
平成28年度介護認定審査会委員研修
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( 1 )現在の介護保険法について

日時:平成29年 3月17日(金)

午後7時30分から午後9時まで

場所:仙南地域広域行政事務組合

3階講堂

第

( 2 )第2号被保険者に係る特定疾病該当 (がん(末期)及び、パーキンソン病)

の判断基準について

( 3 )介護認定審査会の概要と現状について

(4)介護認定審査会の流れについて

( 5 )その他

4 修了証明書授与式
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[資料 1 1 

仙南地域広域行政事務組合介護認定審査会

概 要

〔平成 29年 4月現在〕

1 介護認定審査会の名称

仙南地域広域行政事務組合介護認定審査会

2 介護認定審査会の委員数

126人(医師 56人、歯科医師 18人、薬剤師 21人、作業療法士 1人、

言語聴覚士 l人、保健師 3人、看護師 12人、福祉関係者 14人)

3 審査委員の任期(平成 29 ・30年度)

2年間(平成 29年 4月 1日~平成 31年 3月 31日まで)

4 審査委員の身分

非常勤の特別職の地方公務員

5 審査委員の報酬等

報酬 11， 700円+費用弁償(日当 3， 000円+交通費)

6 介護認定審査会の業務

(1)業務の範囲

基本調査結果、主治医意見書及び訪問調査員の特記事項に基づき、二次判定を行う

(2)審査対象者

仙南地域(白石市、角田市、蔵王町、七ケ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、

丸森町)に住所を有する次の方々

① 6 5歳以上の方(第 1号被保険者)

② 4 0歳以上 65歳未満の方 (第 2号被保険者)

③ 4 0歳以上 65歳未満で生活保護を受けており、医療保険に加入していない方

※②③については、 1 6の特定疾病に該当する方に限る

(3)介護認定審査会の組織

-審査会に会長 1人、会長職務代理者 1人を置く

-審査会に 14の合議体を置く(白石ブロック 4、角田ブロック 4、柴田ブロック 6) 

. 1合議体は、 4人(医療分野 2人、保健分野 1人、福祉分野 1人)の委員で構成される

・各合議体に委員長 1人、副委員長 1人を置く

(4)合議体の会議

-会議の開催日・月曜日から金曜日までの問(休日等は除く)

-会議の開催時間:原則として午後 6時 30分から午後 9時 30分まで

・開催頻度 2週間に 1度

. 1回あたりの審査件数:おおむね 40件

-会議は、委員長又は副委員長を含む過半数の委員が出席しなければ開催できない

・審査委員は、組合審査判定マニュ アノレに基づき審査判定を行う

-合議体の議決をもって審査会の議決とする
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~審査会前日 までの主な流れ~
審査会当日の概ね 7日前に、事務局(仙南広域介護保険課)から審査会資料を送付

します。(要綱第13条第3項)

委員は、資料の内容から対象者の背景を描いていただき、審査会までに個々の委員

としてある程度の方向付けを行って頂きます。(要綱第8条第2項)

なお、審査会は、先述の方向付けを持って頂くことにより、次に該当する場合を除

き、対象者 1人あたり 1分程度で審査が終了する傾向にあります。

一次判定が非該当の場合

一次判定が要支援 1で認知症高齢者の日常生活自立度が調査員、主治医が一方又は共

にE以上を評価している場合

区分変更申請で、一次判定が前回の要介護度から変わらない場合

一次判定が前回の要介護度から改善しているが、現在の状況に著明な変化がない場合

状態の維持改善可能性に係る審査の際、認知症高齢者の日常生活自立度が主治医と調

査員で、一方がH以上、一方が I以下の場合

事務局は、委員へ資料送付後、審査会までに資料を確認し背景を描きつつ、必要に

応じて保険者(構成市町)に矛盾と恩われる箇所等の問い合わせを行います。

~介護認定審査会に係る主な用語~
|介護の手間|

「要介護認定は、介護サービスの必要度(どれ位、介護のサービスを行う必要が

あるか) を判断する ものです。従って、 その方の病気の重さと要介護度の高さとが

必ずしも一致しない場合があります。

(中略)例えば、アノレツハイマー型の認知症の方で、身体の状況が比較的良好で

あった場合、俳佃をはじめとする周辺症状のために介護に要する手聞が非常に多く

かかることがあります。しかし、身体的な問題が発生して寝たきりである方に認知

症の症状が加わった場合、病状としては進行していますが、俳千四等の周辺症状は発

生しないため、 介護の総量としては大きく増えないこと が考えられます。J
(厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo2.html)から抜粋)

