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第２回浦安市特別養護老人ホーム入所者選定基準策定委員会議事録 

 

１． 開催日時  平成27年10月８日（木） 午前10時00分～11時45分 

 

２． 開催場所  健康センター １階 第１会議室 

 

３． 出 席 者 

（委 員）新宅委員（委員長）、臼倉委員（副委員長）、西澤委員、阿部委

員、鈴木（信）委員、大庭委員、野村委員、関口委員、鈴木（成）委員、

齊藤委員、大塚委員、小川委員、河野委員 

（事務局）高齢者支援課 河林課長補佐、高齢対策係 斉藤係長、小林主事 

 

４．進 行 

１．開 会 

２．委員長挨拶 

３．議 題 

基準案１（以下、①）、基準案２（以下、②）について 

（１）介護の必要の程度について 

（２）認知症に対する加点について 

（３）在宅介護の困難性について 

（４）特別な事由について 

（５）その他 

 ４．閉 会 

 

５．会議経過 

議事の概要 （１）、（２）、（３）、（４）、（５）について 

各議題について事務局より説明を行った後に、表明された主な意見は次

のとおり。 

議題（１）については、特に意見・質問等なし。 

 

議題（２）について 

事務局：①・②について、どちらが良いか十分に議論していただきたい。

「入所申込書」で同意をとっていることから、ある程度情報を収集するこ

とができると思われる。施設職員によるヒアリング、保険者市町村への情
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報開示請求等の手段が考えられるが、「浦安市要介護認定等に係る資料の

提供に関する要領」第１条・第３条を見ると、「すでに契約を結んでいる」

「ケアプラン作成以外の目的である」等の場合は対象外となる。情報収集

の方法についても議論していただきたい。 

委 員：②では認知症Ⅱｂで10点だが、①の項目で10点取ろうとすると②

でいうところの認知症Ⅲ以上に該当すると思われ、①と②の点数配分に整

合性がない。 

委員長：①の細かい指標は現場としてどうか。 

委 員：①の項目は多すぎると思う。また、項目２・４は基準があいまい

だし、項目８～24の頻度については「ほぼ毎日」「週に１回以上」くらい

でないと現場としては判断しづらい。加えて、現在31項目あるが、重複す

るものもあるだろうし、現場としては10項目くらいに絞っていただいた方

がやりやすい。 

委員長：②よりも①のように細かな指標の方が良いのか。 

委 員：①のように細かい方が判断しやすい。 

委 員：申込書を家族が持参するのか否かで点数も変わってくるだろう。

調査方法について市の指定はないのか。 

事務局：郵送ではなくて、実際にヒアリングを行い判断いただくという可

能性もある。 

委員長：自立度についても、施設側が別途判断するということか。 

事務局：その可能性もある。 

委 員：実際の利用者を見ず、ヒアリングだけで判断をするのは難しい。

また、認知症の進行によって介護度が高い人もいれば、身体状況で介護度

が高い人もいるだろう。認知症と身体状況というものを考え、配点の比率

を変えるということはないのか。 

委員長：介護度で判断がされているので、二重の評価になってしまうとい

うことか。 

委 員：介護度の認定の方法としては、認知症と身体状況に大別できる。

同様に、項目２についても認知症と身体状況の二つに分けるのはいかがか、

ということである。 

事務局：聞き取りをするにしても申込みの時点で本人と会う機会はほとん

どないだろう。その時点で評価できる方法という視点で議論していただき

たい。 

委員長：申込みの時点で順位を決め、順位の高い人から順に面談してヒア
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リングをするということは、申込書の状況と実際会ったときの状況で、大

