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１．はじめに
　わが国における2020年以降の新型コロナ
ウイルス感染症の拡大（以下「コロナ禍」）は、
高齢者介護にも大きな影を落としている。
　近年、要介護高齢者・認知症高齢者が増
加する一方、介護サービス事業所・施設等（以
下 ｢事業所等｣）では介護報酬の給付水準の
低さから経営基盤が脆弱化しており、加え
て介護人材の確保も困難さを増すなかで、
そこにコロナ禍が追い打ちをかけた状況に
ある。
　本稿では、その実情と課題を明示したう
えで、コロナ禍以降の高齢者介護分野にお
ける政策・施策の方向性を検討する。

2．コロナ禍が及ぼす高齢者介護への影響
（１） 介護分野における新型コロナウイルス

感染症の特徴
　新型コロナウイルスが国内で初めて確認さ
れたは2020年1月であり1、その後、同年3月
には感染拡大を受けて名古屋市が市内の２
つの区の通所介護事業所に２週間の休業要
請を行ったことなど２を端緒として、高齢者
介護分野への影響が強まった。
　高齢者介護分野ではインフルエンザやノ
ロ・ウイルス、疥癬などの感染症にはこれま
での経験の蓄積があるものの、今般のコロ
ナ禍はそうした蓄積だけでは対応が難しい
事態となった。それを増大させる要因は以
下のように整理できる。これらが相互に関連
し合って高齢者介護分野でのコロナ禍の影

響が拡大したと言えよう。
① 感染力が強く、高齢者の重症化・死亡リ

スクが高い

　これまで経験してきたインフルエンザなど
の感染症と比較して、感染力は各段に強く、
介護サービスの利用者である高齢者には有
意に重症化・死亡リスクが高いものであった
ため、警戒を強める必要があった。
　また、当初は「未知のウイルス」でもあり、
ワクチンも開発されておらず、根治のための
治療法もないことは、介護の現場で危機感
を強めた。
②感染防止対策に一定のスキルが必要

　新型コロナウイルスの感染者が発生した
場合、手洗いやサージカル・マスク装着と
いった基本的な対策では功を成さず、PPE

（個人防護衣など）の装着や療養・居住エリ
アのゾーニングなども求められる。そうした
対応策・スキルは習得していない事業所等が
ほとんどであった。
③潜伏期間が長く、無症状感染者も多い

　他の感染症と比べ、潜伏期間が比較的長
いとともに無症状感染者も多いため、事業
所等の外部から感染症が入ってくるリスク
が高い。面会者（家族等）や職員等により
市中からウイルスが持ち込まれることも容易
に想定できたことから、警戒を強めざるを得
なかった側面もある。
④介護サービス固有の特徴による影響

　政府・新型コロナウイルス感染症専門家
会議から感染拡大防止に効果的であると示
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された「３密回避」および「新しい生活様 
式」3などは、高齢者介護の実践現場でその
まま取り入れることが困難な方法であったこ
とも不安と影響を拡大させた。
　介護実践現場は、決して広くはない施設
内での介護が中心であるとともに、職員と高
齢者が「多対多」で混在することが多い。
また、介護において身体的接触は避けること
はできず、認知機能やコミュニケーション能
力に支障のある高齢者自身が感染対策をみ
ずから講じることも難しい実情にある。

（２） コロナ禍が事業所等の経営・事業継続
に及ぼした影響

　コロナ禍において、医療や保安・公安、
教育、公共インフラストラクチャー分野の業
種と同様に、介護サービスは「エッセンシャ
ル・ワーク」として注目された。実際、要介
護高齢者・その家族にとっては生活の中で
欠かすことのできないサービスでもある。そ
うしたこともあり、緊急事態宣言下にあって
も政府・自治体等からは可能な限りの事業の
継続を求められた4。
　しかしながら、前述した要因などの影響
により、事業所等では次のような経営上のさ
まざまな問題が生じた。
①休業・サービス提供の縮小

　ある研究者組織による調査５では、2020年
５月のいわゆるコロナ禍の第1波の際、全国

の事業所等を経営する法人（n=2,091）のうち、
事業縮小・休業・新規利用者受入中止など
の対応を取ったものは４割ほどにのぼると報
告されている（図１）。とりわけ「陽性ない
し濃厚接触者となった利用者・入所者等が
いる」という法人では7割以上に何らかのサ
ービス提供上の制限が生じているとともに、

