
認定調査スキルアップ１

◎ 調査の実施及び留意点 （認定調査員テキスト２００９改訂版 ｐ６～７）

・ 調査対象者の心身の状態が安定している時に行う。

・ 調査日時は調査対象者、家族、実際の介護者と調整。

（可能な限り家族や施設職員等、調査対象者の日頃の状況を把握している人に立会いを求める。）

・ 調査依頼後できるだけ速やかに調査実施し、調査票を提出する。

・ 調査場所は 日頃の状況を把握できる場所とする。

・ 「目に見える」「確認しうる」という事実によって調査を行う。



特記事項、
必ず書こう手間・頻度！

認定調査スキルアップ１

認定調査を受託いただきありがとうございます。

より良い調査票のために、問い合わせの時間を少しでも短くするために、認定調査のポイントをまとめた
ものを同封させていただくこととしました。月ごとにテーマを変えてお送りします。

認定調査は詳細な基準が定められているため、調査員テキストを確認し選択を行ってください。

介護の手間の総量＝具体的な介助の方法×頻度



認定調査スキルアップ２

◎ 調査の実施及び留意点

入院直後（退院直後）の調査

日頃の状況（調査前１週間のより頻回な状況）の把握が困難です。

審査会に調査対象者の状況を、正確に伝える事が難しくなります。

「再調査」になる場合もあります。

がん末期等の特別な場合を除いて、状況が変わった場合は

一定期間（1週間程度）後に調査を行ってください。



誤字・脱字、チェックもれ

提出前に再確認！

認定調査スキルアップ２

認定調査は詳細な基準が定められているため、調査員テ
キストを確認し選択を行ってください。

誤字・脱字や、単純なミスでお問い合わせをしなければならない事例が散見されます。
センターに送付していただく前に、もう一度確認をお願いします。



認定調査スキルアップ３

◎ 同じ選択でも介助量は同じではない例

２－５排尿 一部介助

２－５排尿 全介助

具体的な介助の方法 頻度

ズボン・パンツの上げ下げだけに介助 1時間おきにトイレ

ズボン・パンツの上げ下げだけに介助 5時間おきにトイレ

具体的な介助の方法 頻度

ベッド上、オムツを定時交換 5～6 回／日

トイレでズボン・パンツの上げ下ろし、陰部
の清拭、尿取りパッドの交換、トイレの水洗
を介助者が行う。

5～6 回／日

介護の手間の総量＝具体的な介助の方法×頻度

・審査会では、通常の例に比べ
介護の手間がより「かかる」、
「かからない」かの視点で議論
を行います。

・排泄は、個人差が大きい項目
です。裏面の調査と特記事項の
ポイントを押さえ、審査会に伝
わる特記事項を書いてください。



（2－5，6）排尿、排便 調査・特記事項のポイント

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

①～④について聞き取り、特記事項に記載してください。

認定調査スキルアップ３

認定調査を受託いただきありがとうございます。

より良い調査票のために、問い合わせの時間を少しでも短くするために、認定調査のポイントをまとめた
ものを同封させていただくこととしました。月ごとにテーマを変えてお送りします。

認定調査は詳細な基準が定められているため、調査員テキストを確認し選択を行ってください。

個人差の大きい項目



認定調査スキルアップ４

◎ 同じ選択でも介助量は同じではない例

２－２移動 「介助されていない」

２－５排尿 全介助

場面毎の具体的な介助の方法と頻度

例１

居室の隣にあるトイレまでは、介助なく伝い歩き（6
～7回/日）、３ｍほど離れた食卓とその途中にある
洗面所までは、介護者が両手を持ち手引きする。（3
回/日）、浴室も、介護者が手引きするが、段差では、
体を支えている。（1回/日）
より頻回な状況から「介助されていない」を選択する。

