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IV. 技術的助言の概要 

 

各審査会を訪問する「技術的助言事業」は、派遣された認定適正化専門員が実際の介護認定

審査会の調査・審査を観察し、審査会事務局に対して改善のための技術的助言を実施する事業

である。 

１． 技術的助言事業の概要 

（1） 派遣期間 

平成 29年 9月 6日～平成 30年 3月 7日 

（2） 実施審査会 

都道府県を通じ応募のあった 67審査会から 49審査会（49合議体）を選定して実施した。 

（3） 主な内容 

選定された審査会それぞれについて、要介護認定適正化事業 認定適正化専門員を各審査会

に派遣し、以下を実施した。 

 

・ 事前評価（各審査会のデータの整理及び介護認定審査会資料の通読・精査） 

・ 介護認定審査会の傍聴 

・ 審査会委員との意見交換 

・ 改善に向けた事務局との協議 

・ 必要に応じて改善のためのフォローアップ 

・ 審査会別報告書の作成・送付 

 

なお、審査会訪問以降の各審査会での取り組み方法や審査会委員・認定調査員へのフィード

バックの方法については、各審査会の裁量にゆだねた。 

２． 事業の具体的な実施方法 

（1） 訪問審査会候補の募集 

厚生労働省老健局老人保健課より、都道府県を通じ、全国市区町村及び広域連合・一部事務

組合に対して事業への応募を呼びかけた。なお、事業への応募を呼びかける際には、各都道府県

に対し、業務分析データから作成した「市区町村の基本調査選択率と要介護度出現率」を提供し、

各都道府県内の審査会に応募を呼びかける際の参考として活用していただいた。 

「市区町村の基本調査選択率と要介護度出現率」として整理した項目は、「要支援 1 の出現率

（一次判定結果）」、「要介護 2 の出現率（一次判定結果）」、「麻痺等の有無（左-下肢、右-下肢）」、
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「座位保持（支えてもらえればできる）」、「移乗（見守り等）」、「移動（見守り等）」、「短期記憶（でき

ない）」の 7 項目であり、それぞれについて「はずれ値」を示す市区町村が分かるように、一覧表に

まとめたものである（詳しくは P.25参照）。ただし、実際の応募に関しては、「はずれ値」を示す審査

会に対象を限定したものではない。 

（2） 訪問審査会の選定 

訪問審査会候補の募集の結果、合計 67審査会からの応募があった。各都道府県につき１審査

会を訪問することを原則とし、応募がなかった当該都道府県の訪問枠を、複数の応募があった都

道府県に充当した。同一都道府県内で複数審査会からの応募があった場合は、「はずれ値」に該

当する審査会を優先的に選定することとした。この結果、応募のあった 67 審査会のうち、49 審査

会（49合議体）を選定することとなった。 

（3） 事前分析 

本事業では、応募審査会に対して、「訪問自治体カルテ」により、当該保険者における要介護認

定に関する状況に関して事前質問を行った。また、併せて業務分析データからも訪問審査会の分

析を行い、基本調査の選択等に偏りがないかなどについて事前に確認を行った。本事業では、数

量データのみに基づく審査の適切性の判断は行っていないが、基本調査項目の選択率や一次判

定・二次判定の結果分布は、認定調査の妥当性や介護認定審査会の審査方法の実態を示唆す

る場合があり、審査会の状況を知る手がかりとなることからデータの事前確認を行った。 

審査会への訪問に際しては、事前に審査会事務局から送付される介護認定審査会資料（当日

使用されるもの）を精査し、基本調査の選択や特記事項の記載方法等についての妥当性について

検討し、業務分析データの結果も踏まえ、当該審査会の抱える課題について仮説を構築した上で、

審査会傍聴に臨んだ。 

特に（１）に記載したとおり、訪問先の審査会がいずれかの項目について「はずれ値」を示してい

るケースについては、特にその原因と考えられる背景等に注意しながら、事前準備を行った。 

（4） 介護認定審査会の傍聴 

審査会訪問では、実際の介護認定審査会を傍聴し、審査手順の確認を行った。その際、通常

時と同様の審査状況を傍聴する必要があることから、また審査の公平性を担保するために、適正

化支援チームは、審査会中、審査会委員からの質問等について回答せず、審査会が完全に終了

するまで発言を行わないこととした。 

（5） 審査会委員との意見交換 

介護認定審査会終了後には、委員との意見交換の場を設けた。委員からの審査方法や認定調

査に関する質問に対応するとともに、要介護認定に関する意見交換を行った。 

（6） 改善に向けた事務局との協議 

ヒアリング・合議体での情報、及び同席している都道府県担当者からの情報をもとに適正化支援

チームと当該都道府県担当者の間で協議を行った上で、審査会事務局との協議の場を設け、技
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術的な助言を行うとともに、情報提供を行った。 

技術的助言は、事務局の人員体制や介護認定審査会委員との関係等も考慮した上で現実的

な方法となるように配慮した。また、助言内容を事務局が実行するためのヒントとなるよう、他の審査

会の取組みの中で、問題点の改善に資すると思われる情報を提供した。同時に厚生労働省や要

介護認定制度に関する意見や要望を聴取した。 

（7） 自治体報告書の作成と送付 

訪問終了後、おおむね１カ月後を目途に、訪問した審査会の事務局に対して、認定適正化専

門員が助言した内容の概略をまとめた「自治体報告書」を電子媒体で送付した。また、「審査会訪

問アンケート」も送付し、事業に関する評価と今後の対応についての回答を回収した。 

３． 訪問審査会 

審査会訪問審査会は、都道府県の推薦により応募された審査会を訪問先候補とした。推薦がな

かった都道府県を除いた、各当道府県 1～2か所の審査会に訪問した。 

なお、「はずれ値」に該当する項目がある審査会は、43審査会であり、全体の 87.8％であった。 
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図表 IV-1 訪問審査会一覧（訪問順） 

 訪問月日 都道府県 訪問審査会 
「はずれ値」の

該当の有無 

1 9/6 福島県 あだち地方介護認定審査会 1 ○ 

2 9/11 愛知県 刈谷市 ○ 

3 9/14 兵庫県 養父市 ○ 

4 9/26 滋賀県 彦根市 ○ 

5 10/12 北海道 南空知南部介護認定審査会 2 ○ 

6 10/12 岐阜県 山県市 ○ 

7 10/13 広島県 世羅町 ○ 

8 10/18 神奈川県 足柄上衛生組合 ○ 

9 10/19 静岡県 島田市 ○ 

10 10/24 福井県 大野・勝山地区広域行政事務組合 ○ 

11 10/26 大阪府 阪南市泉南市岬町介護認定審査会 3 ○ 

12 10/27 島根県 浜田地区広域行政組合 ○ 

13 11/7 山口県 柳井市 
 

14 11/8 新潟県 
南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費

等支給審査会 4 
○ 

15 11/10 宮崎県 日向入郷地域介護認定審査会 5 ○ 

16 11/10 鹿児島県 いちき串木野市 ○ 

17 11/16 新潟県 新潟市 ○ 

18 11/16 茨城県 取手市 ○ 

19 11/21 高知県 安芸市芸西村介護認定審査会 6 ○ 

20 11/22 神奈川県 座間市 ○ 

21 11/30 山形県 東根市 ○ 

22 12/5 千葉県 山武郡市広域行政組合(大網白里市) ○ 

23 12/6 長崎県 五島市 
 

24 12/6 熊本県 山鹿市 ○ 

25 12/7 埼玉県 鴻巣市 ○ 

26 12/8 山梨県 東部広域連合 ○ 

27 12/11 栃木県 茂木町 
 

28 12/13 兵庫県 佐用町 ○ 

29 12/19 鹿児島県 徳之島地区介護保険組合 ○ 

30 12/20 愛媛県 四国中央市 ○ 

31 1/9 佐賀県 伊万里市 
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 訪問月日 都道府県 訪問審査会 
「はずれ値」の

該当の有無 

32 1/10 長野県 佐久広域連合 7 ○ 

33 1/11 沖縄県 うるま市 ○ 

34 1/17 群馬県 みどり市 ○ 

35 1/18 宮崎県 都城市 ○ 

36 1/24 和歌山県 和歌山市 
 

37 1/25 三重県 松阪市（委託分を含む） ○ 

38 1/25 岐阜県 養老町 ○ 

39 1/30 京都府 城陽市 ○ 

40 2/1 静岡県 熱海市 ○ 

41 2/7 東京都 西東京市 
 

42 2/8 青森県 八戸広域市町村圏事務組合 ○ 

43 2/8 福岡県 筑後市 ○ 

44 2/13 大分県 中津市 ○ 

45 2/15 徳島県 藍住町・板野町・上板町介護認定審査会 8 ○ 

46 2/21 香川県  小豆地区広域行政事務組合 9 ○ 

47 2/22 石川県 志賀町 ○ 

48 3/6 岩手県 二戸地区広域行政事務組合 ○ 

49 3/7 秋田県 横手市 ○ 

  合計 49 審査会（49 合議体）訪問 
該 当：43 

非該当：6 

 

 

1「あだち地方介護認定審査会」としてのデータは整理されていないが、二本松市が該当 

2「南空知南部介護認定審査会」としてのデータは整理されていないが、栗山町、南幌町、由仁町が該当 

3「阪南市泉南市岬町介護認定審査会」としてのデータは整理されていないが、泉南市が該当 

4「南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会」としてのデータは整理されていないが、南魚沼市、湯沢町

が該当 

5「日向入郷地域介護認定審査会」としてのデータは整理されていないが、日向市が該当 

6「安芸市芸西村介護認定審査会」としてのデータは整理されていないが、安芸市が該当 

7「佐久広域連合」として該当はないが、佐久市、小梅町、南牧町、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、蓼科町が該当 

