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自己紹介
• 昭和25年9月8日東京生まれ

• 埼玉大学理工学部化学科無機化学専攻

• 某高校理科教師（3年間）

• 某自治体職員（化学職）
公害規制、環境対策、理化学分析等担当
科学技術庁翻訳協力員（理化学論文日仏翻訳）

• 退職（51歳） 平成13年3月

• 福祉用具専門相談員、福祉住環境コーディネーター 、訪問介護員2級 平成14年

• 株式会社わかば 専務取締役 平成15年

• 平成19年 社会福祉士

• 平成20年 介護福祉士

• 平成21年 特定非営利活動法人ソーシャルケア清和会設立、NPOわかば開設

• 平成22年 介護支援専門員

• 平成17年5月～平成29年4月 世田谷区介護サービスネットワーク代表

• 朝日新聞投稿掲載4回（私の視点、声）、「訪問看護と介護」（医学書院）、週刊誌、テ
レビなど多数で発言
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本日のメニュー

新聞などの反応

主な制度改定の内容と影響について

目指すべき介護保険の姿とは

現在の法改定手順への疑問

専門職、事業者の責務
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制度改定の情報の収集方法

１）制度改定の手順

①社会保障審議会介護保険部会で基本の議論

（改定の2年前から）

②社会保障審議会給付費分科会で報酬の決定

（改定1年くらい前から）介護保険部会での議論を無視した

決定が行われることがある。

２）厚生労働省ホームページ→福祉・介護→介護・高齢者福祉

→関連審議会・検討会等→給付費分科会と検索する

３）各会の給付費分科会の資料をチェック
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給付費分科会の資料

第148回 介護経営実態調査結果の公表

地域係数の検討結果の公表

第152回 居宅介護支援と療養型医療施設（介護医療院）

第153回 共生型サービスと介護人材

第154回 居宅サービスの運営基準、居宅介護支援の報酬等

第155回 訪問介護、報酬基準

第156回 報酬改定審議報告

第157回 人員設備基準、報酬改定概要

第158回 報酬改定の具体的説明、算定構造の公表
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主な改定内容

報酬改定率：＋0.54％

介護医療院の新設

通所介護の報酬区分を2時間毎から1時間毎に変更

通所介護の報酬削減（通常規模以上の事業所に厳しい）

訪問介護の生活援助回数の制限

生活援助専門のヘルパーの養成

集合住宅への訪問介護等の報酬引き下げ

リハビリテーションの偏重

居宅介護支援管理者を主任ケアマネに限定

共生型サービスの導入

自己負担3割の導入
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介護医療院とは何か

医療療養病床（医療保険）と介護療養病床（介護保険）を段階的に

廃止して、2類型の介護医療院に移行する。

1型は介護療養病床に準ずる。2型は24時間医師、看護師配置。

医療療養病床に入院している約28万人が介護保険に移行する。

介護保険財政を圧迫する。

目的は？

①政府が公約した療養病床の廃止ができなかったため、メンツを守

るために新たな制度をもちだした。

②医療保険の負担を減らして介護保険で医療的サービスを行う。

医療関係者の介護保険財源収奪。
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通所介護への影響（１）

H24年度改定

6-8類型を廃止し、7-9類型に移行。（最も多いサービス）

これにより従業者の労働時間が1時間確実に増えた。

H27年度改定

小規模事業所の報酬を大幅削減

例：予防通所介護1(2,115単位)が1,647単位へ22％削減。
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通所介護への影響（2）

H30年度改定

通常以上規模事業所の報酬を大幅削減

7-9類型を廃止し、7-8類型と8-9類型に変更。

例：①通常規模(301-750人/月） 7-9 735単位が

7-8(645単位、12.2％減） 8-9(656単位、10.7%減）

②大規模１（751-900人/月) 7-9 656単位が

7-8(617単位、6.0％減) 8-9(634単位、3.4％減)
③大規模2(901人以上) 7-9 645単位

7-8(595単位、7.8％減) 8-9(611単位、5.3％減)
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通所介護への影響（3）

