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2025年～2040年の人口変化



2025年までの課題
• 高齢者が急増する！！

①医療高依存の75歳以上急増

②地域包括ケアは在宅ケア

③保険給付の重点化と効率化

④年金・医療・介護の見直し

⑤新たな財源＝消費税１０％

⑥自己負担、高介費、保険料増



2040年までの課題

• 介護の担い手が急減！！

①お元気高齢者の活躍推進

②外国人労働力

③健康寿命の増進

④ＡＩ，ＩＣＴ活用、働き方改革

⑤医療福祉サービス改革

⑥給付と負担の見直し



都道府県別人口の推移



そもそも地域包括ケアとは

• 個人商店さんとスーパーのどちらが便利？

• 町の電気屋さんとＫデンキのどちらが便利？

• インターネットに検索サイトがなかったら？

• ユーザーにとって選択の幅は広い方が良い？

• メーカーにとって選択の幅は広い方が良い？

• しかし、働く人は楽な方が良い。



そもそも地域密着サービスとは

• 保険者によって事情がちがう

• すでに資源がある、ない

• これから人口が増える、減る

• 税収が安定、じり貧

• 総量規制の対象にあるサービス



骨太の方針2020

資料２－１

経済財政運営と改革の基本方針 2020

～危機の克服、そして新しい未来へ～

令和２年７月 １７ 日



骨太の方針２０２０（Ｐ７）

• 社会保障については、感染症対策により医
療・介護システムの課題として認識された、

柔軟で強靱な医療提供体制の構築、デジタ
ル化・オンライン化を実現する。世界に誇る

国民皆保険を維持しつつ、社会保障制度に
ついて、基盤強化期間内から改革を順次実
行 し、団塊の世代が 75 歳以上に入り始める
2022 年までに基盤強化を進めることを通じ、
より持続可能なものとし、次世代に継承する。



骨太の方針２０２０（Ｐ８）

• 急速な少子高齢化や働き方の変化、「新たな
日常」の構築など、経済社会の構造が大き く
変化する中、骨太方針2019 や税制調査会の
答申12などを踏まえ、持続的な経済成長を

維持・促進するとともに、経済成長を阻害しな
い安定的な税収基盤を構築する観点から、

引き続き、税体系全般にわたる見直し等を進
める。



骨太の方針２０２０（表紙３枚目）

• 「経済財政運営と改革の基本方針 2020」は、
現下の情勢下では政府として新型コ ロナウイ
ルス感染症への対応が喫緊の課題であるこ
とから、令和３年度概算要求の仕 組みや手
続をできる限り簡素なものとすることと歩調を
合わせ、記載内容を絞り込 み、今後の政策
対応の大きな方向性に重点を置いたものとし
ている。「経済財政運営 と改革の基本方針
2019」（令和元年６月 21 日閣議決定）のうち、
本基本方針に記載 が無い項目についても、
引き続き着実に実施する。



骨太の方針２０２０（Ｐ３０）

• 骨太方針 2018、骨太方針 2019 等の内容に

沿って、社会保障制度の基盤強化を着実に
進め、人生100 年時代に対応した社会保障
制度を構築し、世界に冠 たる国民皆保険・皆

年金の維持、そして持続可能なものとして次
世代への継承を目指す。



骨太の方針2020（Ｐ３１）

• （医療・介護分野におけるデータ利活用等の推進） 感
染症、災害、救急等の対応に万全を期すためにも、医
療・介護分野におけるデータ 利活用やオンライン化を
加速し、ＰＨＲの拡充も含めたデータヘルス改革を推
進する。 被保険者番号の個人単位化とオンライン資
格確認の導入のための「保健医療データプ ラット
フォーム」を2020 年度に本格運用を開始するとともに、
患者の保健医療情報を患 者本人や全国の医療機関
等で確認できる仕組みに関し、特定健診情報は2020 
年度中に、 レセプトに基づく薬剤情報については2021 
年中に稼働させ、さらに手術等の情報につい ても
2022 年中に稼働させる。



