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の利用料金も上がるので、今のまま

がいいということです。要介護認定

が心身機能を測るためのものでな

く、お金をいくら使えるかの目安で

しかなくなっている現状を実感しま

す。

介護者の負担が
評価されない
（福岡県　姉さん　60歳）

納得してる人いますか？

これこそ経費のムダ使いだと思い

ませんか？ もちろん評価できるこ

ともありますよ。生きていくうえで

必要な調理ができる、買い物ができ

る等の評価が加わったことは重要だ

と思います。

一方で、家族の介護力が評価され

経過措置が
新たな混乱を招いています
（神奈川県　PMさん　43歳）

大々的に要介護認定の見直しを行

って、つじつまが合わなくなると、と

たんに経過措置の導入…。今に始ま

ったことではありませんが、どうし

て現場のやる気をなくさせるような

やり方ばかりするのでしょうか。経

過措置があるなら、審査会や調査な

んて必要ないってことになりますよ

ね。

更新認定の利用者はほとんどの方

が現状の介護度を希望されますが、

軽度になる人だけでなく、重くなり

そうな人も現状維持を希望していま

す。介護度が上がって限度額が増え

るのは歓迎だけど、デイやショート

ていません。社会の平等性からいう

と評価対象にはならないのかもしれ

ませんが、これって重要なことだと

思いませんか？

私たちケアマネが考える生活と、

家族が考える生活の満足度の違い

は、どこに標準を合わせればいいの

でしょうか。

認定調査日に身体の調子が良けれ

ば、特記事項に書かれるのみ。主治

医に認知症で困っていることを切々

と訴えなければ、自分の名前を呼ば

れても返事をしない人でも「Ⅱb」。

ふざけないでよね。日々、それでど

れだけ介護する人がストレスをた

め、疲れ果てているか…。

要介護3の母と暮らしている私の

内なる言葉です。

7月号の
★募集テーマ

から

「歩けない」→「歩ける」に
（愛知県　大田一美　50歳）

3月まで9年間、認定調査の仕事

をしていました。4月からはケアマ

ネジャーとして業務に就いていま

す。

今は更新認定の経過措置があるの

で、希望すれば前回と同じ認定結果

になります。思わず「一体なんのた

めの調査なの？」って思ってしまい

ます。無意味なことに対して、自分

の気持ちを切り替えつつ働いていま

す。

糖尿病があって片足切断されてい

る方がいました。以前の介護度は要

介護1。その後、もう片方の足も切

新・要介護
認定

検証しちゃ
います

今月は4月から新しくなった要介護認定についてみなさんの声を聞きました。軽く出るなんて批判されて、

厚労省でも検証してますけど、皆さんの現場ではどうですか？　反響は大きくいつもの倍くらいの数の投稿

をいただきました。そのなかから代表的なものを紹介します。

断することに。それを契機に義足を

使うようになり、変更申請を出され

たので、私が調査に行きました。

調査に行くと、前回は「歩けない」

にチェックがあった人でも、今回は

義足があるので「つかまれば歩ける」

にチェック。というのも、5メートル

くらいは時間をかけてでも歩かない

と生活ができないので、がんばって

歩いておられるのです。ですが、室

内5メートルの歩行では、やれるこ

とは限られています。この人の介護

度がどうなったか、調査したあとも

ずいぶん気になりました。

がんばって生活している人のがん

ばりが反映されない、心ない制度だ

と思います。

市町村ごとの
バラツキ解消に
こんな手は？
（和歌山県　ケアマネいじめ反対！　39歳）

市町村ごとに結果にバラつきがあ

ることを感じています。私自身、3

つの自治体でそれぞれの認定結果を

みてきました。「えーっ、この人が

要支援？」「この人が要介護3？」と

実態とかけ離れた認定結果が出るこ

とも多くあります。

新認定は、ばらつき解消を目指し

たそうですが、そんな手間をかける

よりこんなアイデアはどうでしょう

か。例えばA市の介護認定を毎月5

～10名分、B市で認定してもらう。

その逆も行う、といった方法で認定

