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門相談員の員数を満たすことをもって、基準該当福祉用具貸与事 門相談員の員数を満たすことをもって、基準該当福祉用具貸与事

業所での員数を満たしているものとみなすことができる。 業所での員数を満たしているものとみなすことができる。

⑵ 準用 ⑵ 準用

居宅基準二百六条の規定により、居宅基準第八条から第十四条 居宅基準二百六条の規定により、居宅基準第八条から第十四条

まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第 まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第

三十三条から第三十五条まで、第三十六条（第五項及び第六項を 三十三条から第三十五条まで、第三十六条（第五項及び第六項を

除く。）、第三十七条、第三十八条、第五十二条、第百一条第一項 除く。）、第三十六条の二から第三十八条まで、第五十二条、第百

及び第二項、第百九十三条、第百九十五条、第百九十六条並びに 一条第一項及び第二項、第百九十三条、第百九十五条、第百九十

第四節（第百九十七条第一項及び第二百五条を除く。）の規定は、 六条並びに第四節（第百九十七条第一項及び第二百五条を除く。）

基準該当福祉用具貸与の事業に準用されるものであるため、第三 の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用されるものである

の一の３の⑴から⑸まで、⑺から⑼まで、⑾、⒁及び（21）から（25） ため、第三の一の３の⑴から⑸まで、⑺から⑼まで、⑾、⒁及び

まで、第三の二の３の⑷、第三の六の３の⑸並びに第三の十一の （21）から（25）まで、第三の二の３の⑷、第三の六の３の⑸並びに第

１（⑴の③を除く。）から３までを参照されたい。なお、この場 三の十一の１（⑴の③を除く。）から３までを参照されたい。な

合において、準用される居宅基準第百九十七条第二項の規定は、 お、この場合において、準用される居宅基準第百九十七条第二項

基準該当福祉用具貸与事業者が利用者から受領する利用料につい の規定は、基準該当福祉用具貸与事業者が利用者から受領する利

て、当該サービスが結果的に保険給付の対象となる場合も、なら 用料について、当該サービスが結果的に保険給付の対象となる場

ない場合も、特例居宅介護サービス費を算定するための基準とな 合も、ならない場合も、特例居宅介護サービス費を算定するため

る費用の額（百分の九十を乗ずる前の額）との間に不合理な差額 の基準となる費用の額（百分の九十を乗ずる前の額）との間に不

が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象とな 合理な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付

るサービスの利用料と、保険給付の対象とならないサービスの利 の対象となるサービスの利用料と、保険給付の対象とならないサ

用料との間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な ービスの利用料との間に、一方の管理経費の他方への転嫁等によ

差額を設けることを禁止する趣旨である。なお、当該事業所によ る不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。なお、当該

る福祉用具貸与が複数の市町村において基準該当福祉用具貸与と 事業所による福祉用具貸与が複数の市町村において基準該当福祉

認められる場合には、利用者の住所地によって利用料が異なるこ 用具貸与と認められる場合には、利用者の住所地によって利用料

とは認められないものである。 が異なることは認められないものである。

十二 特定福祉用具販売 十二 特定福祉用具販売

１ 人員に関する基準 １ 人員に関する基準

⑴ 福祉用具専門相談員に関する事項（居宅基準第二百八条第一項） ⑴ 福祉用具専門相談員に関する事項（居宅基準第二百八条第一項）

福祉用具貸与の場合と同趣旨であるため、第三の十一の１の⑴ 福祉用具貸与の場合と同趣旨であるため、第三の十一の１の⑴

を参照されたい。 を参照されたい。

⑵ 管理者（居宅基準第二百九条） ⑵ 管理者（居宅基準第二百九条）

訪問介護の場合と同趣旨であるため、第三の一の１の⑶を参照 訪問介護の場合と同趣旨であるため、第三の一の１の⑶を参照

されたい。 されたい。

２ 設備に関する基準 ２ 設備に関する基準

⑴ 居宅基準第二百十条に規定する必要な広さの区画については、 ⑴ 居宅基準第二百十条に規定する必要な広さの区画については、
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購入申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保す 購入申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保す

るものとする。 るものとする。

⑵ 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売に必要 ⑵ 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売に必要

