
平均的な状態 目安 訪問介護 介護予防訪問看護 訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリ
テーション

通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリ
テーション（デイケア）

短期入所療養介護（ショー
トステイ）

介護予防短期入所療養介
護（ショートステイ）

居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指
導

介護老人保健施設 介護療養型医療施設 福祉用具貸与

労災（健康保険） ◯ ◯ ◯ ◯

救済 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

サービス概要

医師 指示に基づき、看護師等
が利用者 居宅を訪問し、健康
チェック、療養上 世話また 必
要な診療 補助を行うサービス

医師 指示に基づき、看護師等
が利用者 居宅を訪問し、健康
チェック、療養上 世話また 必
要な診療 補助を行うサービス
です。要介護状態になることをで
きる限り防ぐ（発生を予防する）、
あるい 状態がそれ以上悪化し
ないようにすることを目的として
います。高齢者 有する能力に
応じ、自立した生活を営むことが
できるよう支援します。

担当医 指示に基づき理学療法
士や作業療法士等が利用者
居宅を訪問し、利用者 心身機
能 維持回復及び日常生活
自立を助けるために理学療法、
作業療法そ 他必要なリハビリ
テーションを行うサービス

担当医 指示に基づき理学療法
士や作業療法士等が利用者
居宅を訪問し、利用者 心身機
能 維持回復及び日常生活
自立を助けるために理学療法、
作業療法そ 他必要なリハビリ
テーションを行うサービスです。
要介護状態になることをできる限
り防ぐ（発生を予防する）、あるい
状態がそれ以上悪化しないよ

うにすることを目的としていま
す。高齢者 有する能力に応
じ、自立した生活を営むことがで
きるよう支援します。

介護老人保健施設や診療所、病
院において、日常生活 自立を
助けるために理学療法、作業療
法そ 他必要なリハビリテーショ
ンを行い、利用者 心身機能
維持回復を図るサービスです。

介護老人保健施設や診療所、病
院において、日常生活 自立を
助けるために理学療法、作業療
法そ 他必要なリハビリテーショ
ンを行い、利用者 心身機能
維持回復を図るサービスです。
要介護状態になることをできる限
り防ぐ（発生を予防する）、あるい
状態がそれ以上悪化しないよ

うにすることを目的としていま
す。高齢者 有する能力に応
じ、自立した生活を営むことがで
きるよう支援します。

介護老人保健施設や診療所、病
院などに短期間入所してもらい、
医師や看護職員、理学療法士等
による医療や機能訓練、日常生
活上 支援などを行うサービス
です。一定期間、介護から解放さ
れる利用者家族にとって、自分
時間を持つことができたり介

護負担 軽減を図ることができ
ます。また利用者家族 病気や
冠婚葬祭、出張などで一時的に
在宅介護が困難な時にも役に立
ちます。

介護老人保健施設や診療所、病
院などに短期間入所してもらい、
医師や看護職員、理学療法士等
による医療や機能訓練、日常生
活上 支援などを行うサービス
です。一定期間、介護から解放さ
れる利用者家族にとって、自分
時間を持つことができたり、介

護負担 軽減を図ることができ
ます。また、利用者家族 病気
や冠婚葬祭、出張などで一時的
に在宅介護が困難な時にも役に
立ちます。要介護状態になること
をできる限り防ぐ（発生を予防す
る）、あるい 状態がそれ以上悪
化しないようにすることを目的と
しています。高齢者 有する能
力に応じ、自立した生活を営むこ
とができるよう支援します。

在宅で療養していて、通院が困
難な利用者へ医師、歯科医師、
看護師、薬剤師、管理栄養士、
歯科衛生士などが家庭を訪問し
療養上 管理や指導、助言等を
行うサービスです。また、ケアマ
ネジャーに対して、ケアプラン
作成に必要な情報提供も行いま
す。

在宅で療養していて、通院が困
難な利用者へ医師、歯科医師、
看護師、薬剤師、管理栄養士、
歯科衛生士などが家庭を訪問し
療養上 管理や指導、助言等を
行うサービスです。また、ケアマ
ネジャーに対して、ケアプラン
作成に必要な情報提供も行いま
す。要介護状態になることをでき
る限り防ぐ（発生を予防する）、あ
るい 状態がそれ以上悪化しな
いようにすることを目的としてい
ます。高齢者 有する能力に応
じ、自立した生活を営むことがで
きるよう支援します。

入所者に対してリハビリテーショ
ンなど 医療サービスを提供し、
家庭へ 復帰を目指す施設で
す。利用者 状態に合わせた施
設サービス計画（ケアプラン）に
基づき、医学的管理 もとで、看
護、リハビリテーション、食事・入
浴・排せつといった日常生活上
介護などを併せて受けること

