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ＬＩＦＥの全体像について

公益社団法人全国老人保健施設協会
副会長 折茂 賢一郎

ROKENくん

科学的介護
情報システム
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１．ＬＩＦＥの概要

ROKENくん
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ＤＰＣ（Diagnosis Procedure Combination）制度の導入（平成１５年導入）

ＤＰＣ（診断・行為・組合せ）コード

良質で効率的な医療や医療の透明化を図るために導入された制度

ICD10
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科学的裏付けに基づく介護



通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業の情報
• 通称”VISIT” (monitoring & eValuation for rehabIlitation ServIces for long-Term care)
• 通所・訪問リハビリテーション事業所から、リハビリテーション計画書等の情報を収集(2017年度〜)。
• 2018年度介護報酬改定で、データ提出を評価するリハビリマネジメント加算(Ⅳ)を新設。
• 2019年3⽉末時点で577事業所が参加。
• 利⽤者単位のフィードバックに加えて、 2019年３⽉より事業所単位でのフィードバックを開始。

要介護認定情報・
介護レセプト等情報

通所・訪問リハビリ情報
(VISIT情報)

地域支援事業情報
(基本チェックリスト情報等)

要介護認定情報・介護レセプト等情報（介護保険総合データベース（介護DB）として運⽤）
• 市町村から要介護認定情報(2009年度〜)、介護レセプト等情報(2012年度〜) を収集。
• 2018年度より介護保険法に基づきデータ提供義務化。
• 2018年度に「要介護認定情報・介護レセプト等情報の提供に関するガイドライン」を発出し、データの第三者

提供を開始。
• 地域包括ケア「⾒える化」システムにも活⽤。

上記を補完する⾼齢者の状態・ケアの内容等の情報
• 通称”CHASE” (Care, HeAlth Status & Events)
• 「科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」において具体的な内容を検討し、2018年３⽉の中間報告で、

データベースに⽤いる初期項⽬（265項⽬）を選定。
• 2019年３⽉より検討会を再開し、収集項⽬の整理等について再検討を⾏い、2019年7⽉の取りまとめで、

基本的な項⽬（30項⽬）を選定。
• 2019年度中にデータベースの開発を⾏い、2020年度から運⽤を開始する予定。

地域⽀援事業の利⽤者に関する情報
• 市町村が保有する介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業の基本チェックリスト（現在、総合事業の対象者

の該当性を判断するために⽤いているもの。）の情報等を想定。
• 具体的な内容としては、「階段を⼿すりや壁をつたわらずに上っていますか」、「⼝の渇きが気になりますか」、

「今⽇が何⽉何⽇かわからない時がありますか」等の25の質問に対する⼆択の回答。

介護関連データベースの構成

介護関連データ

高齢者の状態やケアの内容等情報

（ＣＨＡＳＥ情報）

LIFE

出典：「ケアの質の向上に向けた科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）利活用の手引き

LIFEを活用し、ＰＤＣＡサイクルを推進



ＬＩＦＥにおけるフィードバック

⽼健施設における薬剤管理システムと電⼦処⽅箋との連携⽼健施設における薬剤管理システムと電⼦処⽅箋との連携

⼊所前相談

QRコード付

老健薬剤管理システム

電⼦版お薬⼿帳

管理医師

薬剤師

監査

調剤

オンライン
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介護業務ソフトからのデータ連携による、業務の省力化

介護ソフトで利用者情報を管理している
場合、CSV連携でデータ提出が可能



令和３年（2021年）４月から、ＬＩＦＥの本格運用開始

LIFEの入力画面 （基本情報項目の例）



ＬＩＦＥ関連加算（入所サービス関係）

ＬＩＦＥ関連加算（居宅サービス関係）
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２．令和３年（2021年度）度
介護報酬改定における

ＬＩＦＥ関連加算

ROKENくん

新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で「感染症や災害への対応力強化」を図るとともに、団塊の世代の全てが75歳以上となる
2025年に向けて、2040年も見据えながら、「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・重度化防止の取組の推進」、「介護人材の確保・介護現場
の革新」、「制度の安定性・持続可能性の確保」を図る。 改定率：＋０．７０％

１．感染症や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・重度化防止の取組の推進

４．介護人材の確保・介護現場の革新 5．制度の安定性・持続可能性の確保

■感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制を構築

○日頃からの備えと業務継続に向けた取組の推進
・感染症対策の強化 ・業務継続に向けた取組の強化 ・災害への地域と連携した対応の強化 ・通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応

