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要約
日本における介護保険制度は 2000 年 4 月に施行され、今年で 11 年目を迎えた。2011 年現

在、多くの保険者2では介護保険の財政的逼迫が問題になっている。制度の定着とともに、
介護給付費は拡大し、2008 年度には 6.7 兆円と、3.6 兆円だった導入年度の 2000 年の 2
倍近くの水準にも上った。給付費増に直面した保険者は収入増によって給付と負担のバラ
ンスをとらなければ財政難に陥る。実際、2003 年から 2005 年までの第 2 期事業運営期間
3の第 1 号介護保険料基準額は平均 3,293 円となっており、第 1 期に比べると 13.1％上昇
している。また、現在第 4 期では 4,160 円に上っている。
運営する市町村による保険料の違いも目立っている。2006 年 4 月からの第 3 期の保険
料は、月額 4,090 円(被保険者一人当たり平均)であったが、保険料の最高額は沖縄県与那
国町の月額 6,100 円で、最低額の岐阜県七宗町(2,200 円)とその差は 2.8 倍にも上っている。
このような給付費や保険料の地域差から浮かび上がってくる問題点として、分権化され
ている側面によって全国統一的に定められている部分にまで保険者の影響が及んでいるで
はないかという点がある。
本来制度が意図していることは、被保険者の状況によって要介護認定や介護サービスの
利用が決まり、保険者の財政状況によって大きく有利不利にならないことであろう。しか
し現実には前述のように介護保険料の地域間格差は拡大しており、介護保険料が既に相対
的に高い水準にある保険者が、さらに保険料を上昇させるのは困難を伴う。また介護保険
制度は市町村の一般会計から財政的穴埋めを排除している。そのため保険者には介護給付
自体を抑える意図が働くと予想できる。
財政的に困難な保険者は給付費を抑えるべく介護需要の押し下げ、中でも要介護認定率
の伸びを抑えようとするのではないかと考えられる。しかし、これでは健康状態が同様で
あるにも関わらず、どこの保険者に所属しているかで認定の可否が異なる可能性があり、
利用者の水平的公平性の観点から好ましくない。
この問題点を踏まえて、財政状況の厳しい保険者は介護需要の拡大に対して介護保険料
の増加だけでは対処できず、需要自体を抑え留めようとするという仮説の検証を行う。需
要を押し下げる要因は新規需要者を減尐させる要介護認定率の抑制と、一人当たりの需要
を下げる介護給付費の抑制との 2 通りが考えられる。初めに 2005 年度での保険料があら
かじめ高い場合、介護需要が伸びても 2010 年度の介護保険料への上昇が緩やかになる仮
説の検証を行った。この分析は次に行う、介護需要の拡大を介護保険料の上昇だけでは対
処できないという仮説の検証の前提となる。
この結果を元にして、財政状況の悪い保険者が要介護認定率を抑制する可能性、一人当
たり給付費を抑制する可能性をそれぞれ分析した。介護需要の拡大に対して介護保険料の
増加で対応する効果を考慮するためにパネルデータ分析を採用し、標本としては第 2 期事

2
3

保険者は原則として市町村及び特別区であるが、いくつかの市町村が集まってつくる広域連合で運営
されているケースもある。
介護保険料は 3 年を 1 期とする事業運営期間ごとに策定されている。（第 1 期:2000 年（平成 12 年）2002 年（平成 14 年）,第 2 期:2003 年（平成 15 年）-2005 年（平成 17 年）,第 3 期:2006 年（平成 18
年）-2008 年（平成 20 年）,第 4 期:2009 年（平成 21 年）-2011 年（平成 23 年））
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業運営期間に当たる 2005 年度と第 4 期事業運営期間に当たる 2010 年度の 2 時点を用い
た。
分析の結果、①介護保険料の回帰分析結果から介護保険料が高いほど介護需要の拡大を
介護保険料の上昇で補うことが難しくなる可能性、②要介護認定率の回帰分析の結果から
財政状況が悪化すると低要介護度の認定を抑制する可能性がそれぞれ見出された。また保
険者の財政状況は要介護認定率に比べて一人当たり給付費の増減に対しては影響が尐なか
った。一方で介護施設サービスの供給が増加すると一人当たり給付費が支給限度額へ近づ
くことから、③一人当たりの介護サービス消費量は保険者の手が届きにくく、個人の需要
や介護サービス供給の影響を要介護認定率よりも強く受けることが示唆された。
以上の分析から、財政状況の厳しい保険者が介護需要の拡大に対して介護保険料の増加
だけで対処することは難しく需要の押さえ留めを行う可能性があり、保険者にとって比較
的操作しやすい要介護認定率の抑制の中から、特に低要介護度の抑制として行われるとい
う結果が得られた。
分析を踏まえ本稿では、要介護認定率が適切な値に収められているかどうかのモニタリ
ングを行い、適切でない場合には罰則を与える権限を持ち国が管轄する第三者機関の設立、
そして優良保険者を公表し、表彰することを政策として提言する。
モニタリング機関の概要としては、機関の構成員は基本的に現在各保険者において活動
を行っている認定審査機関と同質にし、保険者における要介護認定作業を同じように行え
るものとして、その認定作業の追試を行う。活動内容は、保険者が要介護認定を恣意的に
抑えていないかどうかに関するモニタリングを、認定プロセスの中の一次判定の調査員が
行っている心身の状況に関する調査と二次判定の介護認定審査会による調査の 2 点に関し
て行い、独自の要介護認定を出す。その上で、恣意性を見つければ改善を行えるように指
導することである。また、保険者すべてをモニタリングするのではなく、保険者には事前
に連絡せずにいくつかの保険者をランダムに抽出する。調査開始時点から 1 ヶ月程度、有
意なサンプル数が得られる程度までさかのぼり、そこで要介護認定の申請を行ったサンプ
ルをこの機関の構成員が再調査する。出された結果と元々の結果とを照合し、一定以上の
違いが出て明らかに恣意性が認識された場合に保険者に対して何らかのペナルティを課す。
さらに 1 年間程度の期間を設定し、その期間内においてこの機関の出した結果と元々の結
果とを照合した結果が最も近かった保険者を優良保険者と認定して表彰する。
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はじめに
介護保険制度の運営は 2000 年当時全国に約 3300 あった市町村(いくつかの市町村が集まっ
てつくる「広域連合」も含む)に任せられ、市町村が保険者となった。地方分権の観点からも市
町村が住民のために積極的に責任を持つことが望ましいなどの理由からである。
しかしその一方で、被保険者の年齢対象、要介護認定手続きや要介護度の区分、自己負担割
合とその上限、保険の対象となる介護サービスの内容と種類、介護サービスの価格(「介護報酬
単価」と 1 点あたり相当額)は国によって統一的に決められている。この点で介護保険制度は集
権的である。国と地方によって運営が分担されている(Mitchell, Piggott and Shimizutani
2004, 2006；Shimizutani 2006)。
日本で介護保険制度が導入されてから 10 年以上が経過し、介護保険制度の普及が進んでい
る。導入初年度（2000 年度）、介護が必要と認定された高齢者の数は約 256 万人、9 年後の
2010 年度では 500 万人を超えるにまで増えた。
要介護認定者の増加に伴い介護給付費も着実に増加傾向にある。2008 年度には 6.7 兆円に達
し、3.6 兆円だった導入初年度(2000 年度)の 2 倍近くにも上った。こうした量的拡大傾向は、
急速な高齢化の進展に伴って今後も持続し、厚生労働省「社会保障の給付と負担の見通し－平
成 18 年 5 月－」では、介護給付費は 2025 年には 17 兆円にも膨張すると見込まれている。
図1