結果の均一化を図ってはいかがでし

ょうか。各市町村には財政問題はじ

め諸事情あると思いますが、認定は

「同じ様式で誰が行っても同じ結果

であるべき」という説明を自治体か

ら受けたこともあります。

また、調査員の質の問題もありま

す。これまで6回続けて要介護2を

更新できた人が、新人の調査員が来

たために充分な聴取を受けられず、

要支援2にまで落とされ、その後、

変更申請をかけると要介護3になり

ました。



れているにも関わらず、調査

員がキャッチできなくて特記

に反映されないこともしばし

ばです。

ユーザ名：ja1dim

特記事項の記入がやたら多

くなりました。要介護4でも

新しい調査法では「麻痺も拘

縮も無し」になってしまいま

す。ですから特記事項には

「椅子に座位にて調査を実施。

調査に該当する麻痺や拘縮は

認められないが、立位や歩行

は不可である」といった不可

解な調査報告を記入せねばな

りません。

ユーザ名：yoshie60

見てほしいところが調査項

目に入っていないと思います。

調理をしていないのは、火を

使うのが危険だからだし、ヘ

ルパーさんが昼夜訪問して作

ってくれているからですよ。し

かも特記事項を書く欄が小さ

い。ここはとっても大変なの

よ。どこまで細かく書けばい

いの？ と思ってしまいます。

ユーザ名：printemps

どうなんでしょうねぇ～。

今のところ経過措置のおかげ

で、軽く出る方はいませんが、

主治医の意見書を書いておら

れる医師からは、「一生懸命

書いても変わらないのであれ

ば、書く意味がない」とぼや

く方もいるとか……。

ユーザ名：sachiko

介護認定審査委員をしてい

ます。要支援2～要介護2く

らいの中度の方が、前回の認

定より軽く判定されているよ

うに思います。

経過措置は、審査会で出し

た結果を無視することになる

ため、委員としては自分たち

が無意味なことをしているよ

うで、解せない気持ちです。

ユーザ名：sumirekea

要介護3だった方が2に下

がりました。「認知症があっ

て、失禁が多い。ベッドから

滑り落ちても1人で起き上が

れない」。そんな状態の方が

この結果です。経過措置は家

族がよく理解しておらず、前

回同様を希望しなかったので

即、区分変更申請をしました。

要介護2では10万の自己負

担が出てしまいます。

ユーザ名：brang

自治体によってもかなり厳

しいところと、甘いところが

あります。私の勤めている自

治体は良心的ですが、隣接し

ている自治体はかなり厳しく、

要介護3から要支援になる方

がいるほどです。調査員によ

ってもかなり変わってきます

けど、自治体によって違いが

あるのは、どうかと思います。

ユーザ名：sinokuu

総じて低く介護度が出てい

ると思います。しかも、同じ

ようなレベルの人でも、日中

家族などが家にいて見守りや

必要以上に手厚い介助をされ

ているケースと、家族が仕事

に出掛けるため、何とかがん

ばって1人で過ごしている人

では介護度が違って出てくる

のではないでしょうか。

ユーザ名：tokatoka

4月以降、辛口な認定が出

てくるものだとばかり思って

いたのですが、うちの保険者

では介護度が上がっています。

以前の認定より軽くなったら

経過措置、という希望の利用

者さんばかりなのですが、予

想外のことで皆びっくりして

います。軽くして苦情がでる

なら、重くだしちゃえ！って

いう感じなのでしょうか…。

ユーザ名：majorin

認定期間についてですが、

調査の都度料金等が発生する

ので、介護保険財政が厳しい

中、一律2年とかに設定して、

状況変化があれば随時区分変

更を申請するほうが無駄な労

力を生じず良いのではないか

と思います。利用者ご家族か

らも半年や1年で更新手続き

を要することに、早すぎると

いう声が多数聞かれます。

ユーザ名：4165

厚生労働省では検証委員会

を開いているようですが、い

つ結果が出るかわからず、ま

た、全国的な調査とまではい

っていない様子も伺えます。

本当に現場は困惑してしまい

ます。委員会でしっかり認定