な設備及び備品等を確保するものとする。ただし、他の事業所又 な設備及び備品等を確保するものとする。ただし、他の事業所又

は施設等と同一敷地内にある場合であって、指定特定福祉用具販 は施設等と同一敷地内にある場合であって、指定特定福祉用具販

売の事業及び当該他の事業所又は施設等に備え付けられた設備及 売の事業及び当該他の事業所又は施設等に備え付けられた設備及

び備品等を使用することができるものとする。 び備品等を使用することができるものとする。

３ 運営に関する基準 ３ 運営に関する基準

⑴ サービス提供の記録 ⑴ サービス提供の記録

居宅基準第二百十一条は、当該特定福祉用具販売の提供日、提 居宅基準第二百十一条は、当該特定福祉用具販売の提供日、提

供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況その他必要 供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況その他必要

な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密接な連携等を な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密接な連携等を

図るため、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その 図るため、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その

他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければ 他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければ

ならないこととしたものである。 ならないこととしたものである。

また、「その他の適切な方法」とは、例えば、利用者の用意す また、「その他の適切な方法」とは、例えば、利用者の用意す

る手帳等に記載するなどの方法である。 る手帳等に記載するなどの方法である。

なお、提供した具体的なサービス内容等の記録は、居宅基準第 なお、提供した具体的なサービス内容等の記録は、居宅基準第

二百十五条第二項に基づき、二年間保存しなければならない。 二百十五条第二項に基づき、二年間保存しなければならない。

⑵ 販売費用の額等の受領 ⑵ 販売費用の額等の受領

① 居宅基準第二百十二条第一項に規定する「販売費用の額」と ① 居宅基準第二百十二条第一項に規定する「販売費用の額」と

は、法第四十四条第三項に規定する現に当該特定福祉用具の購 は、法第四十四条第三項に規定する現に当該特定福祉用具の購

入に要した費用の額であり、その費用には、通常の事業の実施 入に要した費用の額であり、その費用には、通常の事業の実施

地域において特定福祉用具販売を行う場合の交通費等が含まれ 地域において特定福祉用具販売を行う場合の交通費等が含まれ

ることとする。 ることとする。

② 居宅基準第二百十二条第二項は、指定特定福祉用具販売事業 ② 居宅基準第二百十二条第二項は、指定特定福祉用具販売事業

者は、指定特定福祉用具販売の提供に関し、 者は、指定特定福祉用具販売の提供に関し、

イ 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用 イ 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用

具販売を行う場合の交通費 具販売を行う場合の交通費

ロ 特定福祉用具の搬入に通常必要となる人数以上の従事者が ロ 特定福祉用具の搬入に通常必要となる人数以上の従事者が

必要にな場合等特別な措置が必要な場合の当該措置に要す 必要にな場合等特別な措置が必要な場合の当該措置に要す

る費用については、前項の費用のほかに、利用者から支払 る費用については、前項の費用のほかに、利用者から支払

を受けることができるものとし、介護保険給付の対象とな を受けることができるものとし、介護保険給付の対象とな

っているサービスと明確に区分されないあいまいな名目に っているサービスと明確に区分されないあいまいな名目に

よる費用の支払をうけることは認めないこととしたもので よる費用の支払をうけることは認めないこととしたもので



- 39 -

ある。 ある。

③ 居宅基準第二百十二条第三項は、指定訪問介護に係る第二十 ③ 居宅基準第二百十二条第三項は、指定訪問介護に係る第二十

条第四項と同趣旨であるため、第三の一の３の⑽の④を参照さ 条第四項と同趣旨であるため、第三の一の３の⑽の④を参照さ

れたい。 れたい。

⑶ 保険給付の申請に必要となる書類等の交付 ⑶ 保険給付の申請に必要となる書類等の交付

居宅基準第二百十三条は、指定特定福祉用具販売事業者が指定 居宅基準第二百十三条は、指定特定福祉用具販売事業者が指定

特定福祉用具販売に係る販売費用の額の支払を受けた場合は、 特定福祉用具販売に係る販売費用の額の支払を受けた場合は、

① 当該指定特定福祉用具販売事業所の名称、提供した特定福祉 ① 当該指定特定福祉用具販売事業所の名称、提供した特定福祉

用具の種目の名称、品目の名称及び販売費用の額その他保険給 用具の種目の名称、品目の名称及び販売費用の額その他保険給

付の申請のために必要と認められる事項を記載した証明書 付の申請のために必要と認められる事項を記載した証明書

② 領収書 ② 領収書

③ 当該特定福祉用具販売のパンフレットその他の当該特定福祉 ③ 当該特定福祉用具販売のパンフレットその他の当該特定福祉

用具の概要 用具の概要

を利用者に対し、交付することとされている。 を利用者に対し、交付することとされている。

⑷ 指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針 ⑷ 指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針及び特定福祉用具販売

