
よくわかる介護保険

介護保険４年間の検証と 2005 年改革（その３）
～介護予防の推進と課題～

                                                 総合研究部　丹下 博史

(要旨)

○2005 年改革の柱として注目されているのが、総合的な介護予防システムの導入である。介護予防

システムは、①要支援・要介護１に対する「新・予防給付」と ②要支援・要介護状態になる前に

介護予防を行う「地域支援事業」（仮称）の２本立てとなっており、地域において一貫したサー

ビスが提供されることを目指している。

○新予防給付の対象になると、家事代行など生活援助サービスは原則として制限されるが、新設さ

れる「予防訪問介護」の中で、手助けをしながら一緒に調理・掃除をするなど、ある程度、生活

援助的なサービスを受けられるようにする方向性が示されている。

○介護予防プランの作成は原則として、市町村が主体となって運営する「地域包括支援センター」

（仮称）に所属する保健師などが行うことになっているが、市町村によっては適正な介護予防プ

ランを作成できるノウハウを持った人材の確保が困難となることが懸念される。

はじめに

介護保険制度改革について検討を重ねてきた社会保障審議会・介護保険部会（部会長 貝塚啓明氏）

は、昨年 12 月 10 日に報告書「『被保険者・受給者の範囲』の拡大に関する意見」をとりまとめた。

同部会は、昨年７月に報告書「介護保険制度に関する意見」を公表しており、今回の報告書で、2005

年改革の方向性が全て出揃った形だ。

前２回の解説では、この４年間余りの介護保険の施行状況を検証してきたが、今回からは具体的

な改革の方向性について触れていきたい。公表された報告書の論点は多岐に及ぶため、今回はその

中から、介護予防の推進に関する見直しについて解説する。ただし、詳細については流動的なこと

も多く、今後変更される可能性があることに留意する必要がある。

１．介護サービスの見直しの基本方針は

「介護予防の推進」など３点

７月にまとめられた報告書「介護保険制

度に関する意見」は、今後 10 年間に介護

保険制度が直面する課題として、①高齢者

人口の増加、②高齢者独居世帯の増加、③

痴呆（認知症）高齢者の増加を挙げ、サー

ビス面での対応策として、「介護予防の推

進」「痴呆ケアの推進」「地域ケア体制の

整備」という３つの基本方針を打ち出して

いる（資料１、注１）。これらの中で、2005

年の制度改正の大きな柱とも言えるのが

「介護予防の推進」である。報告書では、

①軽度要介護者を対象とする新たな「新予

防給付」の創設と ②要支援・要介護状態

資料１　将来の課題への対応

（１）介護予防の推進

○「介護」モデル→「介護＋予防」モデル

・ 介護保険制度の「持続可能性」を高め、活力のある「超高齢社会」を築く

ためには、制度全体を「予防重視型システム」へ転換することが重要。

・ このため、要支援、要介護１程度までの高齢者に対して、統一的な体系の

下で効果的な介護予防サービスが提供される「総合的な介護予防システ

ム」を確立することが必要。

（２）痴呆ケアの推進

○「身体ケア」モデル→「身体ケア＋痴呆ケア」モデル

・ 現行制度のサービスの基本は身体障害を有する高齢者に対する「身体ケ

ア」に置いている。今後は軸足を「痴呆ケア」にも置く必要がある。

・ 環境変化の影響を受けやすい痴呆性高齢者の特性に配慮した小規模・多機

能型サービスなどの「地域密着型サービス」の創設や、「継続的な地域支

援体制」の整備、虐待防止のための「権利擁護システム」の充実等が必要。

（３）地域ケアの推進

○「家族同居」モデル→「同居＋独居」モデル

・ 高齢者独居世帯や高齢者夫婦のみ世帯が、できる限り住み慣れた地域で人