通所介護は誰のものか

通所介護は介護者のレスパイト目的が多い。

通所滞在8時間は長い

朝10時からだと18時ごろまで滞在

7時間でも長いのでは？

今回の改定では長い時間（８－９）は選びにくい。より影響の強い類

型を選択する。

通所介護の採算低下のもたらすもの

非正規職員の配置増、賃金の引き下げ（現実には難しい）

廃業の選択、正規職員の離職
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訪問介護の生活援助の制限

介護保険部会、給付費分科会で生活援助を多数回利用を制

限ことを決定。

身体介護の報酬をわずかに引き上げる代わりに、生活援助

(複合分)の単価を引き下げる。

生活援助を多く利用する場合は、自治体へ相談し了解を取る

必要が出る。(保険者によるケアプラン点検)

「地域ケア会議」でのケアプラン検証
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「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布に
ついて（平成30年5月10日、老振発0510第1号）

• 要介護1 27回/月

• 要介護2 34回

• 要介護3 43回

• 要介護4 38回

• 要介護5 31回
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生活援助の担い手の拡大

訪問介護について、介護福祉士等は身体介護を中心に担う（機能

分化）とともに、生活援助については、人材確保の裾野を拡大する

とともに、新研修を創設して質を担保する。

新たな人材の養成

前法改定で創設された総合事業のA型訪問介護（緩和した要件で

の雇用を前提）の従事者：養成研修受講者33名、従業者0名

従業者がいないので介護福祉士有資格者などが安い賃

金で従事している。（世田谷の場合）

新たな研修を誰が受講する？

目的は？

審議会委員は生活援助が嫌い（誰でもできると思っている。）
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生活援助に対する偏見は世間知らず故

生活援助は身体介護よりも難易度が高い。

自己主張をできる人に満足を与える必要がある。それぞれの
生活スタイルに合ったサービスが必要。

寝たきりの利用者の排泄介助などの身体介護は普通の訓練
を受けた介護職ならば難しくない。

回数が多いのは「服薬確認」などが必要な利用者。頻回な
サービスでようやく自宅で生活できる人である。調査結果でも
同様のことが明らかになっているが、委員は「生活援助」を廃
止したいその一心。

制度改正のたびに訪問介護は使いにくくなり、仕事も減ってし
まった。結果としてヘルパーの高齢化（事業所によっては平均
年齢が70歳を超える）。
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集合住宅居住者への訪問介護等に関する減算
及び区分支給限度基準額の計算方法の見直し

集合住宅居住者に関する訪問介護等の減算の対象を、有料
老人ホーム等以外の建物にも拡大する。
①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建

物に居住する者（②に該当する場合を除く。）

②上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数

が１月あたり50人以上の場合

③上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者

（当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり20人以

上の場合）

①+③は10％減算

②は１５％減算
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区分支給限度額の見直し

区分支給限度額に何らかの手を加えないと、減算対象になる

事業所を利用すると、サービス単価が安くなり、使えるサービ

ス量が増える。（不公平が生じる。）

減算事業所を利用してもサービスに必要な単位数は、減算

対象にならない事業所と同じにする。

区分支給限度額を下げるのと同じ
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リハビリ専門職との連携

生活機能向上連携加算（Ⅱ）200単位の新設(訪問介護)
ターミナルケアマネジメント加算400単位(居宅介護支援)
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(Ⅰ) 230単位／月(訪問リハ）
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(Ⅱ) 280単位／月（〃）
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(Ⅲ) 320単位／月（〃）
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(Ⅳ) 420単位／月（〃）
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(Ⅰ) 330単位／月（通所リハ）
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(Ⅱ) ６月以内850単位／月（〃）

６月以降530単位／月
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(Ⅲ) ６月以内1120単位／月（〃）
 ６月以降800単位／月
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(Ⅳ) ６月以内1220単位／月（〃）

