
東会長：あけましておめでとうございます。土生局長は
昨年８月に老健局長に就任され、こうして公の場で対
談をさせていただくのは初めてになります。どうぞよろ
しくお願いいたします。
土生局長：あけましておめでとうございます。こちらこ
そ、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
東会長：いまなお渦中にいるわけですが、昨年は、新
型コロナウイルスという想定もしていなかった感染症が
猛威を奮い、世界中が本当に大変な年でした。私自
身も６月の会長選挙で再任され、７年目を迎えたので
すが、まさかこんな事態が起こるとは…。本来ならば、
介護報酬改定に向けての議論に全力投球で臨まなけ
ればならないときに、一方ではコロナ対応にも追われ、

昨年は改めて振り返っても非常に厳しい１年でした。
土生局長：同感です。昨年はまさに“コロナに明け暮
れた”１年でした。全く未知の感染症というところから
始まり、徐々に高齢者、基礎疾患のある方は特に重篤
化、死亡率が高いという特性がわかってきて、第１波
では、欧米各国で相当数の死者も報告されました。そ
んななか、あくまでも一部の統計による分析ではありま
すが、日本の高齢者における死者数は、欧米と比較し
ても桁違いに低いことが指摘されたりもしました。これ
は、老健施設をはじめとする日本の介護施設関係者の
方々の尽力のおかげであると感じています。ある意味
では、日本の介護の技量、心意気を証明してみせたと
もいえるでしょう。私どもとしましても、予算面、マニュ
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アル、ガイドライン作成などで、できることはなんでも
やるという姿勢で対応にあたってきました。
　ただ、コロナに関しては、まだまだ予断を許さず、
今年もしばらくは、この困難は続くだろうという状況で
すね。
東会長：土生局長にも言及していただいたように、確
かに、我々老健施設に限らず、日本の介護施設はこの
コロナ禍において本当によくがんばっていると自負して
おります。それは、インフルエンザ、ノロウイルス等に
対する、従前からの感染症対策の積み重ねであったか
らともいえます。全老健に関していえば、2007年からリ
スクマネジャー資格研修を創設し、各施設で随時、研
修等も積極的に実施しながら、さまざまな事態に備え
てきました。それらの実積が、介護施設での要介護
高齢者の犠牲者が少なかったことにつながったのだと
思います。
　とはいえ、やはりコロナの影響は大きく、一部の地
域の施設では介護崩壊が起こり、全老健としてもそこ
に対するサポートには非常に苦心しました。同じ非常
事態であっても、地震や台風などの災害ではなく、感
染症ならではの支援の難しさを痛感し、我々もいろい
ろと試行錯誤しています。

東会長：そんな困難の最中の年明けではありますが、
今年は、いよいよ第８期介護保険事業計画が始まりま
す。介護報酬改定の議論も本誌発刊の頃には、一とお
りの決着を迎えていることと思いますが、今回の改定
について、土生局長から総論をお話し願えますか。

土生局長：やはり、今回は「コロナの問題を踏まえて」
という大前提があります。まずは、このコロナ禍で日々
奮闘しておられる介護現場を支援するためのコロナ対
策経費を含めての財源分配、報酬内容であるということ
です。予算面での対応や、厚生労働省全体としての感
染症対策を含め、引き続き対応していくことになります。
　基本的な視点としては、①感染症と災害への対応力
強化、②地域包括ケアシステムの推進、③自立支援・
重度化防止の取り組みの推進、④介護人材の確保・
介護現場の革新、⑤制度の安定性、持続性の確保―
―の５つが掲げられていますが、大きく分けるなら、①
と②の２つです。③～⑤は②を推進していく上での重
要な柱となるべきことだととらえています。
　地域包括ケアシステムの推進という点では、従来の
課題である医療・介護連携の強化が引き続き重要であ
ることは言うに及びません。今回は診療報酬との同時
改定ではないので、なかなか抜本的なことはやりにく
い面もありますが、次の同時改定、あるいはさらに長
期的な視点で医療も含めた介護ニーズについて、どう
いう提供の形が利用者本位の仕組みなのかを、引き続
き議論していかなくてはなりません。
東会長：私からは、会員の皆さまに向けての発信も兼
ねて、老健施設に特化した各論についてお話しさせて
いただきます。
　まずは、コロナ禍において施設経営が厳しいなか、
通所リハビリの大規模事業所減算は、経営悪化を加
速させる大きな要因となっており、「ぜひとも廃止を」と、
提言いたしました。
　また、老健施設の医療機能強化という点では、所定
疾患の拡大です。さらに、ショートステイ（短期入所療
養介護）における医療提供機会の充実。ここに報酬
が付くことで、老健施設が担う基本的役割としての在
宅支援を行う上で、非常に有用になるはずです。老健
施設の医療機能を地域でより有効に使う意味でも、こ
の部分の強化は今後も期待するところです。
　次回報酬を見据えてということでは、従前から言わ
れていることですが、処方薬剤の包括払いについてで
す。入所者の高齢化に伴い、複数の疾患、難病を抱
えた方が増え、施設入所中に使用する薬剤も高額に
なっています。現状の“丸め”のままでいいのかという
ことについて、そろそろ見直す議論を現実的にしていた
だきたいと思っています。

