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法人紹介 秀峰会 
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 職員数    ２，９６４名 （H28.6.末現在） 

  （内 準職員937名・登録ＨＰ899名）                                        

• 昭和５８年１０月   設立認可 

• 昭和５９年５月    さくら苑事業開始 

 事業内容   老人福祉・介護事業 

           保育事業・診療所 

秀峰会概要 
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＜秀峰会グループ事業所展開＞ 平成28年度  
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介護・看護・リハビリ・医療・保育のニーズに 

包括的・統合的に応える仕組み               

秀峰会の事業展開の基本構想 

定期巡回サービスへの参入 

ＨＣＮＷ 

地域包括ケアシステムの考え方と一致              
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第5期 横浜市高齢者保健福祉計画 
・介護保険事業計画 

横浜市の定期巡回サービスの展開計画 

年間延べ利用者数見込 

・24年度 18事業所 1,350名 

・25年度 27事業所 4,570名 

・26年度 36事業所 7,810名 
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 ・24年度 18事業所中 5事業所指定 
  ・25年度   9事業所中   6事業所指定  

 ・26年度   9事業所中 2事業所指定 

秀峰会の定期巡回事業方針 

現在13事業所でサービスを運営 

ＨＣＮＷの展開 

地域を支えるネットワーク作り 
→多数の拠点が必要 
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夜間ＯＰ業務を委託した背景① 

地域包括ＣＳの 
担い手は特養やＧＨ 

夜間のＯＰや随時要員は
特養ホーム等の職員が！ 

さて秀峰会は？ 
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夜間ＯＰ業務を委託した背景② 

特養・ＧＨ拠点 
地域的偏り 

施設スペースに 
余裕がない 

サービス拠点と
して不便な立地 

拠点は既存の訪問介護事業所に！ 
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夜間ＯＰ業務を委託した背景③ 

ＨＣＮＷの展開→多数の拠点を！ 

ＯＰ要件を満たす有資格者の 
常時各事業所配置は難しい… 

夜間のＯＰ一極集中！ 
人員配置効率化で可能!! 
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一部委託に関する制度的根拠① 

指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに
関する基準について（解釈通知） 
 
第三/一/４/（21）③ 
 （前略） 
 地域の実情に応じて、既存の地域資源・地域の人材を活用 
 しながら、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実施を 
 可能とする観点から、地域の指定訪問介護事業所又は 
 指定夜間対応型訪問介護事業所に対して、定期巡回サービス、 
 随時対応サービスの事業の一部を委託することができることと 
 したものである。 
 （後略） 
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一部委託に関する制度的根拠② 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 
                        
第三条の三十 ２ 
 （前略） 
 ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、適切に 
 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用者に提供する体制 
 を構築しており、他の指定訪問介護事業所又は指定夜間対応型訪 
 問介護事業所（以下この条において「指定訪問介護事業所等」とい 
 う。）との密接な連携を図ることにより当該指定定期巡回・随時対応 
 型訪問介護看護の効果的な運営を期待することができる場合であっ 
 て、利用者の処遇に支障がないときは、市町村長が地域の実情を 
 勘案し適切と認める範囲内において、定期巡回サービス、随時対応 
 サービスの一部を、当該指定訪問介護事業所等の従業者に行わせ 
 ることができる。  
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一部委託に関する制度的根拠③ 

指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに
関する基準について（解釈通知） 
 
第三/二/４/（６）④  
 （前略） 
 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を一体的に行う 
 指定夜間対応型訪問介護事業所については、当該指定定期巡回 
 ・随時対応型訪問介護看護の事業の一部が基準第３条の30第２項 
 の規定に基づき他の指定訪問介護事業所又は指定夜間対応型 
 訪問介護事業所に委託されている場合に限り、市町村長が認める 
 範囲内において、定期巡回サービス、オペレーションセンターサービ 
 ス及び随時訪問サービスの事業の一部を当該他の指定訪問介護 
 事業所または指定夜間対応型訪問介護事業所に委託できることと 
 したものである。 
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事業所間の委託関係 

随時対応サービス（定期巡回随時対応型訪問介護看護）の委託 

オペレーションセンターサービス（夜間対応型訪問介護）の委託 

桜樹の森（南区） 
  

ケア24 
（定期巡回随時対応型訪問介護看護） 

ヘルパーステーション 
（夜間対応型訪問介護） 

陽光の大地（金沢区） 
  

ケア24 
（定期巡回随時対応型訪問介護看護） 

ヘルパーステーション 
（夜間対応型訪問介護） 

桜樹の森ヘルパーステーション内に夜間オペレーションセンターを設置 
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夜間ＯＰの委託実現のカギ！ 

