領の要 件であ るサー ビス 利用に 関 する市町 村へ の届出 代行
・利用者 様及 びご家 族の日 常生活 上の 相談、 助 言
・地域包 括支 援セン ターや 他の関 係機 関との 連 絡・調整
（３）看 護職 員 常勤 換算 方法で ２．５ 人以上 （１名以 上は 常勤の 看護師 ）
・利用者 の衛 生管理 、 健康 管理
・主治医 の指 示によ る訪問 看護業 務
・看護小 規模 多機能 型居宅 介護 報 告書 の作成
（４）介 護職 員 １３ 人
日中 （通い ）

常勤換 算方 法で利 用 者３人に 対し て１人

日中 （訪問 ）

常勤換 算方 法で２ 人 以上

また、宿 泊に 対して １人以 上の夜 勤職 員 およ び 宿直職員 を配 置する 。
その他自 宅等 で暮ら してい る方々 に対 して 対 応 できる体 制を 確保 す る。
・利用者 の衛 生管理 、及び 日常生 活全 般にわ た る介護業 務
（利用定 員）
第６条

当事 業所に おけ る登録 定員は ２５人 とする。

（１）１ 日に 通いサ ービス を提供 する 定員は １ ５人とす る。
（２）１ 日に 宿泊サ ービス を提供 する 定員は ９ 人とする 。
（営業日 及び 営業時 間）
第７条

事 業所の 営業日 及び営 業時 間は次 の とおりと する 。

（１）営 業日

３６５ 日

（２）営 業時 間

①通い サービ ス（ 基本時 間 ）６時３ ０分 ～２１ 時
②宿泊サ ービ ス（基 本時間 ）２１ 時～ ６時３ ０分
③訪問サ ービ ス（基 本時間 ）２４ 時間
④看護サ ービ ス（基 本時間 ）８時 ３０ 分～１ ７ 時１５分

尚、 通い及 び宿泊 サービ スの 営業時 間 について は、 利用者 の心身 の状況 ・希 望
及びその おか れてい る環境 をふま えて 、柔軟 に 対応する もの とする 。
また、 上記 の営業 時間の 他、電 話に より２ ４ 時間常時 連絡 が可能 な体制 とし、
利用者の 要請 に基づ き、営 業時間 外の 対応を 行 うことが でき ること とする 。
（提供す るサ ービス の内容 ）
第８条

当事 業所の 提供 するサ ービス の内容 は次のと おり と する 。

(１)通い サー ビス
①日常生 活上 の世話 及び機 能訓練
②食事の 提供
③入浴介 助
④送迎
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⑤居宅サ ービ ス
(２)訪問 サー ビス
<介護 サービ ス>
利用者の 自宅 に伺い 、 食事 や入浴 、排 せつ等 の 日常生活 上の 必要な 支援を 行う。
<看護 サービ ス>
主治医が 看護 サービ スの必 要性を 認め たもの に 限り、訪 問看 護指示 書に基 づき 、
主治医と の連 絡調整 をはか りなが ら看 護サー ビ スの提供 を行 う。
①病 状・ 障害の 観察
②入 浴・ 清拭・ 洗髪等 による 清潔 の保持
③食 事お よび排 泄等日 常生活 の世 話
④床 ずれ の予防 ・処置
⑤リ ハビ リテー ション
⑥タ ーミ ナルケ ア
⑦認 知症 利用者 の看護
⑧療 養生 活や介 護方法 の指導
⑨カ テー テル等 の管理
⑩そ の他 医師の 指示に よる医 療処 置
＊

通い サー ビス及 び訪問 サービ スを 利用し な い日であ って も、電話 による 見守り 等

の声かけ を行 う。
(３)宿泊 サー ビス
当事業所 に宿 泊して いただ き、食 事、 入浴、 排 せ つ等の 日常 生活上 の援助 や機
能回復訓 練を 行う 。
(４)生活 に関 する相 談・助 言

利用者 やそ の家 族の日 常生 活に おけ る介 護等 に関す る相 談及 び助言 、申 請代 行
等を行 う。
（看護小 規模 多機能 型居宅 介護 計 画）
第９条

事業 所のサ ービ ス提供 を開始 する際 には、利 用者 の心身 の状況 及び 希 望、 その
置かれて いる 環境等 を十分 に把握 し 、介護 支援 専門員は 個別 に看護 小規模 多機能
型居宅介 護計 画を作 成する 。
２

看護 小規 模多機 能型居 宅介護 計画 の作成 に あたって は、 地域に おける 活動へ
の参加の 機会 の提供 により 、利用 者の 多様な 活 動の推進 に努 め るこ ととす る。