調査の内容が吟味され、今ま

で以上にわかりやすいものに

なることを祈っています。

ユーザ名：aasachiko

きっと新しい認定は低く出

るでしょう。まったくやる気

も低くなってしまいます。私

たち、ショートステイや通所

サービスなど直接事業所は大

打撃です。手間は今と変わら

ないのに…。結局介護に対し

て報酬を上げてもそのしわ寄

せは高齢者や事業所にかかっ

てしまうと感じています。

ユーザ名：hanshinfan

特養でケアマネをしていま

す。施設だと本人の能力に関

係なく「全介助」することが

多々あります（爪切り・調理・

薬・金銭等）。そういった点、

調査上はすべて全介助となる

ので、在宅の方、あるいは施

設でも大規模特養と少人数の

グループホームなどでは結果

に差があるかと思います。
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度は「自立」であるのに（私もそう

思っています）、主治医意見書では

「Ⅲa」であり、疑問を感じました。

制度では居宅介護支援の認知症加

算の対象になるのですが、請求した

くありません。

また、この逆のケースもあり、認

定調査で「Ⅲa」なのに、主治医意見

書が「Ⅰ」など…。こうしたケース

は市町村にも報告するようにしてい

ます。

主治医に対する研修や、主治医意

見書についてもそのあり方を考える

時期にきていると思うのですが、い

かがでしょうか。

↓↓↓

新・要介護
認定

検証しちゃ
います

7月号の
★ 募集テーマ

から

ユーザ名：kinkin

まず、説明するときに困っ

てしまいます。国としての指

針が定まらないことやその経

緯…。説明すればするほど、

なんだこりゃ？ です。しか

し、その方針に沿ってしか業

務を進められないことももど

かしく感じます。審査会自体

もやる気が出ないだろうなぁ

と同情してしまいます。

ユーザ名：olivecare

低く出るか高く出るかより、

「これで本当に実態が把握で

きるの？」と思います。マー

クシートに入力できないこと

は、特記事項にというけれど、

それこそ調査員の認識によっ

てすごく左右されてしまうと

思う。普通に生活することに

支障をきたしていることをく

み上げるような調査項目にし

てほしかったです。

ユーザ名：odoriko

今回の改正では、細かい部

分までテキストに指示されて

おり、個人的にはまずまず適

正だと思いますが、今までの

介護度の解釈からすると、軽

く出て困る、ということにな

るでしょうね。どんなに適切

な改正であったとしても、批

判や苦情が出るのは仕方あり

ません。国は、「こういう解釈

でいきます」としっかり説明

するべきだと思います。

ユーザ名：hiroasis

国が明確なエビデンスを元

に新しい基準で認定を行うの

であれば、それに従うのが本

来だと思います。受けた認定

結果を元に充分なケアマネジ

メントを行えば良いだけなん

ですから。しかし、厚労省も

世論に押されて、簡単に経過

措置などと見直しをしている

時点でもう要介護認定にかん

しての信頼は皆無になってし

まいましたね。

ユーザ名：srholstein

調査はチェックに首をかし

げるところがたくさん。特記

事項によって状態をすくい上

げるようなフォームなので、

利用者としたら、特記の下手

な調査員に当たったときは最

悪でしょう。認知症なんて医

師の意見書にはっきりと書か

んが、主治医意見書について思うこ

とがあります。認定調査に伴う市町

村の認定調査員の質は向上し、研修

も重ねられ、調査員による結果のバ

ラツキは少なくなったように思いま

す。しかし、主治医意見書の、とく

に日常生活の自立度の記載について

問題があるように思います。

要介護2の独居老人ですが、調査

員の認知症高齢者の日常生活自立

新人には一定期間、主任的な調査

員が同行するなどの仕組みもつくっ

てほしいものです。調査をするのも

審査をするのも人なのですから。基

準通りにはいかないと思います。

主治医意見書の
精度が疑問
（奈良県　ドグマチール　47歳）

新認定に限ったことではありませ