要介護認定者数の推移

出典：厚生労働省「介護保険事業報告調査」より筆者作成
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図 2 介護給付費の推移

出典：国立社会保障・人口問題研究所『社会保障統計年報』第 54 表「介護保険給付におけ
る介護給付･予防給付」より筆者作成
保険者はこの給付費の増加に対応すべく保険料の引き上げを行っている。2003 年度から
2005 年度までの第 2 期の第 1 号保険料(第 1 号被保険者一人当たり)は月額 3,293 円(全国
加重平均)で、第 1 期(2000 年度から 2002 年度)に比べると 13.1％上昇した。第４期にあた
る現在では月額 4,160 円にまでなっている。また、運営する市町村による格差も目立って
いる。2006 年 4 月からの第 3 期の保険料は月額 4,090 円(被保険者一人当たり平均)であっ
たが、保険料の最高額は沖縄県与那国町の月額 6,100 円で、最低額の岐阜県七宗町(2,200
円)とその差は 2.8 倍にも上っている。
このような介護給付費や介護保険料の地域差から浮かび上がってくる問題点として、分
権化されている側面によって全国統一的に定められている部分にまで保険者の影響が及ん
でいるではないかという点がある。
本来制度が意図していることは、被保険者の状況によって要介護認定や介護サービスの
利用が決まり、保険者の財政状況によって大きく有利不利にならないことであろう。しか
し現状では前述のように介護保険料の地域間格差は拡大しており、介護保険料が既に相対
的に高い水準にある保険者がさらに保険料を上昇させるのは困難を伴うと考えられる。ま
た介護保険制度は特別会計上で運営されており、一般会計から財政的穴埋めを排除してい
る。そのため保険者には介護給付自体を抑える意図が働くと予想できる。
田近・油井(2004)では介護給付費を次のように展開している。
介護給付費/第 1 号被保険者数
＝要介護認定者数/第 1 号被保険者数×介護給付費/要介護認定者数
＝要介護認定率×要介護認定者一人当たり給付費
上の式が示すように、第 1 号被保険者数で割ることで、介護給付費を要介護認定率と要
介護認定者一人当たり給付費の 2 つの側面から検討することができる。介護給付費を抑え
るためには認定率を抑制するか、要介護認定者一人当たり給付費を抑制するのかのどちら
かが必要である。ただし、一人当たり給付費は認定された個人がサービスを利用するかど
うかの意向に依存するので、要介護度別に支給限度額が存在するものの、保険者が直接コ
ントロールできるわけではない。そこで、介護給付費の増加に対処するために保険者が裁
量を働かせようとする可能性を指摘できるのは要介護認定の方ではないかと考えた。
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上記の考察より、本来全国一律のはずの要介護認定が保険者の財政状況が厳しい保険者
では介護給付費の増加を抑えるべく、他の保険者と比較して厳しく行っているのではない
かと考えられる。しかし、これでは健康状態が同様であるにも関わらず、どこの保険者に
所属しているかで認定の可否が異なる可能性があり、これは利用者の水平的公平性の観点
から好ましくないと考えられる。
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第1章

第1節
第1項

現状・問題意識

要介護認定の概要
要介護認定までの流れ

介護保険制度では健康状態が悪化し、要介護状態あるいは要支援状態になったからと
いって自分で判断してただちに介護サービスを利用できるわけではなく介護保険を通じた
サービスを利用しようとすれば、要介護認定を受けなければならない。利用を望む者は要
介護認定を受けて始めて利用可能となり、さらに判定結果によって利用できるサービスも
異なるため、要介護認定調査は利用者にとって非常に重要な位置を占める。要介護認定調
査の大まかな流れは施行当時から 2011 年現在まで変化していない。その一方、調査項目
等は様々な意見を取り入れて尐しずつ変更している。認定判断は大きく分けて認定調査、
一次判定、二次判定の 3 段階に分けられている。以下、それぞれの認定段階について詳し
く見ていく。

第2項

認定調査

介護保険制度を利用するにあたって、まず認定調査を受ける。認定調査を受けるために
は市町村の窓口に保険証を提出するとともに要介護認定の申請を行う必要がある。申請を
受けた市町村は調査員を派遣して認定の調査をする。この調査員は市町村の職員が基本と
されているが、居宅介護支援事業所に委託することも可能であり、その場合は委託を受け
た事業所の介護支援専門員が行う。認定調査は全国共通の調査票で行われ、その内容は①
概況調査(現在利用しているサービスの状況や家族状況など)、②基本調査(心身の状況につ
いて9種74項目の聞き取り等)、③特記事項(基本調査を補足する具体的状況8項目)の3つか
ら成り、調査員による聞き取りで行われる。

第3項

一次判定

一次判定で審査判定の基準となるのは基本調査で、調査員が聞き取りによりそれぞれ
の項目をマークし、その調査結果をコンピューターで処理して判定が行われる。市町村
はこの他に被保険者の主治医から意見書を提出する形で意見を求める。

第4項

二次判定

コンピューターの一次判定による要介護度を元に、市町村等に設置されている要介護
認定審査会で二次判定が行われる。介護認定審査会では主治医意見書、認定調査の特記
9
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事項に記載されている内容を参考にしつつ、一次判定の結果を検証する形で最終的な要
介護度の決定を行う。二次判定の結果が一次判定の結果から変更される場合、2002年度
までは特記事項、主治医意見書、状態像の例等により変更を行うこととされていた。
2003年度以降は特記事項、主治医意見書で変更を考慮し、①要介護認定等基準時間の行
為の区分ごとの時間、②日常生活自立度の組み合わせによる要介護度別分布、③要介護
度変更の指標、④状態像の例、の4つの指標で検証することとなった。また、認定審査
会は審査判定の結果を市町村に通知する際に必要があると認められる場合は「療養に関
する事項」や「被保険者が留意すべき事項」について、市町村に意見を述べることがで
きる。市町村はこの判定結果に基づき、要介護認定の結果を保険証とともに申請者に通
知する。