きな差異があるのではないか。 

委 員：お見込みの通り。統一の申込書式で受け付けるのは構わないが、

施設独自でもヒアリングを行わないと申込み者のことがわからない。ヒア

リングは施設紹介の機会でもあるので、そこで施設を知ってもらい納得の

上申込んでもらっている。申込み者の上位にのみ面接をするという手段も

あれば、申込みの時点で聞き取りを行うという手段もある。介護度の認定

でも、主に認知症と周辺症状によって判断しているが、周辺症状について

は十分に反映されているとは言い難いという議論もある。どの市区町村で

も周辺症状については詳しく見ていこうという姿勢ではないかと思われ

る。①と②の間に整合性がないというのはよろしくないと思うが、個人的

には具体的な方が、市民にも施設職員にもわかりやすいので良いと思う。

②はケアマネと医師の意見を反映するが、人によって評価が変わってしま

うだろう。 

委 員：郵送にせよ持参にせよ電話等にて症状や内容の確認をしているが、

加えて実際の施設を見てもらうという意味も含めてヒアリングを行って

いる。申込書を受け付けた後、聞き取りをしているというのはどの施設も

共通かと思われる。①については、認定調査票に基軸を置いた方が理由づ

けしやすいのではないか。項目を減らす際は、認知症の基本的な症状と周

辺症状に特化していくのが良いかと。 

委 員：②の自立度について、医師の診断が関わると思うが、最初に診察

した医師が継続して看るとも限らない。項目は細かいが、信憑性の面から

は①の方が良いと思われる。 

事務局：①と②の整合性について、認知症のⅢとⅣ以上で差をつけるなど

して調整はできるだろう。②については、認定調査員の指標と主治医の意

見書の２つの判断基準があるが、どちらの情報が適切なのかという問題は

ある。また、①の項目が多すぎるという意見もあり精査する必要があると

感じた。認知症と身体状況で区分するのは難しい。もし認知症面での配点

が多いというのであれば、変更を考えることは可能。周辺症状に特化する

ということは考えられることだと思うので、相談員とのワーキングで詰め

ていきたい。 

委員長：認知症と身体状況で区分するのは難しいということだがいかがか。 

委 員：区分するのは難しいのは分かった。ただ次の【在宅介護の困難性】

についても言えるが、認知症だけではなく身体状況も考えるべきだと思う。 



 

4/9 

委員長：介護の困難性については後にも触れるが、認知と身体の状況につ

いて判断すべきという意見はわかった。また、15点という配点についても

考えていただければ。ここまででは①の方が良いという意見が多い。①の

項目が多い件については精査するというかたちでよろしいか。 

委 員：ワーキングで①が出たというのもあるため、①のアレンジでよい

だろう。②の場合、認定調査の状況を改正の都度、情報請求する必要があ

り煩雑化等の弊害を招き得る。 

 

① （基準案１）を精査する方向で合意。 

 

 

議題（３）について 

委員長：基準案について、以前よりも細分化が図られているがいかがか。 

委 員：項目は具体的で良いが、点数の配点の差が大きくないと感じた。

１～１１の差が２０点であり、【認知症に対する加点】の配点を下げ、【在

宅介護の困難性】の配点を上げるのはいかがか。 

事務局：本人の状況についての評価を大きくしてみたものである。配点に

ついてのご意見はあると思いつつも作成した。 

委 員：３「主たる介護者が65歳以上で障害・疾病等がある場合」と９「主

たる介護者が65歳以上の場合」の差が１０点だが、65歳以上だと何らかの

病気をされている・病院にかかっている方が少なくない。現実的には３を

選択する可能性が高い。また、５「主たる介護者が生計中心者で就労」と

７「主たる介護者が育児・介護・就労」を比べると、妻が介護をしている

場合でも、夫名義で登録をする可能性もある。 

委 員：障がい・疾病の重さについては評価に関係がなく、年齢のみが反

映されている。 

委員長：主たる介護者が65歳以上の場合、何らかの病気をされている可能

性もあり区別は難しいのではないか。 

事務局：事前配布資料の「在宅介護の困難性の定義及び解釈」の「疾病」

について見ても、病気の程度について区別をするのは困難と思われる。 

委員長：限定列挙するわけにもいかない。 

委 員：良し悪しで決められないため困難だろう。 

事務局：障がい・疾病の程度については、反映しきれなかった。実際にす

べてを反映できるかはわからない。 
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委員長：実際にはどのように区分しているのか。 