骨太の方針２０２０（Ｐ３１）

• それ以外のデータ項目については、情報連携の
必要性や費 用対効果等を検証しつつ、技術動
向等を踏まえ、2020 年中を目途にデータヘルス
改革に 関する工程を具体化する。医療分野の
個人情報の保護と利活用の推進策を検討する。
保 険者のデータヘルス計画の標準化等の取組
を推進する。本年３月の「審査支払機関改革 に
おける今後の取組」等に基づき、審査支払シス
テムや業務を整合的かつ効率的に機能 させる
等の改革を着実に進める。



骨太の方針２０２０（Ｐ３１）

• 科学的介護・栄養の取組を一層推進する。 オン
ライン診療等の時限的措置の効果や課題等の
検証について、受診者を含めた関係 者の意見
を聞きエビデンスを見える化しつつ、オンライン
診療や電子処方箋の発行に要 するシステムの
普及促進を含め、実施の際の適切なルールを検
討する。電子処方箋につ いて、既存の仕組みを
効率的に活用しつつ、2022 年夏を目途に運用を
開始する。医師に よる遠隔健康相談について、
既存事業の検証を行いつつ、効果的な活用を図
る



骨太の方針２０２０（Ｐ３１）

• ＡＩを活用した医療機器の開発や、医薬品等の開発の
促進に資する薬事規制の体制の 整備・合理化を進め
る。 感染症の下、介護・障害福祉分野の人手不足に
対応するとともに、対面以外の手段を できる限り活用
する観点から、生産性向上に重点的に取り組む。ケア
プランへのＡＩ活 用を推進するとともに、介護ロボット
等の導入について、効果検証によるエビデンスを 踏
まえ、次期介護報酬改定で人員配置の見直しも含め
後押しすることを検討する。介護 予防サービス等にお
けるリモート活用、文書の簡素化・標準化・ＩＣＴ化の取
組を加速 させる。医療・介護分野のデータのデジタル
化と国際標準化を着実に推進する。



介護保険制度の見直しに関する意見（案）
（参考資料）

社会保障審議会 介護保険部会（第89回） 参考資料２ 令和元年12月27日

令和元年12月27日

厚生労働省老健局







財政制度分科会







言葉の整理

• 自助＝自分の力で解決

自分のお金

• 互助＝互い（近所や地域）に力を合わせ解決

地域の労働力

• 共助＝共に力を合わせ解決

医療保険・介護保険

• 公助＝国の力で解決

生活保護































介護業界の存続に向けて留意すべきこと

• 介護事業所は昇給しにくい

• 国が決める客単価（低下傾向）

• 国が決める定員（面積基準）

• 客単価×定員＝売上頭打ち＝
昇給困難



•これからの箱物はリスクである

•客単価を上げるには混合介護









定期巡回・随時対応型のポイント

• 24時間365日対応

• 在宅に介護と看護を届ける

• 様々なサービスを組み合わせる

• 要介護１から要介護５まで利用できる

• 月額包括報酬

• 訪問回数・時間・内容を柔軟に決定

• 急なアクシデントにも迅速に対応

















利用者名 作成日

①末期癌、週単位で状態悪化の可能性。 ③体力低下

④急に発生する激痛 ⑥

現在　※２ 要因※３ 改善/維持の可能性※４ 備考（状況・支援内容等）
生活全般の解決すべき課題

（ニーズ）　【案】
※６

移動 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化 伝い歩き、体動時には、息があがり歩行 現在の生活は、概ね自立しているが 身体能力の低下に伴い、介護サ

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化 が困難になる。 ービスを受けながら、自宅での

食事 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化 痛みの影響で食欲に波があり、食欲の 暮らしを続けたい。 2

食事摂取 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化 ある時だけ食べる。簡単な調理は実施し

調理 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 ⓵②⓷ 　　改善　　　維持　　　悪化 ているが今後、自力調理が困難になる。

排泄 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化 トイレや洗面所への移動が困難になり 痛みだけは、耐えがたい苦痛な

排泄動作 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化 排泄や口腔ケアの介助が必要になる。 ので、薬を飲んで穏やかな気持

口腔 口腔衛生 　　　　　　　　支障なし　　支障あり 　　改善　　　維持　　　悪化 ちで、友人らと接したい。 1

口腔ケア 　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 ② 　　改善　　　維持　　　悪化 自分で用意するが飲まないことが多い