図 3 新しい要介護認定の流れ

出典：厚生労働省「介護保険制度における介護の仕組み」より筆者作成

第2節
役割

要介護認定に関わる人々のそれぞれの

上述のように要介護認定は、各種専門職や様々な業務を担う職員によって運営されてい
る。適正な審査会の運営は審査会に関わるすべての関係者の参加があってはじめて達成さ
れる。
調査員及び主治医、介護認定審査会(審査会委員)は運営において中心的な役割をはたす。
調査員及び主治医は第一項で、介護認定審査会(審査会委員)は第二項で述べる。
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第1項

認定調査員と主治医

審査会においては、調査員と主治医のみが実際に申請者を直接診断し、審査に必要な情
報を提供する立場にある。調査員と主治医は申請者の状況を極力正確に介護認定審査会に
伝達すべく、調査票や意見書をまとめる必要がある。
ただし、認定調査については、認定調査員が一次判定のすべての責任を負うということ
ではない。申請者の状態は様々であり 74 項目の基本調査の項目の定義にうまく当てはま
らない場合や、常時介助を提供する者がいない場合はその状況を特記事項として記録し、
介護認定審査会の判断を仰ぐことになっている。

第2項

介護認定審査会

介護認定審査会は認定調査員や主治医が申請者から得た情報から通常の例と比べてより
長い(短い)時間を介護に要していないかといったことや、介助が不足していないかといっ
たことを介護認定審査会は総合的に判断し、一次判定を修正・確定して、必要に応じて一
次判定の変更を行うことのできる唯一の場である。

第3節
第1項

介護認定審査会の構成
委員について

委員は保健、医療、福祉に関する学識経験者で構成されており、介護認定審査会は各分
野のバランスに配慮した構成とし、市町村長が任命する。任期は 2 年とし、委員は再任で
きる。会長は委員の中から互選で選ばれ、会長によって指名された委員からなる合議体に
おいて審査判定を実施する。

第2項

合議体の構成

合議体を構成する委員の定数は 5 名を標準として市町村が定める数とされている。合議
体の定数については①更新申請を対象とする場合②委員の確保が著しく困難な場合などに
おいて、5 名より尐ない定数によっても審査の質が維持できると市町村が判断した場合は
5 名より尐なく設定することができる。ただしこの場合であっても、尐なくとも 3 名を下
回って設定することはできない。
一定期間は同じメンバー構成とするが、およそ 3 ヶ月以上の間隔をおいて合議体に所属
する委員を変更することができる。

第4節 要介護認定後の対応
下の表 1 は、利用できるサービス水準の目安を要介護度別にまとめたものである。非該
当(自立)の被保険者に対しては地域支援事業の介護予防事業を、要支援 1～2 の被保険者に
対しては予防給付を、要介護 1～5 の被保険者に対しては介護給付を提供することとなっ
ている。そのため、要支援の認定と要介護の認定との間には利用できるサービスに大きな
差が生じる。
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表 1

要介護度別の身体の状態例と利用できるサービスの水準(目安)

要支援 1
要支援 2
要介護 1
要介護 2

要介護 3

身体の状態例(目安)
日常生活の一部に介護が必要だが、介
護サービスを適応に利用すれば心身の
機能の維持・改善が見込める。
立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入
浴などに部分的介助が必要。
立ち上がりや歩行などが自力では困
難。排泄・入浴などに一部または全介
助が必要。
立ち上がりや歩行などが自力ではでき
ない。排泄・入浴・衣服の着脱など全
面的な介助が必要。

利用できるサービスの水準(目安)
目標を設定してそれを達成するた
めの「介護予防サービス」が利用
できる。
訪問介護・訪問看護・通所リハビ
リテーションなど
週 3 回の訪問介護または通所リハ
ビリテーションなど

訪問介護や夜間または早朝の巡回
訪問介護・訪問看護・通所介護ま
たは通所リハビリテーションなど
(1 日 2 回程度のサービス)
要介護 4
日常生活能力の低下がみられ、排泄・ 訪問介護や夜間または早朝の巡回
入浴・衣服の着脱など全般に全面的な 訪問介護・訪問看護・通所介護ま
介助が必要。
たは通所リハビリテーションなど
(1 日 2～3 回程度のサービス)
要介護 5
日常生活全般について全面的な介助が 訪問介護や夜間または早朝の巡回
必要。意志の伝達も困難。
訪問介護・訪問看護・通所介護ま
たは通所リハビリテーションなど
(1 日 3～4 回程度のサービス)
出典：公益財団法人生命保険文化センター「公的介護保険で受けられるサービスの内容
は？」より筆者作成
このように要介護認定の判定レベルによって、介護保険を通して受けられるサービスが
異なる。また、要介護度別に支給限度額が定められていることから 1 割負担で介護サービ
スを受けられる量には要介護度それぞれに上限がある。以上のことから、利用者にとって
要介護度認定は重要なものであるため認定に対して不服がある場合には不服申し立てを行
うことができる。また、認定の有効期間も設けられており、サービスを受け続けるために
は更新が必要となる。

第1項 判定への不服
介護保険への不服へ対応するために、介護保険法では専門の第三者機関である介護保険
審査会が都道府県に設置することが定められている。市町村等が行った要介護認定に対す
る不服申し立て等も、この審査会に対して行うことができる。具体的には、要介護認定の
通知を受け取った翌日から 60 日以内に各都道府県を経由して、審査請求書を介護保険審
査会に提出する。この場合の審査請求は、要介護認定の取り消しを意味するため、直接的
な要介護度の変更を求めることはできない。

第2項 有効期間
要介護認定には有効期間が設けられており、有効期間ごとの認定の更新が必要となる。
新規認定の場合は、認定の前提となる要介護状況の継続見込み期間が 6 ヶ月であることか
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ら、原則として 6 ヶ月に設定されている。ただし、心身の状況が変化する可能性を考慮に
入れ、介護認定審査会の意見に基づいて有効期間を 3 ヶ月から 5 ヶ月の範囲で変更するこ
とができる。また、更新認定の場合は 2004 年度からは原則 12 ヶ月に設定されている。こ
の場合も介護認定審査会の意見に基づいて、有効期間を 3 ヶ月から 11 ヶ月の範囲で短縮
することができる。一方、状態が当分変化しないと見込まれる場合には要介護認定の有効
期間を上限 24 ヶ月まで延長できるが、要支援認定の更新は上限 12 ヶ月とされている。
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第2章
け