生を送ることが可能になるような「地域ケア体制」の整備が必要。

・ 「夜間・緊急時の対応」を視野に置いた「包括的・継続的なケア体制」と、

地域における総合的なマネジメント体制の整備を進めるとともに、これを

支える「地域基盤」を面的に整備する取組みが求められる。

（出所）社会保障審議会介護保険部会 報告書「介護保険制度に関す

る意見」（概要版）から抜粋



になる前の者に介護予防を行う「地域支援事業」（仮称）の実施 によって、総合的な介護予防シス

テムを確立することが記されており、それらを一体的に管理するために、③市町村を主体とする総

合的な介護予防マネジメントが必要とされている。

こうした報告を受け、厚生労働者は昨年８月に設置した介護予防サービス評価委員会において、

具体的な予防サービスのメニューや判定システムについての検討を進めてきた。詳細については未

だ流動的だが、昨年 12 月には中間とりまとめが公表された。

（注１）厚生労働省は昨年末に「痴呆症」を「認知症」と用語変更する旨、都道府県などに通達した。本稿で取り上

げる厚生労働省の資料はそれ以前に公表されたものであり、出所に従って基本的に「痴呆症」を使用する。

２．総合的な介護予防システムの確立

（１）新・予防給付の創設

実際に介護保険制度を利用している要介護者・要支援者にとって、最も大きな影響があるのは、

「新・予防給付」の創設であろう。実は「予防給付」の概念自体は新しいものではなく、現行制度

でも要支援者に対する居宅サービスは、正式には「予防給付」と呼ばれている。そのサービスの位

置づけは要介護状態に陥ることを予防するためのものとなっているが、要支援者が実際に利用して

いるサービス内容は、訪問介護や福祉用具貸与など要介護者向けのサービスと同じであり、予防効

果が疑問視されてきた。また、利用の中心が家事代行など生活援助サービスに偏っており、軽度の

要支援・要介護者のサービス利用が、かえって自立を損なっているという批判の声も上がっていた。

こうしたことから2005年の制度改正においては、

制度全体を「予防重視型システム」へ転換すること

に合わせて、予防給付についても大幅に刷新するこ

とが打ち出されている。介護予防サービス評価委員

会の中間とりまとめによると、新予防給付の対象者

の選定と給付決定の流れは資料２のようになる。ま

ず、対象者の選定は要介護認定の仕組みの中で行な

われる。要介護認定では、コンピューターによる１

次判定結果や主治医意見書等を踏まえ、介護認定審

査会が要介護度を判定するが、このうち要支援・要

介護１と判定された者の中から、さらに「特に介護

予防効果が認められる者」を新予防給付の対象者に

判定する。つまり、介護認定審査会において、要介

護状態区分の判定と保険給付区分の判定という２段

階の判定を行うことになる。

新予防給付の対象者の中心は、骨関節疾患や虚弱

などを原因として生活機能が低下している人－「廃

用症候群」の状態にある人とされているが、まだ予

防給付の中身が固まっておらず、客観的な基準づく

りが難しいため、実際の選定は、廃用症候群の状態にあるとは考えられない人を対象から外す「ネ

ガティブリスト」方式で行なわれる（注２）。新予防給付の対象から外される人は、①脳卒中や心

疾患、外傷等で症状が安定しておらず医療サービスの利用が優先される人、②重度の認知症（痴呆

症）や精神病によって予防給付の利用に関わる適切な理解が困難である人、③その他新予防給付が

適切に受けられない人 などが例示されている。厚生労働省は、どれぐらいの人が新予防給付の対象

になるか明らかにしていないが、主に廃用症候群と考えられる「骨折・転倒」「関節疾患」「高齢

による衰弱」を原因として介護が必要になった人の割合は、要支援・要介護１でそれぞれ約 50％を

資料２　新予防給付の対象者選定の流れ

