
の変更などについてです。時間的に

は19時から20時頃に多いので、お

そらく仕事を終えて帰宅されてか

ら、かけていらっしゃるのだと思い

ます。その時間以降、深夜の緊急電

話はほとんどありません。とはいえ、

電話はかかってこなくても携帯を持

つ日は深酒できませんし（お酒が好

きなもので…）、「何かあればすぐに

対応しなくては！」と気が張ってい

るので、ケアマネジャーの負担は確

実に増えたと感じています。

........................... 取りました

東京都　AT 46歳

ウチは加算Ⅱを取得ずみです。一

........................... 取りました

携帯を持つ日は
緊張します
千葉県　moko 43歳

事業所では加算Ⅱを取っていま

す。特定事業所加算を取ると24時

間対応が必要ということで、どうす

るかずいぶん事業所内で話し合った

のですが、各ケアマネジャーが携帯

電話を持って、ローテーションで夜

間番をすることにしました。4人な

ので、大体週に1～2日、回ってく

る計算です。ちなみに1日電話番を

することで手当てが800円つきま

す。高いのか安いのか見当がつきま

せんが…。主任ケアマネジャーとし

ての手当てはついていません。

時間外の電話で多いのは利用者の

家族からの電話で、翌日のサービス

番難しかったのは研修の体制づくり

でした。定期的な事業所内研修が義

務付けられるのですが、申請を受け

付ける担当課いわく「個別性のある

研修でなければならない」とのこと。

個別性ってナニ？ 要はケアマネ全

員を一堂に集めてワンテーマで行う

研修じゃなく、一人ひとりのレベル

に合わせた研修を、ということのよ

うです。けど、全国規模の会社なら

いざ知らず、ウチのような零細事業

所ではとてもそこまで細かい研修プ

ログラムは組めませんよ。そこで各

自が参加したいと思う外部研修に出

て、その内容を報告してもらうこと

にしています。まあ、これでケアマ

ネのスキルが上がっているかといえ

ば疑問です。国なり自治体なりに

2月号の
★募集テーマ

から

「研修の進め方をもっと具体的に示

して！」と思うのですが、いざ示さ

れたら、それはそれでやっぱり反発

するんだろうなあ…。加算にかかわ

らず研修は必要不可欠なもので、何

か良いやり方はないかと日々、頭を

悩ませています。

........................... 取りました

モチベーションが
上がりました
宮城県　アイムソウリ　32歳

加算は取りました。減算になると

加算も取れないので以前より注意す

る苦労が増えましたが、「赤字にし

かならない経営」から「頑張れば黒

字になる経営」ができるようになっ

たので、モチベーションは上がって

います。ただし今の基準では1人事

業所などでは始めから加算が取れな

いので、努力しても赤字の事業所は

多いと思います。ケアマネの人数を

加算の基準にするのはどうかと思い

ます。

30件程度の件数をもって、真面

目に仕事をしている事業所は、黒字

になるような報酬単価に引き上げる

べきだと思います。

........................... 取りました

利用者の安心感に
つながっています
奈良県　ドグマチール　47歳

特養併設の事業所で市町村から在

特定事業所
加算、

取りました
か

2009年の制度改正で要件が緩和されたことで、特定事業所加算Ⅱを取った事業所も増えているようです。

事業所として報酬が増えるのはありがたいことですが、ケアマネの負担が増えるのでは…という心配の声も。

「もう取った」「あえて取らない」「取る予定」と様々な意見が集まりました。
宅介護支援センター事業を受託して

おり、以前から24時間体制で相談

対応を実施してきました。事業所内

のカンファレンスも日頃から週1

回、1時間程度持つようにしていた

ので加算Ⅱを取りましたが、とくに

今までと勤務が変わるようなことは

ありませんでした。私たちの苦労や

努力にようやく制度が追いついたと

いうのが実感です。利用者のみなさ

んからすれば、ケアマネに夜中に電

話しても留守電でなく肉声を聞くこ

とができ、安心につながっているよ

うに思います。なかには「24時間対

応できるケアマネをお願いしたい」

という相談もあり、他事業所から当

事業所に移られた方もいます。

そうそう、加算を取って実は私の

管理職手当てがアップしました！他

メンバーにバレると「ゴチになりま

す！」と詰め寄られるのでまだ言っ

ていませんが、今年度の収支目標が

達成できたら、かわいい部下たちに

おいしいものをごちそうしてあげる

つもりです。

