
老健 2018.4● 1312 ●老健 2018.4

April Vol.29 No.1
平成30年度介護報酬改定が決定平成30年度介護報酬改定が決定特

集

　平成30年度介護報酬改定の内容が決定した。
今回は、平成24年度の改定以来、 6 年ぶりの診
療報酬との同時改定、さらに障害福祉サービス等
報酬も併せるとトリプル改定であり、関係各所か
ら例年にも増して注目された。
　老健施設にとっても、今回は大きな節目の改定
であったといえる。というのも、平成29年に

「地域包括ケアシステム強化のための介護保険法
等の一部を改正する法律」が成立し、介護保険法
第 8 条28項における老健施設の定義の項に「在
宅支援機能」が明示されたことを受け、改定内容
もそれに準じたものとなっているからである。
　医療との同時改定では、診療報酬改定でより一
層の医療機能の分化・連携と、かかりつけ医機能
や在宅医療の推進が図られた。それに対応する形
で介護報酬でも、地域において医療と介護がより
シームレスにつながり、連携強化を図っていこう
という方向性が明確に読みとれる改定となった。
どちらにおいても在宅を重視する流れはこれまで
どおりである。
　また、障害福祉との関連では、介護保険と障害
福祉の両制度に新しく「共生型サービス」が位置
づけられ、高齢者と障害者が同一の事業所でサー
ビスを受けやすくなることがあげられる。

0.54％のプラス改定 
介護関係13団体の署名・要望実る

　改定率は、診療報酬本体においては＋0.55％

概論

6年ぶりの介護報酬引き上げ 
地域における医療・介護連携を強化

（医科：＋0.63％）、障害福祉サービス等報酬も 
＋0.47％と、どれもプラスの改定率で決着した。
　介護報酬も大幅なマイナス改定であった前回と
異なり、今回の改定率は＋0.54％であり、一部を
除きプラスとなった。介護と障害福祉は、前々回
改定以来、6年ぶりの報酬引き上げである。
　介護報酬がプラス改定となった背景として、
我々全老健としては、平成29年に実施した介護
関係13団体（署名協力 2 団体含む）による「介
護の現場を守るための署名」活動の功績を、改め
てここに記しておきたい。同活動による署名は
181万8,898筆に及び、それらは11月15日に各
関係団体の代表者たちの手で「介護の現場を守る
ための財源確保の要望書」とともに内閣総理大臣、
財務大臣、厚生労働大臣に提出された（写真）。
　全老健は、前回の平成27年度介護報酬改定時
にも、その前年秋から「介護従事者の生活と人生
を守り、利用者へのサービスの質を確保するため
の署名」活動を行い、約142万筆を集めたが、全
老健単独の声では状勢を動かすには及ばなかった。
過去最大のマイナス幅はなんとか回避できたもの
の、多くの介護事業者にとって厳しい改定となっ
たことは周知のとおりである。
　東憲太郎会長自身も前回改定後の課題として、

「介護業界全体で声をあげることが重要」と述べ
ており、今改定では、そうした前回の教訓がしっ
かりと活かされ、さらにそれが少なからず報われ
る結果となったことは、まずは喜ばしいことであ

るといってよいだろう。
　平成30年度介護報酬改定決定までの流れを振
り返ると、厚生労働大臣の諮問機関である社会保
障審議会介護給付費分科会（以下、介護給付費分
科会）が昨年 4 月より審議を重ね、各事業者団体
へのヒアリングを実施。その結果をもとに、昨年
12月18日の介護給付費分科会で審議報告をまと
め、改定の基本方針が決定した。そして同日、厚
生労働大臣と財務大臣との予算編成に関する大臣
折衝で改定率が確定し、それを踏まえて、今年 1
月17日に介護給付費分科会がまずは基準省令案
に関する事項を了承、同月26日に具体的なサー
ビス単位数を盛り込んだ介護報酬改定案を了承し、
社会保障審議会が答申した。
　答申を受け、厚生労働省は同日より 2 月24日
までパブリックコメントの募集を行い、それをも
とに 3 月上旬以降、告示や関連通知などを発出し
ていくこととなる。

特養と介護医療院は生活施設 
老健施設のスタンスがより明確に

　今回の介護報酬改定の内容は、表1に示すと
おり、①地域包括ケアシステムの推進、②自立支
援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの
実現、③多様な人材の確保と生産性の向上、④介
護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定
性・持続可能性の確保―の 4 つが基本的な柱
となっている。
　第 1 の柱の「地域包括ケアシステムの推進」で
は、居住系サービス利用者や特養における医療
ニーズへの対応として、これまで以上にターミナ
ルケアや看取りが評価された。
　なかでも特養の看取り体制がより手厚く評価さ
れ、配置医師が施設の求めに応じ、早朝・深夜な
どに施設を訪問して診療を行った場合の加算が新
設された。さらに、施設内で実際に看取った場合