※１：要介護状態区分の決定
※２：保険給付区分の決定

認定調査結果
（一部主治医意見書）

一次判定

一次判定結果 主治医意見書 特記事項

該当非該当

要支援・要介護１
要
介
護
２
～

５

介護給付新予防給付
市町村による

「地域支援事業」
（仮称）等

（２次判定 ※１）

主治医意見書 特記事項

（※２）

介護認定審査会

（出所）厚生労働省 介護予防サービス評価研究委員会資料



占めている（資料３）。これをベースに考えると、現在の要支援・要介護１のうち半数を超える人々

が新予防給付に移行することになりそうだ。

中間とりまとめによると、具体的な

サービスメニューについては、既存の

サービスの再評価によって作られるも

のに加えて、①筋力向上・転倒予防な

ど「運動器の機能向上」、②食事指導

による「栄養改善」、③口腔清掃など

「口腔機能向上」などが新たな予防メ

ニューとして取り込まれる。現行の「訪

問介護」「通所介護」「通所リハビリ

テーション」は、機能回復訓練の要素

を重視した「予防訪問介護」「予防通

所介護」「予防通所リハビリテーショ

ン」にそれぞれ置き換えられる予定だ。

なお、新予防給付の対象者の選定では、

一人暮らしで家事能力がない人が新予防給付の対象になると家事代行などのサービスが受けられな

くなり、生活維持が難しくなると懸念されていた。中間とりまとめによると、安易な家事代行サー

ビスは制限するが、予防訪問介護の中で、手助けをしながら一緒に調理・掃除をするなど、ある程

度生活援助的なサービスを受けられるようにする方向性が示されている。しかし、これまでのサー

ビスが全く使えなくなるわけではないが、現行とは異なる利用の仕方になると見られるだけに、サ

ービスが定着するまで利用者・サービス事業者の双方で混乱が生じそうだ。

（２）保健福祉事業を再編して非該当者にも介護予防

さらに、資料２にも示したように、要介護認定の非該当者や生活機能の低下が見られる虚弱高齢

者を対象に介護予防を行う「地域支援事業」（仮称）を実施する。これは現行の老人保健事業と介

護予防・地域支え合い事業を再編したものであり、保険料財源を投入して市町村が運営を行う（注

３）。地域支援事業による介護予防プログラムについては、例えば「転倒予防教室」｢運動指導事業｣

といった健康教育のような介護予防を広く行うものと、特に介護状態になるリスクの高い人を選別

して介護予防を行うものの２つを示している。後者については新予防給付と同様「筋力向上」「栄

養改善」「口腔ケア」などのほか、「閉じこもり予防」「フットケア」などが検討されており、有

効性が検証されれば新予防給付に組み込むことも考える（注４）。地域支援事業の対象者の選定は、

要介護認定申請や介護予防検診事業などで行い、介護状態になるリスクの高い人については、筋力

トレーニングや栄養改善などのプロ

グラムを施すことで状態が悪化する

のを食い止める「水際作戦」を行う。

新予防給付と地域支援事業は、介

護予防システムの「車の両輪」と位

置づけられており、一貫した運営を

行うために市町村を責任主体とした

「地域包括支援センター」（仮称）

が設置される（資料４）。この地域

包括支援センターは、地域における

「総合的な相談窓口」「介護予防マ

ネジメント」「包括的・継続的マネ

資料３　要介護度別 介護が必要になった原因
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関節疾患（リウマチ等）

��
��

高齢による衰弱
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痴呆
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その他