先行研究及び本稿の位置づ

第1節 保険者側の状況が要介護認定率に与え
る影響
本稿が先行研究として参考にしている論文は主に 3 つある。1 つは清水谷･稲倉(2006)
「公的介護保険制度の運用と保険者財政;市町村レベルデータによる検証」である。この論
文では本来統一的に運用されるはずの要介護認定や介護保険を通じたサービスの利用に関
して、保険者の財政状況によって格差がみられるのではないかという指摘について、市町
村レベルのデータを用いて定量的な検証を試みて考察している。この分析の結果として、
財政状況が悪化している保険者では介護保険を通じた介護サービスの利用の前提となる要
介護認定率や利用者数の増加が有意に低くなっていることが明らかになったと述べられて
いる。保険者側の状況、特に財政状況により保険者の需要が誘発されうるのではないかと
いう視点から地域差を考察しており、本稿でも保険者側の視点から地域差を分析、考察を
行ったため参考にした。
次に、風間(2007)「保険者の財政状況が要介護認定率に与える影響－保険者データを用
いた実証分析―」を先行研究とした。この論文では清水谷・稲倉(2006)で述べられていた
結論である、「要介護認定率の地域差は保険者の財政状況の違いによって生じる」という
仮説を立てて分析を行っている。保険者別に 2 時点のパネルデータを使用し、保険者の財
政状況を表す変数が要介護認定率に影響を与えることを検証している。結果として保険者
の財政状況を表す指標である、介護保険料基準額は認定率を引き下げる効果を持つことが
統計的に示唆され、介護保険料の高い保険者は次期の保険料の高騰を避けるために介護給
付費を抑制するために、要介護認定率を引き下げている可能性があることが明らかになっ
たと述べている。
これらの論文を踏まえたうえで回帰分析の実証モデルについて特に参考にした先行研究
が安藤(2008)「介護給付水準と介護保険料の地域差の実証分析－保険者データを用いた分
析－」である。この論文では高齢者一人当たりの介護サービス給付水準を、認定率、居宅
サービスの利用率、居宅サービスの一人当たり給付水準、施設利用率、施設サービスの一
人当たり給付水準に分解し、保険者データを用いた回帰分析を行っている。その上で推定
結果より影響力が高いと考えられる要因を抽出し、その要因と介護保険料額の関係につい
て考察している。この分析の結果として、地域の所得水準や県レベルの施設定員率は介護
給付水準や介護保険料額に一定の影響を与えることが解ったと述べられている。
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第2節

本稿の位置づけ

本稿では分析によって、財政状況の厳しい保険者は介護需要の拡大に介護保険料の増
加以外に要介護認定の抑制で対応しようとするという仮説の検証を、パネルデータ分析を
用いて行う。介護保険料と要介護認定の上昇を扱った安藤(2008)では第 2 期事業運営期間
内で、介護保険料が一定の中で分析が行われた。そこで本稿では介護需要の拡大に対して
保険制度として自然な反応である保険料の上昇による発生リスク増加への対応を考慮する
ために、第 2 期に当たる 2005 年度と第 4 期に当たる 2010 年度の 2 時点のデータを用い
てパネルデータ分析を行った。これによって保険者の持つ地域性も考慮に入れられるもの
と想定される。また、介護保険制度においては介護サービスの決定を個人が操作できる部
分が大きいものの、保険者による介護需要の拡大に対応するもう 1 つの方法として一人当
たり給付費の抑制も考えられる。そこで保険者が介護需要の拡大に対して、一人当たり給
付費の上昇を押し下げて対応する可能性も分析した。
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第3章

第1節

分析

目的と推定モデル

財政状況の厳しい保険者は介護需要の拡大に対して介護保険料の増加だけでは対処でき
ず、需要自体を抑え留めるという仮説の検証を行う。需要の押し下げの形態は新規需要者
を減尐する要介護認定率の抑制と、一人当たりの需要を下げる介護給付費の抑圧との 2 通
りが考えられる。需要する介護サービスの決定が個人の意志である程度操作可能であり、
保険者が個人の介護需要を操作することは困難であると予想される。保険者が影響を与え
られるとすれば最初に要介護認定率の抑制へ働くと考えられるため、まず保険者の財政状
況が何らかの形で要介護認定の抑制を行うという仮説の分析を行う。その次に需要を押し
下げるもう 1 つの方法として考えられる、財政状況の悪化による一人当たり給付費の抑制
の可能性についても分析する。後者の分析方法としては各要介護度別に一人当たりの介護
給付額が各介護度別にそれぞれ定められている支給限度額にどれほど近いかという比率を
被説明変数に取り推定モデルを立てる。
介護需要の増加に対して介護保険料の増加で対応するという反応を考慮することと、介
護保険事業が長期間を捉えて運営計画されていることから、第 2 期事業運営期間から
2005 年、第 4 期から 2010 年の 2 時点を用いたパネルデータ分析を行った。2005 年と
2010 年は共に国勢調査の行われた年であり、高齢単身者世帯のデータが入手可能であった
ために各事業運営期間の中からこれらの年度を選んだ。第 3 期については保険者別の介護
保険料基準額一覧が入手できず、各保険料を揃えることが困難であったために除外した。
以下の分析モデルにおいて、係数項とした β、誤差項の u と被説明変数を表す y について
は分析毎にすべて異なるものとする。各変数の詳細な説明は次の第二節で行う。
初めに、2005 年度での保険料があらかじめ高い場合、需要が伸びても 2010 年度の介護
保険料への上昇が緩やかになるという検証を行う。この分析は次に行う、介護需要の拡大
を介護保険料の上昇だけでは対処できないという仮説の検証の前提となる。回帰モデルは
以下のように想定して用いた。

…… (1)