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 ⓵②⓷④ 　　改善　　　維持　　　悪化 自宅での入浴を介護者がいる時間に実 突然の出来事に対応してくれる

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化 しているが、今後、着替えが困難になる 介護職や看護職らと一緒に、生

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 ⓵②⓷ 　　改善　　　維持　　　悪化 可能性がある。長時間の清掃は不可能。 活の最後の整理をやりとげたい。 3

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 ⓵②⓷ 　　改善　　　維持　　　悪化 体力のあるうちに、本人と共に整理する。

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 　　改善　　　維持　　　悪化

　　自立　   見守り　   一部介助　   全介助 ②⓷ 　　改善　　　維持　　　悪化 友人に必要な物を頼み購入してもらう。

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化 他人（友人、隣近所、甥など）が来てくれる

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化 仕事は主治医と相談し、できるところまで

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化 続けていきたいと希望している。

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化 独居。甥夫婦も長時間は関われない。

　　　　　　　　支障なし　　支障あり　　　 　　改善　　　維持　　　悪化 屋外に階段あり。室内につかまる所なく

　　改善　　　維持　　　悪化 転倒リスクが高い。

服薬できるよう支援する。

急な激痛時の対応に緊急通報装置を

設置し、潜在的不安の解消を支援する。

動線上の生活環境を整え、主体的生

ペインコントロールもある為、確実に

短期間で身体機能低下の恐れがあり

主治医らと連携しながら支援する。

疼痛増悪に伴う生活力の低下に対し

活の維持継続を支援する。

※1　本書式は総括表でありアセスメントツールではないため、必ず別に詳細な情報収集・分析を行うこと。なお「状況の事実」の各項目は課題分析標準項目に準拠しているが、必要に応じて追加して差し支えない。

※2　介護支援専門員が収集した客観的事実を記載する。選択肢に○印を記入。

※3　現在の状況が「自立」あるいは「支障なし」以外である場合に、そのような状況をもたらしている要因を、様式上部の「要因」欄から選択し、該当する番号（丸数字）を記入する（複数の番号を記入可）。

※4　今回の認定有効期間における状況の改善/維持/悪化の可能性について、介護支援専門員の判断として選択肢に○印を記入する。

介護力（家族関係含む)

買物

認知

室内移動

②疼痛憎悪

⑤

金銭管理

※5　「要因」および「改善/維持の可能性」を踏まえ、要因を解決するための援助内容と、それが提供されることによって見

込まれる事後の状況（目標）を記載する。

※6　本計画期間における優先順位を数字で記入。ただし、解決が必要だが本計画期間に取り上げることが困難な課題には「－」

印を記入。

行動・心理症状(BPSD)

褥瘡・皮膚の問題

社会との関わり

居住環境

見　通　し　※５

課題整理総括表

自立した日常生活の
阻害要因

(心身の状態、環境等)

