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１．はじめに
　介護保険制度見直しの議論は、①費用額
増大による財源の逼迫、②要介護高齢者の増
加、③介護人材の不足という３点が主要な論
点であった。しかし近年は、それらを包含す
る形で④地域共生社会の構築、⑤2040年問
題への対応という点が論点に加わり、その２
点の議論に軸足を移しているように概観でき
る。とりわけこの⑤の点、すなわち急激な人
口減少局面における介護保険制度の持続可
能性確保が最大の課題と見なされ始めた感も
強い。
　こうした政策的な問題意識から、最近は、
労働集約型サービスの典型例とされてきた介
護サービスに「生産性向上」を期待するさま
ざまな施策や、属人的なヒューマン・サービ
スという印象の強い介護実践に「データヘル
ス改革」を促す施策が登場している。
　これらのことを背景として、本稿では介護
保険制度の分野における生産性向上とデータ
ヘルス改革に関する「光」と「影」について
検討を行う。

２．介護保険制度と2040年問題
　2040年問題とは、一般に、わが国における
2040年代半ばまでの急激な人口減少局面の
諸問題を指すと言ってよい。介護保険制度見
直しの政府内の議論においても「いわゆる団
塊ジュニア世代が65歳以上となる�2040年に
は、高齢人口がピークを迎えるとともに、介
護ニーズの高い85歳以上人口が急速に増加す

ることが見込まれる」1として論点に上げら
れている。
　これに関し、政府の研究機関による人口推
計データ2を参照し、筆者がグラフに示した
ものが図１である。これは、人口３区分（0
～ 14歳：年少人口、15 ～ 64歳：生産年齢人口、
65歳～：老年人口）について、さらに老年人
口を65 ～ 74歳・75 ～ 84歳・85歳～と３つに
区分し、そのうえで2015年の人口を起点に
2030年・2045年の推計値と照らしてそれぞれ
の増減を指数で表したものである。
　この図からは2040年問題とは、①生産年齢
人口の急減（2045年の推計値は2015年と比べ
て約28％の減少）と、②85歳以上の人口の急
増（同：約2倍の増加）が同時進行的に生じ
ることだということもできる。一方、図２で
示すとおり、85歳以上の高齢者は要介護認定
率が約6割（2021年のデータ）という実態も
ある。したがって、2040年に向け、社会的に
介護ニーズが急増することは自明である。
　また、厚生労働省の推計では、2019年度に
全国で約211万人の介護職員が従事している
ものの、2040年度にその必要数が約280万人
に達すると示されている3。前述のとおり、
2015-2045年に生産年齢人口が約28％減少す
ることが見込まれるなか、2019-2040年に介
護職員を約33%増やす必要性が示されている
こととなる。
　こうしたことを鑑みると、筆者は「介護従
事者の処遇改善や若年層の介護への参入促
進策をいくら講じても、それだけでは介護従
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図１　2040年問題～総人口と生産年齢人口の減少
（2015年の実数を100としたときのその後の伸び率）

出典：国立社会保障人口問題研究所『日本の将来推計人口（平成29年推計）』をもとに筆者作成

図２　年齢階級別の要介護認定率

（厚生労働省老健局『介護保険事業状況報告（月報：2021年9月末）』 および総務省統計局『人口推計
（2021年10月1日人口）』 をもとに筆者にて作成）

図３　『医療・福祉サービス改革プラン』における生産性向上のための主要施策

出典：厚生労働省『医療・福祉サービス改革プラン』（2019）をもとに筆者にて作図
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事者の確保が真に行き詰まる時がいずれ到来
する」と考えている。
　この意味で、介護保険制度の持続可能性
の確保に向け、介護人材を拡充する施策だけ
では限界があることから、それに代わる「生
産性向上」策を講じることが喫緊の課題のひ
とつだと指摘できる。
　このことに関しては、2019年に厚生労働省
が示した『医療・福祉サービス改革プラン』（以
下「改革プラン」）では図３に示す４つの主
要施策を示して「医療・福祉サービス改革に
よる生産性の向上を図る」としている。その
うえで「2040�年時点において、医療・福祉
分野の単位時間サービス提供量について５％

