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ラ　ムラ　コ　コ　ラ　ム ホームでの医療的ケアについて

ステップ4-2　重要事項説明書を確認しましょう

Ｑ＆Ａ　日常的な医療的ケアへの対応

Ｑ．たんの吸引や経管栄養（胃ろう・腸ろう・経鼻経管栄養）、中心静脈栄養など日常的に医療的ケアが必要と
なったときに、ホームでは対応してもらえるでしょうか。
Ａ．各ホームでは、職員の配置状況などにより、対応できる医療的ケアの内容に違いがありますので、まずは重
要事項説明書や契約書の内容を確認してください。不明な点については入居前に確認し、ホームとあらかじめ
書面を取り交わしておくのもよいでしょう。
　医療的ケアを受けるに当たっては、ケアプランに反映させることが必要ですので、ケアマネジャーとも相談
しましょう。また、外部の訪問看護を利用する場合、主治医から訪問看護事業所への指示書も必要になります。
　なお、たんの吸引や経管栄養は医療行為に当たるため、医師または看護職員のみが実施可能とされています
が、研修を受けた介護職員も一定の条件下でこれらを行うことが認められています（詳しくは下のコラム
「ホームでの医療的ケアについて」を参照してください。）。また、中心静脈栄養の対応は介護職員が行うことは
できないため、看護職員が配置されたホームか、外部の訪問看護を利用しないと、ホームでの生活は難しいで
しょう。

　ホームにおいて、医師の指示下で看護職員が一定の医療行為を行うことは、制度上認められています。
　また、2012年4月の「社会福祉士及び介護福祉士法」改正により、一定の研修を受けた介護職員は、医療や看
護との連携による安全確保が図られているなど、一定の条件のもとで、たんの吸引や経管栄養（以下「たん吸
引等」といいます。）を行うことができることになりました。
　ホームで医療的ケアを受けることを希望する場合は、ホームに看護職員が配
置されているか、または「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた介護
職員が配置されておりホームがたん吸引等を行う事業者として東京都に登録
されているかを確認しましょう（都内の登録特定行為事業者の一覧表は東京都
福祉保健局のホームページで公表しています（※）。また、一定の研修を受け、
たん吸引等を行うことができる職員の配置の有無は、重要事項説明書におい
て確認することが可能です。）。
　なお、住宅型有料老人ホームで、看護職員が配置されておらず登録も受けて
いないホームであっても、外部サービスで訪問看護や訪問介護（登録特定行為
事業者に限る）を利用することにより、必要な医療的ケアを受けることができ
る場合がありますので、ケアマネジャーと相談してみましょう。

※ホームページはこちらをご参照ください。
　「喀痰吸引等（たんの吸引等）の制度について」
　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/tankyuuin.html

重要事項説明書を確認しましょう

　東京都福祉保健局のホームページでは、東京都内にあるホームの重要事項説明書（※）を公表していま
す。
(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/shisetu/yuuryou/jyuuyoujikou/index.html)

　次のページから、重要事項説明書の見方を説明していきます。ステップ4－1のチェックリストと、気に
なったいくつかのホームの重要事項説明書を実際に見ながら、それぞれのホームで何が違うのかを見比
べ、自分の希望に合うホームをさらに絞っていきましょう。

※重要事項説明書の様式は都道府県・政令指定都市・中核市がそれぞれの自治体の指針で定めているため、自治体ごとに若干異
なっています。東京都外にあるホームと比較検討する場合はご注意ください。

いつの時点の重要事項説明書かを確認しましょう。
※最新のものは、ホームに問い合わせて手に入れましょう。

施設名をクリックすると、その
ホームの重要事項説明書を見る
ことができます。

東京都福祉保健局のトップページから、

→ ①

→ ②   高齢者施設

→ ③   有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)

→ ④   東京都有料老人ホーム重要事項説明書一覧

　 ①～④順にクリックしていきます。

ステップ
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ステップ4-2　重要事項説明書を確認しましょう

【重要事項説明書の見方のポイント】
※ここで示している様式の記入内容は参考例です。それぞれのホームで内容が異なりますので、ホームの重要事項説明書で分からない
部分があれば、ホームに問い合わせてみましょう。

①ホームの類型・表示事項の情報
権利形態、支払方式、入居時要件などを確認できます。
＜ポイント＞
介護付か住宅型かは類型欄で確認しましょう。

②ホームの運営事業者の情報
運営法人の名称、法人所在地などを確認できます。
＜ポイント＞
都内で実施するその他介護保険サービスも確認で
きます。

③ホームの概要についての情報
ホームの所在地、連絡先、開設年月日、
交通手段などが確認できます。

④ホームの建物・設備の情報
ホームの面積、居室、共用設備などが
確認できます。

⑥夜間職員体制の情報
夜間帯の職員体制が確認できます。
＜ポイント＞
24時間看護職員を配置しているホームもあります。

＜常勤換算方法について＞
　常勤換算方法とは、常勤専従の職員を1人と数え、非常
勤職員など、各職員の勤務時間が常勤専従職員何人分に
なるかを数値で表したものです。各職員の勤務時間を常
勤専従職員の勤務時間で割ることで求められます。
　人員基準は、この常勤換算方法で表されているもの
も多いので、確認しましょう。