６月以降900単位／月
介護予防訪問リハビリテーション、リハビリテーションマネジメント加算：230

単位／月（新設）
介護予防通所リハビリテーション、リハビリテーションマネジメント加算：330

単位／月（新設）
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リハビリの偏重：リハビリは万能か？

リハビリテーション加算を増額すると死者が減るか？

いずれみんな死ぬ。

かつての「介護予防」（パワーリハ）の総括はしたのか？

生活の質を上げるサービスを評価すべき

衛生状態の改善、栄養状態の改善、屋内の安全性の向上、

日常生活の相談支援などが重要。
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居宅介護支援に関すること

ケアマネ事業所の管理者要件を見直し、主任ケアマネジャーであ

ることを管理者の要件とする。（一定の経過措置期間を設ける）

利用者は複数の事業所の紹介を求めることができる旨説明するこ

とを、ケアマネ事業所の義務とし、これに違反した場合は報酬を減

額する。

利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、

複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや、当該事業

所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であることを

説明することを義務づけ、これらに違反した場合は報酬を減額（所

定単位数の50／100に相当する単位数（運営基準減算））する。
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アップ分

退院・退所加算

基本報酬

要介護１，２ 1042単位／月⇒ 1053単位／月

要介護３，４，５ 1353単位／月⇒ 1368単位／月

ターミナルケアマネジメント加算400単位／月（新設）

特定事業所集中減算

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与のみに
（医療系事業を除外）
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居宅介護支援は常に不採算事業

居宅介護支援事業は介護保険法施行以来一度も黒字になっ

たことがない。

収支 H17 -14.4％ H20 -17.0％

H23 -2.6％ H26 -3.5％

H28 -1.7％

それでも事業が継続されているのは、訪問介護、通所介護、

福祉用具貸与などの事業の収益で赤字を補填しているため。

「中立公正」というならば、採算性を向上する報酬改定が必要。

H15三菱総研の調査では2.7万円/件が採算ラインであった。
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共生型サービスの導入（訪問介護）

共生型訪問介護については、障害福祉制度における居宅介

護、重度訪問介護の指定を受けた事業所であれば、基本的

に共生型訪問介護の指定を受けられるものとする。

障害福祉制度の居宅介護事業所が、要介護者へのホームヘ

ルプサービスを行う場合

所定単位数に70／100を乗じた単位数

障害福祉制度の重度訪問介護事業所が、要介護者へのホー

ムヘルプサービスを行う場合

所定単位数に93／100を乗じた単位数
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共生型サービスの導入（通所介護）

共生型通所介護については、障害福祉制度における生活介
護、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービスの指定
を受けた事業所であれば、基本的に共生型通所介護の指定
を受けられるものとして、基準を設定する。

障害福祉制度の生活介護事業所が、要介護者へのデイサー

ビスを行う場合

所定単位数に93／100を乗じた単位数

生活相談員配置等加算 13単位／日

共生型通所介護事業所について、生活相談員（社会福祉士
等）を配置し、かつ、地域に貢献する活動（地域交流の場の提
供、認知症カフェ等）を実施していること。
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共生型サービスの導入（短期入所）

共生型短期入所生活介護については、障害福祉制度におけ
る短期入所（障害者支援施設の併設型及び空床利用型に限
る。）の指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型短期
入所生活介護の指定を受けられるものとして、基準を設定す
る。

障害福祉制度の短期入所事業所が、要介護者へのショート

ステイを行う場合

基本報酬所定単位数に92／100を乗じた単位数

生活相談員配置等加算 13単位／日
共生型短期入所生活介護事業所について、生活相談員（社
会福祉士等）を配置し、かつ、地域に貢献する活動（地域交流
の場の提供、認知症カフェ等）を実施していること。
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共生型サービス導入の理由と問題

今なぜ共生型サービスか？
「障害サービスより介護保険サービス優先の原則」のため65
歳になって介護保険を利用するようになると、今まで受けられ
た重度訪問介護、生活介護、障害者短期入所などのサービス
が受けられなくなる。介護保険のサービスは使いにくいと、評
判が悪い。

障害者サービス事業所の数が増えない。従業者が見つから
ない。

介護保険で長時間の付き添い等が必要な利用者と不公平が
生じる。とくに重度訪問介護（自治体によっては24時間/日の
サービスが可能）は介護保険の利用者にも認める必要がある。