8「藍住町・板野町・上板町介護認定審査会」としてのデータは整理されていないが、藍住町、板野町、上板町が該当 

9「小豆地区広域行政事務組合」として該当はないが、小豆島町、土庄町が該当 
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４． 技術的助言の概要 

各審査会で提供される技術的助言の内容は、それぞれの地域の課題の特性にあわせて検討さ

れたため、以下では、多くの訪問審査会で共通してみられた助言内容を整理した。 

（1） 認定調査の特記事項の記載に関する助言 

① 介護の手間に関する記載 

要介護認定は、「介護の手間の総量」の多寡により評価を行う仕組みである。一次判定は、タイ

ムスタディに基づいた統計的な推計値として、介護の手間を算出する。二次判定では、特記事項と

主治医意見書の記載内容から、一次判定の推計値に反映されにくい申請者固有の介護の手間を

評価することが求められている。したがって、二次判定では、特記事項と主治医意見書から介護の

手間を把握できる記載があることが非常に重要である。 

特記事項と主治医意見書から介護の手間が読み取れない場合、審査会では、本来検討すべき

情報を検討せずに、審査を進めることや、エビデンスに基づかない議論をする可能性があり、合議

体間や審査会間のばらつきへと繋がると考えられる。 

技術的助言を行った審査会の中では、申請者がどのような状態であるかといった記載に注力し、

実際にどのような介助が行われているか（または、必要か）といった介護の手間につながる記載が

少ない特記事項のケースが見られた。要介護認定は、状態の重篤さではなく、あくまで介護の手間

の多寡を評価する制度であるため、特記事項には、介護の手間に関する記載が必要であるとの指

摘を行った。 

 

② 頻度に関する記載 

介護の手間の総量を把握するためには、どのような介助が行われているかのみではなく、その

介助がどの程度の頻度で実施されているかもあわせて必要となる情報である。 

介護の手間とその頻度に関しては、特記事項に具体的な記載がなされることが求められていると

考えられるが、技術的助言を行った一部の審査会においては、頻度が記載されていなかったり、

「時々」、「まれに」、「頻回に」など読む人によって異なる印象を与える曖昧な記載がされているケ

ースが見られた。 

頻度に関する記載は、「週に○回」といった表現のように数字を用いた具体的な表現により、介

助の方法と併せて記載することが重要であることを助言した。 

 

③ 能力で評価する項目と介助の方法で評価する項目の混同 

能力で評価する項目は、各調査項目について「できる」か「できない」かを、各可能な限り、定義

に指定されている確認動作を実際に試行して評価する項目となっている。ただし、実際に試行した

結果と日頃の状況が異なる場合は、一定期間の状況において、より頻回な状況に基づき、選択を

行うと定められている。 

能力で評価する項目が、確認動作が「できる」か「できない」かに基づいた判断を行うものである
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という考え方に則せば、ここで示されている「日頃の状況」とは、確認動作に指定されている行動を

日頃どのように行っているかではなく、日頃から確認動作に相当する能力があるかどうかについて

判断を行うと考えることが妥当である。 

技術的助言を行った審査会の中には、能力で評価する項目において、日頃の状況で判断する

際に、能力の有無ではなく、日頃どのようにその行為を行っているかに基づいた判断を行っている

ケースも見られた。例えば、「1-7 歩行」で、定義に定められている「立った状態から継続して５ｍ

歩ける能力があるか」で判断せずに、日常の生活で杖を使用している旨の特記事項とともに、「何

かにつかまればできる」を選択しているようなケースがあった。また、「1-5 座位保持」においては、

定義に定められている「背もたれがない状態での座位の状態を 10 分間程度維持できるかどうか」

ではなく、日頃は背もたれに寄りかかって椅子に座っている旨の特記事項とともに、「支えてもらえ

ばできる」を選択したりするケースが見られた。このような判断が重なると、実態以上に高い一次判

定が算出される可能性があり、審査会間での審査判定結果のばらつきにもつながる。これらのケー

スにおいては、日頃から確認動作に定められた動作ができる能力があるかどうかに基づき、日頃の

状況を判断するように助言した。 

また、このようなケースでは、「1-7歩行」の特記事項に移動に関する状況を詳細に記載する場合

など、能力で評価する項目の特記事項に介助の方法で評価する項目の特記事項を記載する場合

も散見された。能力で評価する項目と介助の方法で評価する項目が、それぞれ着目している点に

注意し、それぞれの特記事項を整理して書き分けることが、審査会にとって読みやすい特記事項

の記載につながることを助言した。 

 

④ 排泄関連の特記事項についての記載 

技術的助言においては、特記事項の一般的な記載方法に加え、基本調査項目の「排尿」「排便」

の特記事項の記載のポイントについても技術的な助言を行った。「排尿」「排便」は、日々の介護の

中でも介護負担に個人差が生じやすく、一次判定で十分に介護の手間が加味できない場合が存

在することから、特に二次判定において、適切な判断が求められることがある項目である。 

助言においては、「排尿」「排便」の方法や頻度に個人差があることを示した上で、①排尿便の

方法（介助の方法）、②頻度、③昼夜の違い（方法及び頻度）、④失禁・失敗の有無とその原因に

ついて聞き取りを行った上で、特記事項に記載する点を伝達した。また、失禁・失敗の有無だけで

なく、その原因を明らかにすることで、一次判定修正において、「移動」や「排尿」「排便」の適切な

介助の方法の選択について、介護認定審査会が十分な確認作業ができるようになるといった点に

ついて説明を行った。 

さらに、軽度者の場合は、「排尿・排便」に直接的な身体介護が行われることは、必ずしも頻度は

高くないが、失敗や失禁が発生していることは少なくない。二次判定において、こうした軽度者の

「排尿」「排便」における特記事項が、申請者に対する間接介助や機能訓練、あるいは直接介助に

関する介護の手間を評価する際に参照されることがあることを伝達した。 
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⑤ 審査会委員向けの目印の記載 

認定調査員が基本調査を実施した段階では、一次判定は未確定な状態であり、介護認定審査

会において、審査会委員が基本調査の選択の確認を行うことで、一次判定が確定される。 

特に認定調査を行う上では、必ずしも定義に明確に当てはまらない場合や、適切な介助の方法、

より頻回な状況で選択した場合など、選択に判断が伴うケースもある。このようなケースにおいては、

介護認定審査会での確認がより重要になると考えられる。また、そのようなケースにおいては、通常

とは異なる申請者固有の介護の手間も発生している場合もあり、二次判定での議論も重要になると

考えられる。 

判断を伴う調査項目に関しては、介護認定審査会での見落としを防ぐために、特記事項に「●」、

「☆」、「※」などの記号を書く方法を助言した。記号を見た審査会委員は、特に注意してその調査

項目を確認することができ、効率的かつ実効性の高い一次判定修正・確定のプロセスに繋がると

考えられる。 

 

⑥ 軽度・重度のケースでの特記事項の記載 

軽度、重度のケースで、それぞれ「介助されていない」、「全介助」が選択されていても、具体的

な介護の手間やその必要性に違いがある場合があるため、調査員は申請者固有の情報を特記事

項に記載する必要がある。しかし、技術的助言を行った一部の審査会において、これらの情報が

記載されておらず介護認定審査会で変更を行う際に苦慮する事例が見られた。 

軽度のケースでは、申請者の活動性、機能訓練の必要性を把握するために、「介助されていな

い」が選択されていても、実際の生活の中で行為の困難さがないか、あるいは、生活上の問題がな

いことも含めて介助なく生活している具体的な状況が審査会委員に伝わるよう、特記事項の記載を

充実させることを助言した。 

重度のケースでは、経管栄養にかかる時間や処置、喀痰吸引の回数、体位交換にかかる介護

の手間・頻度、おむつ交換にかかる介護の手間など、重度のケース特有の介護の手間について記

載を充実させることで、審査会は同じ「全介助」が選択されていても、介護の手間の多寡を評価で

きることを助言した。 
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特記事項にかかる規定について 

■統計的な推定になじまない、申請者固有の手間が特記事項や主治医意見書の記載内容から具

体的に認められる場合は、必ずしも一次判定の結果に縛られずに要介護度の変更を認めること

ができる（認定調査員テキスト 2009（改訂版）2ページ） 

■介護認定審査会の二次判定（重度変更及び軽度変更）では、特記事項及び主治医意見書から

読み取れる「介護の手間」に基づき一次判定結果の変更の理由を明らかにすることとされている

ことから、認定調査においては、特記事項に「介護の手間」及びその「頻度」に関する情報が適

切に提供されていることが重要である（介護認定審査会委員テキスト 21 ページ、認定調査員テ

キスト２ページ）。 

■また、基準にしたがい、「介助されていない」（介助の方法の項目）、「ない」（有無の項目）、「でき

る」（能力の項目）等を選択する場合であっても、実際に介護の手間が発生している場合には、

当該介護の手間及び頻度について、特記事項に記載することが重要である（平成２１年９月３０

日発出事務連絡による Q&Aの問２１など）。 

■さらに、実際に介護の手間が発生しているにも関わらず、「能力」、「介助の方法」、「有無（麻痺

等・拘縮及び BPSD 関連）」のいずれの基本調査項目にも当該介護の手間に対応した調査項

目が設定されていないために、実際の介護の手間を基本調査項目の選択肢の選択によって反

映することができない場合は、基本調査項目の中で、最も類似する又は関連する調査項目の特

記事項等に、具体的な介護の手間の内容と頻度を記載する必要がある（同上）。 

 

