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 平素は要介護認定業務等にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 見出しの件につきまして、県庁より添付のとおり案内がありました。 

 参加をご希望される方は別紙申込書にご記入いただき、度会広域連合まで FAX ください

ますようよろしくお願いいたします。 

 なお、県庁への報告の都合上、令和 5年 3月 31日（金）までにご報告ください。 

 

 

 

度会広域連合 山本 

TEL：0596-62-2300 

FAX：0596-63-0200 



事 務 連 絡 

令 和 ５ 年 １ 月 3 1 日 

各保険者・広域連合 

介護保険（要介護認定）担当課長 様 

三重県医療保健部長寿介護課長  

 

令和５年度認定調査員新規研修会の開催について 

 

このことについて、下記のとおり研修会を開催しますので、関係者の出席についてご配慮

いただきますようお願いします。 

 つきましては、参加者を取りまとめのうえ、別紙により令和５年４月４日（火）までに下

記事務担当あて、ご提出していただきますようお願いします。 

記 

１ 研修方法 

 別添１「令和５年度認定調査員新規研修会開催要領」のとおり 

（１） 要介護認定適正化事務局が web上（http://www.nintei.net/2_1ksksr.html）で公

開している動画教材の視聴 

（２） e-ラーニングシステム（※）上の学習教材の視聴及び同システムのテストの受講 

 （※）e-ラーニングシステムについては、別添２「認定調査員向け e-ラーニングシステ

ムについて」を参照してください。 

 

２ 対象者 

・各保険者等の新規担当職員・新規嘱託職員 

・各保険者等が調査委託を行う（予定を含む）指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護

老人福祉施設、介護保険施設若しくは地域包括支援センターに所属する介護支援専門員 

・各保険者等が調査委託を行う（予定を含む）介護支援専門員であって介護保険法施行規

則第 40条第５項の要件を満たす者 

・各保険者等が調査委託を行う（予定を含む）指定市町村事務受託法人に所属する介護支

援専門員その他の保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者（「要介護認定等

の実施について」（平成 21年９月 30日老発 0930第５号、厚生労働省老健局長通知）に

規定されるものに限る。） 

・各保険者等担当職員 

 

３ 内容 

（１）要介護認定の基本的な考え方について 

（２）認定調査の実施及び留意点について 

（３）介護認定審査会における認定調査の役割について 

 

４ 研修修了に係る情報提供 

・研修後に「三重県要介護認定調査員研修修了者登録証」を交付します。 

・研修修了者の一覧を、各保険者等に情報提供します。なお、一覧に掲載する内容は次の

とおりとします。 

「修了者の『勤務先等の名称及び所在地』、『介護支援専門員資格の有無』、『申込市町名』」 

※氏名・生年月日・介護支援専門員番号は掲載しません。 

 

 

http://www.nintei.net/2_1ksksr.html


５ 研修の流れと手続きについて 

（１） 保険者・広域連合は、受講者を「令和５年度認定調査員新規研修会受講申込書兼

e-ラーニング登録申込書」（別添３）にとりまとめのうえ、県長寿介護課に提出する。 

（２） （１）を受け、県長寿介護課において受講者の情報を e-ラーニングシステムに登

録。その後同課から各受講者に対して、e-ラーニングシステムのログインアドレス、

ログイン ID、パスワードをメールにて通知する。 

（３） 受講者は、要介護認定適正化事務局が web上で公開している下記①～③の動画教材

を全て視聴する。（http://www.nintei.net/2_1ksksr.html） 

   ① 「認定調査の基本的な考え方」（認定調査員能力向上研修／東京会場（平成 26

年 7月 16日））講義動画（１時間 24分 50秒） 

   ② 「介護認定審査会の手順と特記事項の書き方」解説動画（20分 10秒） 

   ③ 「一次判定ソフトの役割と仕組み」解説動画（12分 3秒） 

（４） （３）の動画教材を全て視聴した後、（２）にて送付されたログイン ID・パスワー

ドにより、e-ラーニングシステムにログインし、下記の①から④を順番に受講する。

（５月８日（月）までに全ての項目を完了すること） 

   ① 初回アンケート 

   ② 全国テスト 

   ③ 学習教材（動画） 

     ・ 能力で評価する項目 

     ・ 介助の方法で評価する調査項目 

     ・ 有無で評価する調査項目 

   ④ 問題集（初学者問題集） 

（５） 県長寿介護課は、e-ラーニングシステム上で受講者の課題実施状況を確認し、修了

者に対して要介護認定調査員研修修了者登録証（以下「登録証」という。）を発行す

る。 

（６） 登録証は県長寿介護課から受講者をとりまとめた保険者・広域連合あて送付し、保

険者・広域連合から受講者あて配布する。 

    なお、早期に研修を修了した者については、研修終了期限（５月８日（月））より

早期に登録証を配布する予定です。 

 