なお、外出時は、介護者が車いすを押している。（２
回/週）

例２
トイレ（5～6回）、洗面所（3回）、食卓（3～5回）、浴
室（1回）等に、介助なく移動している。ふらつくことも
ない。公共交通機関を利用し、外出している。

（2－2）移動

① 移動の機会を特定する。

頻度、活動性を把握する。

② 場面毎の具体的な介助の方法を

ききとる。

③ より頻回な状況で選択する。

※介助されていない人も、移動の
機会を頻度と共に記載する。

POINT

介護の手間の総量＝具体的な介助の方法×頻度



認定調査を受託いただき、ありがとうございます。

○ 今後、特記事項における明らかな誤字・脱字は、問合せすることなく、名古屋

市介護認定事務センターで修正させていただきますので、ご了承ください。

○ ①定義にうまく当てはまらない場合や、②適切な介助の方法、③より頻回な

状況で選択した場合など、調査員の判断を伴う項目の特記事項の末尾に、

名古屋市介護認定事務センターで審査会マーク「●」をつけます。

これらの項目は介護認定審査会での確認が重要であることを、審査会委員

に判りやすくするためです。

認定調査スキルアップ4

認定調査は詳細な基準が定められているため、調査員テキストを確認し選択を行ってください。

お知らせ



認定調査スキルアップ５

☆まちがいやすい例

２－１ 軽度者における移乗

軽度者の場合、「移乗」の機会が発生しない場合も多くあります。
その場合は移乗の行為が生じた場合を想定して選択してください。（認定調査員テキスト71ページ③）

歩行が「つかまらないでできる」なので、
移乗は一律「介助されていない」を選択する。

移乗は発生していないが、発生した場合を想定し、

適切な介助の方法を選択する。

×
正しくは・・

〇

軽度者で移乗が発生していない
場合、
多くは「介助されていない」
の選択肢になると思われます。

「見守り」や「一部介助」を選択し
た場合は、
その根拠を具体的に明記して
ください。



（2－１）移乗 調査・特記事項のポイント

① 移乗の機会を特定する。

頻度、活動性を把握する。

② 場面毎の具体的な介助の方法をききとる。

③ より頻回な状況で選択する。

認定調査スキルアップ５

認定調査を受託いただき、ありがとうございます。

○ 今後、明らかな誤字・脱字は、問合せすることなく、名古屋市介護認定事務センターで修正させていた
だきますので、ご了承ください。

○ ①定義にうまく当てはまらない場合や、②適切な介助の方法、③より頻回な状況で選択した場合など、
調査員の判断を伴う項目の特記事項の末尾に、審査会マーク「●」をつけます。
これらの項目は介護認定審査会での確認が重要であることを、審査会委員に判りやすくするためです。

認定調査は詳細な基準が定めら
れているため、調査員テキスト
を確認し選択を行ってください。

個人差の大きい項目



認定調査スキルアップ６

３つの評価軸 について

①能力で評価する調査項目

能力で評価する項目は、各項目が指定する確認動作が「できる」か「できない」かを、可能な限り実
際に試行して評価します。（認定調査員テキストＰ２０より）

主な調査項目 選択肢の特徴
基本調査の
選択基準

特記事項 留意点

身体の能力

（第１群を中心に１０
項目）

認知の能力

（第３群を中心に８項
目）

「できる」「できない」
が含まれる

『試行』による本人の
能力の評価

日頃の状況
選択根拠・試行結果
（特に判断に迷う

場合）

実際に行ってもらっ
た状況と日頃の状況
が異なる場合

（日頃の状況≠日頃
の生活の様子）

「日頃の状況」とは、
「日頃の確認動作の
可否」という意味です。

①能力
②介助の方法
③有無



（１－５）座位保持
日頃から背もたれにもたれて座っているため
「支えてもらえばできる」を選択する。

日頃は背もたれにもたれて座っているが、
調査時は１０分間程度背もたれ等がなくても
座位の保持ができ、日頃の状況も同様である
ため、「できる」を選択する。

認定調査スキルアップ６

略語は、他の意味もあり紛らわしいので、使用しないようお願いいたします。

（例）ＣＭ（ケアマネジャー、コマーシャル）、ＰＴ（理学療法士、ポータブルトイレ）、ＳＴ（言語
聴覚士、ステーション）等

評価軸（能力）の
間違えやすい項目

特記事項記載時のお願い

座位保持は一次判定結果に影響

が出やすい項目です。テキスト
を確認して、定義に基づき選
択してください。
〇

×
正しくは・・



認定調査スキルアップ７
３つの評価軸 について

②介助の方法で評価する調査項目

調査員が適切と考える介助の方法を選択した場合は、実際に行われている介助の方法と認定
調査員の選択結果が異なった理由やその実態について、介護認定審査会の委員が理解でき
るよう、特記事項に記載しなければならない。（認定調査員テキストＰ２３より）

主な調査項目 選択肢の特徴
基本調査の
選択基準

特記事項 留意点

生活機能
（第２群を中心に
１２項目）

社会生活への
適応

（第５群を中心に
４項目）

「介助」の表現
が含まれる

介護者の
介助状況

（適切な介助）

介護の手間と
頻度

（介助の量を把
握できる記述）

実際に行われ
ている介助が
不適切な場合

調査員が考える適切
な介助を選択し、審査
会の判断を仰ぎます。

①能力
②介助の方法
③有無



（２－２）移動
本人は転倒があるが一人で移動を行っており、介護者である妻の介助を受けていない

ため、「介助されていない」 を選択した。

本人は、一人で移動を行っているが、転倒があり、医師からも注意を受けているもの
の、介護者の妻も足腰が弱く、十分な介助を行うことができないことから、不適切な状況
にあると判断し、適切な介助の方法を選択する。聞き取った転倒の頻度（×回/日）など
から、「見守り等」を選択した。（参考：認定調査員テキストＰ７５）

認定調査スキルアップ７

略語は、他の意味もあり紛らわしいので、使用しないようお願いいたします。
（例）ＣＭ（ケアマネジャー、コマーシャル）、ＰＴ（理学療法士、ポータブルトイレ）、ＳＴ（言語聴覚士、ステーション）等