■住み慣れた地域において、利用者の尊厳を保持しつつ、必要な
サービスが切れ目なく提供されるよう取組を推進

■制度の目的に沿って、質の評価やデータ活用を行いながら、
科学的に効果が裏付けられた質の高いサービスの提供を推進

■喫緊・重要な課題として、介護人材の確保・介護現場の革新に対応 ■必要なサービスは確保しつつ、適正化・重点化を図る

○認知症への対応力向上に向けた取組の推進

○看取りへの対応の充実

○医療と介護の連携の推進

○在宅サービス、介護保険施設や高齢者住まいの機能・対応強化

○ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保

○地域の特性に応じたサービスの確保

○リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化

○介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進

・認知症専門ケア加算の訪問ｻｰﾋﾞｽへの拡充 ・無資格者への認知症介護基礎研修受講義務づけ

・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの取組推進 ・施設等における評価の充実

・老健施設の医療ニーズへの対応強化
・長期入院患者の介護医療院での受入れ推進

・事務の効率化による逓減制の緩和 ・医療機関との情報連携強化 ・介護予防支援の充実

○報酬体系の簡素化

・区分支給限度基準額の計算方法の一部見直し ・訪問看護のリハの評価・提供回数等の見直し
・長期間利用の介護予防リハの評価の見直し ・居宅療養管理指導の居住場所に応じた評価の見直し
・介護療養型医療施設の基本報酬の見直し ・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）（Ⅴ）の廃止
・生活援助の訪問回数が多い利用者等のケアプランの検証

・月額報酬化（療養通所介護） ・加算の整理統合（リハ、口腔、栄養等）

○評価の適正化・重点化

・訪問看護や訪問入浴の充実 ・緊急時の宿泊対応の充実 ・個室ﾕﾆｯﾄの定員上限の明確化

・過疎地域等への対応（地方分権提案） ・施設での日中生活支援の評価 ・褥瘡ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、排せつ支援の強化

・計画作成や多職種間会議でのリハ、口腔、栄養専門職の関与の明確化
・リハビリテーションマネジメントの強化 ・退院退所直後のリハの充実
・通所介護や特養等における外部のリハ専門職等との連携による介護の推進
・通所介護における機能訓練や入浴介助の取組の強化
・介護保険施設や通所介護等における口腔衛生の管理や栄養マネジメントの強化

・CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進
・ADL維持等加算の拡充

○介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進

○寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進

※各事項は主なもの

○テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を通じた
業務効率化・業務負担軽減の推進

○文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減
の推進

・特定処遇改善加算の介護職員間の配分ルールの柔軟化による取得促進
・職員の離職防止・定着に資する取組の推進
・サービス提供体制強化加算における介護福祉士が多い職場の評価の充実
・人員配置基準における両立支援への配慮 ・ハラスメント対策の強化

・見守り機器を導入した場合の夜間における人員配置の緩和
・会議や多職種連携におけるICTの活用
・特養の併設の場合の兼務等の緩和 ・３ユニットの認知症GHの夜勤職員体制の緩和

・署名・押印の見直し ・電磁的記録による保存等 ・運営規程の掲示の柔軟化

・介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化
・高齢者虐待防止の推進 ・基準費用額（食費）の見直し

６．その他の事項

令和３年度介護報酬改定の概要

※うち、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に対応するための特例的な評価 ０．０５％（令和３年９月末までの間）
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・基本報酬の見直し



15

○ 介護サービスの質の評価と科学的介護の取組を推進し、介護サービスの質の向上を図る観点から、以下の見直しを行う。
ア 施設系サービス、通所系サービス、居住系サービス、多機能系サービスについて、CHASEの収集項目の各領域（総論

（ADL）、栄養、口腔・嚥下、認知症）について、事業所の全ての利用者に係るデータを横断的にCHASEに提出してフィードバッ
クを受け、それに基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証し、利用者のケアプランや計画への反映、事業所単位で
のPDCAサイクルの推進・ケアの質の向上の取組を評価する加算を創設する。
その際、詳細な既往歴や服薬情報、家族の情報等より精度の高いフィードバックを受けることができる項目を提出・活用
した場合には、更なる評価を行う区分を設定する。【告示改正】