屋外移動

食事内容

排尿・排便

　殿

状況の事実　※１

平成　　年/　　月/　　　日

利用者及び家族の
生活に対する意向

本人：痛みや苦しみを調整しながら、自宅で最期
　　　　まで暮らしたい

入浴

更衣

掃除

洗濯

コミュニケーション能力

服薬

整理・物品の管理



殿

作成年月日　平成  年  月  日（）

月 日  月 日

申請中

月

・

居宅介護支援事業者・事業所名及び所在地             T事業所　〇〇県〇〇市〇〇町                                                                                         

日

認定済継続

住所

紹介

昭和利用者名 生年月日

・初回

年  月   日生（   歳） 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号

・

日

第１表

年初回居宅サービス計画作成日 平成  平成 年

居宅サービス計画書（１）

月

日   平成    年     月

要介護状態区分 要介護２

年

居宅サービス計画作成者氏名

居宅サービス計画作成（変更）日

～

要介護５

認定日

・要介護３

認定の有効期間

・ ・

平成   年

利用者及び家族の生
活に対する意向

要介護１

（本人）体調がわるくなり、受診したら病気だった。これから、どうしたらよいか漠然とした怖さと不安がある。

要介護４

今は思い浮かばないが、その時々で心配になったら色々な相談にのってほしい。

・

を行います。状況をみて福祉用具の検討をします。　主治医連絡先：I医師（携帯電話）　　緊急連絡先：H甥（携帯電話）

介護認定審査会の意
見及びサービスの種
類の指定

総合的な援助の方針
一人暮らしをされており、今後の生活についての不安を抱えています。体調を見ながら、今後のことについて一緒に考えていきた

仕事をされていましたが、体調不良で受診したところ病気とわかり、急遽介護保険を申請することになりました。

なし

居宅サービス計画の説明を受け、同意し、受領しました。　　　　　平成   年  月  日　　（利用者氏名）　　　　　　  　　　　　　　　　 　印

その他家族等が障害、疾病等 ３． （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
生活支援中心型の
算定理由

１． 一人暮らし ２．

いと思います。今後は急激な体の変化が予想されます。ご近所、友人、訪問介護員、訪問看護師らがご自宅に訪問し、必要な支援



I事業所 毎日

作成年月日　平成  年  月  日

毎日

2a3
家の中を、片
付けておきた

い
A運送

室内の段差にミニスロープを置き躓か
ないようにする

〇

要るもの、要らないものの整理。家の
中の片づけ。

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護（訪問看
護サービス含）

〇

2a2
家の中を、自
分で歩いて移

動したい

3a
できるだけ仕
事を続ける

毎日2回、
通報随時

（訪問看護
は月1回、
および適

宜）

（期間） サービス内容

適宜

診察・治療

サービス種別

移動の動線上に手すりをとりつけ、つ
かまって転ばずに移動する

生活全般の解決す
べき課題
（ニーズ）

毎日

月２回。心
配ならば随

時

短期目標

H事業所

目標 援助内容

長期目標 （期間） ※２

〇

受診

福祉用具貸与

I事業所

仕事

服役確認 〇
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護（訪問看
護サービス含）

第２表

居宅サービス計画書（２）
利用者名 殿

※１

K病院

車の運転

期間

毎日

月2回。痛
むときは随

時

頻度

シャワー浴の見守り
急変時の24時間365日訪問対応
月1回の体調アセスメント（訪問看
護）

相談全般 居宅介護支援

〇
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護（訪問看
護サービス含）

T事業所

T事業所

I事業所

住宅改修

2a1
急変時は、す
ぐに連絡した

い

1a1
痛みの強弱に
合わせた服薬

ができる

1
痛みを抑えて、
自宅で暮らした

い。

3
できるだけ仕事

を続けたい

3a1
いつまで仕事
を継続できる

か考える

〇

1a
痛みを抑えて
自宅で暮らす

2
今後の変化に合
わせた生活を、
そのつど相談し
ながら続けたい

2a
独居の痛みや
怪我等の不安
を解消し、自
宅での生活を

続ける



月 火 水 木 金 土 日 主な日常生活の活動

起床

朝食・服薬

テレビ

部屋の片づけ

昼食・服薬

横になる

入浴

横になる

夕食。服薬

テレビ

就寝
２２：００

４：００

２：００

２４：００

午
　
前

１０：００

８：００

早
朝

１２：００

２０：００

週単位以外の
サービス

４：００

令和　　年　月分から

通院：2週間に1回（通院等乗降介助・訪問介護）、看護師による体調アセスメント：月1回（定期巡回・随時対応型訪問介護看護）

福祉用具貸与（ミニスロープ）、住宅改修（手すりの取り付け）

６：００

午
　
後

１４：００

深
　
夜

１８：００

第３表 週間サービス計画表　　　　　　　　　　　　　作成年月日　平成  年  月  日

殿

深
夜

利用者名

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（服薬・体調確認３分）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（服薬・体調確認確認3分）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（服薬・体調確認3分）夜
　
間