ここで被説明変数 y は「介護保険料(Premium)」を、Needs は「後期高齢者率」を表
す。Cross-Term は後期高齢者率と t で指定された「介護保険料別ダミー」との交差項を表
している。2005 年度における介護保険料の分布を元に、介護保険料が (a)低い場合、(b)中
間に位置する場合、(c)高い場合の三段階に分けて介護保険料別ダミーを作成した。分析結
果における「保険料低交差項」は(a)の場合との交差項を、「保険料高交差項」は(c)の場合
との交差項を示す。介護保険料が中間に位置した場合、(b)との交差項はベースとするため
に省いた。保険料低交差項は財政状況が比較的良い保健者の指標、保険料高交差項は財政
状況が比較的悪い保険者の指標とみなしている。分析結果としては、財政状況の悪い保険
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者は介護需要の拡大を介護保険料の上昇で埋め合わせる力が弱く、保険料高交差項が負に
有意となり、逆に保険料低交差項は正に有意となることが期待される。
安藤(2008)で考察されているように、介護保険料や要介護認定に影響を与える要因とし
て家族の介護力、介護サービスの供給状態が考えられる。そこで、家族の介護力が弱いこ
との指標として「高齢単身者世帯率(Single)」、「高齢夫妻世帯率(Pair)」を説明変数へ加
えた。介護サービスの供給状況については、施設サービス供給の代理変数として「施設定
員率(Supply)」を説明変数へ加えた。
「要介護認定率(Certification)」は要支援と要介護度 1 から 5 の 6 段階別の認定率、
Income は所得段階について 2010 年度をベースにしての 5 段階評価、u は誤差項をそれぞ
れ表す。所得段階について、介護保険料の基準額を支払う所得段階 3 は他の所得段階変数
のベースとするために省いた。
次に、風間(2007)を参考にして、保険者の財政状況が要介護認定に影響を与える回帰モ
デルを以下のように設定した。

…… (2)

y は要支援・要介護度別の認定率(Certification)であり、k は要支援、介護度 1 から 5 の
6 段 階と 、何ら かの要 介護認定 を受けた 総和と の 7 分 類を指 定する 。介護 保険 料
(Premium)は回帰式(1)の分析で被説明変数とした介護保険料基準額の月額で、残りの変数
も(1)式の場合で述べたものと同様となる。保険料高交差項が負に有意となる、または保険
料低交差項が正で有意となった場合、そこに介護認定の抑制の可能性を考察する余地が生
じる。
最後に、需要を押し下げるもう 1 つの方法である一人当たりの需要を押し下げる可能性
を確認するため、各保険者の介護保険状況によって各介護度別一人当たり給付費がどれだ
け支給限度額へ近付くかという分析を行った。回帰式は以下のように設定した。

…… (3)

回帰式(2)との違いは、被説明変数 y に各要介護度別の限度額支給率を用いた点で、他は
すべて同様となる。介護保険制度では要介護度に応じて 1 割負担で利用できる介護サービ
スの限度額となる支給限度額が定まっていて、原則では超過分は全額自己負担となってい
る。一人当たり給付費が支給限度額へ近付くことは保険者の財政負担を重くすると考えら
れるが、保険者が介護認定を受けた後の個人への介護サービス供給量を操作することは要
介護認定を操作すること以上に困難と予想される。このことから、保険料高交差項が統計
的に有意とならない結果が期待される。これに加えて一人当たり給付費が個人の需要や介
護サービス供給の影響を強く受けるものと考えると、施設介護サービス供給の代理変数で
ある施設定員率が正に有意となることが期待される。

第2節

説明変数の解釈

保険者の財政状況を示す説明変数として介護保険料基準額の月額(Premium)を採用し
た。介護保険料は介護保険事業計画の中で、次期の介護保険の予想需要や保険者の介護保
険に関わる環境を加味して決定されるため、財政状況の代理変数として用いられるものと
した。
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反対に、介護需要を表す変数として後期高齢者率(Needs)を選んだ。老齢化が進めば要
介護状態になりやすくなる4ことから純粋な介護需要の代理変数になるとみなした。分析の
仮説から、回帰モデルにおいて Needs の係数は財政状況が悪化するほど低くなると考えら
れる。しかし後期高齢化率が介護保険料や要介護認定率に比例すると考えたとき、たとえ
ば健康長寿維持が上手く促進されているなどして保険運営が効果を上げ、比較的財政状況
の良い地域などでは、そうした成果によって介護保険料や要介護認定率の上昇を緩やかに
することも考えられる。このように高齢化が要介護状態を引き起こす影響が他と比べて小
さいときに、無理に介護保険料を伸ばしてまで既に認定を受けている人へのサービス供給
を増やす可能性は低いだろう。これらのことから前節で述べたように、パネルデータ分析
の最初の時点に当たる 2005 年度の介護保険料の高低によって介護保険料が(a)低い場合、
(b)中間に位置する場合(基準)、(c)高い場合の 3 つの介護保険料別ダミーを作り、後期高齢
者率との交差項を説明変数として加えることで健康の維持などの後期高齢者率の係数へ関
係してくる地域差を考慮した上で財政状況の悪化を捉えられると考えた。介護保険料の高
低の基準としては、2005 年度の状態を初期状態と捉えて推移を見るために、2005 年度の
介護保険料の分布から標本数の減尐幅が大きくなる地点を選んだ。
家族の介護力が低いことを示す説明変数として、高齢単身者世帯率と高齢夫妻世帯率を
説明変数に加えた。安藤(2008)で述べられているように、要介護状態になったため単身世
帯を続けられなくなるなどして、要介護者の増加がこれらの世帯割合を減尐させる同時性
のバイアスが考えられる。そのために Single と Pair には 5 年のラグを取った上で用い
た。これらの世帯割合が高いほど介護サービスに代替性を持つ家族による介護が尐なくな
り認定率の上昇へ繋がると予想される。
安藤(2008)を参考に、供給側の説明変数として施設サービス供給の代理変数である施設
定員率を加えている。ただし、施設定員率については管轄が都道府県であることや保険者
の区域を越えてサービスを供給している可能性を考慮して、保険者別ではなく都道府県別
でデータを収集した。
安藤(2008)では、居宅サービス供給の代理変数とした人口密度と、医師へのアクセスの
容易さを示す医師密度が説明変数として回帰式へ用いられている。しかし、人口密度と医
師密度については介護保険制度の状況、中でも要介護認定率に関連するものと考えるより
も、各市町村の地域性を表す指標としての性質が強いものと考えることができる。そのた
め、パネルデータ分析を行うことで地域性がコントロールできることも考慮して本稿では
説明変数から外してある。
介護保険料の回帰分析における説明変数としての要支援・要介護度別の認定率
(Certification)は、要介護度別で介護給付の支給限度額が異なるために介護保険料を決め
る要因になると想定して回帰式へ組み込んだ。
所得段階(Income)を 2010 年度の区分を基準に 5 段階に分けて説明変数に加えた。介護
保険サービスを受けるときには被保険者負担も存在するため、高所得段階層の増加によっ
て需要量も増えることが予想されるが(遠藤, 山田 2007)、一方で生活保護世帯などの低所
得段階層の方が介護サービスへのアクセスが容易なこと(安藤 2008)、また高所得段階層の
中には 65 歳以上になっても労働が続けられ収入を得ている人の存在も含まれることも考
えられる。これらのことから係数の正負などの明確な解釈は難しいものの、先行研究にお
いて説明変数として採用されていることもあり、所得段階を何らかの説明力を持つ変数と
して推定モデルへ加えた。