「陽性ないし濃厚接触者となった利用者・入
所者等はいない」という法人でも３分の１に
何らかの制限が生じたことが示されている。
　また、筆者が厚生労働省のデータ（「介護
保険事業状況報告月報（暫定版）」）6を用い、
いわゆる第1波の渦中にあった2020年4月と
2019年４月の介護サービス利用回（日）数を
独自に比較したもの（図２）によると、緊急
事態宣言の当初の対象地域（埼玉・千葉・
東京・神奈川・大阪・兵庫・福岡の７都府県）
を中心に通所介護・通所リハビリテーション
といった通所系サービスと短期入所で利用
の減少が目立っていることがわかる。サービ
ス提供の縮小等が実際に起こったことの裏
付けとなると言ってよいだろう。
　なお、2020年3 ～５月に複数の居宅サービ
ス事業所で連鎖的なクラスター感染が発生
した広島県三次市では、訪問系サービスも
含めたサービスの縮小が大幅に生じている。
②経営・運営への影響

　こうしたサービス提供の縮小等が生じる
と、当然に経営・運営への影響が発生する。

図１　介護サービス事業所等の運営への影響（2020年4月末時点）（複数回答）

出典：一般社団法人�人とまちづくり研究所『新型コロナウイルス感染症が介護保険　
　　　サービス事業所・職員・利用者等に及ぼす影響と現場での取組みに関する緊急調査【法人調査】』
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それは減収・減益という形で現れる。
　ある事業者団体による調査7では、事業所
等の収入（売上）についてコロナ禍直前の
2020年2月第4週とコロナ禍第1波の渦中とな
った同年４月第4週の比較をしたところ、事
業所等全体で10％以上の減収となったもの
が約50%と示されると同時に、とりわけ通所
介護ではそれが80%以上にのぼったことが示
されている（図３）。
　介護サービス事業の利益率については各
種調査・報告で数値の相違がみられるもの
の、平均で＋２％程度という見方が主流であ
り、10％以上の減収が継続的に生じるとなる

と、経営危機に直結する懸念がある。

（３） コロナ禍が介護サービス利用者（要介
護高齢者等）に及ぼした影響

　コロナ禍による介護サービスの縮小等は、
要介護高齢者・その家族への影響も生じる。
　当初から懸念された代表的な問題は、高
齢者の心身機能の悪化である。介護サービ
スの提供・利用によって高齢者の四肢・体
幹の動作・機能や栄養状態などの維持・改
善が図られ、生活が賦活化されることで心
理的な安定がもたらされていると考えられて
きたため、コロナ禍による大幅なサービス提

図２　居宅（介護予防）サービスの利用回（日）数の動向
【４月利用分の前年同月比（2020年/2019年）】

（厚労省『介護保険事業状況報告（暫定）』をもとに筆者にて算出）

図３　介護サービス事業所等の経営状況への影響

出典：全国介護事業者連盟『新型コロナウイルス感染症に係る経営状況への影響に
　　　ついて（緊急調査）第二次分集計結果』
2020年2月の第4週と同年4月の第4週の減収割合の比較【サービス別；抜粋】
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供・利用の縮小はそれらの維持・改善や安
定化を損なうリスクが指摘されてきた。実際、
ある事業者団体と研究者による調査研究で
はそうした実態が示されている8。
　それによると、短時間（1回３～５時間程度）
デイサービスをコロナ禍第１波の間（2020年
3 ～６月）に１週間以上の欠席があった高齢
者の身体的機能に関し、欠席前と欠席後を
比較したところ、日常生活動作（ADL:歩行、
排せつ、入浴、食事摂取など）の水準を測
る国際的な尺度による評価が、歩行や階段
昇降、移乗といった動作を中心に悪化した

ケースが有意に多く（図４）、その他にも歩
行の速度が遅くなったといったデータが示さ
れた。
　これに類する報告等はさまざまに示され
ており、要介護高齢者へ介護サービスが継
続的に提供されることの重要性が示された
と言える。そのことが、コロナ禍のような感
染症拡大の状況にあっても事業所等がサー
ビス提供を縮小しなくて済む施策等の期待
にも繋がっている。

図４　介護サービス（通所介護）の縮小による高齢者の身体的機能の悪化

出典：�日本デイサービス協会他『新型コロナウイルス蔓延による短時間デイサービス欠席者への影響に関する
緊急調査』

対象＝短時間デイサービス利用者のうち2020/2/28 〜 6/3の間で1週間以上欠席した利用者（n=517）
方法＝バーセル･インデックス（BI）各項目について以下の欠席前後の測定値を比較�　　　
　　　①欠席前:2019/9/1〜 2020/2/28の測定値
　　　②欠席後:2020/5/18 〜 6/3の測定値（欠席中もしくは復帰日に測定）

図５　令和２年度 厚生労働省第二次補正予算による
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（介護分）
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3.  「ウィズ・コロナ」「ポスト・コロナ」に
おける高齢者介護分野の政策・施策

　コロナ禍における事業所等での対処の難
しさ、その事業所等における経営・運営の
難しさ、さらにそのことによる高齢者への影
響について述べてきたが、そうしたことに対
応する介護分野での政策・施策のあり方に
ついて検討をしてみたい。