WT護認定審査会|

「介護認定審査会では、状態像を議論して要介護度を認定するのではなく、特別

な介護の手聞が発生しているか、要介護認定等基準時間は妥当であるかという観点

から要介護度の認定をしなければならなしリ(介護認定審査会委員テキス卜 P2・宮城県

では、水色表紙の冊子)

|第 1号被保険者|

市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者 (法第9条第 1号)

|第 2号被保険者|

市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
(法第9条第2号)

法:介護保険法 令:介護保験法施行令 要綱:当組合介護認定審査会運営要綱



平成28年度介護認定審査委員研修会資料(H29.3.17)

|特定疾病|

審査会において、第 2号被保険者を要介護者又は要支援者と判定する場合、いず

れかの特定疾病によってその状態になったことを確認する必要があります。

(要介護者:法第 7条第 3項第 2号・要支援者:法第 7条第4項第 2号)

なお、特定疾病は介護保険法施行令で次のとおり規定されておりますが、該当の

有無についての詳細は「特定疾病にかかる診断基準j をご確認願います。

介護保険法施行令

(特定疾病)

第 2条 法第 7条第 3項第 2号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。

(1) がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態

i三主ヱ与と判断したものに限る。)

(2) 関節リウマチ

(3) 筋萎縮性側索硬化症

(4) 後縦靭帯骨化症

(5) 骨折を伴う骨粗露症

(6) 初老期における認知症(法第五条のこに規定する認知症をいう。以下同じ。)

(7) 進行性核上性麻揮、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

(8) 脊髄小脳変性症

(9) 脊柱管狭窄症

(10) 早老症

(11) 多系統萎縮症

(12) 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

(13) 脳血管疾患

(14) 閉塞性動脈硬化症

(15) 慢性閉塞性肺疾患

(16) 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

このうち、 上記(1)の「がんJについては、いわゆる末期状態の場合に限られ、

回復に向けた積極的治療が行われている (または、今後行われる予定である)場合

は、該当しません。

上記の「医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったJとは、いわゆる

緩和ケアのみ行われている場合を指します。

このため、主治医意見書等において、抗がん剤治療に関する記載や、がん治療の

ために処方される薬品名の記載があるとき、放射線療法に関する記載があるとき等

は、特に注意して特定疾病該当の有無を確認する必要があります。

また、上記(7)のうち「パーキンソン病Jについて、症状として振戦、筋固縮、

無動などがあり ますが、同じような症状が出る「パーキンソン症候群」は特定疾病

の対象となっていない点に留意する必要があります。

法:介護保険法 令 :介護保険法施行令 要綱:当組合介護認定審査会運営要綱
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|認定審査会資料|

保険者(構成市町)の認定調査員が、認定調査員テキスト(宮城県では、桃色表

紙の冊子)に基づき調査を行った結果がまとめられ、これにより計算された認定等

基準時間や一次判定の要介護度が示されたものです。

|特記事項|

基本調査74項目、特別な医療の状況、障害高齢者自立度及び認知症高齢者自立度

について、認定調査員が判断に至った理由を個々 に記載したものです。

|主治医意見書|

要介護認定を受けよ うとする 申請者から主治医の情報を得て、保険者(構成市町)