３

看護 サー ビスに ついて は、看 護師等 と密接 な連携を 図り、利用者 の希 望・主治
医の指示 ・看 護目標 及び具 体的な サー ビス内 容 等を記載 する 。

４

利用 者の 心身の 状況及 びその 置か れてい る 環境を踏 まえ 、他 の関係 介護職 員と
の協議の 上で 援助目 標を設 定し 、そ の達成 のた めの具体 的な サービ スの内 容等を
記載した 看護 小規模 多機能 型居宅 介護 計画を 作 成するこ とと する。

５

看護 小規 模多機 能型居 宅介護 計画 の作成 に あたって は 、その 内容に ついて 利用
者または その
家族に説 明し 、援助 の目標 及び内 容に ついて 同 意を得た もの を交付 する 。 なお 、
交付した 看護 小規模 多機能 型居宅 介護 計画は 、 ５年間保 存す ること とする 。
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６

利 用者に 対し、 看護 小規模 多機能 型居宅 介護 計画 に基 づいて サービ スを提 供
するとと もに 、継続 的なサ ービス の管 理、評 価 を行 うこ とと する。

７

看護 師は 看護小 規模多 機能型 居宅 介護 計 画 に沿った 看護 サービ スの実 施状況
を把握し 、看護小 規模多 機能 型居宅 介護 計 画お よび看護 小規 模多機 能型居 宅介
護報告書 に関 し、定 期的な 主治医 への 提出を 含 めた必要 な管 理を行 う。

８

看護 小規 模多機 能型居 宅介護 計画 の作成 後 において も 、常に 看護小 規模多 機能
型居宅介 護計 画の実 施状況 及び利 用者 の心身 の 変化等の 把握 を行い 、必 要に 応
じて看護 小規 模多機 能型居 宅介護 計画 の変更 を 行うこと とす る。

（短期利 用居 宅介護 ）
第１０条

当事業 所は 、利用 者の状 態や 利用 者の家族 等の 事情に より 、指定 居宅介 護支
援事業所 の介 護支援 専門員 が 、緊急 に利用 する ことが必 要と 認めた 場合で あ
って、当事業 所の 介護支 援専門 員が 、当事 業所 の登録者 に対 する指 定看護 小
規模多機 能型 居宅介 護の提 供に支 障が ないと 認 めた場合 に 、登録 定員の 範囲
内で、空いて いる 宿泊施 設等を 利用し 、短 期間 の指定看 護小 規模多 機能型 居
宅介護（ 以下 「短期 利用居 宅介護 」と いう。 ） を提供す る。

２

短 期利用 居宅介 護は当 事業 所の登 録 者数が登 録定 員未満 の場合 に提供 する こ
とができ る。
（算定式 ）
当事業所 の宿 泊室の 数×（当事 業所の 登録 定員 － 当事業 所の 登録者 の数）÷当
事業所の 登録 定員（ 少数点 第１位 以下 四捨五 入 ）

３

短 期利用 居宅介 護の利 用は 、あ らか じめ７日 以内（利 用者の 日常生 活上の 世話
を行う家 族等 が疾病 等やむ を得な い事 情があ る 場合は１ ４日 以内 ）の利 用期間 を
定めるも のと する。

４

短 期利用 居宅介 護の利 用に 当たっ て は、利用者 を担当 する居 宅介 護支援 専門員
が作成す る居 宅サー ビス計 画の内 容に 沿い 、当 事業所の 介護 支援専 門員が 看護小
規模多機 能型 居宅介 護計画 を作成 する ことと し 、当該 看護 小規模 多機能 型居宅 介
護計画に 従い サービ スを提 供する 。

（通常の 事業 の実施 地域）
第１１条

通常の 事業の 実施区 域は 次のと お りと する 。
山形市

（サービ スの 利用料 金）
第１２条

提供す る当事 業所 の利用 料金は 、 重要事項 説明 書のと おりと し、 利用料 の
額は、厚 生労 働大臣 が定め る基準 によ るもの と する。
（ 法定代 理受領 サー ビ
スである とき は、利 用料の うち 各利用 者の負 担 割合に応 じた 額の支 払いを
受けるも のと する。）ただ し、次 に掲げ る項目 について 、別 に 定め る利用 料
金の支払 いを 受けま す。