4

2000-2010年度の10年で65歳以上の被保険者数は、約730万人（34％）増加し、要介護認定を受けてい

る者は、約269万人（123％）増加した。
厚生労働省 「医療・介護を取り巻く現状（参考資料）平成23年5月19日」より
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図4

2005 年度(第 2 期)における介護保険料の分布

第3節

データ出典

使用するデータの中で主なものである、介護保険料、後期高齢化率、各要介護認定率、
各所得段階(平成 21 年度、平成 15 年度)については厚生労働省「介護保険事業状況報告
(2005-2010)」から、第 2 期と第 4 期の介護保険料基準額については厚生労働省 HP「全国
の地域別介護保険料額と給付水準を公表します」、「第４期の介護保険料について」から
入手した。高齢単身者世帯率、高齢夫妻世帯率については総務省統計局「国勢調査(平成
12 年度、平成 17 年度)」から作成した。最終的に 2005 年、2010 年のどちらにも存在し
ている保険者の中から使用するデータに欠損のないものを集めて、1237 の保険者のデータ
を入手することができた。調査実施時期の違いなどの理由によって、収集したデータの年
度がパネルデータの時系列と一部異なるが、特に年度指定のないものについてはパネルデ
ータの時系列に年度を合わせて入手することができた。
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表 2 変数の算出方法と単位
(変数)
(算出方法：単位)
各要介護度率
各要介護度認定者数/第 1 号被保険者数
〔%〕
総要介護認定率
各要介護度率の総和
〔%〕
要支援率
各要介護度率から、
2005 年度：要支援率
2010 年度：要支援 1 率＋要支援 2 率
〔%〕
介護保険料
介護保険料基準額の月額ベース
〔千円〕
後期高齢化率
75 歳以上の被保険者数/第 1 号被保険者数
〔%〕
各所得段階率
各所得段階の人数/第 1 号被保険者数
〔%〕
2005 年度における所 2005 年度：
2010 年度：
得段階の 2010 年度 所得段階 1
所得段階 1
への変更
所得段階 2+所得段階 3
所得段階 2
所得段階 4(基準)
……
所得段階 3(基準)
所得段階 5
所得段階 4
所得段階 6 以上
所得段階 5 以上
〔%〕
介護保険料別ダミー 2005 年度の介護保険料〔千円〕を p として：
保険料低
…… 保険料中(基準)
保険料高
の 3 通り
高齢単身者世帯率
高齢単身者世帯数/一般世帯総数
〔%〕
高齢夫妻世帯率
高齢夫妻世帯数/一般世帯総数
〔%〕
施設定員率(県)
介護保険 3 施設の定員数総和/第 1 号被保険者数〔人/百人〕
限度額支給率
総介護給付費/最大支給限度額
〔%〕
最大支給限度額
∑(各介護度別認定者数*該当介護度の支給限度額)〔円〕
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表3

記述統計量
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第4節

分析結果の考察

第1項

介護保険料と要介護認定率の結果

介護保険料を被説明変数とした分析の結果、保険料低交差項は正で有意、逆に保険料高
交差項は負で有意となったことから、現在既に介護保険料が高い保険者は、介護需要の拡
大を次期における介護保険料の増額で補うことが難しくなることが示された。介護保険料
を上げることは事実上の増税処置であり、需要が伸びたからといって際限なく介護保険料
を上昇させることが困難であるという結果を示していると予想される。一方、高所得者層
の割合が介護保険料に対して正に有意な結果となったことから、所得が多い人が増えるこ
とで介護サービスの需要を伸ばすのではないかということを示唆している。

図 5 分析(1)：

介護保険料を被説明変数とした回帰分析
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この結果を受けて要介護認定率の回帰分析を行った。保険料高交差項が要支援、要介護
1、また 10%水準ではあるが要介護 2 においてそれぞれ負に有意となったことから、財政
状況が悪化すると低要介護度の認定を抑制する可能性が見出された。事実上、要介護状態
の改善は難しいものと考えられ、そのために要介護状態になる前の予防が促進されている
ことも考慮すれば、要介護状態の入り口に当たる低介護度の認定を絞ることは財政負担に
とってすれば短期間的には一定の効果があると予想される。この結果は、介護需要の拡大
に対して介護保険料の増加の他、保険者の財政状況によっては要介護認定の抑制を通じて
対応するという仮説と整合性を持つ。低要介護度については必要な介護が相対的に尐ない
ため、認定を厳しくできる余地が生まれるのではないかと考えられる。要介護 1 において
施設定員率が正に有意となったことは、2005 年度から 2010 年度にかけて要介護 1 率の平
均値が下がったことを踏まえれば、施設増加が生じる地域では要介護 1 の減尐を緩やかに
する財政的な余力があったのではないかと考えられる。
図6

分析(2)：

要介護認定率を被説明変数とした回帰分析
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図7

財政状況別で見た、各認定率における保険料交差項の係数

第2項

(統計的に有意な場合)

各要介護別の限度額支給率の結果

保険料高交差項が要支援について 5%水準、要介護 3 について 10%水準で負に有意とな
ったが、その他については統計的に負に有意となった結果はなかった。仮に保険者が要介
護認定を抑えるよりも容易に一人当たりの給付費を抑えられるとするならば、支給限度額
が安く金銭的負担の尐ない要支援ではなく、他の要介護度、特に高要介護度において抑制
を行うものと予想される。このことから需要の拡大を対処するために、保険者が個人の介
護サービスの消費量を操作することは要認定率を押し下げることよりも困難であると考え
られる。
また施設定員率については第一項の結果から、要介護 1 を除き、主な需要者であると考
えられる要介護 1 以上の認定率を上昇には正に有意な結果は得られなかった一方で、限度
額支給率の回帰分析においては、要介護 2,3 について 10%水準で、要介護 4,5 について
1%水準で正に有意となった。この結果から、一人当たりの給付費は個人の需要や、介護サ
ービス供給の影響を強く受けるのではないかと考えられる。
以上の分析から、財政状況の厳しい保険者が介護需要の拡大に対して介護保険料の増加
だけで対処することは難しく需要の押さえ留めを行う可能性が、需要の押し下げとして操
作しやすい要介護認定率の抑制の中から、特に低要介護度の抑制として行われるという結
果が得られた。
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図8