ができます。

慢性疾患を有し、長期 療養が
必要な方 ために、介護職員が
手厚く配置された医療機関（施
設）です。病状 安定していても
自宅で 療養生活 難しいとい
う方が入所して、必要な医療
サービス、日常生活における介
護、リハビリテーションなどを受
けることができます。特別養護老
人ホームや介護老人保健施設
に比べて、医療や介護 必要度
が高い方を対象にしています。

利用者 日常生活における自立支援や介護者 負担軽減を図るため サービスです。
また在宅で 介護を行っていくうえで福祉用具 重要な役割を担っています。

サービス内容

・病状・障害 観察と判断、健康
管理　
・食事・清潔・排せつ ケア、水
分・栄養管理
・リハビリ、日常生活動作 訓練
・医療的なケア（傷や褥瘡〔床ず
れ〕 処置、点滴や医療機器等
管理など）

・薬 飲み方と管理
・療養生活、看護・介護方法に関
する相談・助言
・家族 悩み 相談
・終末期ケア
・かかりつけ 医師と 連絡と調
整

・病状・障害 観察と判断、健康
管理　
・食事・清潔・排せつ ケア、水
分・栄養管理
・リハビリ、日常生活動作 訓練
・医療的なケア（傷や褥瘡〔床ず
れ〕 処置、点滴や医療機器等
管理など）

・薬 飲み方と管理
・療養生活、看護・介護方法に関
する相談・助言
・家族 悩み 相談
・かかりつけ 医師と 連絡と調
整

・身体機能－関節拘縮 予防、
筋力・体力 維持、褥瘡〔床ず
れ〕 予防、自主トレーニング
指導
・日常生活－歩行練習（屋内、屋
外）、基本動作訓練（寝返り、起
き上がり、移乗動作など）日常生
活動作訓練（食事や更衣、入
浴、トイレ動作など）
・家族支援－歩行練習（屋内、屋
外で 介助方法 検討、指導）、
福祉用具・自助具 提案、住宅
改修に関する助言

・身体機能－関節拘縮 予防、
筋力・体力 維持、褥瘡〔床ず
れ〕 予防、自主トレーニング
指導
・日常生活－歩行練習（屋内、屋
外）、基本動作訓練（寝返り、起
き上がり、移乗動作など）
・日常生活動作訓練（食事や更
衣、入浴、トイレ動作など）
・家族支援－歩行練習（屋内、屋
外で 介助方法 検討、指導）、
福祉用具・自助具 提案、住宅
改修に関する助言

・身体機能―関節拘縮 予防、
筋力・体力 維持、褥瘡〔床ず
れ〕 予防、自主トレーニング
指導
・日常生活－歩行練習（屋内、屋
外）、基本動作訓練（寝返り、起
き上がり、移乗動作など）、日常
生活動作訓練（階段 昇降、入
浴、トイレ動作など）ほか

・身体機能―関節拘縮 予防、
筋力・体力 維持、褥瘡〔床ず
れ〕 予防、自主トレーニング
指導
・日常生活－歩行練習（屋内、屋
外）、基本動作訓練（寝返り、起
き上がり、移乗動作など）、日常
生活動作訓練（階段 昇降、入
浴、トイレ動作など）ほか

・医師、看護職員、理学療法士
等から 医療や機能訓練

・医師、看護職員、理学療法士
等から 医療や機能訓練

・介護方法等 指導・助言
・療養上 管理、指導・助言

・介護方法等 指導・助言
・療養上 管理、指導・助言

・理学療法士、作業療法士、看
護師などによるリハビリテーショ
ン
・診察、投薬、検査など 医療ケ
ア、看護
・食事、入浴、排せつなど 日常
生活上 介護
・相談援助、レクリエーションなど

・療養上 管理、看護
・食事、入浴、排せつなど 日常生活上 介護
・機能訓練（リハビリテーション）
・機能訓練（リハビリテーション）
・ターミナルケア

（1）車いす
・自走用標準型車いす
・普通型電動車いす
・介護用標準型車いす
（2）車いす付属品
・クッションまた パッド
・電動補助用品（車いすに装着することで動力 一部また 全部を補助します。）
・車いす用テーブル
・車いす用ブレーキ
（3）特殊寝台（電動ベッド）
・サイドレールが取り付けてあるも また 取り付け可能なも であって、次に掲げる機
能 いずれかを有するも
・背部また 脚部 傾斜角度が調整できる機能
・床板 高さが無段階に調整できる機能
（4）特殊寝台付属品
・サイドレール（電動ベッド 側面に取り付けることにより、利用者 落下防止をすること
ができます。）
・マットレス
・ベッド用手すり（電動ベッド 側面にとりつけることで起き上がり、立ち上がり、移乗等を
助けます。）
・電動ベッド用テーブル
・スライディングボード・スライディングマット
・介助用ベルト
（5）床ずれ防止用具
・送風装置また 空気マット等（部分的な圧力を解消できるも ）
・水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用マット
（6）体位変換器（空気パッド等を使って、仰向けからうつ伏せへ 体位 変換を容易にし
ます）
（7）手すり
・取り付け工事を伴わないも
・便器また ポータブルトイレを囲んで据え置くタイプ も
（8）スロープ（個別利用者 ために改造したも 、簡単に持ち運びができないも 、工事
をしなけれ つけられないも を除く）
（9）歩行器
・歩行が困難な者 歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するも
であって、次 いずれかに該当するも に限る。