（医師は７％）以上の改善を目指す」という
数値目標も示している4。

３．介護分野でのICT/DX化の推進
　改革プランにおいて、生産性向上のために
最初に示されているものは「ロボット・AI・
ICT�等の実用化推進」である。これを受け
る形で、2021年度の介護報酬改定等で介護
実践現場でのICT/DX化やAIの利活用に向
けた経済的誘導策も講じられている。また、
各都道府県に設置されている地域医療介護
総合確保基金において2019年度以降はICT導
入支援事業（補助事業）も創設・拡充された。
　これらの施策で示されている介護分野での
ICT機器は、①介護の業務を支援するソフト
ウェア、②タブレット端末などの情報通信機
器、③事業所・施設内外の通信環境などの
情報通信環境整備のための機器などである。
いずれも、従前の「手書き」「電話」「FAX」「手
入力」などで行われていた実践現場での情報
共有等を効率化し、介護現場の業務負担を
軽減することをねらいとしている。
　このような介護実践現場でのICT/DX化に
ついては、暫く前までは絵空事のようにとら
えられていたが、その利活用に関してはさま
ざまな実践が蓄積されつつある。
　たとえば、神奈川県の社会福祉法人では、
8カ所の施設（特養5・老健3）での業務改善
の取り組みによって、人員配置（介護・看護
職員と入所者の比率）を「2.1：1」（2016）か
ら「2.5：1」（2021）に効率化でき、さらに今

後ICT化を進めることで「3.0：1」の実現に
向かって創意工夫を進めているという報告が
ある5。また、最大手の民間介護事業者では、
デジタル技術の活用・介護補助者等の活用・
利用者の心身のデータ活用という３つの手段
の活用によって、介護付有料老人ホーム（定
員100名）において「2.7：1」（2020）を「3：1」

（2022見込）に効率化でき、実質的には「4.1：
1」も可能という見通しを示している6。
　この２つの取り組みは、いずれも介護の質
や安全性を犠牲にすることなく効率化を進め
ることができているという面も含めて、2040
年問題に対する大きな可能性を示していると
言える。

４． 介護分野でのLIFE（科学的介護情報シ
ステム）の利活用の推進

　改革プランにおいては「データヘルス改革」
も強調されている。高齢者介護分野でのデー
タヘルス改革は、2021年度の介護保険制度改
正で登場した介護保険総合データベース（介
護DB）に収集されたデータの分析や現場へ
の周知・普及等を通して、科学的裏付けに基
づく介護の実践を進めることと言ってよい。
　介護における標準的なサービスがデータか
ら把握できるようになれば、介護におけるア
セスメントやケアプラン作成における業務も
効率化が可能となり、その意味でデータヘル
ス改革は介護分野での生産性向上の一環だと
理解できる。また、根拠に基づく標準的なサ
ービスが現場で実践できるようになれば、介
護の社会的評価も高まる。
　この介護DBの主要なものとして2021年度
から本格稼働し始めたものが「LIFE（Long-
term� care� Information� system� For�
Evidence：科学的介護情報システム）」とい
う高齢者一人ひとりに関して数百のデータ項
目を収集するデータベースである（介護保険
法第118条の2第1項に規定）。これは、介護サ
ービス事業所・施設等から個々の利用者に関
する心身機能等の「状態」・「介入（介護サー
ビス等の提供状況）」・「イベント（転倒や入院、
在宅復帰など改善や悪化の変化）」に関する
情報を定量化されたデータで３～６ヶ月ごと
に提出を求め、それを厚労省のデータベース
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に蓄積する。
　LIFEのデータ提出等については、多くの
介護サービス種別を対象に新設された20項目
ほどの加算の算定要件としてその利活用（デ
ータ提出およびフィードバック・データによ
る質の改善の取り組み）が求められている（提
出が求められるデータの範囲は、加算の種類
ごとにLIFEの全項目から一部を抽出・限定）。
つまり、事業所等に対してLIFE利活用に関
する報酬上のインセンティブが付与された形
である。
　この利活用については、2021年度当初にシ
ステムの不具合が相次ぐとともに、事業者等
に示されるフィードバック・データが現状で
は期待された水準のものになっていないなど
の批判もあり、さほどに進んでいるとは言え
ない。ある全国規模の事業者団体の調査によ
ると、LIFEに関連する各種加算のうちで最
も基本的な加算である「科学的介護推進体制
加算」の2022年5月時点での算定率は、特養
ホームで約6割、通所介護で約5割、特定施設
入居者生活介護では約3割にとどまっており、
利活用の動きは鈍いと言える。
　しかしながら、LIFEなどデータヘルス改
革の動きは、今後の介護実践において大きな
期待ができる。たとえば、LIFEに蓄積され
るデータ（変数）の相関関係や因果関係を統
計的に分析することで「Ａという『状態』に
ある利用者には、Ｂという『介入』を行えば、
Ｃという『（新たな）状態』に改善できたり、
Ｄという『イベント』を防止することができる」
といったことが明確になり、そうしたデータ
を基にした「根拠に基づく介護」の実現が可
能になる。さらに、LIFEによるデータの蓄
積と分析が深化し、高齢者の「状態」の改善
のための根拠が明確となれば、医療などでは
古くから取り組まれている「標準化」（専門
職の判断や技術が根拠に基づいて体系化さ
れ、経験や勘などに左右されないこと）が可
能となり、介護に対する社会的信頼性も高ま
るはずである。
　こうしたデータヘルス改革は、高齢者の要
介護状態の重度化や認知症の症状の進行の
速度を緩やかにするという効果も期待でき
る。このことは介護分野での生産性向上にも