コロナを踏まえた
2021年度介護報酬改定
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◆ 新 春 対 談

　薬剤については、今回の改定では前回の同時改定
の際に新設された「かかりつけ医連携薬剤調整加算」
の機能を再評価していただいて、さらなるグレードアッ
プを期待します。
　あとは、細かいことですけれども、社会参加支援
加算、生活行為向上支援加算の算定要件の見直しや、
冒頭でも述べましたリスクマネジャー資格制度の報酬
上での評価も、私から提言させていただきました。

東会長：今回の介護報酬改定でも引き続き、自立支
援・重度化防止の取り組みのところに「科学的介護」
というキーワードが使われています。科学的介護につ
いて、土生局長のご意見をお聞かせください。
土生局長：これからはエビデンスに基づいた客観的
根拠のある介護サービスの提供が求められていくの
で、それがケアの質、職員の専門性の向上につなが
り、さらには、その専門性に応じた評価や処遇改
善へと帰結していくのだと考えます。そのためにも、
「VISIT」、さらには昨年から試験的な運用を開始して
いる「CHASE」の２つのデータベースの本格稼働をめ
ざして、その推進により注力していきたいところです。
もっとも、そのことで現場を混乱させてしまっては本末
転倒ですので、そこは配慮しなければなりません。
東会長：エビデンスベイスドなケアが重要であるという
考え方は、私も全くそのとおりだと思っています。
　「介護・福祉の世界は科学的ではない」と長いこと
言われてきました。実際、いまだに一般的なADL評価
等では、「自立」「見守り」「一部介助」「全介助」――
といったあいまいな指標での評価となっており、それは
まさに非科学的と言わざるを得ません。例えば、トイレ
での排泄が、８割介助しないとできない人と、２割の
介助でできる人とでは、身体機能にかなりの差があり
ます。しかしながら、その指標では両者とも「一部介助」
という同じ評価になってしまう。つまり、８割介助の人
が２割介助にまで回復しても、“変化なし”になるとい
うことです。実際には、かなりの機能向上が認められ
るにもかかわらず、です。
　現在、推進しようとしているCHASEも、バーセルイ
ンデックスによる判定を用いており、ここでも一部介助
といったアバウトな考え方が使われています。大変失

礼ながら、科学的介護を進めるためのデータベースで、
その基礎データがそのようにアバウトな評価によるもの
では、データの信

しん
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性が低くなってしまうのではないか
と危惧します。そろそろ、50年前に考えられた「一部
介助」などといったあいまいな概念からは脱却しなけ
れば…。
　その点、我々全老健には、まさにそうしたアバウトな
非科学的介護から脱却すべく開発した「ICFステージ
ング」という評価指標があります。これは、基本動作、
排泄・入浴・整容・食事といった行為、認知機能、趣
味を含めた社会活動までを、ICFに基づいた５段階の
レベルで評価するものです。職種を問わず使える簡便
な指標で、時系列の変化を可視化することもできます。
全老健では、このICFステージングを用いた「R4システ
ム」という老健施設版ケアマネジメント方式を会員施
設において推進し、同指標を共通言語として多職種間
でのケアの質の向上を図ってきました。
　手前味噌になりますが、非常に優れた科学的な評価
指標だと思っておりますので、今後、科学的介護を進
めていく上で、老健施設に限定せず、他の介護サービ
ス全体にも活用されることを願います。