分析(3)：

限度額給付率を被説明変数とした回帰分析

分析結果の図は、すべて固定効果モデルでの値を示している。
ただし限度額給付率の回帰分析の内、要介護 2 についてはランダム効果モデルの値を示した5。

2 の Breusch and Pagan 検定：
chi2(1) = 133.05 , Prob > chi2 =
5要介護

0.0000
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図9

分析結果の考察まとめ
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第4章 政策提言

第1節

これまでの議論を踏まえて

本章では第三章で行ったパネルデータ分析を踏まえ、制度の抱える不平等を是正する方策を
検討する。分析の結果、保険者の財政状況によって低要介護度の認定率を有意に抑制している
という現状が明らかになった。この現状が抱える根本的な問題点は、社会保障としての性質を
持つ介護保険において、地域性6によって生じる差を超えた地域差が存在するのは水平的公平性
の観点から好ましくないと考えられることである。そこで、この必要以上の地域差を解消して
いくことが求められる。このような地域差が生じる原因として、要介護認定を行う認定者が財
政を管理する保険者と同一であることが挙げられる。財政状況の悪い保険者は要介護者が増加
することで介護費用が財政状況をより圧迫することを懸念し、認定の段階において認定率を下
げようとするインセンティブが働いていると考えられる。この問題を解消し、適切な認定率を
維持させることができるような策を見出さなければならない。

第2節

政策導入へのプロセス

第一節でも触れたが、そもそも地域性によって生じる地域差が存在するため、全国一律の値
で適切な認定率を設定することは困難であると考えられ、線引きを行うのは適切ではない。必
要な地域差を考慮しつつ要介護認定率が適切な値にあるかどうかを確かめるためには、現状の
要介護認定者である保険者とは別に財政状況と切り離した機関によるモニタリングを行うこと
が有効であると考えられる。
現状の要介護認定プロセスにおいても、介護認定審査会という保険者と切り離された要介護
認定の審査判定を行う市町村の付属機関が最終チェック機関として存在している。
第一章の中でも触れたが、ここでも審査判定の概略を再び確認すると、まず判定の段階は一
次判定と二次判定と大きく２つに分けられる。一次判定では要介護認定の申請を受け、調査員
が申請を行った人の元に出向き、心身の状況に関する様々な項目を調査し、その基本調査と主
治医の意見書を合わる。それらを元に今度はコンピューターを用いて要介護認定基準時間を算
出し、結果を元に一次判定を決定し、続く二次判定の材料となる資料を作る。二次判定ではそ
の資料を元に介護認定審査会のメンバーが基本調査項目の定義に照らして、選択された調査結
果が特記事項や主治医の意見書と整合性が取れているかの確認を行い、必要に応じて修正を行
う。そして介護の手間など認定に必要な項目を議論し、認定有効期間の設定および要介護状態
の軽減、または悪化の防止のために必要な療養についての意見を付して結果を出すというプロ
セスになっている。
一次判定を行う調査員は保険者に所属する職員、または保険者により業務を委託された事務
受諾法人(社会福祉法人、民間企業、日本赤十字等)により実施され、主に２次判定を行う介護
6

高齢者の割合や産業構成など、全国で統一的に考慮することができない地域性
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認定審査会委員は、保健、医療、福祉に関する学識経験者で構成されており、保険者である市
町村職員は原則として委員になることができず、委員は原則として所属する市町村の認定調査
員として認定調査を行うことができない。委員の中から約 5 名ずつの合議体といわれる調査グ
ループを形成して認定作業を行う仕組みになっており、保険者がその内情により恣意的に認定
を左右できないようになっている。
しかし、現状ではどこかに恣意性が紛れ込む余地が存在していることが分析の結果で出たた
め、この仕組みが完全でないことを示していると考えられる。要介護認定をさらに客観的にチ
ェックすることで現状を改善することができる可能性がある。

ここで再び要介護認定のプロセス内の一時判定に着目し、より詳細に見ていく。厚生労
働省「平成 21 年度要介護認定調査員指導研修資料」によると、心身の状況に関する調査
は基本調査と特記事項の 2 項目に分かれている。まず基本調査項目と特記事項の役割の違
いから見ていくと、基本調査項目は同じ状態の方が同じ要介護状態区分でサービスを受け
られるように設けられていて全国共通のものとなっている。一方で、特記事項には特定の
定義がなく、調査員の専門性から必要と思う情報がすべて記載され、申請者の具体的な状
況、介護の手間、介助頻度等を記入し、介護認定審査会における審査において、専門性に
基づく合議を行う上での判断材料になると述べられている。
つまり、特記事項内において認定調査員はより細かく、具体的に要介護認定申請者の状
況を記載することになる。調査員は保険者に所属する職員、または保険者により業務を委
託された事務受諾法人(社会福祉法人、民間企業、日本赤十字等)により実施されるため、
保険者との繋がりがある。よってここにおいて、恣意的に要介護認定を絞るインセンティ
ブが生まれる可能性があると考えられる。
図 3 新しい要介護認定の流れ (再掲)

出典：厚生労働省「介護保険制度における介護の仕組み」筆者作成
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第3節 介護サービス需要者側の認定結果への
異議申し立てと問題点
要介護認定を申請したサービス需要者が結果として出された判定に対して不服がある場
合に、申し立てを行う制度も既に存在する。「都道府県に対する不服申し立て」と「市町
村に対して直接行う区分変更申請」である。
「都道府県に対する不服申し立て」は行政不服審査法に定められた、行政の処分に対す
る不服申し立て制度の 1 つであり、介護保険法に基づいて都道府県ごとに設置されている
「介護保険審査会」に対して不服申し立てを行うことができる。介護保険審査会は各都道
府県に設置される審査機関で、被保険者代表 3 人、市町村代表 3 人、公益代表の 3 人以上
の合計 9 人以上の委員から構成される。介護保険審査会が審査請求を受理した場合にはそ
れに基づく再調査を行い、その結果要介護認定が不当だと結論付けられた場合は市区町村
の認定を取り消し、改めて調査を行うというものである(伊藤 2000)。
しかしこの不服申し立てにはいくつかの問題を抱えており実際の審査請求は尐ない。不
服申し立て件数を開示している都道府県は多くないのが実情であるが、10 年分のデータを
開示している熊本県の例を見てみると、平成 11 年から平成 20 年までの 10 年間で要介護
認定に関する不服申し立ての審査請求を行ったのが 67 件、そのうち半数近くの 30 件が取
り下げられ、容認されたのは約 25％の 17 件のみである。平成 20 年 12 月度の厚生労働省
介護保険事業状況報告によると、熊本県全体における平成 20 年度末時点での要介護・要
支援認定者数の合計が 83,767 人であることを考えれば利用者は 0.08％にも満たない。こ
の不服申し立てが活用されない理由の 1 つは、介護保険審査会での審査が簡易で迅速な解
決手段になっていないことである。申し立てから決済が出るまでには 3 ヶ月以上かかるこ
とも多く7、裁決まで長期間待たされることで不服申し立て制度そのものへの不信と空洞化
をもたらしている(伊藤 2004)。そのために、本来なら用途の異なる申請更新や区分変更申
請によって再認定してもらう方が希望する要介護度により早く変更される可能性が高く、
審査請求を提起せずに認定の変更申請を行っている事例が多くあると思われる。実際に審
査請求を行った 67 件のうち約半数の 30 件は自ら請求を取り下げており、これらのうちの
多くは認定の区分変更申請を行ったのではないかと考えられる。
しかしこれらの制度は介護サービスの需要者側から要介護認定に対してチェックするも
のであり、情報の非対称性などの問題もあって、要介護認定のプロセスの内容を完全に把
握できていない可能性が尐なくない。保険者側が自らの立場で要介護認定をより厳しく行
い、律する制度の導入の意義は十分にあると考えられる。
表 4 「介護保険審査会における審査請求の推移」(熊本県)より筆者作成
H11
H12 H13 H14
H15 H16 H17 H18
13
3
0
8
9
3
12
要介護認定 3
表 5 「介護保険審査会における裁決の状況」(熊本県)より筆者作成
提起件数
取り下げ
容認
棄却
67
30
17
17
要介護認定