少なからず寄与するはずである。

５． 考察～ ICT/DX化・データヘルス改革
の「光」と「影」

　本稿の前半で説明した2040年問題に対す
る筆者の問題意識（今後20年ほどの間に、生
産年齢人口が約28%減少するなかで、介護職
員は約33%増やさなければならない点など）
に、改革プランの数値目標（医療・福祉分野
の単位時間サービス提供量について５％以上
の改善を目指すなど）を照らすと、この数値
目標は控え目に過ぎる。この程度の生産性向
上では、少なくとも介護保険制度・高齢者介
護システムは2040年問題を乗り切ることはで
きないであろう。
　この意味で、介護分野でのICT/DX化の推
進やデータヘルス改革は伸展をさせていく必
要がある。介護人材確保に対する施策に「打
つ手」が限られるなか、生産性向上に関する
こうした施策には期待をすべきであろう。こ
れらの動向は2040年問題に向けたひとつの

「光明」とも言える。
　しかし、その一方で留意すべき「影」も見
え隠れする。最後にその点を指摘しておきた
い。
　ICT/DX化の推進については、まず、生産
性向上というアウトカムをもたらすまでには
一定の時間とノウハウが必要であり、即効性
に欠けることに留意が必要である。新しい技
術の定着のために暫くは不慣れな業務に取り
組むことになり、逆に生産性は下がる。その
時期を乗り越えるためには先見性が必要とな
る。次に、導入のための費用の問題も指摘で
きる。初期費用がかかる点は先行事例・好事
例においても指摘されており、特に小規模事
業者にとっては大きな負担となることが予測
できる。
　なによりも懸念されるのは、生産性向上が
命題となるあまり、介護の質や安全性が犠牲
となったり、合理化＝人員削減に傾倒してし
まうと、逆に介護の実践現場の労働意欲や雇
用に悪影響を及ぼすことである。
　また、データヘルス改革では、事業所等の
介護実践現場がICT/DX化を同時並行的に進
める必要があることに理解が必要である。デ
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ータを扱うことを重視する業務はICTと親和
性が高い。逆に言えば、ICT化なしにLIFE
の利活用は望めない。また、従来は介護分野
ではなじみのないデータ（心身機能に関する
さまざまな尺度・スケールなど）で情報収集
を行うといった取り組みや、データをみて利
用者の変化を理解するといったスキルなど、
新たな業務の負担も求められることになる。
　最も懸念されるのは、現行のLIFEで求め
られている利用者データが心身機能に関する
もので大部分を占め、心理社会的な側面に関
するものはわずかしか見当たらないことであ
る。このことは、データヘルス改革が心身機
能の維持・改善という面（医学モデル）に偏
り、QOLの向上や社会参加・自己実現の拡
大といった伝統的に社会福祉・介護で重視し
てきた面（生活モデル）の支援を軽視する懸
念をうかがわせる。介護従事者の価値観や労
働意欲にも影響するポイントともなるかも知
れない。
　介護サービス事業者・従事者においては、
ICT/DX化推進とデータヘルス改革にこうし
た「影」の側面も存在することを理解しつつ、
これに対峙することが必要であることを指摘
しておきたい。
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