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はじめに
令和３年度介護報酬改定は改定率プラス0.70％

に妥当性のある指標を用いることが様々なデータの
取得・解析にあたっての前提とならざるを得ないが、

で 決 着を得た。コロナ禍での改 定でもあり、感

科学的に妥当性のある指標等が確立していない場合

染 症や災害への対応力強化が第一に求められて

もある。

はいるが、実質的な目玉は科学的介護情報システ

〇したがって、科学的介護を推進していくにあたって

ム「LIFE」
（Long-term care Information system

は、介護保険制度が関係者の理解を前提とした共

For Evidence）に情報を提出し、この情報および

助の理念に基づく仕組みであることを踏まえつつ、

フィードバック情報を活用してPDCAを回転させ、

様々な関係者の 価値判断を尊重して検討を行ってい

サービスの質の向上を図ろうというものである。

くことが重要である。

2017年10月12日に第１回が開催された厚生労働省
の「科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」は９
回の検討会を経て、2019年７月16日に最終報告が出
された。この検討会では、介護の世界でも医療のよ

この報告書を受けて、今回の2021年度の介護報
酬改定でLIFEが位置づけられたものである。

LIFEの概要

うな根拠に基づいた科学的なケアを模索することが

図表１をご覧いただきたい。このなかで留意して

議論されてきたが、その報告書には次のように記載

もらいたいのは、LIFEは「単にデータを提出するだ

されている。

けではなく、フィードバックを受けてから事業所自身

○エビデンスに基づいた自立支援・重度化防止等を進

で自施設の特性やケアの在り方を検証し、利用者の

めるためには、

ケアプランや計画への反映、事業所単位でのPDCA

①エビデンスに基づいた介護の実践

サイクルの推進、ケアの質の向上の取り組みを評価」

②科 学的に妥当性のある指標等を現場から収集、蓄

するものである。

積し、分析すること
③分析の成果を現場にフィードバックすることで、更な
る科学的介護を推進

LIFEの全体像
図表２はLIFEの全体像を表したものであるが、
施設単位で利用者全員のデータを用いたPDCAサイ

といった、現場・アカデミア等が一体となって科学的

クル推進を評価するものと、利用者単位での個別領

裏付けに基づく介護（以下「科学的介護」という。
）を

域（サービス単位）のデータを用いたPDCAサイクル

推進するための循環が創出できる仕組みを形成する必

推進を評価するものの２種類（２階建て）になって

要がある。

いる。

○一方で、介護分野においては、目指す方向性として、

LIFEで情報を提出しないと
算定できない加算の仕組み

医療における「治療効果」など関係者に共通のコン
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〇また、科学的介護を実践していくためには、科学的

センサスが必ずしも存在するわけではなく、個々の

図表３をご覧いただきたい。網かけはLIFEが前

利用者等の様々なニーズや価値判断が存在しうるこ

提の加算であり、これは情報を提供しない限り加算

とに留意が必要である。

を取得することができない。白地はLIFE上乗せの
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図表1 科学的介護情報システム（LIFE）

図表2 科学的介護情報システム：LIFE（CHASE・VISITの統合）の全体像

加算であり、元の加算の算定要件を満たした上でさ

養ケア計画書などが一本化されている場合は、導入

らにLIFEに情報提供する取り組みを行った場合に

しているメーカー（ベンダー）が2021年度のしかるべ

加算が取得できるもの。いずれにせよ、LIFEに多く

きときまでにボタン１つでデータ提出ができるような

の加算が紐づけられているものであり、厚生労働省

仕組みを開発してくれるはずである
（各ベンダー次第）

がLIFEに重きを置いていることがうかがえる。
LIFEでの情報提供の仕組み

（図表４）
。
一方、これ以外の施設は、LIFEデータ提出には

皆さんの老健施設ではいわゆる電子カルテ化は進

難渋する可能性が高い。紙カルテで運用している施

んでいるだろうか。介護ソフトで基本情報やケアプラ

設は、すべてのデータを手入力で厚生労働省に提

ンソフト（R4システムを含む）
、リハビリ計画書、栄

出する必要があるため、その手間は大変なものにな
老健 2021.5
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図表3 情報を厚生労働省に提出しないと算定できない加算（LIFE関連加算の一覧）
入所
加算項目

通所リハビリテーション
体系

単位

体制

11

口腔衛生管理加算（Ⅱ）（１月につき）

個別

110

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） １回

個別

240

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） １回

個別

100

個別

33

● 栄養マネジメント強化加算 （１日）

リハビリテーションマネジメント計画提出料加算
（１月につき）

加算項目

体系

リハビリテーションマネジメント加算（A）ロ
（１月につき）※（A）イの場合（データ提出なし）
リハビリテーションマネジメント加算（B）ロ
（１月につき）※（B）イの場合（データ提出なし）

160

体制

40

体系

単位

排せつ支援加算（Ⅰ）（1月につき）

体制

10

● 排せつ支援加算（Ⅱ）（1月につき）

体制

15

排せつ支援加算（Ⅲ）（1月につき）

体制

20

加算項目
リハビリテーションマネジメント加算（A）ロ
（１月につき）※（A)イの場合（データ提出なし）
リハビリテーションマネジメント加算（Ｂ）ロ
（１月につき）※（B)イの場合（データ提出なし）