（2） 介護認定審査会の運営に関する技術的助言 

① 一次判定の修正・確定 

一次判定は、調査項目ごとに定められた定義に従い、認定調査員が選択肢を選択した項目をコ

ンピューターに入力し算出されるが、介護認定審査会に提出された時点での一次判定は、確定し

た一次判定ではない。一次判定は、介護認定審査会において、特記事項と主治医意見書の記載

内容から基本調査項目の選択が適切に行われているかどうかを確認し、これを承認することで、最

終的に確定される。 

特に、定義に当てはまらない状況など、調査員が迷った項目や適切な介助の方法で選択を行う

項目など、調査員の判断に基づいて選択された調査項目や、「日常生活自立度」が調査員の選択

と主治医の選択したものでかい離がある場合に関しては、その妥当性を改めて確認することが必

要と考えられる。要介護認定は、全国一律の公平・公正な制度である以上、定義にあてはまらない

項目に関して、1 名の調査員の判断のみをもって調査結果を確定させることは、その公平性・公正

性の点で十分な担保が行われているとは言い難い。したがって、要介護認定において、一次判定

の修正・確定を行うことは、複数の職種の専門家が多角的に調査員の判断を再度検討することで、

その妥当性を担保するプロセスであるとも言える。 

一次判定の修正・確定は、一次判定結果を正確にし、調査員や合議体の間でのバラツキを減ら
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すという効果のみでなく、社会保険としての介護保険の公平性・公正性を担保する上でも非常に重

要なプロセスであると考えられるため、一次判定修正・確定のプロセスが行われていない場合は、

適切に実施するように指摘を行った。 

 

一次判定の修正・確定にかかる規定について 

■介護認定審査会資料で提供される一次判定は、認定調査員による基本調査案をもとに算出さ

れているものであり、その内容は未確定なものです。したがって、介護認定審査会は、認定調査

員から提示された特記事項（及び主治医意見書）の内容から、基本調査項目の選択が適切に

行われているか確認作業を行い、これを承認することで申請者の一次判定が確定します（介護

認定審査会委員テキスト 2009改訂版 17ページ）。 

 

② 二次判定での変更の根拠 

コンピューターが統計的な処理に基づいて推計した一次判定の結果は、二次判定で複数名の

専門家の合議を経ることにより、最終的な審査判定結果として確定される。 

二次判定では、特記事項と主治医意見書の記載から、統計的な推計になじまない申請者固有

の介護の手間があれば、一次判定の結果に縛られず、二次判定での変更を行うことができることと

なっている。ただし、変更を行うことができる場合は、申請者特有の介護の手間が認められる場合

のみであり、状態の重篤さ、申請者の居住環境、年齢などの介護の手間に直接関係のないものは

変更の理由として認められないとされている。 

これは、要介護認定が、介護の手間の多寡を評価する制度であり、二次判定の位置づけも一次

判定での介護の手間の推計が不充分な点に対して、特記事項と主治医意見書の定性的な情報に

基づきその妥当性を確認するためにあると考えられるからである。 

従って、二次判定での変更を行う際には、特記事項と主治医意見書の記載から通常よりも手間

がかかる、または、かからないかの視点に基づいて検討を行い、事務局は保険者の責任において、

議事録としてその判断の結果（「客観的な事実が記載されている特記事項及び主治医意見書の具

体的な記載内容」と「そこから専門職としてどのような判断を行ったのか」）を記録することが求めら

れるとの指摘を行った。 

また、このような「介護の手間」に基づいた審査判定を行うためには、そもそも特記事項に介護の

手間に関して十分な記載があることが前提となるため、特記事項の記載が不充分な審査会に対し

ては、その記載の充実化もあわせて指摘した。 
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二次判定での変更の根拠にかかる規定について 

■特記事項、主治医意見書の記載内容から、通常の例に比べ「介護の手間」がより「かかる」また

は、「かからない」かの議論を行ってください（介護認定審査会委員テキスト 2009 改訂版 21 ペ

ージ）。 

■被保険者に対する保険者の説明責任を果たすという観点からも、変更を行う際には、その理由

を明確にする必要があります。一次判定結果を変更する判定を行った場合、事務局に対して、

特記事項又は主治医意見書の通常の例と異なる介護の手間が読み取れる具体的な箇所を明

示し、これを記録することが重要です（同上）。 

 

③ 状態の維持・改善可能性にかかる審査判定 

要介護認定等基準時間が 32分以上 50分未満と判定された場合、状態の維持・改善可能性に

かかる審査判定を行い、要支援２と要介護１への振り分けを行う。 

要介護認定は、介護の手間に基づき審査判定を行うが、この要支援２と要介護１への振り分け

に関しては、介護の手間に基づいた判断を行った後に、「認知機能の低下」と必要に応じて「状態

の安定性」に関する評価に基づいて振り分けを行うという 2 段階の審査判定方法となっている。技

術的助言を行った審査会の中には、この 2 段階の審査判定を一度に行おうとして、介護の手間の

比較的多いものを要介護１、そうでないものを要支援２と考えるような振り分けを行う場合も見られた。

しかし、この振り分けのプロセスは、上述の２つの観点から評価を行うものであることを伝え、その考

え方に則したプロセスを遵守するように指摘を行った。 

また、一次判定が、要支援２となっているケースに関しては、状態の維持・改善可能性に関する

評価を行わず、一次判定が要介護１となっているケースのみ状態の維持・改善可能性に関する評

価を行う審査会もあった。しかし、一次判定で表示される「要支援２」は、あくまでコンピューターに

よる推計であり、一次判定で十分評価されていない部分に関して、特記事項と主治医意見書に記

載されている申請者特有の点を評価するという原則は、二次判定の介護の手間にかかる審査判定

と同様である点を指摘した。 

状態の維持・改善可能性にかかる規定について 

■要介護認定等基準時間 32 分以上 50 分未満の申請者は、「認知機能の低下の評価」及び「状

態の安定性に関する評価」の結果に基づき、「要支援 2」と「要介護 1」のいずれかが一次判定と

して介護認定審査会資料に表示されます（介護認定審査会委員テキスト 2009改訂版 26ペー

ジ）。 

■表示された結果と、特記事項、主治医意見書の記載を比較検討し、整合性の確認を行い、必要

に応じて変更を行うことができます（同上）。 

■認知機能の低下、状態の安定性に関する評価を変更する際は、具体的な理由を、特記事項及

び主治医意見書から明らかにし、これを記録します（同上）。 
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④ 介護認定審査会として付する意見 

二次判定が確定すると、介護認定審査会は、個別の申請者の状況に基づき、「介護認定審査

会として付する意見」として、①認定の有効期間を原則より短くあるいは長くする、②要介護状態の

軽減又は悪化の防止のために必要な療養についての意見を付することができるとされている。 

本年度事業では、①の有効期間の設定について技術的な助言を行った。傍聴した審査会にお

いては、原則の有効期間を定めているものの、各申請者毎に有効期間を検討（決定）しておらず、

有効期間を合議体が明示しないまま審査を終了する事例が見られた。有効期間については、申請

区分や二次判定における要介護度によって、一定の原則が定められているものの、介護認定審査

会においては、すべてのケースで適切な有効期間の検討が必要としていることから、原則通りであ

るのか、延長・短縮を決定するのかについて、介護認定審査会としての決定を明示することが必要

であることを伝達した。 

また、要介護１の決定において「状態不安定」を根拠に決定した場合でも、有効期間を 12 ヶ月

以上で設定するケースが見られた。現在の規定においては、有効期間の延長によって最大 12 ヶ

月まで延長が可能とされている。しかしながら、「状態不安定」は、「短期間で心身の状態が変化す

ることが予測され、それに伴い、要介護度の重度化も短期的に生ずるおそれが高く、概ね 6 ヶ月

程度以内に要介護状態等の再評価が必要な場合」と定義していることから、介護認定審査会によ

る要介護１の決定の根拠と有効期間の整合を図る観点から６ヶ月以内に設定することを適切として

いる。 

 

介護認定審査会として付する意見 

■要介護認定の有効期間は、原則として以下のように定められていますが、介護認定審査会で

は、すべてのケースで適切な有効期間の検討が必要です（介護認定審査会委員テキスト 2009

改訂版 29ページ）。 

■前回要介護から今回要介護になる場合は、有効期間は原則 12 ヶ月となりますが、状態不安定

による要介護 1 の場合は、6 ヶ月以下の期間に設定することが適当です（介護認定審査会委

員テキスト 2009改訂版 30ページ）。 
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５． アンケート結果 

（1） 回答状況 

昨年度中に技術的助言事業で訪問した合議体に、訪問後アンケートを送付した。送付合議体

数は 45 で、回収数は 39 件であった。なお、大阪市（東淀川区、港区）・堺市（堺区・北区）は市で

まとめた回答となっている。 

 

 

（2） 自治体アンケート 

① 事業に関する評価 

要介護認定適正化事業に関する評価では、「とても役に立った」が 64.1％、「役に立った」が

35.9％であり、「とても役に立った」と「役に立った」の回答の合計は、100.0％であった。 

 

図表 IV-2 アンケート結果 

 

 

 

② 自由回答（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

64.1% 35.9% 0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても

役に立った

役に立った どちらでも

ない

あまり役に

立たなかった

まったく役に

立たなかった

n=39

 

 要介護認定業務については、これまで外部からの意見をいただく機会がほぼ無かっ

た為、現在実施している認定調査や認定審査会の良い点・悪い点が客観的に評価さ

れることで問題点が明確になりました。指摘のあった事項についての改善案なども提

示いただいているので、今後は改善できるものから順次取り組んでいきたいと考えて

います。 

 