が当該主治医から意見を求め、その意見がまとめられた書面です。

|三点セット|

仙南広域の介護認定審査会では、上記 3つの資料認定審査会資料、特記事項及び

主治医意見書を総括 してこのよ うに呼んでいます。

|三点セットの矛盾|

一次判定の確定にあたっては、三点セットの確認となり、具体的には、各々の内

容は、本来、被保険者の状態像が一貫された内容と なりますが、認定審査会資料と

特記事項や主治医意見書の記載内容が異なる場合など、の確認を行って頂きます。

なお一次判定では、必要に応じ、事務局における修正報告のほか、第 2号被保険

者にかかる特定疾病の確認が行われます。

|一次判定に含まれない手問、一次判定以上(以下)の手間|

二次判定では、これらの手聞があるかどうか、その手聞がどの程度かという観点

から、要介護度の変更の必要があるかどうかを検討頂きます。

|認知機能の低下等|

認知機能や思考・感情等の障害により予防給付の利用に係る適切な理解が困難で

ある場合

陣安定な状態|

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

二次判定における「一次判定を変更する理由j、状態の維持 ・改善可能性に

係る審査における「認知機能の低下等」又は「不安定な状態Jと判定する際は、

その根拠が必要となります。

ここでし1う根拠は、審査会資料に直接記載されている箇所のみ用いる こと が

でき、 iOOの記載があるからムムな状態と思われ、{手間・認知機能低下・不

安定}である。」といった類推で判断することはできません。

法 :介護保険法 令 :介護保験法施行令 要綱:当組合介護認定審査会運営要綱
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|状態の維持・改善可能性に係る審査|

予防給付対象者は、二次判定で要支援 lとなった被保険者に加え、要介護認定基

準時間が32分以上50分未満に相当するとされた被保険者となります。

このうち後者の被保険者は、介護の手間の程度によって行われる二次判定では、

要支援 2文は要介護 1と判定されますので、この審査によって「認知症等により予

防給付の利用に係る適切な理解があるかJや「心身の状態が安定しているか」を確

認し、予防給付対象(要支援 2) とするか、介護給付対象(要介護 1)とするかを

判断頂くものとなります。

なお、この審査では、 上記下線部にある観点から判断頂く ものであり 、この審査

段階では既に終えている介護の手間の観点から判断するものではありません。

|審査会が付する意見|

介護認定審査会では、要介護状態等区分の決定後、特に必要と考えられる場合に

は、以下の2点に関する意見を介護認定審査会の意見として付すことができます。

認定の有効期間を原則より短くあるいは長くする

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
(介護認定審査会委員テキストP29より抜粋)

|認知症高齢者の日常生活自立度(認知症高齢者自立度)I 
ここでは、認知機能の観点から評価を行う箇所にな ります。

この評価は、基本調査で行うほか、主治医からも意見を頂くものとな ります。

身体の障害による日常生活自立度は、障害高齢者の 日常生活自 立度(寝たきり度)

により評価されます。

自立:認知症を有しない。

1 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。

II:日常生活に支障を来たすような症状 ・行動や意思疎通の困難さが多少見られでも、誰

かが注意していれば自立できる。
皿 :日常生活に支障を来たすような症状 ・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要

よ主ゑL

IV:日常生活に支障を来たすような症状 ・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に

介護を必要とするの

【参考】上記のほか、審査会でよく使われる言葉
「期隈切れ新規J

-_e.要介護認定を受けた被保険者が、有効期間内に更新申請を行わなかったとき、法令上は

新規申請となりますが、前回結果が表示されます。

「双方E以上」

主治医と認定調査員がそれぞれ認知症高齢者の日常生活自立度を評価した結果、いずれも E

以上のときを指し、状態の維持 ・改善可恥性にかかる審査の際、これを根拠に認知機能の低下

等があると判断することも可能です。

法:介護保険法 令:介護保験法施行令 要綱:当組合介護認定審査会運営要綱
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「双方 I以下Jr双方自立」

