●利用できるサービス

こんなとき、こんな
サービスが利用できます
介護保険で利用できるサービスには、自宅などの生活の場で利用できる在
宅サービスと、それ以外の在宅でのサービス、施設へ入所して利用する施設
サービスなどがあります。利用する人の心身の状況などに合ったサービスを
選んで有効に活用しましょう。

介護保険で利用できるサービス
在宅サービス
訪問を受けて利用するサービス

訪問介護（ホームヘルプ）
要介護1〜5の人
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、
排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯
などの生活援助を行います。通院などを目

自宅での家事や介護の手助けが
ほしいときは？
●訪問介護（ホームヘルプ）……Ｐ25へ
●訪問入浴介護……………………Ｐ25へ

自宅でリハビリや医療チェック、
療養のアドバイスを受けたい
ときは？
●訪問リハビリテーション………Ｐ26へ
●訪問看護…………………………Ｐ26へ
●居宅療養管理指導………………Ｐ26へ

外に出て介護や機能訓練を
受けたり、みんなと交流したい
ときは？
●通所介護（デイサービス）……Ｐ27へ
●通所リハビリテーション（デイケア）
……Ｐ27へ

家庭での介護環境を整えたい
ときは？
●住宅改修費支給…………………Ｐ29へ
●福祉用具貸与……………………Ｐ30へ
●特定福祉用具販売………………Ｐ30へ

介護保険が適用される施設へ
入所したいときは？
●介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム）…………Ｐ31へ
●介護老人保健施設
(老人保健施設）…………………Ｐ31へ
●介護療養型医療施設
(療養病床等）……………………Ｐ31へ
●介護医療院………………………Ｐ31へ

住みなれた地域で
サービスを受けたいときは？
●地域密着型サービス……………Ｐ32へ

気分転換をしたり、家族の
介護の手を休ませたいときは？

的とした乗降介助（介護タクシー）も利用
できます。

主なサービス内容
身体介護の例

生活援助の例

●食事や入浴の介助
●オムツの交換、排せつの介助
●衣類の着脱の介助
せい しき
●洗髪、つめ切り、身体の清拭
●通院・外出の付き添い など

●食事の準備や調理
●衣類の洗濯や補修
●掃除や整理整頓
●生活必需品の買い物
●薬の受け取り など

訪問入浴介護
要介護1〜5の人

要支援1・2の人

介護士と看護師が居宅を訪問し、浴槽を

居宅に浴室がない場合や、感染症などの

提供しての入浴介護を行います。

理由からその他の施設における浴室の利用
が困難な場合などに限定して、訪問による
入浴介護が提供されます。

●ショートステイ
（短期入所生活介護・療養介護）
……Ｐ28へ

●入浴、洗髪、清拭の介助
●看護師などによる健康チェック

利用できるサービス

主なサービス内容
など

生活の場としての施設で
サービスを受けたいときは？
●特定施設入居者生活介護………Ｐ28へ
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●利用できるサービス

施設に通って受けるサービス

訪問リハビリテーション
要介護1〜5の人

要支援1・2の人

居宅での生活行為を向上させるために、

居宅での生活行為を向上させる訓練が必

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪

要な場合に、理学療法士や作業療法士、言

問によるリハビリテーションを行います。

語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビ
リテーションを行います。

通所介護（デイサービス）
要介護1〜5の人
通所介護施設で、食事、入浴などの日常
生活上の支援や、生活行為向上のための支
援を日帰りで行います。

主なサービス内容

主なサービス内容
●理学療法によるマッサージ、運動などによる機能訓練
●作業療法による手芸、工芸など手先の訓練、作業補装具の利用による機能訓練
●言語聴覚士による言語、聴覚、えん下などの機能訓練 など

