
平成28年度 地域包括診療加算・地域包括
診療料に係る かかりつけ医研修会

8.「介護保険」

医療法人池慶会 池端病院

理事長／院長 池端幸彦



日本の介護保険制度の特徴

１．「要支援」＝予防給付

２．介護認定にコンピューター導入

３．在宅療養が主流

４．ケアマネジメント導入

５．市町村を中心にしたシステム
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医療保険と介護保険の
決定的相違

① 要介護認定による給付額制限

（医療は原則無制限）

② 給付内容決定権の相違

（医療 ⇒ 医師、介護 ⇒ 本人・家族）
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介護保険制度成功の３つの鍵

１．介護認定審査

２．ケアマネジメント

３．介護予防
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出典：社会保障審議会介護保険部会（第55回：平成28年2月17日開催）資料 図表4



【特別養護老人ホーム・
老人保健施設】

【在宅介護サービス】

【急性期病院】

【高度急性期
病院】

【回復期病院】

・医師・看護師を多く配置

・質の高い医療と手厚い看
護により、早期に「急性期
後の病院」や「リハビリ病
院」に転院可能

・いつでも必要な場合に往診してくれる
医師が近くにいて、必要な訪問看護
サービスを受けることができる。

在宅
医療

・サービス付き高齢者向け
住宅や有料老人ホームなど
高齢者が安心して暮らせる
多様な住まい

老人クラブ・自治会・ボランティア・ＮＰＯ 等

【生活支援・介護予防】

・ボランティア、ＮＰＯ等の多様な主体による見守り、配食、買い
物支援等の生活支援サービスが充実
・社会参加が推進され地域での介護予防活動が充実

・２４時間対応の訪問介護・看
護サービス、小規模多機能型
居宅介護等により、高齢者の
在宅生活を支援

入院医療 介護

「地域包括ケアシステムの整備」
医療、介護、住まい、予防、生活支援サービ
スが身近な地域で包括的に確保される体制
を構築

連携強化

・病院の退院調整スタッフが連携先の
身近な病院を紹介
・自分で転院先を探す必要がない

【慢性期病院】

・身近なところで集中的なリハビ
リを受けることができる。

・早期の在宅復
帰、社会復帰が
可能

発症
住まい

（患者さん・家族）

・地域の拠点として在宅介護サービス等も積極的に展開

医療・介護サービスの提供体制改革後の姿（サービス提供体制から）

外来
医療

歯科
医療

薬局

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員その他の専門職（※）の積極的な関与の
もと、患者・利用者の視点に立って、サービス提供体制を構築する。

有床
診療所

※保健師、助産師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、
言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、社会福祉士、介護福祉士等
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高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするた
め、介護、医療、生活支援、介護予防を充実。 

低所得者の保険料軽減を拡充。また、保険料上昇をできる限
り抑えるため、所得や資産のある人の利用者負担を見直す。 

介護保険制度の改正の主な内容について 

②費用負担の公平化 ①地域包括ケアシステムの構築 

 

 

○地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの構築に向けた地域支援事業の充実  
 
 
 
 
 
 
     * 介護サービスの充実は、前回改正による24時間対応の定期

巡回サービスを含めた介護サービスの普及を推進 
    * 介護職員の処遇改善は、27年度介護報酬改定で対応 

 

   

サービスの充実  

○低所得者の保険料の軽減割合を拡大 

  ・給付費の5割の公費に加えて別枠で公費を投入し、低所得者の保険
料の軽減割合を拡大（※軽減例・対象は完全実施時のイメージ） 

 

  

低所得者の保険料軽減を拡充 

 

①全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が
取り組む地域支援事業に移行し、多様化  

 

 

 

 
 

重点化・ 効率化 

 

 

①一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ 
 ・ ２割負担とする所得水準は、65歳以上高齢者の上位20％に該当 

   する合計所得金額160万円以上（単身で年金収入のみの場合、 

   280万円以上）。ただし、月額上限があるため、見直し対象の全員 

   の負担が2倍になるわけではない。 

・ 医療保険の現役並み所得相当の人は、月額上限を37,200円か

ら 44,400円に引上げ        
②低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足
給付」の要件に資産などを追加 

