
介護業界の最新動向
～アフターコロナの経営戦略～
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高齢者施設における直近の週ごとのクラスター発生件数（2021年）
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2数字はその日付までの1週間の発生件数。厚労省の発表をもとに作成。

これまでの合計件数 1802件

2021年2月15日時点、厚労省発表
新規感染者が2人以上出たクラスター発生件数は全国で
5104件。そのうち高齢者福祉施設は1017件（19.9%）と施
設別で最多。
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感染者や感染疑いがある者の有無（地域分類別）（事業所調査）
「感染した方や疑いのある方はいない」が69.4%と最も高く、次いで「利用者に感染の疑いがある方がいた」
が11.8％となっている。
地域分類別にみると「利用者に感染の疑いがある方がいた」と回答した割合が、感染多数地域では18.7%、感
染少数地域は5.6%、「利用者の方が感染した」の割合も、感染多数地域は12.2%、感染少数地域は0.6%と、
いずれも感染多数地域の方が高くなっている。

地域類型別とは，令和２年10月までの
新型コロナウイルスの感染状況に応じて
設定した調査対象地域の2類型を指す。
①「感染多数地域」＝北海道、東京都、
愛知県、大阪府、福岡県
②「感染少数地域」＝岩手県、島根県

令和2年度「介護労働実態調査（特別調査）」結果の概要について 介護労働安定センター調査
―新型コロナウイルス感染症禍における介護事業所の実態調査結果報告書―（令和3年7月21日）

事業所調査票：配布数 2,160 回収事業所数：1,240事業所回収率 57.4％
労働者調査票：配布数 6,480 回収労働者数：2,951名回収率 45.5％
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事業収益の前年同時期比較（2020年3～5月）（地域分類別）（事業所調査）介護労働安定センター調査
「横ばい」が47.5％と最も高く、次いで「10～50％未満の減少」17.7%「10％未満の減少」16.5%。
地域分類別にみると、感染多数地域では「50%以上の減少」から「10％未満の減少」までを合わせた減少
の割合は46.2%、感染少数地域では26.9%と、感染多数地域の方が高くなっている。
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LIFEの活用が要件として含まれる加算単位（施設）（ひと月あたり単位）
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LIFEの活用が要件として含まれる加算単位（居宅・居住系）（ひと月あたり単
位）
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〇ＬＩＦＥへの提出情報について

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)については、施設における入所者全員について、別紙様式２（科学的介護推進に
関する評価（施設サービス））にある「評価日」、「前回評価日」、「障害高齢者の日常生活自立度又は認
知症高齢者の日常生活自立度」、「総論（ＡＤＬ及び在宅復帰の有無等に限る。）」、「口腔・栄養」及び
「認知症（必須項目に限る。）」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)については、施設における入所者全員について、科学的介護推進体制加算(Ⅰ)で
必須とされる情報に加え、「総論（既往歴、服薬情報及び同居家族等に限る。）」に係る情報を、やむを得
ない場合を除き、すべて提出すること。また、「認知症（任意項目に限る。）」に係る情報についても、必
要に応じて提出することが望ましいこと。

〇猶予期間の設定について（科学的介護推進体制加算について、当初）

令和３年度においては、ＬＩＦＥに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の事情の
ある事業所・施設については、規定にかかわらず、一定の経過措置を設けることとする。
具体的には、
・令和３年４月から同年９月末日までに本加算の算定を開始する場合は、算定を開始しようとする月の５月
後の月
又は、
・令和３年10月から令和４年２月末日までの間に本加算の算定を開始する場合は、令和４年３月の翌月10日
までに提出することを可能とする猶予期間を設けることとし、当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予
定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け本加算の算定をできるものとする。
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〇LIFEデータ提出を猶予、8月10日まで 手続き遅延に対応

LIFE へのデータ提出の期限について
LIFEによるデータの提出等を要件として含む加算（※）について、令和３年４月より加算の算定等を
行う場合、令和３年５月10日までにLIFEを用いて、加算ごとに必要なデータの提出を行うこと等とし
ていたが、
・４月にLIFEに関連する加算を算定できるように、これまで事務連絡等でお示ししていた期限までに
新規利用申請をしたにも関わらず、新規利用申請に係るはがきの発送が遅延している場合
又は
・４月にLIFEに関連する加算を算定できるよう、LIFEの操作マニュアル等の web サイトを確認し、
LIFEの導入等について、ヘルプデスクへの問い合わせを行っている場合であって、回答がない又は解
決に至らないことにより、期限までにデータ提出が間に合わない場合
については、令和３年５月10日までにLIFEへのデータ提出が出来なかった場合であっても、できる限
り早期（５月10日以降でも可）にLIFEにデータ提出を行うことで、令和３年４月サービス提供分にお
ける加算を算定できることとし、６月サービス提供分まで同様の取扱いを可能とすることとする。な
お、本取扱いによるLIFEへのデータ提出に係る猶予期間は、令和３年８月10日までとなりますので、
４月～６月サービス提供分までのデータ提出については、同日までにLIFEへデータを提出して頂く必
要があります。