 



 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆認定適正化専門員の方との協議の中で、特記事項の記載が不充分なケー

スについて、「能力」と「介助の方法」の２つが正しく区別されていない等

…具体的なお話をいただき、特記事項を記載する際に留意する事項を説明

するための整理ができたと思う。◆審査会での一次判定修正・確定のプロ

セス、「要支援２」の場合の「状態の維持・改善可能性にかかる審査判定」

のプロセスの実施を簡略化していたことに気付くことが出来た。 ◆二次判

定で要介護状態区分を変更する際に、通常よりも介護の手間が、「かかる」、

「かからない」の視点に基づいた議論を行うにあたり、具体的な改善案（心

身の重篤さより介護の手間についての特記記載など）がありよかったと思

う。 

 

 本市固有の問題点をご指摘いただくことで、認定調査及び審査判定におけ

る課題が明らかにされたものと思います。認定調査においては、審査会資

料に記載された特記事項の内容が充実しているという内容のご意見をいた

だき、調査員にとっては励みになったものと思います。また、軽度者と重

度者においてはそれぞれの特記事項を記載する上での視点について助言い

ただいたほか、調査結果の偏り等について、是正するための助言をいただ

きました。今後の認定調査員研修の中でも周知を図ってまいりたいと思い

ます。審査会における審査判定については、軽度者（要支援１・要支援２）

及び重度者（要介護４・要介護５）の審査判定の際に参考となる助言をい

ただき、また、手順に沿って改善案や工夫・提案などをいただきました。

審査会委員の研修等を通じて委員に周知するとともに、事務局も審査会に

対し積極的に確認をしていくことで更なる要介護認定の適正化に向けて取

り組んでまいりたいと考えております。 

 

 要介護認定適正化事業によって、本市の要介護認定等の状況を客観的に把

握することができました。改善案で提案がありました、調査員が判断に迷

った等の特記事項や一次判定修正・確定の一括修正については、調査員、

審査会委員に説明をおこない、改善に努めております。また、認定調査に

おける疑問点についても協議の場で明確にすることができ、調査員のスキ

ル向上に繋ぐことができました。 

 

 今回は、市町村担当職員(訪問調査員含)の同席を要請したことにより適正

化事務局から直接調査員へ提言したことは、現状課題の把握ができ、日頃

の業務に関する疑義の解消の一助になった。要介護認定適正化事業報告書

の内容を今後の適正化の指導の参考にしたい。 
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V. 認定調査員向け研修動画の作成 

 

「認定調査員向け研修動画」は、認定調査員を主な対象として、認定調査や介護認定審査会に

関する解説動画を作成するものである。 

 

１． 認定調査員向け研修動画の目的と概要 

（1） 研修動画の目的 

本事業では、平成 28 年度まで、「認定調査員の中間指導者層」を育成することを目的として、

「認定調査員能力向上研修会」を開催してきた。研修の受講者からは一定の満足度をえられた一

方、受講者の一部の地域への偏りが見られ、全国をブロックに分けて開催しても、参加が難しい自

治体もあることが推察された。 

そこで、各自治体が認定調査に関する研修を行う際に活用できるツールとして、研修動画を作

成することとした。認定調査員が、認定調査や介護認定審査会について把握しておくべき基礎知

識を学べる内容とし、本事業内で自治体に対し行ってきた技術的助言の内容も反映した。これによ

り、自治体職員の業務負担軽減を図りながら、各自治体における自立的な適正化が促進されるこ

とが期待できる。 

 

（2） 研修動画の概要 

① 研修動画の視聴者 

主には、認定調査員を想定し、また、審査会事務局や介護認定審査会委員が視聴する可能性

もふまえて作成した。 

 

② ②動画の全体構成 

認定調査員能力向上研修会の研修プログラムの中で、中核的なコンテンツとなっている講義を

ふまえ、「業務分析データの読み方」「一次判定ソフトの役割と仕組み」「介護認定審査会の手順と

特記事項の書き方」の３テーマについて研修動画を作成した。 

業務分析データは、基本調査項目のうち、どの項目に「選択」の偏りがあるか把握するためのツ

ールであり、「選択」の偏りがどのように影響しているのか把握するためには、一次判定ソフトの構造

を理解しておく必要がある。そのため、認定調査の「選択」に関する課題を把握し、取り組むべき課

題に優先順位をつけられるよう、「業務分析データの読み方」「一次判定ソフトの役割と仕組み」の

解説動画を作成した。 

また、「特記事項」の内容は、介護認定審査会における議論の材料となるため、認定調査員には、

介護認定審査会がどのような議論をしており、どのような情報を必要としているかを把握することが



 41 

求められる。そこで、審査判定プロセスを理解し、審査判定の視点から特記事項の書き方を理解で

きるよう、「介護認定審査会の手順と特記事項の書き方」の解説動画を作成した。 

作成した動画は、いずれも要介護認定適正化事業ホームページに掲載した。 

 

■業務分析データの読み方 

業務分析データの持つ意味や読み取り方、活用方法について解説する動画で、平成 29 年 9

月末にホームページに掲載した。 

■一次判定ソフトの役割と仕組み 

要介護認定における一次判定ソフトの役割や、その仕組みについての解説する動画で、平成

30年 2月末にホームページに掲載した。 

■介護認定審査会の手順と特記事項の書き方 

要介護認定審査会のプロセス、審査判定に活用される特記事項の書き方、事務局の役割につ

いて解説する動画で、平成 30年 1月末にホームページに掲載した。 

 

③ ③各セクションのコンテンツ 

■「業務分析データの読み方」（19 分 57 秒） 

【セクション１ 業務分析データとは？】 

業務分析データのダウンロード方法、全体構成を解説。 

【セクション２ 業務分析データを見てみよう】 

業務分析データに掲載されている、ヒストグラムと箱ひげ図の見方について解説。 

【セクション３ 業務分析データを活用してみよう】 

選択率が偏る原因とその見分け方、一次判定への影響が大きい調査項目の見分け方につい

て解説。 

 

■「一次判定ソフトの役割と仕組み」（12 分 03 秒） 

【セクション１ 一次判定ソフトの役割】 

調査項目の構成と中間評価項目得点、状態像を基準時間に置き換える一次判定ソフトの役割

について解説。 

【セクション２ 一次判定ソフトの仕組み】 

調査項目の選択、中間評価項目得点の算出、樹形モデルによる基準時間の算出と、一次判定

ソフトが要介護度を判定する流れを解説。 

【セクション３ 一次判定ソフトのロジック】 

樹形モデルの構造とたどり方、優先的に改善する調査項目の絞り込みにおける樹形モデルの

活用について解説。 

 

■「介護認定審査会の手順と特記事項の書き方」（20 分 10 秒） 
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【セクション１ 認定調査と介護認定審査会の関係】 

審査判定のプロセスと認定調査との関係、特記事項の重要性について解説。 

【セクション２ 一次判定の修正・確定】 

一次判定の修正・確定プロセスにおける議論のポイントと、審査会が調査項目の選択の妥当性

を確認するための、認定調査員と審査会事務局のポイントを解説。 

【セクション３ 二次判定】 

介護の手間に係る審査判定、状態の維持・改善可能性に係る審査判定における議論の内容、

認定調査員が介護認定審査会に対し情報提供するための特記事項の書き方について解説。 

【セクション４ 介護認定審査会として付する意見】 

認定有効期間の設定、必要な療養についての意見における議論のポイントを解説。 

【セクション５ 審査会事務局の役割】 

情報提供者である認定調査員と、意思決定の場である介護認定審査会をつなぐ審査会事務

局の役割について解説。 
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２． 認定調査員向け研修動画の内容 

（1） 「業務分析データの読み方」解説動画 

 

① 【セクション１ 業務分析データとは？】 

イメージ等 スクリプト 

 

要介護認定は、認定調査や審査会が全国統一のル

ールで運営されていますが、実際には、地域間格差

が生じていることがわかっています。 

 

 

 

 

 

 

こうした地域間格差の状況を可能な限り客観的に把

握し、保険者ごとの業務上の課題を「見える化」する

ため、厚生労働省では平成 22 年度から、各保険者

の要介護認定業務の実績データを整理した「業務

分析データ」を提供してきました。 

 

 

 

この動画では、「業務分析データ」が持つ意味や、

その分析結果の読み取り方、保険者での活用方法

についてポイントを解説していきます。 

 

 

 

 

 

 

まず、「要介護認定適正化事業」のホームページに

アクセスして、業務分析データを入手しましょう。 

「要介護認定適正化事業」のトップページにある「業

務分析データ」をクリックすると、専用ページのログイ

ン画面にアクセスできます。 
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事前に配布されている ID とパスワードを入力してロ

グインします。ID やパスワードがわからなくなってし

まった場合は、事務局にメールで問い合わせること

もできます。 

 

 

 

 

専用ページでは、今回解説する「業務分析データ」

のほかに、合議体ごとの審査判定の状況をグラフ化

するためのツール「合議体別分析ツール」も提供し

ています。 

 

業務分析データは、市区町村、保険者、審査会単

位で、要介護認定事務に関するデータを整理した

データ集で、毎年 9 月末と 3 月末の年２回、提供し

ています。データは、エクセルファイルでダウンロー

ドすることができます。 

 

一方、合議体別分析ツールは、合議体毎の審査の

特徴を分析できるツールです。業務分析データは

市区町村を単位として集計しているため、合議体別

の分析結果を見ることはできません。このツールを

活用すれば、認定ソフトからデータを読み込み、合

議体別の判定結果を自動集計し、エクセルのグラフ

として出力することができます。 



 45 

 