 

 

 ＜事務担当＞ 

 長寿介護課 

地域包括ケア推進班 中村 憲司 

 ＴＥＬ：059-224-3327 

 ＦＡＸ：059-224-2919 

 e-mail：nakamk23@pref.mie.lg.jp 

http://www.nintei.net/2_1ksksr.html


令和５年度認定調査員新規研修会開催要領 

（新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた措置） 

 

１ 目的 

 認定調査に従事する者又は従事する予定の者が要介護（要支援）認定における公平・公正

かつ適切な認定調査を実施できるよう、認定調査票の基本調査項目の適切な選択肢の選び

方や適切な特記事項の書き方を習得すること等を目的とする。 

 

２ 受講対象者 

原則、認定調査を実施したことがない者で、今後、認定調査に従事する者または従事する

予定の以下の者 

・各保険者等の新規担当職員・新規嘱託職員 

・各保険者等が調査委託を行う（予定を含む）指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護

老人福祉施設、介護保険施設若しくは地域包括支援センターに所属する介護支援専門

員 

・各保険者等が調査委託を行う（予定を含む）介護支援専門員であって介護保険法施行規

則第 40条第５項の要件を満たす者 

・各保険者等が調査委託を行う（予定を含む）指定市町村事務受託法人に所属する介護支

援専門員その他の保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者（「要介護認定等

の実施について」（平成 21年９月 30日老発 0930第５号、厚生労働省老健局長通知）に

規定されるものに限る。） 

・各保険者等担当職員 

 

３ 研修内容 

●は動画教材視聴による学習項目 

 （参考）例年の研修 新型コロナウイルス対応を踏まえた研修 

方式 講義方式 動画教材の視聴、 

e-ラーニングによる習熟度チェック 

講師 県長寿介護課職員 

介護認定審査会事務局担当者 
― 

内容 （１）要介護認定の基本的な考

え方 

・要介護認定の概要 

・認定調査の基本的な考え方 

 

 

（１）要介護認定の基本的な考え方 

● 「認定調査の基本的な考え方」（認定調査

員能力向上研修／東京会場（平成 26年 7月

16日））講義動画（１時間 24分） 

● 「一次判定ソフトの役割と仕組み」解説動

画（12分） 

別添１ 



 

 

（２）認定調査の実施及び留意

点について 

 

 

 

（３）介護認定審査会における

認定調査の役割について 

審査会事務局より特記事項

の適切・不適切な記載の仕方等

について説明。 

● 「介護認定審査会の手順と特記事項の書き

方」解説動画（20分） 

（２）認定調査の実施及び留意点について 

● e-ラーニングに収載されている動画教材 

・ 能力で評価する項目 

・ 介助の方法で評価する調査項目 

 ・ 有無で評価する調査項目 

（３）介護認定審査会における認定調査の役割

について 

各審査会事務局作成資料「特記事項記載に係

る留意事項の内容」の確認 

その他  （４）習熟度チェックテスト 

 上記の動画視聴後、「e-ラーニングシステム」

のうち、下記メニューを受講する。 

 ① アンケート 

 ② 全国テスト 

 ③ 問題集（初学者問題） 

 

４ 要介護認定適正化事務局公開動画教材による学習方法 

 各受講者は、パソコン又はスマートフォン等のタブレット端末により、要介護認定適正化

事務局が web上で公開している動画のうち、上記３「（１）要介護認定等に対する基本的な

考え方」で指定された研修項目を視聴する。 

【要介護認定適正化事業事務局】http://www.nintei.net/2_1ksksr.html 

 

５ e-ラーニングによる学習方法 

 各受講希望者は、県長寿介護課から送付されるログイン ID・パスワードにより e-ラーニ

ングシステムにログインし、上記３「（２）認定調査の実施方法」で指定された動画及び「（４）

習熟度チェックテスト」で指定されたメニューを視聴、受講する。 

 

http://www.nintei.net/2_1ksksr.html


認定調査員向け e-ラーニングシステムについて 

 