障害者サービス事業者が介護保険利用者を受け入れるのは
可能だが、その逆は難しい。スキルが低い。
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利用者3割負担の導入（１）

平成27年8月に2割負担を導入

単身者：年金ベースで年280万円以上

夫婦：同346万円以上

平成30年8月から

単身者：340万円以上（現役並みの収入がある人）

夫婦：463万円以上

3割負担だと

訪問介護身体2（1時間サービス） 394単位＝1347円 自己負担

家政婦や自費介護サービスを使ったほうが安い。

高い介護保険料を払いながら制度の恩恵にあずかれない。
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高額介護サービス費：44,400円を超えると還付されるが、サービス

利用抑制効果は高い。要介護5で限度額ぎりぎりだと月12万円以

上払わなければならない。

高額な介護保険料を払っている人にサービスを使わせない制度で

いいのか。

高齢者虐待の増加が懸念される。

家族が金銭管理をしている場合、将来相続する財産が減らないよう

に行動する力が働く。経済的虐待を誘発する。

省令などで基準を変えれば収入が少ない人から2割、3割徴収でき

るようになる。

利用者3割負担の導入（２）
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利用者の生活に与える影響（１）

生活援助専門のヘルパーを養成する講座ができる。

新総合事業のＡ型サービスの人材育成もできていないため、

受講者がいると思えない。

現在働いている人が安い報酬でカバーするしかない。

人材難のため訪問介護事業所の閉鎖も増える。

在宅生活が困難になる。

介護医療院の創設
介護保険の財政負担が大きいため、介護保険料が上がる。
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利用者の生活に与える影響（２）

リハビリテーション関連の加算などが大幅に増える。

区分支給限度額を圧迫するため受けられるサービスが減る。

通所介護の報酬が下がる。

通所介護事業所の閉鎖が増え、選択肢が減る。

自己負担割合3割の導入

必要なサービスの利用抑制、高齢者虐待が増える。
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介護保険は何のためにあるか

利用者の生活を守る介護サービスを安定的に供給する。

家族などに負担が集中しないように、負担を社会で分け合う。

（介護の社会化？）

福祉サービスの基本である「自己選択・自己決定」を支援す

る。措置から自己選択へ。

居住地域にかかわらず必要なサービスを誰でも受けられるよ

うにする。

民間活力を導入して質の高いサービスを安価に利用できるよ

うにする。
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介護保険サービスの現状

介護職の人材難が限界を超えている。

必要なサービスを提供できない事態が広がっている。

利用者の環境によって（とくに介護者がいるかどうか）必要な

サービスは異なる。（要介護度のみで必要なサービスは決め

られない。）同居家族がいると訪問介護などに利用制限があ

る。介護離職を防ぐことはできない。

利用者が自分で調べて選択するのは困難。

報酬は制度で決まっており、事業者が自分でサービスに値段

を付けられず、競争原理が働きにくい。
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介護保険の基本的問題点

区分支給限度額という理不尽
要介護度ごとに利用できるサービス量を制限しているため、
重度になるとサービスが足りなくなり、在宅生活を維持できな
い。

サービス種ごとに「加算」をたくさん認めたため、サービス事
業所が加算をとると、利用できるサービス量が減ってしまう。
（パイの奪い合いが生じる。）医療保険には存在しない。な
ぜ？

同居家族がいると生活援助が使えない？
「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければなら
ない。」（民法730条）「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養
する義務がある。」（民法877条）にみられる封建的血族主義
が障害になっている。でもなぜ身体介護はいいの？
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在宅生活を支える制度にするためには（１）

利用者ごとに必要なサービスを選択できるようにする。

現在の要介護4，5の場合は区分支給限度額を廃止する。

ケアマネジャーなどの専門職の裁量範囲を拡大し、利用者個

別に必要なサービスを柔軟に利用できるようにする。

訪問介護の身体介護と生活援助の区別を止める。

訪問介護事業の再建が在宅生活に必須である。

同居家族がいる場合の制限を撤廃する。

利用者本人と介護者をトータルで支えるシステムに変更する。
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在宅生活を支える制度にするためには（２）