........................ 取ってません

法人のバックアップが
ほしい
群馬県　マコト　48歳

法人の上のほうからは「加算を取

れ」という声が聞こえてくるのです

が、現場の立場でケアマネの負担を

考えると、「今は取りたくない」と

いうのが本音です。煩雑な申請手続

きに始まり、要件である24時間対

応や研修の実施などで法人のバック

アップが望めるならいいのですが、

ほとんど期待できないからです。お

金のことは言いたくありませんが、

給与や手当てが変わる予定もありま

せん。ただ、主任ケアマネ研修につ

いてだけは、これまでは自己負担だ

った研修費が、手のひらを返したよ

知
っ
て
る
人
は
ト
ク
を
す
る

カ
ン
タ
ン
登
録
で
購
読
料
が
安
く
な
り
ま
す

→

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
！

トッタ、ト
ラナイ…あ

なたの事業
所は？



事業所全体の質向上につなが

っているか疑問です。とにか

く1円でも報酬による評価は

ほしいです。

................ 取りました

ユーザ名：yacyan

毎週の会議は、そこそこ慣

れてきたかな？ 月曜の朝に約

30分と短時間で、新規の利用

者情報、研修報告、みんなで

共有したいことなどを話し合

っています。大変なのは、書

類。書類作業に追われて訪問

時間が減っています。本末転

倒もはなはだしい。給料はも

ちろん1円も上がっていませ

ん。もう少し上げてくれ！

そうすればやる気だって出る

かも…？

................ 取りました

ユーザ名：mikeshizimi

加算を取った事業所にいま

すが、管理能力のない主任ケ

アマネ兼管理者に困っていま

す。「法人の方針だから」と口

ばかりで、実務は他人任せ。

会議の開催方法から時間設定、

記録用紙の準備まで自分では

何もしません。「改善してほし

い」と申し出ても対応はお粗

末で、こんな状態で本当に加

算をいただいていいのかと悩

んでいます。

................ 取りました

ユーザ名：ja1dim

昨年秋に加算Ⅱを取りまし

た。フタを開けてみると、包括

センターから「困難ケース」が

続々舞い込み、スタッフは皆、

心身耗弱状態。「これ以上の受

け入れは勘弁願いたい」とお

願いすると「加算取ってるん

だから、わがまま言わないで」

とのこと。特定事業所って、行

政や包括が手に負えないお困

りケースの掃き溜めなの？ も

う赤字でもいいから、身体の

方が大事。加算返上したいで

す。

................ 取りました

ユーザ名：sunsun

今年の1月に取得したばか

りの事業所です。小さな法人

なので、申請の書類作りはす

べて私1人で行い、困難をき

わめました。結局、休みも返

上です。でも、これからは多

少収支が上向きそうです。

............. 取ってません

ユーザ名：mokamama

私の事業所は取っていませ

ん。なぜ取らないのか理由が

わかりません。主任ケアマネ

の研修を受ける資格のある人

が2人いるのですが、どちら

も定年1、2年前なのがネック

なのでしょうか？ それとも一

般企業と違って営利を求めな

い団体だから？ はたまた面倒

くさいだけなのか？ 下っぱの

私にはわかりませんが…。

............. 取ってません

ユーザ名：michalu520

取っていません。というか、

管理者に主任ケアマネ研修を

受講する気持ちがないので、

取れません。確かに加算を取

るにはいろいろな体制の整備

が必要でしょうが、事業所全

体の質のアップを考えれば、

何かもっと取ろうという気持

ちがあってもいいかと思いま

す。事業所の今後の展望がま

ったくわからず、働く意欲が

わいてきません。

............. 取ってません

ユーザ名：hiroasis

加算は取れません。わが地

域の高齢者のみなさんはお元

気な方が多く、新規でのケア

プラン作成の依頼が少ないか

らです。地域のつながりも強

いので、国が考えているよう

な地域ネットワーク構想など

を持ち出すまでもなく、住民

のみなさんが支え合いながら、

在宅での暮らしを続けておら

れます。

............. 取ってません

ユーザ名：hanshinfan

特養勤務です。法人内の居

宅事業所は取っていません。

法人内の特養と短期は利用者

が多く経営的に安定している

のですが、デイは競合が多く

稼働率が低いようです。その

ため居宅は、単独で利益を出

すよりできるだけデイの利用