脳卒中

廃用
症候群

認知症
（痴呆症）

（出所）厚生労働省「介護保険制度改革の全体像」

資料４　「地域支援事業」の全体像について（イメージ案）

市町村 <介護保険非該当者>

地域支援事業（仮称）

費用
適正
化事
業

介護
家族
支援
事業

権利
擁護
事業

高齢者
虐待
防止
事業

総合相談
・支援
事業

地域ケア
支援事業

介護予防
事業

新
予
防
給
付

介
護
給
付

委
託

サービス提供
（事業実施）

市町村から委託を
受けた事業者

指定介護予防事業者
（仮称）

指定居宅
サービス事業者

地域支援の
総合相談

包括的・継続的
マネジメント

地域包括支援センター（仮称） 一部委託可

委
託

委
託

委
託

プラン策定－サービス提供

指定居宅
介護予防
支援事業者
（仮称）

指定居宅
介護支援
事業者

ケアマネ
ジメント

介護保険給付

プラン策定－サービス提供

<要介護者・要支援者>

介護予防
マネジメント

（出所）厚生労働省・全国介護保険担当課長会議資料から作成



ジメント」を行う中核的機関と位置づけられており、基本的に同センターの保健師らが対象者の状

態と希望に応じ、適切なメニューを組み合わせて介護予防プランを作成することになっている。

なお、地域包括支援センターを具体的にどのような形で設置するかは、今一つはっきりとしない

が、現行の在宅介護支援センターが廃止されることから、それが地域包括支援センターに切り換え

られる可能性が高い。しかし、在宅介護支援センターの中には事業が低調なところも多く、全て移

行することは難しいと考えられている。実際の介護予防システムの施行は 2006 年度から３年間をか

けて段階的に導入される予定となっているが、予防サービスを市町村がマネジメントすることにつ

いては、ややもすればかつての「措置制度」に逆戻りしている感もあるうえ、市町村によっては、

適正な介護予防プランを作成できるノウハウを持った人材の確保が困難となることが懸念される。

（注３）リウマチなど骨関節疾患等による下肢機能の低下や栄養状態の悪化による生活機能の低下、環境の変化をき

っかけとした閉じこもりなどを原因として、徐々に生活機能が低下していくことを言う。

（注４）「老人保健事業」は、老人保健法に基づき、40 歳以上の者を対象として市町村が行うもので、健康手帳の交

付、健康診査、健康相談など６つの事業があり、壮年期からの健康づくりと生活習慣病の予防および早期発

見・早期治療、高齢者の介護予防などを主眼に置いている。一方、「介護予防・地域支え合い事業」は介護

保険制度の円滑な実施の観点から、在宅の高齢者に対して、要介護状態にならないようにするとともに自立

した生活が送れるよう、市町村が地域の実情に応じて実施する事業であり、外出支援サービス、軽度生活援

助、筋力向上トレーニング、家族介護教室などが行なわれている。

（注５）「フットケア」とは、趾間の保清や爪のケアなどのことである。通常、こうしたことはごく当たり前に行わ

れていると考えられているが、高齢期になると、ケアが行き届かず、爪の変形や感染症の発生に由来して、

歩行機能が減退し、障害が発生しやすいことが証明されている。このような事態を防止するために、高齢者

本人や家族、介護従事者等に対し、フットケアの重要性についての知識と適切な方法を普及させる事業。

３．まとめ

以上、介護予防の推進に関する見直しを解説したが、被保険者範囲の拡大が当面先送りされた状

況においては、2005 年制度改正の目玉は介護予防システムの確立と言えるだろう。特に制度の持続

可能性の点でみると、介護予防による給付費の効率化・抑制は非常に重要な要素となっている。

この４年余りで、軽度の要介護者は制度創設時から２倍以上に増え、今では全認定者（2004 年６

月末 390 万人）の約半数を占めるまでに急増している。厚生労働省は、2014 年度までの 10 年間で要

介護認定者は 640 万人に達すると予測しているが、介護予防システムの導入によって、600 万人まで

抑制（▲40 万人）したい考えだ。厚生労働省の試算によると、2014 年度の介護給付費は現行制度の

ままであれば 10.6 兆円に達するが、介護予防が相当に進んだ場合には 8.7 兆円（▲1.9 兆円）まで

抑制できるとしている。第１号被保険者の保険料水準で見ると、現在の平均保険料約 3,300 円から、

10 年後には 4,900 円と 1.5 倍程度に収まる。介護保険財政的に見ると被保険者範囲の拡大は先送り

されたが、しばらくはなんとか維持可能な水準と言えよう。

ただし、新予防給付の創設をめぐっては、効果的な予防が期待できるとの声がある反面、受けら

れるサービスが制限されてしまうという不安や、新予防給付と介護給付の振り分けが適切に行われ

るのかなど、疑問視する声も少なくない。前者については、介護予防システムの趣旨について周知

徹底を図ることも必要だが、生活援助というモラルハザードが発生しやすいサービスであることを

考えると、保険制度の枠内で全てをカバーすることは難しく、本当に必要なものについては、最終

的には市町村の一般財源での対応などに頼らざる得ないのではないだろうか。また、後者について

は、介護予防の方法論が十分に確立されているわけではないため、今後モデル事業の実施等を踏ま

えて徐々に給付内容を具体化・類型化し、これに合わせて判定システムの精度を高めていく必要が

あるだろう。

たんげ ひろし（副主任研究員）