対象の加算
科学的介護推進体制加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）、個別機能訓練加算、ADL 維持等加算（令和４年４月以降の加算算定に係るデータ提
出）、リハビリテーションマネジメント加算（Ａ）ロ及び（Ｂ）ロ、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算並びに理学
療法・作業療法及び言語聴覚療法に係る加算、褥瘡対策指導管理、褥瘡マネジメント加算、自立支援促進加算、排せつ支援加算、
かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）及び（Ⅲ）、薬剤管理指導の注２の加算、栄養マネジメント強化加算、口腔衛生管理加算
（Ⅱ）、科学的介護推進体制加算、栄養アセスメント加算、口腔機能向上加算（Ⅱ）
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〇LIFEに係る利用者の同意

ＬＩＦＥの利用者登録の際に、氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報を入力するが、LIFEのシステ
ムにはその一部を匿名化した情報が送られるため、個人情報を収集するものではない。
そのため、加算の算定に係る同意は必要ではあるものの、情報の提出自体については、利用者の同意は
必要ない

加算の算定に係る同意が得られない利用者又は入所者がいる場合であっても、当該者を含む原則全ての
利用者又は入所者に係る情報を提出すれば、加算の算定に係る同意が得られた利用者又は入所者につい
て算定が可能である

要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれるが、
「やむを得ない場合」とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、
当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情
報の提出ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、システムトラブル等により提出がで
きなかった場合等、利用者単位で情報の提出ができなかった場合。
また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である
体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であっても、事業所・施設の利用者又は
入所者全員に当該加算を算定することは可能である。
ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。



LIFE加算の情報提出頻度
加算名 対応する書式 提出頻度 猶予期間

科学的介護推進体制加算 科学的介護推進に関する評価 6ヵ月ごと あり

個別機能訓練加算 興味関心チェックシート（任意）、生活機能
チェックシート、個別機能訓練計画書

3ヵ月に1回 なし

リハビリテーションマネジメ
ント加算（A）ロ
リハビリテーションマネジメ
ント加算（B）ロ

興味関心チェックシート（任意）、リハビリテーション計画
書、リハビリテーション会議録（任意）、リハビリテーショ
ンマネジメントにおけるプロセス管理票（任意）、生活行為
向上リハビリテーション実施計画書（任意）

3ヵ月に1回 なし

リハビリテーションマネ
ジメント計画書情報加算

興味関心チェックシート（任意）、リハビリテーション計画
書、リハビリテーション会議録（任意）、リハビリテーショ
ンマネジメントにおけるプロセス管理票（任意）、生活行為
向上リハビリテーション実施計画書（任意）

3ヵ月に1回 なし

理学療法、作業療法およ
び言語聴覚療法に係る加
算

興味関心チェックシート（任意）、リハビリテーション計画
書、リハビリテーション会議録（任意）、リハビリテーショ
ンマネジメントにおけるプロセス管理票（任意）、生活行為
向上リハビリテーション実施計画書（任意）

3ヵ月に1回 なし

栄養マネジメント強化加
算

栄養・摂食嚥下スクリーニング・アセスメン
ト・モニタリング（施設）

3ヵ月に1回 あり

口腔衛生管理加算（Ⅱ） 口腔衛生管理加算様式 3ヵ月に1回 なし

口腔機能向上加算（Ⅱ） 口腔機能向上サービスに関する計画書 3ヵ月に1回 なし
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加算名 対応する書式 提出頻度 猶予期間

ADL維持等加算 特定の様式なし 評価対象利用開始月の翌月か
ら起算して6ヵ月目の月

なし

褥瘡マネジメント加算 褥瘡対策に関するスクリーニ
ング・ケア計画書

評価を行った日の属する月
（少なくとも3ヵ月に1回）

あり

褥瘡対策指導管理（Ⅱ） 褥瘡対策に関するスクリーニ
ング・ケア計画書

評価を行った日の属する月
（少なくとも3ヵ月に1回）

なし

排せつ支援加算 排せつの状態に関するスク
リーニング・ケア計画書

評価を行った日の属する月
（少なくとも3ヵ月に1回）

あり

自立支援促進加算 自立支援促進に関する評価・
支援計画書

評価を行った日の属する月
（少なくとも3ヵ月に1回）

なし

かかりつけ医連携薬剤調整加算
（Ⅱ）（Ⅲ）

薬剤変更等に係る情報提供書 3ヵ月に1回 なし

薬剤管理指導 薬剤変更等に係る情報提供書 3ヵ月に1回 なし

栄養アセスメント加算 栄養スクリーニング・アセス
メント・モニタリング（通所
など）

3ヵ月に1回 なし

13

LIFE加算の情報提出頻度
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〇LIFEに入力すべきデータについて
LIFEに入力するデータは、初回の登録の際に事業所の基本的なデータを入力。毎回のデータの入力
は、利用者単位のデータになる。
入力されたデータのフィードバックは、利用者単位の情報のみならず、施設・事業所全体の情報も
得ることができる。