マニュアルは、専用ホームページのツールの隣に掲

載されていますので、ご活用ください。 

 

 

 

 

 

では、業務分析データの構成を見ていきましょう。 

業務分析データは、「Ⅰ基礎情報」「Ⅱ調査項目デ

ータ」「Ⅲ審査判定データ」「Ⅳ事務データ」の、４つ

のパートに分かれています。 

 

 

 

 

最初の「Ⅰ基礎情報」では、各保険者の高齢者の年

齢構成や認定率など、要介護認定の分布に影響を

与えそうなデータを列挙しています。また、一次判定

の結果もあわせて表示されています。 

業務分析データを読むための前提となるデータとい

えるでしょう。 

 

「Ⅱ調査項目データ」は、要介護認定の 74 の調査

項目の選択状況です。この業務分析データで最も

大切な部分になります。 

 

 

 

 

各調査項目の選択率に大きな偏りがあれば、一次

判定の分布に影響がでてきます。逆にいえば一次

判定結果で特定の要介護度が多く出現するなど、

特徴的な偏りがある場合は、認定調査項目の選択

率に偏りがあることも考えられます。 
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業務分析データは、基本調査項目の選択率と一次

判定結果の関係を分析することを中心に設計されて

いますので、まさにパートⅠとパートⅡは心臓部分と

いえます。 

 

「Ⅲ審査判定データ」では、二次判定の結果や介護

認定審査会における重度変更・軽度変更の状況を

示しています。 

ここでは、要介護度別の重度変更率や軽度変更率

を他の市町村と比較することができるので、それぞ

れの審査会の特徴や癖を把握することもできます。 

 

「Ⅳ事務データ」は、申請件数や主治医意見書の依

頼から入手までの日数、認定調査の依頼から実施

までの日数など、要介護認定の事務量や期間を整

理したものです。 

地域間格差の問題には直接関係しませんが、各保

険者の業務の実施状況を点検するためのデータと

して活用できます。 

 

② 【セクション２ 業務分析データを見てみよう】 

イメージ等 スクリプト 

 

それでは、実際にデータをみるための基本的な知

識を整理しておきましょう。 

業務分析データには、主に２種類のグラフが登場し

ます。一つは、「ヒストグラム」、もう一つは「箱ひげ

図」です。 

「ヒストグラム」は、審査会の変更率や認定率などを、

「箱ひげ図」は、調査項目の選択率を表現する場合

に使われています。 

ここでは、それぞれのグラフの見方を説明します。 
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まず、ヒストグラムです。 

例えばこちらのグラフは、二次判定で重度変更が行

われた割合、つまり重度変更率を示したものです。 

横軸は重度変更率、縦軸は自治体の数を示してい

ます。例えば、重度変更率が 1％台となっている自

治体は約 40自治体あることが分かります。 

 

ヒストグラムはたいてい山型になっています。このグ

ラフでは、4％付近が最も高くなっていますので、重

度変更率が 4％程度の自治体が全国に多く存在す

ることを意味しています。 

一方で、最高 40％台の自治体があることも、このグ

ラフから読み取れます。 

 

つまり、ヒストグラムはさまざまな指標の全国的なバラ

ツキ、地域間格差を表現できるようになっているわけ

です。 

それぞれの市区町村の位置は、黒い棒で表示され

ます。山の頂上近くに位置していれば、多くの自治

体と似たような傾向を示していると言えます。逆に、

山のふもとの方にあれば、データが「偏っている」可

能性があると見ることができます。 
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さて、もうひとつのグラフは、「箱ひげ図」です。 

実は、箱ひげ図も、全国の自治体の選択率のばら

つきを表現しているという点で、ヒストグラムと同じ役

割を果たしていまです。 

ヒストグラムを、よりコンパクトに表現したものが箱ひ

げ図といってもよいでしょう。 

業務分析データでは、主に調査項目の選択率を表

現する際に使用しています。ここでは、ある調査項

目の「介助されていない」の選択率を例に説明しま

しょう。 

 

グラフの横軸は、全ての申請者の中で「介助されて

いない」が選択された人の割合、すなわち選択率で

す。 

各自治体の選択率を黒い点で表示していくと、この

ようになります。 

この場合 40％前後の自治体が多いということがこの

グラフから分かります。 

 

この黒い丸のグラフを更にわかりやすくしたものとし

て「箱ひげ図」を用いているわけです。 

箱ひげ図は、その名の通り、「箱」と「ひげ」からでき

ています。「ひげ」の両端が最大値と最小値を表して

います。 

つまり全国で最も高い選択率を示す自治体と最も低

い選択率を示す自治体がひげの両端にくるわけで

す。 
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一方で、箱は、標準的な選択率を示す自治体を示

しているといえます。 

全国の自治体のうちの中央値、つまり高い方から並

べてちょうど真ん中の順位になる自治体の位置、こ

の中央値を中心に、全自治体の 50％が、この箱の

中に入っているということになります。 

その両脇の「ひげ」には、それぞれ左右 25％ずつの

自治体が含まれているということになります。 

 

業務分析データでは、この箱ひげ図の上に、黒い

丸と白い丸を表示しています。黒い丸は皆さんの自

治体の選択率、白い丸はそれぞれの都道府県の選

択率を示しています。 

 

各調査項目の箱ひげ図を比較してみると、箱やひ

げの長さが多様であることが分かります。 

例えば、「被害的」という調査項目の箱は比較的コン

パクトになっていますが、「下肢麻痺」の箱やひげは

長くなっています。 

箱やひげが長いということは、全国的にバラツキが

大きい項目ということがいえますし、箱が小さいという

ことは、バラツキが小さく、どこの自治体も概ね同じよ

うな選択率になっているということがわかるわけで

す。 

 

50％の自治体は箱の中に含まれていますので、黒

い丸が箱の中にある場合は、他の自治体と似たよう

な傾向を示しているということが言えます。 

逆に、箱から飛び出したところに黒い丸がある場合

は、全国的に見て偏った選択率を示している可能性

があります。 

端的にいえば、この箱ひげ図と自分の自治体の黒

い丸の位置関係をみていけば、それぞれの自治体

の調査の特徴がみえてくるというわけです。 
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③ 【セクション３ 業務分析データを活用してみよう】 

イメージ等 スクリプト 

 

（男性）では、ここからは、業務分析データで自治体

の課題を分析する際のポイントを説明していきま

す。ここまでの説明で業務分析データの見方だい

たいわかりましたかね？ 

（女性）はい、要は箱ひげ図の中から黒い丸が飛び

出している調査項目をチェックして、それを改善

するっていうことですよね。 

 

（男性）基本的にはそういうことです。でも、全部が全

部改善するっていうわけではないんですね。そこ

が少し難しいところです。 

（女性）箱から飛び出していても、改善する必要がな

い場合もあるってことですか？ 

 

（男性）じゃあ、ちょっと基本的なところに立ち戻って

考えていきましょう。黒い丸が箱から飛び出すとい

う場合は、理由が 2 つ考えられます。つまり選択

率が他の自治体に比べて大きく違ってしまう、そ

の理由ですね。どういったことが考えられます

か？ 

（女性）例えば調査員が定義を間違えてるとか、テキ

ストとは違うやり方で調査してるとか、そういう事で

すかね。 
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（男性）そうですね。調査員や事務局が、例えばテキ

ストの定義を誤解していたり、あるいはローカルル

ールみたいなものを作っている場合とか。調査項

目の偏り、これは結果的には一次判定の結果に

も影響が出てくるんですね。例えば、食事摂取の

一部介助を選択すべきところ、全介助を選択する

傾向が強いところでは、要介護５が多く出てくる、

こういった問題がでてきます。 

 

（男性）では、それ以外に何か偏る原因って考えら

れますか？ 

（女性）地域の特性みたいなものとか？ 

 

（男性）そうですね。調査員の調査方法の問題であ

れば、これは研修をしたり、あるいはテキストを見

直すみたいなことで、だいたい修正できていくわ

けですが、地域特性になるとこれはなかなか難し

いです。例えば、年齢構成だとか、世帯の構成だ

とかですね、あるいは、その地域のサービスの整

備状況、こういったことでも、申請する人の集団の

特性って変わってくるんですね。ですので事務局

は、それが本当に修正すべき必要のある偏りなの

か、あるいは、それは地域の特性なので仕方がな

いということなのか、見分けなくちゃいけないという

ことなんです。 

 

（女性）でも、地域特性と、調査員の問題を見分ける

のはどうすればいいんですか？データをみるだけ

じゃ、分からない気がするんですけど。 

（男性）絶対的なやり方というのはなかなかないんで

すけれども、ある程度の見分けというのはつきま

す。ポイントは、黒い丸が箱から飛び出している、

そんな調査項目の数なんですね。 

（女性）数が少ないか?多いかっていうことですか？ 
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（男性）普通、調査の定義間違いや勘違い、あるい

はローカルルールというのは、特定の調査項目で

起こることが多いんですね。すべての調査項目に

共通したローカルルールとか、すべての調査項目

で同じような間違いをするってことは、あまり考えら

れないということが言えると思います。 

（女性）じゃあ調査員が間違えているときは、特定の

項目にだけ偏りがでるということですか？ 

 

（男性）そういう場合が多いと思いますね。それに対

して、地域特性の影響を受けている場合というの

は、調査項目全体に同じような偏りがみられるとい

うことが多いです。特に、１群から３群の項目なん

かはですね、その群の中で、どの項目にも同じよ

うな偏りが見えるということが、一般的には地域特

性ではよく見られるということです。 

 