（１） 宿泊にか かる 費用

１泊２ ，０６ ０円

（２） 食事の提 供に かかる 費用

朝食４ ２０ 円
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昼 食 ６３０円

夕 食５３ ０円

（３） レクリエ ーシ ョンや クラブ 活動に かか る 費用 の 実費
（４） サービス 提供 に関す る複写 物の交 付に かかる 費 用の実費
（５） 日常生活 上必 要とな る諸費 用 の実 費
（６） 日常生活 品の 購入代 金等、日常 生活に 要する 費 用で利用 者が 負担す ること が
適当であ るも のにか かる費 用 の実 費
２

前 ６項 に関し て、厚 生労 働大臣 が定め る 基準の変 更、 経済状 況の著 しい変
化その他 やむ を得な い事由 があ る場合 、相当 な 額に変更 する ことと する。 そ
の場合事 前に 変更の 内容と 変更す る事 由につ い て、変更 を行 う 2 か 月前 まで
に利用者 に説 明する ことと する。

３

前６ 項の 費用の 支払 を受 ける場 合に は、 利用者 又は その家 族に 対し て事前
に文 書で 説明 をし た上 で、 支払 に同 意す る旨 の 文書 に署 名（ 記名 押印 ）を受
けること とす る。

（サービ ス利 用にあ たって の留意 事項 ）
第１３条

利用者 はサー ビス利 用の 際には 、介護保険 被保 険者証 または 医療保 険証 を提
示するこ と。

２

利 用者 は事業 所内の 設備や 器機 は本来 の 用法に従 って 利用す ること 。こ れに
反した利 用に より破 損等が 生じた 場合 、弁償 す ることと する 。

３

事 業所 内での 他の利 用者に 対す る執拗 な 宗教活動 及び 政治活 動の他 、勧 誘行
為などの 他の 利用者 に迷惑 となる 行為 は禁止 す る。

（サービ スの 評価に ついて ）
第１４条

各 事業所 が、自 ら提供 するサ ービス を評価・点検を するこ とに より、サ ービ ス
の改善及 び質 の向上 を目指 します 。ま たその 結 果につい ては 、利用 者並 びに市 町
村窓口等 へ公 表いた します 。

２

都 道府県 が指定 する外 部評 価機関 に より 、自己 評価結 果に基 づい て評価 を行い 、
ＷＡＭ－ ＮＥ Ｔ等へ 公表さ れます 。

（緊急時 にお ける対 応方法 ）
第１５条

サービ ス提供 を行っ てい るとき に 、利用 者の病 状に 急変、その 他緊急 の事態
が生じた とき は、必 要に 応じて 臨時応 急の 手当 てを行う とと もに、速や かに主
治医及び 家族 に連絡 する措 置を講 ずる ととも に 、管 理者に 報告し なけれ ばな ら
ない。

２

主 治医 との連 絡及び 指示が 得ら れなか っ た場合に は 、あら かじめ 事業所 が定
めた協力 医療 機関へ 連絡す るとと もに 受診等 の 適切な処 置を 講じる ことと す
る。

（事故発 生時 の対応 ）
第１６条

サービ スの提 供によ り事 故が発 生 したとき は 、速や かに家 族に 連絡す るとと
もに、必 要な 措置を 行うも のとす る。

２

事 故の状 況及び 事故 に際し てとっ た処置 について 記録 する。
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３

利 用者に 対する サー ビスの 提供に より賠 償すべき 事故 が発生 した場 合には 、
損害賠償 保険 に応じ た損害 賠償を 速や かに行 う ものとす る。

４

事 故が生 じたそ の原 因を解 明し 、再発 防止 のための 対策 を講じ ること とする 。

（非常災 害対 策）
第１７条

非常災 害に関 しては 、大和メ ディ カル株式 会社 で定め てある 消防計 画に よる
ものとし 、毎 年定期 的に、 避難・ 救助 ・その 他 必要な訓 練を 行う。

２

非 常災 害に備 え、年 ２回以 上の 避難訓 練 を行うこ とと する。

（個人情 報の 守秘義 務につ いて ）
第１８条

従業者 は業務 上知 り得た 利用者 又 はその家 族の 秘密を 保持す る業 務を負 う。

２

従業者 であっ た者 に、業 務上知 り 得た利用 者又 はその 家族の 秘密 を保持 さ
せるため 、従 業者で なくな った 後にお いても 、 これらの 秘密 を保持 すべき 旨
を、従業 者と の雇用 契約の 内容と する 。