・車輪を有するも にあって 、体 前および左右を囲む把手等を有するも
・四脚を有するも にあって 、上肢で保持して移動させることが可能なも
（10）歩行補助つえ
・松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび
多点杖
（11）認知症老人徘徊感知機器
・認知症老人が屋外に出ようとした時また 屋内 ある地点を通過した時に、センサーに
より感知し、家族、隣人等へ通報するも
（12）移動用リフト
・床走行式
・つり具また いす等 台座を使用して人を持ち上げ、キャスタで床を移動し、目的 場
所に人を移動させるも
・固定式
・居室、浴室等に固定設置し、つり具また いす等 台座を使用して人を持ち上げ、移動
させるも
・据置式
・床に置いて、つり具また いす等 台座を使用して人を持ち上げ、移動させるも
（13）自動排泄処理装置
・尿また 便が自動的に吸引されるも であり、尿や便 経路となる部分を分割すること
が可能な構造であるも

自己負担 目安

要介護5

①見だしなみや居室 掃除など 身 回り 世話
がほとんどできない。 ②立ち上がりや片足で 立位
保持など 複雑な動作がほとんどできない。 ③歩行
や両足で 立位保持など 移動 動作がほとんど
できない。 ④排泄や食事がほとんどできない。 ⑤多
く 問題行動や全般的な理解 低下がみられること
がある。

◯ － ◯ － ◯ － ◯ － ◯ － ◯ ◯

要介護4

①見だしなみや居室 掃除など 身 回り 世話
がほとんどできない。 ②立ち上がりや片足で 立位
保持など 複雑な動作がほとんどできない。 ③歩行
や両足で 立位保持など 移動 動作が自分ひと
りで できない。 ④排泄がほとんどできない。 ⑤多く
問題行動や全般的な理解 低下がみられること

がある。

◯ － ◯ － ◯ － ◯ － ◯ － ◯ ◯

要介護3

①見だしなみや居室 掃除など 身 回り 世話
が自分ひとりでできない。 ②立ち上がりや片足で
立位保持など 複雑な動作が自分ひとりでできな
い。 ③歩行や両足で 立位保持など 移動 動作
が自分でできないことがある。 ④排泄が自分ひとり
でできない。 ⑤いくつか 問題行動や全般的な理解
低下がみられることがある。

◯ － ◯ － ◯ － ◯ － ◯ － ◯ ◯

要介護2

①見だしなみや居室 掃除など 身 回り 世話
全般に何らか 介助（見守りや手助け）を必要と 

する。 ②立ち上がりや片足で 立位保持など 複
雑な動作に何らか 支えを必要とする。 ③歩行や
両足で 立位保持など 移動 動作に何らか 支
えを必要とする。 ④排泄や食事に何らか 介助（見
守りや手助け）を必要とすることがある。 ⑤問題行
動や理解低下がみられることがある。

◯ － ◯ － ◯ － ◯ － ◯ － ◯ ◯

要介護1 ①～④ 、要支援２に同じ。※ ⑤問題行動や理解
低下がみられることがある。 ◯ － ◯ － ◯ － ◯ － ◯ － ◯ ◯

要支援2

①見だしなみや居室 掃除など 身 回り 世話
に何らか 介助（見守りや手助け）を必要とする。 ②
立ち上がりや片足で 立位保持など 複雑な動作
に何らか 支えを必要とする。 ③歩行や両足で
立位保持など 移動 動作に何らか 支えを必要
とすることがある。 ④排泄や食事 ほとんど自分ひ
とりでできる。

× ◯ × ◯ × ◯ × ◯ × ◯ × ×

要支援1

①居室 掃除や身 回り 世話 一部に何らか
介助（見守りや手助け）を必要とする。 ②立ち上がり
や片足で 立位保持など 複雑な動作に何らか
支えを必要とすることがある。 ③排泄や食事 ほと
んど自分ひとりでできる。

× ◯ × ◯ × ◯ × ◯ × ◯ × ×