  ・預貯金等が単身1000万円超、夫婦2000万円超の場合は対象外 

  ・世帯分離した場合でも、配偶者が課税されている場合は対象外 

  ・給付額の決定に当たり、非課税年金（遺族年金、障害年金）を収 

入として勘案    *不動産を勘案することは、引き続きの検討課題 

重点化・ 効率化 

○ このほか、「2025年を見据えた介護保険事業計画の策定」、「サービス付高齢者向け住宅への住所地特例の適用」、 「居宅
介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲・小規模通所介護の地域密着型サービスへの移行」等を実施 

* 段階的に移行（～２９年度） 

* 介護保険制度内でのサービス提供であり、財源構成も変わらない。 
* 見直しにより、既存の介護事業所による既存サービスに加え、

NPO、 民間企業、住民ボランティア、協同組合等による多様なサー
ビスの提供が可能。これにより、効果的・効率的な事業も実施可能。 

②特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護３ 
 以上に重点化（既入所者は除く） 
  * 要介護１・２でも一定の場合には入所可能 

 

* 保険料見通し： 第６期5,500円程度→2025年度8,200円程度 

* 軽減例： 年金収入80万円以下 5割軽減 → 7割軽減に拡大 

* 軽減対象： 市町村民税非課税世帯（65歳以上の約３割）  

①在宅医療・介護連携の推進 

②認知症施策の推進 

③地域ケア会議の推進 

④生活支援サービスの充実・強化 
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出典：社会保障審議会介護保険部会（第55回：平成28年2月17日開催）資料 図表６
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地域住民の参加 

高齢者の社会参加 生活支援・介護予防サービス 

 生活支援の担い手 
 としての社会参加 

○現役時代の能力を活かした活動 
○興味関心がある活動 
○新たにチャレンジする活動 
 
  ・一般就労、起業 
  ・趣味活動 
  ・健康づくり活動、地域活動 
  ・介護、福祉以外の  
    ボランティア活動 等 

 
○ニーズに合った多様なサービス種別 

○住民主体、NPO、民間企業等多様な 
  主体によるサービス提供 
 
  ・地域サロンの開催 
  ・見守り、安否確認 
  ・外出支援 
  ・買い物、調理、掃除などの家事支援 
  ・介護者支援  等  
  
 

バックアップ 

バックアップ 

都道府県等による後方支援体制の充実 

市町村を核とした支援体制の充実・強化 

○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加。ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、協同
組合等の多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供することが必要。 

○ 高齢者の介護予防が求められているが、社会参加・社会的役割を持つことが生きがいや介護予防につながる。 
○ 多様な生活支援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりを市町村が支援することについて、制度的な位置づけの強

化を図る。具体的には、生活支援・介護予防サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の
地域資源の開発やそのネットワーク化などを行う「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」の配置などについて、介
護保険法の地域支援事業に位置づける。 

生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加 

2 0  
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○予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移

行（２９年度末まで）。財源構成は給付と同じ（国、都道府県、市町村、1号保険料、２号保険料）。 

○既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を

支援。高齢者は支え手側に回ることも。 

   総合事業と生活支援サービスの充実 

 ・住民主体で参加しやすく、地域に根ざした介護予防活動の推進 
 ・元気な時からの切れ目ない介護予防の継続 
 ・リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取組 
 ・見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の推進 

 
 
・住民主体のサービ 
 ス利用の拡充 
 
・認定に至らない 
 高齢者の増加 
 
・重度化予防の推進 

・ 専門的なサービスを必要と する人に 
 は専門的なサービスの提供 
 （ 専門サービスにふさ わし い単価）  

・ 支援する側と さ れる側と いう 画一的 
 な関係性ではなく 、 サービスを利用 
 し ながら 地域と のつながり を維持で 
 き る  
 
・ 能力に応じ た柔軟な支援により 、  
 介護サービスから の自立意欲が向上 

 
 