委 員：母子で暮らしている場合、子が若くても精神疾患を抱えていて介

護できないという可能性もあり、年齢だけで区分できないだろう。 

事務局：若くて障がい・疾病等を抱えている場合は２５点となるが、特別

な事由として５点の配点も考えていただきたい。 

委員長：特別な事由について配点を増やすという案もあるかもしれない。

事務局：今までの使用頻度が高くないということで５点という配点にした。

施設で判断していただけるのであれば配点を増やすことも考えられる。 

委員長：ただ、特別な事由については明確かつ申込者が納得できる内容に

する必要があるだろう。 

委 員：そもそも９のような「65歳以上」という区分は必要か。 

事務局：主たる介護者の年齢による差別化を図るべく案に反映したが、そ

ういった意見もあるとは感じた。 

委員長：では、実態としてはどうか。 

委 員：親子と二人暮らしのケースで、子が就労中、家に寝に帰るだけの

生活を送っている。本人は通院が必要な身体状況で入浴も困難。見守りの

ようなことはしている。 

委員長：そういう場合は５に該当し３０点となるのか。 

事務局：お見込みの通り。 

委 員：主たる介護者について、７５歳、６５歳という区分があっても、

当人の介護だけでなく、別の方（もう一人の方の親等）の介護を行ってい

る場合、７にしか該当せず負担が大きくなるだろう。本人が老々介護で子

も介護する場合等、家族を介護しなければならない場合に配慮することは

できないだろうか。 

委員長：実家の親と夫の親を介護する場合も７なのか。 

事務局：主たる生計中心者なら５だが、そうでなければ７となる。ワーキ

ングで詰めたいとは思う。当日配布資料「特養入所希望者の居場所」で老

人保健施設に入所中の方が多い。１０について、適切かどうかも議論して

いただきたい。 

委員長：実際に施設に入っていて主たる介護者が就労している場合、介護

が困難と判断するのか。 

事務局：特養に入れないからひとまず老健や有料へという入所のしかたを

されている方もいる。 

委員長：老健から和楽苑に入所した場合は、旧基準ではあるが、どのよう
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に介護の困難性について判断されたのか。 

委 員：点数はそれほど高くなかった（旧評価基準で２０点中１２点）が、

本人の希望の有無にかかわらず入所されている方もいた。大変だから、そ

ういう施設に入所されている方もいて、配点については考える方が良いと

感じた。 

委員長：１０では「３か月以上」と記載があるが、３か月未満の場合はど

うなのか。 

事務局：その場合は短期的な利用とみなし、１～９で判断していただく。 

委 員：３か月以上利用している場合、入院先や老健から他の施設を探す

よう伝えられ、そのために特養に申し込んでいる人が多いだろう。実際に

は１０に該当する人は少なく１～９で判断するのではないか。 

事務局：１０自体が但し書きになってしまい、この項目自体がなくても良

いのではという意見もあるだろう。 

委員長：有料に入所の場合も但し書きになってしまうのではないか。 

事務局：１０の老健の場合と１１の有料の場合では意味合いが変わってく

ると思われる。介護のための資金を子が負担していたが、子の収入が激減

してしまう等の経済的事情の激変が考えられるだろう。 

委員長：証明書提出は考えているのか。 

事務局：そこまでは考えていない。 

委員長：また、子が生まれ、介護にお金が使えなくなる等の都合もあるだ

ろう。例を挙げればきりがないが、そのような事態はどこまで想定してい

るのか。 

事務局：契約して入所していることを前提に考えると、ある程度経済的な

支払いの見込みがあるとは考えており、１０と１１では意味合いが異なる

と考えている。 

委員長：ワーキング等で詳細を詰めてもらうとして、他に意見等はあるか。 

委 員：老健からの復帰が難しい中、グループホームやサ高住を利用して

特養入所までの期間をつなぐ方もいる。１０と１１で分ける意味合いもわ

かるが、現実的には一緒でも良いのではないか。 

委 員：１１の１５点は低いと思われる。介護が困難だから有料に入って

いる方もいるので、配点について再考していただければ。 

委 員：１１該当者で特養に申し込まれる方は、経済的事情が変わった方。

有料からの申し込み者は１０％弱だが、経済的な問題は介護が立ち行かな

いということだろう。 
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以上の意見について、配点に差をつける等、ワーキングで詳細を再考。 

 

 