※ 提出・活用するデータについては、サービスごとの特性や事業所の入力負担等を勘案した項目を設定。

イ CHASEの収集項目に関連する加算等において、利用者ごとの計画書の作成とそれに基づくPDCAサイクルの取組に加
えて、データ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの質の向上を図ることを評価・推進する。
【告示改正】

※ 認知症対応型通所介護について記載。このほか、通所介護や特別養護老人ホーム等の個別機能訓練加算に おける
新たな区分の創設や、リハビリ、栄養関係の加算における要件化を実施。

ウ 介護関連データの収集・活用及びPDCAサイクルによる科学的介護を推進していく観点から、全てのサービス（居宅介護

支援を除く）について、 CHASE・VISITを活用した計画の作成や事業所単位でのPDCAサイクルの推進、ケアの質の向上の
取組を推奨する。居宅介護支援については、各利用者のデータ及びフィードバック情報のケアマネジメントへの活用を推
奨する。【省令改正】

概要

３ー１． 科学的介護情報システム（LIFE）

【全サービス★】 R3.1.13諮問・答申済

基準省令第１条の２第５項は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、法第 １１８ 条の２第１項に規定
する介護保険等関連情報等を活用し、施設単位でＰＤＣＡサイクルを構築・推進することにより、提供するサー
ビスの質の向上に努めなければならないこととしたものである。

この場合において、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ：Long-term careInformation system For Evidence）」に
情報を提出し、当該情報及びフィードバック情報を活用することが望ましい。

１ 介護保険等関連情報の活用とＰＤＣＡサイクルの推進について（第４ 運営に関する基準）【新設】
解釈通知（老企第44号）
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科学的介護情報システム：LIFE（CHASE・VISITの統合）の全体像

【全体像】

※ 令和３年度から、CHASE・VISITを⼀体的に運⽤するにあたって、科学的介護の理解と浸透を図る観点から、
以下の統⼀した名称を⽤いる。

科学的介護情報システム （Long-term care Information system For Evidence︔LIFE ライフ）
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介護老人保健施設における主な加算改定項目 等

加算項目 単位 備考

新設 栄養マネジメント強化加算 11単位/日（新設） LIFE 前提

新設 リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 33単位/月（新設） LIFE 前提

新設 自立支援促進加算 300単位/月（新設） LIFE 前提

新設 科学的介護推進体制加算
（Ⅰ）40単位/月（新設）
（Ⅱ）60単位/月（新設）

LIFE 前提

新設 安全対策体制加算 ※入所1人につき1回 20単位/回（新設）

見直し ターミナルケア加算

31～45日前 80単位/日
4～30日前 160単位/日
前々日、前日 820単位/日
死亡日 1650単位/日

31～45日前（新設）

見直し 再入所時栄養連携加算 （単位数見直し） ※入所1人につき1回 200単位/回

見直し 入退所前連携加算（退所前連携加算の見直し）※入所1人につき1回
（Ⅰ）600単位/回（新設）
（Ⅱ）400単位/回（新設）

見直し 経口維持加算 （原則6月限度の要件撤廃）
（Ⅰ）400単位/月
（Ⅱ）100単位/月

見直し 口腔衛生管理加算
（Ⅰ） 90単位/月
（Ⅱ）110単位/月（新設） （Ⅱ）

LIFE上乗せ要件

見直し
かかりつけ医連携薬剤調整加算 ※入所1人につき1回 併算定可能

（Ⅰ）100単位/回（新設）
（Ⅱ）240単位/回（新設）
（Ⅲ）100単位/回（新設）

（Ⅱ･Ⅲ）

LIFE上乗せ要件

見直し 所定疾患施設療養費（疾患・日数等の見直し）※入所者につき1月1回
（Ⅰ）235単位/日
（Ⅱ）475単位/日

見直し 認知症専門ケア加算（専門的な研修の枠組み拡大）
（Ⅰ） 3単位/日
（Ⅱ） 4単位/日
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介護老人保健施設における主な加算改定項目 等

