
  No.417                                                                           長 野 保 険 医 新 聞 （第三種郵便物認可）       2015年（平成27年）11月25日     （3）    

３.特養への入所制限について（介護保険法改正） 

(1)入所者の状況の要介護度３以上に限定する国の方針について 

  特養の入所者を要介護度３以上としたことに

ついては、賛成が22％、反対が38％だった。賛成の

理由として、より重症の方の入所を優先させるこ

とへの理解がある一方で、反対もしくはわからな

いと回答した理由では、要介護度のみで入所の判

断することへの懸念を示す意見が多く見られた。 

 記載のあった意見は下記の通り。 

＜賛成の理由＞ 
○ 介護度の高い高齢者は、施設でみた方が良いので
はないか。 

○ 限りある社会資源を有効に、そして本当に必要と
する方へ提供する為には仕方ないと思います。 

○ 今後の高齢者人口の増加を考えて。 
○ 重度の入所者を断る施設が減り、特養の役割が明確になる。 
○ 重度者に限定していくことで施設の役割が明確になる。 
○ 当施設は、以前より要介護3以上の方しか入居していただいていません。 
○ 当施設の構造上、自分である程度生活出来るレベルの利用者様の家事労働等、自分
で行える環境が提供出来ない。自分で行えることが少ない為ＡＤＬ・認知レベルの低

下リスクがある。職員が身体介護度の高い利用者対応が主になってしまっている。 

○ 2025年を見据えて仕方ないことだと思う。 
＜反対の理由＞ 
○ 実質、家族の負担が大きい要介護1、2の方の居場所がなくなる。 
○ その方の生活背景が無視されている。 
○ 入所希望者個々の状況が多様である。要介護1、2の入所につき手続等が煩雑 
○ 入所者の中には介護度に頼らない状態の人がいます。介護度での制限には反対です。 
○ 介護3以下でも必要な方は入居させてほしい。 
○ 介護度以外にも家族状況や住宅環境、就労状況など付加的要素も多いため。 
○ 認定結果だけでは入所の必要性が判断できないケースが多いため。 
○ 介護度だけでは本当の負担度がわからない。現状では1・2の方の受け皿が少ない。 
○ 要介護1～2でも認知症の症状や家庭状況により特養しか生活の場がない方もいる
のでは・・・。 

○ 介護度と特養入所の必要度は比例しないと思う。 
○ 在宅介護の困難性は介護度だけが要因となってはいない。 
○ 家庭の事情によっては介護度１・２でも入所必要な方はいる。給料は変わらない

が、介護度が高いほど職員の労力は増える 

○ 手のかかる人が増えるが、介護職や看護
職の人数も増えなければ十分なケアができ

ない。 

○ 要介護3以上となれば医療依存度も高くな
るため、その分、特養の配置看護師の人数

を増やさなければ、現状では回っていかな

くなる。 

○ 要介護が上がったことで、入所者の対応(処置)が増え、人員不足にもなる。車イス
の方が多くなり、設備や備品など使用する方が多くなり、施設での全額負担増えた。 
＜わからないの理由＞ 
○ 特養に求められていることは分かるが、介護度のみで線引きするのは難しい。 
○ 日頃より3以上の方がほとんどであり、その違いは分かりにくい。 
○ 介護度は認定医、ケアマネの判断により差があると思います。実際には介護にたい
へん手がかかっても介護度が低かったりすることもあります。また、認知症の程度が

どのくらい介護度に影響しているか。 

○ よりサービスが必要な人が入所しやすくなったとは思う。 
○ 特養の役割としては3以上の方が対象と思われる 
○ 介1・2でも困る方はいる。介3の方が介1・2になると退所となる。 
○ 介護度だけで特養入所の必要性は測れないと思う。現在入所されている方も介護1
でも在宅での生活は困難な方です。 
(2)制度改正について４月以降具体的な影響や今後心配な点 

 寄せられた意見を「要介護度1・2の方への対応等」「スタッフの負担増」「減収」

「その他」に分けて記載。 

（要介護度1・2の方への対応等） 

○ 新規入所申込者、既申込者ともに不安の声が寄せられている（介1、2の方）市町村
の入所に当たっての判断基準がハッキリ示されておらず、説明しずらい。 

                             以下、４面に続く 

1.入所者の状況（2015年4月末現在） 

 特養の入所者については、要介護度で

は５又は４の入所者がそれぞれ36.3％、

35.6％と全体の７割を占め、要介護１、

２の割合も１割弱であった。要介護度別

の入所割合は施設の定員に関わりなくほぼ同じ傾向が見られる。 

 また、入所者の状態では、認知症、摂食嚥下障害、胃瘻・腸瘻のある方が多

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
要介護５ 1606 36.3% 148 34.8% 64 32.0% 683 36.1% 711 37.2%
要介護４ 1577 35.6% 123 28.9% 91 45.5% 700 37.0% 663 34.7%
要介護３ 817 18.5% 83 19.5% 33 16.5% 332 17.5% 369 19.3%
要介護２ 306 6.9% 36 8.5% 12 6.0% 131 6.9% 127 6.6%
要介護１ 122 2.8% 35 8.2% 0 0.0% 46 2.4% 41 2.1%
要支援１、２ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