〇データの提出頻度について

科学的介護推進体制加算
利用開始月（算定開始月）、終了月、双方ともデータ提出
少なくとも6ヵ月ごと

かかりつけ医連携薬剤調整加算
利用開始月（算定開始月）、終了月、双方ともデータ提出
少なくとも3ヵ月ごと、もしくは評価月

その他加算
利用開始月（算定開始月）にデータ提出
少なくとも3ヵ月ごと、もしくは評価月
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〇LIFEデータ、フィードバックについて

今回は、「科学的介護推進に関する評価（施設サービス/通所・居宅サービス）」、５月１０日までに登録
されたデータと全国比較（該当者数/割合・平均値）」のフィードバックなど、現時点で可能な内容にとど
まり、本格的なフィードバックは８月の実施を予定。

＜初回フィードバックにおける留意事項（LIFE操作説明書 初回フィードバックについて）令和3年6月＞

・今回の集計は、2021年5月10日までに「確定」登録された４月利用分のデータを集計対象としています。
・今回の集計は、全国での集計を暫定的に行っているものであり、全サービス共通です。
・PDCAサイクルへの活用については、貴事業所において提供しているサービスに関して実施してください。
・今回は全国の集計値のみのフィードバックになりますので、貴事業所の利用者や取組等と比較（※）す
る等可能な範囲でのご活用をいただければと思います。
（※）各事業所におけるデータの解析も含めて、今後、順次フィードバック内容を拡充していく予定です。
・ひとりの利用者について、複数の「確定」登録されたデータがあった場合、各利用者について最新の
データを対象としています。
・LIFEの活用等が要件に含まれる加算を算定しているかどうかに依らず、登録されているデータを集計し
ています。
・加算を算定していない利用者も集計対象に含まれます。
・LIFEの活用等が要件に含まれる加算の設定されていないサービス（例：訪問介護）の利用者についても
様式情報が登録されていた場合には、当該サービスの全国値が算出されています。



16三菱総合研究所 居宅・施設系サービスにおけるCHASEを介した科学的介護に資するデータの収集・活用に関する調査研究事業（令和2年度厚生労働省 老人保健事業推進費等補助金）
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CHASE等により収集されたデータを分析し、介護施設・事業所に対して
フィードバックを実施し、その効果が介護サービスの質の向上に資するか
を検証。
既存の加算について、算定要件を精査し、加算の効果として利用者の状態
の維持・改善等を、客観的なアウトカム指標により評価が可能であるか等
を検証。
分析対象事業所数：266 利用者数：6931



18三菱総合研究所 居宅・施設系サービスにおけるCHASEを介した科学的介護に資するデータの収集・活用に関する調査研究事業（令和2年度厚生労働省 老人保健事業推進費等補助金）



19三菱総合研究所 居宅・施設系サービスにおけるCHASEを介した科学的介護に資するデータの収集・活用に関する調査研究事業（令和2年度厚生労働省 老人保健事業推進費等補助金）
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・食事は、本人の希望に応じ、居室外で、車椅子ではなく普通の椅子を用いる等、施設においても、
本人の希望を尊重し、自宅等におけるこれまでの暮らしを維持できるようにする。食事の時間や嗜
好等への対応について、画一的ではなく、個人の習慣や希望を尊重する。

・排せつは、入所者ごとの排せつリズムを考慮しつつ、プライバシーに配慮したトイレを使用する
こととし、特に多床室においては、ポータブルトイレの使用を前提とした支援計画を策定してはな
らない。

自立支援促進加算の算定について

・入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣や希望を
尊重することが要件となっているが、仮に入所者の状態から一般浴槽が使用困難（感染症等の特段の考慮す
べき事由により）で、関係職種が共同して支援計画を策定する際、やむを得ず、特別浴槽での入浴が必要と
判断した場合、その旨を本人又は家族に説明した上で、実施することが必要。

・入浴時間を本人の希望を踏まえた時間に設定すること
・本人の希望に応じて、流れ作業のような集団ケアとしないため、例えば、マンツーマン入浴ケアのように、
同一の職員が居室から浴室までの利用者の移動や、脱衣、洗身、着衣等の一連の行為に携わること
・脱衣所や浴室において、プライバシーの配慮に十分留意すること
等の個人の尊厳の保持をより重視したケアを行うことが必要。