訪問看護
要介護1〜5の人

要支援1・2の人

疾患等を抱えている人について、看護師

疾患等を抱えている人について、看護師

が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の

が居宅を訪問して、介護予防を目的とした

補助を行います。

療養上の世話や診療の補助を行います。

主なサービス内容

●看護師や保健師などによる健康チェック
●機能訓練指導員の計画にそった日常動作訓練
●レクリエーションなどほかの人との交流
など

通所リハビリテーション（デイケア）
要介護1〜5の人

要支援1・2の人
老人保健施設や医療機関などで、食事な

老人保健施設や医療機関などで、食事、
入浴などの日常生活上の支援や生活行為向

どの日常生活上の支援や生活行為向上のた

上のためのリハビリテーションを、日帰り

めの支援、リハビリテーションを行うほか、

で行います。

その人の目標に合わせた選択的サービス（運
動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向

●血圧や脈拍など病状のチェック
●食事や入浴、排せつの介助
●床ずれの予防や処置
●経管栄養のチューブや尿の管、在宅酸素
療法に使う機器などの管理や医療措置
など

上）を提供します。

主なサービス内容
●リフトバスなどによる送迎
●医師の指示にもとづく、理学療法士、作業
療法士などによる機能訓練 など
●レクリエーションなどほかの人との交流
など

居宅療養管理指導
要介護1〜5の人

要支援1・2の人

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士な

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士な

どが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を

どが居宅を訪問し、介護予防を目的とした

行います。

療養上の管理や指導を行います。

選択的サービスを利用できます

主なサービス内容
●医師や歯科医師による療養上の管理や指導
●薬剤師による服薬などの管理や指導
●管理栄養士による特別食の献立などの管理
や指導
こう くう
●歯科衛生士による口腔や義歯の管理や指導
など

運動器の機能向上
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栄養改善

口腔機能の向上

理学療法士などの指導により、ス

管理栄養士などが、低栄養を予防

歯科衛生士や言語聴覚士などが、

トレッチや有酸素運動、筋力トレー

するための食べ方や、食事作りや食

歯みがきや義歯の手入れ法の指導や、

ニング、バランストレーニングなど

材購入方法の指導、情報提供などを

摂食・えん下機能を向上させる訓練

を行います。

行います。

などを行います。
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利用できるサービス

介護予防リハビリテーションで、要支援1・2の人に提供される選択的サービスとして、以
下のようなプログラムを利用できます。利用者の目標に応じて単独、あるいは複数を組み合わ
せて利用します。

●利用できるサービス

施設に入所して受けるサービス

ショートステイ（短期入所生活介護・療養介護）
要介護1〜5の人

要支援1・2の人

福祉施設や医療施設に短期間入所して、

福祉施設や医療施設に短期間入所して、

日常生活上の支援や機能訓練などが受けら

介護予防を目的とした日常生活上の支援や

れます。

機能訓練などが受けられます。

住宅環境を整備するサービス

住宅改修費支給

要介護1〜5の人

要支援1・2の人

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円（保険給付は最大18万円）を上限に
費用を支給します。事前の申請が必要です。

介護保険でできる住宅改修の例
●廊下や階段、浴室やトイレなどへの「手すりの設置」
●｢段差解消」のためのスロープ設置など

主なサービス内容

●滑り止めなどのための「床または通路面の材料の変更｣
●引き戸などへの「扉の取り替え」

●食事、入浴、排せつの介助
●看護師などによる機能訓練
●理学療法士などによる機能訓練
●医師による診療（短期入所療養
介護の場合） など

●洋式便器などへの「便器の取り替え」
※上記の改修にともなって必要となる工事も支給の対象になります。

住宅改修利用の手順

1 家族や専門家などに相談

本人だけでなく家族ぐるみで話し合い、心身の状況
などを考慮しながら、地域包括支援センターやケアマ
ネジャーに相談します。

2 市町への事前申請
提出書類

特定施設入居者生活介護
要介護1〜5の人

要支援1・2の人

有料老人ホームなどに入居している高齢

有料老人ホームなどに入居している高齢

者に、日常生活上の支援や介護を提供しま

者に、介護予防を目的とした日常生活上の

す。

支援や介護を提供します。

●住宅改修費事前承認申請書
●工事費見積書
●住宅改修が必要な理由書
●改修部分の写真（日付入り、改修後の完成予定の状態がわかるもの）
●計画平面図（改修予定箇所、生活動線がわかるもの）
●住宅所有者の承諾書（改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合） など