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） １月につき

体制

40

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） １月につき

体制

60

個別 543 ※510

個別

3
13

〇

個別 863 ※830

口腔機能向上加算（Ⅱ）（月２回を限度）

体制

300

個別 273 ※240

50

体制

体制

個別 593 ※560

体制

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）（１月につき）

自立支援促進加算 （１月につき）

単位

栄養アセスメント加算 （１月につき）

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）（１月につき）

●

〇 科学的介護推進体制加算 （１月につき）

訪問リハビリテーション

個別 213 ※180
個別 483 ※450

2021.3. ３１時点 全老健作成

ることが予想される。紙カルテを電子化するにはそ

【問19】科学的介護推進体制加算、ADL維持等加

れなりの初期費用やランニング費、職員教育にも手

算（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）
、自立支援促進加算、個別

間暇がかかるが、いったん導入してしまえば今回の

機能訓練加算（Ⅱ）
、リハビリテーションマネジメン

LIFEへの情報提供は比較的容易になるので、各都

ト加算（Ａ）ロ若しくは（Ｂ）ロ、リハビリテーショ

道府県で設置される地域医療介護総合確保基金な

ンマネジメント計画書情報加算又は理学療法若しく

どの補助金を活用することをお勧めする。

は作業療法及び言語聴覚療法に係る加算において、

しかし、この補助金は各都道府県単位で考え方

Barthel Index（ＢＩ）のデータ提出に際して、老人

や理解度に差があるといわれているため、自らの所

保健健康増進等事業において一定の読み替え精度

属する都道府県との折衝も必要になることも心得て

について検証されているICFステージングから読み替

ほしい。困ったときには全老健の事務局までご相談

えたものを提出してもよいか。

いただきたい。

ICFステージングでの
LIFEへのデータ提出について
この原稿を執筆している段階では、厚生労働省か
らLIFEに関する解釈通知やQ&Aが出そろっていない
状況である。今後多くのQ&Aが出されるので、そうし
た一つひとつの厚生労働省の見解を注視してほしい。
そのなかで、我々全老健としての朗報の１つとして、
データ提出において、ICFステージング（R4システム

【答】BIの提出については、通常、BIを評価する場
合に相当する読み替え精度が内容の妥当性を含め
客観的に検証された指標について、測定者が、
−BIに係る研修を受け、
−BIへの読み替え規則を理解し、
−読み替え精度等を踏まえ、必要に応じて、読み替
えの際に、正確なBIを別途評価する
等の対応を行い、提出することが必要である。
……………………………………………………………
この文章を読んですらすらと理解できる人は多く

に搭載）によるADLの評価を認めるQ&A（Vol. ３）

はあるまい。現在、厚生労働省にこの詳細を問い合

が３月26日に出された。次にその内容を記すが、大

わせている最中ではあるが、わかっている範囲内で

変理解しにくい文面となっている。

わかりやすく解説してみる。

……………………………………………………………
「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ
（Vol. ３）
（令和３年３月26日）
」から抜粋。
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LIFE前提
LIFE上乗せ
「※」はLIFEによるデータ提出がない場合
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ICFステージングは「していること」を評価する要
介護者側の客観的な測定である。Barthel Index
（BI）は「できること」の評価で、介助量を測定する
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図表4 LIFEを始める前に施設で使用しているソフトの確認について（参考）

という、まったくの別物といえる指標であり、本来読

LIFEへの情報提供は、介護の質の評価とわが

み替え（変換）などには適さないものである。それ

国の介護のエビデンス化に寄与するために創設され

でも、2020年度の調査研究事業で、ある程度の変

たが、道のりはまだまだ長い。しかし、将来的には

換の妥当性が認められたため、４項目ほどを除いて

医療情報とのドッキングにより、人の人生でのさまざ

はそのままの変換が許され、４項目に限ってはひと

まな医療・介護情報がつながることを見据えている

手間加えることにより、読み替えが認められることに

ともいえ、その第一歩である。

なった。

そのために重要なことは、正確なデータを測定し、

４項目の変換ロジックについては、各施設の担当

提出することに尽きる。しかし、介護のデータは「介

者が理解しなくてはならず、研修等を通じてBIを理

護の手間」などの不安定要素が多く占め、データの

解する必要がある（研修の内容は現時点では不明）
。

信頼性にも課題がある。

BIは評価にばらつきが出やすいため、一般の施設
でも研修が望ましいとされるものである。
こうした条件下であれば、日常のADLの評価を

そこで、今後は介護者側の要素である「介護の
手間」ではなく、要介護者側の残存能力を直接測
定するような新たな指標の開発が求められており、

ICFステージングで行っている施設は、ボタン１つ（プ

ICFステージングはその方法論の１つとして注目され

ラスα）でLIFEへの情報提供が可能になる。2021

ている。

年度からICFステージングがいよいよ日の目をみるこ
とになったのである。

さらに、医療とは異なる介護の最大の難しさは、
次の点にある。医療の多くは疾病になる前の状況に

R4システムは全老健が老健施設のために開発し

戻すことが目的であるが、介護の場合は失われた機

たケアプラン方式であり、今回の介護報酬改定に

能を取り戻せないことも多く、残された人生をいかに

向けてさらなるバージョンアップをするところである。

生きたいのか…という一人ひとりの「願い・想い」を

ぜひとも多くの老健施設でR4システムを活用してもら

実現することであり、同じようなADLや認知機能で

いたいものである。

あってもめざす方向性は十人十色である点だ。この

ただし、R4システムを有効に活用するためには

ように、尺度として測定することが困難な「願い・想

カルテの電子化が推奨されるものであり、今回の

い」の実現という漠然としたベクトルをもつ介護のエ

LIFE対応のためにも、多くの施設に電子化の検討

ビデンス化に挑むという、壮大な構想の第一歩を踏

を期待する。

み出したといえる。
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