（例）常勤専従の介護職員の勤務時間が週40時間の場合
の計算方法
○常勤専従介護職員15人→常勤換算15人…①
○非常勤専従介護職員5人
　・週32時間勤務3人
　　（32時間÷40時間）×3人＝常勤換算2.4人…②
　・週20時間勤務2人
　　（20時間÷40時間）×2人＝常勤換算1人…③
●介護職員の常勤換算人数
　①＋②＋③＝15人＋2.4人＋1人＝18.4人

⑤職員体制についての情報
職種ごとの職員数、保有資格などが確認できます。
＜ポイント＞
常勤換算人数も忘れずに確認しましょう。

⑦安否確認・医療的ケアについての情報
安否確認の方法や施設で対応できる医療的ケ
アの内容が確認できます。
＜ポイント＞
どのような医療的ケアであればホーム内で対
応可能か確認しましょう。

⑧医療機関との連携情報
協力医療機関の名称、協力内容が確認できます。
＜ポイント＞
診療科目や緊急時の対応可否を確認しましょう。
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ステップ4-2　重要事項説明書を確認しましょう

⑨入居時要件の情報
入居者・身元引受人の要件などが確認できます。

⑩入居後の居室移動についての情報
状況により居室変更になる際の判断
基準、手続、費用などが確認できます。

⑪入居・退去状況についての情報
現入居者の人数、年齢帯、要介護度や
退去者の人数とその理由などが確認
できます。

⑭短期解約特例・保全措置の情報
３か月以内に退去した場合の返還金の算定方
式や保全措置方法などが確認できます。
＜ポイント＞
前払金があるホームは必ず短期解約特例を設
ける必要があります。

⑮介護保険自己負担額の情報
介護付有料老人ホームの場合、要介護度に応じ
た介護保険自己負担額の目安が確認できます。
＜ポイント＞
ホームの所在地や加算の対象者によって金額
が変動することがあります。

⑯署名・捺印欄
入居契約の前に、説明者と説明を受けた者の署
名を行うことが義務付けられています。

⑬前払金の返還についての情報
前払金の返還対象としない額や返還金の
算定式が確認できます。
＜ポイント＞
前払金のうち一定額を返還対象としないホー
ムもありますので、十分注意が必要です。

⑫利用料金の情報
前払金、月額利用料やその算定根拠などが
確認できます。
＜ポイント＞
前払金は何の対価として支払うものか十
分確認しましょう。
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ステップ5　資金計画は立っていますか？

⑰介護サービス内容の情報
支払う費用に対してどのようなサービスが提供
されるのかなどが確認できます。
＜ポイント＞
追加費用の発生があるのか、希望のサービスご
とに確認することが大切です。

資金計画は立っていますか？
ステップ

要支援・要介護状態で入居の場合

自立で入居の場合

有料老人ホーム
で高齢期を過ご
すための総費用

有料老人ホーム
で高齢期を過ご
すための総費用

①入居時に
必要な費用
（前払金）
（敷金）

①入居時に
必要な費用
（前払金）
（敷金）

自立で入居し、要支援・
要介護になった場合

※生活サポート費は自立の間のみ

②毎月必要な費用
月額利用料：食費・
家賃相当額・管理費
（光熱水費等）
（介護関連費）

居住月数

②毎月必要な費用
月額利用料：食費・
家賃相当額・管理費
（光熱水費等）

（生活サポート費※）

居住月数

介護が必要な
状態になった
場合の費用
（介護関連費）

要支援・要介護に
なってからの
居住月数

　ホーム入居に関するトラブルで多いものは、費用に関することです。入居時、入居後、介護が必要になっ
たとき、退去時等、それぞれの時点において必要な費用や返還金について確認し、可能であれば金融機関
や専門家にも相談し無理のない資金計画を立てておくことが大切です。
（コラム：資金計画を立てましょう　30ページ参照）。

●ホームで必要な費用の一例

　ホームが受領できる料金は、老人福祉法で「家賃」「敷金」「介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与
の対価」に限られており、これに当たらない「権利金」の類の金品をホームが受け取ることは禁止されてい
ます。ホームから求められたものが何のための費用なのか、返却されるのかされないのかをあらかじめき
ちんと確認することが大切です。

① 入居時に必要な費用

●前払金【前払金方式（７ページ参照）を選択した場合】（ホームに支払います）
　一定期間の家賃等をホーム入居時に前もって支払うものです。サービスの対価が含まれる場合には
消費税が徴収される場合があります。
・退去により契約が終了した場合の返還金がいくらになるか確認しましょう（26ページ参照）。
・ホームによっては、前払金を初期償却（※）するケースがあります。重要事項説明書などにより初期償
却の有無を必ず確認しましょう（23・24ページ参照）。

※　初期償却とは、前払金の全部又は一部を、ホームに入居した日から３か月（短期解約特例期間）が経過した後すぐに償却（事業
者が売上に計上）し、ホームを退去した場合に、入居期間の長さに関わらずこれを返還しないことをいいます。

（　　） ③その他の費用
（医療関係費）
（イベント費等）
個別の有償
サービス費等

③その他の費用
（医療関係費）
（イベント費等）
個別の有償
サービス費等

（　  ）

（　  ）
（　　）

⑱東京都指針との適合状況の情報
東京都の指針に適合しているか確認できます。
＜ポイント＞
前払金のうち初期償却がある場合、東京都の指
針に適合していません。