スマケアの活用により 
瞬時に利用者情報をＧＥＴ！ 

スマケアとの出会い！ 
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この条件を満たすためには 
スマケアのシステム利用が必須！ 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 
                        
第三条の三十 ２ 
 （前略） 
 ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、適切に 
 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用者に提供する体制 
 を構築しており、他の指定訪問介護事業所又は指定夜間対応型訪 
 問介護事業所（以下この条において「指定訪問介護事業所等」とい 
 う。）との密接な連携を図ることにより当該指定定期巡回・随時対応 
 型訪問介護看護の効果的な運営を期待することができる場合であっ 
 て、利用者の処遇に支障がないときは、市町村長が地域の実情を 
 勘案し適切と認める範囲内において、定期巡回サービス、随時対応 
 サービスの一部を、当該指定訪問介護事業所等の従業者に行わせ 
 ることができる。  
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夜間ＯＰが関わる職員・利用者等 

事業所数 
１３事業所 

従業員数 
（夜勤対応者） 

９２名 

利用者数 
定期巡回２８１名 
夜間対応３５６名 

※平成28年７月現在 

夜間オペレーター 
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夜間オペレーター管理体制 

常勤ＯＰ 

係長 

管理者 

パ
ー
ト
オ
ペ
レ
ー
タ
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夜間オペレーター配置状況 

勤務時間 
 常勤オペレーター  １名    17：30～11：30（2ｈ 休憩） 
 パートオペレーター  3名  17：30～ 8：30（1ｈ 休憩） 

一週間のローテーション 
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夜間ＯＰと各事業所ＯＰの確実な切替 

日中 

夜間 
ログオフ 

ログイン 

委託先ＯＰ 

各事業所
ＯＰ 

ログイン 

ログオフ 
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OPの作業標準① コール対応 
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OPの作業標準② 随時訪問要請等  

事業所 

巡回先 

オンコール 

随時訪問 
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OPの作業標準③ CMへの連絡 

担当ケアマネージャー 

夜間ＯＰ帯の利用者情報 24 



夜間ＯＰが関わる職員・利用者等（再掲） 

事業所数 
１３事業所 

従業員数 
（夜勤対応者） 

９２名 

利用者数 
定期巡回２８１名 
夜間対応３５６名 

※平成28年７月現在 

夜間オペレーター 
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夜間コールの現状①全体数 
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夜間コールの現状②内訳 
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起きてきた問題点・事故 

看取りなのに救急搬送してしまった 

電話操作のできない利用者に何度も電話 

利用者ごとの個々の要望の見落とし 

etc.  ・・・ 
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コール入電時 
オペレーターがいかに正確に迅速に 

利用者情報を把握できるか 

全事業所で 
スマケア路程画面の 
入力整備を標準化！ 

一部委託体制成功のカギ 
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路程欄整備の申し合わせ事項① 

利用者情報の必須入力項目 
 

①ADL 

②メンタル面の特記 

③既往歴 

④コール入電時、どのような状況下にあることが予想されるか 

⑤夜間対応型訪問介護の場合、24時間通報対応加算の有無 

⑥夜間対応型訪問介護の場合、日中の訪問介護利用の有無 

⑦上記の場合で日中の訪問介護事業所は法人内か法人外か

⑧利用者個々の特筆すべき重要事項 
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路程欄整備の申し合わせ事項② 

入力に関するルール 

 

①入力内容は簡潔にまとめる 

   ⇒長文ではコール対応時に重要事項を見落とす可能性有 
 
②路程トップには必ず事業所名を入力 
   ⇒利用者の所属事業所がすぐに把握できる 
 
③路程4行目までに利用者の最重要情報を入力 
   ⇒路程は４行目まではスクロールせず閲覧できるので 
    情報の見落としが防げる 
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定期巡回の例 
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夜間対応型の例 
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現状の問題点① 

利用者からのコールが 
とりきれずバックアップにとんでしまう 

利用者数増 

コール時間の
重なり 原因 
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現状の問題点② 
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早急の課題 

夜間オペレーターを２名体制に！ 
 
  有資格者の確保が難しい… 

収入と人件費のバランス… 

いろいろな問題を乗り越え 
年度内には体制を確立！ 
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ご清聴ありがとうございました。 
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