〇 認定調査員向け e-ラーニングシステム（以下、「本システム」という）は、インターネット上で提供

される認定調査員のための学習支援システムです。 

〇 本システムで提供される「認定調査員向け講座」では、全国の調査員が同じ問題を解くことで自身の

理解度を把握する「全国テスト」と、動画を用いた「学習教材」、基本的な考え方や各調査項目の定義

について学習する「問題集」が収録されています。 

〇 調査員一人ひとりが自分の理解度に合わせて学習を進めることで、認定調査に関する知識を深める

ことができます。 

〇 自治体の担当者は管理機能を通じて、認定調査員一人ひとりの理解度や、自治体内での弱点や理解度

の傾向をつかむことで、認定調査の適正化・平準化に向けた改善につなげることができます。 

 

（認定調査員向け講座の特徴） 

本システムで提供される「認定調査員向け講座」には、以下の３つの教材が収録されます。 

全国テスト 本システムを利用するにあたり、調査員一人ひとりが現在 の理解度を把握するた

めに最初に受けるテストで、全 30 問です。 

学習教材 「認定調査員テキスト 2009 改訂版」の内容を解説した動画教材です。教材は、認

定調査の基本的な考え方（要介護認定と認定調査の考え方・基本調査と特記事項）と

３つの評価軸（能力で評価する調査項目・介助の方法で評価する調査項目・有無で評

価する調査項目）、平成 27 年度重点講座の６種類です。 

問題集 認定調査の基本的な考え方や、各調査項目の定義について学習するための問題集で

す。間違った問題は「弱点補強問題集」としてストックし、繰り返し学習して知識の

定着をはかることができます。 

 

別添２ 



　　　　別添３

度会広域連合　宛て

ＦＡＸ：　０５９６―６３—０２００

№ 氏　　　名
カナ

（姓のみ）
生年月日 勤務先または所属

勤務先等の
所在地

（市町名のみ）
職種又は職名

介護支援専門員
登録№

認定調査員研修
終了者登録証の

発行

研修終了後の情
報提供一覧への

掲載

要　・　不要 要　・　不要

メールアドレス
メールアドレスのフリガナ
（メール提出の場合は記載不要）

要　・　不要 要　・　不要

メールアドレス
メールアドレスのフリガナ
（メール提出の場合は記載不要）

要　・　不要 要　・　不要

メールアドレス
メールアドレスのフリガナ
（メール提出の場合は記載不要）

要　・　不要 要　・　不要

メールアドレス
メールアドレスのフリガナ
（メール提出の場合は記載不要）

要　・　不要 要　・　不要

メールアドレス
メールアドレスのフリガナ
（メール提出の場合は記載不要）

要　・　不要 要　・　不要

メールアドレス
メールアドレスのフリガナ
（メール提出の場合は記載不要）

要　・　不要 要　・　不要

メールアドレス
メールアドレスのフリガナ
（メール提出の場合は記載不要）

7

5

6

3

4

令和４年度認定調査員新規研修会受講申込書　兼　e-ラーニング登録申込書

【留意事項】

保険者等名称（　　　　　　　　　　　　　）　　　担当者名（　　　　　　　　　）　　　　連絡先（　　　　　　　　　　　　　　　）

＊今回の研修会は、初めて認定調査員となる方を対象としています。過去に新規研修をご受講いただき「認定調査員研修修了者登録証」をお持ちの方は、対象
外となります（各市町・広域連合の担当者はこの限りではありません）。
＊市町・広域連合担当者で、既に登録証をお持ちの方は「不要」にチェックいただきますようお願い致します。
＊修了者の「勤務先等の名称及び所在地」、「介護支援専門員資格の有無」、「申込市町名」を掲載した一覧表を、研修会終了後に各保険者等あて提供します。
各保険者担当者等で一覧表への掲載が必要ない場合は「不要」と入力してください。
＊メールアドレスはホームページアドレス、IDとパスワードをお知らせするときに使用します。事業所所有・個人所有のメールアドレスのどちらでも結構です。手書
きにてお申込みいただき場合は、文字や記号の位置などを正確に記入し、フリガナも記載してください。

1

2

提出期限

令和５年３月３１日（金）
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