東会長：昨年成立した介護保険法改正も、今年４月に
は施行となります。今回の法改正について、総括して
いただけますか。
土生局長：今回の改正は「地域共生社会の実現」を
キーワードに、次の５点が中心となって進められること
となっています。①介護予防・健康づくりの推進、②

科学的介護の推進には
科学的な評価指標が重要

介護保険法改正では
認知症施策の推進に期待
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保険者機能の強化、③地域包括ケアシステムの推進、
④認知症施策の総合的推進、⑤持続可能な制度の構
築・介護現場の革新――です。
　支え・支えられる関係性を双方向に循環し、誰もが
役割と生きがいをもつ地域共生社会を構築するため
に、これまでの縦割りから、より一体的に実施できる
よう体制を整備したという点では、とても意義のある
改正だったと思います。地域包括ケアシステムを構築す
るという観点からも、必要な法整備の一環だろうとい
う認識です。

東会長：私は、この５つのなかでは、認知症施策が特
に重要だととらえています。というのも、認知症施策が、
いま一つ遅れていると感じるからです。2014年に認知
症サミットが日本で開催され、当時の安倍首相が「日
本は認知症施策のトップランナーとして世界に発信して
いく」という趣旨の話をされました。その後、新オレン
ジプランが制定されて、認知症施策推進大綱と拡充さ
れていきますが、それで認知症施策がスムーズに進ん
でいるかといえば、現場としては、そうは思えないの
が現状です。認知症基本法もまだ成立していません。
　今回、介護保険法で「認知症施策の総合的推進」
が明確化されたことを機に、この認知症施策がもう少
し具体的に迅速に実施されていくことを期待します。
　ただ、そのためには、先程のADL評価のところでも
申し上げたように、認知症の評価方法をいま一度見直
すことが必要ではないでしょうか。現在、日本で公的
に使われているのは、認知症日常生活自立度ですが、
これは認知症の人がどれだけ周りに迷惑をかけるかと
いう指標で、認知症の人の尊厳に配慮がされていませ

ん。今後は、認知症も中核症状とBPSDをきちんと分け、
残存能力を評価していくべきだと思います。

東会長：あとは、今年はやはりコロナ禍の介護・福祉
分野における厚労省側の施策が気になります。
土生局長：この状況が長期化するなか、地域高齢者
の認知症の症状が進行しているなど、介護予防の面で
も影響が表面化しつつあります。医療機関、介護施設
では面会もずっと制限されたままで、自由にご家族にも
会えないとなると、生きがいや、精神的にもさまざまな
悪い影響が出てくることと思います。
　そこで、コロナ禍でも安全に取り組める介護予防活
動や面会も含めた社会的交流を、安全を担保しつつど
う進めていくのか、専門家、関係団体とも連携・協力
して、対応を支援していきます。もちろん、報酬やその
他支援のための予算も、できる限り前向きに対応して
いきたいと考えます。何よりもそうした機運をつくってい
くことも大事です。その一環として、昨年９月には通い
の場のWebサイト（厚生労働省「地域がいきいき集まろ
う！ 通いの場」）も開設しました。こうした取り組みは、
今後も、感染拡大防止との両面で実施していくつもり
です。
東会長：局長からご家族との面会のお話がありました
が、現場としては、面会に大変苦慮しているところです。
老健施設は看取りも実施していますから、特にターミ
ナルケアの最中の面会については非常に悩みます。お
亡くなりになってからしか会えないという状況は、施設
としても、何よりもご家族が辛い。ターミナル期の方に
関しては、面会の基準を緩和し、息を引き取られる前
に一度、ご家族に会わせてさしあげたいとも思います。
しかし、ご家族が県外在住だったりした場合は、なか
なかそれもかないません。
　現場は、感染症対策の手引き、あるいはBCPマニュ
アルを参照しながら進めるわけですが、やはり、最終
的には現場でのいわゆる“適時適切な判断”が求めら
れることになるのだと、痛感しています。