計画の作成

① 居宅基準第二百十四条は、指定特定福祉用具販売に係る福祉 ① 居宅基準第二百十四条は、指定特定福祉用具販売に係る福祉

用具専門相談員の業務の方針、手続を明確にしたものであり、 用具専門相談員の業務の方針、手続を明確にしたものであり、

福祉用具専門相談員は原則としてこれらの手続を自ら行う必要 福祉用具専門相談員は原則としてこれらの手続を自ら行う必要

がある。 がある。

② 同条第三号は、指定特定福祉用具販売の提供に当たっての調 ② 同条第三号は、指定特定福祉用具販売の提供に当たっての調

整、説明及び使用方法の指導について規定したものであるが、 整、説明及び使用方法の指導について規定したものであるが、

特に、腰掛け便座、特殊尿器等の使用に際し衛生面から注意が 特に、腰掛け便座、自動排泄処理装置の交換可能部品等の使用

必要な福祉用具については、衛生管理の必要性等利用に際して に際し衛生面から注意が必要な福祉用具については、衛生管理

の注意事項を十分説明するものとする。なお、同号の「福祉用 の必要性等利用に際しての注意事項を十分説明するものとす

具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した る。なお、同号の「福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、

文書」は、当該特定福祉用具の製造事業者、指定特定福祉用具 故障時の対応等を記載した文書」は、当該特定福祉用具の製造

販売事業者等の作成した取扱説明書をいうものである。 事業者、指定特定福祉用具販売事業者等の作成した取扱説明書

をいうものである。

③ 同条第四号は、居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が ③ 同条第四号は、居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売

位置づけられる場合、主治の医師からの情報伝達及びサービス が位置づけられる場合、主治の医師からの情報伝達及びサー

担当者会議の結果を踏まえ、介護支援専門員は、当該計画へ指 ビス担当者会議の結果を踏まえ、介護支援専門員は、当該計

定特定福祉用具販売の必要な理由の記載が必要となるため、福 画へ指定特定福祉用具販売の必要な理由の記載が必要となる

祉用具専門相談員は、これらのサービス担当者会議等を通じて、 ため、福祉用具専門相談員は、これらのサービス担当者会議

福祉用具の適切な選定のための助言及び情報提供を行う等の必 等を通じて、福祉用具の適切な選定のための助言及び情報提
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要な措置を講じなければならない。 供を行う等の必要な措置を講じなければならない。