3 工事の実施

※事前申請承認後

4 住宅改修費の支給申請（工事後）

主なサービス内容

提出書類

5 住宅改修費の支給
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利用できるサービス

●住宅改修費支給申請書
●住宅改修に要した費用の領収書
●工事費内訳書
●完成後の状態を確認できる書類（改修前、改修後の日付入りの写真、平面図を添付） など

●食事、入浴、排せつの介助
●日常生活の世話
●機能訓練 など

●利用できるサービス

福祉用具を整備するサービス

施設サービス

福祉用具貸与

要介護1〜5の人

要支援1・2の人

日常生活の自立を助けるための福祉用具

福祉用具のうち介護予防に役立つものに

を貸与します。

ついて貸与を行います。

要介護1〜5の人が受ける施設サービス

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入居して、日常生活上の支援や介護が受けら

福祉用具貸与の対象

れます。

◆要介護1および要支援1・2の人が保険給付の対象となる用具

介護老人保健施設（老人保健施設）

●手すり（工事をともなわないもの）
●スロープ（工事をともなわないもの）
●歩行器
●歩行補助つえ

状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行
います。

◆要介護2以上の人が保険給付の対象となる用具
●上記のものの他、下記のもの
●車いす ●車いす付属品 ●特殊寝台 ●特殊寝台付属品
●床ずれ防止用具 ●体位変換器 ●認知症老人徘徊感知機器
●移動用リフト（つり具を除く）
●自動排泄処理装置（★要介護4〜5の人のみ）

介護療養型医療施設（療養病床など）

はい かい

急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。

はい せつ

※自動排泄処理装置については、要介護1〜3および要支援1・2の人は原
則として保険給付の対象となりません。

介護医療院

■サービス費用のめやす

長期の療養を必要とする人に、医療と日常生活上の介護を一体的に行います。介護療養型

実際に貸与に要した費用に応じて異なります。

医療施設の転換施設です。
※介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）への新規入所は、原則要介護3以上の人が対象
です。
※施設に入所した場合、別途食費・居住費等（P21参照）がかかります。

特定福祉用具販売（福祉用具購入費の支給）
要介護1〜5の人

要支援1・2の人

入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を1年につき10万円（保険給付は最大9万
円）を上限に支給します。申請が必要です。

特定福祉用具販売の対象
利用できるサービス

●腰掛け便座
●入浴補助用具
●自動排泄処理装置の交換可能部品
●簡易浴槽
●移動用リフトのつり具
はい せつ

※事前に都道府県知事の指定を受けた事業
所で販売される特定福祉用具を購入した
場合に限り、福祉用具の購入費が支給さ
れます。

30

31

●利用できるサービス

地域密着型サービス

●介護予防認知症対応型通所介護
要支援1・2の人

認知症をはじめ、高齢者が住みなれた地域での生活を継続するため、身近な生活圏域ご
とにサービスの拠点をつくり、支えていきます。要介護1〜5、要支援1・2と認定された人
のために地域の実情に合わせて保険者の裁量で整備する、「地域密着型サービス」を利用しま
しょう。
※施設を利用したサービスの場合、食費・居住費（滞在費）・日常生活費などは別途負担が必要です。

●介護予防小規模多機能型居宅介護
要支援1・2の人
通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせ、多機
能な介護予防サービスを受けられます。

●小規模多機能型居宅介護

認知症の高齢者が、デイサービスを行う施設などに通い、日常生活上の世話や機能
訓練などの介護予防サービスを受けられます。

●認知症対応型通所介護
要介護1〜5の人
認知症の高齢者が、デイサービスを行う施設などに通い、日常生活上の世話や機能
訓練などの介護サービスを受けられます。

●夜間対応型訪問介護
要介護1〜5の人
24時間安心して在宅生活を送るための巡回や通報システムによる夜間専用の訪問
介護です。

要介護1〜5の人
通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせ、多機
能な介護サービスを受けられます。