80名以上全体 30名未満
30～
　　50名未満

50～
　　80名未満

1（1）要介護度別の入所人数（未回答4件）
定員

 対  象：長野県内196の特別養護老人ホー   
     ム（地域密着型特養含む） 

方  法：郵送により調査用紙を送付郵送 

     又はファックス 

期  間：2015年5月15～6月10日 

回答状況：回答81件（回収率41.3％） 

調査主体：長野県保険医協会 

く、独居もしくは

家族介護では難し

いと思われる（＝

手間のかかる）入

所者が多いことが

あらためてわか

る。 

２.特養の看護師の業務について 

 特養の看護師の業務については、９割以上が負担

や疑問に思うことが時々ある、よくあると回答し、

あまり負担や疑問を感じていない（6.4％）を大きく

上回った。負担や疑問に感じることとしては、「医

療必要度が高い患者が増えてきたこと（68％）」

「医師が常駐していないことに対する不安感

（46.7％）」「職員数不足からくる多忙（40％）」な

ど。「その他」で記載のあったものは、点線枠の通

り。 

気管切開 0 0.0% インシュリン投与 23 28.8%
人工呼吸 0 0.0% 疼痛管理 19 23.8%
酸素療法 20 25.0% 摂食嚥下障害 66 82.5%
IVHによる栄養管理 0 0.0% せん妄状態 34 42.5%
胃瘻・腸瘻 60 75.0% うつ状態 24 30.0%
鼻空栄養 22 27.5% 認知症 78 97.5%
人工肛門 9 11.3% その他 6 7.5%
自己導尿 5 6.3%

1（2）入所者のうち、割合の高い状態（上位５つまで）
（未回答1件）

悪性腫瘍 2 2.5%
糖尿病 42 53.2%
高血圧性疾患 64 81.0%
虚血性心疾患 41 51.9%
脳血管疾患 70 88.6%
認知症 78 98.7%
神経難病 3 3.8%
慢性呼吸不全 9 11.4%
消化器疾患 20 25.3%
泌尿器系疾患 27 34.2%
肝疾患 0 0.0%
骨折 13 16.5%
脊髄損傷 0 0.0%
その他 2 2.5%

1 （3）入所者のうち、割合
の高い主傷病（上位５つま
で）　（未回答2件）

 

 

あまり負担や疑問は感じていない 5 6.4%
負担や疑問に思うことが時々ある 48 61.5%
負担や疑問に思うことがよくある 25 32.1%
その他 0 0.0%

2 (1）日々の看護業務の中で負担や疑問に思
うことはありますか（複数回答あり）（未回答3件）

医療必要度が高い患者が増えてきたこと 51 68.0%
求められる行為が高度化してきたこと 20 26.7%
医師が常駐していないことに対する不安感 35 46.7%
医師に連絡しても、すぐに訪問してもらえないことへの不安 25 33.3%
職員数不足からくる多忙 30 40.0%
患者家族への説明等に時間を要すこと 27 36.0%
その他※ 12 16.0%

2（2)負担や疑問に感じることは具体的にどのようなことでしょう
か？（複数回答あり）

賛成 18 22.2%
反対 31 38.3%
わからない 27 33.3%
未回答 5 6.2%
合計 81 100.0%

 

2 (2)の「その他」 

・重度認知症の利用者が多い。緊急措

置入所の方の情報が少ないことや状態

がよくない方の看護。 

・利用者の急な体調不良時、医師に指

示をもらった方がいいのか、様子見で

いいのかの判断。 

・吸引が頻回に必要な方の夜間の対

応、手技をきちんと行える職員が少な

い。DMコントロール不良の方の管理。 

・医者不在の為、自分の判断が適切な

のか心配。 

・施設の方針に見解の差がある。 

・家族の要求が異なる為対応に苦慮す

 

る。 

・家族が、医療施設ではない特養に対

して、医療的な期待をする。 

・同じ医師が対応していない。医師の方

針が一律でなく家族への説明も異なる。

医療への要求が大きい医師がいる。 

・夜間の急変が多く、受診も多い。 

・特養に対して医療側の理解が乏し

い。 

・介護職員に対するアドバイス。頻回

な吸引 

・「特養とは」がわからず入所される

家族がおり、住所変更が必要と説明す

ると嫁さんに泣かれてしまった。 

 

 

 

診療科名※1 郵便番号 電　話 開設者 ・ 管理者※2 従事※3 病床 指定日※4

白樺湖畔診療所 内 391-0301 茅野市北山３４１８番地１９ 0266-68-2257 個人・見目 朋子 常勤1,非常勤1 無 2015/11/1

歯科医院 なかや 歯 小歯 矯歯 歯外 395-0815 飯田市松尾常盤台２８０－１ 0265-48-5328 個人・遠山 清美 常勤1 無 2015/11/1

名　　　　称 所　　在　　地

※1診療科名は略記載. ※2開設者が個人の場合は開設・管理者は同一. ※3従事の形態で病院・診療所は医師数,歯科併設は区分明記,歯科診療所は歯科医師数. ※4指定期間は指定日より 6年.

 関東信越厚生局のホームページで公

開の保険医療機関指定状況から長野事

務所関係の医科と歯科の新規指定分を

紹介している。10/1～10/31間では、医科

1件、歯科1件。（氏名敬称略） 

★医療・社会保障全般,時局での

論評や意見,学会報告,書評,趣味,

写真など幅広く原稿を募集中！★

原稿等は１面「題字」左の本紙発

行元まで各種通信手段で。掲載分

については図書カード２千円分を贈呈。 