例えば、サービス資源が極端に少ない地域では、利

用したいサービスがないために、申請者が少なくな

る傾向があります。こうした地域では、緊急性が低い

方などを中心に申請をしなくなる傾向があるため、

要介護認定の申請者に占める中重度の割合が相

対的に高くなります。このような地域の業務分析デ

ータでは、申請者全体として中重度者を多く含むた

め、一部の調査項目ではなく、どの調査項目も、全

体的に重い選択率を示すことが多いのです。こうし

た現象は、総合事業の影響で、要支援レベルの申

請者が、他の地域と比べて少ない地域でも起こる可

能性があります。 
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（女性）なるほど。じゃあ、地域の特性による偏りなの

か、調査員による偏りなのかは、一つの項目の箱

ひげ図だけを見ているだけではダメなんですね。 

（男性）そうですね。たとえば、この自治体をみてくだ

さい。この自治体の第二群の調査項目の選択率

は、すべて「介助されていない」が少しずつ高くで

ているんですね。黒い丸が少しずつ外に飛び出

しているのが分かると思います。調査項目の定義

というのは、みんな違うわけですから、すべてに同

じように間違えるということはあまりないということで

す。 

 

（男性）実際、この地域はですね、実は認定率がす

ごく高くてですね、比較的元気な申請者の方が多

い地域だったんですね。結果的に、調査項目の

選択も少しずつ軽いほうに偏っている。ただ、この

ことは、この調査が不適切だということを言ってる

んではなくてですね、この地域の申請者、窓口に

こられる方に軽度の方が比較的多いということを

表しているにすぎないということです。 
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（女性）わかりました。じゃあ、調査項目全体に偏りが

ある場合は地域特性の問題であることが多くて、

特定の調査項目に偏りがある場合は調査に問題

があるということが多いということですね。 

（男性）そういう可能性が高いということで、仮説を持

っていただきたいということです。 

 

（女性）調査に問題があったら、どうしたらいいんで

すか？データから原因はわかるんでしょうか？ 

（男性）残念ながら、業務分析データでわかるのは、

偏りの全体像、状況だけしか分からないんです

ね。特定の調査項目に偏りが見つかったら、いく

つかの方法でその原因の特定をしなければいけ

ません。 

 

（男性）まず大切なのは、その地域にローカルルー

ルがないかということを確認するということです。認

定の担当者の方というのは異動もありますので、

引継なども行われています。意外にローカルルー

ルがあるかないか、よく分からないまま業務を担当

されている場合もありますので、過去の引継書で

あったり、あるいは調査員の方にヒアリングをす

る、こういったことが大変大事だと思います。事務

局として、特にルールは作っていないというふうに

思っていても、過去の研修会で聞いたことを、そ

のまま調査員さんが引き継いでいたりですね、

色々目に見えないところで、その地域独特のやり

方が発生している場合というのもあるんですね。こ

ういったことを発見するためには、周辺の自治体

の調査員さんだとか事務局の方と意見交換をす

る、こういったことも大切になると思います。 

（女性）改善の手順は理解できましたけど、たとえ

ば、改善すべき項目がいくつもある場合はどうし

たらいいですか？やはり一斉に改善すべきです

かね？自治体は人不足だし、業務量も多いの

で、なかなか大変だと思うんですが。 

（男性）そうですね。優先順位をつけるということも大

切だと思います。一次判定の結果に大きな影響

を与えやすいもの、こういった調査項目を、特に

優先的に改善していくということが大切だと思いま

す。 
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（女性）一次判定への影響は、調査項目によって違

うんですか？ 

（男性）実は違うんですね。樹形図という要介護認定

のロジックツリーがありますけれども、この樹形図

の上のほうに出てくる調査項目ほど、一次判定の

結果、出現率に影響を与えやすいということがわ

かっています。 

 

 

（女性）樹形図、難しそうですね。 

（男性）そうですね。なかなか、あの樹形図をみて分

析して、優先順位をつけるの、難しいと思うんです

ね。そこで、今回の業務分析データでは、一次判

定の結果に強い影響がでやすい５つの項目を特

に詳細に分析してデータとしてまとめています。

「下肢麻痺」「座位保持」「移乗」「移動」「短期記

憶」、この５項目ですね。これらの項目の偏りは、

特に要介護２以下の出現率に大きな影響を与え

るということが分かっています。偏りがみつかった

という場合ですね、その項目がこの５つの項目に

該当している場合は、特に優先的に取組をしてい

ただきたいというふうに思っております。 
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（2） 「一次判定ソフトの役割と仕組み」解説動画 

 

① 【セクション１ 一次判定ソフトの役割】 

イメージ等 スクリプト 

 

要介護認定では調査項目からどのように一次判定

を導きだしているのでしょうか。この動画では、一次

判定ソフトの仕組みの概要を説明していきます。 

まずソフトが行っている処理をおおまかな流れでみ

ていきましょう。 

一次判定ソフトは調査項目の選択を入力して、一次

判定を推定する仕組みです。 

 

調査項目は、項目の特性ごとに５つの群に分かれて

います。 

第一群は、身体機能・起居動作、第二群は、生活機

能、第三群は、認知機能、第四群は精神・行動障

害、第五群は社会生活への適応といったように、申

請者の状態を様々な角度から評価しています。 

 

各群のグループ分けは、私たちが頭の中で申請者

の状態をイメージする時のように、申請者を様々な

角度から切り取った情報のまとまりになっています。

体の状態はどうで、どんな介助が必要で、認知機能

はどういうレベルで、といったように、その人の状態

をイメージしやすいよう異なる角度から申請者を説

明しているわけです。 

 

この各群を数値化したのが、中間評価項目得点で

す。中間評価項目得点は、各群の選択の状況をま

とめた総合点のようなものです。群ごとの総合点の

バランスをみると、申請者のタイプを知ることができま

す。 
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選択のパターンや、中間評価項目得点のバランス

のことを「状態像」と呼んでいます。 

 

 

 

 

 

 

状態像は、異なる視点の情報が入っているので、申

請者を頭の中でイメージするには便利ですが、状態

の異なる２人の申請者のどちらが、より介護の手間

がかかるのかといった比較には向いていません。な

ので、こうした多面的な情報を比較可能な数値に置

き換えているのが一次判定ソフトなのです。 

 

 

各調査項目と、これを整理した中間評価項目得点

を、一次判定ソフトに通すと、今度は食事・移動・排

泄といったように生活の場面ごとに必要となる介助

時間が推計されます。これを「行為区分ごとの時間」

と呼んでいます。 

先ほどの状態像が心身の状態別に整理されている

のに対して、行為区分ごとの時間は、生活場面ごと

の介助時間を推定しています。ですから、８つに分

かれてはいますが、これらの時間を合計すれば、そ

の申請者に必要となる介助時間の総量を予測する

ことができるわけです。これを「要介護認定等基準時

間」通称、「基準時間」と呼んでいます。 

さらに、これを概ね20分ごとに区分したものが、要介

護度となっています。 

 

一次判定ソフトは、大まかに言えば「状態像」を「基

準時間」に置き換える仕組みと理解することができま

す。 

審査会の二次判定で一次判定を変更する際に、

「変更の理由」が「状態像」ではなく「介護の手間」に

限定されているのは、ソフトで表示している結果、つ

まり基準時間が介護の手間を基準としたものになっ

ているからなんですね。 
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② 【セクション２ 一次判定ソフトの仕組み】 

イメージ等 スクリプト 

 

では、実際の審査会資料を見ながら、ソフトが行っ

ている処理をみていきましょう。 

まず、最初は 74 の調査項目を群ごとの中間評価項

目得点に変換する作業が行われます。得点は、審

査会資料の左中段に表示されています。 

 

 

 

中間評価項目得点は、各群の機能を 100 点満点の

数字に置き換える作業です。第一群は身体機能・起

居動作ですから、第一群の中間評価項目得点は、

体の機能を 100点満点で表現すると何点くらいか？

ということになりますね。0点が一番機能が低いという

ことになり、満点は 100点になります。 

 

 

ですので、この点数を各群ごとに計算していくと、５

つの 100点満点の数字ができます。 

この数字のバランスをみると、申請者の方のおおよ

そのタイプ、つまり状態像がみえてきます。 

 

 

 

たとえば、各群の点数をグラフ化して見た場合、この

申請者の場合は、認知機能の低下はないけど、身

体機能の低下があって、生活のいろいろな面で、介

助が必要な人だな？といったことがおおよそ推測で

きます。 
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では、こちらの申請者の方はどうでしょう。身体

も認知の面でも点数がかなり低く、寝たきりに近

いのかもしれませんね。他方で、BPSD 関連を

示す４群は 100 点です。おそらく身体機能が低

下していて、行動として周辺症状がでていないの

でしょう、といったことがわかります。 

 

 

中間評価項目得点は、実は、審査会委員テキストに

掲載されている点数表を使って自分で簡単に計算

ができます。各調査項目の選択肢ごとに、例えば食

事摂取の「介助されていない」なら 9.8 点、「一部介

助」なら 4.6 点というように、点数が最初から割り振ら

れています。 

 

 

この数字を項目ごとに順番に足し上げていくんです

ね。「できる」や「介助されていない」のような状態が

良いほうの選択肢になるほど点数が高く、「できな

い」「全介助」のような状態の悪いほうの選択肢にな

ると０点に近づきます。 

 

 

 

ですので、すべての項目で、一番悪い選択肢を選

ぶと、中間評価項目得点は、０点になります。 

逆に、何も問題がなく、すべての項目がよい方の選

択肢になると 100点になるわけですね。 

 

 

 

こうして、74 の調査項目と、それを５つの群にまとめ

た数字である中間評価項目得点が準備できました。

ここまできたら、いよいよこれらの情報を使って、介

護の手間を表す基準時間を樹形モデルで推計して

いきます。まさに一次判定ソフトの心臓部分です。 
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樹形モデルは全部で８枚用意されています。この一

