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文京区訪問介護サービス業務のガイドライン  

― 訪問介護サービス実施の注意点について ― 
                                                                    平成 13年 10月作成 
                                   平成 15年  9月改正 
                                   平成 17年  2月改正 
                                                                     平成 18年  3月改正 

平成 20年  4月改正 

１ 事業者の留意点  

（１） 高齢者の自立支援の観点から、効果的・効率的に行う。 
サービス提供は、提供者の都合で行うのではなく、高齢者が「人として生きる」、その生活

を援助するという視点が大切である。そのためには、高齢者の意思を尊重したサービスの提供

に十分心がけることが必要である。 
（２） ホームヘルパーの悩み事や相談をフォローする体制をつくり、ヘルパーをサポートする。 

ホームヘルパーは、日常生活に支障のある高齢者に直接サービスを提供していることから、

利用者の困難な悩みや状況を抱え込む機会が多くある。こうしたヘルパーの悩み等をフォロー

したり、研修の機会を拡大するなどの体制が必要である。 
（３） サービスの質の確保・向上に努める 

介護を必要とする高齢者に対する質の高いサービス提供を実践するには、専門性と倫理性を

もった人材の確保と養成が必要である。 
 

  ＊運営基準第 22条第 2項；指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改
善を図らなければならない。 

  ＊運営基準第 30条第 3項；指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保し
なければならない。 

 

２ ホームヘルパーの留意点  

（１） 高齢者の生活・考え方を理解し、尊重する。 
訪問介護サービスは、提供する高齢者の生活の支援を目的としている。高齢者の価値観・生

活スタイルはひとりひとり異なる。利用者とヘルパーの価値観や考え方が違うのは当たり前で

ある。利用者の考え方を尊重したサービス提供を工夫する必要がある。 
（２） サービス提供の目的を理解する。 
   訪問介護サービスの利用の目的をよく理解する必要がある。何を目的にサービス提供を行っ

ているのか、その目的を理解して、目的達成のためサービスを提供する必要がある。 
（３） 高齢者の現状を観察する。 

高齢者は気候や心身の変調、その他環境の変化に対する適応力が弱くなっている。訪問時に

は、利用者の状態の変化を観察し、変化が現れたときは、速やかに事業所、担当ケアマネージ

ャー等へ連絡をする必要がある。 
（４） 訪問日時を遵守し、やむを得ず変更となる場合には、事業所等へ事前に連絡する。また、

業務に適した身だしなみと利用者の立場に立った言葉づかいに心がける。 
（５） 他のサービスとの連携を図る。 

介護を必要とする高齢者の場合、住宅改修の必要や短期入所生活介護、通所介護、訪問看護

等のサービスを利用する必要があり、または利用していることもある。高齢者がどのようなサ

ービスを利用しているのか、あるいはどのようなサービスが必要なのか、など高齢者の状態を

把握し、ケアマネージャーと連絡をとり、他のサービスとの連携を図っていく必要がある。 
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（６） 地域の社会資源を知る。 
介護を必要とする高齢者の場合、単一のサービスのみでは生活が困難な場合も多くある。地

域で活用できるサービスについて、利用者やケアマネージャーに情報提供することも必要であ

る。そのためには、自分が活動する地域のサービスについて理解をしておく必要がある。 
＊運営基準第 23 条第 4 号；常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又
はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。 

（７） 求められる専門性 
高齢化の急速な進行に伴い、介護を必要とする高齢者の増加が見込まれる。介護を必要とす

る高齢者に的確なサービスを提供するためには、今後、専門性が一層求められる。専門性の内

容は、①介護技術、②人間の観察力、③他のサービスとの連携を図る調整力、④緊急時などの

判断力、等である。 
＊運営基準第 23条第 3号；指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をも
ってサービスの提供を行う。 