・自立支援の観点から、入所者の残存能力及び回復可能性のある能力に着目したケを行うことが重要
・重度の要介護者に対して職員１人で個浴介助を行う場合には技術の習得が必要であり、事業所において組
織的に研修等を行う取組が重要である。なお、両側四肢麻痺等の重度の利用者に対する浴室での入浴ケアは
２人以上の複数の職員で行うことを想定



22

「個々の入所者や家族の希望に沿った、尊厳の保持に対する取組」とは。

要介護状態となる以前の生活にどれだけ近づけるかという観点から、個々の入所者や家族の希望を聴取し、
支援計画を作成し、計画に基づく取組を行うなど本人を尊重する個別ケア等により、入所者や家族の願い
や希望に沿った、人生の最期までの尊厳の保持に資する取組を求めるもの。
個々の入所者の希望の確認にあたっては、改善の可能性等を詳細に説明する必要があり、例えばおむつを
使用している状態に慣れて、改善の可能性があるにもかかわらず、おむつの使用継続を希望しているよう
な場合は、本加算で求める入所者や家族の希望とはいえないことに留意。

自立支援促進加算の算定について

支援計画の実施にあたっては、原則として「寝たきりによる廃用性機能障害を防ぐために、離床、座
位保持又は立ち上がりを計画的に支援する」こととされるが、具体的にはどのような取組が求められ
るのか。また、離床時間の目安はあるか。

具体的には、廃用性機能障害は、基本的に回復が期待できるものであることを踏まえ、いわゆる「寝
たきり」となることを防止する取組を実施するにあたり、計画的に行う離床等の支援を一定時間実施
することを求めるもの。
したがって、治療のための安静保持が必要であることやターミナルケア等を行っていることなど医学
的な理由等により、やむを得ずベッド離床や座位保持を行うべきではない場合を除き、原則として、
全ての入所者がベッド離床や座位保持を行っていることが必要である。
具体的な離床時間については、高齢者における離床時間と日常生活動作は有意に関連し、離床時間が
少ない人ほど日常生活動作の自立度が低い傾向にあるとのデータ等もあることを参考に、一定の時間
を確保すること。
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支援計画の実施にあたっては、原則として「食事の時間や嗜好等への対応について、画一的ではな
く、個人の習慣や希望を尊重する」こととされるが、具体的には。

入所者が要介護状態となる以前の生活にどれだけ近づけるかという観点から、
・個人の習慣や希望を踏まえた食事の時間の設定
・慣れ親しんだ食器等の使用
・管理栄養士や調理員等の関係職種との連携による、個人の嗜好や見栄え等に配慮した食事の提供
など、入所者毎の習慣や希望に沿った個別対応を行うことを想定。

・経管栄養といった医学的な理由等により、ベッド離床を行うべきではない場合を除き、ベッド上
で食事をとる入所者がいないようすること
・入所者の体調や食欲等の本人の意向等に応じて、配膳・下膳の時間に配慮すること。

・衛生面に十分配慮のうえ、本人の状況を踏まえつつ、調理から喫食まで120 分以内の範囲にでき
るように配膳することが望ましいが、結果的に喫食出来なかった場合に、レトルト食品の常備食を
提供すること等も考えられる。

自立支援促進加算の算定について
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支援計画の実施にあたっては、原則として「排せつは、入所者ごとの排せつリズムを考慮しつつ、プラ
イバシーに配慮したトイレを使用すること」とされているが、具体的には。

・排せつは、プライバシーへの配慮等の観点から本来はトイレで行うものであり、要介護状態であって
も、適切な介助により、トイレで排せつを行える場合も多いことから、多床室におけるポータブルトイ
レの使用は避けることが望ましい。
・このため、本加算は、日中の通常のケア（※）において、多床室でポータブルトイレを使用している
利用者がいないことを想定。
※通常のケアではないものとして、特定の入所者について、在宅復帰の際にポータブルトイレを使用す
るため、可能な限り多床室以外での訓練を実施した上で、本人や家族等も同意の上で、やむを得ず、プ
ライバシー等にも十分に配慮して一時的にポータブルトイレを使用した訓練を実施する場合が想定され
る。

・「入所者ごとの排せつリズムを考慮」とは、
－トイレで排せつするためには、生理的な排便のタイミングや推定される膀胱内の残尿量の想定に基づ
き、入所者ごとの排せつリズムを考慮したケアを提供することが必要であり、全ての入所者について、
個々の利用者の排せつケアに関連する情報等を把握し、支援計画を作成し定期的に見直すことや、
－入所者に対して、例えば、おむつ交換にあたって、排せつリズムや、本人のQOL、本人が希望する時
間等に沿って実施するものであり、こうした入所者の希望等を踏まえず、夜間、定時に一斉に巡回して
すべての入所者のおむつ交換を一律に実施するような対応が行われていないことを想定。