加算項目 単位 備考

見直し 褥瘡マネジメント加算
（Ⅰ） 3単位/月（新設）
（Ⅱ） 13単位/月（新設）
（経過）10単位/３月1回

LIFE 前提（Ⅰ・Ⅱ）

見直し 排せつ支援加算

（Ⅰ） 10単位/月（新設）
（Ⅱ） 15単位/月（新設）
（Ⅲ） 20単位/月（新設）
（経過）100単位/月

LIFE 前提（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）

見直し サービス提供体制強化加算
（Ⅰ） 22単位/日（新設）
（Ⅱ） 18単位/日
（Ⅲ） 6単位/日

見直し 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算 （要件の見直し）

減算 安全対策体制未実施減算 ‐5単位/日

減算 栄養ケア・マネジメント未実施減算 ‐14単位/日

廃止 栄養マネジメント加算 14単位/日

廃止 低栄養リスク改善加算 300単位/月

廃止 口腔衛生管理体制加算 30単位/月

その他項目 単位 備考

新設 新型コロナウイルス感染症に対応する特例的な評価 基本報酬の＋０．１％

見直し 基準費用額の見直し （＋53円／日） 1445円/日



ＬＩＦＥ関連加算の業務フロー図と参考資料（全老健ホームページに掲載中）
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３．今後の課題

ROKENくん



Ｌ Ｉ Ｆ Ｅ に お け る 評 価 指 標

日常生活動作（ADL）の評価
⇒ Barthel Index（ＢＩ）で評価

認知症の評価
⇒ 認知症高齢者の日常生活自立度

ＤＢＤ１３
Vitality Index（ＶＩ）で評価 21

ＬＩＦＥにおける評価指標等の課題

●日常生活動作（ADL） ⇒ Barthel Index（ＢＩ）での評価の問題点

① BI はADLのうち、「できる」ことを評価する指標と言われている。
② 評価している内容は、自立、軽度介助あるいは監視、全介助といった、介助

の状況を評価するものであって、できるADLを評価しているとは言い難い。
③ 評価項目の中で、移動の能力は「車椅子からベッドへの移動」あるいは「歩

行」「階段昇降」と項目が多く、比較的幅広い対象者に対応が可能であるが、
食事、整容、トイレ動作、入浴、着替えという項目は一つの項目に複数の対
応する行為が想定され、それぞれに難易度が異なるにも関わらず、2 段階
（自立ないしは介助）ないしは3 段階（自立・部分介助・全介助）の評価であ
り、老健施設のリハビリテーションのアウトカム指標としては極めて不十分で
ある。

④ 配点されている15・10・5・０点の根拠も明確でないため、海外では様々な
Modified Barthel Index が作成されている。

⑤ 現在でもBI は学術論文には用いられることがあるが、介護やリハビリテー
ションの現場では極めて使いづらい古い指標といえよう。

⑥ BI は高齢者のリハビリテーションの評価には適当でないとも言われている。
⑦ BI には認知機能についての指標が含まれていないため、現在の介護施設

での総合的な生活機能評価指標としてはほとんど用いられていない。
22



① ＬＩＦＥにおける認知症の評価指標は、DBD-13 とVitality Index（以下、VI）
の簡易版が採用されているが、これらは認知症の中でも一部の患者にしか
見られない周辺症状(以下BPSD)を評価したものである。

② 認知症の評価は我が国においても今後非常に重要な課題となってくるが、
BPSD の評価よりもまずは「認知機能」の評価をすべきであり、認知機能の
残存能力を測るべきである。

③ 記憶力や見当識の機能低下を障害として測るのではなく、残存能力として
測ることが求められる。

④ 要介護認定等に用いられている「認知症日常生活自立度」は、自立度とは
名ばかりで、どれだけ周囲に迷惑をかけて、手間がかかるかという視点で
評価 している。

●認知症の評価
⇒ 認知症高齢者の日常生活自立度 ・ ＤＢＤ１３ ・ Vitality Index（ＶＩ）
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ＬＩＦＥにおける評価指標等の課題

（認知症への対応力向上等に向けた取組の推進）
今後増加が見込まれる認知症の人に対し、（〜中略〜） 行動・心理症状
への対応や、中核症状を含めた評価の方策を検討していくべきである。

（介護保険制度におけるアウトカムの視点も含めた評価の在り方）
リハビリテーションサービスについて、生活期のリハビリテーションは、
心身機能、活動、参加のそれぞれにバランス良く働きかけることが重要
とされている一方、現時点でのアウトカムに関する適切な評価方法が
定まっていないことから、その具体的な評価方法について、科学的な
妥当性を前提としつつ、現場で活用されている評価方法も参考に、
引き続き検討していくべきである。

令和3年度介護報酬改定の審議報告の今後の課題より
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今後、ケアの介入に関わるデータの収集も必要



