
更新中話者における一次判定及び  

二次判定結果の前回判定結果との比較  

26   



更新申請者における一次判定結果の  

前回一次判定結果との比較  

全  体  
（∩＝89，888）  

在 宅 者  
（∩＝67，616）  

施設入居者  

（∩＝15，872）  

0．0％  10．0％  20．0％  30．0％  40．0ヲも  70．09i  80．0％  90．0％  100．0％  

持回より軽度に判定された  □変わらない  b前回より雪   



ノ■′－W  

更新申請者における二次判定結果の   

前回二次判定結果との比較   
※更新中話者については、経過措置適用後のデータを使用   

＼＼鵬叩   

全 体  
（n＝126，209）  

在宅者  
（n＝94，858）  

施設入居者  

（∩＝22，14り  

0．0％  10．0％  20．0％  30．0％  40．0，も  50．0写も  60．0％  70．0％  80．0†も  90．0？ら  100．0％  

口前回より軽度に判定された  ロ変わらない  口前回より重度に判定された   



認知症高齢者自立度の分類 からみた  

更新中話者における判定結果の比較  

29   



認知症高齢者自立度の分類からみた  

更新中話者における一次判定結果の   

前回一次判定結果との比較  
＼－、－－＿M＿＿．一．＿・【●岬   

全体  
（n＝89，888）  

自立、Ⅰ  

（n＝43，995）   

Ⅱ以上  

（n＝45，893）  

100．0％  

口前回より軽度に判定された  □変わらない  口前回より重度に判定された   



■  

認知症高齢者自立度の分類からみた  

更新申請者における二次判定結果の  

前回二次判定結果との比較   
※更新申請者については、経過措置適用後のデータを使用  

全体  
（n＝163，546）  

自立、Ⅰ  

（n＝80，592）   

Ⅱ以上  

（n＝82，954）  

20・0ヲも  40・0ヲも  60．0％  80．肌  100．0ワも   

口前回より軽度に判定された  □変わらない  8前回より重度に判定された  



一次判定結果の要介護度区分 からみた  
定の変更割合 

二次判定での一次判の比較  

32   
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二次判定での一次判定結果の変更割合の比較   
介護度区分 （一次判定結果における要・非該当）  