自立支援促進加算の算定について
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令和２年度「介護労働実態調査」結果の概要について（令和3年8月23日）介護労働安定センター調査

調査実施期間（令和2年10月1日～
10月31日）に全国の介護保険サー
ビス事業を実施する事業所のうち
から18,000事業所を無作為抽出に
て選定し、郵送にてアンケート調
査を実施。
回収状況は、調査対象事業所
17,544事業所のうち、有効回答数
9,244事業所（回収率52.7％）、労
働者調査回答数22,154人（回収率
42.1％）。

人材の不足感は２年連続で少しずつ改善傾向（事業所調査）【（）内は令和元年度に行われた調査の数値】

介護事業所における人材の不足感は、年々上昇傾向にあったところ、事業所全体での不足感（「大いに不
足」＋「不足」＋「やや不足」）は全体で 60.8%（65.3%）と前年度に続き改善傾向を示している。職種別で
みると、訪問介護員の不足感が80.1%（81.2％）で最も高く、次いで介護職員の66.2%（69.7%）。
また、不足している理由としては、「採用が困難である」が 86.6%（90.0%）あり、その原因としては「他産
業に比べて、労働条件等が良くない」が 53.7%（52.0％）、「同業他社との人材獲得競争が激しい」が
53.1%（57.9 ％）と高くなっている。
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離職率は過去最低を更新（事業所調査）介護労働安定センター調査
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの１年間において、2職種計（訪問介護員、介護職員）の離職率
は 14.9%（15.4 ％）で、平成17年度以降最低の離職率。
3職種計（訪問介護員、介護職員、サービス提供責任者）では、採用率は16.0%（18.0％）、離職率は14.9%

（15.3％）で、前年度と比較して離職率は 0.4ポイント低下。
なお、離職率14.9％は、全産業の平均離職率15.6（厚生労働省令和元年雇用動向調査結果）を0.7ポイント
下回っている。
職種別で見ると訪問介護員とサービス提供責任者では離職率が採用率を上回っており、介護職員では採用率
が離職率を上回る状況であった。
サービス提供責任者の採用率が他の 2 職種と比較して低いのは、入職経路の一つとして、訪問介護員からの
内部登用があることが考えられる。

1年間の採用率＝1年間の採用者数÷1年前の在籍者数×100

1年間の離職率＝1年間の離職者数÷1年前の在籍者数×100
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出典：厚労省
「2040年を展望
した社会保障・
働き方改革本部
のとりまとめ等
について」
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出典：厚労省
「2040年を展望
した社会保障・
働き方改革本部
のとりまとめ等
について」
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在籍型出向とは？（厚労省ガイドラインより）
出向元企業と出向先企業との出向契約によって、労
働者が出向元企業と出向先企業の両方と雇用契約を
結び、一定期間継続して勤務すること。

厚労省によると、制度開始からおよそ2か月で1700

人余りに上った（2021年4月29日）。
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介護特化のワークシェア
余剰労働力を現場に融通、BtoB会員制プラット
フォームで（高齢者住宅新聞2021年2月10日号）
ＨＵＭＡＮＬＩＮＫ（東京都千代田区）とスリー

フォレスト（同港区）は３月より、介護業界向けの
ワークシェアサロンを開始する。一般企業と介護事
業者をオンラインのプラットフォームでつなぎ、一
般企業の従業員を介護現場に送る。求人数１０００
件からスタートし、年内には１万件を目指す。
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専門職のワークシェア （「カイスケ」など）
1日数時間単位から勤務可能。介護事業所の急な
欠員などにも対応。ワーカーが合意すれば、本
採用としてスカウトも可能。お試し雇用の役割
も。

非専門職のワークシェア（「スケッター」など）
すきま時間を活用して働きたい、スキルをシェアしたい、
という方々と人手を必要としている介護施設をマッチン
グするサービス。「食事の配膳や洗い物」「お掃除」
「レクリエーションの企画」など、専門的な知識や経験
がなくても勤務可能。
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アクティブシニアのワークシェア（パーソルイノベー
ションの「アライクワーク」）
地域のアクティブシニアの力を活かして人材不足を解決
するサービス。採用支援の前に従業員負担の軽減や離職
率改善につながる業務改善支援を実施。どの業務を任せ
るか、どのようなシフト配置にするかまでサポート。
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出典：厚労省
「2040年を展望
した社会保障・
働き方改革本部
のとりまとめ等
について」