ＬＩＦＥのシステム面の課題

● 特定のパソコンで、一括入力でデータ送信することを前提としたシステム
↓

課題 日々の業務フローに組み込んで、複数の職員が入力したり、
情報更新できる作りではない。 単なるデータ入力箱にすぎない

● ①事業所番号、②保険者番号、③被保険者番号、④サービス種類コードの4つの
情報で利用者を特定する仕組みになっている

↓
課題 利用者が引っ越して保険者番号が変わったり、

在宅復帰してサービス種類が変わると、別人として登録される。
一人の利用者を時系列で追うことは、現状では出来ない

● 個人情報保護の観点から、利用者氏名等をLIFEのサーバーに保存しない仕組み
になっている

↓
課題 利用者の氏名や個人情報の暗号化キーは、

各事業所のパソコンのブラウザ上に保存される。
利用者の氏名等のデータを消失するリスクが高い
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システムの抜本的見直しに期待

医
療
・
介
護
分
野
で
の
情
報
利
活
⽤
の
推
進

医療機関等で患者情報が閲覧
できる仕組み

医療機関間における情報共有を
可能にするための電⼦カルテ情報
等の標準化

介護事業所間における介護情報の
共 有並びに介護・医療間の情報共
有を 可能にするための標準化

⾃⽴⽀援・重度化防⽌等につな
がる科学的介護の推進

医療機関間で共有
（交換）するデー
タ項⽬、技術的な
基準の検討・決定

医療機関
NWへの組
み込み

PHR等と共有す
る情報（画像情
報等）の検討

異なる電⼦
カルテシステム
やPHRとデータ
交換可能な技術
基準に対応した
仕組みの開発

システム要件の
整理、システム
改修等

対応可能な所から順次情報共有（2022年度以降順次〜）

システム稼働（2024年度以降順次〜）

すでに情報交換（画像情報・検査情報等）している医療機関など、準備が整っている機関では、下記
にかかわらず共有開始

新たな情報収集システム
に向けた更なるデータ項
⽬の整理 次期システムの

開発

VISIT・CHASE
を⼀体的運⽤、
介護DBとの連
結解析開始

事業所・利⽤者単位のフィードバックや解析による科学的介護の推進（2021年度〜）
CHASEフィー
ドバック機能
の開発

NDB・介護
DB連結解析開
始

CHASE等による⾃⽴⽀援等の効果を検証

左記を踏まえたシステムの課題整理・開発

次期システムの運⽤開始による
データに基づく更なる科学的介護
の実現（2024年度〜）

全国的に電⼦カルテ情報を閲覧可能
とするための基盤のあり⽅（※）を
IT室（デジタル庁）とともに調査検
討し、結論を得る
※主体、費⽤、オンライン資格確認等シ
ステムや政府共通基盤との関係、運⽤開
始時期、医療情報の保護と利活⽤に関す
る法制度の在り⽅

※ 2021年度から、CHASE・VISITを⼀体的に運⽤するにあたって、科学的介護の理解と浸透を図る観点から、以下の統⼀した名称を⽤いる。
科学的介護情報システム（Long-term care Information system For Evidence; LIFE ライフ）

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

患者本⼈が閲覧できる情報（健診情報やレセプト・処⽅箋情報、電⼦カルテ情報、介護情報等）は、本⼈同意の上で、
医療機関・介護事業所等でも閲覧可能とする仕組みを整備（2020年度以降順次〜）

その他情報（⾃治体検診、予防接種歴、学校健
診等）についても、2021年度中に国⺠に負担の
かからない具体的な⽅策や開始時期についてIT  
室(デジタル庁)と共に調査検討し、結論を得る。

電⼦処⽅箋情報（リアルタイムの処⽅・調剤情報）22年夏〜閲覧可
特定健診情報・薬剤情報（レセプトに基づく過去の処⽅・調剤情報）は2021年10⽉〜閲覧可

※ 災害・救急時には、本⼈確認のみ
で情報を閲覧可能な仕組みを整備

左記を踏まえたシステムの課題解
決・システム開発

全国的に介護記録⽀援システムの情報を
含めた介護情報を閲覧可能とするための
基盤のあり⽅についてIT室（デジタル
庁）とともに検討し、結論を得る

介護情報の共有
や標準化に係る
調査

データヘルス改革に関する工程表
（令和3年6月4日 厚生労働省）