１６：００

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（シャワー浴見守り20分）



作成年月日　　平成   年   月   日～

利用者名　       　殿 居宅サービス計画作成者氏名    　T 　　　　　　　    

年月日 内　　　　容 年月日 内　　　　容

（本人より電話、後に訪問、後に担当者会議） 昨日に様々な手続きが一遍に進み満足そうにお礼を

K病院受診し末期がんと言われた。余命三か月、これ 言ってくる。昨日に続き自宅内の状態や、家族関係

からどうしていいかわからない。相談したい。 キーパーソンになる甥の連絡先など必要な情報を確

誰に、何の相談すればよいのかも考えられない。 認する。経済状況や立ち入ったことを聞いても、嫌

どうしたらよいですか？と話をする。 がらずにすらすら回答する。

介護保険申請の了解を経て、即日訪問、面接、午後 （途中省略）

から担当者会議開催、ケアプラン原案作成し、本人 H30.9.6 （受診）

了解を得る。 肺だけでなく気道にも腫瘍を確認、息苦しさが強ま

K病院からの病状説明書を拝見する。治療の希望はな ることと、激しい痛みが不定期に発生すること、余

自宅での安らかな生活を希望している。がんの転移 余命は4か月程度等の説明を一緒に受ける。緩和ケア

は、どの範囲までなのか不明。今後の病状変化に関 病棟の説明もあり、主治医の話の後、緩和ケア病棟

主治医の意見を聞きたいので、次回の通院に同行さ の説明を聞きにいき、申し込みをしてくる。主治医

せて頂く許可を得る。事業の失敗後に離婚し妻子と に、運転の仕事を厳しく咎められ退職を決意する。

は一度もあっていないし、今回のことも知らせない （途中省略）

という考えを聞く。高額医療費の事前申請の説明を 激しい痛みの緊急通報あり、オペレーターより救急

行い手続きの書類を作成X市役所に提出する。 車の手配。病院に本人と合流した時には痛み止めが

昨日よりは落ち着いている。せっかちな性格なのか 効果あり「大騒ぎしてごめん」と話す。

居宅介護支援経過第５表



サービス内容 サービス種別 ※１

診察・治療 受診 K病院 〇 定期通院および救急車による搬送、一時的な入院を実施した。

服役確認
定期巡回・随時対応
型訪問介護看護（訪
問看護サービス含）

T事業所 〇 痛みが強くなるに伴い、本人も薬を適切に服用する意欲が向上した。

相談全般 居宅介護支援 H事業所 〇 夕方から夜間にかけて不安になることがあり、その都度電話があった

シャワー浴の見守り
急変時の24時間365日訪問対応
月1回の体調アセスメント（訪問看護）

定期巡回・随時対応
型訪問介護看護（訪
問看護サービス含）

T事業所 〇 痛みの少ない日には、本人の希望通りにシャワー浴が実施できた。

室内の段差にミニスロープを置き躓かないように
する

福祉用具貸与 I事業所 〇 怪我を伴う大きな転倒はなかった

移動の動線上に手すりをとりつけ、つかまって転
ばずに移動する

住宅改修 I事業所 〇 怪我を伴う大きな転倒はなかった。

家の中を、片付け
ておきたい

H30.08.
29～

H31.11.
28

要るもの、要らないものの整理。家の中の片づ
け。

定期巡回・随時対応
型訪問介護看護（訪
問看護サービス含）

T事業所 〇 形見分けと廃棄を介護職と行った。

いつまで仕事を継
続できるか考える H30.08.29

～
H31.11.28

車の運転 仕事 会社 〇 主治医と相談し円満に退職した。

評　価　表
利用者名　　        　殿 作成日　　平成　　　年/　　　 /

短期目標 （期間）
援助内容

結果
※２

コメント
（効果が認められたもの/見直しを要するもの）

※１　「当該サービスを行う事業所」について記入する。　※２　短期目標の実現度合いを5段階で記入する（◎：短期目標は予想を上回って達せられた、○：短期目標は達せられた（再度アセスメントして新たに短期目標を設定する）、
△：短期目標は達成可能だが期間延長を要する、×1：短期目標の達成は困難であり見直しを要する、×2：短期目標だけでなく長期目標の達成も困難であり見直しを要する）

痛みの強弱に合わ
せた服薬ができる

急変時は、すぐに
連絡したい

家の中を、自分で
歩いて移動したい

H30.08.
29～

H31.11.
28

H30.08.
29～

H31.11.
28

H30.08.
29～

H31.11.
28





























潜在ニーズは必ずあります！






