上：平成29年11月15日、介護関係団体の代表が181万筆超の署名とともに
「介護の現場を守るための財源確保の要望書」を麻生太郎財務大臣に提出した。
右上：同日、首相官邸にて菅義偉官房長官に面会。右下：同日、関係団体とと
もに記者会見を開催。

〈署名賛同団体〉 （50音順） 〈署名協力団体〉
●全国デイ・ケア協会
●全国老人クラブ連合会
●全国老人福祉施設協議会
●全国老人保健施設協会
●日本介護福祉士会
●日本看護協会

●日本言語聴覚士協会
●日本作業療法士協会
●日本認知症グループホーム協会
●日本福祉用具供給協会
●日本理学療法士協会

●認知症の人と家族の会
●高齢者住まい事業者団体連合会
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平成30年度介護報酬改定に関する審議報告の概要（平成30年1月26日）

　団塊の世代が 75 歳となる 2025 年に向けて、国民 1 人 1 人が状態に応じた適切なサービスを受け
られるよう、平成 30 年度介護報酬改定により、質が高く効率的な介護提供体制の整備を推進。

平成 30年度介護報酬改定　　　改定率：＋ 0.54％

Ⅰ　地域包括ケアシステムの推進

中重度の要介護者も含め、どこに住んでいても適切な医療・介護サービスを切れ目なく受けることができる
体制を整備
【主な事項】
⃝中重度の在宅要介護者や、居住系サービス利用者、特別養護老人ホーム入所者の医療ニーズへの対応
⃝医療・介護の役割分担と連携の一層の推進
⃝医療と介護の複合的ニーズに対応する介護医療院の創設
⃝ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保
⃝認知症の人への対応の強化
⃝口腔衛生管理の充実と栄養改善の取組の推進
⃝地域共生社会の実現に向けた取組の推進

Ⅱ　自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現

介護保険の理念や目的を踏まえ、安心・安全で、自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスを実現
【主な事項】
⃝リハビリテーションに関する医師の関与の強化
⃝リハビリテーションにおけるアウトカム評価の拡充
⃝外部のリハビリ専門職等との連携の推進を含む訪問介護等の自立支援・重度化防止の推進
⃝通所介護における心身機能の維持に係るアウトカム評価の導入
⃝褥瘡の発生予防のための管理や排泄に介護を要する利用者への支援に対する評価の新設
⃝身体的拘束等の適正化の推進

Ⅲ　多様な人材の確保と生産性の向上

人材の有効活用・機能分化、ロボット技術等を用いた負担軽減、各種基準の緩和等を通じた効率化を推進
【主な事項】
⃝生活援助の担い手の拡大
⃝介護ロボットの活用の促進
⃝定期巡回型サービスのオペレーターの専任要件の緩和
⃝ICTを活用したリハビリテーション会議への参加
⃝地域密着型サービスの運営推進会議等の開催方法・開催頻度の見直し

Ⅳ　介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保

介護サービスの適正化・重点化を図ることにより、制度の安定性・持続可能性を確保
【主な事項】
⃝福祉用具貸与の価格の上限設定等
⃝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等
⃝サービス提供内容を踏まえた訪問看護の報酬体系の見直し
⃝通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分の見直し等
⃝長時間の通所リハビリの基本報酬の見直し

表1　平成30年度介護報酬改定の概要（1月26日介護給付費分科会資料より）

にもより大きな単位が付いた。
　また、通所・訪問リハビリサービスに関しても、
医療から介護への円滑な移行を図るため、面積・
人員等の要件緩和やリハビリ計画書の様式におい
ての配慮がなされた。
　そして今回、大きなトピックとなったのは、医
療と介護の複合的ニーズに対応する「介護医療
院」の創設だ。現行の介護療養病床の「療養機能
強化型」と「転換老健」に相当する 2 つの類型

（Ⅰ型・Ⅱ型）が設けられ、各種の転換支援・促
進策が提示された。介護医療院の創設により、介
護保険施設は、特養、老健施設、介護医療院の 3
つとなる。
　認知症の人への対応の強化も図られた。例えば、
認知症高齢者への専門的なケアを評価する「認知
症専門ケア加算（Ⅰ）（３単位／日）」、「認知症専
門ケア加算（Ⅱ）（４単位／日）」がショートステ
イにも創設された。
　さらに、今改定では各介護サービスを対象に口
腔衛生管理の充実と栄養改善の取り組みの推進が
より評価されることになり、居住系サービスにも