日本 ドイツ 韓国

保険者 市町村など（全国で
1579）

介護金庫（全国で
124）

国民健康保険公団（全
国で1）

要介護区分 7段階（要介護1~5、
要支援1~2）

3段階（中度以上）
※要介護Ⅲの「特に重度」を加え
ると４段階。また、2013（H25）
年に、認知症の者等を対象とする
要介護０が創設

5段階（中度以上）

給付対象者 65歳以上の要支援者・
要介護者
※40～64歳の加齢に伴う
特定疾病により要支援・
要介護状態となった者

すべての年齢層の要介
護者

65歳以上の要介護者
※20歳以上65歳未満の老
人性疾患により要介護状
態となった者

被保険者 第1号被保険者（65歳
以上）・第2号被保険
者（40~64歳の医療保
険加入者）

公的医療保険の加入者
（20歳以上）

国民健康保険の加入者
（20歳以上）

利用者負担 原則1割（一部2割・3

割）
保険給付は定額制、そ
れを超える部分は自己
負担

在宅給付15％
施設給付20％

総費用に占める利用者
負担の比率

7.1% 30.4% 17.8%

日本・ドイツ・韓国の介護制度の比較

○介護に社会保険制度を採用している主な国は、日本、ドイツ、韓国。

○給付については、ドイツ、韓国では中重度者のみが対象とされており、日本の要支援者、要介護１、２に相当する軽度者は対象外とされている。

○利用者負担については、韓国では、負担割合が在宅給付は15％、施設給付は20％とされている。ドイツの保険給付は定額制（部分保険）であり、

それを超える部分は全額自己負担。

介護保険制度の比較から、日本の
介護保険制度は３つの特徴がある。

①軽度者に給付している
②自己負担分が低い
③被保険者は日本は40歳以上であるが、
他は20歳以上

④給付対象は、ドイツは0歳から、韓国は
20歳から、日本は40歳から

日本は、①軽度者を介護保険から外す
こと、自己負担をあげることで、財源
の抑制を抑える方針で進めている。

そのため、被保険者や受給者範囲の再
検討はなされていない。

※国際医療福祉大学大学院白澤政和教授資料より（出所：増田雅
暢「世界の介護保障」2014、OECDHealth System Accounts Database, 2010

等に基づき作成） 41
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デイサービス最大手、ツクイがTOBに賛同 PEファンド傘下へ 2021年2月

介護大手のツクイや介護・医療人材サービスのツクイスタッフなどを傘下に持つツクイホールディングス（横
浜市）は、MBKパートナーズ運営のファンドによるTOB（株式公開買い付け）に賛同すると発表。急遽本日予
定の第3四半期決算の発表を中止した。
ＴＯＢ価格は１株924円（８日終値685円）で、買い付け期間は2月9日から3月24日までを予定。
MBK側は完全子会社化を目指しており、買い付け予定数の下限は41.08％としている。
ツクイは業界の老舗企業で全国47都道府県に事業所を有している。
特にデイサービスの拠点数は560ヵ所で業界トップ。有料老人ホームやグループホーム、サービス付き高齢者
向け住宅なども約80拠点（総定員数約3400人）を運営している。
（データ元：福祉施設・高齢者住宅データベース）
MBKパートナーズはアジア最大級のプライベートエクイティファンドで、主に日中韓を対象に投資。
日本ではチョコレートのゴディバジャパン、ゴルフ場運営のアコーディア・ゴルフなどに投資実績がある。

株式会社ユニマットライフによる株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ株式に対する公開買付け
に係る賛同及び応募推奨 2021年2月

ユニマットリタイアメント・コミュニティは、本日開催の取締役会において、以下のとおり、ユニマットライ
フ（以下「公開買付者」）によるユニマットリタイアメント・コミュニティ普通株式に対する公開買付け（以
下「本公開買付け」）に関して、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティの株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議。
なお、上記取締役会の決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続によりユニマットリタイア
メント・コミュニティの株主を公開買付者及び髙橋洋二氏（以下「不応募予定株主」）のみとすることを企図
していること並びにユニマットリタイアメント・コミュニティ株式が上場廃止となる予定であることを前提と
して行われたもの。
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投資会社ユニゾン・キャピタル、精神科専門の訪問看護事業のN・フィールドをTOBで子会社化 2021年2月

投資会社のユニゾン・キャピルは2月5日、精神科専門の訪問看護事業を展開するN・フィールド（東証1

部）に対して完全子会社化を目的にTOB（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付代金は約155億
円。成長事業へ経営資源を集中できる体制を構築するためには非公開化が適切だと判断した。N・フィール
ドはTOBに賛同している。

TOB主体はユニゾン・キャピタル傘下のCHCP-HN（東京都中央区）。N・フィールド株の買付価格は1株につ
き1200円で、前営業日の終値830円に44.58％のプレミアムを加えた。買付予定数は1292万5434株。買付予
定数の下限は議決権ベースで3分の2以上となるように所有割合66.67％にあたる861万7000株に設定した。
買付期間は2月8日～3月23日。公開買付代理人は野村証券。決済の開始日は3月30日。