●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
要介護1〜5の人

●地域密着型特定施設入居者生活介護
要介護1〜5の人
有料老人ホームなどの特定施設のうち、
定員が30人未満の小規模な介護専用型特定
施設に入居する人が、日常生活上の世話や
機能訓練などの介護サービスを受けられま
す。

●介護予防認知症対応型共同生活介護

定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、生活機能の向上を
目指して介護や機能訓練及び療養上の世話を受けられます。
※介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）への新規入所は、原則要介護3以上の人が対象です。

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
要介護1〜5の人
日中と夜間を通じた複数回の定期訪問と随時の対応で、一体的な介護と看護を受け
られます。

●看護小規模多機能型居宅介護
要介護1〜5の人
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせた柔軟なサービスを受けられます。

要支援2の人

●認知症対応型共同生活介護
要介護1〜5の人
認知症の高齢者が、共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などの介
護サービスを受けられます。
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●地域密着型通所介護
要介護1〜5の人
定員が19人未満の小規模な通所介護施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを
受けられます。
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利用できるサービス

認知症の高齢者が、共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などの介
護予防サービスを受けられます。要支援1の人は対象となりません。

●利用できるサービス

介護予防・日常生活支援
総合事業を利用しましょう
要介護認定で「非該当」と認定された場合は、介護サービスや介護予防
サービスを受けることはできません。しかし、市町が行う基本チェックリス
トの判定を受け、生活機能の向上が必要と判定された「介護予防・生活支援
サービス事業対象者」は、介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。
事業対象者を含むすべての65歳以上の方は、一般介護予防事業を利用でき
ます。

1

市町の地域包括支援
センターに連絡

お住まいの市町の地域包括
支援センターに連絡します。

2

介護予防・生活支援サービス
事業の対象者

●事業対象者

基本チェックリストを実施し、生活
機能の低下等の基準に該当する方

これまでの介護予防訪問介護や介護予防通所介護に相当するサービスを実施しま
す。
「相当するサービス」以外の各種サービスは体制がととのい次第随時サービスを
開始します。

介護予防・生活支援サービスは負担割合証に記載されている割合の自己負担で利用できます
●介護保険のサービスと同様に、要支援・要介護状態区分に応じて支給限度額が決められており（P20）、その範囲内でサービ
スを利用できます。
●支給限度額の上限を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額が利用者の負担になります。
●食費、日常生活費は事業者の対象外で全額自己負担となります。

●指定サービス事業者による、これまでの介護予防訪問介護に
相当するサービスが利用できます。（介護予防訪問介護相当
サービス）
●多様なサービス
❷通所型サービス （デイサービス）

●指定サービス事業者による、これまでの介護予防通所介護に
相当するサービスが利用できます。
（介護予防通所介護相当
サービス）
●多様なサービス

3

｢一般介護予防事業」の
サービスを利用

一般介護予防事業は、65歳以上の
方が利用できるサービスです。
市町や地域の住民が主体となった体
操教室や介護予防に関する講演会など
に参加できます。

●要介護認定で要支援1・2と認定
された方

｢介護予防・生活支援サービス事業」のサービスを利用

❶訪問型サービス （ホームヘルプサービス）

担当者などと話し合い
改善点を探します

地域包括支援センターの担
当者と話し合いを行います。
利用者の心身の状況や環境、
生活歴などから、どのような
ことで困っているのか、利用
者や家族と話し合い課題を分
析し、目標や利用するサービ
スを決めます。必要に応じて
ケアプランを作成します。
また、一般介護予防事業も
利用できます。

3

●お住まいの地域によって、提供されるサービスや利用者負担は異なります。くわしくは市町の窓口や地域包括支援センターにお
問い合わせください。
介護予防活動をサポートする人材になるための