「口腔衛生管理体制加算（30単位／月）」「栄養ス
クリーニング加算（ 5 単位／回）」などが新設。
施設系サービスでは、「低栄養リスク改善加算

（300単位／月）」が新設された。

自立支援を目的にリハビリ重視 
多職種連携によるケアを評価

　第 2 の柱「自立支援・重度化防止に資する質の
高い介護サービスの実現」に関しては、全体的に
リハビリ重視の視点で“多職種連携”を促す加算
が多く付いた。
　例えば、「リハビリに関する医師の関与の強化」
として、通所・訪問リハビリにおいて、医師の詳
細な指示に基づくリハビリの提供を要件とした上
で、そこでの医師のリハビリ会議参加の要件を緩
和し、現行のリハビリテーションマネジメント加

算（以下、リハマネ加算）（Ⅰ）・（Ⅱ）を 2 段階
から、新たに（Ⅰ）～（Ⅳ）の 4 段階に細分化。
基本報酬で一部減算となる部分もあるが、加算に
より取り戻すこともできるようになっている。さ
らに、要支援者に対する介護予防訪問リハビリに
もリハマネ加算（230単位／月）が創設された。
　「リハビリにおけるアウトカム評価の拡充」で
は、現在、介護予防通所リハビリに設けられてい
る事業所評価加算が、介護予防訪問リハビリにも
新たに「事業所評価加算（120単位／月）」とし
て設定された。また、現在、通所リハビリに設け
られている生活行為向上リハビリテーション実施
加算を、介護予防通所リハビリにも新設した（ 3
か月以内：900単位／月、 3 か月以上 6 か月以
内：450単位／月）。
　その他、通所・訪問介護や特養等における外部
のリハビリ専門職との連携を推進する目的から、
生活機能向上連携加算の見直しが行われ、より高
い評価がなされた。同加算は定期巡回・随時対応
型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護にも、
見直し後の訪問介護と同様のものが創設された。
　老健施設・特養においては、褥瘡の発生予防の
ための管理に対し「褥瘡マネジメント加算（10
単位／月）」が新設された。各種施設系サービス
全般において排せつ介護支援に対する評価として

「排せつ支援加算（100単位／月）」が新設された
ことにも注目しておきたい。老健施設にとっては、
従前から当然のように行っている多職種協働によ
るケア計画作成やケアの実施・アセスメントが、
改めて加算という形で評価されることとなり、こ
れまでのケアの方法論が自立支援に資すると認め
られた証ともなった。

生活援助の担い手を拡充 
ロボット技術やICTで効率化

　続く第 3 の柱「多様な人材の確保と生産性の向
上」では、最初に生活援助の担い手の拡大につい
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されることとなった。しかし、処遇改善について
は、それよりも、昨年12月に政府が提示した

「人づくり革命」の推進に向けた 2 兆円規模の政
策パッケージの原案のなかに介護職員の処遇改善
も盛り込まれており、そちらが注目されている。

「勤続10年以上の介護福祉士に対して月額 8 万円
相当の処遇改善を行う」と明記されているこの案
についての詳細は、今後の介護給付費分科会で議
論される予定である。
　この 8 万円の分配に関しては、現場の采配に委
ねる配慮を期待する。例えば、今改定でも「介護
人材確保の目指す姿」（図1）として示されてい
る潜在介護福祉士やその裾野を支える中高年齢者、
未就労女性にもいくらかを配分可能となれば、人
件費の点で着手を悩んでいた現場が介護助手等の
取り組みに参入しやすくなるのではないか。

て示されている。ここでは、訪問介護において、
「専門性が必要とされる身体介護は介護福祉士に
担ってもらい、それ以外の生活援助については、
人材の裾野を拡大するとともに、新たな研修課程
を創設して、質を担保する」としている。これは
全老健でも一昨年よりモデル事業を開始し、広く
全国に推奨している「介護助手」の取り組みを補
完することにもつながるだろう。
　介護人材確保については、これまでにも、いろ
いろな対策がなされ、平成29年には臨時の介護
報酬改定で介護人材の処遇改善に＋1.14％の報酬
が付けられた。しかしながら、改善の兆しは実感
できず、現場は依然として人材不足の危機感を抱
き続けている実態がある。
　今改定では介護職員処遇改善加算の見直しがな
され、同加算（Ⅳ）および（Ⅴ）については廃止