お願い

〇
×

正しくは・・

⇧調査員が「適切と考える介助の方法」を選択
する場合は、個々の能力のみで評価せず、生活
環境や本人の置かれている状態なども含め、総
合的に判断してください。

スキルアップ
ちゃん

２－１移乗・２－２移動は一次判定結果に影響が出やすい項目です。
テキストを確認して、定義に基づき選択してください。



認定調査スキルアップ８
３つの評価軸 について

③有無で評価する調査項目

〇選択基準＝定義に規定された行動の有無とその頻度

〇特記事項＝介護の手間の具体的な内容とその頻度

主な調査項目 選択肢の特徴
基本調査の
選択基準

特記事項 留意点

麻痺等・拘縮※
（第１群の９部位）

ＢＰＳＤ関連
（第４群を中心に１８項目）

「なし」「ある」の
表現が含まれる

行動の発生頻度
に基づき選択

介護の手間と
頻度

選択と特記事項の基
準が異なる点に留意

定義以外で手間のか
かる類似の行動等が

ある場合

①能力
②介助の方法
③有無

※「麻痺・拘縮」は「能力」と同じ

視点が異なること
に注意！



★選択は「ない」だが、手間が発生している例

ス

認定調査スキルアップ８

略語は、他の意味もあり紛らわしいので、使用しないようお願いいたします。
（例）ＣＭ（ケアマネジャー、コマーシャル）、ＰＴ（理学療法士、ポータブルトイレ）、ＳＴ（言語聴覚士、ステーション）等

お願い
スキルアップ
ちゃん

（４－８落ち着きなし）
現在、入所中であり、毎日のように「家に帰りた
い」「家に帰してほしい」と職員に話すため、対応
に手間がかかる。状態としては落ち着きがないと
いう程の行動は起きていないため、「ない」を選択
し、特記事項にも記載はしない。

正しくは・・・

定義に規定された行動はないため選択は「ない」。
対応に手間がかかっている内容につい

てはその具体的な内容について頻度とともに特
記事項に記載する。

★選択は「ある」だが、手間が発生していない例

（４－１３独り言・独り笑い）
なにも無いところに向かって一人で話しかけ
ていることが週1回ほどあるが、今のところな
にも対応していないため、「ない」を選択する。

正しくは・・・

手間は発生していないが定義に規定された行動が

あるため選択は「ある」。対応に手間がか
かっていないことについて特記事項に記
載する。

認定調査員テキストＰ１２３より引用 認定調査員テキストＰ１２８より引用

＜間違いやすい例＞



認定調査スキルアップ９

選択に迷ったら

特記事項に、書く。

各調査項目の定義にうまく当てはまらない場合、そうした特
殊なケースを定義に当てはめることに注力するよりも、選
択に「迷った」理由を特記事項に記載することが重要です。

（認定調査員テキストＰ８コラムより）



ス

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。適切な介助を選

択する場合や迷った場合、定義にうまく当

てはまらない場合など、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、審査会の複数の専門職で

確認することができます。

（参考：平成29年度要介護認定適正化事業報告書）

審査会では、特記事項等をもとに、介護認

定審査会委員の経験や専門性の観点から、

一次判定ソフトの推計では評価しきれない

申請者の具体的な介護の手間につい

て検討を行います。この議論の前提として、

特記事項等には変更の根拠となる介護の

手間・頻度が明確に記載されている必要

があります。

（参考：介護認定審査会委員テキストＰ21）

だから、特記事項の充実がとても大切なんだね。

認定調査スキルアップ９

頻度は文末（○回／日、週）



認定調査スキルアップ１０

医師、または、医師の指示に基づき看護師等（※）によって
実施される医療行為であること

過去１４日間に実施されていること

継続して実施されていること（急性期疾患の対応で一時的
に実施される医療行為は含まない。）

（※）家族、介護職種の行う類似の行為は含まないが、「７．気管切開の処置」における開口部からの

喀痰吸引（気管カニューレ内部の喀痰吸引に限る）及び「９、経管栄養」については、必要な研修を

修了した介護職種が医師の指示の下に行う行為も含まれる。

（認定調査員テキストＰ１４６より）

選択の３原則

３原則に該当
するもののみ、
「ある（該当す
る）」を選択し
ます。



継続性があるものなのか分からない場合は、開始時期、終了予定を聞
くと状況が分かる場合があります。調査員が判断できない場合は、聞き

取った内容を特記事項に記載し、審査会の判断を仰ぎます。

ス

継続性があるものなのか判断できない場合はどうしたらよいか。
（調査対象者及び家族等に治療の内容を聞いても詳細はわからないと答え

る場合等）

認定調査スキルアップ１０

特別な医療は選択によって要介
護認定等基準時間が変わるので、
安易に選択せず、選択した場合
は根拠と頻度をしっかりと特記
事項に書くことが大切だね。

スキルアップちらしのバックナンバーは
「ＮＡＧＯＹＡ介護ネット」の事業者向けよ
りご覧になれます。

事業者向け＞認定調査＞認定調査の適
正化＞認定調査スキルアップちらし

NAGOYA介護ネット