7

H19
9

却下
1

H20
7

未裁決
2

区分変更申請は実質的には要介護認定申請のやり直しであるため、申請してから結果が出るまでの期
間は要介護認定にかかる期間と同じく 30 日以内である。そのため、不服申し立てを行うよりも早く結
果が出ることになる。
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第4節

具体的な政策提言

以上より本稿では、要介護認定率が適切な値に収められているかどうかのモニタリング
を行い、適切でない場合には罰則を与える権限を持つ第三者機関の設立、そして優良保険
者を公表し、表彰することを政策として提言する。
この機関の構成員は基本的に現在、各保険者において活動を行っている認定審査機関と
同質にし、保険者における要介護認定作業を同じように行えるものとするが、国が管轄す
る機関とすることでさらに各保険者との繋がりを断てるようにする。
活動内容は、保険者が要介護認定を恣意的に抑えていないかどうかに関するモニタリン
グを一次判定の調査員が行っている心身の状況に関する調査と、二次判定の介護認定審査
会による調査の 2 点に関して行い、独自の要介護判定を出す。その上で恣意性を見つけれ
ば改善を行えるように指導することである。しかし、全国に千を超える保険者すべてをモ
ニタリングするためには非常に膨大な労働力と費用が発生し、社会保障費のさらなる圧迫
に繋がることは容易に想像できる。そのため機関設立のコンセンサスを得ることは難しい
と考えられる。そこで、すべての保険者をモニタリングするのではなく、年にいくつかの
保険者をランダムに抽出し、保険者には事前に連絡せずに調査開始時点から 1 ヶ月程度8、
有意なサンプル数が得られる程度までさかのぼり、要介護認定の申請を行ったサンプルを
この機関の構成員が再調査する。そこから出された結果と元々の結果とを照合し、一定以
上の違いが出て明らかに恣意性が認識された場合に保険者に対して何らかのペナルティを
課す。このペナルティは要介護認定を絞ることで得られる利益よりも大きなものにするこ
とで効果が得られると考えられる。さらに 1 年間程度の期間を設定し、その期間内におい
てこの機関の出した結果と元々の結果とを照合した結果がもっとも近かった保険者を優良
認定保険者と認定し表彰することで、適切な認定結果を出すインセンティブがより強固な
ものになると考えられる。
表 6 要介護認定モニタリング機関概略
要介護認定モニタリング機関概略

【構成】
・各保険者と同じく保険、医療、福祉に関する学識経験者かつ要介護認定の経験者で構成。
・保険者ではなく国が管轄する。
【活動内容】
・年に数回、保険者をランダムで選択し、対象保険者に対して事前に連絡することなくモニタリ
ングを行う。モニタリングの内容としては、
① 要介護認定第一判定内の、調査員が行う調査の追試調査
② 第二判定内の介護認定審査会の審査の追試
モニタリング開始期間から有意な結果が得られる程度のサンプル数が取れるまでさかのぼり(1 ヶ
月程度)、得られた結果とすでに出されている結果を照合し、明らかに結果が異なり、保険者に
よる恣意性がみられる場合、業務改善命令を与え、悪質な場合はペナルティを課す。
逆に、得られた結果と近い結果を出していた保険者には優良保険者の称号を与える。

8

サンプル数を揃えるために調査開始時点からさかのぼり続けると、要介護認定を受けた人の状態が変
わってしまう可能性があるため、サンプル数を定めるのではなく期間を決めてサンプルを得るほうが調
査の意義があると考えた。

30

ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011

第5節

新しい政策により期待される効果

この政策が実施されることにより生じると考えられる具体的な効果として、まず本稿を
通してのテーマであった要介護認定率における保険者ごとに生じている必要以上の地域差
を解消し、水平的公平性を確立する目的の達成が考えられる。また、いつかの保険者を選
びランダムにモニタリングすることで全保険者に対してモニタリングを行わずとも適切な
要介護認定を行わせるインセンティブを与えることができ、財政的な面からもそれほどコ
ストがかからずに行える為に制度導入のコンセンサスが得られやすいと考えられる。さら
に優良保険者を公表し、表彰を行う場合、その保険者の評判が上がり他の地域から安心で
きる老後を求めて人口が流入する可能性も考えられる。特に過疎化が進んでいる保険者な
どにおいては地域を PR できる一環として意識高く取り組むインセンティブも生まれる。
確かに保険者において高齢者の数が増えることは短期的な財政の面からみればあまり好ま
しくないのかもしれないが、長期的な視点で考えればただ保険料が増加するだけではな
く、高齢者向け施設の増加に伴う雇用の創出、人口増加による活性化などで高齢者以外の
人口の増加にも繋がっていくことが予想される。人口の都市部集中への流れに一石を投
じ、社会保障給付を通じて地方への所得再分配が行われることで地方の活性化にも繋が
る。

第6節

おわりに

2000 年度から開始した介護保険制度には、地方分権の試金石として考えられている側面
もある。社会保障費の増大が注目され、制度の効率化による経費削減の議論が進められが
ちだが、社会のセーフティネットという観点においては制度によって守られず、はみ出し
てしまう人が出てしまうことは絶対に避けなければならない。世界的に見ても最も高い高
齢化率を抱えながら今後も制度を適宜変更しつつ、尐子高齢化社会の中でも重要な社会保
障として健全に運営していかなければならない非常に難解な問題を突きつけられている
が、日本が介護先進国としてこの分野で世界の中で秀で続けるためにも、被保険者にとっ
ても満足度が高く、持続可能なより良い制度を目指して日々前進していかなければならな
い。
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