東会長：本年もなかなか厳しい状況ですが、そんなな

コロナ禍における介護・福祉の対策
安全を担保しつつ前向きに対応

Withコロナの社会においても
2025年を見据えた取り組みを推進
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◆ 新 春 対 談

かでの今年の抱負をお聞かせください。
土生局長：今年は、withコロナの社会において、引き
続きしっかりとした介護サービスを提供していくために
国としての役割をしっかり果たす、ということに尽きる
でしょう。
　あわせて、2025年に向けての地域包括ケアシステム
の構築。この大目標は、絶対に忘れてはいけません。
少し前までは、2025年はまだまだ先のつもりでとらえて
いましたが、今年はもう2021年。ターゲットはもうすぐ
そこまで来ています。2025年は第９期介護保険事業計
画の中間年です。そう考えると、今回の第８期で、ど
こまで整備が進むかは大変重要な時期だととらえてい
ます。
東会長：例年なら、私からは新年ということで、会員
の皆さまが希望をもてるような、明るい抱負をここで語
るのですが、今年はなかなか難しいですね。全老健で
は、昨年、今年と２年連続で全国大会が開催できない
状況です。全国大会には、毎年約５千人が集まります。
そこでの交流、情報交換は非常に有意義なのですが、
そうした機会が全くないのは、会長として本当に不安
なものです。各種研修が実施できないのも同様ですね。
　したがって、２年目を迎えたコロナ禍の状況下では、
会員の皆さまの声を可能なかぎり吸い上げ、有益な情
報発信を行うこと。これが私の今年の抱負です。

東会長：最後になりましたが、私からの厚労省、国に
対する要望を１つ述べさせてください。
　これは、私自身も医療介護総合確保促進会議の委
員を初回から務めるなかで感じていることですが、医
療介護総合確保基金の予算と交付額、執行額にかな
りの差があり、毎年４割ほど、何百億円という予算額
が余ってしまっているのです。どうしてこのようなことが
起こるかというと、この基金のそもそもの立て付けが
介護現場の現状に沿っていないということが大きな要
因ではないかと考えます。コロナ禍で経営が大変な施
設が多くあるなか、本当に必要なものにこの予算が使
われないのは、まさに隔
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の思いです。
　例えば、ICT機器の導入補助にしても、現状の補助
率では自己負担が多すぎて使えないところも多いようで
す。深刻な人材不足がICT機器の導入で解決するのな

ら、ぜひとも高補助率で給付していただきたいところで
す。また、前述のCHASEに現場が対応するにあたっ
ても、必要なのはIT環境整備です。協力したくても、
そうした設備投資に回す資金がなくてできないという
施設は多いですから。
　介護保険財政は確かに厳しいのは理解しております
が、一方で基金には予算が余っている。ここはぜひと
も有効利用をしていただきたいと切に願います。
土生局長：おっしゃるとおり、基金をより使い勝手の
よいものにするというのは、私も大きな課題だと感じて
います。特にICTに関する補助の部分については私も
同意見です。ただ、基金の立て付けを見直すとなると、
法律を変えるということになりますので、正直なところ、
それはハードルが高いかもしれません。しかしながら、
こんなメニューがある、こういう有効な使い方ができる
という情報の周知はすぐにでもできることですから、私
どもとしても積極的に取り組んでいきたいと思っていま
す。
　特に、ご指摘のICT機器の導入支援については、
報酬上の措置等組み合わせて、より強化していきたい
と思います。
　私は1986年の老人保健法改正で、老健施設が創設
したときに入省しました。当時、老健施設は医療と福祉、
あるいは病院と在宅の中間施設というかつてない類型
として誕生したのをよく覚えています。以後、当初の理
念からぶれずに、いまに至るまでその使命にまっしぐら
に取り組んでおられるのは、本当に素晴らしいと思い
ます。各専門職のそろう老健施設には、今後とも地域
における拠点機能の発揮に期待しています。
東会長：ありがとうございます。改めて、本年もどうぞ
よろしくお願いいたします。

医療介護総合確保基金を有効に
中間施設の理念貫く老健施設
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