④ 同条第五号は、他の介護サービスが利用されないために居宅 ④ 特定福祉用具販売計画の作成

サービス計画が作成されていない場合、福祉用具専門相談員は、 イ 居宅基準第二百十四条の二第一項は、福祉用具専門相談員

施行規則第七十一条第一項第三号に規定する居宅介護福祉用具 が利用者ごとに、特定福祉用具販売計画を作成しなければ

購入費の支給の申請に係る特定福祉用具が必要な理由が記載さ ならないこととしたものである。なお、指定福祉用具貸与

れた書類が作成されているかを確認しなければならない。 の利用がある場合は、指定福祉用具貸与と指定特定福祉用

具販売に係る計画は、一体的に作成すること。

ロ 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画には、福祉

用具の利用目標、具体的な福祉用具の機種、当該機種を選

定した理由等を記載すること。その他、関係者間で共有す

べき情報（福祉用具使用時の注意事項等）がある場合には、

留意事項に記載すること。

なお、既に居宅サービス計画が作成されている場合には、

当該計画に沿って特定福祉用具販売計画を立案すること。ま

た、特定福祉用具販売計画の様式については、各事業所ごと

に定めるもので差し支えない。

ハ 特定福祉用具販売計画は、利用者の心身の状況、希望及び

その置かれている環境を踏まえて作成されなければならない

ものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会

を保障するため、福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売

計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者

の同意を得なければならず、また、当該特定福祉用具販売計

画を利用者に交付しなければならない。

なお、特定福祉用具販売計画は、居宅基準第二百十五条第

二項の規定に基づき、二年間保存しなければならない。

⑸ 記録の整備 ⑸ 記録の整備

居宅基準第二百十五条により、整備すべき記録は以下のとおり 居宅基準第二百十五条により、整備すべき記録は以下のとおり

であること。 であること。

① 特定福祉用具販売計画

① 提供した個々の指定特定福祉用具販売に関する記録 ② 提供した個々の指定特定福祉用具販売に関する記録

② 準用される居宅基準第二十六条に係る市町村への通知に係る ③ 準用される居宅基準第二十六条に係る市町村への通知に係る

記録 記録

③ 準用される居宅基準第三十六条第二項に係る苦情の内容等の ④ 準用される居宅基準第三十六条第二項に係る苦情の内容等の

記録 記録

④ 準用される居宅基準第三十七条第二項に係る事故の状況及び ⑤ 準用される居宅基準第三十七条第二項に係る事故の状況及び
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事故に際して採った処置についての記録 事故に際して採った処置についての記録

⑹ 準用 ⑹ 準用

居宅基準第二百十六条の規定により、居宅基準第八条から第十 居宅基準第二百十六条の規定により、居宅基準第八条から第十

四条まで、第十六条から第十八条まで、第二十六条、第三十一条、 四条まで、第十六条から第十八条まで、第二十六条、第三十一条、

第三十三条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条第一項及 第三十三条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条第一項及

び第二項、第百九十八条、第二百条から第二百二条まで並びに第 び第二項、第百九十八条、第二百条から第二百二条まで並びに第

二百四条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用さ 二百四条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用さ

れるため、第三の一の３の⑴から⑸まで、⑺及び⑻、⒁、⒇から（25） れるため、第三の一の３の⑴から⑸まで、⑺及び⑻、⒁、⒇から（25）

まで第三の二の３の⑷、第三の六の３の⑸、第三の十一の３の⑵、 まで第三の二の３の⑷、第三の六の３の⑸、第三の十一の３の⑵、

⑷及び⑸を参照されたい。 ⑷及び⑸を参照されたい。

この場合において、次の点に留意するものとする。 この場合において、次の点に留意するものとする。

① 居宅基準第十条中「以下同じ）。」とあるのは「以下同じ。）、 ① 居宅基準第十条中「以下同じ）。」とあるのは「以下同じ。）、

取り扱う特定福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な 取り扱う特定福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な

指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「初 指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「初

回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第百一条第二 回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第百一条第二

項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、第百九十八条中 項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、第百九十八条中

「福祉用具」とあるのは「福祉用具販売」と、「貸与」とある 「福祉用具」とあるのは「福祉用具販売」と、「貸与」とある

のは「販売」と、第二百条中「利用料」とあるのは「販売費用 のは「販売」と、第二百条中「利用料」とあるのは「販売費用

の額」と、第二百一条及び第二百二条中「福祉用具」とあるの の額」と、第二百一条及び第二百二条中「福祉用具」とあるの

は「特定福祉用具」と読み替えられるものであること。 は「特定福祉用具」と読み替えられるものであること。

② 準用される居宅基準第百一条第一項及び第二項については、 ② 準用される居宅基準第百一条第一項及び第二項については、

次の点に留意すること。 次の点に留意すること。

イ 指定特定福祉用具販売事業所ごとに、福祉用具専門相談員 イ 指定特定福祉用具販売事業所ごとに、福祉用具専門相談員

の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係 の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係

等を勤務表上明確にすること。 等を勤務表上明確にすること。

ロ 特定福祉用具の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指 ロ 特定福祉用具の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指