議題（４）について 

委員長：何らかの配慮すべき事由について考える必要はあるだろうが、答

弁性を考慮すると、配点等についても考える必要があるだろう。 

委 員：今まで特別な事由の認定はほとんどなかったが、たとえば、住宅

の環境が介護に適さないという場合も考えられる。たとえば、マンション

在住だがエレベーターがない等。ある程度自由に判断してもよいのか。 

配点については１０点に増やすという案もあるが、他の項目の点数差が少

ない中では、５点のままでもよいのではないだろうか。 

委員長：特別な事由については個別で事情を判断するのは困難なのか。 

委 員：当施設も一度も特別な事由については使用しなかった。現入居者

の配偶者が申し込みをしており、そこそこの点数にはなっているが、その

上に新しい人が入ってしまい入居できなかった。検討委員会を実施し、本

来の夫婦のあり方として、５点の加点は良いのではないかという判断にな

った。選定基準からも、柔軟に判断することは可能だが、施設の説明責任

は重くなるだろう。また配点が増えれば増えるだけ、検討委員会の責任は

重くなるといえる。 

委 員：配点自体は５点で調度よく感じる。また、介護認定者数はＨ18

～22は毎年50人増くらいだったが、地域密着型の特養ができるということ

もあり、Ｈ23～は200人超の増加数だった。市内に住む子どもが市外に住

む高齢者を呼び寄せるケースが増加したと考えられる。今まで浦安市に住

んでいて、介護保険料も払い、点数は高くないが長期間待機した人に対し

て、１～２点特別な事由として加算はできないのか。 

委員長：市内の在住年数が長い人に加点するということか。 

委 員：同点の場合は記載されているとおり申し込み順等で決定されるの

だろうが、在住年数で１～２点の加点があるというインセンティブがあっ

ても良いのではないだろうか。 

委員長：ずっと市民の方で上位で待機していたのに、ぽーんと点数の高い

人に順位を越されることもあるだろう。親元に子が介護をしにいくという

かたちもあるが、現実としてはそうならないこともあり、受け入れる側の

子ども達も市民という側面もある。ワーキングで検討するように。 
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なお、特別な事由についての配点は５点のままでよろしいか。配点が増え

ると内容についても見直すがあるだろう。 

事務局：５点のままで案を作成する。 

委員長：では、同点の場合についても議論いただきたい。 

事務局：なお、現行は申込み順の施設が多い。 

委 員：同点時の基準を作り、人の感情等に左右されず決定する必要があ

る。当施設では市内在住期間の長い方（５年以上かそれ未満か）で差をつ

け、それでも同点の場合、申込み順という入所規定を設けている。 

委 員：当施設は申込み順である。 

委員長：施設によって異なるようだが、統一の必要はあるか？ 

事務局：統一も考えられるが、各施設で基準を設けていただいても構わな

い。 

委員長：年齢の項目は必要ない気がする。各施設は在住期間等で判断でき

るのか？ 

委 員：申込者の在住期間か、入居希望者本人の在住期間か？ 

委 員：後者。申込者が家族の場合、呼び寄せに対応できないため。 

委員長：「在住期間で判断してほしい」という要請を市から出すという手

もあるが、施設ごとに申込み順で判断したいという悩みもあるだろう。 

委 員：大変悩むところではある。ただ、言葉は悪いが“呼び寄せ”た人

とそうでない人で介護に困っている度合が違うかと言われるとそうでは

ないだろう。ただ、同点の場合の基準が施設ごとで異なると「Ａ施設では

上位なのに、Ｂ施設では下位」ということも発生しかねない。ある程度は

統一するのが望ましい。 

委 員：特養は広域と地域密着があるが、後者は地域の中で介護が困難に

なり申し込むという経緯があるので、在住期間については特に考慮してい

ただきたい。 

委員長：広域と地域密着で分けるかはワーキングで詰めてもらう。また、

介護離職者ゼロを国が目指している中、浦安市が基準を設定したことで介

護離職者が増えてしまうのは避けたい。 

委 員：その際には相談させていただきたい。また、やむを得ない事情が

ある場合は【特別な事由】として５点を使用することも考えられる。 

 

配点については５点のまま、詳細をワーキングで詰めることで合意。 
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議題（５）について 

事務局：前回、議題で挙げた書式の統一について、別の書式を使っている

施設があったがいかがか。 

委 員：現在、別の書式を使用している。書式の統一は支障ないが、申込

み者に対し、しっかりと話を聞き説明を行う必要があると考えており、郵

送での受付はしていない。申込みについてはご足労をおかけすることにな

るが、郵送ではなくご家族なりキーパーソンにきていただくことを推奨し

たい。その際にヒアリングを行い、インフォームドコンセントのもと案内

したい。ただ、申込み時にヒアリングの程度に差があると、「Ａ施設は申

込み受付が易しいが、Ｂ施設では厳しい」という不満につながり得る。そ

の点については市にもご理解いただきたい。在宅のケアマネに支援いただ

くケースもある。その際、ケアマネが申込みを行うとしても、入所という

のは重大事であり、大変ではあるがご家族等からヒアリングを行いたいの

で、そのように市から推奨していただきたい。中には、入所後もケアマネ

が関わるケースもある。その場合はケアマネからのヒアリングを行うこと

もある。 

事務局：承知した。詳細についてはワーキングにて詰めることとする。 

委員長：以上をもって本委員会を終了とする。本日はお忙しい中ありがと

うございました。 

 

６．問い合わせ先 

浦安市健康福祉部高齢者支援課高齢対策係 担当：斉藤、佐々木、小林 

電話 047-351-1111 内線：2114 