N・フィールドは2003年に設立。2013年にマザーズに上場し、2015年東証1部に昇格した。
（出典「M＆A Online」サイトより）https://maonline.jp/news/20210205e

N・フィールド
拠点は47都道府県に213ヵ所、従業員数は約
1400名、利用者数は月間約1万4000名。



投資先 ファンド運営会社 事業内容 投資時
期

Exit時期 投資期間 備考

N・フィールド ユニゾン・キャピタ
ル

精神科に特化した訪問看護
ステーションの運営。

2021年
3月

投資中 0年4ヶ月 2021年3月にTOBが成立し、同年6月上
場廃止に。

ツクイホールディング
ス

MBKパートナーズ 有料老人ホームの運営、訪
問入浴及び訪問介護等の在
宅介護事業の運営等。

2021年
3月

投資中 0年4ヶ月 2021年3月にTOBが成立し、同年6月上
場廃止に。

キリン堂ホールディン
グス

ベインキャピタル スーパードラッグストア
チェーン、薬店チェーン及
び調剤薬局チェーンの運営。

2020年
10月

投資中 0年9ヶ月 2020年10月にTOB成立。2021年1月に
上場廃止。

熊谷総合病院 ユニゾン・キャピタ
ル

総合病院の運営。 2020年
10月

投資中 0年9ヶ月

ほっと・はあと トライハード・イン
ベストメンツ

高齢者介護施設の運営。 2020年
9月

投資中 0年10ヶ
月

ニチイ学館 ベインキャピタル 介護事業、医療事務受託事
業。

2020年
8月

投資中 0年11ヶ
月

2020年8月TOB成立。同年年11月上場
廃止。2021年7月、西日本ヘルスケア
を買収。

総合メディカル ポラリス・キャピタ
ル・グループ

医業経営支援事業、調剤薬
局の経営。

2020年
3月

投資中 1年4ヶ月 2020年3月24日にTOB成立。同年4月上
場廃止に。

welfareすずらん 日本産業推進機構 住宅型有料老人ホーム、障
害者向けグループホームを
運営。

2019年
12月

投資中 1年7ヶ月

HITOWAホールディン
グス

ポラリス・キャピタ
ル・グループ

生活支援サービス、介護
サービス、子育て支援サー
ビス、給食サービス及び人
材サービス事業。

2019年
3月

投資中 2年4ヶ月 ポラリス・キャピタル・グループが
CVCキャピタル・パートナーズから買
収。旧社名は長谷川ホールディングス。
2020年9月、子会社のPCHホールディ
ングスをじげんに売却。

エヌ・デーソフトウェ
ア

ジェイ・ウィル・
パートナーズ

介護・福祉施設用ソフトの
開発、販売及び運用支援。

2019年
3月

投資中 2年4ヶ月 2019年3月TOB成立。同年6月に上場廃
止。 48
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投資先 ファンド運営会社事業内容 投資時期 Exit時期 投資期間 備考

げんきやグルー
プ

トライハード・イ
ンベストメンツ

鍼灸・整骨院の運営。 2018年8月 投資中 2年11ヶ
月

恵の会 ジェイ・ウィル・
パートナーズ

デイサービス、有料老人ホーム、
サービス付き高齢者向け住宅サー
ビス等の運営。

2018年3月 2020年3月 2年0ヶ月 2020年3月、ソラストに売却してエ
グジット。

ネクサスケア 日本企業成長投資有料老人ホーム・シニア住宅の企
画及び運営、訪問介護事業。

2018年1月 投資中 3年6ヶ月 旧社名はランドネクサス。

地域ヘルスケア
連携基盤

ユニゾン・キャピ
タル

ヘルスケア分野における経営支援、
調剤薬局の運営。

2017年9月 投資中 3年10ヶ
月

2017年以降、子会社、孫会社を通
じて複数の調剤薬局運営会社や医
療法人を買収。

ACA Next ACA 訪問介護・通所介護サービス・介
護施設の運営事業、人材派遣・紹
介事業、有料老人ホーム・福祉施
設・病院等への給食提供事業及び
レストラン・寮・管理受諾事業。

2016年11

月
投資中 4年8ヶ月 投資先のジャパンコントラスト

フード、プロテク、エルダーリビ
ング、日本メディカルケアサービ
ス、ロージー、シーエンスの6社を
経営統合により設立。

ヴァティー 日本産業推進機構老人ホーム等の介護施設の運営。 2016年10

月

2020年1月 3年3ヶ月 旧社名はSCホールディングス。
2020年1月Neuberger Bermanグルー
プが助言を行うファンドを共同投
資家として含む投資家グループに
売却してエグジット。 49
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ファンドによるM&A（ヘルスケア・介護関連）3