・多様なニーズに対 
 するサービスの拡 
 がりにより、在宅生 
 活の安心確保 

予防給付 
（全国一律の基準） 

地域支援事業 

移行 

移行 

・ 多様な担い手による多様なサービス
（ 多様な単価、 住民主体による低廉な 
 単価の設定、 単価が低い場合には 
 利用料も 低減）  

同時に実現 

サービスの充実 

費用の効率化 

訪問介護 
 ＮＰＯ、民間事業者等による掃除・洗濯等の 
 生活支援サービス 

 住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支 
 援サービス 

 既存の訪問介護事業所による身体介護・生  
 活援助の訪問介護 

通所介護 

 既存の通所介護事業所による機能訓練等 
 の通所介護 

 ＮＰＯ、民間事業者等によるﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

 ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝ、住民主体の運動・交流の場 

 リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等関与 
 する教室 

介護予防・生活支援の充実 

2 1  

＞振 総合事業
の進捗の資料を
入れてください 
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出典：社会保障審議会介護保険部会（第56回：平成28年3月25日開催）資料 図表10



介護保険利用者に対する
かかりつけ医の役割

１）本人の心身の総合的健康管理

２）介護者を含めた家族全体の健康管理

３）本人・家族の意思決定に対する援助

４）チームアプローチのコーディネーター
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平成28年度診療報酬改定 

対象疾患 診療内容 内服薬 主な施設基準 

 
認知症地域包括診療料 

1,515点（１月につき※１） 

認知症＋１疾患以上 

担当医を決め、 
・療養上の指導 
・他の医療機関での 
 受診状況等の把握 
・服薬管理 
・健康管理 
・介護保険に係る対応 
・在宅医療の提供 
・２４時間の対応 

  
       等を実施 

内服薬 
 ５種類以下 
うち向精神薬 
 ３種類以下 

○診療所又は200床未満の病院 
○研修の受講 
 
○病院の場合以下の全て（※２） 
・地域包括ケア病棟の届出 
・在宅療養支援病院であること 

 
○診療所の場合以下の全て 
・時間外対応加算１の届出 
・常勤医師が２人以上（※３） 
・在宅療養支援診療所であること 

地域包括診療料 
1,503点（１月につき※１） 

下記のうち２疾患以上 
・高血圧症 
・脂質異常症 
・糖尿病 
・認知症 

 （要件なし） 

 
認知症地域包括診療 
加算 

30点（再診料に加算） 

認知症＋１疾患以上 
 

内服薬 
  ５種類以下 
うち向精神薬 
  ３種類以下 ○診療所 

○研修の受講 
○以下のいずれか一つ 
・時間外対応加算１又は２の届出 
・常勤医師が２人以上（※３） 
・在宅療養支援診療所であること 地域包括診療加算 

20点（再診料に加算） 

下記のうち２疾患以上 
・高血圧症 
・脂質異常症 
・糖尿病 
・認知症 

 （要件なし） 

新 

新 

※１ 当該月の薬剤料、550点以上の検査、画像診断、処置等以外の費用は、当該点数に含まれる。 
※２ 地域包括診療料に係る２次救急指定病院等の施設基準については、平成２８年度改定で廃止し、要件を緩和。 
※３ 地域包括診療料・加算に係る常勤医師の施設基準については、平成２８年度改定において３人から２人へ緩和。 37 
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地域包括診療料の条件（介護保険制度）

① 居宅療養管理指導又は短期入所療養介護等を提供していること
② 地域ケア会議に年１回以上出席していること

③ ケアマネジャーを常勤配置し、居宅介護支援事業所の指定を

受けていること

④ 介護保険の生活期リハを提供していること

⑤ 当該医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業所を

併設していること

⑥ 介護認定審査会に参加した経験があること

⑦ 所定の研修を受講していること

⑧ 医師がケアマネジャーの資格を有していること

⑨ 病院の場合は、総合評価加算の届け出を行っていること、

又は介護支援連携指導料を算定していること

介護保険に係る相談を行っている旨を院内掲示し、要介護認定に係る
主治医意見書を作成しているとともに、下記のいずれか１つを満たして
いること。



介護保険からみた
かかりつけ医としての役割

図表14

 居宅療養管理指導（継続的な医学的管理と医療情報提供）

 主治医意見書作成（認定調査の医学的補完）

 サービス担当者会議参加

 訪問看護指示書・リハビリ計画指示書等の作成

 その他



主治医意見書の位置付け

介護保険法では、被保険者から要介
護認定の申請を受けた市町村は、当該
被保険者の「身体上又は精神上の障害
の原因である疾病又は負傷の状況等」
について、申請者に主治医がいる場合
には、主治医から意見を求めることと
されている。
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主治医意見書の
具体的な利用方法