導等については、当該指定福祉用具貸与事業所の従業者たる 導等については、当該指定福祉用具貸与事業所の従業者たる

福祉用具専門相談員が行うべきであるが、特定福祉用具に係 福祉用具専門相談員が行うべきであるが、特定福祉用具に係

る運搬等の利用者のサービスの利用に直接影響を及ぼさない る運搬等の利用者のサービスの利用に直接影響を及ぼさない

業務については、福祉用具専門相談員以外の者又は第三者に 業務については、福祉用具専門相談員以外の者又は第三者に

行わせることが認められるものとしたものであること。 行わせることが認められるものとしたものであること。

③ 準用される居宅基準第二百条については、次の点に留意する ③ 準用される居宅基準第二百条については、次の点に留意する

ものとする。 ものとする。

「指定特定福祉用具販売の提供方法」は、福祉用具の選定の 「指定特定福祉用具販売の提供方法」は、福祉用具の選定の

援助、納品及び使用方法の指導の方法等を指すものであること。 援助、納品及び使用方法の指導の方法等を指すものであること。



- 42 -

「販売費用の額」としては、法第四十四条第三項に規定する現 「販売費用の額」としては、法第四十四条第三項に規定する現

に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額、「その他費用の に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額、「その他費用の

額」としては、居宅基準第二百十二条第三項により徴収が認め 額」としては、居宅基準第二百十二条第三項により徴収が認め

られている費用の額並びに必要に応じてその他のサービスに係 られている費用の額並びに必要に応じてその他のサービスに係

る費用の額を規定するものである。また、個々の特定福祉用具 る費用の額を規定するものである。また、個々の特定福祉用具

の販売費用の額等については、その額の設定方式及び目録（居 の販売費用の額等については、その額の設定方式及び目録（居

宅基準第二百十六条で準用する第二百四条第二項に規定する目 宅基準第二百十六条で準用する第二百四条第二項に規定する目

録をいう。）に記載されている旨を記載すれば足りるものとし、 録をいう。）に記載されている旨を記載すれば足りるものとし、

運営規定には必ずしも額自体の記載を要しないものであること。 運営規定には必ずしも額自体の記載を要しないものであること。

第四 介護予防サービス 第四 介護予防サービス

一～二 （略） 一～二 （略）

三 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 三 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

１～10 （略） １～10 （略）

11 介護予防福祉用具貸与 11 介護予防福祉用具貸与

⑴ 指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針 ⑴ 指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針

予防基準第二百七十七条にいう指定介護予防福祉用具貸与の基 予防基準第二百七十七条にいう指定介護予防福祉用具貸与の基

本取扱方針について、特に留意すべきところは、次のとおりであ 本取扱方針について、特に留意すべきところは、次のとおりであ

る。 る。

① 介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、一人ひとりの高 ① 介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、一人ひとりの高

齢者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を 齢者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を

営むことができるよう支援することを目的として行われるもの 営むことができるよう支援することを目的として行われるもの

であることに留意しつつ行うこと。 であることに留意しつつ行うこと。

② サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補 ② サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補

う形でのサービス提供は、かえって利用者の生活機能の低下を う形でのサービス提供は、かえって利用者の生活機能の低下を

引き起こし、サービスへの依存を生み出している場合があると 引き起こし、サービスへの依存を生み出している場合があると

の指摘を踏まえ、「利用者の自立の可能性を 大限引き出す支 の指摘を踏まえ、「利用者の自立の可能性を 大限引き出す支

援を行う」ことを基本として、利用者のできる能力を阻害する 援を行う」ことを基本として、利用者のできる能力を阻害する

ような不適切なサービス提供をしないよう配慮すること。 ような不適切なサービス提供をしないよう配慮すること。

⑵ 指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針 ⑵ 指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針

① 予防基準第二百七十八条第一号及び第二号は、指定介護予防 ① 予防基準第二百七十八条第一号及び第三号は、指定介護予

福祉用具貸与の提供に当たって、福祉用具専門相談員が主治の 防福祉用具貸与の提供に当たって、福祉用具専門相談員が主

医師等からの情報伝達及びサービス担当者会議等を通じ、「利 治の医師等からの情報伝達及びサービス担当者会議等を通じ、

用者の自立の可能性を 大限引き出す支援を行う」ことを基本 「利用者の自立の可能性を 大限引き出す支援を行う」こと

として、福祉用具を適切に選定し、個々の福祉用具の貸与につ を基本として、介護予防福祉用具貸与計画に基づき、福祉用

いて利用者に対し、説明及び同意を得る手続きを規定したもの 具を適切に選定し、個々の福祉用具の貸与について利用者に