（その他 運営 につい ての留 意事項 ）
第１９条

職員の 質の向 上を図 るた め、次 の とおり研 修の 機会を 設けま す。
（１）採 用時 研修 採 用後 １か月 以内
（２）定 期的 研修 随 時

（身体拘 束等 につい て）
第２０条

利 用者の 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 体拘束
等は行な いま せん。

２

緊 急やむ を得な い場合 は 、その 際の 利用者の 心身 の状況 並びに 理由等 を記 載し、
その記録 は５ 年間保 存しま す。

（苦情処 理）
第２１条

事業所 は、提供 した看 護小規 模多 機能型居 宅介 護サー ビス に 係る利 用者 及び
その家族 から の苦情 に迅速 かつ適 切に 対応す る ために 、苦 情を受 け付け るた め
の窓口を 設置 する等 の必要 な措置 を講 じるこ と とする。

２

事業所 は、前 項の 苦情を 受けた 場 合には、 当該 苦情の 内容等 を記 録する こ
ととする 。

３

事業所 は、提 供し た看護 小規模 多 機能型居 宅介 護 サー ビスに 関し 、介護 保
険法第２ ３条 の規定 により 市町 村が行 う文書 そ の他の物 件の 提出若 しくは 提
示の求め 又は 当該市 町村の 職員 からの 質問若 し くは照会 に応 じ、及 び利用 者
からの苦 情に 関して 市町村 が行 なう調 査に協 力 するとと もに 、市町 村から 指
導又は助 言を 受けた 場合に おい ては、 当該指 導 又は助言 に従 って必 要な改 善
を行うこ とと する。

４

事 業所は 、市町 村か らの求 めがあ っ た場合に は、 前項の 改善の 内容 を市町
村に報告 する ことと する。

５

事業 所は、 提供し た看 護小規 模多機 能 型居宅介 護 サ ービス に係る 利用 者か
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らの苦情 に関 して国 民健康 保険 団体連 合会が 行 う介護保 険法 第１７ ６条第 １
項第２号 の調 査に協 力する とと もに、 国民健 康 保険団体 連合 会から 同号の 指
導又は助 言を 受けた 場合に おい ては、 当該指 導 又は助言 に従 って必 要な改 善
を行うこ とと する。
６

事業所 は、国 民健 康保険 団体連 合 会からの 求め があっ た場合 には 、前項 の
改善の内 容を 国民健 康保険 団体連 合会 に報告 す ることと する 。

（衛生管 理）
第２２条

サービ ス提供 の際に 使用 する施 設 、食器 その他 備品 等につ いて 、感染 症等防
止のため の衛 生管理 に努め 、衛生 管理 上必要 な 対策を講 じる ものと する。

２

職 員へ は、研修や 勉強会 を通 じ感染 症対 策や衛生 管理 に関す る知識 の習得 を
図る。

（運営推 進会 議）
第２３条

当事業 所が地 域に密 着し 地域に 開 かれたも のに するた めに 、運 営推進 会議を
開催する 。

２

運 営推 進会議 の開催 は、お おむ ね２ヶ 月 に１回以 上と する。

３

運 営推 進会議 のメン バーは、利用 者、利 用者家族、地域 住民の 代表者、地域
を管轄す る地 域包括 支援セ ンター の職 員、及び 当事業所 につ いての 知見を 有す
る者等と する 。

４

会 議の 内容は 、事 業所の サー ビス内 容の 報告及び 利用 者に対 して適 切なサ ー
ビスが行 われ ている かの確 認、地 域と の意見 交 換・交流 等と する。

５

運 営推 進会議 の報告 、評価、要望、助言 等につい ての 記録を 作成す るとと も
に、当該 記録 を公表 する。

（記録の 整備 ）
第２４条

事業所 は、サ ービ ス提供 に係わ る 記録、従 業者 、設備 、備品 及び 会計に 関
する諸記 録を 整備し ておく ことと する 。

２

事業所 は、利 用者 に対す る 複合 型 サービス の提 供に関 する次 の各 号に掲 げ
る記録を 整備 し、そ の完結 の日か ら５ 年間保 存 すること とす る。
（１ ）

看 護小規 模多機 能型 居宅介 護 計画

（２ ）

提 供した 具体的 なサ ービス の 内容等の 記録

（３ ）

市 町村へ の通知 に係 る記録

（４ ）

苦 情の内 容等の 記録

（５ ）

事 故の状 況及び 事故 に際し て 採った処 置に ついて の記録
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附

則
この 運営規 程は、 ２０ １２年 １０月 １日か ら施行す る。
２０ １３ 年

４ 月１日 改訂

２ ０１５ 年

４ 月１日 改訂

２ ０１５ 年

８ 月１日 改訂

２ ０１６ 年１０ 月１日 改訂
２ ０１６ 年１１ 月１日 改訂
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