高齢者の閉じこもり予防や通いの場のための

自立した生活を支援するための

地域住民などが自主的に運営する筋力向上などのための

高齢者の介護予防のための

認知症を予防・支援するための

｢ボランティア育成研修会などへの参加」

｢ふれあいサロン」

｢運動・栄養・口腔機能向上教室」

介護予防に関する知識を深めるための

｢健康講座や講演会などへの参加」

｢体操教室」

｢趣味の作品展」
「スポーツ大会」

一般介護予防事業の対象者
●65歳以上の方
※基本チェックリストを受ける必要はありませ
ん。
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｢認知症予防教室」

利用できるサービス

※基本チェックリストは地域包括支援センター
若しくは委託先居宅介護支援事業所の介護支
援専門員が実施します。

●利用できるサービス

訪問型サービス
基

準

サービス
種別

現行の訪問介護相当
①介護予防訪問介護
相当サービス

サービス 訪問介護員による身体介護､
生活援助
内容
○既にサービスを利用して
いるケースで、サービス
の利用の継続が必要な
ケース
○以下のような訪問介護員
によるサービスが必要な
ケース
対象者と
サービス (例）
認知機能の低下により日常生
提供の
活に支障がある症状・行動を
考え方

多様なサービス
②訪問型
サービスA

③訪問型
サービスB

④訪問型
サービスC

生活援助等

住民主体の
自主活動として行う
生活援助等

保健師等による
居宅での
相談指導等

（緩和した基準によるサービス） （住民主体による支援）（短期集中予防サービス）

○状態等を踏まえながら、住民主体に
よる支援等「多様なサービス」の利
用を促進

伴う者
退院直後で状態が変化しやす
く、専門的サービスが特に必
要な者 等
※状態等を踏まえながら、多様
なサービスの利用を促進して
いくことが重要。

実施方法
基

準

サービス
提供者
（例）

通所型サービス
基
⑤訪問型
サービスD

（移動支援）

移送前後の
生活支援

体力の改善に向
けた支援が必要
なケース
ADL・IADLの
改善に向けた支
援が必要なケー
ス

※3〜6か月の短期
間で行う

準

サービス
種別

①介護予防通所介護
相当サービス

サービス
内容

通所介護と同様のサービス
生活機能の向上のための
機能訓練

対象者と
サービス
提供の
考え方

多様なサービス

現行の通所介護相当

○既にサービスを利用して
おり、サービスの利用の
継続が必要なケース
○｢多様なサービス」の利
用が難しいケース
○集中的に生活機能の向上
のトレーニングを行うこ
とで改善・維持が見込ま
れるケース

②通所型サービスA

（緩和した基準によるサービス）

運動・
レクリエーション

等

③通所型サービスB

④通所型サービスC

（住民主体による支援）

（短期集中予防サービス）

体操、運動等の活動など､
自主的な通いの場

生活機能を改善するための
運動器の機能向上や
栄養改善等のプログラム

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等
｢多様なサービス」の利用を促進

ADLやIADLの改善に
向けた支援が必要な
ケース等
※3〜6か月の短期間で実施

※状態等を踏まえながら、多様
なサービスの利用を促進して
いくことが重要。

訪問型サービスB
に準じる

事業者指定

事業者指定

補助（助成)

直接実施／委託

予防給付の基準を基本

人員等を
緩和した基準

個人情報の保護等
の最低限の基準

内容に応じた
独自の基準

基

訪問介護員
（訪問介護事業者）

主に雇用労働者

ボランティア主体

保健・医療の
専門職
（市町）

サービス
提供者
（例）

実施方法
準

事業者指定

事業者指定

補助（助成)

直接実施／委託

予防給付の基準を基本

人員等を緩和した基準

個人情報の保護等の
最低限の基準

内容に応じた独自の基準

通所介護事業者の従事者

主に雇用労働者

ボランティア主体

保健・医療の専門職
（市町）

※左記、上記の②から⑤多様なサービスについては、体制がととのい次第随時サービスを開始いたします。

利用できるサービス
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