投資先 ファンド運営会
社

事業内容 投資時期 Exit時期 投資期間 備考

HITOWAホール
ディングス

CVCキャピタル・
パートナーズ

ハウスクリーニングの「おそうじ
本舗」、靴・バッグのメンテンナ
ンスを手掛ける「靴専科」、介護
ビジネス、保育園等の運営

2016年9月 2年6ヶ月 2019年3

月
旧社名は長谷川ホールディングス。
2019年3月、ポラリス・キャピタ
ル・グループに売却してエグジッ
ト

なごやかケアリ
ンク

日本みらいキャ
ピタル

デイサービス施設の運営 2016年6月 2019年4月 2年10ヶ
月

やまねメディカルの通所介護事業
を吸収分割により取得。2019年4

月、ソラストに売却してエグジッ
ト。

アイセイ薬局 J-STAR 調剤薬局、介護事業及び医療モー
ル開発。

2016年3月 2017年12

月

1年9ヶ月 2016年3月にTOBが成立。2016年5

月に上場廃止。2017年12月、経営
陣が設立したアイセイホールディ
ングスへ売却してエグジット。



投資先 ファンド運営会社 事業内容 投資時期 Exit時期 投資期間 備考

プラティア J-STAR 認知症グループホー
ムを主体とする各種
介護サービスの提供。

2016年1月 投資中 5年6ヶ月 2016年4月に桂商事、2017年10月
にルミナスを買収。

アロスワングループ アント・キャピタ
ル・パートナーズ
（旧日興アント
ファクトリー）

調剤薬局の運営 2016年1月 2019年11月 3年10ヶ
月

阪神調剤ホールディングスと共同
出資した会社。アロスワングルー
プで複数の調剤薬局運営会社を買
収。アント・キャピタル・パート
ナーズの持分は、住友商事に売却
してエグジット。

日本エルダリーケア
サービス

ACA 訪問介護やデイサー
ビス施設の運営

2015年8月 2020年10月 5年3ヶ月 2020年10月にソラストに23億円で
エグジット

サンライズ・ヴィラ ACA 有料老人ホームの運
営

2013年10月 2017年1月 3年4ヶ月 子育て支援サービス、総合人材
サービス、介護関連サービスを手
掛けるライク（旧ジェイコムホー
ルディングス）に完全売却

日本医療事務セン
ター（現ソラスト）

カーライル 医療事務受託、介護
事業

2012年2月 2017年5月 5年4ヶ月 MBOにより取得。その後、大東建
託、東邦ホールディングス、イン
フォコムへ一部持分売却。2016年、
東証一部上場時に一部持分売却。
2017年、全株売却。
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国内の上場ヘルスケアリート
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□ヘルスケア＆メディカル投資法人（HCM）
国内唯一のヘルスケア特化のリート
資産運用会社 ヘルスケアアセットマネジメント（HAM）
主要スポンサー シップヘルスケアホールディングス、NECキャピタルソリューション、三井住友銀行
資産規模：37件670億円 介護付有料老人ホームが７割前後占める

□大和証券リビング投資法人
2020年4月、大和証券系の「日本賃貸住宅投資法人」と「日本ヘルスケア投資法人」が合併
資産運用会社 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント
主要スポンサー 大和証券
資産規模：226件3235億円（うちヘルスケア施設53件955億円）グッドタイムリビングが半分近く占める

□ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
2018年3月、「ケネディクス・レジデンシャル投資法人」と「ジャパン・シニアリビング投資法人」

（新生銀行系）が合併
資産運用会社 ケネディクス不動産投資顧問
主要スポンサー ケネディクス、三井住友ファイナンス＆リース
資産規模：162件2688億円（うちヘルスケア施設26件586億円）介護付有料老人ホームが７割超占める

世界のヘルスケアリート市場は約13兆円。9割はアメリカのリートが占めており、大型のCCRC等が組
み込まれている。日本のヘルスケアリート総額は3法人で2200億円ほど。世界のマーケット比でいう
と約1.7%。私募ファンドが保有するヘルスケア施設総額は5000億円はくだらないと思われる。



週刊 高齢者住宅新聞
https://www.koureisha-jutaku.com/

amiya@koureisha-jutaku.com

ご清聴ありがとうございました

～高齢者の住まい・介護・医療関連WEBセミナー～

住まい×介護×医療サミット2021（全40講演予定）

2021年10月13日（水）～10月18日（月）ウェブで配信

主催：株式会社高齢者住宅新聞社

参加費：無料

～高齢者の住まい・介護・医療のための展示会～

住まい×介護×医療展2021in東京

2021年9月29日（水）30日（木）開催

場所：東京流通センター（東京都大田区平和島）

主催：株式会社高齢者住宅新聞社

参加費：無料

53

開催中止

mailto:amiya@koureisha-jutaku.com