１）生活機能低下の直接の原因になっている疾病が、
特定疾病に該当するかどうかの確認

（第２号被保険者の場合）

☆特定疾病（１６疾病）→ 必ず傷病名（１）へ

２）介護の手間がどの程度になるかの確認

３）状態の維持・改善性の評価→「症状の安定性」

「要介護１相当」→ 「要支援２」「要介護１」

４）認定調査による調査結果の確認・修正

５）介護サービス計画作成時の利用
図表16



記入上の全般的留意事項

① 記入は原則として主治医が直接行う

（基本的にはサインは、直筆で）

② 記入は原則として、黒インクかボールペンを使用

③ □の訂正は、原則として修正液※

④ あくまでも、介護時間の点から参考になると思われる

意見を中心に記載

⑤ ＯＣＲ読み取り採用の意見書は、欄外記入は注意

（読み取らない場合がある）

⑥ 次回の意見書作成の事も考慮して、コピーをとっておく

※市町村により修正方法が異なるため、市町村にご確認いただきたい。 図表17



・医療機関所在地はゴム印でも可
・医師名は、医師本人の自署が原則
・自署があれば、押印は必要なし

・介護サービス計画の利用の同意を
求める項目は、必ずチェック

・主治医の守秘義務に関する問題は
ない

・最終診察日は、記入直前の診
察日を入れる（１ヶ月以内の診
察が好ましい）

図表18



・診断名は、出来れば機能障害名も合わせて記入（例.脳血管障害による右片麻痺）
・第２号被保険者は、生活機能低下の直接原因になっている特定疾病を記入する
・特定疾病はの診断は、「特定疾病の症候・所見のポイント」を参考に「特定疾病にかかる診断基準」

に従って記入（診断上の主な所見は、（３）へ記入のこと）
・傷病名が４種類以上ある場合は、主な傷病名以外は「その他特記すべき事項」の項目に記入のこと
・再発作の場合は、一番最近の発作名を記入

「不安定」：脳卒中や心疾患、外傷等の急性期や慢性疾患
の急性増悪期等で、積極的な医学的管理を必要
とすることが、予想される場合（具体的な状況を
下段に記入）

「安定」 ：現在の全身状態から急激な変化が見込まれない時

 

・投薬内容は、出来るだけ介護に直接関係の深いものを中心に
・主傷病名以外についての投薬でも、介護上留意すべき薬剤や相互作用の

可能性がある薬剤の投薬を受けている場合、ここに記入
・あくまでも介護に関する疾病の経過という点で記載
・特に変化がなくとも、審査会で主傷病の経過や医療の必要性についての

イメージを作っていただくためにもある程度の経過記載は必須
・出来るだけ、専門用語等は避けて平易な言葉で記入
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以下の条件の下に行われた各12項目の診療補助行為をチェックする
①過去２週間以内（概ね月２回以上の解釈でよい）
②医師の指示
③看護師等（医師を含む）による行為
④継続的に実施されているもの

但し、「医師でなければ行いえない行為」、「家族・本人が行える類似の
行為」は含まれない
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・ここでチェックしても、出来れば特記事項で具体的に記載のこと
・過食、拒食、多弁、興奮、飲酒、不眠、ひねくれ、短気等を「その他」に記載
・認定調査では、今回チェック項目から削除された項目