主治医と認定調査員がそれぞれ認知症高齢者の日常生活自立度を評価した結果、いずれも I

以下のときを指し、状態の維持 ・改善可能性にかかる審査の際、認知機能の低下等がないと判

断する場合に使われるものです。

「評価が分かれているJr評価分かれ」

主治医と認定調査員がそれぞれ認知症高齢者の日常生活自立度を評価した結果、一方が H以

上で、一方が I以下であるとき、状態の維持 ・改善可能性にかかる審査の際、特記事項又は主

治医意見書の記載内容を根拠に、認知機能の低下等の有無を判断頂きます。

rn以上Jr 1以下J

上記の「評価が分かれているj場合に、状態の維持 ・改善可能性にかかる審査の過程で、合

議体において合議を得たとき、認知機能の低下等の有無をこれらの言葉を用いていることがあ

ります。

【附録]

要介護認定に係る法令
(厚生労働省HP(http://川市.mhlw. go. jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo2. html)から転載)

1 介護保険制度における被保険者の定義

「被保険者Jの定義(法第 9条)

(1) 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者 (第一号被保険者)

(2) 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第二号被

保険者)

2 要介護状態、要介護者の定義

「要介護状態Jの定義(法第 7条第 1項)

身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活にお

ける基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわた り

継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度

に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するも

の(要支援状態に該当するものを除く 。)をいう。

※ 厚生労働省令で定める期間:原則 6ヶ月

「要介護者Jの定義(法第 7条第 3項)

(1)要介護状態にある65歳以上の者

(2) 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因であ

る身体上文は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病で

あって政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたもの

※ 政令で定めるもの(特定疾病):施行令第 2条

法:介護保験法 令:介護保険法施行令 要鱗:当組合介護認定審査会運営要綱

-5 -



平成28年度介護認定審査委員研修会資料(H29.3.17)

3 要支援状態、要支援者の定義

「要支援状態Jの定義(法第 7条第 2項)

身体上若しく は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活に

おける基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間に

わた り継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する

支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労

働省令で定める期間にわた り継続して日常生活を営むのに支障があると見込ま

れる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支

援状態区分) のいずれかに該当する ものをいう。

※ 厚生労働省令で定める期間:原則 6ヶ月

「要支援者Jの定義(法第 7条第4項)

(1) 要支援状態にある65歳以上の者

(2)要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因であ

る身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたもの

※ 政令で定めるもの (特定疾病):施行令第 2条

4 要介護(要支援)認定について

介護 (予防)給付を受けようとする被保険者は要介護(要支援)者に該当する

こと及びその該当する要介護(要支援)状態区分について市町村の認定を受けな

ければならない。(法第19条第 1項及び第 2項)

介護認定審査会は、審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める

基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、審査及び判定を行い、

その結果を市町村に通知する(法第27条第 5項)

※ 厚生労働大臣が定める基準:要介護認定等に係る介護認定審査会による審査

及び判定の基準等に関する省令

市町村は法第27条第 5項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判

定の結果に基づき、要介護 (要支援)認定をしたときは、その結果を当該被保険

者に通知しなければならない。 (法第27条第 7項及び第32条第 6項)

5 認定調査等の位置づけ

「認定調査j について(法第27条第 2項)

市町村は、被保険者から要介護認定等の申請があったときは、当該職員をして、

当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境そ

の他厚生労働省令で定める事項について調査させる。 (法第27条第2項)

※ 厚生労働省令で定める事項:要介護認定申請に係る被保険者の病状及び当該

者が現に受けている医療の状況

法 :介護保険法 令:介護保険法施行令 要織:当組合介護認定審査会運営要綱
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「主治医意見書Jについて

市町村は、被保険者から要介護認定の申請があったときは、主治医に対して、

身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等について、意見を求

める(法第27条第 3項)

6 介護認定審査会について

審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会を置く(法第14条)

認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で、

審査及び判定の案件を取り扱う(施行令第 9条第 1項)

合議体の委員の定数は、 5人を標準として市町村が定める(施行令第 9条第 3

項)

7 一次判定、二次判定の位置づけ

介護認定審査会は、基本調査の調査結果及び主治医意見書に基づくコンピュー

タ判定の結果(一次判定)を原案として、特記事項及び主治医意見書の内容を加

味した上で決定(二次判定)を行う。(r介護認定審査会の運営についてJ平成21

年 9月30日老健局長通知)