（１）2020年度に講じられた施策
　その前提として、まず、2020年度に講じ
られたコロナ禍による介護分野での対策を
確認しておく。
　ひとつは、厚生労働省による介護報酬の
算定などにおける臨時的な取り扱いを認め
る施策（通知）である9。これは、2020年2月
以降、介護報酬の算定基準などを緩和し、
サービス提供時間が短くても当初の予定ど
おりの報酬算定を認めるなどといった特例
的な取り扱いであり、実質的に事業所等の
減収・減益対策として一定の効果を発揮し
た。厚生労働省がいち早く対策を講じたと
いう意味で評価が高い一方、一部には脱法
的な報酬算定を認めるような項目もあり、批
判的な評価もある。
　もうひとつは、政府による補正予算（第1
次～第3次）での「新型コロナウイルス感染
症緊急包括支援交付金（介護分）」などによ
る施策である。この主なものとしては、感染
症対策実施のためのかかり増し費用を事業
所等に交付するものや、職員に対する慰労
金の支給などである（図５）。これについては、
事業所等の経営危機を救済したという意味
で評価が高い一方、当初の第1次補正予算で
は介護分野への支援策がほとんど盛り込ま
れず、金額なども限定的であることから現
場からは不満の声も多かった。
　また、2020年度末には、2021年４月から
の介護報酬改定において、コロナ禍による
かかり増し経費等への対応として、時限的

（同年9月末までの6か月間を予定）に全サー
ビスの基本報酬を0.05%引き上げる措置を講
じることや、通所介護等に関し、感染症等

の影響により利用者数が減少した場合を念
頭に、報酬の特例的な算定を可能とする規
定が設けられることが決まった10

（２）今後に期待される政策・施策
　こうしたことを踏まえ、今後に期待される
介護分野での政策・施策について述べたい。
　感染症に限らず、わが国は国際的に比較
しても地震等の災害も多発しやすい地勢に
あり、そうしたときの介護サービスの事業運
営や利用者への影響を最小限に抑える施策
は不可欠である。
　昨今の介護保険制度に関する議論は、い
かに給付の伸びを抑え、いかに財政難と後
期高齢者人口の増加に対応するかといった
点のみに焦点が当たっている感が強い。そ
のため、介護報酬の給付水準は低く抑えら
れ、事業所等の経営体力は年々脆弱化して
いるようにうかがえる。そこに今回のような
感染症拡大によるサービス提供・利用の縮
小が生じると、なんらかの支援策が早急に
講じられない限り、経営難に陥るケースも増
えるだろう。実際に、2020年1年間の介護事
業における倒産件数は過去最多という報道
もある11。
　したがって、まずは、事業所等の経営体力
強化のために、介護報酬による手当が必要な
のではないか。感染症拡大期や災害時にお
いて事業所等に対して早急に支給できる公
費による交付金の仕組みもあってよいだろ
う。もちろん、財政規律や保険料負担の増
大を抑える議論も重要ではあるが、エッセン
シャル・ワークであり社会的なインフラでも
ある高齢者介護の事業所等が感染症拡大下
で経営危機にすぐさま陥るような事態は回
避されなければならない。このことは、感染
症拡大下における介護従事者の雇用や処遇
のあり方にも直結する。
　また、介護サービスを縮小せざるを得な
いような状況に陥った際、高齢者を孤立さ
せず、同時に心身機能をモニターすることが
可能となる仕組み・施策も期待したい。これ
については、今般のコロナ禍で一気に拡大
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した感のあるICT技術やDXを高齢者介護分
野に積極的に導入するための技術的支援や
経済的支援を期待したいと思う。

４．まとめにかえて
　介護保険制度が創設された2000年以降を
みても、わが国は2002年の重症急性呼吸器
症候群（SARS）、2009年の新型インフルエ
ンザ（A/H1N1型）、2012年の中東呼吸器症
候群（MERS）、そして2020年以降の新型コ
ロナウイルス感染症（COVID-19）と、「未
知のウイルス」により４回の危機に瀕した。
このうち、介護サービスに直接的な影響を及
ぼしたのは今般のコロナ禍だけであるが、す
べての局面でグローバル化が進むなか、新
たな未知のウイルスがわが国に入っていると
いう事態は今後も容易に想定される。
　今回のコロナ禍により、感染症に対して介
護サービスの事業所等が脆弱な立場にある
ことが示されたが、一方で、介護サービスは
高齢者・その家族にとっての社会的なインフ
ラストラクチャーでもある。感染症や災害な
どの際の事業継続について、制度政策面か
らも、現場実践の面からも、平常時から支援・
強化を図ることを検討する必要があると考え
られる。
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