枚一枚は、食事、移動、排泄、といったような生活の

場面ごとの介護量を時間として推計するために用意

されています。さあ、どのようにこの樹形モデルを使

うのかみていきましょう。 

 

 

 

図の一番上から順番にたどっていき、最後は、一番

下の部分、ここで数字にたどりつきます。この一番下

に表示されている数字が、「行為区分ごとの時間」つ

まり生活場面ごとに必要になるだろうと推定される介

助時間になります。 

 

 

 

この作業を８枚の樹形モデルすべてで実施すると、

最終的に８つの行為区分ごとの時間が算出されま

す。これをすべて合計すると、要介護認定等基準時

間になるわけですね。 

そして、この時間を 20 分単位で分割したものを要介

護度と呼んでいるわけです。 

 

 

③ 【セクション３ 一次判定ソフトのロジック】 

イメージ等 スクリプト 

 

ではどのように樹形モデルを下っていくのかみてい

きます。 

まず図の上部から入っていきます。樹形モデルの分

岐は必ず２つに分かれています。３つ以上に分岐す

ることはありません。さらに、分岐には２つのタイプが

あります。 

こちらをみてください。 

分岐点に四角囲みがない分岐と、四角囲みがある

分岐がありますね。囲みのない分岐は、調査項目の

選択によって分岐が分かれています。逆に囲みのあ

る分岐は、先ほど説明した中間評価項目得点の点

数によって分岐が変わります。 
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例えば、この分岐の場合、「生活機能」と書かれてい

ますから、第二群の点数、これによって分岐するとい

う意味ですね。 

この申請者の第二群の中間評価項目得点は、96.5

点ですから、この分岐の場合、80点以上あるというこ

とで「右」に分岐するということになります。 

そして調査項目で分岐する場合ですが、これは簡

単ですね。調査項目の選択肢がどれが選択されて

いるのか、これを見ればいいわけです。 

この申請者の場合は、移動については、「介助され

ていない」が選択されているわけですから、この分岐

では、左に分岐するということになります。 

 

 

このような分岐を繰り返していくと、最終的に一番下

の数字、つまり、行為区分ごとの時間に到達すると

いうわけです。 

すべて８枚の樹形モデルから時間ができたら、これ

を合計して基準時間になるということになります。 
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樹形モデルの分岐は、先ほどお話したように２つに

分岐しています。どちらに分岐するかによって、基準

時間の長いグループと短いグループに分かれてい

くんですね。 

ですので、一般的な傾向として、樹形モデルの上の

ほうに出てくる分岐では、まずはおおまかに、時間

の長いグループと短いグループを分けて、徐々に下

に下りてくるにしたがって、２つのグループの時間の

差は小さくなっていく傾向があります。 

 

このことを逆に考えると、樹形モデルの上のほうに出

てくる調査項目や中間評価項目得点ほど、基準時

間に大きな影響を与えることがわかります。 

 

 

 

 

 

たとえば、第二群の中間評価項目得点、樹形モデ

ルの中に頻繁に、それも、樹形モデルの上のほうで

登場してきます。 

おそらく要介護認定を経験したことのある方ならお

わかりになると思いますが、第二群の選択が変わる

と一次判定が変わりやすいという印象を持たれてい

る方もいらっしゃると思いますが、それはこうした樹

形モデルの中の構造によっているものなのです。 

逆に、樹形モデルにあまり登場しない調査項目もあ

ります。こうした項目は選択を変えてもあまり基準時

間に影響がでないということもあります。 

 

 

ここまで、一次判定ソフトの仕組みについて解説し

てきました。現在、各自治体には、厚生労働省から、

調査項目の選択率を集計した業務分析データを提

供しています。選択率に偏りのある調査項目から優

先的に改善すべき項目を絞り込む時には、樹形モ

デルを確認することで、基準時間に対する影響度を

把握することもできます。 
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（3） 「介護認定審査会の手順と特記事項の書き方」解説動画 

 

① 【セクション１ 認定調査と介護認定審査会の関係】 

イメージ等 スクリプト 

 

介護認定審査会は、認定調査と主治医意見書をも

とに、申請者の要介護度を最終的に決定する場で

す。 

 

 

 

 

審査判定は、大きく３つのステップに分かれていま

す。ステップ１は、「一次判定の修正・確定」、調査員

の選択の妥当性を確認するプロセスです。ステップ

２は、「介護の手間にかかる審査判定」、ここでは一

次判定結果をもとに、最終的な要介護度を決定しま

す。最後は、ステップ３「介護認定審査会として付す

る意見」、認定有効期間と必要な療養に関する意見

について検討します。 

 

これらのステップはすべて、認定調査と主治医意見

書をもとに議論されます。 

 

 

 

 

 

そのため、調査員は、審査会がどのような情報を求

めているか？をしっかり理解した上で、調査を行うこ

とが大切です。 

特に、特記事項は、申請者の固有の情報を伝える

役割をもち、審査判定において重要な議論の材料と

なります。 
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審査判定のプロセスでは、選択の妥当性や介護の

手間を評価しますので、「選択根拠」「手間」「頻度」

に関する情報が必要になります。これらは特記事項

を記載するうえでのポイントとなります。 

 

 

 

 

② 【セクション２ 一次判定の修正・確定】 

イメージ等 スクリプト 

 

（男性）では、ここからは、審査のプロセスごとに、ど

のような議論が行われているのか、そして、調査

員は特記事項に何を書けばよいのか、見ていきま

しょう。最初は、ステップ１「一次判定の修正・確

定」です。調査員の選択を確認して、一次判定を

確定するプロセスですね。 

（女性）あのう、一次判定は、調査員がするんじゃな

いんですか？ 

（男性）確かに、認定調査は調査員がしますが、一

次判定の最終的な確定は審査会で行うというル

ールになっています。 

（女性）でも、審査会資料には、すでに一次判定の

結果が出ていますよね。これを改めて審査会が確

認するんですか？ 

 

（男性）そうです。認定調査の経験がある方はわかる

と思いますが、実際に調査をしていると、選択に

迷うことってありませんか。 

（女性）確かにあります。適切な介助を選択するとき

とか。結構、迷うんですよね。 

（男性）そうですよね。そういう時に、一人で判断する

のはなかなか大変だと思います。調査員によって

選択が違うという場合も出てくるかもしれません。

それなら、複数の専門職で確認しましょう、という

のが「一次判定の修正・確定」のプロセスです。 

（女性）調査員をバックアップする仕組みということで

すか。 

（男性）そうです。ですから、調査員は、判断に迷っ

た場合、そのことを特記事項にきちんと書いてお

くことが大切です。 

（女性）なるほど。迷っても、これでいいかと思うと、

特記事項に書かなかったりするんですが、それじ

ゃダメなんですね。 
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（男性）そうですね。実際の状況と、その選択肢を選

んだ理由を特記事項に書いておけば、審査会は

それをもとに議論できます。でも、何も書いてなけ

れば、調査員が迷っていることすら分からないん

ですよね。 

 

（女性）「迷ったら書く」ということですね。 

 

 

 

 

 

（女性）審査会テキストを見てみると、一次判定の修

正・確定の議論のポイントとして、こんなにたくさん

あるんですね。審査会がこれをすべて確認するの

は、すごく大変そうですけど。 

（男性）そうですね。だから、事務局の役割が大切な

んです。事務局には、特に確認が必要な項目を

審査会が見落とすことがないように、サポートして

いただきたいんですね。 

（女性）どのあたりがポイントになるんですか？ 

（男性）たとえば、実際の状況が不適切な場合は、

適切な介助の方法を選択しますよね。この時、調

査員は自分が適切だと思うものを選ぶわけです

が、個人の判断が入る以上、他の調査員だったら

違う選択をする場合もあるわけです。審査会には

複数の専門職が集まっているので、その場で確

認してもらえれば調査員さんも安心ですよね。他

にも、認知症の自立度なんかは、認定調査と意見

書で大きくずれている場合もありますよね。そうい

う場合は審査会で確認して、必要に応じて修正し

ておくとよいでしょうね。 

（女性）確認してもらいたいときってどうすればいい

んでしょう？事務局は、審査会の場で発言したり

できないですよね。 
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（男性）いえ、そんなことはありません。事務局は審

査会に対して確認してほしい事項を、個別に依頼

することもできるんですよ。たとえば、「『移動』の項

目が適切な介助で選択されているので、確認を

おねがいします。」といった形で、審査会の中で

発言していただいても問題ありません。 

 

（男性）この時に、審査会が確認できるよう、特記事

項をきちんと書いておくことが大切なんです。 

 

 

（女性）わかりました。STEP1 については、調査員の

ポイントは、迷った場合は特記事項に書くというこ

と、事務局のポイントは、審査会が確認できるよう

サポートするということですね。 

（男性）その通りです。 
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③ 【セクション３ 二次判定】 

イメージ等 スクリプト 

 

（男性）次は、ステップ２「介護の手間にかかる審査

判定」です。一次判定結果をもとに、最終的な要

介護度を決定するプロセスです。 

（女性）審査会テキストには「通常の例より、介護の

手間が多いか少ないか」の視点で議論すると書い

てありますよね。この「通常の例」というのは、どう

いう意味なんですか？ 

 

（男性）たとえば、排尿でズボン・パンツの上げ下げ

だけに介助が必要なケース、この場合、選択肢は

「一部介助」になりますよね。 

（女性）そうですね。 

（男性）その人が１時間おきにトイレに行く人だったら

どうですか。 

（女性）確かに「一部介助」ですけど、毎回トイレまで

行ってズボンの上げ下げを介助するって、結構大

変ですよね。 

 