　さらに、同じ第 3 の柱では、ロボット技術や
ICTを活用した、介護現場の業務や多職種連携
の効率化を推進する取り組みを図っている。
　例えば、介護ロボット活用の促進として、特養
の夜勤時に見守り機器を導入することで業務の効
率化を図る場合の人員基準が緩和された。
　また、定期巡回型サービスのオペレーターの専
任要件等の緩和も認められた。これにより、利用
者へのサービス提供に支障がない場合を前提に、
オペレーターと当該サービスを行う訪問介護員お
よび当該サービスの指定事業所以外の同一敷地内
の事業所職員の兼務が日中も可能となる（夜間・
早朝についてもオペレーターの集約が可能）。こ
の緩和策によって、当該サービスに参入しやすく
なり、サービスそのものの普及促進が図られるこ
ととなった。
　ICTの活用という点からは、通所・訪問リハ
ビリにおけるリハビリ会議への医師の参加につい
て、テレビ電話等を活用してもよいこととされた
のも大きな要件緩和といえるだろう。これまで、
リハマネ加算（Ⅱ）を算定したくても、医師の会
議への参加が困難で算定が難しかった事業所に
とっては、同加算算定へのハードルが 1 つ解消さ
れることとなるはずである。

通所リハビリの基本報酬 
通所介護との均衡を考慮

　最後に、第 4 の柱である「介護サービスの適正
化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の
確保」では、利用者が公平に各種サービスを選
択・利用できるための要件や基準の見直しが示さ
れた。老健施設に関係するところから説明すると、
まず、 3 時間以上の通所リハビリの基本報酬につ
いて、同じ時間、同等規模の事業所で通所介護を
提供した場合の基本報酬との均衡を考慮し、見直
しが図られた。
　訪問看護ステーションにおいては、要支援者と

要介護者では提供するサービス内容も異なること
から、基本サービス費に一定の差を設ける措置が
とられた。
　また、訪問看護ステーションからのリハビリ専
門職の訪問については、看護職員との連携が確保
できる仕組みを算定要件に加えるとともに基本報
酬を見直し、現行よりもやや減算となった。
　同じく減算となったのは、各種訪問系サービス
において集合住宅居住者を訪問する際の基準減算
幅の見直しだ。これにより、定期巡回サービス事
業者は、正当な理由がある場合を除き、集合住宅
住居者だけでなく、周辺の地域の利用者に対して
もサービス提供を行わなければならないことが明
確になった。
　その他、福祉用具については、貸与限度額の設
定と、福祉用具専門相談員に対し、商品に関する
さまざまな情報提示の義務づけがなされ、通所介
護の基本報酬のサービス提供時間区分の見直し等
も行われた。

＊　＊　＊
　今回の改定を踏まえて、老健施設が地域包括ケ
アシステムの拠点として担う役割を改めて整理す
ると、①リハビリの充実（通所・訪問リハビリ、
入所・短期入所における個別リハビリ）、②認知
症へのより高度な対応（認知症短期集中リハビリ、
多職種協働による認知症ケア）、③医療の充実

（高齢者医療、薬剤調整、ターミナルケア・看取
り）、④科学的介護（R4システムを基盤としたケ
アの質の充実、ICFステージングを活用したエ
ビデンスの収集）―に集約される。
　老健施設に特化した報酬改定の詳細は、後半の
東会長インタビューの項に譲るが、全体として、
老健施設の在宅支援機能がより評価された。
　介護医療院と特養が“生活施設”であるのに対
し、老健施設は在宅支援と在宅復帰を担う“中間
施設”であることが、より明確に位置づけられた
ともいえるだろう。

国・地域の基盤整備

介護人材確保の目指す姿　～「まんじゅう型」から「富士山型」へ～

限られた人材を有効活用するため、機能分化を進める

専門性の明確化・高度化で、継続的な質の向上を促す

いったん介護の仕事についた者の定着促進を図る

本人の能力や役割分担に応じたキャリアパスを構築する

人材のすそ野の拡大を進め、多様な人材の参入促進を図る

就業していない女性 他業種 若者 障害者 中高年齢者就業していない女性 若者等

介護職への理解・イメージ向上が不十分

中高年齢者

早期離職等早期離職等

専門性が不明確
役割が混在

将来展望・キャリア
パスが見えづらい

潜在介護福祉士

専門性の高い人材

転換

5．標高を定める

4．山を高くする

3．長く歩み続ける

2．道を作る

1．すそ野を拡げる

資質の向上

労働環境・
処遇の改善

参入促進

基礎的な知識を
有する人材

目指すべき姿現状

図1　（参考）介護人材確保の目指す姿（1月26日介護給付費分科会資料より）
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