者を増やす目的で運営されて

いる感があります。そもそも

法人内には主任ケアマネが1

人もいません。

............. 取ってません

ユーザ名：rinsou

うちの事業所はケアマネが

私1人なので、どうがんばっ

ても加算は取れません。まあ、

ただでさえ書類や記録が多い

ので、余計な書類作成がこれ

以上増えなくて、助かってい

ます。

............. 取ってません

ユーザ名：nrymfk

当事業所は主任ケアマネが

いないので、取っていません。

所長が主任研修を受ける予定

ですが、まだ予定が決まって

いません…。ケアマネはすで

に4人が常勤で稼動している

ので、どちらにしても取得す

ることになると思います。で

も、加算取ったら取ったで大

変ですよね。

............. 取る予定です

ユーザ名：19640920

事業所の規模が小さくケア

マネが2人のため、今のとこ

ろ取れていません。ただ、今

後ケースが順調に増えるよう

なら、ケアマネをもう1人増

やして、取る予定です。主任

ケアマネの研修はすでに先輩

が受けているので問題ないの

ですが、一番の悩みはケアプ

ランとケアマネの確保ですか

ね。
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のたびに賃金を上げ下げするような

ことになっては従業員のためにもな

らないとも思っています。

そこで今回は基本給をそのままに

して、主任ケアマネ手当てと24時

間対応の夜間手当てを設ける予定で

す。みんなのモチベーションが少し

でも上がるようになるべく高い金額

にしたいと思うのですが、事業所全

体の収支状況からみると、なかなか

難しいものがあります。知っている

事業所では、訪問看護ステーション

の24時間手当が1晩1,200円と

聞いたのですが、ケアマネはどうな

んでしょう。加算を取ったほかの事

業所はどうしているのか聞いてみた

いです。

↓↓↓

特定事業所
加算、
取りました

か

2月号の
★ 募集テーマ

から

...................取りました

ユーザ名：2872000746

今、主任ケアマネの研修中

です。加算Ⅱを受講見込みで

すでに取得しているので、た

とえ体調が悪くても、休まず

参加しています。念のためマ

スク持参です。もちろん、上

司からも「休まないように」

と言われています。研修内容

は支援者支援の観点からの事

例検討が主ですが、何のため

の研修なのでしょうか。スキ

ルアップというより加算のた

めに参加している人が多いこ

とに苛立ちを感じています。

................取りました

ユーザ名：544538

2009年に加算Ⅱを取りま

した。以前は上司から「研修

は各自、休みの日に自分のお

金で行きなさい」って言われ

ていたのに、加算が取れると

なったとたん、研修費は事業

所負担で仕事として行かせて

もらえるようになりました。

なんだか複雑な気持ちでした

が、後輩たちも「頑張ってス

キルアップのために研修を受

けたい」と言っていますので、

良かったかなと思います。

................取りました

ユーザ名：ishihara sachiko

職場の母体は医療法人で、

2009年4月から加算Ⅱを算

定しています。ですが、主任

ケアマネへの負担が大きいば

かりで、給与への反映や手当

てもありません。研修の実施

が加算要件に入っているので、

主任ケアマネが毎週の勉強会

を企画・実施していますが、

........................ 取る予定です

ケアマネの手当、
どうしてます？
神奈川県　A-KAKE 51歳

居宅介護支援事業所の管理者です

が、加算Ⅱを取る予定です。そこで

気になっているのは、ケアマネジャ

ーの手当てです。正直に言って事業

所経営は赤字で、加算を取ったから

といって基本給はなかなか上げられ

ないのが現状です。今後、居宅の介

護報酬がマイナス改定にならないと

いう保証もありませんし、報酬改定

うに法人負担にされました。

24時間対応も深夜にケアマネが

どんな問題に遭遇するかわからず、

電話を受けるケアマネだけでなく法

人全体での取り組みが必要だと感じ

ています。それに、「特定事業所」

は質の高い事業所を目指すのが目的

のはずですが、収支を改善させるた

めに加算を取れと言われることにな

じめません。身勝手な現場の意見と

言われたらそれまでですが…。

トッタ、ト
ラナイ…あ
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