8 法第 7条第 1項の厚生労働省令で定める区分 (要介護状態区分)について

「要介護認定等基準時間Jにより状態を区分(要介護認定等に係る介護認定審

査会による審査及び判定の基準等に関する省令)

要支援 1: 25"-'32分

要支援 2: 32"-'50分のうち、要支援状態にある者

要介護 1: 32"-'50分のうち、要介護状態にある者

要介護 2: 50"-'70分

要介護 3: 70"-'90分

要介護4 : 90"-' 11 0分

要介護 5: 110分以上

9 要介護認定の有効期間について

補足:厚生労働省のHPでは、左記の ro
~o分J の よう に表記されています。

これを正確に表記すると 、それぞれ

ro分以上~o分未満J と なり ます。

厚生労働省令で定める期間内において有効(法第28条第l項)

※ 厚生労働省令で定める期間

(1)要介護、要支援(新規)認定の有効期間:6ヶ月 (市町村が必要と認める場

合にあっては、 3ヶ月から12ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)

(2) 要介護更新認定の有効期間 :12ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、

3ヶ月から24ヶ月 の問で月を単位として市町村が定める期間)

(3) 要支援更新認定の有効期間 :12ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、

3ヶ月 から11ヶ月 の問で月を単位として市町村が定める期間)

補足:現在は総合事業に係る法改正を受け、 これらのほかに「更新申請についての市町

村が必要と認める場合の期間は、 3 ヶ月 ~24ヶ 月と読み替える J 旨の規定があ り、 「前回
要介護→今回要支援Jのような場合も含まれてお ります。
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表1

表3

介護認定審査会業務実績比較(平成26・27・28年度) [資料2 ) 

審査会回数 (年度別) 表2 審査件数(年度別)
(単位:回) (単位件)

350 12，000 
回数 11，000 .--- 件数

300 r--・E・- r-

303 302 .---・同

250 277 

10，000 h O ，89~ 
..--・E・-

9，000 
ド 0.49~ r--ーーー

8，000 
9，356 

200 7，000 

6，000 
150 5，000 

4，000 
100 

3，000 

50 2，000 ， 

1，000 。
平成26年度 平成27年度

平成28年度

(見込)

。
平成26年度 平成27年度

平成28年度

(見込)

|ロ回数 303 302 277 lロ件数 10.895 10，495 9.356 

審査件数 (市可別)

2，600 

2，400 

2，200 

2，000 

1，800 

1，600 

1，400 

1，200 

1，000 

800 

600 

400 

200 

。
白石市 角田市 蔵王町 七ケ宿町 |大河原町|村田町 |柴田町 |川崎町 |丸森町

-平成26年度 2，458 

-平成27年度 2，058 

平成28年度(見込) 1，246 

2，115 756 

2，191 680 

2，029 699 

193 

197 

200 

941 

879 

835 

747 

738 

704 

-平成26年度 ・平成27年度 平成28年度(見込)

1，777 

1，770 

1，813 

587 

638 

414 

1，321 

1，344 

1，416 

※平成28年度分は、 2月末固までの実績に前年度3月分(平成28年3月分)を加算し、算出した数値です。



表4 審査判定件数 (介護皮別)
[ ~*43 ) 

(単位:件)

3，000 

2，800 

2，600 

2，400 

2，200 

2，000 

-平成26年度 ・平成27年度 平成28年度(見込)

※平成28年度分は、 2月末固までの実績に前年度3月分(平成28年3月分)を加算し、算出した数値です。

平成28年度介護認定審査会業務実績について(平成29年2月末日現在)

ホ 審査会1開催あたりの平均審査件数:約33.8件

* 審査会1開催あたりの平均審査時間:約41分44秒

* 審査1件あたりの平均審査時間:約1分14秒

* 二次判定における変更率:約1.9%

* 総合事業実施市町に係る更新申請のr24月間J延長の割合:約90.6%