（８） 求められる倫理性 
専門性と併せ、倫理性（職業意識）が求められる。自立生活の支援のためにサービスを提供

しているという自覚が必要である。求められるものは、①職業に対する自覚、②利用者のプラ

イバシーの保護（他の家で、利用者の噂をしない等），③金銭や物品の貸借・贈答等をしない、

④勧誘等を行わない、等である。 
  
◎ 利用者、家族との積極的なコミュニケーションを図り、相互の理解に努め、利用者との信頼関係

の確立を目指す。 
 

３ 訪問介護サービスに伴う禁止行為  

  ホームヘルパーとサービス利用者との関係は、対等である。しかし、実際には必ずしも対等と

は言えない。特に意思能力の十分でない高齢者の場合にはそうである。ホームヘルパーから何ら

かの働きかけがあった場合、本人の意に反して、それを受け入れざるを得ないこととなる。そこ

で、利用者を保護するため次の行為を行ってはならない。 
  なお、この禁止行為は、ホームヘルパーとして派遣中はもとより、派遣終了後も同様とする。 
（１） 訪問先で知り得た秘密を他の利用者等他で話すこと。 
（２） 金品の贈与・遺贈を受けること。 
（３） 金品の貸し借りを行うこと。 
（４） 宗教への入信等の勧誘を行うこと。 
（５） 物品の購入及びサービス等の勧誘を行うこと。 
（６） 各種の保険加入の勧誘を行うこと。 
（７） 印鑑・預金通帳・キャッシュカード・家の鍵及び不必要な金銭等を預かること。 
（８） 留守宅における訪問介護サービス 
（９） 利用者に自宅の電話番号を教えること。 
 

４ 金銭の預かり等  
（１） 利用者の金銭の取扱いについて 

訪問介護の業務の性格から、利用者からの依頼で日常生活用品等の購入を行うため金銭を取

り扱う場合があるが、金銭事故は、訪問介護サービスだけでなく、介護保険制度への信頼に大

きなダメージを与えるものであり、細心の注意が必要である。 
（２） 取扱いの原則 

買い物等のため、金銭を預かる場合の取り扱いは、原則として、次のとおりとする。 
① 買い物の預り金は、事前に利用者と話し合い、購入品目・購入先等のメモをつくる。 
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外部サービスの

活用 

② 預かる金額は、その都度利用者に金額を確認し、預かり証を書くようにする。 
③ ホームヘルパーが立替をしない。 
④ 買い物から帰宅後、品目・領収書（レシート）を利用者の目の前で確認し、残金を返還す 
る。 
⑤ 利用者の買い物のときに、自分の買い物はしない。（仕事中である。） 
 

５ 訪問介護サービスの制限行為  

  訪問介護では、次の仕事はできない。利用者には事前に説明し、利用者からの要望があったと

きは、ケアマネージャーと相談し、必要な場合には別の手段（訪問看護・シルバー人材センター

等）を紹介するなどで対応すること。 
（１） 医療行為 
   経管栄養の管理、吸引などの行為は、看護婦等の医療専門職が行うこととされており、原則

的にはホームヘルパーには認められていない。 
（２）「直接本人の援助」とならない行為 
   利用者以外の者のための洗濯・調理等、主に家族の利便に供するもの又は家族が行うことが

適当と判断される行為（来客の応接、自動車の洗車等） 
（３）「日常生活の援助」にならない行為 
  ① 草むしりや花木への水遣り、ペットの世話など、ホームヘルパーが行わなくても日常生活

に支障が生じない行為。 
② 大掃除や家屋の修理、ペンキ塗りなど、日常の家事の範囲を超える行為 

(参 考１) 
 
 

                            制限される行為 

 

                                  専門的分野 

                                      医療・看護・リハビリ・マッサージ 
                         経管栄養・専門相談等  

        非日常的分野                         

   ①直接本人の援助に該当しない行為 
            ②日常生活に支障のない行為 
                    例：草むしり・花木の水遣り・ペットの世話等 
                  ③日常の家事の範囲を超える行為 
                    例：大掃除・ペンキ塗り・正月や節句等の 
                      ために特別な手間をかけて行う調理 
 
（参 考２）  

  医療関係職が実施する医療処置・看護援助 

  ・特別な注意を要する人の薬の服用・吸入 
  ・褥そう処置、人工肛門の処置、経管栄養の管理、吸引 
  ・食事療法の指導、導尿、膀胱洗浄、気管カニューレ交換、 

・気管切開患者の管理指導、在宅酸素療法者の管理指導、注射、点滴・中心静脈栄養法 
の管理 

      対 象 業 務 

通常の日常生活を営むのに必要な事項 

例＊掃除・洗濯・炊事・買い物等 
＊食事・入浴・排泄・更衣・移動等介助 
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６ 緊急時の対応  

  ホームヘルパーが利用者にサービス提供時に病状の急変等による緊急対応が必要になる場合

が生じたときのために、緊急連絡先、対応方法（主治医やケアマネージャーへの連絡等）につい

て、事前に利用者と打ち合わせをし、緊急対応連絡票等を作成し、担当ヘルパーが訪問時に携帯

するなど、事業所において速やかに、かつ確実に個々人に応じた緊急対応が取れるよう、事前対

策を講じておく必要がある。 
  
＊運営基準第 27条；訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変
が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなければな

らない。 
 

７ 高齢者の権利擁護  

（１）権利擁護の問題の重要性 
   意思能力が十分でない高齢者は、財産管理や自分の問題についての判断が確実にできないの

で、身近な親族の判断に頼ることが多い。本人に代わって判断する者が本人の立場に立って公

正に判断してくれる場合には問題は生じないが、場合によっては、本人に不利益な形で事態が

進んでしまうことも考えられる。 
   また、高齢者がひとり暮らしをしている場合などに、知人に預金を使われたり、悪質な訪問

販売業者などに不要な高額物品を買わされるなどの問題が生じる場合もある。 
   さらに、介護をめぐる関係においても、介護者による暴力や家族による乱暴な取扱い（虐待）

といった様々な形態での問題が発生することも考えられる。 
   このような認知症高齢者等の権利侵害が危惧される場合には、「権利擁護」の問題としてと

らえ、権利が侵害されないよう事前に予防することが重要である。 
 
（２） 権利擁護が問題となる事例の発見 

権利擁護が問題となる事例には、例えば次のようなものが考えられる。 
 
 

  財産関係    不動産などの財産をめぐるトラブル 
預貯金の管理をめぐるトラブル 
各種年金や手当の受給についてのトラブル 
資産についての将来の相続をめぐるトラブル 

  介護関係     高齢者に対する介護者の暴力 
心理的な虐待（脅迫・侮辱等） 
家庭内での遺棄  放置（毎日同じものを食べさせる等） 

       無視（言葉をかわさない等） 
介護者による介護拒否（食事・排泄等介助の拒否等） 

  自虐       高齢者が自分自身の健康や安全を脅かす等 
 
 
 
（３）権利擁護が問題となる事例への対応 
   ホームヘルパーが、訪問先の家庭において、高齢者等の権利侵害が危惧される事例を発見し

た場合には、事業所へ報告するとともに、次の関係機関へも連絡・相談すること。    
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相談等の主な区分 所 管 等 の 名 称 電   話  

介護保険サービス 
苦情・相談 介護保険課介護保険相談窓口 ５８０３―１３８３ 

高齢者総合相談 高齢福祉課高齢者相談係 

（福祉事務所） 
５８０３－１３８２ 

文京保健所予防対策課 
保健指導係 ５８０３－１８３６ 

保健サービスセンター ３８１３－５６５６ 精 神 保 健 

保健サービスセンター 本郷支所 ３８２１－５１０６ 

訪問指導 文京保健所健康推進課 
地域保健担当 ５８０３－１２３１ 

消費者契約相談 消費生活センター ５８０３－１１０６ 

文 
 
 
京 
 
 
区 

富坂地域包括支援センター 
（白山高齢者支援センター） ３９４２－８１２８ 

大塚地域包括支援センター 
（大塚高齢者支援センター） ３９４１－９６７８ 

本富士地域包括支援センター 
（たつおか高齢者支援センター） ３８１１－８０８８ 

総合的な相談･支援 
虐待防止･早期発見 
介護予防ケアマネジ

メント 
包括的･継続的ケア

マネジメント支援 駒込地域包括支援センター 
（千駄木高齢者支援センター） ３８２７－５４２２ 

地域包括支

援センター

福祉サービス利用援

助事業・ 
成年後見制度相談 

権利擁護センター 
「あんしんサポート文京」 ３８１２－３１５６ 文京区社会

福祉協議会 

 
 

８ 管理者及びサービス提供責任者の役割  

（１）訪問介護事業所の管理者は、従事者（ホームヘルパー）と訪問介護サービスの業務の管理を

一元的に行うとともに、従事者に対し、指揮命令を行う責務がある。（運営基準第 28 条第 1 項
及び第 2項） 

 
（２）また、サービス提供責任者（訪問介護の職務従事者のうち 1人以上）は、訪問介護計画の作
成・変更の業務、利用申込みに係る調整、ホームヘルパーに対する技術指導等のサービス内容の

管理を行う責務がある。（運営基準第 28条第 3項） 
 
（３） 訪問介護サービスは、在宅での自立した生活を支える中心的サービスである。訪問介護従事

者等による事故・事件の発生防止対策を講ずることは、利用者・事業者・保険者間の信頼関係

を構築し、介護保険の早期定着を図っていく上で、不可欠である。管理者及びサービス提供責

任者におかれては、すでに事業所内で組織的な取組みを行っていることと思われるが、引き続

きその再点検・再確認に努めることとする。また、これから取り組む事業所にあっては、上述

の点を踏まえ、早急に点検・確認体制を確立する必要がある。 