※更新中話者については、経過措置適用後のデータを使用  

2005年4月・5月判定   

（n＝15．232）  

2006年4月・5月判定   

（n＝15，25り  

2007年4月▲5月判定   

（n＝14．366）  

2008年4月・5月判定   

（n＝13．989）  

2009年4月・5月判定  

（経過措置適用後）   

（n＝17，895）  

0．0％  10．0ワも  20．0ワも  30．09も  40．0％  50．0写ら  60．09も  70．0％  80．0％  90．0％  100．0％   

口軽度変更された  ロ変わらない  口重度変更された  



／r  

二次判定での一次判定結果の変更割合の比較  
度区分 （一次判定結果における要介護・要支援1）  

※更新中話者については、経過措置適用後のデータを使用  

2005年4月・5月判定   

（n＝71，344）  

2006年4月・5月判定   

（n＝63，476）  

2007年4月・5月判定   

（n＝68，625）  

2008年4月・5月判定   

（∩＝66，468）  

2009年4月・5月判定  

（経過措置適用後）   

（n＝43，243）  

0．0％  10．0％  20．0％  30．0％  40．0％  50．0％  60．09も  70．0％  80．0，も  

口軽度変更された  ロ変わらない  口重度変更された   



二次判定での一次判定結果の変更割合の比較  
度区分 介護1相当）  （一次判定結果における要介護・要  

※更新申請者については、経過措置適用後のデータを使用  

山   

13．7  ；：  
‡≡‡≡：眩‡了；‡：…  ロ   

□  

レ′′   

・－・・ll－・l・  

ロ  ■lハIllい11－1－1ハl■i■  

′ ′ 

lllllIllllll  

：；＝：7：了t・ 

．   ；   ロ    ロ ロ ロ   

ロ   

7．5  ‡；；廉恥；≡   □ ロ  

．   

′ ′ 
5  

、く 
、、、 

2005年4月・5月判定   

（n＝131．410）  

2006年4月・5月判定   

（n＝120．105）  

2007年4月－5月判定   

（∩＝144，680）  

2008年4月・5月判定  

（n＝138，198）  

2009年4月・5月判定  

（要支援2）（経過措置適用後）  

（∩＝30，692）  

2009年4月・5月判定  

（要介護1）（経過措置適用後）  

（∩＝43，583）  

0・0％   10・0％  20．09も  30，0％  40．0％  50．0％  60．0％  70，0％  80．0％  90．0％  100．0％   

口軽度変更された  ロ変わらない  口重度変更された  



ヽゝ  

二次判定での一次判定結果の変更割合の比較  
度区分 介護2）  （一次判定結果における要介護・要  

※更新申請者については、経過措置適用後のデータを使用  ＼
 
 

l
】
董
妻
 
－
 
 

2005年4月・5月判定   

（n＝47．258）  

2006年4月・5月判定   

（n＝47，499）  

2007年4月・5月判定   

（n＝59，164）  

2008年4月・5月判定   

（n＝55，607）  

2009年4月t5月判定  

（経過措置適用後）   

（n＝30，127）  

0．0％  10．0％  20．09も  30．0，も  40．0％  50．09も  60．09も  70．0％  80．09も  

口軽度変更された  ロ変わらない  口重度変更された  

∴」   



二次判定での一次判定結果の変更割合の比較  
度区分 介護3）  （一次判定結果における要介護1要  

※更新中話者については、経過措置適用後のデータを使用  

2005年4月－5月判定   

（n＝44，876）  

2006年4月t5月判定   

（n＝45．218）  

2007年4月・5月判定   

（n＝53，781）  

2008年4月・5月判定   

（∩＝51β50）  

2009年4月・5月判定  

（経過措置適用後）   

（n＝24，234）  

0．0ウ右  10．09も  20．09も  30．09も  40．09ら  50．0サム  60．09も  70．0％  80．0％  

口軽度変更された  ロ変わらない  口重度変更された   



ノーー   トー ノ  

二次判定での一次判定結果の変更割合の比較  
度区分 介護4）  （一次判定結果における要介護・要  

※更新申請者については、経過措置適用後のデータを使用  

2005年4月・5月判定   

（∩＝35，102）  

2006年4月・5月判定   

（n＝37，238）  

2007年4月－5月判定   

（n＝42，371）  

2008年4月・5月判定   

（n＝42．762）  

2009年4月・5月判定  

（経過措置適用後）   

（∩＝26，520）  

0．0％  10．0％  20．0，も  30．0ウも  40．0％  50．0，も  60．0％  70．0％  80．0％  

口軽度変更された  口変わらない  口重度変更された   



一冊1「▼叩＝J～tコ∵さヽ▲‾り輌7洲Jt1＝J【→－一7′■■【一t‘「】1－ 川＝∵「 －m－ガh－丁【、「∴一－－【■れ、 ■■ユ・汀▼】「土Ⅶ －－れ－－【一丁旬■N一√Ⅶ 一1m－ノー■ご｝－【－－←■＝ご■1－－▼｛一つ、1m、一上一一叩m ▲w 

ニ次判定での一次判定結果の変更割合の比較   
度区分 介護5）  （一次判定結果における要介護・要  

※更新申請者については、経過措置適用後のデータを使用  

2005年4月・5月判定   

（∩＝26，612）  

2006年4月・5月判定   

（n＝32，805）  

2007年4月・5月判定   

（n＝33．331）  

2008年4月・5月判定   

（n＝37，553）  

2009年4月・5月判定  

（経過措置適用後）   

（n＝20，113）  

0・0％   10・0％   20・09も   30・09ら   40・0％   50・09も   60・0％   70・0％   80．0％   弧0％  100．0％  

口軽度変更された  臼変わらない  口重度変更された   