支給額が低い年金生活者からの介護保険料を見直す。

1万人を超える高齢者が介護保険料を払えずに処分されている。

利用者負担を全員1割に戻す。

利用者負担を上げると高齢者虐待が増加する。要介護度が高くな

ると家族（子）が預金を管理する。相続財産を減らさないように介護

保険サービスの利用抑制が働く。

介護保険料負担のみで所得の再配分を行う。

18歳以上64歳までを2号被保険者にする。

公費負担割合を上げる。
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在宅生活を支えることで財政負担を減らす

平成29年12月の介護保険利用状況

施設サービス（特養、老健、グループホーム、有料老人ホームなど）

利用者数：約140万人

費用額：383億円、一人あたりの額：約27万円

在宅サービス

利用者数：256万人

費用額：244億円、一人あたりの額：約9.5万円

施設サービス利用者は在宅サービス利用者の3倍費用を使っている。

在宅サービスを厚くすれば負担抑制が可能。
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介護保険制度改定手順への疑問（１）

社会保障審議会介護保険部会での検討

制度改定の2年ほど前に開催され、1年検討。

改定の方向性を決めて議論の結果を公表。

給付費分科会で介護保険部会での議論を具体化する。

介護経営実態調査結果に基づき、報酬改定を行う。

収益率の高い事業の報酬切り下げを行うことが多い。

実態調査はアンケート方式で、有効回答率は業種によって大きく異なる。年によっては有効

回答率が低い。

平成29年度 特養64.8％、訪問介護54.2％、訪問リハ34.4％

平成23年度 特養46.9％、訪問介護35.6％、訪問リハ30.5％

アンケートに回答するのは余裕のある事業所だけ?

報酬算定の基礎となる調査が極めて精度が低い。

任意抽出、面接調査により調査する必要がある。
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介護保険制度改定手順への疑問（２）

社会保障審議会介護保険部会、給付費分科会の委員の構成

介護の現場を知る人が少ない。役人、学者は現場を知らない。

家族介護者の声が反映されない。認知症の人と家族の会から1名

のみ。

専門職はもっぱら医療系で占められている。

25名の委員のうち医療系が10名。

介護系は2名のみ。（介護福祉士会、ケアマネ協会各1名）

社会福祉士は排除されている。

介護福祉士会とケアマネ協会は、ほとんど発言もしない。

当事者能力に疑問がある。

45



介護保険制度改定手順への疑問（3）

「エビデンス」の有無を重視しているように見せて、実は「改定」の正

当化に利用するだけ。

平成18年度に導入した「介護予防」の効果について一度も総括が

なされていない。

「地域包括ケア」は行政の責任放棄。平成27年に始まった新総合

事業はサービス切り捨ての言い訳にしか過ぎない。

「生活援助専門ヘルパー」の養成は絵に描いた餅。総合事業のA
型サービスの従業者も養成できない中で受講者がいるとは思えな

い。

国の意向通りにいかないと制度を変えるのは無駄。

（例：介護予防、介護医療院など）
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事業者・専門職の責務について考える

法改定が住民に及ぼす影響を日常的に考える。

所属する職能団体からの発言に責任をもつ。

今回の法改定に際し、介護福祉士会、社会福祉士会、介護専

門員協会は、いずれもまともな発言をしていない。

介護保険サービス事業者は分断されている。

事業者団体に参加し、横につなげる活動が必要。社会から認

知される組織を作る。
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介護保険サービスの現場は崩壊寸前

• 渋谷職安管内の有効求人倍率（パート介護職）は40
倍を超える。

• 世田谷区内で新設の特養は人材不足のため1フロ
アーオープンできない。

• 訪問介護の職員不足も深刻。平均年齢が70歳以上
の事業所もある。今後、廃止が増える。

• 通所介護の多くは不採算に陥る。

• 新総合事業サービスの担い手養成講座、受講者30
名（H29年度）、就労者０。
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あとは意見交換で

これまでに発信してきた投稿記事などは

ＮＰＯわかばホームページ

http://www.kaigo-wakaba.jp

オピニオン
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