３．心身の状態に関する意見

（１）日常生活の自立度等について（予防給付判定のため、大変重要）

遷延性の意識障害等で、障害高齢者の日常生活自立度及び認知症高齢者の日常生活自立度が
判定不能である場合は、▢Ｍに✓印をつけて、１．（３）に具体的内容を記入

（２）認知症の中核症状

・短期記憶

・日常の意思決定を行うための認知能力

・自分の意思の伝達能力

（３）認知症の周辺症状

（４）その他の精神・神経症状

但し、「レビー小体型認
知症」については、必ずし
もこの分類が適切とは限
らないかも！！
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主治医意見書では、医学的観点からの麻痺の有無を記入
（訪問調査員は、日常生活に影響があるかどうかで判断）

・身長・体重は必ず記載、
・具体的測定が困難であれば、肥満・

痩せ等の記載でも可
・主に３％程度の増減を目途利き腕については、出来るだけ記入

（特に片麻痺等の場合は必須）

平成21年度より、調査員による調査項目から拘縮（肘・足関節）、褥瘡、皮膚疾患等
が除外されたため、主治医の意見が重要
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良好：①過去６ヶ月の体重の維持（概ね３％未満）
②ＢＭＩ 18.5以上
③血清アルブミン値 3.5g/dl以上

不良：上記の項目に、一つでも該当しない場合
上記の指標が入手出来ない場合、総合判断

すべて
該当す
る状態

およそ６ヶ月以内に発生する可能性

・どの選択肢も高齢者には発生率の高い病態であるが、安易にチェックすることだけは注意
・発生時の対応だけでなく、予防的な対処に対するアドバイスもあれば親切
・失禁の有無は、介護に直接大きな影響を及ぼす項目のため、出来る限り慎重に判断
・原則として、この対処方針によって介護度が変わることはなく、介護サービス計画の参考になる項
目である
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・特に必要性の高いと思われる項目に、下線を入れることを忘れずに
・ここに記入されているサービスの指示書に代わるものではない
・介護サービス計画の作成時に特に重要な情報となる項目
・「看護職員の訪問による相談・支援」（居宅療養管理指導）が、追加

された

概ね３〜６ヶ月以内の見通し
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・他の項目で記載しきれなかったことや、チェック式では表現出来ない事を簡潔にまとめる欄
→ 項目毎に記入

・介護認定審査会で検討する際、ここの記載内容が重要なポイントになることがしばしばあるので、
出来るだけ『介護の手間』に反映出来るように具体的記入することがポイント

・他科の専門医の診察（精神科、皮膚科、歯科等）等を受けるべきとの判断も記載したい
・現在受けているサービスとその理由・利用状況等も、わかる範囲で記入
・認知症でもうつ状態でも、介護の必要性の点から出来るだけ具体的に記入
・問題行動も、介護に時間がかかると思われる事実を、出来るだけ具体的に記入
・情報提供書や身体障害者申請診断書の写しの添付の可
・一次判定ソフトの変更で、統計的な推定による判定がより重視されるようになったため、この欄

の記載はより重要
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介護認定審査会から指摘される
その他の留意点

 作成期限の大幅な遅れ

 判読不能な文字での記入

 枠外への記載があり、読み取り不能

 医療専門用語やアルファベットでの

略語記載

 介護度を断定的に記載

 その他
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訪問看護指示書・リハビリテー
ション指示書の書き方ポイント

１．リスクマネジメント

２．障害の評価と予後予測（生命予後と機能予後）

３．治療目標（短期・長期）の設定

４．医学的管理

５．チームアプローチの統括（チームリーダー）

としての役割
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地域包括ケアシステム推進のための
かかりつけ医 心得１０ヶ条

１．生活の質・尊厳ある人生に視点を置く

２．地域包括ケアシステムと地域医療構想を理解する

３．多職種協働・チームアプローチを大切に

４．地域との連携がとれる

５．デマンドとニーズの違いを理解

６．食と栄養、リハビリテーション、認知症の理解

７．ターミナルケアの理解と実践

８．テイラーメイド医療・介護を目指せ

９．常にWin-Winの関係を意識せよ（相手の立場を考える）

10. 「連携」から「統合」へ

全て、介護保険が
絡んでいます！！
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