（男性）今、「１時間おき」と聞いて、大変だな、つまり

介護の手間が多いなと感じたのは、普通ならもっ

と少ないというイメージがあるからですよね。「普通

ならこういう感じ」というイメージのことを、「通常の

例」と言っているわけです。 

（女性）なるほど。でも、それってイメージするの、難

しそうですね。 

 

（男性）そうです。ですから、「通常の例」について

は、テキストの中で個別の定義は示されていませ

ん。それは専門職である審査会委員にゆだねら

れていて、「審査会委員の専門性、経験に基づき

合議により判断」することになっています。 

（女性）では、私たち調査員は、どんな情報を提供

すれば、いいんでしょうか。 
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（男性）先ほどの例であれば、トイレに行く回数が１

時間おきでも、５時間おきでも、選択肢は「一部介

助」になりますよね。選択肢が同じでも実際の介

助量は違うので、それが分かるように特記事項を

書いておくことが大切です。 

（女性）特記事項が大事なのはわかってるんです

が、詳しく書くのって結構大変なんですよねえ。 

 

（男性）ただ詳しく書くといわれても困りますよね。選

択肢が同じでも介助量に差が出るのは、大きく２

つの要因があります。一つは「具体的な介助の方

法」、もう一つは「頻度」です。この２つをおさえて

記載すると考えたら、わかりやすいかもしれませ

ん。 

 

（女性）一つ目は「具体的な介助の方法」。これはど

ういうことでしょう？ 

（男性）たとえば、排尿の「全介助」の場合、おむつ

の交換と、トイレでの排尿では、介護の手間は違

いますよね。 

（女性）確かに、同じ「全介助」でも違いますね。 

 

（女性）あと、「一部介助」を選択するときにいつも思

うんですけど、ちょっとだけ介助しても、ほとんど介

助しても、どちらも「一部介助」になっちゃいますよ

ね。そこがもやもやするなと思ってたんです。 

（男性）まさにその「もやもや」が特記事項なんです

よ。 

 

（男性）たとえば、「食事摂取」の「一部介助」の場

合、最初の数口だけ自分で食べていて、残りほと

んどは介助されているのであれば、それを書いて

おくことで、審査会は、介護の手間の全体量が、

具体的にわかるんです。 
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（女性）なるほど、わかりました。もう一つのポイント

は、「頻度」ですよね。 

（男性）そうです。たとえば４群の「一人で出たがる」

という項目、一人で玄関から外に出て行ってしまう

ので、毎回のように探しに出ているとします。この

行動が週に１回の場合と毎日ある場合では、介護

の手間は全然違いますよね。 

（女性）確かに。でも選択肢は、どちらの場合も「あ

る」になってしまいますよね。 

（男性）そうなんです。一つ一つの介護の方法や中

身が分かるだけでは実は不十分で、それが何回

発生しているのかが大事なんですね。ですから、

「頻度」が必要なんです。 

 

（女性）そうすると、「具体的な介助の方法」と「頻度」

は、掛け算のような関係ということですか。 

（男性）そうです。介護の手間の総量＝具体的な介

助の方法×頻度とイメージしておくとよいでしょう。

介護者が探しに出ているという「介助の方法」×

週７回という「頻度」ですね。 

（女性）でも、ポイントは２つとはいえ、調査項目はた

くさんあるし、全部詳しく書くのは結構大変で

す。。。 

 

 

（男性）このデータを見てください。これは審査会委

員を対象に、議論する上で重視していることをき

いたアンケート結果です。軽度では「移動」と「間

接介助」、中度では「排泄」と「BPSD」、重度では

「食事」「排泄」「BPSD」「医療行為」を重視してい

るという結果が出ています。こうした調査結果を参

考にして、特記事項の記載にメリハリをつけること

も大事なことですね。 
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（女性）「介護の手間にかかる審査判定」では、認定

調査の特記事項や主治医意見書を根拠に、重度

変更や軽度変更が行われるんですよね。じゃあ、

特記事項に書いたことは、審査会の記録に残るっ

てことですか。 

（男性）そうです。事務局は、申請者の求めに応じ

て、審査判定の経過を説明する必要があります。

この時に、審査会の記録が曖昧だったり、不十分

だときちんとした説明ができません。重度変更や

軽度変更をした時は、次の２点を記録しておくとよ

いでしょう。第一に、変更の根拠となった特記事

項・主治医意見書の記載内容、第二に、その記

載をもとに審査会がどのように判断したか、という

ことです。 

 

（女性）わかりました。では、STEP２については、調

査員は、審査会が介護の手間を評価できるよう、

「具体的な介助の方法」と「頻度」を特記事項に記

載しておくこと、事務局は、変更があった場合、そ

の理由をきちんと記録しておくのがポイントという

ことですね。 

（男性）はい。 

 

STEP2「介護の手間にかかる審査判定」の結果、基

準時間が 32分以上 50分未満になった場合は、「状

態の維持・改善可能性にかかる審査判定」を行いま

す。 
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ここでは、認定調査の特記事項と主治医意見書を

確認しながら、「認知機能の評価」と「状態の安定性

に関する評価」を行います。 

 

 

 

 

 

「認知機能の評価」では、予防給付等の利用にあた

って適切な理解ができるかを判断します。調査員

は、３群や４群の特記事項に加え、認知機能の低下

が日常生活に影響している場合は、２群や５群の関

連する項目の特記事項に記載しておくとよいでしょ

う。 

 

 

評価の結果、適切な利用の理解は難しいと判断さ

れれば、要介護１で決定となります。 

難しくないと判断された場合は、「状態の安定性に

関する評価」を行います。 

 

 

 

 

ここでは、概ね６か月以内に介護の手間が増えて、

要介護度を再び検討する必要があるかを判断しま

す。審査会は今後の経過を予測しますので、調査

員は、最近の心身の変化など、経過が分かる場合

は、特記事項に記載しておくと、審査判定に役立つ

場合があります。 

 

この評価の結果、要介護度の再検討が必要と判断

されれば要介護１、必要ないと判断されれば要支援

２で確定となります。 
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④ 【セクション４ 介護認定審査会として付する意見】 

イメージ等 スクリプト 

 

（男性）最後は、ステップ３「介護認定審査会として

付する意見」、ここでは認定有効期間と必要な療

養について検討します。 

 

 

 

 

（男性）認定有効期間というのは、ご存知ですか？ 

（女性）はい、現在の状況がどの程度続くかという観

点から、二次判定で決定した要介護度をいつま

で有効にするか決めることですよね。 

（男性）そうです。認定有効期間は、原則の期間が

定められていますが、個別のケースに応じて、短

くしたり長くすることができます。 

 

（男性）たとえば、入退院直後やリハビリ中、急速に

状態が変化している場合などは、原則より期間を

短くすることがあります。 

（女性）確かに、施設に入ったり、病院から退院した

り、環境が変わる場合は、状態が大きく変化する

かもしれないですよね。 

（男性）そうですね。逆に、長期間にわたって安定し

ている場合は、有効期間を原則より長くすることも

あります。 

 

（女性）もう一つの療養に関する意見とはなんでしょ

う？ 

（男性）状態の軽減や悪化の防止に必要な療養、あ

るいは、サービスの利用について気を付けること

があれば、審査会から申請者に伝えるものです

ね。 

（女性）どういうケースで療養に関する意見を検討す

るんですか？ 
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（男性）特に決まりはないですが、実際の状況を調

査員が不適切と判断している場合は、適切な介

助の方法を検討するので、療養に関する意見が

あれば、ぜひ申請者に伝えていただきたいです

ね。 

 

（女性）STEP3 の審査のために、特記事項に書いた

方がいいことって何かありますか？ 

（男性）このステップだけに必要な特記事項というの

は特にありませんが、例えば、これまでの経過が

分かれば、記載しておくと有効期間を検討するの

に役立つと思います。また、STEP２で解説した、

「具体的な介助の方法」や「頻度」の記載は、申請

者の生活の様子がよく分かるので、議論に役立

つでしょう。調査員の皆さんが書いている特記事

項は、こうした場面でも活用されていることを覚え

ておいてください。 

 

 

⑤ 【セクション５ 審査会事務局の役割】 

イメージ等 スクリプト 

 

ここまで、審査会のプロセスを見ながら、調査員や審

査会事務局の役割について解説してきました。 

 

 

 

 

 

 

調査員や主治医は、申請者を直接知る「情報提供

者」であり、審査会は、要介護度を決める「意思決定

の場」です。たとえば、審査会が判断に迷うことが多

い、あるいは、重度変更・軽度変更の際、決め手に

欠けるなど、審査に課題を抱えている場合は、特記

事項の内容に原因があるかもしれません。要介護認

定において、認定調査と審査会は両輪だということ

です。 
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この両者をつないでいるのが、審査会事務局です。

事務局は両者の情報のやり取りを仲介する「コーデ

ィネーター」と言えます。ですから、特記事項の改善

は、事務局から審査会に協力をあおいで取り組むと

よいでしょう。 

 

 

 

特記事項に関して審査会の要望があれば調査員に

伝えたり、調査員が特記事項に重視して書いている

ことを審査会に伝えることも効果的です。また、互い

の理解を深めるため、審査会がどのような議論をし

ているのか調査員に伝えたり、評価軸など認定調査

の基本原則を審査会に理解してもらうのもよいでしょ

う。両者が連携して適切な審査判定を行えるよう、コ

ミュニケーションの橋渡しをするのが、審査会事務局

の重要な役割です。 

 

 

 

 

 

 

 

  


